
ゆくりば 第3回
テーマ「エコ×農業」
宮古島市資源リサイクルセンター
指定管理者：株式会社S&Kみやこ島
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施設概要
� 事業名 ： 農林⽔産省 村づくり交付⾦事業

テーマ ： 地域資源循環管理
区 分 ： 農村生活環境基盤整備
工 種 ： 地域資源リサイクル基盤整備

� 施設名称： 宮古島市資源リサイクルセンター
所在地： 宮古島市上野字野原1190-212

� 事業主体： 宮古島市
� 事業年度： 平成15年度から平成20年度
� 事業費 ： 総事業費 926,700,000円

（堆肥化施設 690,000,000円、他実証施設等236,700,000円）
� 稼働開始： 平成18年10月
� 管 理 ： 指定管理者制度
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出入口

ハウス栽培実証施設

露地栽培施設 バカス保管施設

製品処理施設

発酵棟

剪定枝

破砕施設
管理棟

農機具倉庫

剪定枝置場

施設概要3



事業目的

�家畜糞尿、⽣ゴミ等を堆肥化して農地に還元
し、地⼒の回復を図り、農産物の品質向上資
し、もって農業所得の向上に反映する。また、
地下水の保全、海浜の汚染防止等、環境改善
を図る。
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受入品目

【一般廃棄物】宮古島市指令第4-35号許可
� 剪定枝・葉（清掃作業に伴うもの）
� 生ゴミ

【堆肥原料】
� 家畜糞尿（⽜糞、鶏糞）
� 農産廃棄物（バカス、フィルターケーキ）

【産業廃棄物】許可番号04725193452号（沖縄県許可）
� 汚泥（下⽔汚泥）
� 動植物性残渣
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業務内容

� 堆肥（特殊肥料）製造（⽜糞堆肥、鶏糞堆肥）
� 普通肥料製造（下⽔汚泥を⽤いた汚泥発酵肥料）
� 剪定枝破砕
� ⽜糞回収、下⽔汚泥収集運搬業務
� 堆肥散布、堆肥配達
� 堆肥袋詰め

従業員 6名（現場管理5名、事務所1名）
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堆肥製造方法

� システムとしては、堆積型強制通気方式を採用
� 発酵槽下部より強制的に通気している。
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原料搬⼊量8

牛糞 鶏糞 生ゴミ 剪定枝 バカス
ケーキ 年計

平成25年度 2,971.51 424.07 189.70 2,286.34 211.84 5,932.56

平成26年度 4,221.66 383.25 6.5 1,254.89 1,848.56 7,714.86

平成27年度 4,636.25 368.29 19.96 1,373.06 914.97 7,312.53

平成28年度 4,635.83 381.48 182.58 2,811.09 1,824.28 9,835.26

単位：t



下⽔汚泥について

� 宮古島市浄化センター（下⽔処理場）は荷川取にある。
� 宮古島市は下⽔道普及率が約16％である。
� それ以外は、浄化槽か農業集落排⽔に流⼊している。
� 下水汚泥の発生量は約4.0t/日である。
� 脱水された汚泥の⽔分は約85％である。
� 今まで脱⽔された汚泥は、直接農地還元されていた。
� 下水汚泥が撒かれた圃場の近くでは、臭気の苦情が相次いでい
る。また、地下⽔汚染の懸念もある。
� 下⽔汚泥は肥料登録（汚泥肥料）がされている。
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下⽔汚泥を原料にする理由

� 島内有機性廃棄物の有効利⽤。

� 肥料成分の「りん」が多量に含まれている。

� アミノ酸が含まれている。

� YM菌が最も活発に増殖する。
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新技術
（YM菌を用いた超高温好気性発酵システム）

� 弊社が当施設の指定管理者に選定された、もっとも⼤きな評価として、
今までにない技術で堆肥を製造し、宮古島の農業に貢献することが挙げ
られる。
� ⿅児島県の㈱⼭有の代表取締役⼭村正⼀⽒が、発⾒した微⽣物で、発酵
温度が95℃程度まで上がる。
� ⿅児島市下⽔処理場ではこの技術を昭和56年度から採⽤し、現在まで35
年以上稼働している。
� ⾼温発酵することで、有機物の分解が早くなり、かつ堆肥原料中に含ま
れる病原菌や雑草種子が死滅する。
� 出来上がった堆肥には、微生物が豊富に入っており、従来の堆肥に比べ
良質な農作物が収穫されている。
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YM菌とは？

株式会社⼭有（⿅児島県）の⼭村正⼀社⻑が発⾒されたバチルス属
等に属する特許微生物です。平成7年に、菌体を同定し、独⽴⾏政
法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターに新属・新種の好熱
菌を中心に15種類以上が寄託され、その素性が明らかです。
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下⽔汚泥堆肥の成分

【肥料成分】
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項目 分析値
■水分 ： 28.5％
■窒素（T-N） ： 2.96％
■りん酸（p2O5） ： 4.14％
■加⾥（K2O） ： 0.44％
■C/N比 ： 7.7
■全炭素（T-C） ： 23.0％

数値は現物当たり
平成29年2月分析



重⾦属の安全性について14

「かんとりースーパー宮古島」の成分［mg/kg］
重⾦属 ひ素 水銀 カドミウム ニッケル クロム 鉛
製品 2.1 0.04 0.9 25 28 5.9

� 肥料中の重⾦属の含有量について、許容値が国の基準で定められて
います。（公定規格）
� この数値は、100年連続で施肥しても、蓄積の害がない数値です。
� 公定規格の数値（mg/kg）
ひ素 カドミウム 水銀 ニッケル クロム 鉛
50 5 2 300 500 100



肥料の安全性

� 高温発酵するため、病原菌や雑草の種子は死滅しクリーンな肥
料となります。
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製造堆肥
� 当施設で製造される堆肥は、沖縄県へ特殊肥料の届け出をしている。
� 現在届け出ている堆肥は3種類である。
① 宮古島1号（牛糞堆肥）

（牛糞、バカス、木質系残渣）
② 宮古島2号（鶏糞堆肥）

（鶏糞、バカス、ケーキ、木質系残渣）
③ 宮古島3号（生ゴミ堆肥）・・・ただし平成27年度から製造中⽌。
※受け⼊れ量減少及び発酵槽の有効利⽤のため、⽣ゴミは鶏糞堆肥へ投⼊。

� 下⽔汚泥を原料にした堆肥は普通肥料となり、農林⽔産省への登録が必要となるた
め、現在登録に向けて各種分析中である。
� 登録名は「かんとりースーパー宮古島（仮称）」
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堆肥出荷数量17

宮古島1号
（バラ）

宮古島2号
（バラ）

宮古島3号
（バラ）

宮古島1号
（袋詰め）

宮古島2号
（袋詰め） 年計

平成25年度 1,498.97t 782.98t 72.70t 3,581袋 1,133袋 2,352.67t

平成26年度 1,701.81t 225.05t 50.94t 10,831袋 1,255袋 2,040.40t

平成27年度 1,792.16t 125.02t 0t 9,117袋 1,774袋 2,080.55t

平成28年度 2,329.79t 212.26t 0t 9,721袋 952袋 2,702.15t



堆肥出荷先
� ⼀般農家（施設園芸、露地栽培）

栽培作柄 ； さとうきび、かぼちゃ、ピーマン、とうがん、
いんげん、なす、きゅうり、とまと、マンゴーほか

� 葉タバコ農家

� 圃場整備工事
設計計算；4t/10a

31.6%

47.8%

20.6%

平成27年度 出荷割合

一般 圃場整備 葉タバコ
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料⾦表

種別 区分 単価（税込）
バラ堆肥 宮古島1号（牛糞）

宮古島2号（鶏糞） 9,180円/t

袋詰め堆肥 宮古島1号（牛糞）
宮古島2号（鶏糞） 378円/袋

剪定枝処理⼿数料 3,240円/t
配達⼿数料 5km以内

5km以上
540円/t
864円/t

散布⼿数料 1,080円/t
バラ肥料 かんとりースーパー宮古島（YM堆肥） 12,960円/t
袋詰め肥料 かんとりースーパー宮古島（YM堆肥） 486円/t
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循環型社会への貢献

� 台所からでた生ゴミは、
資源リサイクルセンター
で堆肥化。
� 堆肥化された堆肥は、農
家さんの畑へ施肥。
� 栽培された農作物はスー
パーなど店舗へ出荷。
� 私たちがスーパーで野菜
などを購入し食べる。
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栽培事例

かぼちゃ：平均反収800kgのところ、1,250kg収穫できた。
玉の大きさも3Lが多く、品質もよい。

ピーマン：収穫量が14tに倍増した。
木の節間が短く、収穫後も日持ちがよくなった。
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栽培事例

マンゴー：平均糖度が2度上がった。
⽊の回復が早い。
⽊が強くなった気がする。葉っぱも⽴派になった。
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栽培事例

葉タバコ：⽴ち枯れが減った。
⽊の⼤きさ、葉っぱの⼤きさが揃っている。
⽊、葉の勢いがよい。
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