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令和２年度 第２回 埼玉県下水道局経営懇話会 議事録 

 

日時 令和２年１０月３０日（金） 

場所 ソニックシティ９０５会議室 

 

１ 出席者 浅枝隆座長、秋元智子委員、石津寿惠委員、長内温子委員、 

      齋藤利晃委員、姫野修司委員、山下和彦委員、須藤隆一顧問 

 

 

２ 次第 別紙「次第」のとおり 

 

 

３ 議事概要 

（報告事項） 

  事務局から、令和２年度上半期下水道局の活動について報告 

 

〇質疑応答 

【委員】 

 二酸化炭素排出量の削減において、削減分の権利が売れたということだが、最低申

込価格１００円／ｔというのは、何らかの基準額によるものなのか。 

 少し価格設定が安いかなと思うが、どのように決定したのか。 

 

【事務局】 

 一対一の取引を前提としているので市場価格というものは存在しない。この制度を

所管している県温暖化対策課の資料によると、１００円／ｔから１５００円／ｔ程度

とのことだった。そこで、最低価格１００円／ｔが妥当と考えて設定した。 

 

【委員】 

 １００円／ｔで売却したのか。 

 

【事務局】 

 入札の結果、２７０円／ｔで売却することができた。 

 

【委員】 

 確かな情報ではないが、達成できなかった事業者は６社程度と聞いているが本当か。 
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【事務局】 

 そこまで少なくはない。ただし、削減量の余りと不足を比べると、余りの方が断然

多い。 

 

【委員】 

 １００円／ｔが最低価格で、実際は２７０円／ｔで売れたということだが、売却量

と単価をどのように決めているのか。 

 

【事務局】 

 １社しか入札がなかったので希望の売却量と単価で決定した。 

 

【委員】 

 その１社が２７０円／ｔで何ｔ欲しいという形で入札したのか。 

 

【事務局】 

 そのとおり。 

 

【事務局】 

 記者発表資料の下部にも書いてあるが、入札単価の高い方から順番に欲しい量を割

り振っていく考え方である。 

 

【委員】 

 埼玉県の全ての部所が達成できたのか。 

 

【事務局】 

 対象になっている主な部所は、下水道、水道、病院など。それに加えて、事業所単

位で規制がかかっている「さいたまスーパーアリーナ」なども制度の対象になってい

る。一部の部所では達成できていないとも聞いている。 

 

【委員】 

 まず、身内で苦しいところを助けてあげるべきではないか。 

 

【事務局】 

 当初、そのような意見もあったが、公営企業として少しでも流域関連市町の負担を

軽減するという観点から、適正な価格で売却することとした。仮に、応札者がいなか

った場合には身内に譲与するつもりでいた。 



3 
 

 

【委員】 

 今回は下水道局が売る側であったが、今後、買う側にならないようにしていただき

たい。 

 

 

【委員】 

 そもそものＣＯ２削減目標の決定方法であるが、基準年比▲１３％が妥当だったの

だろうか。当然、削減目標を低く見積もれば、もっと余計に売れる可能性もあった。

削減目標の設定いかんによって、削減する量は変わらないにも関わらず売却できる量

が変わっていくこととなる。その辺りはどうなっているのか。 

 

【事務局】 

 環境部が事業所ごとに何％減らしてくださいという目標を定め、それに基づいて制

度が運用されている。 

 

【委員】 

 埼玉県は、目標型排出量取引制度になっているので、比較的に自分たちで目標を設

定することができると思う。東京都ではキャップを完全にかけてしまっていて、いく

ら減らしてくださいという風になっており、目標以上の取組を促す制度にはなってい

ない。 

 

 

 

【委員】 

 「下水道の日」作品コンクールは、昨年度と比べて７，５００点以上も応募数が増

加しているが、特別な工夫をした結果なのか。 

 

【事務局】 

 特別な工夫はしていない。新型コロナの関係で、このような文化活動としてのコン

クールなどが軒並み中止になっている傾向があった。学校の先生がその代替を探した

ところ、「下水道の日」作品コンクールがあったので、児童・生徒に勧めた結果とい

うのが正直なところである。 

 「下水道の日」作品コンクールについても、募集開始のタイミングが緊急事態宣言

解除直後であったため、県や市町村教育委員会からは、学校の負担になることは全て

やめていただきたいと言われていた。 
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 しかし、文化的な活動は継続していくことが重要との考えから実施をすることとし

た。正直なところ、参加者数が少なくてもやむを得ないと思っていたが、結果として

うまくいったということである。 

 

 

【委員】 

 ＪＩＣＡのプロジェクトについて、タイの現地へはいつ頃行ける見込みなのか。 

 

【事務局】 

 正直なところ、見通しは立っていない。ＪＩＣＡからはオンラインでできることは

オンラインでやりながら始めてくれと言われており、ＺＯＯＭなどを使ってやりとり

しているところである。 

 覚書を締結しないとＪＩＣＡから資金をいただいて仕事ができないので、現地に行

けるようになれば２月にでも訪問して、行けないのであればオンラインで覚書を結び

たいと考えている。可能な限り体制を年度内に整えて、実際の支援を来年度から行え

るよう速やかに準備していきたい。 

 

【委員】 

 タイの地元向けにいろいろと宣伝するとよいと思う。日本に対する期待はとても高

いので、そこに「埼玉」という言葉が入っていくとよい。タイでは「埼玉」という言

葉がいま一つポピュラーではないので、地元の方に知っていただくということも大事

ではないか。 

 

【事務局】 

 ３年単位でやってきて、今回が三度目になる。その間、ＪＩＣＡの審査で二度ほど

落選しており、その中でＪＩＣＡからご指摘いただいたことは、地域に根差した事業

にして欲しいということであった。 

 今まではＷＭＡというタイの下水道公社がカウンターパートだったが、今回はそこ

にレムチャバン市という自治体を交えて三者でという形にして、具体性のある提案を

行った。委員にご指摘いただいたように、地元の方にも「埼玉」を認知いただけるよ

うな活動にしていきたい。 

 

【委員】 

 もっと話を広げて、例えば、日本人の採用とかにもつなげて欲しい。 

 このような時代ではあるが、若い人たちの中には、世の中に貢献したいとか、海外

に出ていきたいという気持ちがあると思うので、最大限アピールしてやっていただき
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たい。 

 

 

 

議題（１）埼玉県下水道局経営マネジメント目標 事業評価について 

   資料に基づき、事務局から説明 

 

〇質疑応答 

【委員】 

 １３ページ記載の維持管理負担金について、単価を統一することは難しいとのこと

だったが、埼玉県だけではなく、他の都道府県でも同じような問題を抱えていると考

えてよいか。 

 

【事務局】 

 他の都道府県の状況は把握していないので、答えることはできない。 

 本県の問題としては、どうしても歴史的な経緯の違いに基づくものとなる。県南の

比較的単価が低いエリアについては、かなり長い時間をかけて徐々に設備投資してき

ており、また、人口の多いエリアでもあるので、スケールメリットを生かした水処理

ができている。 

 一方、県北については、一番新しいところで平成２１年頃から水処理を始めており、

新しいがゆえに建設費等の負担が大きく維持管理負担金にも反映されている。さらに、

人口も少なく、スケールメリットが働きづらいということもあって、このような南北

格差が生じている。 

 ご指摘のとおり、なんとかならないかということで、県としてもいろいろ策を練っ

ているところであるが、なかなかよい解決案がないというのが現状である。 

 少しでもということで、県北エリアでは、農業集落排水の老朽化に伴い、それを更

新するよりは公共下水道につないでスケールメリットを活かす形を、県から流域を構

成する市町村に働きかけている。少しでも水量を増やし、スケールメリットが生まれ

る方向性で取り組んでいる。 

 

【委員】 

 似たような話を他のところでも聞いている。 

 水道にしても下水道にしても、地域によって料金徴収が違うことに対してどう思う

かを学生に聞いたときに、圧倒的に違和感を持つ学生が多かった。 

 下水道整備ができたら下水道管につながなければならず、下水道料金を徴収される

こととなる。それによって浄化槽よりも管理費が増えるとなれば、浄化槽の方がよか
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ったということになってしまう。その辺りを、うまくバランスよく説明できればよい

と思う。 

 

 

【委員】 

 １２ページを見ると、累積収支額の一部を積立金として活用するほかに、太陽光発

電事業の収益を流域全体の経営改善に活用していくとあるが、その内容を教えていた

だきたい。 

 

【事務局】 

 まず、一般的な話として、１３ページのグラフのとおり、維持管理負担金単価が各

流域によって大きく違うという現実がある。維持管理負担金単価が低いところについ

ては、スケールメリットが働きやすく経営が安定している。これらの流域については

累積黒字額が溜まっていく傾向にあるため積み立てをしている。その積立金は、将来

修繕費がかさんで維持管理負担金を上げざるを得なくなる事態に備えるものとして

いる。 

 一方、維持管理負担金単価が高いところの一部流域については、毎年赤字傾向にあ

るため累積赤字が膨らんでいる。そこで、太陽光発電の収益は下水道の本業とは異な

るものと整理し、８流域を構成する全４７市町の合意のもとに、太陽光発電の売電益

を累積赤字がある２つの流域の赤字解消に充てることにしている。 

 

【委員】 

 積立金は、流域ごとに積み立てていくということでよいか。 

 

【事務局】 

 そのとおり。 

 

【委員】 

 今の話だと、流域ごとに個別会計となっている一方、太陽光発電については市町村

の合意のもと、累積赤字のある流域に補てんしていることになる。太陽光発電の建設

費は誰が負担しているのか。 

 

【事務局】 

 太陽光発電については、基本的にパネルをリースする形で実施している。リース料

を県から業者に払うこととなるが、それ以上の収益が見込まれるようなスキームにな

っている。よって、建設費用は発生していない。 
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【委員】 

 建設負担金がない場合、その収益をプールして合意が取れれば、流域を跨いで使っ

てよいのか。一方、ＣＯ２の排出量取引については、施設整備に建設負担金が入るか

ら黒字があったとしても、それぞれの流域で案分しなければならないという考え方で

よいか。 

 要するに、受益者である市町村が利益を受けなければいけない部分と８つの流域全

体として利益を受ける部分の切り分けは、汚水処理だけで説明することが難しくなっ

ているように感じる。逆に言えば、その考えを外すことができれば、いろいろなこと

ができるかもしれないと思う。 

 

【事務局】 

 私どもも初めてＣＯ２を売却することとなって、どこの流域に帰属させるべきなの

かということを考えているところである。 

 正直なところ、我々の中でも答えが出ていない。 

 

【委員】 

 ＦＩＴの場合は２０年、同一単価で確約されるというのがとても大きい。それと同

様の考え方で、一定の処理費用を所与の条件として、汚泥を効率的に処理したり、固

形燃料を高く売却したりした分をプールすることは考えられないか。 

 流域ごとの契約を少し変えることで南北格差を乗り超えることができるのではな

いか。 

 

【事務局】 

 問題を端的に言うと、同一単価とした場合、県南の市町村負担が増えてしまうこと

である。 

 例えば、さいたま市だと大体３億円くらい増えてしまう計算になる。それを同一単

価にするという大義名分で理解していただけるかというと非常に高いハードルとな

る。だからといって、一般財源を投入する訳にはいかないのはご承知のとおりである。 

 

【委員】 

 確かに、一般財源の投入までやってしまうと話は異なってくると思うが、太陽光発

電の売電益に関しては了解が得られるのであれば、仕切りをどこで引くのかという問

題ではなかろうか。 
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【事務局】 

 太陽光発電については２年ほど前に合意形成を図ったが、中川流域のいくつかの市

町村からは不満の声が聞こえてきたという事実がある。リース代で持ち出しがないと

いっても、そもそも貸している土地は流域市町の建設負担金の一部を入れて購入した

ものである。 

 現在建設中のバイオガス発電についても、バイオガスの売却益を流域全体で使えな

いかという検討を行ったが、タンクなどに建設負担金を入れている関係上難しいとい

う結果に至った。 

 

【委員】 

 バイオガスを民間へ売却するという取組は、やってみたらよい取組だったので全国

的に広まった。下水道のよいところは、全国的にやり方がかなり統一されているので、

どこのステークホルダーも嫌がらないルールやスキームを作れれば水平展開がしや

すく、広げることができる。頑張っていただきたい。 

 

 

【委員】 

 １５ページ記載の他団体との人事交流のうち下水道公社に２６人派遣していると

のことだが、仲間内での交流に過ぎないのではないか。 

 

【事務局】 

 役割分担としては、下水道局が工事関係を担当し、公社が維持管理関係を担当して

おり、ある意味、表裏一体という形である。当然、建設工事部門と維持管理部門の仲

が悪ければ無駄も増えてしまうので、人事交流をする中で協力しながらやっているの

が実情である。 

 

【委員】 

 仕事がやりやすいように人間関係を作っていくことも必要かと思うが、全く関係の

ない部門や全く違った観点で発想をする人たちの集団とか、そういうところと人事交

流していくとよいと思う。新しいことがどんどん出てくる中で、柔軟性をもって、新

しいアイデアとか発想とか、あるいは、全然違った業界でやっている仕組みとか、そ

ういうものを取り込めるようにしていければよいと思う。そのようなキャリアを積ま

せて底力を高める取組はないのか。 

 

【事務局】 

 下水道局は埼玉県庁の一部のため、民間との人事交流は基本的に人事課が行い、下
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水道局では下水道関連団体との人事交流を進めている。下水道部局の中でも、以前は

県と公社だけの人事交流であったが、今では、市町村や国との人事交流など多角的に

進めている。 

 少し言い訳がましくなるが、下水道局の職員定数は１０７名であるので、その規模

の中から１０名を派遣していることは割合的にはとても大きなことであることを理

解していただきたい。 

 

【事務局】 

 本県の人事政策の上では、民間交流をたくさんしている。例えば、ホンダとかＪＴ

Ｂとかに、１年から２年くらいの期間を派遣するなど幅広にやっている。ただし、前

述のとおり人事課が主体となって取り組んでいることなので、下水道局の人間を優先

的に送り込むことは難しい。 

 

【委員】 

 他流試合をするチャンスや、機会を増やせるようにしていただきたい。 

 

 

 

【委員】 

 ８月の終わり頃にすごい雨が降ったと思うが、そのときに、さいたま市の下水管が

溢れているのをテレビで見た。溢水自体はさいたま市のインフラの問題だと思うが、

県・市が連携してうまく水害対策をすることはできないのか。下水は流れていくもの

であるから、流すところと処理するところが連携して水害対策を進められればよいと

感じる。 

 特に、埼玉県の南部は都市化しているので、どうしても想定以上に降ってしまうと

あらゆるところで水が溢れてしまう。今後、水害対策に関する計画を作る際には、市

町村と連携していく視点を盛り込んでいって欲しい。 

 

【事務局】 

 本年８月には、さいたま市のほかに川口市や戸田市など県南地域でゲリラ豪雨があ

り、内水被害がニュースになった。下水は汚水と雨水を速やかに排除するという二つ

の機能があり、特に市町村が雨水を担当しているので、県の立場としては市町村の雨

水管整備が進むように国とつなぎ、可能な限り補助金を付けてもらい、どんどん整備

していただくこととなる。実際のところ、来年度の市町村予算要求では、昨年度の令

和元年台風第１９号を受けて相当額の予算要求増をしていただいている。県としては、

そのような形でサポートしていきたいと思っている。 
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 ただし、少し行政的な都合で申し上げると、さいたま市は政令指定都市であるため、

自身で国にお金を要望しており、なかなか県がどうこうするということはできない現

実はあるが、内水対策はとても重要なことなので県としても可能か限り一生懸命支援

していく。 

 昨年の令和元年台風第１９号の時がそうであったが、荒川右岸流域の市町村の水が

そのまま流域下水道管に入ってきて、流域下水道が満管になり、流域のマンホールが

飛んだり、市町村の水を受け入れられなくなったりしてしまった。その辺りは、公共

下水道にお金をつけるだけではなく、流域下水道として我々の課題だと思っている。 

 

【委員】 

 河川の整備計画の中には「下水道」という言葉がほとんど出てこない。多少は考慮

されているものとは思うが、もう少し脚光を浴びるようにはならないのか。 

 

【事務局】 

 国土交通省の中で、下水道を管理している部局と河川を管理している部局は一緒の

ところにあって連携してやっている。特に「流域治水」という言葉が昨年あたりから

盛んに言われていて、河川がメインではあるものの、それぞれの流域ができるメニュ

ーを河川・下水道が連携して取り組んでいくという枠組みになっている。 

 

【委員】 

 「流域治水」となると下水道はまさに主役。それを是非、理解して対策を進めてい

ただきたい。 

 

【事務局】 

 正直なところ、これまでは、下水道の雨水幹線を整備しても最後は川に吐かなきゃ

いけないので、河川側からすると河川整備が終わるまでちょっと待ってくれという背

景があった。 

 現在では、下水道が全面に出ていきづらいことには変わりはないが、世の中が水害

対策を重視する方向性になっているので、下水道としては河川に吐けないのであれば

しばらく貯めておくということになっている。県内の市町村では、さいたま市や戸田

市などが雨水貯留管の整備事業に結構なお金をかけてやり始めている。 

 

 

 

【委員】 

 温暖化対策について、埼玉県では、今年の３月に２０３０年までに▲２６％と発表
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していると思うが、この２０ページの記載内容は少し古いように思える。この間、菅

総理大臣が２０５０年までにＣＯ２排出実質ゼロと発表したので、今後、脱炭素社会

が加速化していくものと考えられる。そうすると一層ＣＯ２排出量がゼロに近づくよ

うに政策が作られていくのではないかと思う。 

 下水処理には大量の電気が必要でＣＯ２の発生量も多いことから、今後どのように

対策を考えていくかが大きな課題だと思う。再生エネルギーを利用するとか、焼却炉

発電とか、こういったもので電気使用量を実質ゼロにしていくことが考えられると思

う。２０３０年あたりまでに３０％ほど減らさないと、２０５０年までにゼロにはな

らないので、頑張っていただきたい。 

 また、下水汚泥を肥料にするとお金がかかるということだが、アンモニアを水素の

原料としてアラブ諸国からタンカーで運んできているという話がある一方、下水汚泥

の中にもアンモニアや窒素が大量に含まれているので、うまく活用できないだろうか。 

 リンについても、現在すべて輸入していると聞いている。下水汚泥を資源とみられ

るのであれば、なぜ買ってくるのだろうか、どうして国内で経済を回さないのだろう

かとも思っている。新たなビジネスチャンスが下水汚泥の中にはあるのではないか。 

 時代に取り残されないように、下水でリーダーシップが取れるようにはできないか。 

 

【事務局】 

 初めに、温暖化対策についてであるが、環境部が昨年度の３月に策定した新計画は、

埼玉県域全体で２６％減らすというものである。今年度は、「埼玉県庁」でどれくら

い減らすことができるかということを検討しているところである。２１ページ記載の

県目標▲２３％、局目標▲２６％は、平成１７年を基準とする現行の県庁率先実行プ

ランのものであるため、誤っているものではない。 

 当該プランでは、県目標▲２３％に対して局目標▲２６％ということから、県目標

より少し上乗せして頑張るということで局目標を定めているが、新計画では埼玉県域

全体で▲２６％ということになるので、それに応じて下水道局としてはどうするのか

ということを検討していくこととなる。 

 ２０３０年段階で２０１３年比で▲３０％が達成できるとまでは断言できないが、

近いところまではいけるのではないかという目算はある。 

 

【事務局】 

 水素やリンのお話をいただいたが、水素については国土交通省の１００％補助で先

進的な技術を実装していくという取組があり、確か福岡市が下水汚泥から水素を作っ

て車に供給する事業に取り組んでいた。この取組はすでに終了しており、そのあと広

がっていない実情をみると、採算的になかなか厳しいものであったと考えられる。現

在、中川でバイオガスタンクを作っているが、事業立ち上げの際に水素の可能性も検
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討したが、採算的にはなかなか厳しかった。 

 リンについては、以前より海外からすべてを輸入している現状の中で下水汚泥から

取り出せないのかという指摘があり、試験的な取組を神戸市などいくつかの自治体で

行っているものの、これも広がっていない現実からも安易に飛びついていけないもの

と思う。 

 経営マネジメント目標に新技術の積極導入とあり、ただ様子を見ているだけとはい

かないので、アンテナを高くして新しいものに取り組んでいきたいと考えている。 

 

【事務局】 

 現在、肥料化については一回リセットしてもう一度議論しようということで、仕切

り直しをしている。リンは抽出できなくても、肥料にすればそのまま使える。 

 採算ベースではかなり厳しい現実があるが、何かやりようはあるのではと考えてい

る。 

 

【委員】 

 下水にはこれだけリンや窒素が含まれていることについて、下水道に関係している

民間企業は知っているものの、そうではない企業は全く知らないのが現状である。 

 そのような知識を周知してあげれば、チャレンジしてみようという企業が出てくる

可能性があるのではないか。 

 

【委員】 

 肥料を使う人を巻き込めるかどうかが第一の課題である。肥料を使う人が自分たち

の利益を改善するために原料を安く仕入れるという発想にもっていけるかというと

ころである。つまり、既存の肥料価格相場に対して、肥料原価で供給してもらえるの

で助かるというイメージにはならないか。 

 もう一つは、流域間に差があるのであれば、農業が盛んである県北流域の特徴を生

かし、水と肥料の供給も併せて行うような事業をすることはできないか。 

 

【事務局】 

 その辺りは細かく検討していないので分からない。 

 

 

【委員】 

 ２５ページ記載の新河岸川や元荒川の汚泥焼却炉発電では、どのように売電するの

か。 
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【事務局】 

 自家消費である。 

 発電できる量があまり多くないので、焼却炉で燃やした後の高温の排ガスを回収し

て電気を生み出し、焼却炉のファンなどに使う電源として使う。ボリューム的に、売

電するメリットはない。 

 

 

【委員】 

 ２０５０年で温室効果ガス実質ゼロということを政府が急に言い始めたが、ものす

ごく大変なことだと思う。おそらく、いろいろな仕組みを変えないといけない。 

 是非、下水道で先取りして検討してほしい。 

 

 

【委員】 

 下水汚泥肥料化のコストの部分で、焼却コストが約１５，０００円のところ、肥料

製造コストが約１７，０００円となっている。肥料を製造する訳だから、その後の売

却はどうするのか。製造コストが高いので、売却できないのか。 

 

【事務局】 

 業者に下水汚泥を引き取ってもらい肥料を作り、その販売も業者側でやっていただ

く。ある意味、処分方法として肥料化していくイメージである。 

  

【委員】 

 製造コストというよりも、下水汚泥を業者に渡すときのコストということか。 

  

【事務局】 

 そのとおり。 

 

【委員】 

 市場価格との差異は大きいのか。 

 

【事務局】 

 下水汚泥を原料とする肥料の市場が成立しているかというと、必ずしもそうではな

い。下水汚泥を引き取って肥料を作ると、原材料のところに「下水汚泥」と書かなけ

ればならない。そうすると、消費者は購入を避けがちになるという傾向があるため、

基本的に販売用の肥料を作っている企業は積極的に下水汚泥を引き取りたいと思っ



14 
 

ていない。下水道局からお願いして引き取ってもらって肥料を作るとなると、どうし

てもこれくらいの値段になってしまうというのが現状である。 

 下水汚泥を原料とする肥料を積極的に使いたいという人を見つけることが、コスト

の壁を破る一番の近道である。そのような人をどうやって見つけるかというところが

大きな課題であり、今のところそこまでは至っていない。 

 

【委員】 

 約１７，０００円という金額は、産業廃棄物の引取料金ということか。 

 資源として売ることはできず、産業廃棄物として手数料を支払っているということ

か。 

 

【事務局】 

 そのとおり。 

 

【委員】 

 コストに関してはなかなか難しいところがある。初めに、下水汚泥の処理計画を策

定し、そのうち何％を燃料化や肥料化、何％を焼却するなどとして、焼却依存率を減

らすことから考えないといけないと思う。つまり、処理方法が輻輳化しないようリス

ク分散を考えたときに、今回の約１７，０００円という価格が高いのかという話にな

る。 

 リスク分散の観点から、焼却も調子が悪くなるときや、汚泥の質の変化とかメンテ

ナンスがあるとかがあるので、割り切って全体の２～５％はお金だけで考えないこと

はできないか。どうしても、お金だけで判断すると、最も安いところに全部やっても

らった方がいいという話になってしまう。これでは、リスク分散ができない。 

 コストで説明がつく部分とコストだと絶対に成立しない部分を併せて考えていく

ことがリスク分散であるが、当然、リスク分散する意義やメリットを説明できない限

り難しいことも事実である。 

 実際のところ、下水道局では、焼却のほかに、固形燃料やバイオガスなどで分散し

ているので、コスト以外の部分でも判断しているはずである。１円でも高いからやら

ないのであれば、現実に分散化されている理屈が通らないのではないか。 

 

【事務局】 

 その時々によって最適コストは異なる。固形燃料化を始めたときは固形燃料化が最

適と思ってやっている。リスク分散させようとして実施したというより、その時々の

選択の結果、今のようになったという感じである。 
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【委員】 

 実際のところ、既にリスク分散していると思うので、少量の下水汚泥を肥料化した

ところでリスク分散になるとは思っていない。 

 ある意味、割り切って、全体の５％を肥料化するという目標を立てたらよいのでは

ないか。それによって、焼却炉などの運転管理メンテナンスにも寄与して、実のとこ

ろ、業者も助かっているという話もある。肥料化の取組をゼロにはしない方がよい。 

 

【委員】 

 下水道局では、肥料化をやる気はないのか。 

 

【事務局】 

 廃棄物処分費用として焼却コスト以上のお金を払ってまで実施するメリットを見

出せていないのがが現状である。もう少し低い価格でやりたいという人を見つけられ

たらいいと思っている。 

 

【委員】 

 先ほど２０５０年の話があったが、今後、温暖化対策についてどのように展開して

いくのかは全く分からない。変な言い方ではあるが、肥料化の可能性があるのであれ

ば諦めるのではなく、研究を続けるくらいの気持ちでやっていった方がよいと思う。 

 新たなアイデアが必要となったときに、その根っこになるものがないと困る。最初

から諦めてしまうと技術も高まっていかないし、新たなアイデアも生まれてこない。 

 いろいろなことに挑戦することが大事だと思う。 

 

【事務局】 

 組織としてはやっていきたいと考えている。温暖化対策という観点でも、燃やさな

い訳だから燃やすよりは効果がある。引き続き検討していきたい。 

 

【委員】 

 いつかの時点でボリュームが増えたら一気に効果上がるものもあると思う。あまり

硬直的に考えない方がよい。 

 

【事務局】 

 初めは、モニタリングのような形で少量でもよいと思う。なるべく安く処理してい

ただける業者を見つけて、下水道局が肥料を使ってくれる人を探していく。実際にや

ってみて、収穫が高まれば市場が拡大するイメージ。新しい取組として、ささやかな

がらも地道に調査のようなものができればよいと考えている。 
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【委員】 

 食料安保ではないが、安全保障を考えたときに、全ての材料を輸入することでいい

のか、特定の国にだけに頼っていいかという問題が、これからもっと出てくると思う。

ある程度、コストを度外視してでもやらなければいけないという発想も必要になって

くる。その意味では様々な選択肢を残しておいた方がよい。 

 

【委員】 

 リンは薬にも使われているという。それが１００％輸入に頼っていると聞いて驚い

た。人間の体からいっぱい出てくるのに。 

 

【委員】 

 肥料化や高度処理、省エネルギー化、温暖化ガスの排出抑制というのは、根っこは

全て同じである。そもそもアンモニアを生成するときのエネルギー消費は膨大であり、

地球上で使われているエネルギーのうち、１～２％くらいは窒素固定だといわれてい

る。下水中にも含まれているアンモニアを作るためにエネルギーがどれくらい使われ

ているか計算したことがあるが、下水処理のエネルギーと同じくらいで膨大なエネル

ギー量であった。 

 固定した窒素を肥料として農地にまくことは、窒素を農地に返すことによって、ア

ンモニア固定に使われたエネルギーをしっかり回収することを意味する。窒素を農地

に返すという単体のコストで考えると採算は合わないと思うが、全地球的な視野で見

ると非常に大きなエネルギーの削減になる。 

 少なくとも窒素については、焼却してしまうと窒素ガスとなって大気中に戻ってし

まうので、また固定しなければならない。さらに、Ｎ２Ｏもそのときに出てしまう。 

 よって、今できる一番の解決策は肥料化と考えられる。その方向性を皆が意識して

いかないと、今、手元にあるお金をいくら使うのかという議論に終始してしまう。 

 

【委員】 

 ＣＯ２クレジットという考え方が分かり易く、国が認めた方法で削減したら幾らで

売却してよいというバーチャルなお金のやりとりがある。 

 例えば、肥料を作ることによって窒素を固定している。その窒素を１キロ作るのに

これだけエネルギーがいる。そこで、下水汚泥を肥料化したらトン当たり幾らかをい

ただけるという制度を国交省が定める。そうすれば、業者が価格をいちいち調べたり、

相手を見つけて売却したりすることが必要なくなるのではないか。 

 下水道のよいところは全国ほぼ一律の運用をされているため、制度を導入しやすい

こと。下水汚泥だけでなく、下水熱の利用でも同じようにＣＯ２削減ができているの
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であれば、下水熱も買い取ることができるのではないか。 

 下水道局が肥料ユーザーを探すことも大事であるが、役所がやるべきことはどちら

かといえば制度づくりだと思う。 

 

【委員】 

 今のような仕組みは、民間企業だけでやろうとしてもできない。しかし、役所と一

緒にやりましょうということだったら実現可能である。発想の転換が求められている

と思う。 

 

【委員】 

 農家だけではなく食料を扱う商社などへの働きかけも必要である。コンビニやスー

パーが農家と契約するとき、肥料は何を使わなければ仕入れしないなどと生産者と仕

入れ先が一体となって取り組んでいるケースが多くなっている。さらに、消費者側か

らみると、安全なものやトレーサビリティに優れたものにはお金を出したい人は存在

していて、その人たちはそのような農家を一生懸命に探している。そのような消費者

を開拓して、農家に肥料を使ってただくという発想もあるのではないか。 

 

 

 

【委員】 

 埼玉県では、高度処理をとても頑張っているにも関わらず、流総計画の目標値を達

成できていないという話があった。実のところ、荒川の出口の方はそんなに悪くなく、

羽田の少し南側が高い傾向になる。埼玉県が頑張っていることの成果は確実に出てい

るので、そこは自信を持っていただいてよい。 

 

【委員】 

 コロナ禍の中、啓発活動を積極的に行うことは難しいこととは思うが、可能な限り、

普及啓発に努めていただきたい。 


