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西原浄化センター消化ガス有効利用に関するサウンディング型市場調査 

実施要領 

 

令和 2年 8月 17 日 

沖縄県 土木建築部 下水道課 

１．調査の目的 

 沖縄県の流域下水道事業では、21 世紀ビジョン基本計画に掲げる「持続可能な循環型社会」

を構築するため、下水汚泥の緑農地還元や消化ガスを燃料としたガス発電等への有効利用を推

進しています。また、令和 2年 4 月に地方公営企業法の財務適用となり、経営の効率化・合理化

を計画的に推進していくこととしております。 

 現在、那覇浄化センターでは、消化ガスを利用した自家発電設備により、場内で消費される電

力の約 4 割を賄っています。また、宜野湾浄化センター及び具志川浄化センターでは、国のＦＩ

Ｔ制度（再生可能エネルギー固定価格買取制度）を活用した、民間発電事業者との官民連携（民

設民営方式）による再生可能エネルギー発電事業（以下、ＦＩＴ事業）を実施しており、県が消

化ガスの売却等により得られた収益は維持管理費に充て、コスト低減に繋げているところです。   

一方、西原浄化センターにおいては、消化タンクの加温用温水器の燃料としての用途を除き、

余剰消化ガスは燃焼処理していることから、全体的な有効利用を図りたいと考えております。ま

た、那覇・宜野湾・具志川浄化センターと比べて、消化ガス発生量が少ないことから、有効利用

に向けたハードルが高いと考えていましたが、近年の流入下水量の伸びに伴い、消化ガス発生量

が増加していることや、全国的に西原浄化センター規模においても民間事業者による事業実績

が増えてきた背景から、事業化に向けた情報収集を行っています。 

本調査では、西原浄化センターの消化ガス有効利用及び公営企業の経営改善に向け、ＦＩＴ事

業やその他手法を含めた事業化の可能性について情報収集を行うことにより、事業化の判断や

公募条件の整理を行うことを目的としています。 

 

 

２．対象施設の概要 

（１）施設概要 

 

事業主体

処理区名

処理場名

位置

排除方式

処理方式

現況(H30末) 事業計画(R6) 全体計画(R17)

処理面積[ha] 940.7 1,801.2 2,120.9

処理人口[千人] 55.2 84.0 91.6

処理能力[千m3/日] 11.9 35.6 41.6

標準活性汚泥法

沖縄県

中城湾南部流域下水道　西原処理区

西原浄化センター

沖縄県西原町小那覇875-10

分流式
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（２）消化ガス発生量・分析値、日平均流入下水量 

 

・上記の消化ガス発生量は消化タンクからの発生量となっています。脱硫塔での硫化水素処

理によりガス量が 2割ほど減になります。 

・消化タンクの加温用温水器にて約 150Nm3/日を消費しており、残りは燃焼処理していま

す。提案事業者から熱の供給を受ける場合には、稼働を抑えることができます。 

・消化ガス分析値は脱硫後です。H27 以前はデータがありません。 

 

（３）西原浄化センター配置図、航空写真 

  別紙 1のとおり 

 

 

３．スケジュール 

実施要領の公表 令和 2年 8月 17 日（月） 

現地見学会・説明会の開催 ※新型コロナウイルス感染症対策のため説明会等は

行いません。 

サウンディング参加申込期限 令和 2年 9月 16 日（水） 

提案書の提出期限 令和 2年 9月 25 日（金） 

サウンディングの実施 令和 2年 9月下旬～10月上旬 

対面又は WEB にて実施予定 

実施結果概要の公表 令和 2年 10 月中旬 

※本調査結果を踏まえて、消化ガス有効利用に向けた公募（現時点で時期未定）を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24

消化ガス発生量 Nm3/日 1,576 1,481 1,293 1,064 918 777 619 619

メタン CH4 [%] 65.8 66.4 66.5 66.1 - - - -

二酸化炭素 CO2 [%] 33.2 32.6 32.2 32.5 - - - -

硫化水素 H2S [ppm] 0 1 2 3 - - - -

年間日平均流入下水量 m3/日 10,770 9,660 9,139 8,890 8,000 7,458 6,847 6,448
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４．サウンディングの内容 

（１）サウンディングの対象 

・西原浄化センターの消化ガス有効利用に向けて、事業の実施主体となる意向を有する法人又

は法人のグループ 

・複数企業から 1 つの提案を行う際には、代表企業を設定してご提案ください。 

 

（２）サウンディングの項目 

下記①～⑤の内容を踏まえた、ご提案をお願いします。 

 

①県が消化ガスを売却及び土地の有償貸付けを行うスキーム 

・既に実施している宜野湾・具志川浄化センターと同様に、民設民営（民間発電事業者

が発電設備の建設及び管理運営）によるバイオガス発電等 

 

②消化ガス購入予定価格（Nm3/円、税抜） 

 ・ＦＩＴ事業等を行う際の、想定する消化ガス購入予定価格をご提案下さい。 

 ・将来のガス発生量が計画を上回った場合の、単価の見直し等について考え方をご提案

ください。 

 

③必要敷地の条件（必要面積 m2、場所） 

 ・機器等の設置場所や必要面積をご提案ください。 

  なお、当該浄化センターは別紙1の航空写真に示すとおり、北東及び北西側において、

石油関連施設と隣接しています。 

 

④参加事業者の実績、強み 

    ・安定的な運営（経営状況、FIT 事業実績、消化ガス発電施工・維持実績） 

    ・危機管理（緊急故障の対応、故障の未然防止） 

    ・社会的要請（地域貢献、地元雇用、見学者への対応） 

    ・その他（熱（温水）の供給が可能、処理場のメリット等） 

     ※ご提案できる内容のみで構いません。 

 

⑤公募に向けての要望事項（自由提案） 

    ・スケジュールについて 

    ・公募条件について 

    ・必要書類について（公募の際に提供してもらいたい資料等） 

・消化ガス発生量について（事業化に必要なガス発生量等） 

・課題や懸案等 
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５．サウンディングの手続き 

（１）サウンディングの参加申し込み 

サウンディングの参加を希望する場合は、提案書等を提出する前に「別紙 2 のエントリーシー

ト」に必要事項を記入し、申込先へ電子メールにてご提出ください。 

 

① 申込受付期間 

令和 2年 8月 17 日(月)～9 月 16 日(水) 

 

② 申込先 

・「８．問い合わせ先」のとおり 

③ 提出方法 

・メールにて提出をお願いします。 

 

（２）サウンディングの日時及び場所の連絡 

サウンディングへの参加申込をいただいた参加事業者の担当者あてに、実施日時及び場所を

電子メールにて御連絡します。希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。 

 

（３）提案書等の提出 

サウンディング事項についての意見・考え等を記載した提案書を、申込先へご提出ください。

提出様式は定めていませんので、ご提案企業の任意様式、既存資料で構いません。  

 

① 提出期間 

令和 2年 9月 25 日(金)  

② 申込先 

・「８．問い合わせ先のとおり」 

③ 提出方法 

・紙（3 部）又は電子データで提出 ※郵送又メールにて送付をお願いします。 

 

（４）サウンディングの実施 

① 実施期間  

令和 2年 9月下旬～10月上旬  

② 所要時間  

１時間程度 

③ 場所 

沖縄県庁内を予定していますが、新型コロナウイルス感染症対策も踏まえて、ＷＥＢでの

実施も検討しています。決まり次第、ご連絡いたします。 

④ その他  

サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 
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（５）サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名

称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事

業者へ内容の確認を行います。 

 

 

６．留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

また、今回のサウンディング調査に参加しなかった事業者が、公募へ応募することに問題あ

りません。 

 

（２）費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

  

（３）追加対話への協力 

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実

施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 

 

（４）提案資料の取扱い 

ご提供いただいた資料及び情報については、消化ガスの有効利用の目的のために県組織内で

利用させていただきます。県組織外への開示することはいたしません。 

今回の提案内容は確約事項ではありませんので、最終的な公募の内容に応じて、提案内容を

変更することに問題ありません。 

 

 

７．別紙・参考資料 

（１）別紙資料一覧 

 別紙 1 西原浄化センター配置図、航空写真 

 別紙 2 エントリーシート 

 

（２）参考資料 

 下記ホームページに、参考資料がありますのでご確認ください。 

 ・沖縄県下水道課ホームページ（沖縄県下水道事業の概要、FIT 事業 等） 

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesui/ 

 ・沖縄県下水道事務所ホームページ（維持管理年報 H25～H30） 

 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesuikan/index.html 

 

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesui/
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gesuikan/index.html
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８．問い合わせ先 

本調査について、質問等がある場合は 9月 4日（金）までに、下記の連絡先までお問い合わせ

ください。質問は任意様式で、電子メールにてご提出ください。 

質問・回答事項については、質問者名を伏せて下水道課ホームページに掲載します。 

 

窓口 ：沖縄県 土木建築部 下水道課 流域班（担当：島袋） 

住所 ：〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1丁目 2番 2 号（11 階） 

電話 ：098-866-2248 

FAX  ：098-866-2394 

メール：aa069001@pref.okinawa.lg.jp  (下水道課代表アドレス) 

以上 

mailto:aa069001@pref.okinawa.lg.jp

