
 

 

 

 

バイオソリッド利活用基本計画 
（下水汚泥処理総合計画） 

策定マニュアル（案） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年８月 

 

国土交通省都市･地域整備局下水道部 
 



目    次 
 
用語の定義 ･･･････････････････････････････････････････････････････1 
 
第１章 総  論 ･････････････････････････････････････････････････3 
 第１節 計画の目的 ･････････････････････････････････････････････4 
 第２節 計画主体（計画策定機関） ･･･････････････････････････････5 
 第３節 計画の内容 ･････････････････････････････････････････････6 
  ３－１ 計画の内容 ･･･････････････････････････････････････････6 
  ３－２ 基本構想 ･････････････････････････････････････････････6 

３－３ 基本計画 ･････････････････････････････････････････････7 
 第４節 調査の実施 ･････････････････････････････････････････････10 
  ４－１ 協議会の設置 ･････････････････････････････････････････10 
  ４－２ 関係者の意見聴取 ･････････････････････････････････････10 
 第５節 計画の見直し ･･･････････････････････････････････････････11 
 
第２章 基 本 構 想 ･･･････････････････････････････････････････12 
 第１節 基礎調査（現況調査） ･･･････････････････････････････････12 
  １－１ 都道府県全域の特性 ･･･････････････････････････････････12 
   １－１－１ 自然条件 ･･･････････････････････････････････････12 
   １－１－２ 社会条件 ･･･････････････････････････････････････12 
  １－２ 都道府県内行政 ･･･････････････････････････････････････13 
   １－２－１ 都道府県内行政 ･････････････････････････････････13 
      １－２－２ 一部事務組合等 ･････････････････････････････････13 
  １－３ 下水道事業の現況と将来計画 ･･･････････････････････････14 
   １－３－１ 下水道に関する諸計画 ･･･････････････････････････14 
   １－３－２ 下水道着手、整備状況 ･･･････････････････････････14 
   １－３－３ 下水処理場稼働状況 ･････････････････････････････14 
  １－４ 汚泥の処分状況と有効利用状況 ･････････････････････････15 
   １－４－１ 下水汚泥発生量の現況 ･･･････････････････････････15 
   １－４－２ 減量化の現況 ･･･････････････････････････････････15 
   １－４－３ 処分の現況 ･････････････････････････････････････15 
   １－４－４ 有効利用の現況 ･････････････････････････････････16 
   １－４－５ その他汚泥の現況 ･･･････････････････････････････16 
   １－４－６ 汚泥発生量予測 ･････････････････････････････････16 
 



 

第２節 下水道管理者とその他汚泥に関わる各事業主体の意向調査 ･･･19 
  ２－１ 複数市町村における下水汚泥の広域処理 ･････････････････19 
  ２－２ その他汚泥との共同処理 ･･･････････････････････････････19 
第３節 汚泥処理区域の検討 ･････････････････････････････････････20 
３－１ 汚泥処理区域の設定 ･･･････････････････････････････････20 
３－２ 汚泥処理基地（候補）の検討 ･･･････････････････････････20 
３－３ 輸送方式の検討 ･･･････････････････････････････････････21 
３－４ 汚泥処理基地の決定 ･･･････････････････････････････････22 
３－５ 重点的事業化区域の選定 ･･･････････････････････････････22 

第４節 とりまとめ ･････････････････････････････････････････････23 
 
第３章 基 本 計 画 ･･･････････････････････････････････････････24 
第１節 基本計画目標 ･･･････････････････････････････････････････24 
１－１ 基本計画目標の設定 ･･･････････････････････････････････24 
１－２ バイオソリッド有効利用の指標 ･････････････････････････24 

第２節 バイオソリッドの設定 ･･･････････････････････････････････27 
２－１ バイオソリッド発生量の算定 ･･･････････････････････････27 
２－２ 生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等の受入量の算定 ･･･27 
２－３ 広域処理方策・共同処理方策の検討にあたっての留意事項 ･28 

第３節 バイオソリッド有効利用方法の検討 ･･･････････････････････29 
３－１ 下水汚泥の有効利用方法の検討 ･････････････････････････29 
３－２ 有効利用形態別潜在需給量の検討 ･･･････････････････････39 
３－３ 地球温暖化対策 ･･･････････････････････････････････････41 
３－４ バイオソリッドを活用したエネルギー利用 ･･･････････････44 

第４節 バイオソリッド処理処分方法の検討 ･･･････････････････････52 
４－１ バイオソリッド処理処分方法の検討方針 ･････････････････52 
４－２ バイオソリッド処理処分方法の検討 ･････････････････････52 

第５節 事業化方策の検討 ･･･････････････････････････････････････55 
第６節 中間年次の検討 ･････････････････････････････････････････62 
第７節 事業費の算定 ･･･････････････････････････････････････････63 
第８節 とりまとめ ･････････････････････････････････････････････64 
８－１ バイオソリッド利活用基本計画の策定 ･･･････････････････64 
８－２ 事業推進のための協議会等の設置 ･･･････････････････････64 

 
 
 



 1

用語の定義 

 

本マニュアルにおいては各用語を以下のように定義する。 

 

バイオソリッド利活用基本計画：下水汚泥の有効利用及び減量化を一層促進し、あわせて

他のバイオマスの利活用にも資することを目的として都

道府県単位で策定される計画で、基本構想と基本計画から

構成される。 

基本構想：都道府県の全域を対象にバイオソリッドの減量化、有効利用、処分等に関する

将来的なあり方を検討し、広域・共同処理等の汚泥処理区域を設定するととも

に、重点的に事業化すべき汚泥処理区域（「重点事業化区域」）を選定したも

の。 

基本計画：重点事業化区域を対象に概ね 10 年後を見通して、バイオソリッドの減量化、有

効利用、処分等について、具体的な事業化方策を定めたもの。 

下水汚泥：下水処理場から発生する汚泥。 

その他汚泥：農業集落排水施設、浄化槽、コミュニティプラント等の他の汚水処理施設か 

ら発生する汚泥。 

バイオマス：下水汚泥やその他汚泥、生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等生物由来の

有機物。 

その他のバイオマス：下水汚泥以外のバイオマス。 

バイオソリッド：下水汚泥又は下水汚泥を主体とするバイオマスであって、下水処理場に

おいて処理されるもの。 

 

 バイオマス――┬―――汚泥―――┬――下水汚泥      

        │        └――その他汚泥―┬―農業集落排水施設汚泥 

        │                 ├―浄化槽汚泥  

        │                 ├―コミュニティプラント汚泥  

        │                 └―し尿汚泥 等 

        └――生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等      

 

減量化：脱水、焼却、溶融等により汚泥中の含水率を下げること、又は有機物を分解し固

形物量を減らすこと。 

有効利用：コンポスト化、建設資材化等によりバイオマスをマテリアルとして利用するこ 

と、並びにバイオマスが有するエネルギーを回収して利用すること。 

汚泥の処分量：発生汚泥のうち減量化、有効利用されないものを埋立処分等に委ねる量。 



 2

下水汚泥リサイクル率：下水汚泥の発生量に対して、有効利用される下水汚泥量の割合。

マテリアルとしての有効利用を基本とし、乾燥重量ベ－ス（DS-t）

で算定される。 

  [ ] １００
）下水汚泥の発生量（

）水汚泥量（有効利用されている下
＝％下水汚泥リサイクル率 ×








t-DS

t-DS  

 

エネルギー利用による温室効果ガス削減量：バイオマスのエネルギ－利用による温室効果

ガス削減量に地球温暖化係数を乗じて二酸化

炭素換算で表したもの。 

エネルギー利用による温室効果ガス削減量［t-CO２］=  

（バイオマスのエネルギー利用による温室効果ガス削減量）×（地球温暖化係数） 

 

エネルギ－自立率：下水処理場におけるバイオソリッドからのエネルギー回収を対象に、

次の式で算出される。 

  エネルギ－自立率[％]＝（電力及び熱エネルギーの回収による外部エネルギー利用の 

節減分）／（下水処理場における消費エネルギー）×100 

   ただし、汚泥消化タンクの加温に要するエネルギーは、分母分子にカウントしない。 

 

単独処理：１ヶ所の下水処理場からの発生汚泥を対象にする場合。 

集約処理：２ヶ所以上の下水処理場からの発生汚泥を対象にする場合。 

広域処理：異なる事業主体の２ヶ所以上の下水処理場からの発生汚泥を対象とする場合。 

集中処理：同じ事業主体の２ヶ所以上の下水処理場からの発生汚泥を対象にする場合。 

共同処理：下水汚泥に加えてその他のバイオマスを対象にする場合。 

汚泥処理区域：下水汚泥及びその他汚泥の単独処理、集約処理、広域処理等の対象となる

各処理区域。 

都道府県構想：都道府県が市町村の意見を反映して策定している汚水処理施設の整備に関

する総合計画。下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽等汚水処理

施設の整備は、この構想を基本として実施されている。 
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第１章 総 論 

 

昭和３０年代が産業公害に象徴される著しい公害を第一の環境の危機とするならば、現

在の大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした社会の仕組みは、地球の環境容量を越え

た地球上のあらゆる生物の存在に影響を与えることが広く認識される様になり、この社会

の仕組みを変えない限り解決のできない第二の環境の危機に直面していると考えられる。 

すなわち、これまでの資源・エネルギーの大量使用に依存した大量生産、大量消費、大

量廃棄型の生産と消費のパターンから脱却し、生活様式や事業活動の態様など社会全体に

わたる変革が必要で、社会全体を持続可能な姿に転換していくことが必要である。 

下水道は、都市の排水を排除、処理することによって公衆衛生の確保、水環境の保全と

いう役割を有する社会基盤施設であると同時に、実態として都市の代謝システムの相当部

分を支配する「装置」であり、その意味で持続可能な社会形成の鍵を握るものである。従

来から下水処理水や下水汚泥の有効利用は循環型都市づくりに貢献してきたが、地球温暖

化の防止が至上命題となっている現在、下水道は下水汚泥というバイオマスのエネルギー

利用基地としても期待されている。 

さらに、平成１５年度に「バイオマス利活用事業」が創設されるにいたり、下水処理場

は、下水汚泥ばかりでなく、他のバイオマスもあわせて処理し、有効利用を図るための拠

点としても注目されるようになった。そこで、平成３年に作成された「下水汚泥処理総合

計画策定マニュアル」に代わる新しい計画手法が求められることとなった。本マニュアル

では、下水処理場で処理される下水汚泥又は下水汚泥と他のバイオマスとの混合物を「バ

イオドリッド」と定義し、下水処理場においてマテリアルとエネルギーの両面でのバイオ

ソリッドの有効利用を図るための計画手法をまとめたものである。 
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第１節 計画の目的 

下水汚泥の処理に関して、汚泥の有効利用目標及び処分量の削減目標を設定し、広域的
かつ将来的な視点にたったバイオソリッド利活用基本計画の策定を行う。 

 

【解 説】 

近年の下水整備の進捗に伴い、下水汚泥発生量の増加が著しく、その処分地の確保が困

難となってきている状況から、下水汚泥の減量化や有効利用の推進が重要な課題となって

いる。加えて循環型社会への転換、廃棄物処理処分の適正化が社会的な問題となり、我が

国においても循環型社会形成推進基本法や個別リサイクル法が制定され、下水汚泥につい

ても、その減量化や有効利用について将来的な目標を定め、汚泥の処分量を削減すること

が求められている。 

平成１２年度において、我が国のポンプ場並びに処理場で消費された電力量は 6,634 百

万 kWh であり、そのうちの 90%に当たる 5,956 百万 kWh が下水処理場で使われている。

下水道施設で消費された電力量は、我が国で消費された総電力量 977,700 百万 kWh の約

0.7%に相当する。 

バイオソリッドは「カーボンニュートラル」（第３章「３－３地球温暖化対策」の解説

参照）であるため、消化工程などで発生するメタンガス等を場内のエネルギー利用に供す

ることにより、温室効果ガス削減などに貢献することが可能である。 

この様に下水汚泥とその他のバイオマスの共同処理によるバイオソリッドの利活用は、

その他のバイオマスだけを個別に処理する場合よりも次のような利点を有することが想定

される。 

l 個別に処理するより規模の経済が働き、コストの削減が期待される。 

l 下水道は水処理施設を有するため、バイオマスの処理に伴って発生する排水のための

処理工程を新たに設ける必要がない。 

l バイオマスが有するエネルギーを下水処理場系内で有効活用できる。 

l マテリアルとして有効利用する場合、規模の拡大によって用途の多様性が確保され、

市場環境の変化に柔軟に対応できる。 

 

また、近年では下水汚泥の処理や有効利用に関する技術的な進歩や社会条件の変化等に

より、地域によっては、従来の水処理・汚泥処理一体の下水道システムによる整備よりも

水処理と汚泥処理を切り離し、汚泥処理についてある程度まとめて広域的に一括処理した

方が経済的に有利な場合も想定される。 

このような背景を踏まえ、必要に応じてその他の関係部局と連携を図りつつ、広域的か

つ将来的な目標のもとで下水汚泥の有効利用方法や処分方法等を十分検討し、下水汚泥に

係る個別の下水道計画の上位計画として、「バイオソリッド利活用基本計画」の策定を行

う。 
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第 2 節 計画主体（計画策定機関） 

各都道府県の下水道担当部局は、関係市町村と協議してバイオソリッド利活用基本計画
を策定する。 

 

【解 説】 

バイオソリッド利活用基本計画は、広域的、将来的視点にたったバイオソリッドの処理

計画を定めるものであり、各都道府県の下水道担当部局は、関係市町村の意見の調整を十

分に図り、関係市町村と協議して本計画を策定するものとする。 
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第３節 計画の内容 

３－１ 計画の内容 

バイオソリッド利活用基本計画では基本構想と基本計画の策定を行う。 

 

【解 説】 

本計画は、原則として流域別下水道整備総合計画又は都道府県構想に基づき、下水処理

場から発生する下水汚泥を基本に、必要に応じてその他汚泥及び生ごみ、家畜排せつ物、

草木剪定廃材等のバイオマスの下水処理場での処理を考慮して、基本構想と基本計画の策

定を行う。 

 

３－２ 基本構想 

基本構想は、原則として都道府県の全域を対象にバイオソリッドの減量化、有効利用、
処分等に関する将来的なあり方を検討し、広域・共同処理等の汚泥処理区域を設定すると
ともに、重点的に事業化すべき汚泥処理区域（「重点事業化区域」）を選定するものであ
り、具体的な検討項目は以下のとおりである。 
 ①基礎調査 
 ②下水道管理者とその他汚泥に関わる各事業主体の意向調査 
 ③汚泥処理区域の検討 
 ④重点事業化区域の選定 

 

【解 説】 

下水汚泥の約４割は未だに脱水汚泥や焼却灰の形で陸地又は海面への埋立て処分となっ

ている。この処分法にはおのずと限度があり、循環型社会への転換を図るためには、マテ

リアルとしての有効利用を考えなければならない。また、その一方でエネルギ－資源とし

ての有効利用を図ることも求められている。 

このため、基本構想においては、これまでの下水汚泥処理処分の現状を評価するととも

に、その他汚泥に関する発生状況をよく調査し、地域的条件や経済的観点を考慮して汚泥

処理区域を設定する。そのためには、市町村の意向を十分反映した形で、原則として都道

府県全域の将来の下水汚泥発生量、及び必要に応じてその他汚泥等の発生量を予測するこ

とが必要である。 

また、汚水処理施設整備率が高く、汚泥処分地が逼迫している等の状況にある汚泥処理

区域で重点的に事業化すべき区域を「重点事業化区域」として選定する。 

基本構想の計画対象範囲は、原則として当該都道府県の全域とするが、当該都道府県の

地域特性の実状に応じて一体的に検討すべき地域としてもよい。基本構想の計画年次は汚

水整備の普及概成が見込まれる時点とし、既に普及概成している場合においては、近年の

少子高齢化や人口減等の社会的動向に配慮し、必要に応じて既計画の見直しを行うことと

する。   
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３－３ 基本計画 

基本計画では、基本構想にて定めた重点事業化区域を対象に基本計画目標を設定し、バ
イオソリッドの発生量の算定、バイオソリッド処理処分方法、事業化方策等を定める。基
本計画における目標年次は概ね 10 年後とし、中間年次を概ね 5 年後とする。 
①基本計画目標の設定 
②バイオソリッドの設定 
③バイオソリッド有効利用方法の検討 
④バイオソリッド処理処分方法の検討 
⑤事業化方策の検討 
⑥中間年次の検討 
⑦事業費の検討 

 

【解 説】 

基本計画では、基本構想において明らかとなった重点事業化区域を対象に、バイオソリ

ッド発生量の予測、バイオソリッド有効利用方法の検討、バイオソリッド処理処分方法の

検討、事業化方策の検討、中間年次の検討、事業費の検討を行う。 

基本計画の目標年次は汚泥処理設備の耐用年数や下水汚泥発生量の伸び率等を考慮し、

概ね 10 年後とする。なお、基本計画の目標年次において達成の有無を確認する。基本構想

及び基本計画の策定フローを図１－１に、計画対象範囲を表１－１に示す。 
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  図１－１ 基本構想と基本計画策定フロー 

START 

基礎調査 

下水道管理者とその他
汚泥に関わる各事業主
体の意向調査 

 
重点事業化区域の選定 

基本構想の策定 

バイオソリッドの設定 

事業化方策の検討 

中間年次の検討 

事業費の検討 

バイオソリッド利活用 

基本計画の策定(案) 

基本計画 
目標の達成度 

バイオソリッド利活用 

基本計画の策定 

No 

Yes 

全国の下水汚泥

のリサイクルに

関する目標等 

END 

バイオソリッド 
処理処分方法の検討 

汚泥処理地区域の検討 

バイオソリッド有効利用
方法の検討 

重点事業化区域の基本計
画目標の設定 
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表１－１ 計画対象範囲 
 
 

基本構想 基本計画 

 
対象範囲 

 

 
都道府県全域 
 

 
重点事業化区域 

検討事項 

①基礎調査 
②各事業主体の意向調査 
③汚泥発生量の検討 
④汚泥処理区域の検討 
⑤重点事業化区域の選定 

①基本計画目標の設定 
②バイオソリッドの設定 
③バイオソリッド有効利用方法の検討 
④バイオソリッド処理処分方法の検討 
⑤事業化方策の検討 
⑥中間年次の検討 
⑦事業費の検討 

計画年次 
普及概成が見込まれる時点 
 

計画年次：概ね 10 年後 
中間年次：概ね 5 年後 
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第４節 調査の実施 

４－１ 協議会の設置 

バイオソリッド利活用基本計画の策定にあたっては、その内容が 2 以上の市町村にまた
がるため、関係市町村による協議の場を設置し、意見を十分反映させながら策定作業を進
める必要がある。 

 

【解 説】 

この計画の主体はあくまで都道府県であるが、本計画は最終的に関係市町村で発生する

下水汚泥を効率的に処理し、有効利用の推進を図るものであるから、関係市町村の意見を

十分反映する必要がある。 

このため、関係市町村の下水道担当者は、必要に応じてその他汚泥、生ごみ、家畜排せ

つ物、草木剪定廃材等の処理に関する担当者を含めた協議会等の組織を設置し、意見の調

整をはかることが望ましい。 

なお、協議会の構成については、都道府県全域の市町村により構成する場合や、地域ご

とに関連市町村で構成する場合が想定される。 

 

４－２ 関係者の意見聴取 

バイオソリッドの処理方法や有効利用方法等の検討にあたっては、必要に応じて学識経
験者等から構成される調査機関を設置するほか、関係住民等の意見を反映するための必要
な措置を講ずる。 

 

【解 説】 

本計画は都道府県の下水道担当部局が策定するものであるが、バイオソリッドの処理方

法や有効利用方法等について専門的知識を要する場合等にあっては、学識経験者等から構

成される調査機関を設置し、その助言のもとに調査を進めることが有効である。 

また、必要に応じて関係する住民や各種団体、NPO 等から意見を聴く等の取り組みを行

うことが望ましい。 
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第 5 節 計画の見直し 

バイオソリッド利活用基本計画の策定後に社会的条件又は技術的条件に変化があり、本
計画の主要な内容に変更が生じた場合には、適宜計画の見直しを行う。 
 

 

【解 説】 

 バイオソリッド利活用基本計画の見直しを必要とする基本構想の主要な内容の変更とし

ては、以下の事項が考えられる。 

 

①汚泥処理区域の設定の変更 

②重点事業化区域の変更又は追加 

 

 バイオソリッド利活用基本計画の見直しを必要とする基本計画の主要な内容の変更とし

ては、以下の事項が考えられる。 

 

①バイオソリッドの構成及び発生量の大幅な変更 

②バイオソリッド処理処分方法の変更 

③事業化方式の変更 

 

 

 

 

 



 12

第２章 基本構想 

第１節 基礎調査（現況調査） 

１－１ 都道府県全域の特性 

１－１－１ 自然条件 

都道府県全域の自然条件として、地形、気象及び浸水状況等について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域の自然条件として、丘陵、平野、湖沼、河川等の地形状況について十分な

調査を行い、その概要を整理する。また、降雨量、積雪量、気温等の気象状況や浸水状況

についても十分な調査を行い、その概要を整理する。これらの地形、気象及び浸水状況は、

本計画における汚泥処理区域の設定や下水汚泥やその他汚泥の輸送計画、処理施設計画の

策定等の基礎資料となるものである。 

なお、既に認可計画や流域下水道整備総合計画等で調査を行っている場合には、これを

代用してもよい。 

 

１－１－２ 社会条件 

都道府県全域の社会条件として、道路や土地利用の状況、人口や産業等の現況及び将来
の動向、これまでの歴史的、文化的つながりについて調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域の道路や土地利用の状況、人口や産業の現況及び将来の動向等について十

分な調査を行い、その概要を整理する。これらの社会的条件は、緑農地利用や建設資材の

潜在需給量算定の基礎資料になるとともに、下水汚泥やその他汚泥の発生量算出の基礎資

料となるものである。また、これまでの歴史的、文化的なつながりについても調査し、そ

の概要を整理する。これらは、汚泥処理区域の設定に際しての基礎資料となるものである。 

なお、既に認可計画や流域下水道整備総合計画等で調査を行っている場合には、これを

代用してもよい。 
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１－２ 都道府県内行政  

１－２－１ 都道府県内行政 

都道府県内における各行政機関の管轄地域の現況等について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県内における行政の結びつきを整理し、各行政機関の管轄地域の現況等について

調査し、その概要について整理する。 

 

１－２－２  一部事務組合等 

都道府県全域の一部事務組合、広域連合等の関連を調査する。 

 

 

【解 説】 

下水汚泥処理は、下水道事業の一環として市町村や都道府県が行う事業であるが、複数

の市町村がその他汚泥も含めて共同処理する場合には広域的に組織された特別の地方公共

団体が行う場合がある。したがって、一部事務組合や広域連合等の形式で行われている各

種の事業の現状について調査を行い、都道府県内のまとまり、結びつきを調査し、その概

要について整理する。 
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１－３ 下水道事業の現況と将来計画  

１－３－１ 下水道に関する諸計画  

都道府県全域の下水道に関する諸計画について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域において個別の下水道計画の上位計画である流域別下水道整備総合計画や

都道府県構想、これに基づく各事業主体の下水道基本計画、事業計画の現況と将来につい

て調査を行い、その概要を整理する。 

これらは、本計画策定の基本的資料となるものである。 

 

１－３－２  下水道着手、整備状況 

都道府県全域の下水道事業への着手状況や下水道の整備状況について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域における下水道事業への着手状況、既に下水道事業に着手している各事業

主体については面整備状況、下水処理場の整備状況や更新時期等、下水道事業の進捗状況

について調査を行い、その概要を整理する。 

これらは、広域的な下水汚泥処理事業の緊急性や近い将来における事業化の必要性を検

討する際の基礎資料となるものである。 

 

１－３－３ 下水処理場稼働状況 

都道府県全域の下水処理場稼動状況について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域における下水処理場の水量、水質、運転状況等について十分な調査を行い、

その概要を整理する。 

これらは、汚泥の広域処理、共同処理を検討する際の基礎資料となるものである。 
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１－４ 汚泥の処分状況と有効利用状況 

１－４－１  下水汚泥発生量の現況  

都道府県全域の各下水処理場から発生する下水汚泥の現況について調査する。 

 

【解 説】 

稼働している各下水処理場からの下水汚泥発生量、汚泥性状等について十分な調査を行

い、下水汚泥の現況について整理する。 

これらは、各事業主体における下水汚泥発生量の将来予測に際しての下水道計画諸元と

実績値の関係について検討を行う場合において基礎資料となるものである。 

 

１－４－２ 減量化の現況 

都道府県全域の各下水処理場における汚泥の減量化実施状況について調査する。 

 

【解 説】 

稼働している各下水処理場の汚泥処理状況について、脱水による含水率の低減、消化、

焼却や溶融等による有機物量の低減等、汚泥の減量化の実施状況について調査する。 

 

１－４－３ 処分の現況 

都道府県全域の各下水処理場から発生する下水汚泥の処分状況について調査する。 

 

【解 説】 

下水汚泥処理処分のあり方を検討する為には、下水汚泥の現在の処分状況や将来の動向

等を十分把握する必要がある。 

したがって、都道府県全域の各下水処理場から発生する下水汚泥が現在どのように処分

されているか、処分方法の将来動向が各地方公共団体においてどのような状況にあるのか

を十分に調査し、その概要を整理する。 
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１－４－４ 有効利用の現況  

都道府県全域における下水汚泥の有効利用の現況について調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域における下水汚泥の有効利用の現況について調査し、有効利用方法、利用

量、有効利用にあたっての問題点等について整理を行う。 

 

１－４－５ その他汚泥の現況 

都道府県全域から発生するその他汚泥について、現状での発生状況と処理処分の状況を
調査する。 

 

【解 説】 

都道府県全域から発生するその他汚泥について、関係部局と協議の上、発生量の動向、

処理処分の現況と計画、循環型社会形成に向けた有効利用にあたっての問題点等について

整理を行う。 

 
１－４－６ 汚泥発生量予測 

（１） 汚泥発生量の算定方針 

各下水処理場における将来の下水汚泥発生量（濃縮汚泥ベ－ス）は、原則として実績値
に基づき、流域別下水道整備総合計画、都道府県構想、下水道事業計画等を勘案して算定
する。 
また、その他汚泥発生量も、同様に実績値に基づき、都道府県構想等を勘案して算定す

る。 

 

【解 説】 

各事業主体における将来の汚泥発生量の予測は、バイオソリッド利活用基本計画を立案

する基礎となるものである。 

都道府県全域からの将来の下水汚泥発生量（濃縮汚泥ベ－ス）は、実績値をベースとし

つつ、流域別下水道整備総合計画、都道府県構想、個別の下水道事業計画等を勘案して算

定を行う。既に下水道の普及が概成しており、既計画において下水汚泥発生量が明らかに

なっている場合においても、近年の少子高齢化や人口減等の社会的動向に配慮し、必要に

応じて下水汚泥発生量を見直すこととする。 

また、その他汚泥の発生量は、都道府県構想等を勘案しつつ、各事業主体にヒアリング

して現況及び将来値を算定する。 
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（２）下水汚泥量の算定 

 未供用処理施設の下水汚泥発生量（濃縮汚泥乾燥重量ベ－ス）は、流域別下水道整備総
合計画、都道府県構想、各事業主体の下水道事業計画等を勘案して算定する。供用開始処
理施設の下水汚泥発生量の算定は、上記の諸計画を勘案しつつ既往の処理実績をもとに算
定する。 
 また、合流式下水道の雨天時汚濁負荷削減対策、高度処理等を行う場合には、それらに
伴う下水汚泥量の増加を考慮する。 

 

【解 説】 

 

①下水汚泥発生量（濃縮汚泥乾燥重量ベ－ス）の算定方法 

〔日平均流入汚水量〕(m3/日)＝〔流入日最大汚水量〕(m3/日)×0.7（未供用施設） 

           ※0.7 は日最大と日平均の比。処理場の規模によって異なる。 

〔下水汚泥発生量〕(DS-t/日)＝〔日平均流入汚水量〕(m3/日)×〔流入 SS 平均濃度〕(mg/L) 

         ×〔除去率〕(%)/100 ×〔除去 SS 当たり汚泥発生率〕(%)/100 ×10-6 

 

②除去 SS 当り下水汚泥発生率及び下水汚泥濃度 

 各水処理方法における除去 SS 当りの下水汚泥発生量の比率を、下水汚泥発生率として表

現する。なお下水汚泥発生率については、各事業主体においての実績値や適用すべきデー

タがない場合には、表２－１の標準データを参考にする。 

 

表２－１ 処理方法別除去 SS 当り下水汚泥発生率  
汚泥濃度 

処理方式 
除去 SS 量
当り汚泥
発生率 

初沈汚泥 余剰汚泥 混合汚泥 

標準活性汚泥法 100 2.0～4.0 0.5～1.0 1.0 
回分式活性汚泥法（高負荷） 100 － 1.0 － 
回分式活性汚泥法（低負荷） 75 － 0.5～1.0 － 
オキシデーションディッチ法 75 － 0.5～1.0 － 
長時間エアレ－ション法 75 － 0.5～1.0 － 
好気性ろ床法 100 － － 1.0 
接触酸化法 93 2.0 0.8 1.0 
回転生物接触法 93 2.0 0.8 1.0 
凝集剤添加活性汚泥法（ｱﾙﾐ塩添加） 117 2.0 0.8 1.0 
凝集剤添加活性汚泥法（鉄塩添加） 124 2.0 0.8 1.0 
嫌気好気活性汚泥法 100 2.0 0.8 1.0 
循環式硝化脱窒法 79 2.0 1.0 1.0 

出典：「下水道施設計画・設計指針と解説 2001 年版 （社）日本下水道協会」 

「好気性ろ床法技術マニュアル （財）下水道新技術推進機構」 
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（３）その他汚泥の下水道での処理希望量の算定 

 その他汚泥の下水処理場での処理希望量は、算定されたその他汚泥発生量とその他汚泥
を所管する部局の希望に基づき、受け入れ側下水処理場の候補等を勘案して算定する。  

 

【解 説】 

その他汚泥の下水処理場への処理希望量を下水道部局が独自に算定することは現実的に

困難である。したがって、その他汚泥の処理希望量については、都道府県が関係部局と協

議の上、必要に応じて市町村へのヒアリング等を行い、その他汚泥を所管する部局の希望

に基づき、受け入れ側下水処理場の候補等を勘案した上で算定する。 
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第 2 節 下水道管理者とその他汚泥に関わる各事業主体の意向調査 

２－１ 複数市町村における下水汚泥の広域処理 

都道府県全域から発生する下水汚泥について、複数市町村が広域処理する可能性につい
て調査する。 

 

【解 説】 

各都道府県の状況によっては、複数市町村が下水汚泥の処理処分を一括的に実施した方

が効率的となる場合も想定される。このため、都道府県全域から発生する下水汚泥につい

て、複数市町村が広域処理する可能性について調査する。この際、現在広域処理を行って

いる市町村は、ヒアリング等によりその問題点や広域処理継続に関する考え方を調査する。

一方、現在単独で処理処分を行っている市町村や未着手の市町村は、ヒアリング等により

広域処理の可能性及び参加の意向を調査する。これにより、広域処理を検討する市町村の

範囲を設定する。 

 

２－２ その他汚泥との共同処理  

都道府県全域から発生するその他汚泥について、算定された下水道での処理希望量、受
け入れ側下水処理場の意向等に基づき、下水汚泥と共同処理を行う可能性について調査す
る。 

 

【解 説】 

下水処理場では、消化脱離液や脱水ろ液等の汚泥処理工程において発生する返流水を水

処理施設で処理していることから、地域によっては下水汚泥とその他汚泥を共同処理する

ことが有利に働く場合がある。このため、関係部局と協議の上、必要に応じて市町村への

ヒアリング等を行い、現状における共同処理の実施状況と問題点、今後共同処理を行う場

合に想定される利点や問題点を整理し、共同処理の可能性の有無を判断する。これにより、

本計画において共同処理を検討する市町村の範囲を設定する。 
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第３節 汚泥処理区域の検討 

３－１ 汚泥処理区域の設定 

都道府県内の各事業主体の下水処理場から発生する汚泥を広域処理すべき区域について
総合的に検討し、各汚泥処理区域を設定する。広域的な汚泥処理区域は、経済性並びに有
効利用又は処分の方法について検討した上、市町村合併の動向や地域の結びつき等を考慮
して設定する。 

 

【解 説】 

都道府県内の各事業主体の下水処理場から発生する汚泥を広域処理すべき区域について、

第１，２節で既に検討した都道府県全域の特性、行政、下水汚泥の処分状況と有効利用状

況、その他汚泥の現況、そして下水道管理者とその他汚泥に関わる各事業主体の汚泥処理、

有効利用及び処分に対する意向等の情報より、総合的に検討し各汚泥処理区域を設定する。 

広域的な汚泥処理区域は、主に経済性並びに有効利用又は処分の方法を検討して決める

が、規模の大きな下水処理場がある場合は、当該処理場を汚泥処理基地とした広域処理の

範囲を検討する。規模の大きな処理場が無い地域は、汚泥処理基地があることを前提とし、

経済性や地域の結びつきを考慮して広域処理の範囲を検討する。地域の結びつきを考慮し

て決める場合には、近年の市町村合併の状況を考慮して広域化の範囲を検討する。 

  

３－２ 汚泥処理基地（候補）の検討 

汚泥処理区域の中で広域処理を行う場合には、広域処理の核となる汚泥処理基地（候補）
を選定する必要がある。 

 

【解 説】 

広域処理を行うにあたっての汚泥処理基地（候補）は、以下の選定要因を十分勘案の上、

選定するものとする。 

【汚泥処理基地（候補）の選定要因】 

① 汚泥処理区域内の下水処理場までの距離が近い位置にあること 

② 有効利用の需要先又は処分地に近い位置にあること 

③ 汚泥処理基地が立地可能な広さがあること 

④ 周囲の環境条件が緩やかであること 

⑤ 返流水処理対策の可否 

⑥ 用地取得の難易 

⑦ 関係公共団体の意向 
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３－３ 輸送方式の検討 

汚泥処理基地（候補）に対して、広域処理に伴う下水汚泥の輸送方式に関する経済性の
検討を行う。 

 

【解 説】 

下水汚泥の輸送方法は、下水汚泥の発生する下水処理場間の距離とその量および地形等

に大きく影響される。したがって、下水汚泥の輸送方式は、これらを十分考慮し、最も経

済的な輸送方法を選定することが重要である。一般的な脱水工程までの処理システムと輸

送方式を図２－１に示す。 

下水汚泥の輸送方式は、一般に送泥管による管路輸送方式とバキュ－ム車や移動脱水車、

トラック等による車両輸送方式がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 脱水工程までの輸送・処理システム 
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 経済性の検討に必要な費用関数（例）は、資料編を参照する。なお、資料編に挙げた費

用関数（例）にない輸送方式や処理方式を検討する必要がある場合には、適時、調査して

いくものとする。 

 

３－４ 汚泥処理基地の決定 

汚泥処理基地の候補の中から、輸送・処理システムの経済性の検討をもとに、最適な汚
泥処理基地を決定する。 

 

【解 説】 

前述の｢３－２ 汚泥処理基地（候補）の検討｣、ならびに｢３－３ 輸送方式の検討｣の

検討を踏まえ、計画対象区域において広域処理するにあたっての最適な汚泥処理基地を決

定する。 

なお、「３－１～３－４」は、必ずしもこの順序に検討が行われるわけではなく、適宜

フィードバックして、最終的には一体的に決められるものである。また、汚泥処理区域の

検討にあたっては、下水汚泥及びその他のバイオマスの下水処理場への受け入れや有効利

用方策の検討もあわせて行う必要がある場合も想定される。これらは、本マニュアルでは

基本計画に位置づけられているが、必要に応じて汚泥処理区域、汚泥処理基地等の決定と

ともに、基本構想に盛り込むことも考慮すべきである。 

 

３－５ 重点事業化区域の選定 

設定された各汚泥処理区域において、重点的にすべき区域として「重点事業化区域」を
選定する。 

 

【解 説】 

設定された各汚泥処理区域の中で、重点的に事業化すべき「重点事業化区域」を選定す

る。 

重点事業化区域は、基本計画を早期に策定することによって、事業の具体化を早急に立

案する必要のある区域とする。したがって重点事業化区域は、汚水処理施設整備率が高く、

汚泥処分地が逼迫している等の状況にある汚泥処理区域を基本とし、その際には市町村合

併等の社会的動向等も考慮する必要がある。 

重点事業化区域は１箇所に絞り込む必要はなく、むしろできるだけ多く選定すべきであ

る。 
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第４節 とりまとめ 

 基本構想の策定内容を「バイオソリッド利活用計画基本構想計画書」としてとりまとめ
る。 

 

【解 説】 

 第１節から第３節で検討、整理した内容をもとに、基本構想として「バイオソリッド利

活用計画基本構想計画書」としてとりまとめる。 

「バイオソリッド利活用計画基本構想計画書」としてとりまとめる主な内容は、次の通り

である。 

 

① 基本構想策定の背景及び目的に関すること。 

② 都道府県全域の特性及び行政に関すること。 

③ 都道府県全域の以下の事項に関すること。 

ａ．下水道事業の現況と将来計画 

ｂ．汚泥発生量の将来予測 

ｃ．汚泥の有効利用と処分の方法 

④ 各汚泥処理区域の設定 

⑤ 重点事業化区域の設定 

⑥ まとめ 
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第３章 基本計画 

第１節 基本計画目標 

１－１ 基本計画目標の設定 

基本構想で定めた重点事業化区域について、国の目標、他の実例等を参考として、下水

汚泥リサイクル率並びにエネルギー利用による温室効果ガス削減量に関する具体的な基本

計画目標を設定する。 

 

【解 説】 

基本構想で定めた各汚泥処理区域について、国が定めた全国の下水汚泥のリサイクルに

関する目標や他の実例、周辺地域の実情等を参考として、各汚泥処理区域における下水汚

泥リサイクル率並びにエネルギー利用による温室効果ガス削減量に関する具体的な基本計

画目標を設定する。 

 

１－２ バイオソリッド有効利用の指標 

重点事業化区域を対象として、バイオソリッド有効利用の指標として、下水汚泥リサイ

クル率ならびにエネルギ－利用による温室効果ガス削減量の検討を行い、基本計画目標達

成度の基礎情報とする。 

 

【解 説】 

バイオソリッド有効利用の指標として、循環型社会の視点から下水汚泥リサイクル率を、

地球温暖化対策の視点からエネルギ－利用による温室効果ガス削減量をそれぞれ重点事業

化区域ごとに検討し、基本計画目標達成度のための基礎情報とする。 
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（1）下水汚泥リサイクル率 

下水汚泥リサイクル率は、マテリアルとしての下水汚泥の有効利用を推進する目標とし

て以下のように定義される。 

 

[ ] １００
）下水汚泥の発生量（

）水汚泥量（有効利用されている下
＝％下水汚泥リサイクル率 ×








t-DS

t-DS  

  

本計画では、下水汚泥の有効利用を推進することを目的の一つとしている。マテリアル

として有効利用されている下水汚泥量は、一般に〔脱水汚泥有効利用量＋焼却灰有効利用

量＋溶融汚泥有効利用量＋その他有効利用量〕で表すことができる。下水汚泥リサイクル

率は、下水汚泥の発生量に対して、マテリアルとして有効利用されている下水汚泥量の割

合を示している。 

 

 

（2）エネルギ－利用による温室効果ガス削減量 

エネルギ－利用による温室効果ガス削減量は、バイオマスのエネルギ－利用を推進する

目標として以下のように定義される。 

 

エネルギー利用による温室効果ガス削減量［t-CO2］= 

（バイオマスのエネルギー利用による温室効果ガス削減量）×（地球温暖化係数） 

 

本計画では、バイオマスをエネルギーとして有効利用することにより、温室効果ガス削

減を推進することを目的の一つとしている。エネルギ－利用による温室効果ガス削減量は、

バイオマスのエネルギ－利用による温室効果ガス削減量に地球温暖化係数を乗じて二酸化

炭素換算で表したものとする。 

参考として廃棄物の最終処分量（平成 15 年 3 月循環型社会形成推進基本計画）を図３－

１に示す。また部門別ＣＯ２削減目標を図３－２に示す。 

下水処理場においてバイオマスのエネルギー利用を促進すると、結果的に下水処理場の

外部電力に対する依存度が小さくなる。下水処理場毎のエネルギーとしてのバイオマスの

有効利用を評価する尺度として、次式で表されるエネルギー自立率がある。 

 

エネルギー自立率[％]＝（電力及び熱エネルギーの回収による外部エネルギー利用の 

節減分）／（下水処理場における消費エネルギー）×100 

   ただし、汚泥消化タンクの加温に要するエネルギーは、分母分子にカウントしない。 
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廃棄物最終処分量を平成 22 年度において、約 28 百万トンとすることを目標する（平

成２年度＜約 110 百万トン＞から概ね 75％減、平成12 年度＜約 56 百万トン＞から概

ね半減）。 

出典：平成 15 年 3 月循環型社会形成推進基本計画 

 

図３－１ 廃棄物の最終処分量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：民生・運輸部門における中核的対策技術に関する中間報告「中核的温暖化対策検討委員会」 

 

図３－２ 部門別ＣＯ２削減目標 

エネルギー 

供給側の対策 

原子力・燃料 
転換対策 

新エネルギー 
対策 

 

 

エネルギー 

需要側の対策 

省エネルギー 
対策 

 ・自主行動目標 
     ±0％ 
・高性能工業炉 
・技術開発 など 

・省エネ機器普及 
・住宅・建物の 
省エネルギー 

など

・低燃費車の普及 
・ITS の導入 
・公共交通機関 
 利用促進 など 

原子力発電所を 10～13 基増設 
石炭火力発電を天然ガス火力発電に転換 など 

太陽光、風力、廃棄物発電などの普及促進 
バイオマスエネルギー、燃料電池の開発強化 など 

産業部門 民生部門 運輸部門 

▲７％ ▲２％ ＋１７％ 

＋２０．６％ ＋２１．３％ ＋０．９％ 

部門別削減目標→
（部門別の対 90 年増減率）

2000 年度部門別状況→
（部門別の対 90 年増減率）
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第２節 バイオソリッドの設定 

２－１ バイオソリッド発生量の算定 

バイオソリッド発生量は、第２章１－４－６で算定した下水汚泥及びその他汚泥を基本

とし、これに下水処理場に受け入れる生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等の量を加え

て算定する。 

 

【解 説】 

本計画の策定において各事業主体における将来のバイオソリッド発生量の予測は、バイ

オソリッド利活用基本計画を立案する基礎となるものである。 

したがって、本計画の策定では、各事業主体の下水道計画との調整並びにその他汚泥、

生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等のその他のバイオマス処理施設を管轄する関係部

局との調整を十分に図った上で、将来発生量を下水処理場ごとに算定する。 

対象とする汚泥処理区域からの将来の下水汚泥及びその他汚泥発生量（濃縮汚泥ベ－ス）

は、第２章１－４－６で算出した量とし、これに下水処理場に受け入れる生ごみ、家畜排

せつ物、草木剪定廃材等の量を加えて、バイオソリッドの発生量とする。 

 

２－２ 生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等の受入量の算定 

 生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等の受入量は、原則としてそれらを所管する部局

へのヒアリング値に基づき、下水処理場側でその量を算定する。  

 

【解 説】 

生ごみ、家畜排せつ物、草木剪定廃材等の下水汚泥以外のバイオソリッドの受入量を下

水道部局が個々に算定することは現実的に困難である。したがって、これらの受入量につ

いては、都道府県が関係部局と協議の上、必要に応じて市町村へのヒアリング等を行い、

下水道施設への受け入れ箇所等を考慮した上で現況及び将来の受入量を算定する。 

 なお、下水処理場の消化槽に受け入れる場合は、消化日数が設計値を下回らず、またバ

イオソリッドの濃度の上限を消化槽の形状や攪拌方式によって確認する必要がある。 
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２－３ 広域処理方策・共同処理方策の検討にあたっての留意事項 

広域処理方策・共同処理方策の検討にあたっては、広域処理・共同処理に伴う消化槽の

脱離液や脱水ろ液等の汚泥処理工程返流水量が増大するため、必要に応じその対策につい

て検討する。 

 

【解 説】 

広域処理・共同処理を行う場合には、処理汚泥量の増加にともなって消化槽脱離液や脱

水ろ液等の増大が予想される。これらの脱液離や脱水ろ液、いわゆる汚泥処理工程返流水

量の増加は、窒素やりん等の負荷量も大きくなるため水処理施設への影響が懸念される。 

このため、放流水域に窒素やりんの規制があるような下水処理場では、高度処理の導入や

高度処理機能の増強が必要となる。また、汚泥処理基地が新設される場合は、返流水処理

施設も新たに設ける必要がある。その他のバイオマスの受け入れによる汚泥処理工程の返

流水は、有機汚濁物や栄養塩類がより高濃度化していることが想定されるため、高濃度排

水の処理に留意する必要がある。 
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第３節 バイオソリッド有効利用方法の検討 

 バイオソリッドの処理方法については、地域特性を踏まえて主に有効利用を主体に検討

し、有効利用されない分は極力減量化に努めることが重要である。 

 以下にバイオソリッドの有効利用方法を示す。 

 

３－１ 下水汚泥の有効利用方法の検討 

下水汚泥の有効利用は、計画対象区域の地域特性より、その地域で実施可能な方法を検

討する。 

 

【解 説】 

下水汚泥の有効利用方法は、緑農地利用および建設資材利用に大別される。 

平成 12 年度における全国の下水汚泥有効利用実施状況は、表３－１、並びに図３－３に

示すように下水汚泥発生時乾燥重量ベ－スで緑農地利用が約 23％、建設資材利用が約 77％

となっている。 

 

表３－１ 下水汚泥の有効利用実施状況（下水汚泥発生時乾燥重量ベ－ス） 
（平成12年4月1日～平成13年3月31日）

(単位：千Ds-t）

消化・濃縮汚泥

（液状化汚泥）

自治体で実施 12 4 0 12 33 0 0 62

民間に引渡し 10 7 0 14 183 4 0 217

小計 22 11 0 26 216 4 0 280

自治体で実施 13 342 67 0 0 0 0 422

民間に引渡し 8 458 22 2 0 0 0 490

小計 21 800 89 2 0 0 0 912

43 811 89 28 216 4 0 1,191

出典：「日本の下水道」

ｺﾝﾎﾟｽﾄ 炭化汚泥 計脱水汚泥 焼却灰 溶融ｽﾗｸﾞ 乾燥汚泥

緑
農
地

建
設
資
材

合計

　　　　　　　処理性
状区分

 

緑農地
23%

建設資材
77%

下水汚泥の
有効利用量

1,191千Ds-t

280千Ds-t

912千Ds-t

 

図３－３ 緑農地利用と建設資材利用量の割合 
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下水汚泥の有効利用は、計画対象区域の地域特性に大きく影響されるため、その地域で

実施可能な方法を検討する。なお、検討を行う際には、地域の特性に応じた有効利用方法

について文献等をもとに調査を行い選定することとする。 

以下に緑農地利用及び建設資材利用方法と有効利用方法について調査を行う際に参考と

すべき文献や法令を示す。 

 

（１）緑農地利用 

１）緑農地利用の対象となる汚泥の処理性状 

緑農地利用の対象となる汚泥の処理性状は、土地利用状況や利用者のニ－ズによって異

なるが次の５種類があり、それぞれの実績割合は表３－１より次のとおりとなっている。 

コンポスト(77％)，乾燥汚泥(9.5％)，脱水汚泥(8％)，焼却灰( 4％)，炭化汚泥( 1.5％) 

近年では、コンポストや乾燥汚泥での利用が多くなっている。なお、有効利用を行うと

きは、衛生上の安全性を確認することが重要である。 

 

２）緑農地への利用方法 

下水汚泥は、窒素、リン等の肥料成分のほか、有用な無機物も含んでおり、資源的利用

価値が高い。 

下水汚泥の緑農地利用方法は、脱水汚泥、乾燥汚泥、コンポストを利用した肥料や土壌

改良剤、炭化汚泥を利用した堆肥添加剤、土壌改良剤、園芸用土壌および焼却灰を利用し

た園芸用土壌等、多岐に渡ることから地域特性に応じた有効利用方法について調査を行い

選定する。 

なお、緑農地利用では、肥料取締法による基準があり、流入下水中に重金属を含む排水

処理からの汚泥を受け入れる可能性がある場合には十分な検討が必要である。また、需要

先の確保や競合肥料との関係、経済性、流通ネットワ－ク形成の可否等も考慮し、実施の

可能性について検討を行う。 

なお、農地への施用に際しては、農業者等との緊密な連携が不可欠であり、緑農地利用

を検討する際にはその点を十分考慮する必要がある。 

図３－４に緑農地利用方法、表３－２に主な施用先を、さらには図３－５に利用方法と

施用先事例を示す。 
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脱水汚泥 （無加工） 脱水汚泥 肥料 
 乾 燥 乾燥汚泥 肥料 
 発 酵 コンポスト 肥料 
                               土壌改良材 
 乾燥・炭化 炭化汚泥 堆肥添加材 

土壌改良材 
                               園芸用土壌 
焼却灰 造 粒 造 粒 物 園芸用土壌 
溶融スラグ                               リン肥料※ 

原料汚泥形態 処理工程 生成物質 利用用途 

緑
農
地
利
用 

               ※研究段階のもの  出典：「平成 14 年 日本の下水道」に一部加筆 

図３－４ 有効利用方法 

 

表３－２ 緑農地利用における主な施用先 

分 類 主　な　施　用　先
農 地 稲、麦類、畑（野菜、工芸作物等）、果樹園、飼肥料作物
林 地 国有林、民有林、苗場
公 園 緑 地 都市公園、緑地
道路 植 裁地 一般道、高速道路、有料道路
事 業 所 場内緑地
ゴ ル フ 場  
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    コンポスト肥料への利用           園芸用土壌としての利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌改良剤としての利用（炭化汚泥）       化学肥料の原材料としての利用 

 

図３－５(1) 緑農地への利用方法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑への施用                  果樹園への施用 

 

図３－５(2) 緑農地への施用例 
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３）参考とすべき文献 

ここでは、緑農地への利用方法を調査する際に参考とすべき文献を以下に示す。 

 

①緑農地利用全般に関する文献 

下水汚泥の緑農地利用全般に関しては以下の文献を参考とする。 

 

・下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル  平成８年 下水汚泥資源利用協議会 

 

この文献では有効利用技術のほか、肥料に関係する法令や規制、施用方法、利用にあた

っての留意点等が示されている。 

 

②汚泥のコンポスト化に関する文献 

コンポスト汚泥に関しては、以下に示すような便覧や計画・設計マニュアルがあり参考

とするとよい。 

 

・ 下水汚泥コンポスト施設便覧      2001 年版 （社）日本下水道協会 

・ 下水汚泥コンポスト化施設計画・設計マニュアル 1998 年 8 月  

（財）下水道新技術推進機構 

・ （社）日本有機資源協会コンポストマニュアル  2003 年秋頃 予定 

（社）日本有機資源協会 

 

③公園等への利用に関する文献 

公園などの緑地における土壌改良や肥料としての施用量の目安は、以下の施用指針に示

され、農地への施用原単位は各県で定められた施用基準を参考とする。 

 

・都市緑化における下水汚泥の施用指針 平成 7 年 9 月    建設省都市局 
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４）参考とすべき法令等 

平成 11 年度に肥料取締法が改正され、下水汚泥を原料とする肥料は、肥料取締法に基づ

く普通肥料として取り扱われることとなったため、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基

準を定める総理府令」に示す基準項目の分析成績、植物に対しての害に関する栽培試験成

績等を記載した申請書等を作成し、普通肥料としての登録を行う必要がある。 

肥料として扱う場合の汚泥やコンポストの成分は、農林水産省告示等に基づく基準に適

合しなければならない。このため、製品としての品質の保全を図るために、含有を許され

る有害成分（水銀、カドミウム等）の最大量が公定規格として設定されている。 

また、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令（昭和 48 年総理府令

第５号）別表第１」の基準に適合する原料を使用したものであること及び植物試験の調査

を受け害が認められないことが定められている。 

旧建設省では、下水汚泥の緑農地等への有効利用を一層促進するよう下水道事業調整官

名で通知している。その促進方策に関する事項として、「有機質肥料等品質保全研究会品質

基準」が全国農業協同組合中央会より設定され、その報告を受け、農林水産省農蚕園芸局

長通達（平成６年 12 月 1 日）が出ている。 

ただし、この基準は肥料の品質向上を目指すための自主基準であり、肥料取締法に基づ

く基準とは性格が異なるものである。 

 以下に参考とすべき法令等を示す（詳細は資料編参照）。 

 

・肥料取締法 

・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令 

昭和 48 年 2 月 17 日 総理府令第 5 号 

・肥料の公定規格            農林水産省告示第 97 

 ・有機肥料等品質保全研究会品質基準   全国農業協同組合中央会 

・農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について 

昭和 59 年 11 月 8 日 環水土第 149 号 

環境庁、水質保全局長通知 

・農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について 

（同運用について）          昭和 59 年 11 月 8 日 環水土第 150 号 

環境庁、水質保全局土壌農薬課長通知 
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（２）建設資材利用 

１）建設資材利用の対象となる下水汚泥の処理性状 

建設資材利用の対象となる主な下水汚泥の処理性状は、次の４種類があり、それぞれの

実績割合は表３－１より以下のとおりとなっている。 

脱水汚泥(2.3％)，焼却灰(88％)，溶融スラグ(9.8％)，乾燥汚泥(0.2％) 

これらは脱水汚泥、焼却灰、溶融スラグをそのままの状態あるいは加工して様々な用途

で利用されている。 

 

２）建設資材への利用方法 

建設資材等への利用は、大きくは脱水汚泥を用いたセメント原料等への利用、焼却灰や

溶融スラグを用いた路盤材や埋戻材等への原材料としての利用やタイル、インターロッキ

ングブロック、炭化汚泥を用いた脱臭剤等への二次製品としての利用に分けられる。 

汚泥の建設資材利用に関する技術開発は著しく、脱水汚泥では近年利用の割合が増大し

ているセメント原料としての利用方法、土壌改良剤としての利用、炭化による脱臭剤や調

湿剤としての利用方法、焼却灰では路盤材、ヒューム管等のコンクリート二次製品、セメ

ント原料、土質改良材、アスファルトフィラ－、レンガ、インターロッキングブロック、

インターロッキングレンガ、透水性ブロック、陶管等への利用方法、溶融スラグではイン

ターロッキングブロック、路盤材、コンクリート骨材への利用方法等様々な利用方法が開

発されている。 

原材料としての利用では、利用先の確保、特に受け入れられやすい公共工事等における

利用先の確保状況、競合資材との経済性、二次製品としての利用では、二次製品の製作会

社の立地状況、競合製品との経済性などの地域特性より利用可能かの検討を行う。大規模

処理場において、建設資材の方法を一方法に限定することは、社会情勢の変化によって需

要、供給のバランスが変化することもあるため、複数の建設資材の利用を検討することが

望まれる。 

図３－６に建設資材への有効利用方法を図３－７に利用事例を示す。 
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脱水汚泥 混合・乾燥 カンプン セメント原料 
 乾燥・炭化 炭化汚泥 融雪剤 
   セメント原料 
 賦活・解砕 汚泥活性炭 脱臭剤 
   脱水助材 
 
焼却灰 （無加工） 焼 却 灰 土質改良材 
   路盤材 
   路床材 
   ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 
   ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾗ  ー
   セメント原料 
   埋立覆土 
 
 造粒焼成 造 粒 物 軽量骨材 
 混練焼成 焼 成 物 タイル 
   レンガ 
   透水性ブロック 
   陶管 
 
 加圧成形焼成 焼 成 物 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾚﾝｶﾞ  
溶融スラグ （無加工） 溶融スラグ 路盤材 
   ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材  
 成 形 成 型 品 タイル 

                                装飾品 

原料汚泥形態 処理工程 生成物質 利用用途 

建
設
資
材
利
用 

出典：「平成 14 年 日本の下水道」 

図３－６ 建設資材への有効利用方法 
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タイルへの利用               埋戻し材への利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

路盤材への利用                 骨材への利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロックへの利用              セメント原料への利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽量骨材への利用                 陶管への利用 

図３－７ 建設資材への利用事例 
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３）参考とすべき文献 

下水汚泥の建設資材への有効利用方法を調査する際の参考とすべき文献を以下に示す。 

 

・下水汚泥の建設資材利用マニュアル（案） 2001 年版 

社団法人 日本下水道協会 

・下水汚泥の建設資材としての利用方法 

昭和 62 年 2 月 土木研究所資料第 2440 号 

・下水汚泥焼却灰の土質改良材としての利用マニュアル（案） 

平成 2 年 11 月 土木研究所資料第 2908 号 

 ・一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を用いた道路用骨材（道路用溶融スラグ骨材） 

  TRA0017 

日本工業標準調査会 標準部会，土木技術専門委員会 審議 

・ 一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を用いたコンクリ－ト用細骨材（コンクリ－ト

用溶融スラグ細骨材）TRA0016 

             日本工業標準調査会 標準部会，土木技術専門委員会 審議 

 

以上のとおり、下水汚泥の緑農地利用及び建設資材利用方法は、現在も技術開発が進め

られていることから、本計画を策定する時点においては、最新の技術開発動向の調査が必

要である。 
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３－２ 有効利用形態別潜在需給量の検討 

計画対象区域における実施可能な有効利用形態別の潜在需給量について検討する。 

 

【解 説】 

計画対象区域における実施可能な有効利用形態別の潜在的な需要量と供給可能量の予測

を行うとともに、実状との大きな乖離を防ぐためヒアリング調査もあわせて実施し、計画

対象区域での潜在的な需給量バランスについて検討を行う。これは、計画対象区域に応じ

た有効利用方法を検討する際の基礎資料となる。 

 特に、中山間地域では近隣の緑農地にコンポストとして積極的に還元すること、都市部

では建設資材として利用することが、循環型社会の構築に貢献するものと考えられる。 

 なお、緑農地利用等を行う際には、利用先の季節による需要の変動や将来的な需要動向

等の不確定な要素によりリスクが発生するため、その点に十分留意することが重要である。 

 

（１） 緑農地利用での潜在需給量の検討（コンポストを例として） 

１）潜在需要量の予測方法 

潜在需要量は、計画対象区域の全市町村を対象に現況と将来の緑農地面積の調査を行い、

用途別に施用原単位を乗じることによって算定する。 

 

コンポスト需要量（t/年）＝ 

100
1

(%))/()( ××× 施用面積率・年施用原単位施用面積 hatha  

 

施用原単位は、各県で定められた施用基準及び「都市緑化における下水汚泥の施用指針

（平成 7 年 9 月 建設省都市局）」を参照する。また、緑農地利用は、コンポスト汚泥以

外の稲わら堆肥、家畜汚泥等の有機肥料との競合が十分考えられる為、潜在需要量の検討

では、この様な点も十分考慮し適切に算定することが望ましい。 

 

２）供給可能量の予測方法 

供給可能量は、計画対象各事業主体からの脱水汚泥の発生予測を基に次式により算定す

る。 

 

製品コンポスト量(t/日)＝
W100

W-100Q
100
Vs

100
D

1W-100Q AA00

−

××−×× ）（）＋（）（
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   Q 0：コンポスト化計画脱水汚泥量（ｔ／日） 

   W 0：脱水汚泥の含水率（％） 

   Ｄ ：有機物の分解率（％） 

   V s：脱水汚泥の有機分（％） 

   Q A：添加物量（ｔ／日） 

   W A：添加物の含水率（％） 

   Ｗ ：製品コンポストの含水率（％） 

出典：「下水道施設計画・設計指針と解説 2001 年版」 

 

 

（２）建設資材での潜在需給量の検討 

１）潜在需要量の予測方法 

路盤材や埋戻し材としての潜在需要量は、受け入れられやすい公共事業、特に下水道関

連の開削工法による需要量を管渠工事延長の施工実績、あるいは今後の面整備計画等を基

に算定する。また、既存の類似資材（砕石、砂利等）の用途別生産量及び出荷量の経年変

化について整理を行い算定する。 

二次製品としての潜在需要量は、各二次製品組合等の生産量の動向等を基に算定する。 

 

２）供給可能量の予測方法 

焼却灰及び溶融スラグ量の供給可能量の予測は、調査対象各事業主体からの脱水汚泥の

発生予測を基に次式により算定する。 

 

①焼却灰 

・焼却工程で有機系凝集剤を用いる場合 

100
1

(%)100)/()/( ×−×= 有機物含有率）（日脱水汚泥固形物量日焼却灰 tt  

 

・脱水工程で無機系凝集剤を用いる場合 

焼却灰(t/日)＝ 

100
1

)03.076.0(%)100()/( ×−+−× βα有機物含有率日脱水汚泥固形物量 t  

(%)Ca(OH) 2添加率：α  

(%)FeCl3添加率：β  

  ※有機物含有率：脱水汚泥の有機物 

出典：「汚泥焼却炉の省ｴﾈﾙｷﾞｰ化に関する調査報告書」昭和 61 年 建設省・日本下水道事業団 
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②溶融スラグ 

)/(
)/()/(

)/( 3
3

mt
tt

m
スラグ単位容積重量

日＋塩基度調整材無機物日脱水汚泥無機分
日スラグ量 =  

 

47.1)3/( ：水冷スラグ　　スラグ単位容積重量 mt

66.1空冷スラグ　　

 

出典：「汚泥溶融ﾌﾟﾛｾｽの省ｴﾈﾙｷﾞｰ化に関する調査報告書」平成元年 建設省・日本下水道事業団 

 

スラグ量(t/日)=脱水汚泥無機分(t/日)+塩基度調整材無機物(t/日) 

 

３－３ 地球温暖化対策 

① 本計画策定の際には、温室効果ガス削減等、地球温暖化対策について検討を行う必要
がある。 

② 化石燃料の代替物として下水汚泥やその他のバイオマスから得られるメタンガス等を
有効利用することで、温室効果ガスの削減に努めることが望ましい。 

③ 下水道では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素が温室効果ガスの対象となる。 

 

【解 説】 

下水道事業では、各施設の運転に伴い、電力、燃料（石油、ガス）等のエネルギ－消費

や各処理工程での温室効果ガスの排出が見込まれるため、本計画を策定する際にも、地球

温暖化対策について検討をすることが重要である。 

国際的な取り決め（ＩＰＣＣガイドライン）では、バイオマスを燃焼する際や分解する

際に発生する二酸化炭素（生物処理に伴う二酸化炭素、嫌気性消化により生成されるメタ

ンを燃焼することによって排出される二酸化炭素等）を排出しても温室効果ガスの対象に

含めないこととしている。これは、農産物、糞尿、食品廃棄物などから発生する発酵ガス

など、光合成によって生じた有機物を燃やしても、もともと大気中にある二酸化炭素を取

り込んでいるため、地球上の二酸化炭素の絶対量が増加することはないとされているため

で、こうした特性は「カーボンニュートラル」と呼ばれている。このため化石燃料を使用

するかわりに下水汚泥やその他のバイオマスから得られるメタンガス等を有効利用するこ

とで、温室効果ガスの削減に貢献することができる。 

 

（１）温室効果ガス対象物質 

 温室効果ガス対象物質は、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣で以下に示す 6 種類が

規定されている。 
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① 二酸化炭素（CO2） 

② メタン（CH4） 

③ 一酸化二窒素（N2O） 

④ ハイドロフルオロカ－ボン（HFC）のうち政令で定めるもの 

⑤ パ－フルオロカ－ボン（PFC）のうち政令で定めるもの 

⑥ 六ふっ化硫黄（SF6） 

 

この 6 物質のうち、下水道では、①～③を対象とすることとなっている（下水道におけ

る地球温暖化防止実行計画策定の手引き）。 

 

（２）下水道における温室効果ガス排出量の集計 

下水道における温室効果ガスの集計は、対象物質（CO2、CH4、N2O）ごとに、それぞれ

「地球温暖化対策の推進に関する法律」で規定された、①施設の運転に伴う各処理プロセ

スからの排出、②電力、燃料（石油、ガス）等のエネルギ－消費に伴う排出、③薬品類、

その他（上水、工業用水等）の消費に伴う排出の各量を集計する。さらに④下水道資源の

有効利用による排出削減量も集計する。 

具体的な集計例として①～③の下水道における温室効果ガスの処理プロセス別排出量を

表３－３に示す。 

 

 

表３－３ 下水処理場における温室効果ガスの処理プロセス別排出量の試算例（H9 年） 

ﾒﾀﾝ 一酸化二窒素 電力 燃料
CH4 N2O

－ － 206 16.133

場内ﾎﾟﾝﾌﾟ場 － － 312 8.44

水処理 7.22 993 0.01

汚泥処理注3） 0.15 3.93 452 315.8 777.8

その他 280 234.8 34.3

7.38 3.93 2,037 559.51 812.1

7.38 3.93 2,243 575.67 812.1

注1）薬品類に伴う排出量は別途薬品毎に積み上げ算出した結果である。
注2）下水道資源の有効利用による温室効果ｶﾞｽ削減量を負の数値で表す。
注3）汚泥処理は、濃縮、消化、脱水、焼却、溶融、コンポスト、乾燥機より排出される温室効果ガスの合計値。

　　　合計

ﾌﾟﾛｾｽおよび施設

　　　処理場小計

CO2

薬品類注1）

（Gg/年）

　　　場外ﾎ゚ﾝﾌ゚場

処理ﾌﾟﾛｾｽからの排出量（Gg/年）ｴﾈﾙｷﾞｰ消費による排出量（Gg/年）

 
出典：「下水道における地球温暖化防止実行計画策定の手引き（社）日本下水道協会」を加工 
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（３）温室効果ガスの総排出量の算定 

温室効果ガスの総排出量は、表３－３で示す各物質の排出量に地球温暖化係数を乗じて、

二酸化炭素をベ－スとする地球温暖化に対する寄与の程度を換算することで算出する。 

表３－４に温室効果ガスの地球温暖化係数を、表３－５に下水処理場における温室効果

ガス（二酸化炭素）総排出量の試算例、図３－８に処理プロセス別の排出量を示す。 

図３－８に示すようにポンプ場を含めた下水処理施設の総排出量のうち、汚泥処理プロ

セスでは、温室効果ガス排出量が約 60％程度（ポンプ場を含めた下水処理施設の総排出量

のうち汚泥処理プロセスでのエネルギ－消費による排出量は約 15％）と高い比率を示して

おり、地球温暖化対策が必要である。 

 

表３－４ 温室効果ガスの地球温暖化係数 

物質名 地球温暖化係数 
二酸化炭素（CO2） 1 
メタン（CH4） 21 

一酸化二窒素（N2O） 310 

※地球温暖化係数は、二酸化炭素を 1 とした場合の係数 

出典：「下水道における地球温暖化防止実行計画策定の手引き （社）日本下水道協会」 

 

 

表３－５ 下水処理場における温室効果ガス（二酸化炭素換算）総排出量の試算例 

ﾒﾀﾝ 一酸化二窒素 電力 燃料
CH4 N2O

206 16.13 222

場内ﾎﾟﾝﾌﾟ場 312 8.44 321

水処理 152 993 0.0 1,145

汚泥処理注3） 3.2 1219 452 315.3 778 2,768

その他 280 234.88 34 549

155 1219 2,037 559.30 812 4,782

155 1219 2243 575.70 812 5,004

注1）薬品類に伴う排出量は別途薬品毎に積み上げ算出した結果である。
注2）下水道資源の有効利用による温室効果ｶﾞｽ削減量を負の数値で表す。
注3）汚泥処理は、濃縮、消化、脱水、焼却、溶融、コンポスト、乾燥機より排出される温室効果ガスの合計値。

処理ﾌﾟﾛｾｽからの排出量（Gg/年） 薬品類注1）

（Gg/年） 合計
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費による排出量（Gg/年）

CO2

　　　場外ﾎ゚ﾝﾌ゚場

　　　処理場小計

　　　合計

ﾌﾟﾛｾｽおよび施設

 

出典：「下水道における地球温暖化防止実行計画策定の手引き（社）日本下水道協会」を加工 
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汚泥処理
56%

(内ｴﾈﾙｷﾞ-
15％）

水処理
23%

場内ﾎﾟﾝﾌﾟ場
6%

場外ﾎﾟﾝﾌﾟ場
4%

その他
11%

温室効果ｶﾞｽ
総排出量

5,004 (Gg/年)

 
※汚泥処理は、濃縮、消化、脱水、焼却、溶融、コンポスト、乾燥機 

より排出される温室効果ガスの合計値。 

図３－８ 処理プロセス別の排出量（二酸化炭素換算） 

 

 

 

３－４ バイオソリッドを活用したエネルギ－利用 

（１）下水汚泥のエネルギ－利用方法 

地球温暖化対策に効果のある下水汚泥のエネルギ－利用は、図３－９に示す方法がある。 

 

 
 
 
濃縮汚泥      消 化 メタンガス 発電 
   加温用燃料 
                               都市ｶﾞｽ供給 

燃料電池 
                      
脱水汚泥      乾 燥 乾燥汚泥 燃料 

炭化汚泥      燃料 
焼却・溶融       廃 熱 地域冷暖房 

   発電 

原料汚泥形態 処理工程 生成物質 利用用途 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用 

出典：「平成 14 年 日本の下水道」 

図３－９ エネルギ－利用方法 
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エネルギ－利用のうち、最も実績が多いのは下水汚泥処理工程中に嫌気性消化プロセス

を設け、下水汚泥の分解工程で発生する消化ガス（メタンガス）を燃焼させることで加温

用燃料に利用する方法である。 

その他ではメタンガスを燃焼させることによるメタンガス発電や、近年では燃料電池へ

の利用も行われている（図３－１０参照）。また下水汚泥を乾燥/炭化処理し固形物燃料と

して有効利用する方法、さらには下水汚泥処理工程に焼却や溶融設備を設ける場合には、

燃焼や溶融工程で生じる排ガスを熱回収して、地域冷暖房や発電に利用する方法等もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタンガス発生施設              メタンガスを燃料とするガス 

エンジン発電施設 

メタンガス発電（横浜市） 

 

 

燃料電池（山形市） 

図３－１０ エネルギ－利用の一事例 
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（２）下水汚泥が持つ有効エネルギ－ 

 下水汚泥が本来有している有効エネルギーとして、脱水汚泥の有機物含有率を関数とし

た高位発熱量は、凝集剤別に以下のように報告されている。 

・有機系脱水汚泥 Ｈh＝（58.3・Ｖ－193）×4.187 

・無機系脱水汚泥 Ｈh＝（56.4・Ｖ－513）×4.187 

 ここに、Ｈh：高位発熱量(kJ/kg-DS)，Ｖ：有機分（％） 

資料：「汚泥焼却炉の省エネルギ－化に関する調査報告書 昭和 60 年 3 月  

建設省都市局下水道部・日本下水道事業団 

 

（３）エネルギ－自立率の検討 

メタンガス発電の利用に関する一例として、表３－６に標準活性汚泥法（汚泥処理工程：

濃縮－消化－脱水－焼却）におけるエネルギ－自立率の計算事例を示す。ここでは電力以

外のエネルギー回収は考慮していないが、この計算結果から明らかなように下水汚泥を利

用しメタンガスによる発電を行うことで、約 30％程度のエネルギ－自立率が得られ、それ

は流入水量の増大にともなって大きくなり、スケ－ルメリット効果の可能性が示唆された。 

 

表３－６ エネルギー自立率の計算結果 

電力消費量※１ 流入 SS 消化ガス 消化ガス エネルギー 
流入水量 

水量当たり 日当たり 濃度 発生量※2 発電量 自立率※3 
m3/日 kWh/m3 kWh/日 mg/L Nm3/kg-投入 VS kWh/日 ％ 

0.4 2,112 19.9 
0.5 2,640 24.8 20,000 0.532 10,634 200 
0.6 3,168 29.8 
0.4 3,168 21.5 
0.5 3,960 26.9 30,000 0.491 14,719 200 
0.6 4,752 32.3 
0.4 4,224 22.7 
0.5 5,280 28.4 40,000 0.465 18,583 200 
0.6 6,336 34.1 
0.4 5,280 23.7 
0.5 6,600 29.6 50,000 0.446 22,307 200 
0.6 7,920 35.5 

※１：「既存下水道施設の省エネルギー化対策に関する調査（その３）」 資料 平成13年５月 〔財団 

法人 下水道新技術推進機構，社団法人 日本下水道施設業協会〕 を基に算出。 

※２：表３－７参照。 

※３：エネルギ－自立率[％]＝（電力及び熱エネルギーの回収による外部エネルギー利用の節減分）／ 

（下水処理場における消費エネルギー）×100  

         ただし、汚泥消化タンクの加温に要するエネルギーは、分母分子にカウントしない。 

○エネルギー自立率の試算例（流入水量 50,000m3/日，消化ガス発生量 0.5 Nm3/kg-投入 VS の場合） 
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 水処理施設での総合 SS 除去率 90％，除去 SS 当たりの汚泥転換率 1.0，汚泥の有機物含有率を 80％

とすると、 

  発生固形有機物量＝50,000×200×10-3×0.9×1.0×0.8＝7,200 kg-VS/日 

   消化ガス低位発熱量を 22,000kJ/Nm3 とすると、消化ガス発生量 0.5 Nm3/kg-投入 VS より、 

  発生した消化ガスの発熱量＝7,200×0.5×22,000÷3,600(kJ/kWh)＝22,000 kWh/日 

   メタンガス発電による発電効率を 30％とすると、 

  消化ガス発電量＝22,000×0.3＝6,600 kWh/日 

   流入水量 50,000m3/日の下水処理場全体での電力消費量は 22,307kWh/日より、 

  エネルギー自立率＝6,600／22,307 ×100 ＝ 29.6 ％ 
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（４）下水処理場におけるその他のバイオマス利用方法の検討 

 その他のバイオマスの下水処理場での投入イメ－ジは図３－１１に示すとおりである。 

エネルギー利用を推進させるためのその他のバイオマスの投入箇所としては、消化槽が

最も効果的と考えられる。 

消化槽を有している下水処理場では、その他のバイオマスのための受入施設と投入施設

を新たに設けることにより、その他のバイオマスの寄与によりメタンガスの発生量を増大

させることができる。 

 なお消化槽にその他のバイオマスを投入する場合は、消化日数が設計値を下回らず、ま

た下水汚泥とその他のバイオマスを混合した場合の濃度の上限を消化槽の形状や攪拌方式

によって確認しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１１ その他のバイオマス投入のイメ－ジ 

 

 

１）その他のバイオマスの性状 

 下水汚泥に混合して処理するその他のバイオマスの濃度、有機物含有（ＶＳ）率等の性

状は、基本的に分析して把握することが望ましいが、そのようなデータが無い場合は表３

－７に示す文献データを参考にする。 

 

 

 

  初沈  反応槽 終沈   

濃縮   消化 脱水   焼却 

その他のバイオマス  
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表３－７ 下水汚泥及びその他のバイオマスの性状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濃度（％） VS率 (%) 消化率 (%) ガス発生量 メタン含有率 (%) 備考

0.35～0.69 m3/kg-投入VS 56～68 １）

0.986 Nm3/kg-消化VS 61.9 ２）　元素組成：C 22H39NO10

0.27～0.48 m3/kg-投入VS
0.75～0.92Nm3/kg-消化VS

0.793 Nm3/kg-消化VS 62.5 ２）　元素組成：C 5H7NO2

0.4～0.6 m 3/kg-投入VS
1.02～1.14m3/kg-消化VS

1.003 Nm3/kg-消化VS 69.4 ２）　元素組成：C 10H19NO3

0.75～0.92 Nm3/kg-消化VS 60 ３）

0.888 Nm3/kg-消化VS 53.3 ２）　都市分別ごみの元素組成：C46H73NO31

0.881 Nm3/kg-消化VS 57.8 ２）　食品系生ごみの元素組成：C17H29NO10

0.25 m3/kg-投入VS ７）

0.45 m3/kg-投入VS 66～69 ７），８），９）
９）　元素組成：C 10H16NO4

（C=57.6%,H=7.3%,N=6.4%,O=28.0%と仮定）
0.46 m3/kg-投入VS ７），９）

９）　ﾌ゙ﾛｲﾗｰ鶏糞の元素組成：C 10H16NO6

（C=49.5%,H=6.3%,N=5.6%,O=37.7%と仮定）
９）　採卵鶏糞の元素組成：C8H11NO6

（C=45.3%,H=4.9%,N=6.5%,O=42.4%と仮定）

９）　元素組成：C 9H13O6

（C=50%,H=6%,O=44%と仮定）
※爆砕等の前処理が必要

注）各項目の上段は文献からの実績値、下段は文献で示された元素組成に基づいて化学反応式によって算出される理論値
【参考文献】

1) 佐藤和明，「下水汚泥の嫌気性消化法の機能改善に関する研究」　土木研究所報告　第172号
2) 李玉友，「汚泥・生ごみなどの有機廃棄物の高温メタン発酵」，水環境学会誌，Vol.21　No.10　(1998)，pp.644～649
3) 「汚泥再生処理センター等の施設整備の計画・設計要領」　汚泥再生処理センター　コミュニティ･プラント　生活排水処理施設　（社）全国都市清掃会議
4) 平成１３年度版　「下水道統計」（行政編）　（社）日本下水道協会
5) 「下水道施設計画・設計指針と解説」（後編）　-2001年版-　（社）日本下水道協会
6) 下水道実務講座８「汚泥処理施設の設計」　宮腰繁樹　編　　山海堂
7) 松田從三ら，「有機資源，特に家畜糞尿のリサイクル技術」，農業土木学会誌，Vol.70　No.4　(2002)　pp.289～292
8) 片岡直明ら，「家畜糞尿のメタン発酵処理システムの実証実験」，エバラ時報，No.188　(2000-7)　pp.9～20
9) 「炭素循環と環境保全を実現する森林バイオマス・畜産廃棄物発電による地域振興」　課題番号11794030　平成11～13年度科学研究費補助金　

(地域連携推進研究)研究成果報告書　平成14年3月　　研究者代表　今田盛生(九州大学　大学院農学研究院　教授) 
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鶏
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86～93

52

30～67

35～57

40～60

75～80

0.820 Nm3/kg-消化VS

0.723 Nm3/kg-消化VS

木
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51.4
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２）下水汚泥とその他のバイオマスとを共同処理した場合のエネルギー増加量の検討 

下水汚泥とその他のバイオマスとの共同処理を行うにあたっては、共同処理した場合の

エネルギー量の増加を把握するとともに、それに伴う建設費の増加に対する便益を試算す

ることが必要である。 

 参考までに、厨芥と蒸気加圧爆砕（試料を圧力容器中で高温高圧の水蒸気により短時間

蒸煮後、瞬時に圧力を解法・減圧する）した草木をそれぞれ下水汚泥と共同処理した場合

のガス生成量の検討事例を図３－１２に示す。 

 

［消化温度　35℃］
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下水汚泥+厨芥（全ｶﾞｽ） 下水汚泥+厨芥（ﾒﾀﾝｶﾞｽ）

 
 

図３－１２ (1) 下水汚泥と厨芥の共同処理におけるガス発生率 

【参考文献】：｢9. 汚泥性状の変化に対応した汚泥処理に関する調査｣ 

建設省土木研究所 平成 10 年度 下水道関係調査研究年次報告集 

※下水汚泥と厨芥の混合率＝下水汚泥 70DS-g/(人･日)：厨芥 250g/(人･日) 
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図３－１２ (2) 下水汚泥と蒸気加圧爆砕した草木の共同処理におけるガス発生量 

【参考文献】：｢12.5 下水汚泥を活用した有機質廃材の資源化･リサイクル技術に関する調査｣ 

独立法人土木研究所 材料地盤研究グループ（リサイクル） 資料 

 

 

このように下水汚泥とその他のバイオマスを共同処理することで、下水汚泥単独処理の

場合よりもメタンガス発生量の増大が確認されている。発生したメタンガスは、ガス発電

や燃料電池等に利用することにより、下水処理場のエネルギー自立率を向上させるととも

に、CO2の温室効果ガス削減にも貢献することから、積極的にその他のバイオマスを受け

入れて共同処理することが望まれる。 
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第４節 バイオソリッド処理処分方法の検討 

４－１ バイオソリッド処理処分方法の検討方針 

バイオソリッドの処理処分方法は、有効利用を基本に検討を行うものとするが、有効利
用できない分については減量化に努めることとする。 

 

【解 説】 

バイオソリッドの処理処分方法は、有効利用を基本に検討を行うものとするが、有効利

用できない分については減量化に努める必要がある。 

 

４－２ バイオソリッド処理処分方法の検討 

汚泥処理によるバイオソリッドの減量化は、バイオソリッドの処分量軽減を図る重要な
プロセスであるため、その方法について十分に検討する必要がある。 

 

【解 説】 

汚泥処理によるバイオソリッドの減量化の方法については、バイオソリッドの処分量軽

減を図る重要なプロセスであることから、経済性や地域（環境）条件等も考慮して十分に

検討する必要がある。 

 

 汚泥処理プロセスにおける減量化には、以下の二つの目的がある。 

① バイオソリッドの処分量の軽減 

② 汚泥処理プロセスの効率化等 

 

 

 減量化施設の導入にあたっては、以下の点に留意する。 

① 既設の汚泥処理プロセスがある場合は既設プロセスの機能評価を行い、能力的に問

題がある場合は敷地条件を考慮の上、減量化施設を導入する。 

② 新規の汚泥処理プロセスを設置する場合は、そのプロセス導入のための敷地条件等

を考慮する。 

 

バイオソリッドの減量化方法については表３－８に示すものがあり、地域の特性を考慮

して採用する。 
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表３－８ バイオソリッドの減量化方法 

分 類 減量化方法 
① 生物反応によって汚泥中の有機物を分解する方法 消化 
② 固液分離によって汚泥中の水分を低減する方法 脱水 
③ 乾燥によって汚泥中の水分を低減する方法 乾燥 
④ 熱反応によって汚泥中の有機物を分解する方法 焼却 

⑤ 
熱反応によって汚泥中の有機物を分解、さらに無機
物を融解する方法 

溶融 

 

表３－８に示すようにバイオソリッドの減量化には、その処理目的から脱水工程や乾燥

工程でのバイオソリッドの含水率低下、消化・焼却工程での有機物の分解、溶融工程での

有機物の分解および無機物の融解の方法がある。 

以下に①～④を概説する。 

 

① 消化は、嫌気性消化と好気性消化とに大別されるが、主に嫌気性消化が採用されて

いる。嫌気性消化は、汚泥中の有機物を分解し下水汚泥の減量化に資するとともに、

有機物分解によって発生するメタンガスを有効利用することにより、近年問題とな

っている地球温暖化の防止に貢献することが可能である。嫌気性消化の短所の一つ

として広い敷地面積が必要であるが、近年の技術開発により活性炭を用いたガス吸

着貯蔵方法が確立され、ガスタンクの縮小化が図られ実用化されている。 

② 脱水方式には、ろ過式と遠心分離式がある。 

ろ過式は、真空ろ過機、加圧ろ過機、ベルトプレスろ過機、スクリュ－プレスろ過

機、多重円盤型脱水機等があるが、前者 2 つは最近の採用実績は少ない。 

また、遠心分離式は、遠心脱水機がある。 

脱水設備の性能は、種類によって多少異なるが、脱水汚泥の含水率が 80％程度であ

る。 ［出典：含水率は「下水道施設計画・設計と解説 2001 年版」の値］ 

③ 乾燥方法には、自然エネルギ－を利用する方法と機械を利用する方法がある。 

自然エネルギ－を利用する方法に、天日乾燥がある。天日乾燥は、消化汚泥の乾燥

に適していることや、動力費等から経済的であるが、設置面積や周辺環境等の制約

条件があり、最近ではごく一部でしか採用されていない。 

機械を利用する方法は、加熱方法の違いにより直接加熱乾燥方式と間接加熱乾燥方

式に分けられる。選定に際しては、汚泥乾燥設備前後の設備構成や乾燥目的、乾燥

程度、熱源の種類や量等から総合的に判断して選定する。 

④ 焼却方式には、流動焼却炉、多段焼却炉、階段式スト－カ炉、回転乾燥焼却炉等が

ある。近年は、流動焼却炉の実績が多い。焼却は、汚泥中に含まれる有機物をほと

んど分解できるため、大幅に減量化することが可能である。 

⑤ 汚泥溶融は、下水汚泥の埋立地確保が困難な場合や、焼却での対応が困難な大都市、

下水汚泥広域処理事業等、大量の下水汚泥を処理する場合に導入されている方法で
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ある。また、溶融することで焼却よりも減容化、安定化、資源化を図ることが可能

である。なお、汚泥溶融方式としては、実績があるもので、旋回溶融炉、表面溶融

炉、コ－クスベット溶融炉がある。汚泥溶融は、焼却灰を基準とすると１／３程度

まで減溶化することが可能である。 

 

近年では減量化方法として、余剰汚泥をオゾン等を用いて可溶化処理し、それを再び

水処理系へ返送して好気的に生物処理を行うことで余剰汚泥の発生量を減量化する技術

（オゾン減量化技術）等の新しい技術が開発されているため、本総合計画を策定する場

合は、その時点での最新の技術開発動向を文献やヒアリング等から調査し把握しておく

必要がある。 
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第５節 事業化方策の検討 

事業化を行うにあたっては、事業化手法の検討を行う。 

 

【解 説】 

事業化を行うにあたっては、事業化手法の検討を行う必要がある。 

 広域処理に係る事業制度やその他のバイオマスとの共同処理に関する事業制度として、

以下のようなものがある。 

なお、有効利用の事業化の検討においては、必要に応じて、有効利用先を安定的に確保

するための具体的なマーケティング計画についても考慮しなければならない。 

 

１．広域処理に係る事業制度 

 下水汚泥を広域的に処理するための事業制度として、以下のものがある。 

（１）流域下水汚泥処理事業（平成 8 年度より） 

１）概要 

公共下水道から発生する下水汚泥を流域下水道から発生する下水汚泥とまとめて処理す

る事業（事業主体は、関係する市町村等から、地方自治法第 252 条の 14 に基づいて汚泥処

理に係る事務を委託された流域下水道管理者たる都道府県） 

２）対象施設 

① 汚泥輸送施設：他の終末処理場から汚泥を輸送するための施設 

② 汚泥処理施設：汚泥の濃縮、脱水、焼却、溶融等を行う施設 

③ 移動式汚泥処理施設：複数の終末処理場を巡回して、各施設から発生する汚泥を処理す

るための汚泥脱水機等を搭載した車両等 

④ その他必要な施設 

（２）特定下水道施設共同整備事業[スクラム下水道]（平成 5 年度より） 

１）概要 

複数の市町村による下水道施設の共同化・共通化等を図る事業 

２）対象施設 

① 移動式汚泥処理施設：複数の終末処理場を巡回して、各施設から発生する汚泥を処理

するための汚泥脱水機等を搭載した車両等 

② 汚泥運搬施設：他の終末処理場から汚泥を運搬する車両等 

③ 汚泥処理処分施設：汚泥の処理施設（終末処理場敷地以外に設けることも可） 

④ その他：共同水質検査施設等 
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２．下水汚泥とその他のバイオマスとの共同処理に関する事業制度 

 下水汚泥とその他のバイオマスを共同で処理するための事業制度として、以下のものが

ある。 

（１）汚水処理施設共同整備事業[ＭＩＣＳ]（平成 7 年度より） 

１）概要 

処理人口および処理水量の２分の１以上を下水道が処理対象としている地域において、

下水道以外の汚泥処理施設も含めた複数の施設が共同で利用する施設を下水道事業で整備

する事業 

２）対象施設 

① 移動式汚泥処理施設：複数の終末処理場を巡回して、各施設から発生する汚泥を処理

するための汚泥脱水機等を搭載した車両等 

② 汚泥運搬施設：他の終末処理場から汚泥を運搬する車両等 

③ 汚泥処理処分施設：汚泥の処理施設（終末処理場敷地以外に設けることも可） 

④ その他：共同水質検査施設等 

 

（２）バイオマス利活用事業（平成 15 年度より） 

１）概要 

下水汚泥とその他のバイオマス（生ごみ、剪定廃材、家畜排せつ物等）を共同処理する

ための事業（ただし、対象とするバイオマスの２分の１以上を下水汚泥が占め、かつ得ら

れるエネルギ－を下水処理場内で有効利用する場合に限る） 

２）対象施設 

① 共同処理施設（消化槽） 

② 消化ガス利用施設 

３）実施要領 

リサイクル推進事業 未利用エネルギー活用型に関し、下水汚泥とその他のバイオマス

を集約処理し、回収した消化ガスをエネルギーとして活用する場合の事業の運用は、以下

の通りとする。 

① 本事業により回収した消化ガスのうち、下水汚泥以外のバイオマスを投入することによ

って得られるものについては、全量処理場内で活用すること。 

② 本事業において、剪定廃材、生ごみ又は家畜排せつ物を廃棄物として受け入れる場合は、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）の適用が及ぶものであ

ること。 
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なお、剪定廃材又は生ごみを廃棄物として受け入れる場合において、当該廃棄物を

投入する消化施設が廃掃法第 8 条第 1 項に定める要件を満たす時は、同項に定める一

般廃棄物処理施設に該当するため、所要の手続きをとること。 

また、家畜排せつ物を廃棄物として受け入れる場合において、当該廃棄物を投入する

消化施設は廃掃法施行令第 7 条に定める産業廃棄物処理施設には該当しない。 

この他、剪定廃材又は生ごみを廃棄物として受け入れる場合において、当該事業に

関係する市町村の廃棄物処理担当部局が定める、廃掃法第 6 条に基づく一般廃棄物処

理計画との整合に留意すること。 

③ 剪定廃材、生ごみ又は家畜排せつ物以外のバイオマスを廃棄物として受け入れる場合に

は、国土交通省都市・地域整備局下水道部と協議すること。 

 

なお、事業手法及び事業制度の詳細については、「下水道事業の手引き」を参照する。 

 

３．下水汚泥処理施設における民間活用の検討 

（１）PFI 制度の検討 

下水汚泥処理処分はダイオキシンに関する環境問題など、新たな規制が年々強化される

時代にあり、その一方で地域の環境条件に応じて適切な下水汚泥処理システムの構築が求

められる。このため新たな技術開発や革新的な技術システムが常に求められており、民間

の技術や資金を活用する PFI 制度の導入を検討することも必要である。 

PFI 制度を検討することが必要と思われる例として、下水道の機械設備に着目した業務内

容に応じた発注方式の事例を図３－１３に、また汚泥再資源化施設についてその建設と維

持管理等に係る PFI 制度契約のイメージを図３－１４それぞれ示す。 
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①

汚泥脱水設備 
機械濃縮設備 
乾式ガスタンク設備 
消毒設備（オゾン・紫外線） 
膜濾過設備 
消化タンク設備（ガス発電設備） 
 
 

汚泥資源化設備 
汚泥溶融炉設備 
汚泥焼却炉設備 
消化エネルギー（バイオソリッド）熱回収設
備 
 
 
 

②

沈砂池設備 
除塵設備 
ポンプ設備 
最初沈殿池設備 
反応層設備 
最終沈殿池設備 
消毒設備（次亜塩素酸） 
 

汚泥乾燥設備 
汚泥コンポスト設備 

（
維
持
管
理
に
特
別
な
資
格
、
専
門
的
な
知
識
が
必
要
） 

特
許
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
要
素
が
大
き
い 

 

 ｂ ａ 
     コスト縮減効果大（NPV：Net Present Value）注1  
    または VFM の効果大                      

  凡    例 

ａ－① PFI 
ｂ－①，ａ－② 上記または設計施工分離 
ｂ－② 設計施工分離（従来通） 

（注）上図は、機械設備の発注方式の関係を模式的に示したもので、量的な要素を検討す

ることが必要。 

注 1：NPV：Net Present Value（正味現在価値）PSC（Public Sector Comparator）と民間

業者との費用差  

※ VFM：国民の税金の価値を最も高めようとする考え方。VFM を算定する場合、従来型公

共事業コストと PFI のコストとの比較が行われ、その結果費用対効果が大きい場合に

PFI 手法の採用が図られる。 

※ PSC：従来型公共事業を実施した場合のコスト。PFI 事業が従来型公共事業方式に比

べてより良い VFM が得られるか評価を行なう際に使用する。 

 

図３－１３ 下水道の機械設備における標準的な業務内容に応じた発注方式（例） 
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図３－１４ 汚泥再資源化施設の建設、維持管理等に係る PFI 契約イメ－ジ 

 

（２）民間資源化施設の利用 

 下水処理場で発生する下水汚泥を資源化するための施設を下水処理場内には設けず、民

間資源化施設に下水汚泥を資源化の原料として供給する事例が近年みられるようになって

きている。下水汚泥を受け入れる代表的な民間資源化施設としては、セメント工場やコン

ポスト工場等がある。なお下水汚泥は産業廃棄物に位置付けられるため、このようなケー

スにおいては法的には廃棄物処理及び清掃に関する法律が適用されることになる。 

 

①セメント工場への引き渡し 

 セメント工場の概要は図３－１５フローに示す通りであり、民間資源化施設に供給する

下水汚泥の性状としては、脱水汚泥、乾燥汚泥、焼却灰がある。脱水汚泥は原料乾燥機の

投入前で、乾燥汚泥はその投入後に貯留設備等を設けて、副原料として用いられる。焼却

灰は原料ミルの後段の原料サイロに他の原料とし一緒に混合され利用される。 

補助金 融資 返済 

 

・PFI 事業者に対し資

金を融通 

金融機関等 
 

・地方公共団体に対し、

補助金を交付 

国   

設計、施工、管理を一括で契約 

 
 
・PFI 事業者の建設した施設を移管 
 
 
 
・移管した施設について、PFI 事業
者に対し、管理を改めて委託 

 

下水道管理者（地方公共団体） 
 
 
・自ら資金を調達し、施設を建設
し、地方公共団体に移管 

 
 
・施設の管理委託を受ける 
・ｽﾗｸﾞ、ｺﾝﾎﾟｽﾄ等の再生製品を独
自の流通ﾙｰﾄを活用することに
より売却し、利益をあげる。 

PFI 事業者 

買取 

委託 

対価 

ユーザー 
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図３－１５ セメント工場の概要 
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セメント原料化を検討する場合は、汚泥処理区域内もしくは処理区域近隣にセメント工

場があることが重要な要件である。セメント工場に下水汚泥を引き渡しする場合、都道府

県によっては条例で他県の産業廃棄物の処理処分を認めない場合もある。 

またセメント需要は国内の社会資本整備の動向に大きく影響されることから、下水汚泥

すべてをセメント資源化に依存することはリスクが大きいと考えられる。したがって下水

汚泥の処理処分に関してはこのようなリスクに留意しておくことが必要である。 

 

②コンポスト工場への引き渡し 

 下水汚泥をコンポスト工場へ引き渡す方法も国内では事例がある。平成１２年度では全

国の下水処理場から発生する汚泥（乾燥重量基準）の約４％が民間に引き渡されている。

そのうち約２％が乾燥汚泥の状態で引き渡され、その他は脱水、焼却の順である。 

コンポスト工場の引き渡しも地域の土地利用状況や、農業、林業生産状況によっても需

要が変動するため、コンポスト利用法についてもこのようなリスクに留意しておくことが

必要である。 

 

③その他民間への引き渡し 

 近年では、下水汚泥焼却灰をその他の民間工場へ引き渡し、焼却灰を 30％有効利用した

エコパイプ（名古屋市）等へ資材化する方法も国内では事例がある。 
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第６節 中間年次の検討 

基本計画では、中間年次を設定し、基本計画で設定した項目について検討する。 

 

【解 説】 

中間年次の検討では、まず中間年次を設定する。基本計画の計画年次が概ね 10 年後である

ことから、中間年次の検討時期は、概ね 5 年程度とする。 

中間年次の検討項目は、基本計画の項目に準ずるが、汚泥処理設備では機械設備と電気

設備の占める割合が大きく、耐用年数が 10 年～15 年と比較的短いことから、基本計画と整

合を取りながら、原則として実績ベースで発生汚泥量を予測し、中間年次の検討を行う。

なお中間年次の検討においては、高めの稼働率で汚泥処理設備を考えることが望ましい。 

 中間年次の検討項目を以下に示す。 

 

ａ．バイオソリッドの設定（第３章第２節） 

ｂ．バイオソリッド有効利用方法の検討（第３章第３節） 

ｃ．バイオソリッド処理処分方法の検討（第３章第４節） 

ｄ．事業化方策（第３章第５節） 
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第７節 事業費の算定 

 本調査で定めた基本計画内容に従って、用地費、施設建設費、維持管理費等の事業費を
算定する。 

 

【解 説】 

 本計画は下水道整備に関する長期計画あるいは 5 カ年計画等を策定する場合の基礎資料

となるものであり、効果的、安定的な汚泥処理施設整備に関する事業量の目安となるもの

である。 

 なお、事業費は、基本計画の計画年次を概ね 10 年、中間年次を概ね5 年として算定する。 
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第８節 とりまとめ 

８－１ バイオソリッド利活用基本計画の策定 

基本計画における策定内容については「バイオソリッド利活用基本計画」としてとりま
とめを行う。 

 

【解 説】 

バイオソリッド利活用基本計画としてとりまとめる主な内容は、次の通りである。 

 

① 基本計画策定の背景及び目的に関すること。 

② 各汚泥処理区域における次の事項に関すること。 

    ａ．基本計画目標 

ｂ．下水道事業の現況と将来計画 

ｃ．バイオソリッドの設定 

ｄ．バイオソリッド有効利用方法の検討 

ｅ．バイオソリッド処理処分方法の検討 

ｆ．事業化方策 

ｇ．中間年次の検討内容 

ｈ．事業費 

③総括 

 

 

８－２ 事業推進のための協議会等の設置 

本計画に基づく事業を推進するため、汚泥処理区域毎の関係市町村等からなる連絡協議
会を設置する。 

 

【解 説】 

流域下水道の下水処理場を活用してバイオソリッドの広域処理、共同処理を行う場合を

除き、本計画を実現していく主体は市町村である。したがって、本計画に基づく事業の実

施段階における関係市町村等との協議・調整を行うため、本計画で定められた汚泥処理区

域毎の連絡協議会を設置し、本計画に基づく事業を推進していくことが望ましい。 

 

 

 


