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本章では，家畜ふん尿のなかでも発生量の多い牛

ふん尿を例として，牛ふん尿の利活用システム（牛

ふん尿を堆肥化し，農産物生産に利用する一連の活

動）を検討した。牛ふん尿の利活用システムには，

ふん尿の発生・収集運搬・堆肥化・堆肥の投入な

ど，いくつかの段階がある。また，各段階には，畜

産農家・自治体・民間業者・JA・農産物生産者な

ど，多くの人や組織が係わっている。それぞれの段

階をここでは「ステージ」と呼び，各「ステージ」

に係わる個人・組織・団体（自治体を含む）を「組

織」と呼ぶこととする。

各ステージにおいて，組織は，そのステージを推

進するための原動力である。一つのステージに複数

の組織が係わる場合には，組織同士の協力関係が必

要である。また，ステージからつぎのステージへの

円滑な移行のために，組織同士の連携は欠かせない。

1.牛ふん尿利活用システムのステージ

牛ふん尿利活用システムのステージには，図Ⅲ-

34のようなものがある。本章ではこれらのステージ

のなかから，「発生」「収集運搬」「堆肥化」「農地へ

の投入」「農産物流通・販売」のステージを対象と

した。

牛ふん尿利活用システムの全体を概観すると，以

下のようになる。

まず，畜産農家においてふん尿が発生し，堆肥化

するために収集・運搬される。ここでは，発生ステ

ージと収集運搬ステージをまとめて「発生・収集運

搬ステージ」とした。また，収集運搬されたふん尿

は，副資材と混合して発酵・熟成される。この堆肥

が製造されるステージを「堆肥化ステージ」とする。

そして，堆肥を農産物生産者が購入し，農地へ投入

するステージを「農地への投入ステージ」とした。

これらに加え，生産された農産物が出荷され，市場

に流通し，消費者に販売される「農産物流通・販売

ステージ」も対象とした。なぜなら，堆肥の農地へ

の投入を決定する農産物生産者にとって，農産物の

流通・販売が活発に進められるかどうかは大きな関

心事であると考えられるからである。

これらの各ステージで活動が進むと同時に，ある

ステージからつぎのステージへの移行がスムーズに

進むことによって，システム全体が機能すると考え

られる。

各ステージに関与する組織として代表的なもの

を，以下にあげる。

◎ふん尿（および副資材）の発生ステージ：畜産農

家，農産物生産者，JA，林業・木材関連事業体，

食品加工企業など

◎収集運搬ステージ：畜産農家，運搬業者，自治体

など

◎堆肥化ステージ：畜産農家，自治体，JA，民間企

業，農産物生産者（個別農家・生産組合・生産者

グループなど），第三セクターなど

◎農地への投入ステージ：農産物生産者（個別農

家・生産組合・生産者グループなど），畜産農家，

自治体，JAなど

◎農産物流通・販売ステージ：JA，自治体，都市生

協，小売店（スーパー・百貨店・道の駅・直売所

【6－1】牛ふん尿利活用システムの
各段階と組織

バイオマスの収集・変換・利用には，さまざまな人・組織が係わるが，どのような場面
で，どのような組織が，どのような活動をしていけば良いのだろうか。また，どのよう
な人や組織同士の協力関係があったら，バイオマスの利活用がスムーズに進むのだろう
か。本章では， 兵庫県市島町（現在は丹波市）の事例をもとに，バイオマス利活用を
促進するための関連組織の活動の特徴と組織同士の協力関係，そして，それらを実現す
るためにどのような仕組みづくりが行われたのかを紹介する。

バイオマス利活用を
促進するための組織の連携

第6章
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設に対して実施したアンケート調査報告書79)（有効

回答数471）によれば，副資材として最も多く使わ

れているのは，おがくず（回答全体の31％）および

もみがら（同30％）であった。

畜産農家が堆肥化を行わない場合，ふん尿をトラ

ックなどで運搬することとなる。牛ふん尿，特に乳

用牛のふん尿は，含水率が高くかさばる上に，臭い

対策も必要である。また，畜産農家の分布状況（立

地・密度・収集運搬距離）や収集運搬方法，地区内

の混住化の程度や，畜産業への理解度などの社会的

環境の影響も大きい80) 81)。自給飼料を使用している

畜産経営では，発生したふん尿の多くは自己経営の

飼料畑に投入され，経営内で循環利用（牛ふん尿の

排出・収集運搬・堆肥化・堆肥の利用まで一つの組

織内で完結）されていた。しかし，近年多頭飼養が

進み，自己経営農地に堆肥を撒ききれなかったり，

また，購入粗飼料への依存度が高まったりしてきて

いる。特に，都市近郊では，投入のための土地が不

足し，畜産経営外へのふん尿由来堆肥の供給が，不

可欠となってきている81)。

など），農産物生産者（個別農家・生産組合・生産

者グループなど）など

2.牛ふん尿利活用システムにおける
各ステージの特徴とステージ間の相互影響

（1）発生・収集運搬ステージ

地区内で発生する牛ふん尿は，畜産農家数・経営

形態・飼養頭数・飼養目的（乳用牛／肉用牛）・家

畜の成育段階・飼養方法・敷料の種類によって，そ

の量が増減し，性状も異なる78)。このことは，つぎ

の堆肥化ステージで用いられる副資材の種類や混合

比，採用する堆肥化の技術の選択に，影響を与える。

一方，副資材の発生・賦存状況も，地区によって

異なる特徴をもつ。副資材を生産する組織として，

農産物生産者・JA（もみがら・稲わら・米ぬか・農

産物残さなど），林業・木材関連事業体（おがく

ず・バークなど），食品加工企業（おから・かす類）

などがある。2002年２月に，農林水産省の委託によ

り（財）日本農業土木総合研究所が全国の堆肥化施

（副資材） 

農産物生産者・ＪＡ・ 

林業・木材関連事業体 

食品加工企業など 

畜産経営体・自治体・ 

ＪＡ・民間企業・ 

農産物生産者・ 

第三セクターなど 畜産経営体 

 

運搬業者・自治体など 

ＪＡ・民間企業など 

一般家庭・事業体 

ステージ 

本章でとりあげるステージ 

各ステージに関与する代表的な組織 

農産物生産者・畜産経営体・ 

自治体・ＪＡなど 

ＪＡ・生協・小売店・ 

自治体・農産物生産者など 

家畜ふん尿・副資材受け入れ 

堆肥販売 

堆肥購入 

農産物出荷 

一部飼料化 

一部敷料化・飼料化 

（エサ米など） 

発生 

収集運搬 

堆肥化 
 

堆肥の流通 

農地への投入 

農産物流通・販売 

農産物購入 

消費 
 

廃棄 

【図Ⅲー34】牛ふん尿利活用システムの全体図
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（2）堆肥化ステージ

堆肥化ステージに関与する組織が何であるか，つ

まり牛ふん尿の堆肥化が畜産農家で個別に行われる

か，または地区内の共同堆肥化施設や民間企業など

で行われるかは，発生ステージにおける個別畜産農

家の状況（飼養頭数・経営形態・敷地面積・労働力

など）や，地区内での畜産農家の分布状況に影響を

受ける。また，共同堆肥化施設を自治体や第三セク

ターなどが建設・運営する場合，自治体の政策方針

や財政状況の影響も受ける。

駄田井ら82)は，家畜ふん尿の共同処理施設の利用

率に影響する要因の一つとして，都市化水準を取り

あげている。都市化・混住化の進行とともに，悪

臭・騒音などの苦情の増加，また，兼業機会の増加

による畜産農家の労働力確保の困難化を指摘し，都

市化の進行は，畜産農家における飼養頭数の増加を

抑制するとしている。

原料が同じものであっても，堆肥化施設の設備，

堆肥化方法，使用される副資材，堆肥の管理方法

（水分・温度管理，成分検査・栽培試験など），堆肥

化工程期間などの違いにより，製造される堆肥の性

状（量・成分など）が大きく異なる。したがって，

堆肥化ステージでは，資源として利用すべき牛ふん

尿を安全に堆肥化することと同時に，つぎの農地へ

の投入ステージにおいて要求される堆肥供給量と堆

肥の質を提供することが求められる。一方，堆肥化

ステージ自体が円滑に進むためには，運営コストの

低減や製品としての堆肥の販売促進など，効率性も

考慮しなければならない。樽本83)は，九州地域にお

けるアンケート調査をもとに，効率的な堆肥化施設

運営のための条件を明らかにした。それによると，

「肥育牛ふんを利用する」「（堆肥製品の）品数があ

る」「フレコン（フレキシブル・コンテナ）により

販売する」ことが，堆肥の販売と収益性の両立にプ

ラスの効果を与え，また，収益性に対しては，「発

芽試験（原料資材中の生育阻害物質の有無を知るた

めに，堆肥抽出液によるコマツナ種子の発芽率を調

べる）の実施」が同様の効果を与えるとしている。

（3）農地への投入ステージ

農地への投入ステージでは，堆肥利用組織（農産

物生産者や飼料を自給する畜産農家）の需要に対し

て，供給される堆肥の性状（量・成分・品質・形状）

が大きく影響する。また，堆肥利用組織にとって，

堆肥の価格は，堆肥需要を決定する大きな要因であ

る。坂本ら84)，合崎85)などは，堆肥価格をパラメータ

として，堆肥の需要予測を試みている。このように，

堆肥化ステージと農地への投入ステージの相互影響

は大きい。

また，猪俣86)，羽賀87)は，堆肥の運搬・散布サービ

スや，堆肥利用に関する技術指導の実施が，堆肥の

農地への投入を促進することを指摘している。

堆肥を過剰に投入し，環境に負荷をかけないよう

にするためには，農地への堆肥投入量・時期・方法

などを，各地区の施肥基準や特別栽培の規定などで

示す必要がある。我が国では，土づくりに堆肥を用

いることが各地で推奨されているが，堆肥投入の上

限はほとんど決められていない。一方，EUでは，

家畜ふん尿の農地への投入量について，農地の土

壌・気候・土地利用・農法別に，厳しい基準が定め

られている。たとえば，オランダでは，畜産農家で

ふん尿を施用できる土地が足りなければ，飼養頭数

を減らすか，ふん尿を受け入れ可能な農産物生産者

に輸送しなければならない。このような政策下では，

農地への投入ステージは，ふん尿発生・収集運搬ス

テージに大きな影響をおよぼしているといえる。

（4）農産物流通・販売ステージ

JAは，農産物の流通・販売に係わる組織として，

農産物の集荷・流通・販売ルートを提供する。この

一般的な集荷・流通・販売ルートに加えて，道の駅

や産直店での販売，都市生協や大型小売店との直接

契約販売など，新たな流通販売経路をもたらす組織

の存在は，当ステージに大きく作用する88) 89)。また，

有機JASや特別栽培農産物の表示によって，消費者

は，農産物の生産方法が定められた基準に合ってい

るかどうか判断することができる。特別栽培農産物

については，農林水産省のガイドラインに沿って，

地方公共団体やJAなどによりその基準が定められ，

各地で独自の表示がなされている。無・減化学肥料

や無・減農薬栽培などによる特別栽培農産物の認証

表示が，自治体やJAにより保証されることによって，

農産物の付加価値が向上し，農産物流通・販売ステ

ージが促進されることが期待されている90）。このよ

うに，農産物を差別化して有利に販売できる場合，

農産物生産者は，堆肥の農地への投入を積極的に行

うと考えられるため，農産物流通・販売ステージは，

農地への投入ステージに影響を与えているといえる。
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から有機栽培や減農薬・減化学肥料栽培に取り組ん

でいる地区でもある。

3.市島町における
牛ふん尿利活用システムの各ステージ

図Ⅲ-36は，市島町における牛ふん尿利活用シス

テムについて，発生・収集運搬ステージから農産物

流通・販売ステージ（および消費先）までの各ステ

ージに係わる組織と活動を示したものである。

以下では，市島町での牛ふん尿利活用システムにお

いて，各ステージの担い手となる組織の特徴と，組

織同士がどのように係わりあっているかを整理する。

（1）発生・収集運搬ステージ

畜産農家から発生する牛ふん尿の量や性状は，

６－１の２項に示したように，多様である。一つの

畜産農家で飼養される頭数が多い場合，畜産農家が

堆肥化を経営内で行う（発生・収集運搬ステージを

担う組織＝堆肥化ステージを担う組織）こともある。

牛ふん尿は運搬しにくいため，運搬距離が堆肥化の

コストを上昇させてしまうからである。

また，畜産農家が堆肥化を行うかどうかは，畜産

農家の特徴（経営形態・飼養方法・経営方針・経営

状態・畜産施設敷地面積・農地面積など）によって

変わってくる。畜産農家が，牛ふん尿堆肥化の担い

1．実態調査

本章で取りあげている四つのステージに関して，

関連する組織の特徴と，組織同士の協力関係を整理

するため，兵庫県市島町において実態調査を行った。

調査は2003年12月および2004年２月に実施した。現

地での聞き取り調査は，行政担当課職員・共同堆肥

化施設職員・農産物生産者（生産者家族も含め11

名）・農業NPO代表および事務局長・直売所買い物

客（６組）・給食センター長・食品卸売業者に対し

て行った。調査項目は，以下の通りである。

【調査項目】

◎発生・収集運搬ステージ：牛ふん尿発生主体，経

営形態，畜種，飼養頭数，敷料種類，ふん尿処理

費用

◎堆肥化ステージ：堆肥化施設建設および経営主体，

堆肥化の方法（施設設備・工程），受け入れ原材料，

副資材種類，堆肥の製造量，形状（荷姿）

◎農地への投入ステージ：堆肥の利用主体・利用方

法，最終投入先土地利用，運搬・散布サービスの

有無，農産物生産者の反応

◎農産物流通・販売ステージ：集出荷体系・場所，

流通・販売方法・場所，特別栽培に関する認証・

表示の有無

さらに，本事例における農産物流通・販売の特徴

や，町独自の支援策についても，詳しくたずねた。

2．市島町の概要

市島町は，2004年11月１日に，兵庫県中東部の柏

原町・氷上町・青垣町・春日町・山南町と合併し，

丹波市（2004年9月末人口73,397人）の一部となった

が，調査は合併前の2003年12月および2004年２月に

行ったため，旧市島町について「市島町」と記す

（図Ⅲ-35）。

市島町は，兵庫県丹波地方に位置する町で，中央

を南北に流れる竹田川の両岸には水田が広がってい

る。ほ場整備率は96％であり，町内の誘致企業や，

隣接する京都府福知山市の企業へ通勤するかたわら

稲作を行う，第二種兼業農家が９割を占める。一方

で，1975年には，都市住民の呼びかけに賛同した34

名が「市島有機農業研究会」を発足するなど，早く

【6－2】兵庫県市島町の
牛ふん尿利活用システム

春日町 

京都 
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山南町 

35° 
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鳥取県 

岡山県 

兵庫県 

京都府 

大阪府 

135° 

市島町 

【図Ⅲー35】市島町位置図
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す・小麦かす（ふすま）である。水稲の作付面積割

合が高い当地区では，もみがらは入手しやすい副資

材であり，専門業者を介して町内の農家から買いと

られ，委託を受けた運送業者が有機センターに運搬

する。コーヒーかす・小麦かすは，これらを生産す

る近隣地区の加工食品生産業者が搬入する。市島町

でこの２種類の組織から副資材が収集運搬されてい

るのは，堆肥化ステージとの相互関連性による。堆

肥化施設を稼働し始めた時期に，効率良く良質な堆

肥を製造するためにさまざまな試行が繰り返され

た。そのなかで，堆肥の発酵を促進し，悪臭を抑え

て効率的な堆肥生産を行うには，コーヒーかす・小

麦かすの混入が効果的であり，また，もみがらが，

含水量の多い乳用牛のふん尿の水分調整材として適

していることが分かった。当初から予定されていた

ことではなかったが，これらの副資材の生産組織に

とっては，廃棄物の安定した受け入れ先が近隣に見

つかったともいえる。

（2）堆肥化ステージ

堆肥化ステージでは，どのような組織がステージ

を担うか，また個々の組織の特徴に応じてどのよう

に堆肥化が行われるかは非常に多様であり，牛ふん

手となりえない場合，堆肥化ステージを別の組織が

担うことになり，牛ふん尿は，畜産農家・運搬業

者・自治体などによって，堆肥化施設に運搬される。

市島町の牛ふん尿利活用システムでは，ふん尿発生

ステージの担い手となる組織は，町内にある８戸の

畜産農家である。８戸の畜産農家における合計飼養

頭数は，乳用牛215頭（町内乳用牛の９割），肉用牛

465頭（町内肉用牛の４割）であった。いずれも飼

養頭数は成牛換算で10頭以上（法令によって，家畜

ふん尿の適正な管理・処理についての管理基準の適

用を受ける規模）であるものの，所有地面積（畜産

施設敷地・農地など）の広さや経済的な制約から，

自己経営内でのふん尿の変換・利用が困難な畜産農

家である。一方，これらの畜産農家は，ふん尿を自

己運搬することができるため，牛ふん尿は敷料とと

もに，堆肥化施設「市島町地力増進施設有機センタ

ー（以下，有機センター）」まで運搬されている。

副資材に関しては，副資材を生産する組織が地区

内にどのように存在するか，牛ふん尿の量や性状に

対してどのような副資材がどれくらいの量必要とさ

れるか，収集運搬を行える労働力がどの組織にある

かにより，利用される副資材が決まる。

市島町における副資材は，もみがら・コーヒーか

発生・ 
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【図Ⅲー36】市島町における牛ふん尿利活用システムに係わる組織と活動
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を攪拌混合，破砕した後，一次発酵槽で５～10日間

吸引送気して発酵，さらに二次発酵槽に移動して10

～14日間間断送気し発酵させ，貯留槽で熟成させる。

年間で約3,400ｔの堆肥が製造されている。

有機センターは，町有の施設であり，管理運営は

行政（町産業課）によって行われている。

有機センターの経営収支状況を，図Ⅲ-37に示す。

支出の内訳は，職員賃金，通常経費（消耗品費・燃

料費・光熱水費・修繕費など），役務費（堆肥販売

手数料・機械点検手数料など），委託費（堆肥散布

作業のための臨時職員賃金・堆肥成分分析など），

原材料費，備品購入費などであり，これらのうち特

に高い割合を占めているものは，通常経費（平成14

年度の場合，支出の24.9％）・委託費（同20.1％）・

原材料費（同9.7％）・職員賃金（同8.2％）である。

一方，収入のうち，畜産農家から徴収しているふん

尿処理手数料と堆肥販売収入は，有機センターの運

営によって得ることのできる収入である。ふん尿処

理手数料と堆肥販売による収入は，近年ほぼ一定で，

牛ふん尿の処理および堆肥販売が安定して継続して

いることが分かる。しかし，これらの収入のみでは

独立採算による運営が難しいため，町の一般財源か

らの繰入や町からの助成金（平成14年度の場合，収

入の29.6％）により，収支バランスがとられている。

さらに，平成12年度にもみがら貯蔵施設を建設した

際には，工事費の約3,800万円を町の一般会計からの

繰入によっているため，収入に占める繰入・助成金

の割合が，68.5％を占めている。ふん尿処理手数料

は，畜産環境対策としての堆肥化に対する排出者負

担である。一方，堆肥の販売料は，特別栽培農産物

生産農家が農業振興方策に対して支払う対価であ

尿を堆肥として利用するシステムの目的によって，

その様態は異なる。

市島町の有機センターは，1985年に新農業構造改

善事業により建設された（1992年完成）。この堆肥

化施設が建設された背景には二つある。

一つは，牛ふん尿の発生ステージの関連によるも

のである。1980年の農林業センサスによれば，市島

町内の乳用牛（２歳以上）飼養頭数は341頭，肉用

牛は繁殖用雌牛368頭，肥育牛161頭であった。特に，

肉用牛繁殖用では，多頭飼養を行っている畜産農家

は少なく，90％以上が飼養頭数10頭未満の小規模で，

農業との複合経営を行う畜産農家であったため，ふ

ん尿は野積みされていることが多かった。このよう

な家畜ふん尿の野積みや河川への放流などが引き起

こす環境問題を解決するため，ふん尿処理施設の整

備が早急に必要とされていた。

もう一つの背景は，つぎの農地への投入ステージ

との関連性による。概要で述べたように，市島町で

は，早期から有機栽培や減化学肥料栽培に取り組ん

でいる農家が存在していた。野菜だけでなく水稲栽

培においても，化学肥料の使用を減らした栽培が試

みられていたため，地力保持のために堆肥の安定供

給が必要であった。各畜産農家と農産物生産者との

間で個別に牛ふん尿の取り引きはあったが，一定の

質の堆肥を必要な時期に確保するためには，集中的

に堆肥化する施設が必要であった。

これら二つの背景から，町では畜産振興と土づく

り（耕種農業振興）の両方へ投資することにより，

「有機の里」をスローガンとした地域振興をはかっ

たのである。

有機センターでは，ふん尿処理手数料を，乳用牛

（経産牛）については１頭当たり600円/月，肉用牛

については２ｔ車１台当たり200円としている。既

述したように，乳用牛のふん尿は含水量が多く，も

みがらを混入して水分調整をしなければならないた

め，料金が高くなっている。肉用牛のふん尿の場合

には，そのまま堆肥化工程に用いることができる。

有機センターの施設は，牛ふん尿と副資材を混入

し，ブロワーから空気を送って発酵させる堆肥舎

（一次発酵槽５槽・高さ1.5ｍ，二次発酵槽５槽・高

さ２ｍ）と，完成した堆肥を置く貯留槽，もみがら

貯蔵施設が主である。他に，攪拌機・破砕機・ロー

ダー・マニュアスプレッダー・運搬用ダンプ・フォ

ークリフト・堆肥袋詰め機を備えている。堆肥化工

程は，１日に約20ｔの牛ふん尿と副資材・戻し堆肥

20
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【図Ⅲー37】市島町有機センターの経営収支
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ため，各自の経営農地で「市島ユーキ」の追熟やミ

ネラル成分の混入など，調整を行ってから利用して

いる。

（4）農産物流通・販売ステージ

市島町における農産物の出荷先は，①都市生協な

どと提携した地区外の消費者への契約販売，②JA，

③NPO法人「いちじま丹波太郎（以下，丹波太郎）」

の三つに大きく分けられる。

①農産物の契約販売

都市生協などと提携し，神戸市などの都市に居住

する消費者に出荷・販売している組織は，主業農家

のうち，初期から有機・特別栽培に取り組んでいた

生産者と，そこで研修を受け独立した生産者（図Ⅲ-

36の後発有機・特別栽培生産者）である。これらの

生産者は，1975年に結成された市島有機農業研究会

から発展したグループ（調査時点で２組織），ある

いは，個人・農事組合法人・有限会社の形態で，都

市部の提携先との間で契約販売を行っている。グル

ープなどで共同出荷すれば，継続的に多品目の販売

を行うことができる。また，これらの規模の大きい

生産者には，有機JAS認定を取得している人もいる

が（2002年時点で19名，計19ha），近年は町独自の

「いちじま安心・安全ブランド認定制度」が設立さ

れ，また，顧客の評価が安定していることもあり，

生産方法は変えないものの，記帳や調査の煩わしさ

から，認定を取り消す農家も出てきている。

②JAによる農産物の販売

JAを通した流通・販売は，慣行栽培の農家が主で

あり，有機・特別栽培を行う生産者については，主

業農家が契約販売しない分の野菜類や，「さつき米」

を出荷している。「さつき米」は，JAから都市部の

生協等に契約出荷されている。

③「丹波太郎」による農産物の販売

固定した提携先をもたない副業的な小規模生産者

を含め，「いちじま安心・安全ブランド認定制度」

に沿った特別栽培を行う生産者の農産物は，「丹波

太郎」に出荷され，さまざまな経路で町内外の消費

者に販売されている。「丹波太郎」では，町内の直

売所（１箇所）で常時販売する他，阪神地域のデパ

ートでのコーナー販売（週２回），住宅地などでの

車両販売（週４回）を行っている。直売所では，無

農薬・無化学肥料で栽培された農産物については，

その旨をラベルに記し，有機JAS認定農産物は，別

コーナーを設けて販売している。また，町内の学校

る。市島町は，畜産農家と農産物生産者の両者への

支援策として，有機センターの経営を行っていると

考えられる。

堆肥化工程では，ローダーによる堆肥の移動や工

程管理，発酵槽の清掃のために，労働力が約２名必

要となっている。センター専属の嘱託職員と，シル

バー人材センターから派遣された作業員１～２名が

常勤している。また，堆肥の袋詰め作業や運搬・散

布を有機センターで行うため，繁忙期には，シルバ

ー人材センターから派遣される臨時職員に作業委託

をしている。有機センターで製造される堆肥は，

「市島ユーキ」と表示され，袋詰め（15kg）・ダン

プ降ろし・機械散布の三つの形態で販売されてい

る。堆肥の注文受付と袋詰め堆肥の販売は，すべて

JAに委託している。

（3）農地への投入ステージ

市島町内で，有機センターで製造された堆肥を利

用する農産物生産者は，経営面積の規模の大小によ

り，堆肥のダンプによる運搬または堆肥散布までを

含めて利用する主業農家（規模大）と，袋詰め堆肥

を利用する副業的農家（規模小）に分けられる。さ

らに，主業農家のなかでは，初期（1970年代）から

有機・特別栽培に取り組んでいた生産者，近年有

機・特別栽培を始めた生産者（後発有機・特別栽培

生産者），慣行栽培農家に分けられる。一方，規模

の小さい副業的農家でも特別栽培を行っている農家

があり，また，慣行栽培のみを行っている農家もあ

る。市島町では，町単独事業で「いちじま安心・安

全ブランド認定制度」を推進している。これは町独

自の生産方法の基準を設け，堆肥投入必要量（下限）

について示しているものである。平成14年度に，町

内でこの事業による特別栽培に取り組んでいる生産

者は240戸，95haであり，町内販売農家の23％，経

営耕地面積の10％を占めた。

また，地区JAの取り組みとして，堆肥化施設で製

造した堆肥を３年間，10a当たり２ｔ施用し，減農

薬・無化学肥料で栽培した米に，「さつき米」とし

ての表示を許可している。

有機センターは，1991年には特殊肥料生産業者と

して届出が行われ，堆肥化工程は，通常，温度と含

水率により管理されている。加えて，定期的に堆肥

成分分析が行われているため，品質としては安定し

ている。しかし，初期から有機・特別栽培に取り組

んでいた生産者は，より高品質な農産物を生産する
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機能に対して，農地への投入ステージの担い手（農

産物生産者）は，堆肥価格（および運搬・散布料金）

を支払っている。

以上のように，畜産環境対策のための牛ふん尿の

発生・運搬ステージから堆肥化ステージへの移行，

農業振興策のための堆肥化ステージから農地への投

入ステージへの移行を円滑に進めるために，有機セ

ンターが仲だちとなって，関連組織の連携をはかっ

ている。将来的には，関連組織による支払い（ふん

尿処理料，堆肥購入・運搬散布料金）により，有機

センターの運営が可能になることが望まれている。

（2）「丹波太郎」の役割

「丹波太郎」の役割は，農産物直売所や観光案内

所，新規就農者の相談窓口をかねる「まちおこし会

館」の運営，町独自の特別栽培認証基準に関する農

家への連絡・指導，学校給食への食材提供のとりま

とめなど，多岐にわたっている。

①農産物の販売推進

市島町では，初期から有機・特別栽培に取り組ん

でいた生産者を中心として生産者グループが設立さ

れていた一方で，商工会を中心として「ふるさと市

島未来塾」が活動していた。1990年代，「有機の里」

をスローガンとした地域振興計画が策定された際，

「農業を中心とした町づくり」をしつつ，「有機の里

に恥じないような商工業のあり方」が求められ，農

業と商工業を結びつける役割が必要という声が高ま

った。そこで，1999年，役場に特別職「町おこし専

門員」（任期３年）が設置され，農業者・商工業

者・行政の「クッション材的存在」として活動する

こととなった。町おこし専門員には，有機農業を志

しUターン就農した，現「丹波太郎」事務局長が就

任し，農業・商工業に関連する各種事業を実施して

いくために，法人格を取得することが望ましいと考

え組織化を進め，2001年11月にNPO法人の認証を受

けた。これが「丹波太郎」である。

３項（４）③に示したように，「丹波太郎」は，農

産物流通・販売ステージの牽引役となっている。農

地への投入ステージの担い手組織の特性（経営規

模・経営方法・経営農地の土壌や作物の種類）に応

じて，多様な農産物の流通・販売経路を用意してい

る。このことは，古参の有機・特別栽培生産者や後

発の同生産者に加えて，副業的な有機・特別栽培生

産者の堆肥利用を促進することにつながった。副業

的で小規模な農産物生産者は，それほど多量の堆肥

給食の食材の30％は，「丹波太郎」によりとりまと

められた食材である（飯米は100％供給）。加えて，

少数ではあるが，宅配便による農産物の出荷も，週

２回実施している。

このような多様な販売経路の存在により，多くの

生産者が，各自のもつ生産条件に応じて，農産物を

出荷できる。また最近では，主業農家も「丹波太郎」

へ出荷している。都市部提携先の少子高齢化により

販売量が減少してきた古参の有機・特別栽培生産者

にとっては，新たな販路拡大の機会であり，直売所

にとっては質の高い商品を確保できる。直売所では

出荷する登録生産者約90名に販売係の当番を必ず割

り振っており，買い物に来る消費者と直接交流する

ことによって，消費者のニーズに応える生産を奨励

している。

4.組織連携のための仕組みづくり

（1）有機センターの役割

市島町の有機センターは，畜産環境対策と農業振

興策の両方を目的として建設され，各施策に係わる

組織のニーズを満たした。さらに，堆肥化ステージ

に有機センターが係わることにより，牛ふん尿の発

生・運搬ステージから農地への投入ステージまで，

各ステージに係わる組織の連携がなされ，牛ふん尿

利活用システムが円滑に進んでいる。

畜産環境対策の面では，ふん尿発生・運搬ステー

ジにおける問題の解決が，主な目的である。町内の

家畜排せつ物法の適用を受ける一定規模以上の畜産

農家にとっては，経済的側面や経営面積の制約によ

り，自己経営内での堆肥化は困難であった。そこで，

共同堆肥化施設として，有機センターの建設・運営

が町によって実施された。ただし，堆肥化ステージ

で発生するコストの一部は，ふん尿処理料として，

発生ステージに関連する組織である畜産農家が負担

している。

一方，農業振興の面から考えると，有機センター

は，農産物生産者のニーズに応えている。初期から

有機・特別栽培に取り組む農産物生産者にとって，

有機センターから安定的に堆肥が供給されることに

なり，これらの生産者の収入増加や生産規模拡大が，

若い新規参入者を招くことにつながった。当然のこ

とながら，ベテランの有機・特別栽培生産者による

研修や指導の徹底も，後発有機・特別栽培生産者の

新規参入に貢献している。堆肥の安定的供給という



っている。

関連する組織同士の連携は，各ステージにおける

問題解決だけでなく，バイオマス利活用システム全

体でのステージからステージへの移行が円滑に進む

ような仕組みをつくり出す。バイオマス利活用を推

進するために組織連携をはかるには，システム全体

を視野に入れて，あるステージとつぎのステージと

の関連性や，各組織の果たす役割をとらえることが

重要である。

引用文献
78）(財)畜産環境整備機構:家畜ふん尿処理・利用の手引き，5，1998
79）(財)日本農業土木総合研究所：平成13年度農村地域における物質循環ア

ンケート調査結果報告書，2002
80）矢阪雅充:酪農の糞尿処理対策（佐伯尚美・生源寺真一編著：「酪農生産

の基礎構造」第６章），141-190，農林統計協会，1995
81）井上憲一・武藤軍一郎：都市近郊型酪農におけるふん尿の利用と処理方

式，農業経済論集，47(2)，27-36，1996
82）駄田井久・星野敏・佐藤豊信:共同堆肥化処理施設の利用率に関する外的

要因の影響分析，農村計画論文集第2集，175-180，2000
83）樽本祐助:九州における堆肥化施設の運営実態と効率的な運営条件,農業

研究センター経営研究，49，53-68，2001
84）坂本定禧・佐藤豊信・横溝功・駄田井久:耕種農家による堆肥需要の計量

的分析，農業経営研究，38(1)，11-20，2000
85）合崎英男:堆肥化施設整備のための耕種農家の堆肥需要予測，農業土木学

会論文集，226，15-23，2003
86）猪俣敏郎:堆肥施用の現状と今後の利用促進，畜産環境情報，16，3-8，

2002
87）羽賀清典:家畜排泄物処理システムの改善とコンポスト化技術，用水と排

水，46(4)，62-67，2004
88）朴淳用：有機農産物流通の多様化が有機農業経営に及ぼす影響－神戸市

西区の有機野菜生産者を事例として－，農林業問題研究，150，114-
118，2003

89）冨田敬二：有機農産物取引における卸売市場流通の実態と課題，2002
年度日本農業経済学会論文集，235-240，2002

90）尾島一史・田中和夫・長坂幸吉：地方自治体による特別栽培農産物認証
制度の実態と課題，農林業問題研究，150，119-122，2003

を利用するわけではないが年々増加しており，町外

での需要も多いという。堆肥利用に積極的な農産物

生産者が増加すれば，堆肥需要も大きくなり，堆肥

化ステージの効率性も上がると考えられる。ただし，

現在の有機センターの規模では，これ以上の堆肥供

給は難しいため，新たな共同堆肥化施設の建設も視

野に入れて検討する必要があるだろう。

②いちじま安心・安全ブランド認定制度

「丹波太郎」の多様な役割のなかで，2002年度から

実施されている「いちじま安心・安全ブランド認定

制度」において，「丹波太郎」が果たす役割は特に

大きい。町が有識者に委託して決定した栽培基準は，

無農薬・無化学肥料，低農薬・無化学肥料，無農

薬・低化学肥料，低農薬・低化学肥料の４種類それ

ぞれについて，定植ほ場（一部苗床も対象）の肥料

設計・農薬設計が決められている。これらの基準の

生産者への伝達，認証申請書や栽培計画書の作成方

法の指導，各ほ場における確認は，すべて「丹波太

郎」の職員が行っている。また，ロゴマークを表示

した農産物を販売することによって，農産物を購入

する消費者にも，いちじま安全・安心ブランドの浸

透をはかっている。

③学校給食での地元農産物利用

町内の小中学校における給食に，町内産の食材を

提供するため，月１回の給食食材生産者会議が，

「丹波太郎」の主催で開催される。生産者・給食セ

ンター長・学校給食の全食材をあつかう卸売業者・

「丹波太郎」職員が集まり，給食センターからの発

注書をもとに，供給者・供給量を決める。価格は

「一般」が市場価格の1.15倍，「有機」が市場価格の

1.3倍に設定されており，量が不足したり，質や大き

さが給食センターの規格に合わない場合は，卸売業

者が市場から購入する。供給率は，2003年で33％，

7,137kgであった。2004年3月の生産者会議では，次

年度の野菜の需要見通しに対して，供給率100％を

目指した作付計画を「丹波太郎」が生産者らに呼び

かけている。

（3）組織連携のあり方

以上のように，「丹波太郎」は，組織としての始

まりは役場内にあったものの，その後の活動の場は，

町の産業振興政策の調整役と実質的推進役の機能を

かねて，堆肥化施設（堆肥化ステージ）－農産物生

産者（農地への投入ステージ）－消費者（農産物流

通・販売ステージ）をつなぐ役割を果たす組織とな
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1 森を食べたヨーロッパと自然を活かしたアジアの稲作

農業は，自然に直接働きかけて農作物を育て，収穫する生産活動である。しかし，同じ農

業でも，日本などアジアモンスーン地帯で行われてきた水田農業と，欧米の畑作や畜産を主

体とした農業では，自然に対する働きかけ方が大きく異なる。

中世のヨーロッパでは，地力の維持が難しく，粗放的な生産が行われていた。麦の収量は

非常に低く，食生活は家畜の放牧により補われていた。豚を森に放牧し，ドングリを食べさ

せて育てた後，食用にする。つまり，森の樹木の光合成によってつくり出された有機物（ド

ングリ）を，豚に食べさせることにより，人間の食料（肉）に変換するシステムである。

その後，地力を維持しつつ生産性を上げるために，耕地を春作地・秋作地・休閑地に分け

て利用する三圃制が普及した。森林土壌やマール（泥炭土）が畑に搬入され91)，土壌に含ま

れる栄養分が利用された。このようにヨーロッパでは，農地だけでなく森からも直接的，間

接的に食料を獲得してきたのである。

一方，日本などアジアモンスーン地域では，恵まれた自然を活かした農業が行われていた。

イネは，無肥料でも大幅に収量が減らない。なぜなら，灌漑水中に肥料効果のある成分が含

まれていたり，水田内に生息する藍藻と共生している窒素固定細菌などが，窒素を植物が利

用しやすい形で固定したりするからである。特にアカウキクサと共生する藍藻は，窒素固定

能力が高いことでよく知られており，水温などの条件が良ければ年間20kgN/10aの窒素が

固定されるといわれる。ベトナムなど東南アジアでは，アカウキクサを利用した農法がみら

れる。稲作は，土壌からの物質溶出や大気中窒素の固定など，自然界の物質移動・循環を活

用した農法である。だからこそ，水田稲作は連作障害が発生することなく，古代から脈々と

続けられてきたのである。

2 農村における小さな循環

もちろん，水田といえども自然界から得られる肥料分は十分でなく，人間が肥料を補って

初めて十分な収量が得られる。わが国では，鎌倉時代から下肥（し尿）が肥料として用いら

れるようになったといわれている。そして，下肥や，里山で採集された落葉・草木からつく

られた堆厩肥など，施用する肥料のほとんどを自給した時代が長く続いた。農村では，年貢

として搬出される以外の生産物は，おおむね生活域内で消費され，食料はやがて下肥として

生産に再利用されるという，狭い範囲での物質循環が形成されていたと考えられる。

江戸時代には，都市で発生した下肥が売買されるようになり，下肥問屋や下肥小売商まで



存在した。武蔵野台地の野菜生産で江戸から運ばれた下肥を利用していたことはよく知られ

ている92)。当時，人口120万人の江戸では，一日当たり1,400k褄の下肥を肥料として流通

させ，毎日約8ｔの窒素が武蔵野に移動していた。江戸由来の窒素やリン酸などの栄養分は，

武蔵野台地で太陽エネルギー・水・二酸化炭素とともに野菜となって江戸に送られ，人々の

体内に入った後，下肥として再び武蔵野台地に戻ってきたのである。今からわずか60年前に

は，西武武蔵野線で農村向けに下肥の列車輸送が始まっているが，武蔵野と江戸，この両地

区の物質移動は，もとより人の手によるものであり，それほど広い範囲ではない。

3 魚肥の利用

この他に，江戸時代には，油粕・干鰯（ほしか）・〆粕（しめかす）などが金肥として重

用された。〆粕は，イワシやニシンなどの魚から油を絞りとった残さのことである。九十九

里浜で水揚げされたイワシは，砂浜で半月から１箇月かけて天日乾燥され，干鰯として関東

の他関西などにも送られた。大坂（大阪）の永代浜は，全国で最大の干鰯肥料市場だった。

また，ニシン漁の最盛期には，漁獲量の約85％が肥料として使われていたという。蝦夷で水

揚げされたニシンの運搬に使われたのは北前船だった。ニシンの〆粕などの魚肥は，昆布・

木材などとともに，上り荷として大阪に向かった。魚肥は，現在使用されている配合肥料の

多くにも含まれている。

魚肥の利用を物質移動からみると，海洋の食物網が係わってくる。海域の植物プランクト

ンが光合成により生産した窒素やリンは，食物網のなかでイワシやニシンに伝達される。こ

れらの栄養素は，魚が水揚げされることにより陸に上がり，遠隔地へ運搬される。その後農

地に投入され，農作物生産のなかで植物体に変換されて，収穫後再び輸送を経て，人に消費

される (次ページ図参照)。非常に広範な物質移動である。

魚肥のような金肥を農地に投入するのは，高収益が期待できたからである。たとえば綿は

水稲の2倍の収益があったという。他にも藍・菜種など商品作物の栽培に，金肥の投入は不

可欠であった。収穫された商品作物は，自給分を除く大部分が消費地である都市に送られた。

さらに，当初水田への金肥の施用は一般的ではなかったが，江戸時代後期には，多くの農村

で金肥を買いつけて水田にほどこすようになった。この背景には，農法が発達・普及したこ

ととともに，新田開発にともなって，有機物の供給源として水田を支えてきた入会地が減少

し，堆厩肥が不足したこともある。入会地は，堆厩肥の原料である草や落ち葉・屋根を葺く

カヤ・馬の飼料・燃料の供給源であり，その面積は水田面積の2～3倍に達していたという。

入会地の減少は，外部から農村への多様な物質の流入を加速させた。また，流通手段が発達

し，裏作として商品作物の作付が普及すると，遠方の市場に出荷される農作物は増加した。

こうして，農産物生産に関する物質の移動は広域化していった。
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Market

植物プランクトン 

動物プランクトン 

魚類 

イワシ・ニシン 

農作物 

水揚・輸送 

消費地 Ａ 消費地 Ｂ 消費地 Ｃ 

 

海域 

光合成 

農村 

N P

農地 

4 化学肥料の登場

農業生産は，近代における科学技術の発達にともなって様相が一変する。1840年にリー

ビッヒが，植物は無機栄養だけで生育することを明らかにし，イギリスのローズは，1843

年に過リン酸石灰の生産を開始した。1913年，ドイツのハーバーとボッシュは，空気中の

窒素を利用したアンモニアの工業的合成に成功した。このことによって，自然界で最も不足

する栄養素である窒素を，事実上無限につくり出せることになった。

日本においても，化学肥料の消費は，昭和の初めにはすでに有機質肥料を上まわっていた。

化学肥料は遠方，多くは海外から輸送されてきた原料や，空気中から工業的に固定された無

機態窒素をもとに生産されている。

このように，人類はその歴史のなかでさまざまなバイオマスを農業に利用してきた。しか

し，農産物に対する需要の変化に対応すべく起こった農法の変化，そして科学技術の発達に

ともなう農業生産の近代化によって，農業をめぐる物質移動は広域化され，バイオマスの循

環の環が崩れてしまったのである。
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