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平成1９年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成20年３月、６月 担当部局名：大臣官房環境バイオマス政策課

評価書公表時期：平成20年７月

【施策名】
バイオマスの利活用の推進 政策体系上の位置付け Ⅷ-⑮

【施策の概要＜目指す姿＞】
バイオマスの利活用の推進により、地球温暖化の防止や循環型社会の形成、競争力のある新たな戦略的産業の育
成、農林漁業及び農山漁村の活性化を図る。

【施策に関する目標】
① 「広く、薄く」存在する特性を持つバイオマスの利活用を推進し、地域で効率的にエネルギーや製品として
利用する地域分散型の利用システムを構築するとともに、地域の実情に即したシステムの構築を推進する。
目標 ① バイオマス利活用システムを構築する「バイオマスタウン注１」構想の加速化

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
バイオマスタウンの構築を推進し、平成22年度に 142地区 136地区 88.5％(B)
300地区とする。
（基準：平成18年度：90地区 （基準値から （基準値から

→目標：平成22年度：300地区） 52地区増加） 46地区増加）

＜目標達成のための主な政策手段＞
① 地域バイオマス利活用交付金 【14,346（0）百万円】

バイオマスタウン構想の策定、バイオマスの変換・利用施設の一体的な整備等、バイオマスタウンの実現
に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取組を支援。

＜目標に関する分析結果＞
19年度におけるバイオマスタウン構想策定市町村は136地区、達成状況88.5％となり、達成状況はＢランクと

なった。
これは、バイオマスタウン構想の策定に直接支援した22地区の全てで年度内に構想が策定されると期待され

ていたが、実際は18地区の策定に留ったことによる。（ただし、20年４月には残り４市町村についても策定。）
なお、バイオマスの利活用は、地域の実状に即したシステムを構築することが重要であるが、地域バイオマ

ス利活用交付金により地域の創意工夫を凝らした主体的な取組を支援しており、効率的な推進が図られている
と考えられる。
＜改善・見直しの方向性＞

目標の達成に向けて、以下の施策を着実に実施し、平成22年度末の目標である300地区でのバイオマスタウン
構想の公表を目指すこととする。
① バイオマスタウン構想を策定した又はしようとする市町村に対し、地域バイオマス利活用交付金等による
支援を引き続き実施。

② 平成19年度から新たに実施した地域バイオマス発見活用促進事業で組織した地域バイオマス発見活用協議
会注２を活用し、引き続き普及・啓発活動を実施。

③ 全国64名のバイオマスタウンアドバイザー注３の活用等による実効性あるバイオマスタウンを構築。
④ 従来型の市町村をエリアとしたバイオマスタウンを超えた広域的なバイオマス利用やバイオマスを大量に
集中利用する施設を核としたバイオマスタウンの新たなモデルを構築。

② 国産バイオ燃料の本格的な導入に向けて、バイオ燃料の利用モデルの整備と技術実証を行い、バイオマスの
利活用の推進を図る。
目標 ② 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
国産バイオ燃料を平成23年度に単年度５万キロリッ 100KL 463KL 463％（Ａ）
トル以上生産。

＜目標達成のための主な政策手段＞
① バイオ燃料地域利用モデル実証事業 【8,544（0）百万円】

原料の調達からバイオ燃料の製造・販売まで一貫した大規模実証を実施。
＜目標に関する分析結果＞

国産バイオ燃料の生産量については、19年度は463キロリットルとなり、目標値を大幅に上回った。これは、
地域バイオマス利活用交付金等を活用したバイオディーゼル燃料の生産地区が19箇所に増えたことによるもの
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と考えられる。
また、バイオ燃料原料調達から燃料の製造・供給まで、地域の関係者が一体となったモデル性の高い取組を

支援し、バイオエタノールの製造効率等を向上させる技術実証を行うことにより、我が国における国産バイオ
燃料の実用化の可能性を示すこととしており、効率的な取組の推進が図られると考えられる。
＜改善・見直しの方向性＞

目標の達成に向けて順調に進捗しているものの、総理報告した「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた
工程表」にも掲げられている平成23年度に５万キロリットルの生産目標を達成することが重要であることから、
以下の取組を行うこととする。
① バイオ燃料地域利用モデル実証事業によって整備しているバイオエタノール製造施設（北海道２地区（上
川郡清水町、苫小牧市）、新潟県）は、19～20年度に建設を行い、20年度末以降にバイオエタノールの生産を
行う予定としており、施設の建設と建設後のバイオエタノールの生産が着実に進むように事業実施主体に対
して必要な指導等を行う。

② 地域バイオマス利活用交付金等による支援を引き続き行うとともに、平成20年度税制改正により創設され
たバイオエタノール混合ガソリンに係るガソリン税及びバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減措置や
第169回国会提出の「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」等の各種
施策を講じる。

③ 食料自給率の低い我が国において中長期的観点から大幅な生産拡大を図るため、平成20年度からは、「日本
型バイオ燃料生産拡大対策」により、食料供給と競合しない稲わらや間伐材等の未利用バイオマスを有効に
活用して、国産バイオ燃料の生産拡大を図るための研究開発、技術実証、普及啓発等を行う。

【施策に関する評価結果】
バイオマスタウン構想の加速化については、最終目標である300地区でのバイオマスタウン構想の公表実現の

ため、その支援施策を着実に実施することが必要である。
国産バイオ燃料の生産拡大については、政策目標を達成しており、施策は有効であると考えられることから、

引き続き現在の施策を推進するとともに、バイオ燃料については、世界的に食料供給との競合が懸念されるな
ど新たな課題が生じていることから、今後は、食料供給と競合しない稲わらや間伐材等の未利用バイオマスを
有効に活用していく必要がある。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第 165 回国会所信表明演 H18.９.29 自動車燃料にバイオエタノールを利用するなど、バイオマスの利
説 用を加速化します。

第 166 回国会施政方針演 H19.１.26 乗用車の燃費基準を 2015 年までに２割以上改善し、世界で最も
説 厳しい水準とするとともに、バイオ燃料の利用率を高めるための工

程表を策定します。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
バイオマスタウン構想の加速化については、Ｂランクとなったことから、本構想の策定に直接支援する事業

の対象地区に対して、早期に構想が策定されるように指導を行うとともに、その取組が波及するように工夫す
る必要がある。また、構想に沿って実際に地域でバイオマスの利活用に向けた取組が進むように、個々のバイ
オマスタウン構想の実現に向けて市町村等に働きかけていく必要がある。更に、これまでの主に市町村を単位
としたバイオマスタウンの事例を参考として、市町村域を超えて複数市町村でバイオマスの利活用を展開する
など、より広域的にバイオマスを利活用するような、従来のバイオマスタウン構想を発展させた事例も作って
いく必要がある。
国産バイオ燃料の生産拡大については、実証事業が着実に進んでいることは評価できるが、食料と競合しな

いセルロース系資源を活用したバイオ燃料の生産に向けた研究開発や技術実証などを早急に進める必要がある。
また、今年度は目標を達成したものの、平成23年度に５万キロリットルを達成するには大幅な生産拡大が必要
であることから、その達成に向けて施策を推進されたい。

【政策評価会委員の意見】
・ バイオマスタウン構想の策定地区数を目標とすることは、事業規模＝予算額の増加を目標とすることにな
りかねないことから、問題ではないか。（立花委員（第１回））

・ バイオマスタウン構想の地域分散型のエネルギーについては、実現可能性が低いと考えるので、後年にお
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いて達成状況を評価する必要があるのではないか。（長谷川委員（第１回））

・ 食料と競合しないセルロース系原料からバイオ燃料を生産することが重要であり、日本において、それが
バイオ燃料を定着させる鍵になると考えられる。（八木座長（第１回））

・ バイオ燃料を５万キロリットルという生産量の目標だけでなく、コストの問題や技術的な問題を目標に入
れるべきではないか。（八木座長（第１回））

・ 国際的に食料不足にある中で、国際社会から誤解を受けることがないよう、我が国においては、非食用米
をバイオ燃料にすることを対外的にしっかりと説明するべきである。（合瀬委員（第２回））
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（別紙）

１ データ、資料等

目標① バイオマス利活用システムを構築する「バイオマスタウン」構想の加速化
＜目標設定の考え方＞
バイオマスタウンは、域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率

的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用に自主的に取
り組む地域であり、バイオマス・ニッポン総合戦略に基づいて全国 300 地区で構築することを目標としている。
平成18年度末現在、90地区が公表済みであることからこの数値を基準値とし、平成22年度末に300地区の構

想が公表されることとし目標を設定する。

＜目標値と実績値の推移＞

○ バイオマスタウン構想を公表した市町村数（単位：件）

（把握の方法）バイオマス・ニッポン総合戦略推進事務局（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマス
推進室）把握実績値による。

＜目標達成状況の判定方法＞

農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率（％）＝（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度目標値－基準値）× 100
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目標② 国産バイオ燃料の大幅な生産拡大
＜目標設定の考え方＞
国産バイオ燃料の大幅な生産拡大について、2006 年 11 月に内閣総理大臣からの指示を受け、関係７府省か

らなるバイオマス・ニッポン総合戦略推進会議で検討し、実現に向けた工程表をとりまとめ、2007 年２月に農
林水産大臣から内閣総理大臣に報告したところである。
工程表では、2010 年頃までの当面の期間は、規格外農産物等の安価な原料を用いて、単年度５万キロリット

ルの生産を目指すこととし、2030 年頃までの中長期的な観点からは、食料供給と競合しない稲わら、間伐材等
のセルロース系原料や資源作物を活用して、国産バイオ燃料の大幅な生産拡大を図ることとしている。
国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた取組は平成 19 年度から開始するものである。バイオエタノール

製造施設については、施設の設計・建設に約２年の期間が必要であり、施設が完成した後も、酵母の発酵条件
等、各工程の運転条件を変更して、製造効率等を向上させる取組を実施し、徐々に生産量を拡大していく必要
がある。
＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）事業実施主体から聴取して実績値を把握。

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成率の計算方法）
達成率（％）＝当該年度実績値÷当該年度目標値× 100

２ 用語解説

注１ バイオマスタウン
バイオマスタウンとは、域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用

までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス
利活用が行われているか、あるいは今後行われることが見込まれる地域。

注２ 地域バイオマス発見活用協議会
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平成19年度から開始した地域バイオマス発見活用促進事業によって９つの農政局ブロック毎に設立
された協議会。地域の特性を踏まえたバイオマス利活用に向けた調査、普及･啓発を実施。農業者、
消費者、産業界、学識者、都道府県、市町村や各省の地方局等によって構成される任意組織。

注３ バイオマスタウンアドバイザー
平成18年度バイオマス・ニッポン総合戦略高度化推進事業及び平成19年度地域バイオマス発見活用

促進事業の人材育成事業により養成された人材。地域毎の創意工夫に基づくバイオマス利活用を推進
するトップレベルの人材として、現在64名が全国で活躍中。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


