
134 

第５章 廃棄物系バイオマスの利活用の促進のための Webコンテンツの作成 

5.1 検討方針 

「バイオガス化システム」が、生ごみや紙ごみといった有機性廃棄物を処理でき、こ

のシステムを導入することがごみ処理システム全体として捉えた場合に効率的な場合

があることなどは、一般市民はもとより、市町村等の担当者にも十分に認知されている

とは言えない。 

認知度の向上を図るためには、説明会の実施や様々なメディアを利用した広報などの

方法も考えられるが、ここでは Web サイトを利用した情報提供について検討していく。

具体的には、バイオガス化システムに関する情報を環境省の Web 上に展開し、市町村

等の担当者や一般市民など、誰もがいつでも利用できる仕組みを作り、これを利用して

もらうことで認知度の向上へと繋げていく。 

作成に当たっては、バイオガス化システムに関する様々な情報を収集・整理するとと

もに、利用者の目的に応じた Web 構成を念頭に、誰もが理解しやすい平易な記述、図

表やイラストによる紹介、利用者のニーズに対応した Web コンテンツを作成すること

とし、平成 28 年 3 月の開設を目指す。 

 

5.2 Webコンテンツについて 

5.2.1 Web のサイトマップ 

サイトマップのイメージは図 5.2-1 に示すとおりであり、第一階層では、廃棄物系バ

イオマスとして、本サイトの趣旨説明とともに、『廃棄物系バイオマスに関する各種情

報サイト（環境省及び農林水産省）』とのリンクと、『廃棄物系バイオマスのメタンガス

化について』と『廃棄物系バイオマスの種類と利用用途』のサブ画面を用意する。 

廃棄物系バイオマスのメタンガス化は、一般市民・自治体職員向けの情報サイトとし

て『メタンガス化が何かを知るための情報サイト』と、導入計画を検討する自治体の廃

棄物担当者向けの情報サイトとして『メタンガス化施設の導入検討を支援するための情

報サイト』のサブ画面をそれぞれ用意する。 

『メタンガス化が何かを知るためのサイト』では、市民向けに廃棄物系バイオマスの

利活用する情報をわかりやすく理解してもらえるような情報を提供している。 

また、『メタンガス化施設の導入検討を支援するための情報サイト』では、サブメニ

ューとして、『メタンガス化に関する基本的事項』、『メタンガス化施設導入事例』、『メ

タンガス化の技術』、『簡易・詳細マニュアル』、『法制度・支援事業』、『Q＆A』、『用語

集』、『廃棄物系バイオマス利活用導入促進事業』を用意し、それぞれの目的に応じたサ

ブ画面を用意する。 

以上の方針をもとに、一階層目（1 画面）⇒二階層目（3 画面）⇒三階層目（1 画面）

⇒四階層目（25 画面）の計 30 画面の web コンテンツの作成を進める。 
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図 5.2-1 サイトマップイメージ 

 

5.2.2 Web コンテンツの内容 

 Web 構成に合わせて作成する各コンテンツの掲載内容は表 5.2-1 に示すとおりとし、

各サイトには簡単な解説と図表を付記し、サイトによっては PDF により情報提供する

形式としている。 

また、バイオガス化施設を導入している市町村や各種法令等については、該当するサ

イト先にリンクするようにしている。 

 

  

 

メタンガス化に関する基本的事項 

バイオガス化の技術 

簡易・詳細マニュアル 

メタンガス化に関する法制度・支援事業

等 

メタンガス化に関する Q&A 

メタンガス化に関する用語集 

廃棄物系バイオマス利活用導入促進事業 

廃棄物系バイオマスの

種類と利用用途 

メタン発酵の仕組み 

メタンガス化システムとは 

メタンガス化の特徴と課題 

全国のメタンガス化施設 

詳細・簡易マニュアル 

メタンガス化に関する Q&A 

メタンガス化に関する用語集 

廃棄物系バイオマス利活用導入促進事業 

バイオマス利活用に関するマニュアル等 

廃棄系バイオマスの利活用に関連する法制度 

廃棄系バイオマスの利活用に関連する支援事業 

メタンガス化施設の構成 

メタンガス化施設の処理フローの事例 

メタンガス化システムの方式 

メタンガス化施設の導入・運営コスト 

メタンガス化システムの関連情報 

（バイオマス分別収集、選別施設の検討、生成

物の利用方法、処理方法） 

メタンガス化施設の導入事例等 

稼働中の事例 

メタンガス化施設

の導入検討を 

支援するための 

情報サイト 

メタンガス化が何

かを知るための 

情報サイト 

メタンガス化が何かを知るためのサイト 

計画中の事例 

TOP画面（1画面） サブメニュー画面②（1画面）） 利用メニュー画面③（計 25画面） 

廃棄物系バイオマスの利用用途 

バイオガスって？ 

バイオガスはどうやって作るの？ 

バイオガスを作った後はどうするの？ 

バイオガスの特徴はなに？ 

一般市民・自治体職員向け 

市町村等の廃棄物担当者向け 

サブメニュー画面①（3画面）

廃棄物系バイオマス 

活用ロードマップ 

廃棄物系バイオマスの 

バイオガス化 

食品ロスの削減・食品廃棄

物の発生抑制について 

食品リサイクル法について 

廃棄物系バイオマス 

活用ロードマップ 

環境省サイトへリンク 

（食品リサイクル関連 HP） 

環境省サイトへリンク 

（食品リサイクル関連 HP） 

どれだけ施設があるの？ 

京都バイオサイクルプロジェクトの紹介 

本サイトの趣旨説明 

バイオマス産業都市の紹介 
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表 5.2-1 Webコンテンツの内容 

項目 WEB 掲載内容 

TOP画面 

本サイト趣旨説明 

本サイトの趣旨説明を行うとともに、廃棄物系バイオマスの

種類と利用用途に関する情報をサブ画面で準備 

【廃棄物系バイオマスの種類と利用用途】（サブ画面） 

廃棄物系バイオマスの種類と利用用途の関係を図示するとと

もに、飼料化・堆肥化・エタノール化・固形燃料化の簡単な

解説とフローを説明 

廃棄物系バイオマス

活用ロードマップ 

【廃棄物系バイオマス活用ロードマップ】 

現在、環境省のホームページで掲載している廃棄物系バイオ

マス活用ロードマップの情報のサブ画面を準備 

廃棄物系バイオマス

のバイオガス化 
【サブメニュー画面①へ移動】 

食品ロスの削減・食品

廃棄物の発生抑制に

ついて 

【環境省関連ホームページへリンク】 

（「食品リサイクル関連｜食品ロスの削減・食品廃棄物等の発

生抑制」） 

食品リサイクル法に

ついて 

【環境省関連ホームページへリンク】 

（食品リサイクル関連 | 食品リサイクル法について） 

サブメニュー画面① 

廃棄物系バイオマスの利活用の背景・目的を整理するととも

に市民向け及び導入計画を検討する市町村等職員向けの情報

サイトにアクセスできるボタンを用意。 

バイオガス化が何かを知るため

のサイト 

【廃棄物系バイオマスの利用用途】 

廃棄物系バイオマスと利用用途が分かるイラストで説明 

【バイオガスって？】 

バイオガスの定義やイメージできるイラストで説明 

【バイオガスはどうやって作るの？】 

【バイオガスを作った後はどうするの】 

バイオガスの原料となる段階から利用用途までの簡単な流れ

がわかるようイラストで説明 

【バイオガス化の特徴はなに？】 

バイオガス化の流れに合わせて、バイオガス化を用いる際に

考えておくべき特徴を追記し、導入支援するための情報サイ

トの該当項目にリンク 

【どれだけ施設があるの？】 

現在稼働しているメタンガス化施設の分布状況を図示すると

ともに、導入支援するための情報サイトの該当項目にリンク 
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表 5.2-1 Webコンテンツの内容（続き） 

項目 WEB 掲載内容 

バ
イ
オ
ガ
ス
化
施
設
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
サ
イ
ト
① 

サブ画面 
メタンガス化施設の導入を支援するための情報サイトの各項

目を選択できる画面 

メタンガス化に関する基

本的事項 

【メタン発酵の仕組み】 

メタン発酵の仕組みとして、メタンガスの分解過程を説明 

【メタンガス化システムとは】 

メタンガス化システムの概要を説明 

【メタンガウ化の特徴と課題】 

メタンガス化システムの特徴と課題を説明 

（環境負荷低減、地産地消・循環型社会の形成、エネルギー

回収、費用削減効果） 

バイオガス化の導入事例 

【全国のメタンガス化施設】 

市町村等又は民間事業者のうち、生ごみや紙ごみ等の一般廃

棄物及び下水汚泥や浄化槽汚泥、畜産系汚泥、食品廃棄物等

を処理（利用）するメタンガス化施設の稼動状況として、施

設のリストを PDFで提供（全国で 45施設抽出） 

【稼働中の事例】 

現在稼働中の事例として、長岡市、南但広域行政事務組合、

富山市、大木町、鹿追町、防府市の計 6 市町村等について情

報提供（長岡市と鹿追町は、施設紹介動画があるサイトとリ

ンク） 

【計画中の事例】 

現在計画中の事例として、京都市、鹿児島市の計 2 ケースに

ついて情報提供（平成 25 年度と平成 26 年度報告書のリンク

先を付記） 

【京都バイオサイクルプロジェクトの紹介】 

「環境省・地球温暖化対策技術開発事業」の委託業務として、

地域特有のバイオマスを活用した物質、エネルギー回収技術

の統合システムを構築することを目的とした事業の紹介。 

メタン発酵に関する動画も閲覧できるように、該当するサイ

トとリンク 

【バイオマス産業都市の紹介】 

バイオマス産業都市とは、経済性が確保された一貫システム

を構築し、地域の特色を活かした バイオマス産業を軸とした

環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域で

の取り組みを紹介する農水省のサイトとリンク 
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表 5.2-1 Webコンテンツの内容（続き） 

項目 WEB 掲載内容 

バ
イ
オ
ガ
ス
化
施
設
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
サ
イ
ト
② 

メタンガス化の技術 

【メタンガス化施設の構成】 

バイオガス化施設の設備構成を図として情報提供 

【バイオガス化施設の処理フローの事例】 

バイオガス化施設の処理フローの事例（湿式・乾式）を紹介 

湿式：長岡市、鹿追町 

乾式：防府市、南但広域行政事務組合 

※各施設の該当 HP を参照できるようにリンクを付記 

【メタンガス化システムの方式】 

メタンガス化システムの処理方式（湿式・乾式）の特徴につ

いて情報提供 

【メタンガス化施設の導入・運営コスト】 

メタンガス化施設の導入・運営コストの試算に必要となる項

目について情報提供 

【バイオガス化システムの関連情報】 

バイオマス収集方法（分別収集・機械選別）や生成物の利用

方法・処理方法について情報提供 

あわせて、肥料の利活用に関連する情報（農業集落排水バイ

オ肥料ハンドブック（案））とリンク 

簡易・詳細マニュアル 

【簡易・詳細マニュアル】 

簡易・詳細マニュアルの目的を解説するとともに、各マニュ

アルを PDFで提供 

【バイオマス利活用に関するマニュアル等】 

バイオマス利活用を検討する際に参考となる各種マニュアル

を紹介するとともに、関連するホームページ先とリンク化 

メタンガス化に関する 

法制度・支援制度 

【メタンガス化に関する法制度・支援制度】 

メタンガス化に関する法制度・支援制度の概要を PDF で提供

するとともに、関連するホームページ先とリンク化 

バイオガス化に関する

Q&A 

【メタンガス化に関する Q&A】 

バイオガス化に関する Q&Aについて情報提供 

バイオガス化に関する 

用語集 

【メタンガス化に関する用語集】 

バイオガス化に関連する用語について情報提供 

廃棄物系バイオマス利活

用導入促進事業 

【廃棄物系バイオマス活用促進事業】 

平成25～平成26年度の廃棄物系バイオマス利活用導入促進事

業の報告書を情報提供 

 

 

5.2.3 Web コンテンツ画面（案） 

 本業務で作成した Web コンテンツの画面（案）は、次頁以降に示すとおりである。 
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【環境省 WEBコンテンツ（案）（以下、同様）】 
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メタンガス化施設稼動状況

0施設

1施設

2施設

4施設

5施設

9施設
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45施設 
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