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午後３時００分 開会 

○谷村課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第３回目となりますバイオ燃料生産

拠点確立事業の検証委員会を開催いたしたいと思います。 

 委員の皆様におかれましてはご多忙のところ今回も全員ご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 それでは、まず冒頭、配付資料の確認をさせていただければと思います。 

 本日は、各地区からの平成29年度の事業計画の収支シミュレーションということで、資料１が北

海道バイオエタノール、資料２としてオエノンホールディングス、資料３－１として全国農業協同

組合連合会のシミュレーション及び資料３－２といたしまして「実証事業の成果と経済効果につい

て」と、資料１、資料２、資料３－１と資料３－２、計４つの資料とあわせて、参考１といたしま

して、第２回目のバイオ燃料生産拠点確立事業検証委員会における主な指摘事項という形で資料が

配付されているかと思います。 

 ご確認いただきまして、そろっていない場合には事務局までお知らせいただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これから議事に移ります。毎回のことでございますけれども、途中でのカメラ撮影等はありませ

んので、ここまでで撮影等は遠慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、塚本座長、よろしくお願いいたします。 

○塚本座長 それでは、早速、議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日は、少し長くなりますけれども18時、約３時間ほど予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、本日は、議題はお手元の議事次第にありますように、「各地区の自立化・事業化計

画」の検証ということでございます。冒頭でございますけれども、現地に各３地区調査をさせてい

ただきまして、現地に参りました際には、いろいろなご説明並びにご案内いただきまして改めて御

礼申し上げたいと思います。 

 それでは、先ほど谷村課長の方からありましたように、配付資料の参考１に配られておりますけ

れども、特に今回は各地区からは資料をいただいておりますけれども、この参考１に指摘をいただ

きましたように、１つ目はコスト削減の考え方についてもっと具体的かつ定量的に整理をすること

と、２つ目は、自分でコントロールできるものと外部要因に影響されるものとに区別をしていただ

きたいという点、３点目は、原料価格や販売価格等の諸条件につきまして、現状、それから楽観的、

悲観的な場合などパターン分けをして示していただきたいということでお願いしてございますけれ

ども、各地域からそれを踏まえた資料が出されておりますので、これをもとに今日は検証作業を更

に深めてまいりたいということでございます。 

 各地区ごとに説明20分、それから質疑35分で順番に進めてまいりたいと思います。要点を押さえ

てご説明をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、北海道バイオエタノール株式会社からお願いいたします。 

○北海道バイオエタノール 北海道バイオエタノールでございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料１の北海道バイオエタノールの「バイオ燃料生産拠点確立事業 平成29

年度計画の収支シミュレーション」に基づきましてご説明いたします。 

 ページ１から２に、前回の委員会で提示いたしました平成29年度の計画について記載してござい

ます。それでは、１ページをご覧ください。 
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 平成24年度の実績及び平成29年度計画と増減、それから中央には区分ということで、外部要因に

影響されるもの、事業者努力でできるものという仕分けと優先度を記載し、右欄に金額、あるいは

削減内容、取組等について記載しております。 

 その中で区分の関係ですけれども、例えで申しわけないですが、一番上のエタノール販売価格の

ところでは、外部要因に○を付けまして事業者努力で△という表記をしてございます。これにつき

ましては、外部要因の影響は非常に大きいとは思っておりますけれども、私ども事業者としても取

引条件等については自ら交渉しながら、若干ではありますがそういうことにも取り組んでいきたい

ということで△という表現をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず収益の項目から説明いたします。 

 エタノール製品につきましては、右上のほうにも書いてございますけれども、円安の進行とブラ

ジル現地価格の安定を見込みまして、販売価格リッター当たり120円を設定してございます。副産

物につきましては、同じく輸入飼料用価格の鎮静化に伴いまして、ＤＤＧであります乾燥飼料です

が、販売価格はキログラム当たり33.3円で設定しております。 

 平成24年度対比の収益差では５億5,000万円ほどの増加を見込んでおりまして、リッター当たり

といたしまして127円という内容でございます。 

 中段から下の支出の項目でございます。原料につきましては、輸入飼料用の穀物価格の鎮静化に

伴いまして、エタノール原料価格の低下を見込んでおります。小麦につきましては、右に書いてあ

りますトン当たり２万3,333円、米は３万円で設定いたしました。また、てん菜につきましては、

粗糖相場を勘案いたしまして、原料価格をトン当たり4,000円で設定しております。 

 また、製造効率の向上や農産物残渣の活用に取り組みながら、原料費につきましては平成24年度

対比でリッター当たり13円の削減を図ります。 

 下段ですけれども、原料、輸送費等につきましは、小麦の適正数量確保による産地からの直送を

基本にいたしまして、移送、保管、返送費等の費用削減と、米につきましては、関係機関と連携し、

道内在庫の確保を図ってまいりたいと考えてございます。 

 ２ページをごらんください。 

 右の方に書いてございますけれども、平成24年度の実績では、小麦につきましてはキログラム当

たり4.3円かかっておりましたけれども、29年度には0.8円で設定しております。 

 また、お米につきましては、24年度実績がキログラム当たり12.5円となっておりますけれども、

これにつきましても2.6円ということで計画し、平成24年度対比ではリッター当たり16円の削減を

図ります。 

 続きまして、糖液加工費でございますけれども、濃厚糖液と一部粗汁糖液の置き換えによります

費用低減を図り、リッター当たり10円を見込んでございます。原料輸送費等合計では、１ページに

戻っていただき、24年度対比で６円の削減を図ってまいります。 

 続きまして、２ページにまた戻っていただきます。 

 人件費についてですけれども、これにつきましては、業務体制を見直しまして、平成24年度対比

で７名の削減を図り、リッター当たりの削減額としては６円を見込んでございます。 

 次に、中段の運転経費関係についてご説明申し上げます。 

 酵素等資材費につきましては、てん菜原料の使用及び安価な代替資材の使用によりまして資材費

の軽減を図ってまいります。右欄の削減項目の主な内容ですけれども、てん菜使用による効果、あ

るいは酵素添加歩率の減少、その他安価資材の代替等を行いながら、トータルでリッター当たりマ
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イナス５円の削減を図ってまいります。 

 続きまして、燃料費の関係でございます。燃料費につきましては、同じくてん菜原料の使用と、

ＤＷＧの販売拡販、ヒートポンプ他省エネ設備の活用等を行いながら重油使用量の削減を図ります。

ヒートポンプほか設備効果で7,400万円、あるいは製造効率の効果で700万円、ＤＷＧの販売効果で

2,000万円程度を設定しておりまして、トータルでリッター当たりマイナス13円の削減を図ります。 

 続きまして、水光熱費でございます。 

 電気料金の単価の上昇を見込んでおります。また、ヒートポンプ他設備の活用に伴いまして、平

成24年度対比では、リッター当たり約２円の増加を見込んでおります。製造管理費等につきまして

は、適正数量の原料調達を図り、小麦の保管料の削減で約6,000万円、研究委託費については1,000

万円、ＤＤＧの運賃諸掛については1,800万円ほど、その他項目として記載しているとおりでござ

いますけれども、それら総体の取組をしてまいりたいと考えております。 

 また、この中に修繕関係の費用も含まれておりますけれども、機器の劣化が見込まれるというこ

とから、平成24年度対比では430万円ほどの増加の計画を組んでございます。製造管理費等総体と

いたしましては、リッター当たり10円の削減を見込んでございます。 

 また、固定資産取得につきましては、費用対効果を見極めながら劣化修繕の対応と併せて進めて

いきたいと考えてございます。 

 次に、エタノール輸送費でございます。輸送燃料費が上昇傾向ではありますが、現行価格維持を

前提に関係先との調整を図ってまいります。 

 一般管理費につきましては、本社機能の工場移転によります賃借料、あるいは調査研究費及び業

務費施設管理等費等の減少によりまして、リッター当たり４円の削減を図ってまいります。 

 これらの削減計画を達成いたしまして、総コストではリッター当たり131円、平成24年度対比で

73円の削減を図ってまいります。収支差につきましては、リッター当たりマイナスの３円を見込ん

でおります。 

 次に、楽観的、平均的、悲観的なケースについてご説明したいと思います。次の３ページ以降に

詳細な金額を記載してございます。 

 設定単価につきましては、エタノールの販売価格に当たっては過去３カ年、原料、副産物及び燃

料単価につきましては、過去５カ年をもとに 高値、平均、 安値を使用し、平成29年度の計画を

基本に費用の算出を行っております。 

 なお、当社の場合は、平成29年度を基本的にはしておりますけれども、平均的と悲観的計画につ

きましては、てん菜の原料が調達できないという場合を想定した計画としてございます。それに伴

いまして、エタノールの製造量についても減少する製造計画となっております。 

 では、各内容を説明申し上げます。資料は、９ページを開いていただきたいと思います。 

 こちらに29年度のシミュレーション総括表ということで、それぞれの単価設定の中で積み上げた

金額を一覧表にしているものでございます。 

 ケース１の楽観的ケースについてご説明いたします。 

 各単価の設定につきましては、11ページにケース１から３までの価格設定の一覧表を載せてござ

います。 

 ケース１につきましては、エタノール価格リッター当たり120円、ＤＤＧにつきましてはキログ

ラム当たり37円、原料につきましては、てん菜がキログラム当たり2.9円、規格外小麦でキログラ

ム当たり18円、米はキログラム当たり20円、Ａ重油につきましてはリッター当たり43.6円という設
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定で計画を組みました。 

 それでは、また総括表に戻っていただきたいと思います。 

 この中で原料単価につきましては過去 安値ということで設定しておりまして、原料費でリッタ

ー当たり38円でございます。29年度の２月20日の計画では55円に対し38円という形になってござい

ます。 

 また、運転経費では、燃料費はリッター当たり７円となりまして、総経費では109円になってご

ざいます。 

 収支につきましても、リッター当たり19円のプラスということになります。製造については、ケ

ース１は29年度計画とは変わらないということで、製造量についても１万3,350キロリッターとな

ってございます。 

 続きまして、ケース２の平均的なデータにつきましてご説明いたします。 

 先ほどと同様の設定ということで、11ページの資料のとおりの設定をしておりまして、エタノー

ルの平均販売価格はリッター当たり92円、副産物につきましてはキログラム当たり29円ということ

で設定しておりますし、小麦につきましてはキログラム当たり23.6円、米が30.9円、燃料はリッタ

ー当たり70.3円に設定いたしました。 

 原料費につきましては、てん菜は調達できない計画として、米が増加した分、費用が上がってお

ります。これによりまして、リッター当たり原料小計で64円、原料輸送費では糖液加工費がゼロと

なりますけれども、原料の輸送量の増加等でリッター当たり５円というところが違いとなってござ

います。 

 また、運転経費につきましては、原料割合の違いによる影響から酵素等資材費、あるいは燃料費、

水光熱費等が増加いたしまして、総経費につきましてはリッター当たり138円という結果になりま

した。また、収支につきましては、リッター当たりマイナス37円という結果となってございます。 

続きまして、ケース３の悲観的内容でございます。 

 価格につきましては、エタノール製品 安値のリッター当たり78円、ＤＤＧにつきましてはキロ

グラム当たり27円、小麦につきましては32.5円、お米につきましては39円、燃料についてはリッタ

ー当たり88.1円という形で設定してございます。 

 原料費につきましては、小計でリッター当たり83円と、運転経費では小計48円ということになり

まして、総合計で160円という結果になりました。収支につきましてもマイナス73円という結果と

なってございます。 

 後に、10ページにこれらのケースをグラフにしたものを載せてございます。総コストでは平成

29年度計画に対しまして、中間的ケース２がほぼ同様な結果となりましたけれども、製造コストで

は原料費の価格による変動と収益ではエタノールの販売価格の変動が収支の大きな差の要因となっ

ているということを表すような結果となってございます。 

 当社といたしましては、更なる運転経費、輸送費、管理費等の縮減に努めるとともに、原料の安

定調達やエタノール製品の安定価格の販売にも取り組んでまいりたいと考えております。 

○北海道バイオエタノール それでは、少し補足をさせていただきたいと思いますけれども、私ど

もの計画は原料がてん菜、小麦、米と３種類あるということで、少し表現が複雑になっているのか

なと思いますけれども、いろいろな原料を複数混合しながらエタノールを作る、こういう方式につ

きましては、私ども独自で考案した方式でございますし、あまり世界的にも例のない方式だと、そ

ういうことでございますのでご理解いただきたいと思っております。 
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 さらに、今内容をいろいろご説明申し上げましたけれども、改めて原料価格ですとか販売価格で

すとか、更には燃料価格など、非常に外的要因に左右される部分が非常に多いなと、そんなような

ことを改めて認識したところでございます。 

 お話を申し上げましたとおり、コスト削減なり、更なる製造技術の向上に向かいまして、全力を

尽くしてこの実現に向けて達成できるように邁進してまいりたいと、そのように思っておりますけ

れども、こういう外的要因が非常に多い状況の中で、やっぱりこの部分をある程度緩和するなり、

吸収するなり、そんなような仕組みなり制度なりが必要ではないのかなと、そうすることによって

本当に自立化できるんじゃないかなと、そんなふうに思っているところでございます。どうもあり

がとうございました。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。それでは、各委員からご質問等よろしくお願いいた

します。では、沖本先生からどうぞ。 

○沖本委員 まず一番大事なところは、どれだけコストが下げられるかという部分に一番大きなポ

イントがあるのですね。一番懸念しているのは、もともとの計画がてん菜を利用するということを

前提として作られているにもかかわらず、それを余剰分で賄おうということはそもそもおかしい。

自分たちのところにてん菜が確保できることを前提としてやらなければいけないと思うのですね。

それがスタートラインのところでボタンをかけ違えているのではないかと。その結果、こういった

非常に大きな赤字が出てきてしまうということになろうかと思うのです。 

 ですから、大事なのは、24年度の製造コストリッター当たり200円をいくらまで下げられるのか

ということと、今、いろいろコストをこれだけ削減しますということが言われていますけれども、

これが絵に描いた餅じゃないのでしょうねということなのです。ここが本当に客観的にできてもこ

ういう状況だということであれば、かなり厳しい状況だと言わざるを得ないのかなと思います。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。倉阪委員。 

○倉阪委員 今回の自分でコントロールできるところとコントロールできないところを区別して、

コントロールできないところについてケース、シナリオごとに書いていただいたわけですけれども、

やっぱりかなりコントロールできないところの要因が変わることによって赤字が全然解消できない

ようなシナリオになってしまうと、ここが大きな問題点であろうと思います。当初の予定ではてん

菜でやれるという話が大きく狂ったわけで、そこのところが民間の会社であればつぶれているぐら

いの話であろうということでございます。 

 政策的に何か手当をできるかどうかということに加えて、事業者の中での原料確保の努力、そう

いったものが本当にできるのかどうか、そこについて関係にＪＡの方も入っていますし、全く生産

側と関係のない会社でもないということですから、そのあたりの外部要因として出したところを、

どこまでグループで対応できるのかということについてお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。 

○塚本座長 今の倉阪委員のご質問につきまして、原料調達等について何かグループ内でどれだけ

努力ができるかというあたりにつきましてお答えできますでしょうか。 

○北海道バイオエタノール 今、どういう取組をしているか、どういう状況にあるかということは

前回のときにもお話し申し上げましたけれども、今までずっと据え置きであった原料価格が、今年

26年から８％ほどアップしたわけです。それによって生産者がビートを多く作りたいという、そう

いう気運が非常に高まってきたと、そんなふうに理解しておりますし、今、北海道に８つ製糖工場

がありまして、ビートがだんだん減ってきているという中で、その製糖工場の存続もＪＡグループ、
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北海道、道庁、製糖工場もあわせて全力でここ数年取り組んできた経過にあります。 

 そういう意味では、そういう一つの引き金で上のほうを向いていくんではないかなと、そんなふ

うに期待しているのが一つでございますし、もう一つは、非常に猛暑の影響を受けまして、てん菜

というのはもともと寒い地方で栽培ができるように品種改良等を進めてきたものであります。そう

いう中で近年、非常に熱い夏が続きまして、そういうことの影響もあって生産量が落ちたというこ

ともあります。 

 近の気象庁の報道を見ますと、今年はエルニーニョ現象が発生して、特に北日本とかに影響を

及ぼすんですけれども、そんなに暑くなくてどっちかというと平年並みか、もしくはそれより低い、

そのような予報も出ておりますけれども、そういうことによって生産量が回復して生産者の手取り

も増えれば、そういう価格の上昇と相まって上がっていく可能性もあるのかなと、そんなふうに期

待しているところでございます。 

○塚本座長 どうぞ。 

〇倉阪委員 期待とか可能性というレベルではないんですね。そもそもＪＡさんがバイオエタノー

ルに乗り出そうとしたのは、てん菜という基幹的な作物において輪作で維持しているような、そう

いった生産システムが壊れてしまうということが懸念であって、そこの打破ということで一つの需

要先を開拓しようということでこちらのほうに乗り出されてきたという話があるはずなんです。今、

こういう状態で、そこに対しての原料供給がうまくいっていないと。一方で、糖としての買い取り

の価格は上がるという、いい材料があると。そういう材料をてこにして、全体としてたまたま発生

する余剰をこちらに持ってくるということではなくて、もう少し何らか契約的な話とか、全体とし

ての持続可能性を確保するために作付けをＪＡとしてもバックアップするというような約束であっ

たり、そういう原材料をちゃんと確保しないとコストが引き合わないというのは明らかですから、

そこは何らかの約束レベルまで持っていかないと、出てくるではないかという期待をしていますと

いうレベルでは厳しいのではないかということなんです。そこは、今後の展開として可能性はいか

がでしょうか。 

〇北海道バイオエタノール 余剰を使うということは、この前も少しお話しいたしましたけれども、

支援対象外の国のお金が入らない分のてん菜だったんです。そういうことは、例えば生産者の立場

で置きかえてみますと、普通１トン当たりのビートが１万8,000円とか7,000円とか、そういうレベ

ルなんですけれども、そういうものを購入して原料として使うととてもコストが高くて、エタノー

ルの原料としては適さないと思います。 

 64万トンを越えて生産されたものというのは、生産者の手取りというのが今4,000円と計算して

ありますけれども、それぐらいのコストで私どもが手に入れることができる。ですから、そういう

余剰で安価なてん菜を使ってエタノールを作っていこうと、そういうのが前提でございます。 

 ですから、１万8,000円とかという値のあるものは、4,000円とか5,000円という形で私どもが購

入するというのはちょっと難しいのかなと思います。ですから、それに対して何らかの支援があれ

ば可能かなと思いますけれども。 

〇倉阪委員 例えば、作付レベルでどれぐらいの面積は確保しますと、天候によっても豊作、不作

いろいろあるとしても、平均的に必ず余剰が出そうな作付面積はＪＡとして確保したいと、全体と

して農家の方もそれによって農地の維持といういい面があるから、そこはそういう形でＪＡとして

協力していきたいというぐらいの具体的なお話があれば、豊作、不作があったとしても余剰は出る

だろうというような話があれば、今後の計画にも使えるはずなんですけれども、そういうお話でも
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なく、お金が上がったから期待されるんじゃないかぐらいの話ではやっぱりまずいんじゃないかと

思うんですね。 

○塚本座長 何かコメントございますか。 

〇北海道バイオエタノール 当然、そういう前提で面積も増えて生産面も上がるので余剰も発生す

るだろうと、今先生がおっしゃったことと同じ組み立てでございます。 

○塚本座長 倉阪委員が今お話しされているのは、今度支援策といいますか、支援の金額が上がる

ので、多分農家が余計に作るから、てん菜の農家さんが余計に作られるから余剰分が発生するだろ

うという、そういう予想をベースにお考えになっているわけですね。倉阪委員のお話は、農家任せ

ではなくて、ある程度それなりに64万トンを更に超える作付面積を想定して、それを農家さんがお

作りになるような努力とか、そういうような話が何かないんでしょうかということなんですよね。

それがないと、農家さんの対応次第では全然64万トンで足りないといっても一切出てこないわけで

すね。ですから、そこのところについての事業者さんとしての何らかの工夫といいますか、そうい

うものがないのかと、そういうご指摘ではないかと思うんですね。 

〇北海道バイオエタノール そういう面積を確保する上で、ＪＡさんもＪＡグループさんも当然生

産者の方に対してですけれども、行政機関の方もそういう方向で面積を確保するような働きかけは

機会あるごとに全道挙げてやっていると、そういう状況でありますけれども。 

○沖本委員 やはりお願いしても、それを実際にやってくれるかどうかいうのはわからないのです。

今のままだと、砂糖のための64万トンと６万4,000ヘクタール、これを使って作ってくれるのでは

ないかと。そうすると、それを超えて農家が作ってくれるような何か方策をお願いするのではなく

て、こういうメリットがあるからやってねとか、そういうことを言わないと、お願いしますと言っ

ても多分やってくれないのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇北海道バイオエタノール 先月の28日に私ども、取締役会を開催いたしました。その中で、この

委員会の説明等々もいたしました。私どもの取締役は、会長以下、それぞれの農業団体の代表、そ

れから各地区の主要な畑作の地区、それから稲作の地区の代表の組合長の方が取締役になっており

ます。その席でこの会社ができた経緯、それから何のためにできたかというと輪作体系を維持する

ためと、そのために今のてん菜の作付は輪作体系を維持できないぐらいの危機的な状況なので、バ

イオエタノール社に回るぐらいの面積を確保すると、その方向に向かってやっていくということで

取締役会では言っていただいてございます。ですから、私どもはその方向に、会社としてやってい

くということで考えてございます。 

〇沖本委員 それをそういったときにコストが当然かかりますよね。そのコストをどういうふうに

するのですかという具体的なことがないと、取締役会がやりますといってもなかなか農家の方々や

ってくれないのではないですか。だから、笛を吹いても誰も踊ってくれないということにならない

でしょうか。 

○塚本座長 いかがですか。 

〇倉阪委員 短期的なコストの話と、長期的にずっと続けていけるというような別の価値が多分あ

るはずなんでね。輪作体系を維持するということで、そこについて、今はコストがかかるけれども、

長期的にずっと続けられるんだったら協力しようかという判断もあると思うんです。そういういろ

いろな説得の仕方があるわけですけれども、それが確実に実施されると、確実にこれだけの作付面

積が確保できると、そういったものがないと余剰が出るだろう、これが使えるだろうと言われても

そこはわからないねと、これまではそうじゃなかったですよねという話にならざるを得ない。 
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 だから、きちんとそこは原材料を確保するための具体的な取り決めみたいなものを明確に示さな

いと楽観的なほうに寄っていかないということになると思うんです。だから、そこは会社も存続を

かけて、きちんと約束を取りつけるぐらいのことをやらないとうまくいかないんじゃないかと思い

ます。 

○北海道バイオエタノール 承りました。余剰分というのは、それだけ生産者が安く売るのかとい

う理解の仕方ではなくて、それだけとれることによって、安くても１万8,000円にさらに上積みに

なるんだと、とれたことによってですね、そういう理解を北海道のほう、地元ではしていただきた

い。そう理解するというふうなことだと思っております。たくさんとれることによってより収入が

増えるという考え方です。そういう方向を目指していきたい。 

○塚本座長 左近委員。 

〇左近委員 やはり繰り返しになりますけれども、原材料であるてん菜を確実にいかに確保するの

かというのは、私も話を聞いていて非常に大事なところだというふうに思いますので、そこは御社

の存続をかけるぐらいの気持ちで取り組まれるのが前提として非常に重要ではないかというのは私

も同意いたします。 

 このシミュレーションの結果なんですけれども、このグラフを見た印象で申し上げますと、前回

ご提示されたものと楽観、平均、悲観と３つありますけれども、見た印象では楽観と平均の間ぐら

いが前回提示されたものなのかなと。平たく言えば、やや楽観的に計算をされていたのかなという

ような印象を受けるんですけれども、実際に計算をされて、特に外部要因の影響されるものについ

ては○、△と付けられていますけれども、実際にぶれが大きいものとぶれが大きくないものと、そ

こもいろいろ幅があると思うんですけれども、実際の外的な影響というのはなかなか読み切れない

ところもあるんですけれども、着地点としてはシミュレーションされた印象としてどのあたりにな

りそうな印象が現場に携われていてお感じでしょうか。平均的なところぐらいなのか、それとも悲

観的に近いようなところなのか、希望的には楽観的、もしくは前回提示されたようなものなんでし

ょうけれども、現実的にどうなのかというところを少しこういうシミュレーションされた印象とし

てご意見聞かせていただければというふうに思います。 

○塚本座長 いかがでしょうか。 

○北海道バオエタノール てん菜の話がありましたけれども、もしてん菜が確保されれば、前回示

させていただいた131円ですか、これの達成はかなりの確率でできるだろうと、そんなふうに思っ

ております。 

 平均的、悲観的という中でビートがないパターンが示されていますけれども、現在もてん菜がな

い中でお米を用いて製造を行っているわけですけれども、仮に29年度の前回示させていただいた内

容で、もしてん菜がない場合の試算もしてみました。それによりますと、製品の販売の方が130円、

それで、経費の方が139円になります。ということは、ここでお示しした数字よりも８円ほど高く

なりますけれども。 

○塚本座長 製造コストが139円になるということですか。それはてん菜がない場合ですね。 

〇北海道バイオエタノール お米を使った場合ですね。そして、そのかわりお米を使いますので副

産物が増えます。そういうことによって、この127円が130円になります。差し引き３円ですね。数

字が上がる分悪くなるということです。 

 原料代が高くなりますけれども、その分ＤＤＧといいますか、飼料がたくさん出てまいりますの

で販売単価は高くなる。差し引きで３円50銭、コストが８円上がって収入が５円増えるということ
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です。 

○塚本座長 なぜそのケースは示さなかったのでしたか。 

〇北海道バイオエタノール 平均的、悲観的というのは、糖液はない形で示すということになって

おりましたので。 

○塚本座長 副産物の販売価格が高くなるという意味ですね、今のは。 

○北海道バイオエタノール はい。 

○沖本委員 今のは楽観的なケース１の中でてん菜を使わないということですか。 

○北海道バイオエタノール 私どもが前にお示しした１万3,350キロリットル作る、コストが131円、

これと同じ条件でてん菜がなくて、その分だけお米を使うと、こういう設定になってございます。 

○倉阪委員 そもそもリッター当たり120円で売れるというところがかなり厳しいはずなんです。 

○北海道バイオエタノール 今のブラジル産のエタノールは１キロリッター当たり660ドルほどで

す。これを私どもの販売価格に換算しますと106円ぐらい、売り価格が、為替をいくらでやるかと

いうところが、先週の中間の為替が１ドル102円10銭になっているんですけれども、それで換算し

ますと売り価格が大体106円50銭ぐらいになります。ですから、為替が115円になったら十分120円

は可能なのかなというふうな、為替をどう読むかというところになってくるのかなと。そこの読み

だと思ってございます。 

○塚本座長 柴田委員、いかがですか。 

○柴田委員 いただいたシミュレーションで、やっぱり肝の部分というか、要点は原料費の部分で、

この楽観的シナリオと悲観的シナリオを比較しても、楽観的シナリオはてん菜の余剰が発生すると

仮定していてまさに楽観視しているわけですけれども、あと、区分のところで、事業者努力ででき

るものと外部要因と、こう分かれたところ、残念なことにここの部分で も重要な原料費の部分、

しかもてん菜の部分について、再三ほかの委員の指摘もあるわけですけれども、まさにここに何で

自助努力の部分という可能性が入らないのかなと、数字目標だけ挙げていますけれども、何ら根拠

がないんだと思うんです。 

 輪作体系が重要だということも、それはよくわかるんですが、その重要性というのはやっぱり生

産者の方に共有してもらって何らかの制度的な取組を努力で、数字だけではなくてここに言葉とし

てこういうふうな取組、努力をやりたいということがなければ、根本的なところが抜け落ちている

なという気がいたします。 

 それから、細かな話ですが、 後の棒グラフを比較していくと、やはりかなりコストを下げてい

る要因に原料輸送費等というのがあるんですけれども、ここの部分で小麦の楽観シナリオの部分で

適正在庫の話が少しコメントがあるんですけれども、ここを説明していただけますか。 

○塚本座長 よろしくお願いいたします。 

○北海道バイオエタノール 資料の２ページになりますけれども、平成24年度の実績のところで括

弧して書いてございますけれども、在庫が多くて産地から運んでくるもののほかに、保管地という

ところに一旦保管して、その後、製造計画に基づいて工場の方に運搬をしたことからキログラム

4.3円ほどかかっています。今回、今後26年度以降の取組ということで、現状6,000トンを計画して

おりますが、この中においては産地から直送でとにかく工場の方には製造計画に基づいて入れても

らうような調整を今関係団体と行っているところでございます。 

○柴田委員 言ってみれば、ジャストインタイムで入ってくるという。 

○北海道バイオエタノール １カ所余分なところに置いてまた戻してくる作業で費用が大幅にかか
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ってございましたので、そこは解消したいということで今お願いしながら進めているところでござ

います。 

 23年に全くてん菜がなくなったということで、何とかしなきゃならないということで、小麦を実

は２年間続けて、6,000トンの計画に対して１万5,000トンを確保せざるを得なかった。23年から全

く製造方法が変わったものですから、そのときの影響がかなりあって、それを今徹底してそういう

経費をかけないジャストインタイムで工場に原料を入れるというようなことで組んでございます。 

○柴田委員 ありがとうございます。原料の話に戻るわけですけれども、てん菜はやっぱりエタノ

ール製造過程において、糖化工程がないわけで、米と小麦でやった場合に比べるとはるかにコスト

が安くなるはずなので、ここをどうするのかという取組の姿勢みたいなものを見せていただきたか

ったなと思うんですけれども。 

○北海道バイオエタノール 前回、私の説明がまずかったんですけれども、原料は確かにてん菜は

安いんです。ただ、それを糖液にしていただきますので、その加工費を製糖工場さんにお支払いし

ますので、そこのところは小麦や米から見たら劇的に安いということではありません。 

○柴田委員 でも、総体的に見ると、ほかと比べると安いわけですね。 

○北海道バイオエタノール 若干安いという形です。ですから、先ほど同じ条件で米にした場合に

プラス・マイナス３円ちょっとコストが高くなると、その部分でございます。 

○塚本座長 どうぞ。 

○倉阪委員 やはり外部要因に影響されているところをできる限り自助努力で安定的に確保すると

いうことが必要で、原材料については私が先ほど申し上げたとおりです。 

 もう一つはエタノール販売のところですけれども、これ例えばですけれども、新潟のようにＥ３

の方に持っていくとか、北海道でも2006年から2007年までＥ３の燃料倉庫試験を北海道開発局がや

っていまして、寒冷地でも変わらずに使えると、そういうような結果も出ているわけですけれども、

そういう新しく販路を拡大するという方向の努力というのはできないでしょうか。 

○塚本座長 いかがでしょうか。 

○北海道バイオエタノール 前回も申しましたけれども、私ども１万5,000キロリットルの能力が

ございます。オエノンさんも１万5,000キロリットルの能力がございます。これで合わせて３万キ

ロリットルのエタノールがございますけれども、これを３％未満の混合ガソリンで直接販路を拡大

するとなると、100万キロリットルの混合ガソリンが必要でございます。これにかかる施設、それ

から、デリバリーからいろいろ含めましてかなりのコスト、これは何回も試算をしたことが過去に

ございますけれども、北海道は250万キロリットル弱ですけれども、ガソリンの販売量がそのうち

の100万キロリットルですから、これを私ども事業者が販路を開拓して自前で売っていくとなると、

かなり試算もしましたがコストがかかるということが現状でございます。 

○倉阪委員 当然１社ではできない話なので行政を動かさないといけないとか、そういう話になる

かと思いますけれども、本当にそこまでいろんなことを手を尽くしてやらないと極めてまずい状況

だということは認識をいただきたいと思います。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。 

 やっぱり現状の調達のところでそれぞれの問題で、外部要因に影響されるということだけじゃな

くて、そこの原料調達、てん菜についての確実な調達のあり方というんですか、それについて各委

員から同様の指摘があったということだと思いますので、そういうことで検証委員会としては理解

させていただきたいと思います。 
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○沖本委員 いろいろな先ほどの在庫の原料輸送費とか、それだけ少なくなりますよというのは、

我々としてはチェックしようが実はないのですね。ですから、ここのところが本当に後になって全

然違っていましたというふうになると困る。これはまさにこの事業が始まったときにてん菜を使っ

てやると言いながら事情が変わりましたというようなことがあると、やはり 初にやると決めたこ

と自体が曖昧だったかもしれない。ですから、この検証委員会でこれだけコストを削減しますとお

っしゃっているのだから、ぜひ、根拠、間違いなくこれができると、てん菜の調達以外にも、削減

できるところをコミットしていただかないといけないと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○塚本座長 それはいかがですか。 

○北海道バイオエタノール 農協さんを通じて麦を買ってございますけれども、北海道の場合は秋

まき小麦が大半でございまして７月ごろに収穫されます。ですから、６月には地元のサイロから原

料用の規格外小麦を出さなければならない。今、それを農協さんのサイロから農協さんの倉庫に移

して、余った部分は三角輸送しないでそこで置いてほしいということを今具体的に交渉してござい

ます。ですから、何とかこのことは実現できると確信はしてございます。 

○沖本委員 これだけじゃなくて、ほかの項目もこれだけ削減しますというのがありますよね。一

つ一つはちょっと個別には挙げられないですけれども、我々としては実現できる数字を出していた

だいて、この数字が合っていなくて、やっぱりこれは甘かったですねということがないようにして

いただきたいと思うのですが。 

○塚本座長 そこはそういうふうな検証委員会として理解いたしますので、事業者としてもそうい

う理解でやっていただくということだと思います。 

 そういうことで、北海道バイオエタノールさん、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 では、続きまして、オエノンホールディングスさん、よろしくお願いいたします。 

○オエノンホールディングス オエノンホールディングスの松本です。それでは、資料に沿ってバ

イオ燃料生産拠点確立事業平成29年度計画の収支シミュレーションをご説明したいと思います。 

 資料としましては、先ほど北海道バイオエタノールさんの話にもありましたように、前回委員会、

２月20日に提示した計画を１、２ページに記載しておりまして、その後、楽観的、あるいは平均的、

さらには悲観的の計画を記載しております。 

 ９ページには、前回提示した計画、これとケース１からケース３まで、楽観的、平均的、悲観的

を横並びに一覧表にしたものを作っております。 後のページには、その表をグラフ化したもの、

これを提示しております。 

 まず、１ページ目、前回委員会で提示した計画をご説明するんですけれども、基本的には、先ほ

ど第２回の委員会での主な指摘事項の中でありました製造コストの内訳と今後の見込み、これを原

料費、運転経費等の項目ごとに具体的な取組も含めて見やすい資料になっております。 

 また、自分でコントロールできるもの、あるいは外部要因に影響されるものの区別、さらには、

各取組の妥当性、優先性も考慮するということで区分の横に優先度という形で、高、中、低という

ような形で表記しております。先ほどの楽観的、平均的、悲観的については、これも委員の先生方

のご指摘のとおり、原料の量と価格、更にはバイオエタノールの販売価格、為替等々について、そ

の３パターンについて今回の取りまとめを行っております。 

 まず 初に、収益、エタノール販売と副産物販売のところなんですけれども、前回提示した部分

については、そこに記載しているとおり、ブラジル産無水エタノール価格が長期的に上昇傾向、こ

れは10年、15年ぐらいのスパンで見ると、ブラジルのエタノール価格は上昇傾向にあることは確か
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なので、それ以外の以下の実績値を参考として設定したということで、為替が１ドル100円から120

円、あと、過去３年の実際にバイオエタノールの販売価格が 高値でリッター当たり120円、 安

値が77円、さらに、直近２カ年の年間の平均実績値が、平成24年度が82円、平成25年がリッター当

たり94円ということで、大体売値として100円ぐらいが妥当じゃないかということで、平成29年度

計画としては100円に設定しております。 

 さらに、副産物販売については、まず、乾燥品のＤＤＧＳについては、直近２カ年の実績値、平

成24年33円、平成25年が36円、これをもとに平成29年には若干上がってキロ当たり37円で、数量が

3,600トンということで１億3,200万円。 

 一方、未乾燥品、ⅮＷＧＳについては、昨年、平成25年サンプル出荷をしているんですけれども、

キロ当たり１円ということでかなり低価格の販売だったんですけれども、今後フル生産による連続、

継続的な安定供給により、キロ当たり３円程度までの見込みということで、キロ当たり３円、

6,000トンで1,800万円という形になっております。 

 続いて、支出の項目でありますが、まず原料費、この原料費については政府所有米、これはＭＡ

米等なんですけれども、購入実績 安値、これは平成21年の実際に苫小牧でバイオエタノールの生

産が始まった年はキロ当たり20円で購入していましたので、これに対して不足数量２万2,000トン

をかけております。 

 続いて、バイオ燃料米、これが当初計画予定価格、キロ当たり15円かける6,000トンということ

で、道産米4,000トン、東北米2,000トンという形で試算しているんですけれども、これについては

先日の現地調査の際に、いわゆるバイオ米については、今国として計画している飼料米と同じよう

な扱いはしないという形で聞いておりますので、この後の楽観的、平均的、それから悲観的な部分

については、原料についてはほとんど政府所有米という形で変えてあります。 

 その他については、その右に考え方の中で記載されておりますように、平成24年度についてはバ

イオ燃料生産拠点確立事業が始まった年でありまして、原料の多様化という大きな目標の中で、い

ろいろな原料を使って苫小牧工場における製造試験を行っておりますので、そこに記載していると

おりであります。 

 それに対して平成29年度についても、使えるものについては、白糠、あるいは小麦４等粉、微細

米、クリーニング下米、廃シロップ等を積極的に使っていきたいということで、そこに記載のとお

りであります。 

 ただ、実際にここで白糠29円といいますと、やっぱりデンプン価を換算するとかなり高い価格で

す。実際には、ここで記載されています白糠、小麦、あるいは微細米等もそうなんですけれども、

当然飼料価格に連動している関係で昨年はかなり価格が高いと、将来的にはもう少し安くなること

を期待はしたいんですけれども、基本的には直近の取引価格を計算値として使用しております。 

 続いて、原料輸送費等ですね、これが平成24年度の実績の単価が27円、それに対して平成29年度

計画では７円と大幅な削減になっているんですけれども、これについては、前回もお話ししたと思

うんですけれども、いわゆる新規原料、ＭＡ米ですね、これについては、従来内地、九州、四国、

あるいは関西等から調達しておりますＭＡ米を全て道内で調達するという中で、道内調達ならばキ

ロ当たり1.5円、この関係で原料輸送費等については大幅な削減になっております。 

 ただ、この考え方も新規原料、いわゆるＭＡ米を全て道内調達という計画でいいのかどうか、ち

ょっとその辺もありましたので、この後の楽観的、あるいは平均的、悲観的の部分については、一

部を道内、一部を道外という形で、輸送費についてはむしろこのときの計画よりもコスト的には悪
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くなっているという形になっております。 

 続きまして、人件費の項目ですけれども、平成24年度が単価24円、平成29年度がリッター当たり

10円ということで、これもかなり大幅な削減になっております。ただ、この部分は、一つには固定

費という考え方の中で、当然生産数量が増えれば下がるんですけれども、それ以外にも考え方の欄

に記載のとおり、工場配員体制を33名から20名へ抜本的見直し、これで大体8,000万円ぐらいの減

額になると。 

 具体的には、平成24年度、これは33名の中で、現場の部門が５名一直で約20名の配員がいたんで

すけれども、29年にはそれを３名体制、当然24年から29年の間で段階的に減らしていくんですけれ

ども、 終的には29年については20名体制まで、これは直接部門だけでなく、当然間接部門、これ

は製造の管理、あるいは品質管理部門、あるいは総務部門、これも当然今の人数、24年の人数に比

べて半減するという形で8,000万円の減額まで持っていきます。 

 また、試験研究部門、この試験研究部門というのは、当社の場合、山梨県の方に研究所を持って

いまして、これまではそこの研究所の方で、例えば苫小牧で製造試験をやる前に仕込みの方法、あ

るいは主要復元料等々、あるいは主要工房も含めて、いろんなベンチプラントでの試験をやってい

た部門でありますが、これらについては、平成29年においては管理部門ともに工場への統合を行う

ということで、トータルで7,000万円の減額になるという形であります。 

 次の２ページをご覧いただきたいと思います。 

 続いて、運転経費の部分であります。先ほどの人件費、あるいは運転経費、この辺が当社自ら削

減をしていかなければならない項目になろうかと思うんですけれども、まず酵素等資材費について

は、平成24年度がリッター当たり４円、それに対して平成29年度は４円ということで全く減らない

ように見えるかもしれないんですけれども、一つには酵素等資材費、これが確か平成29年で5,500

万円の計画になっているんですけれども、大体このうちの半分がデンプン原料を分解するための酵

素剤ですね、大体これが3,000万円近くあろうかと思うんですけれども、実はこの中でも酵素の使

用料を10％、１割減らすという計画がこの中には入っております。 

 ですから、金額的には300万円ということで非常に小さいんですけれども、酵素量をこのあと４

年の間に10％下げるというのは、年に２から2.5％下げていかなければならない非常に厳しい計画

であります。 

 それとともに、24年度からお米以外のいろいろな原料を使って製造しているということで、逆に

酵素量が増えている部分もあります。それによってプラスマイナスゼロという形で、平成25年、29

年度においても要因として設定しております。 

 続いて、燃料費でありますが、平成24年度は、苫小牧工場としては、ボイラー燃料としてＡ重油

を使用していました。平成25年からＬＣＡの関係でＬＮＧ、天然ガスに燃料転換しておりますので、

29年度の計画はＬＮＧを使った計画であります。 

 先ほど北海道バイオさん、燃料費でたしか24年、29年で半分ぐらい半減させているんですけれど

も、当社もいろいろ検討はしてみたんですけれども、なかなかこれを大きく下げるのは厳しいかな

と。基本的には、考え方の項目に書いてありますように、25年から開始しました液化天然ガス、Ｌ

ＮＧの 安値、トン当たり９万5,000円に使用量3,880トンをかけて計算しております。 

 ただ、この3,880トンについても、当然熱交換、熱回収による製造工程で350トンぐらいの使用量

を減らす、更にはＤＷＧＳ、この製造の商品化によって乾燥工程がなくなりますので、これで427

トン減らすということで 終的に3,880トン。これについても熱交換、熱回収による製造工程改善、
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これも大体8％ぐらいの削減になろうかと思うんですけれども、これも４年間でやるためには毎年

２％ぐらいずつ原単位を下げていかなければならないということで、かなり厳しい計画だと思いま

す。 

 続いて、水光熱費についてなんですけれども、これについても、24年と29年の計画でほとんど単

価の増減はありません。この光熱費については、ほとんどが電気代です。大体９割ぐらいが電気代、

それ以外に工業用水、上水道。さらには、この電気代については昨年の11月、北電の値上げがあり

まして、リッター当たり１円は上がるだろうと。ただ、それに対しては契約電力、もしくは契約形

態の適正化によってマイナス１円で１円下げるということで、これはなかなか難しい部分なんです

けれども、これはむしろ下げるというよりも、無駄に支払っている料金を適正化して下げるという

ことで、これでプラスマイナスゼロになるかなと。 

 ただ、皆さんご存じのように、当社のある北海道における電気は、更にまた値上げを言ってきて

おりますので、この計画がそのまますんなり行くというのもかなり厳しいかなと考えております。 

 運転経費の 後になります製造管理費等、これについては平成24年度が13円、平成29年度の計画

で11円、金額的には減ってないんですけれども、これは先ほど申しましたように稼働率の関係で金

額は増えていますけれども、１万5,000キロリットル生産ということで減っております。これにつ

いても、製造管理費等、このうちの半分弱ぐらいが修繕費ですね。それ以外ＤＤＧＳですね、これ

の保管費、あるいは輸送費等々も入っているんですけれども、その中にもやはり修繕費の削減を図

っていかなければならないだろうということで、そこに記載ありますように部品交換周期の見直し

及び購入業者見直しによる修繕費削減並びにメンテナンス保守契約の 適化等によって、リッター

当たり１円下げていこうと。あと、人員削減に伴う費用、そこに記載していますように、事務機器、

作業衣等の削減でマイナス１円、それ以外にも、先ほど申しましたようにＤＤＧＳの保管、輸送費

等もこの製造管理費に入っているんですけれども、そこも適正在庫を持つことによって、その部分

の特に保管費の部分を下げていくという目標も掲げております。 

 減価償却費については、これは自動的に減っていく部分でありまして、24年度でリッター当たり

19円、それが29年度では５円になるということであります。 

 続いて、エタノール輸送費、当社の場合は、苫小牧に工場がありまして、直接工場から配管で船

に運ぶ関係で、この陸上輸送費というものは発生しません。海上輸送費については、平成24年度実

績がリッター当たり５円、それに対して平成29年度、４円ということで１円削減する計画でありま

すが、その考え方としては、右側に記載されておりますように、自社原料粗留アルコール輸送タン

カー及びＥＴＢＥ輸送タンカーの有効利用ということで今後検討していかなければいけないんです

けれども、一つ自社原料粗留アルコールというのは、自社のアルコールというのは無水ではなく含

水ですね。水を含んでいる、96％ぐらいのアルコールなんですけれども、こういうタンカーに対し

て無水アルコールを積むのはどうかなというような問題も当然あろうかと思うんですけれども、こ

の辺も乾燥も含めていろいろ検討していきたいと考えております。 

 後に一般管理費については、右側に記載のとおり、試験研究部門及び管理部門を工場へ統合す

ることによって、平成24年度、金額として約5,400万円かかっていたのを、約5,000万円の減額を行

っていくという形になっております。 

 それで、支出計、それと収支差ということでそこに記載していますように、24年度が単価が196

円に対して29年度計画で116円、ここで80円改善されるという形になっております。 

 続いて、楽観的、平均的、悲観的の部分をご説明していくんですけれども、楽観的、平均的、悲



 15

観的で異なる部分、いわゆるエタノール販売、副産物販売、あるいは原料米、それとあと、燃料費

の部分、これについて説明していきたいと思います。 

 まず、ケース１の楽観的部分、そこに記載してありますように、エタノール販売価格にあっては、

過去３年間の 高月の値、原料調達価格、燃料費にあっては、過去５年間の 安月の値を平成29年

度計画に適用した場合ということで、そこにバイオ燃料用米の生産支援策は原料スキームのままと

いうことであります。 

 エタノールについては、平成23年９月に119.9円という形で販売されていますので、そのまま平

成29年度計画には120円、副産物については、若干先ほどの計画ではＤＤＧＳ37円で計算している

んですけれども、平成25年度の 高値36円で計算した金額、それと、ＤＷＧＳについては先ほどと

同じように３円で試算した金額をそのまま記載しております。 

 あと、原料費についてなんですけれども、この部分については21年のＭＡ米の購入価格21円、こ

れを用いまして、21円かける２万7,581トンという形で政府所有米の金額を計算しております。 

 また、バイオ燃料米については、前のページでは道産米、あるいは東北米という形で試算してい

ますけれども、基本的には現状の枠組みの中、いわゆるバイオ燃料用の生産支援策は現状スキーム

のままという前提に、600トンの20円という形でそこに金額を記載しております。 

 その他については、先ほどの29年度の計画と同じになっております。 

 また、燃料費については、先ほどＬＮＧの単価を確か９万5,000円で計算したと思うんですけれ

ども、ここでは９万5,960円、それ以外の使用量の削減内容、熱交換、熱回収による製造工程改善

等々については、先ほどの29年度の計画と全く同じであります。 

 続いて、５ページ、平均的な部分ですね。これもそこに記載されておりますように、エタノール

の販売価格にあっては過去３年間の平均値、原料調達価格、燃料費にあっては過去５年間の平均値

を29年度に適用した場合ということで、これは直近３カ年の平均が92.33円ということで収益の部

分のエタノール販売単価を92円、それと、ＤＤＧＳについては直近３カ年の平均値、これがキロ当

たり33円ということで、これに3,600トンをかけた金額ＤＷＧＳの販売価格を足したものが１億

3,600万円という形で記載されております。 

 政府所有米、ＭＡ米については、平均値としてキロ当たり30円、これに数量をかけております。

また、バイオ燃料米については、楽観的な部分がキロ当たり20円ということだったんですけれども、

平均値をとるとキロ当たり25円ということで、若干バイオ燃料米の金額が安いところであります。 

 続いて、燃料費の部分については、これはＬＮＧの単価、平均値、先ほどの９万6,000円を平均

値の10万3,000円で計算しますと、これだけアップしていくというところであります。 

 続いて、７ページ目、これが悲観的な考え方で、エタノール販売価格にあっては過去３年間の

安月の値、原料調達価格、燃料費にあっては、過去５年間の 高月の値を平成29年に適用したとい

うことで、これが平成24年10月、バイオエタノールの販売価格、リッター当たり77円ということで、

平成29年度の計画に77円、それと、ＤＤＧＳについては31円、 安値の単価を用いて副産物販売の

金額を試算しております。 

 また、原料費の中で政府所有米については昨年、買い入れ価格、これがキロ当たり39円というこ

とで、この単価を用いて政府所有米の金額を入れております。また、バイオ燃料米については、金

額的には小さいんですけれども、昨年の実績、キロ当たり30円を単価として試算しております。 

 それと、燃料費については、ＬＮＧの 高値、約10万7,000円の金額で計算しておりまして、こ

れで計算すると24年と29年が単価として28円となるという形になっております。 
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 それでは、続いて９ページの方をご覧いただきたいと思います。これが今までご説明しました前

回委員会で提示した計画、それとケース１からケース３まで、楽観的、平均的、悲観的な部分を横

に並べて見やすくしたものであります。 

 まず、黄色で塗っている部分が、いわゆる楽観的、平均的、悲観的の中でいろんな見方をした部

分でありまして、エタノール、それと副産物の価格、更には原料費、それと燃料費という形になる

と思います。原料輸送費のところも青く塗ってあるんですけれども、前回委員会でご提示しました

輸送費単価７円というのを、これはいわゆる政府所有米を全量道内から調達するという形でかなり

の削減になっているんですけれども、今回は楽観的、平均的、悲観的の中でもそのうちの一部を道

内、その残りを道外から受け入れるということで、原料輸送費については前回示したものよりも10

円ほどプラスになっております。 

 続いて、これを見やすくするためにグラフ化したものが10ページ、 後のページになっています。 

 これを見ていただけるとおわかりかと思うんですけれども、前回委員会にご提示したコスト表に

ついては、製造コストについては、今回楽観的という形で示したものよりも更に楽観的であるのか

なと。収益、販売価格については、ほぼケース２の平均的な部分かなという形であろうかと思いま

す。これを見ていただくとわかると思うんですけれども、前回提示した部分をケース１、ケース２、

ケース３もそうなんですけれども、一般管理費、エタノール輸送費、減価償却費、運転経費、人件

費、これについては大体、若干差はあるんですけれどもほぼ一定額、それに対してやはり原料費、

それと原料輸送費、これの差が大きくなっていると。ということは、やはりこの部分をどうにかし

なければいけない。当然上の運転経費についてもコストを下げていかなければならないんですけれ

ども、やはり影響が大きいのは原料費、原料輸送費の部分かなと。 

 それと、収益については、先ほど前回の委員会に提示した金額が100円、今回が77円から120円と

いうことで、この辺の販売価格については100円ぐらい見込んでおくのが一番いいのかなというふ

うな形で見ております。 

 以上でご説明を終わります。 

○塚本座長 どうもありがとうございました。それでは、各委員からよろしくお願いいたします。

沖本委員、どうぞ。 

○沖本委員 初に計画を書いたときは、多収米がたくさんできるだろうという前提で作って、そ

の前提に合わせて設備に投資したのですね。ところが多収米が東北のほうはうまくいっているので

すけれども、北海道でうまくいっていないということが一番大きな問題なので、ここをどういうふ

うにするのか、多収米がとれるようにどういうふうに努力していくのかということがまず肝だろう

と思います。 

 それから、多収米も確か15円で計算していたと思うのですけれども、ものすごく高くなってＭＡ

米なんかも高くなっていますので、これをどういうふうにして下げていくかということを考えてい

かなければいけない。 

 それから、補助金が22年度だけ８万円ついたと思うのですけれども、それ以降つかなくなってし

まいましたね。今は産地資金とかでやっているのかもしれませんけれども、そこのところをどうや

っていくのか、飼料米と連動して価格は上がっていくし、それから、いろいろな負の要素がたくさ

んあるわけです。そこをどういうふうに具体的に解決していくかということだけにかかってくるの

かなと。それ以外のところはかなり大きく努力されて経費が下がってきていると思うのですね。そ

こがうまくいくかどうかというのが肝だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 
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○オエノンホールディングス 全くおっしゃるとおりでありまして、もともとこの事業、平成19年

に始まって、実際のバイオエタノール生産は21年度からなんですけれども、 初の計画の中で、今

のバイオ燃料生産拠点確立事業の前のバイオ燃料地域利用モデル実証事業の中で、 初の５年間と

いうか、実質的には３年間なんですけれども、そのときはまだ道産の多収米が一気に増えないだろ

うと。基本的にはＭＡ米でそれをカバーしていくという計画、24年度以降、自立した段階で100％

道産米という計画であったことは確かであります。 

 前回、工場に来られたときにご説明したと思うんですけれども、ちょうどこの事業が始まる18年

当時から道内でも、多収米の栽培というか、試験的な栽培が始まったところでありまして、当然

我々としても今後それだけ急激に数量が伸びていくということを期待していた部分もありました。

ただ、今現在もそうなんですけれども、どちらかというと、道内の場合は食用米のほうがかなり人

気が出てきまして、やはり農家の方もどうせ作るんだったら食用米を作りたいという中で、なかな

かバイオ米も含めて、飼料用もそうなんですけれども、計画どおりに伸びていかなかったというこ

とが事実であります。 

 これについては平成20年、総務省の方で評価をされているんですけれども、道産米の計画が全然

計画どおりに進んでいないじゃないかというところをかなり厳しく問い詰められたのも事実であり

ます。 

 では、今後どうしてやったらいいのかという中で、当然我々は苫小牧、北海道に工場を置いてい

る関係で道産米は使っていきたいと、それもやはり多収米を使っていきたい中で、ただ、これにつ

いては我々の努力でできるものではないので、今日も北海道庁からも参加していらっしゃるんです

けれども、これまでも道庁、あるいはＪＡさんの支援もいろいろいただいていますので、そういう

ところの支援を受けながらやはり増やしていきたいし、さらには、前回は農水省の方からバイオ米

は飼料米の範疇に入らないという話があったんですけれども、その辺も道庁を含めて一緒になって

お願いをしていきたいなというふうに考えていますし、さらには、道内だけで無理な部分について

は、当然これも飼料用と同じ扱いが前提なんですけれども、東北におけるバイオ米の生産、これも

将来的にはつなげていきたいなというふうに考えております。 

○塚本座長 倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 今の件に係るわけですけれども、バイオ燃料米について、事業者努力でできるものと

いうところで、栽培面積の拡大及び多収性向上に関する協議というふうに書かれているんですけれ

ども、これの具体的な内容、これについてお伺いしたいというのが一点、それからもう一つは、北

海道バイオさんと違って、アルコール事業の方をお持ちで、その事業とあわせてこの事業にやられ

ているということで、端的に言うと、先ほど収益の方をリッター100円で見たほうがいいものと、

そうすると、楽観的なケースでも赤字になるわけです。赤字になったとしてもこの事業を抱えてい

た方が全体としていいことがあるというような何かがあるのかどうか、オエノンさんとしてそうい

うようなものがあるのかどうか、その２つについてお伺いしたいと思います。 

○オエノンホールディングス まず 初のご質問、栽培面積の拡大及び多収性向上に関する協議な

んですけれども、これはもともとバイオ燃料生産拠点確立事業の前の実証もそうなんですけれども、

地域協議会というのが各地区にありまして、当然当社のこの事業も地域協議会の活動を行っており

まして、当然事業計画を立ててその承認を得る場としての地域協議会というのがあったんですけれ

ども、その中に、当初から特にやはりこの事業にとって一番大きな問題は原料の確保だろうという

ことで、原料検討会というものをワーキンググループみたいな形で設置しまして、年に３回か４回



 18

ぐらい開いていたんですけれども、そのメンバーが道庁、あるいはＪＡ、更には農政事務所、それ

と米の育収をやっている北農研センターですね、これら関係者が集まってこの事業が始まったとき

からこのような協議を行っていました。今も継続して行っているところであります。 

 続いて、当社にとってアルコール事業の中で、いわゆるバイオ燃料生産拠点確立事業が少々赤字

でも会社全体にとってはどうなんだというお話なんですけれども、もともとこの事業を始めるきっ

かけ、当然道内での原料の生産者、あるいは道庁等もいろんなお願いはあった中で、やはりこの事

業が始まった当時、日本国内でアルコール生産というのが全く行われなくなっていた。基本的には

今もお酒のアルコール、あるいは工業アルコールというのは100％海外から輸入しているもので、

いわゆるアルコール製造技術自体が国内でなくなってしまうというおそれがある中で、やはり当社

としてもその辺の技術、アルコール製造技術というのは戦前からあってそんな大した技術じゃない

んですけれども、ノウハウの部分を含めて自社で持っておきたいというのがあって参加している中

で、当社にとっても今回のバイオ燃料を製造するという事業自体は意味があったのかなというふう

に思います。 

 ただ、それを今度は収益の面から考えると、毎年毎年数億の赤字を出していいかといったら、そ

れは絶対にありません。というのは、当然企業体ですから監査役等がおりまして、当然こういう事

業に対して非常に目を光らせているわけで、例えばそれが毎年数千万とか、数百万とか、そういう

赤字でしたらまだ継続の可能性はあろうかと思うんですけれども、やはり億単位で毎年赤字を垂れ

流すわけにはいかないだろうというのが私の考えというよりも、会社としての当然の考えだと思い

ます。 

○塚本座長 よろしいでしょうか。左近委員、どうぞ。 

○左近委員 お話を伺っていて、原材料の道産米をいかに確保するかというところがポイントだと

思うんですけれども、この事業計画の中で道産米の原材料を確保できる見込みというのはどれぐら

いの確率というんでしょうか、どれぐらいの見込みでお考えになっているのかと。先ほども協議会

等々のお話もあったんですけれども、実際現場にいらっしゃってどういう見込みでお考えになって

いるのかという点が一つと、もう一つは、仮に原材料の道産米が確保できなかった場合の収益のシ

ミュレーションというのはなさっておりますでしょうか。もしなさっているようでしたらその結果

というのをお聞かせいただければありがたいです。 

○オエノンホールディングス まず、前回にお出ししたときには道産米、それとあと東北米ですか、

これを含めた計画になっていましたけれども、今回楽観的、あるいは平均的、悲観的の部分につい

ては、道産米については今の制度のままだと29年度になっても600トンぐらいしかとれないだろう

という非常に低い目標になっています。その道産米に代わる原料は何かといいますと政府所有米、

あるいは新規原料ですか、そういう形で記載していますけれども、実際のところはやはりＭＡ米と

か、あるいは備蓄米等の政府所有米に頼らざるを得ないだろうなという考えであります。 

○左近委員 この10ページに記載されているグラフというのは、そういう前提で計算されたものだ

と、そういうことですか。 

○オエノンホールディングス ケース１、２、３の部分ですね。これは、あくまでもほとんどが政

府所有米の原料計画になっております。 

○左近委員 なるほど、わかりました。 

○塚本座長 よろしいですか。柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 私も、ポイントは原料費の部分だと思うんですけれども、バイオ燃料米、当初のうた
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い文句がこのバイオ燃料米を原料にするということがなかなかうまくいかないということで、事業

者努力でできるものということで、栽培面積の拡大と単収の引き上げということなんですが、ここ

はまず変わっていないですね。120ヘクタールで当初計画600トンですけれども、これが結局面積も

固定されていて、そして600トンという数量も固定されている、単収が全然上がらないという前提

ですが、これは上がらないんですか。 

○オエノンホールディングス 今、道内で多収米品種と言われているものが２つ、「きたあおば」

と「たちじょうぶ」という品種があって、これは育収しております北農研センターですか、ここで

の所内での栽培試験では１トン近くはとれているんですけれども、実際に水田で植えると500キロ

グラムとか550キログラムとか、いわゆる北海道でいう通常の食用米並みしかとれていないという

のが一つであります。 

 面積、120ヘクタールに固定されているということなんですけれども、実は先ほど沖本先生の方

からお話ありましたように、平成22年度、１年間だけ、これについては北海道だけじゃなくてどこ

でもいいんですけれども、バイオ米を生産した生産者に対しては一反当たり８万円の補助が出ると

いうことで、いくらでも面積を増やすことは可能だったんですけれども、その制度が翌年、平成23

年度にはなくなったんです、バイオ米については。その後は、今現在、これは道庁の支援のもと産

地資金という形、これは別にバイオ米に出ているお金ではなくて、道のほうにいろいろな畑作も含

めて、全ての作物に対する資金の中からバイオ米にわざわざ出していただいてやっと今120ヘクタ

ール、あるいは150ヘクタール作っているという状況の中で、この面積を増やすことは非常に難し

いという状況になっています。 

○柴田委員 逆に産地資金が切れると、この120ヘクタールというのもおぼつかなくなってくるん

ですか。 

○オエノンホールディングス そうです。 

○柴田委員 それで、楽観的から平均的、悲観的と、こういうふうに移っていくときの変数という

か、買い入れ価格、政府米の価格と、いわゆるバイオ燃料米の価格が、これがずっと上がるという

想定になっていますよね。 

○オエノンホールディングス これは過去の実績をもとに一番高いとき、一番安いとき、それとあ

と平均をとったというところであります。 

○柴田委員 実際は、政府米の価格の安いときとバイオ燃料米の買い取り価格の安いときというの

は連動しているんですか。 

○オエノンホールディングス 基本的には連動しています。ただ、ここでちょっと注意しなければ

いけないのは、いわゆる政府所有米、ＭＡ米は白米ですね、精白してある米、道産米は玄米なんで、

一応デンプン価で１割ぐらい違いますので、例えばＭＡ米が20円だったら玄米は18円で買わないと

原料費的には合わなくなることはあります。 

○塚本座長 よろしいですか。やはりオエノンさんの話も、原料のところ、特に地元での例えば水

田農業体系の維持とか、そういうような話というのが前提になってないですね。それなりの安い多

収穫米が将来調達できればぐらいのイメージで事業がスタートされているので、その点について実

態はそうなってないと、今後の見通しが事実的には非常になかなか難しい面が多々あるというよう

なお話だったような気がいたしますので、その辺が事業検証委員会としてもいろいろ問題点ではな

いかというようなことで認識をさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。それでは、続きまして、ちょっと長時間になっておりますけれ
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ども、５分間だけ小休止させていただいて、その後、ＪＡ全農さんにお願いいたします。 

午後 ４時４５分 休憩 

午後 ４時５０分 再開 

○塚本座長 それでは、また引き続き検証委員会を再開したいと思います。 

 それでは、ＪＡ全農様からご説明お願いいたします。 

○全国農業協同組合連合会 それでは、私どもは２つ資料を説明させていただきたいと思います。 

 前回、製造以外のことにも取り組んでいるということをご説明いたしまして、委員の皆様から、

地域全体について収支なりとか、経済効果なりの試算というお話をいただきました。ちょっと事業

全体の収支の試算というのは難しいので、経済効果を試算して、資料を作ってまいりましたので、

半々で説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１の方のシミュレーションの方の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、前回委員会で提示した計画で、具体策を全く入れていないところもございまして、今回全

て項目を入れてございます。 

 まず、収益の方でございますが、エタノールの販売に関しましては、前も説明したとおり、全農

内部でガソリン価格として設定している価格ということで、29年度はリッター当たり140円の想定

ということで設定をしております。 

 ガソリン価格は、原油価格等の変動で影響を受けるものでございますが、全農内部の価格でござ

いますので、全農の裁量で140円に設定するということは、燃料の部門と決めてやれば、この価格

の設定は可能でございます。 

 現在、燃料部はこの事業に関して費用の負担等していないので、高く設定すれば、燃料部にも相

応の負担をいただくとか、分配するというようなことになるということでございます。 

 それから、副産物の販売に関しましては、書いてありますような明細のものを積み上げて、収益

を上げていくということでございます。24年からかなり金額上がっておりますけれども、24年の方

はまだ販売がまだまだ本格的にいってない部分もありまして、順次販売の方は増えていってござい

ます。 

 特に、現在は実証事業ということで、農家の方に飼料等お試しいただいたりとか、支援をすると

いうことで安価で提供しておりますけれども、実証事業終了後は一定の収益を上げなければいけな

いということを理解いただくという前提で、価格を上げていくということで設定をしてあります。 

 続きまして、支出に関しましては、まず事業の前提が、プラント全体として、コストよりもまず

数量をとにかく作るということを目標としており、いろいろな試験を行って、実用化に向けた実証

を行うということを優先しておりまして、当然コストを 優先して運転するということとは根本的

に違うと思っております。ですので、29年度以降は、大幅にコストを下げる試算になっております。 

 具体的に言いますと、一番大きいところは、原料の輸送費等の削減、それから人件費、それから

製造管理費等でございます。 

 まず原料輸送費等につきましては、現在、収穫した後の乾燥費用、それから物流費用等は、全部

全農の方で負担しておりますが、こちらについては、飼料用米等についてはが、農家の方にも乾燥

費用や物流費用を負担いただいているという実態がございまして、これにあわせて負担いただくと

いうことをお願いして、コストは下げていくということを考えております。 

 ただし、先ほどからありますけれども、お米の補助金制度が、現状のとおり継続していかないと

難しいという変動要因はあるということでございます。 
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 続きまして、人件費につきましては、現在、故障だとか、いろいろな試験を行うということに備

えて、多めに配置しておりますので、29年度以降は必要 小限の人員に合理化を行いたいと思って

おります。それによって、約4,000万円程度の削減を行いたいと思っております。 

 それから、大きいところで製造管理費等でございますが、当初より一番想定外であったのは、メ

ンテナンス、整備費用が非常にかかっているというところでございます。 

 現在、とにかく故障しないで動かすことを前提にしているため、もう少し整備の回数を減らした

りとか、部品を使い回すなどして削減をしていく予定でございます。 

 それからあと、副産物を商品化するために、外部にいろいろな試験を委託しておりますけれども、

こちらのほうも終了していきたいと思っております。 

 それから、分析も現在２時間に一回サンプリングを行い、発酵の状態を常に監視をし、今後の事

業化へ向けて、いろんなノウハウを蓄積しているところでございまして、大幅に減らせば、１日１

回でもできるかなと思っております。業務委託で５人人間が関わってやっておりますので、専任は

やめて、分析を外注して削減をしたいと思っております。 

 それから、産業廃棄物ですが、22年の時点では、まだまだ副産物が販売できていなくて、少し廃

棄処分していた実態がありました。現在、改善しておりますので、廃棄物等についても1,200万円

程度削減できていくのではないかというふうに考えております。 

 あとは、なかなか削減は難しい項目もございまして、備考に書いてあるようなとおりでございま

す。 

 全体としては、リッター当たり600円かかっているものを、約半額に減らしていきたいと思って

おります。 

 続いて、楽観的、それから平均、それから悲観的という条件がございますが、私どもの場合は、

原料価格は固定で動いておりますので、変動要因としては、エタノールの販売価格がガソリンの価

格と連動するということ。それから、それに伴いまして、燃料費が連動して上下します。この２つ

が大きな要因だと考えております。 

 まず、楽観的は、ガソリン価格が計画以上の150円になった場合。平均値は計画どおりの140円。

それから、悲観的は24年の平均であった128円。このまま上昇しなかったということで設定をして

おります。 

 それぞれプラス・マイナス10円の上下の振れ幅がありますけれども、 終収支を見ると、プラ

ス・マイナス1,000万円程度の上下にしかならなくて、この変動要因については、あまり全体の収

支には影響を与えないだろうと考えています。私どもとしては、前のページに記載している事業計

画に向けて、努力していきたいと思っております。 

 続きまして、資料３－２、実証事業の成果と経済効果について、説明させていただきたいと思い

ます。 

 まず、この資料につきましては、24年度の実績値をベースに試算を行いました。 

 まず、１、２、３、４と項目を立ててございますが、この１、２、３、４につきましては、事業

開始当初、事業の目的として設定した項目でございます。 

 まず、１つ目の目標は、「イネの栽培から燃料の販売・残渣の再利用も含めた地域循環システム

を構築する」ことです。原料イネの生産、燃料の販売、残渣の再利用ということで、成果と試算に

ついてご報告したいと思います。 

 まず、原料イネの生産につきましては、300ヘクタールで転作作物として定着しております。約
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2,000トンの収穫があり、20円で買い上げておりますので、4,000万円の生産額になります。 

 現在、荷受・乾燥費用として、合計すると2,100万円、物流費用として1,000万円の生産者支援を

行っているということで、3,100万円の効果が出ていると考えます。 

 地元農協の乾燥施設に対して、通常は食用米の収穫が終わると、もう仕事はないんですが、この

バイオ米を栽培することで2,000万円の新たな業務が創出されました。 

 この原料イネの保管・輸送で食用米の仕事のほかに、地元物流会社に2,000万円の新規の事業が

創出されました。 

 これらを合計しますと、１億1,100万円の経済効果が発生したと計算をいたしました。 

 ただし、この金額には、10アール当たり８万円の補助金は計算には入れてございません。このほ

かに２億4,000万円のお金が動いているということでございます。 

 続きまして、ガソリンの販売につきましては、年間３万8,000キロリットルを販売をしておりま

す。これは5,700万円の販売金額になります。平均給油台数で割り返しますと、同じお客さん何回

も来てはおりますけれども、延べ190万台の車が、このグリーンガソリンを給油したという計算に

なります。 

 このグリーンガソリンは、新潟県よりＭａｄｅ ｉｎ 新潟という制度の認定を受けて、地域エ

ネルギーの循環モデル商品として県とＰＲを実施しております。この認定品の中では、トップクラ

スの売り上げを上げているということです。 

 これで、何かしらユーザーに対してメリットは出せていないのかというご質問はありましたけれ

ども、現在は啓蒙にとどまっているというところでございます。 

 続きまして、残渣の再利用ということで、飼料や肥料原料として600万円を販売しております。 

 それからもみ殻を、ブリケットと申しまして、固形化して、これを資源化して、製造工程の熱源

に使っております。このブリケットは、各農協で出る余剰な分でございますので、これを放ってお

くと処理費がかかります。今500トンぐらいを活用しておりますので、処理費をかけますと、3,700

万円の処理費を削減していることになります。 

 このもみ殻を熱源とした後、炭が出てまいりまして、この炭を土壌改良材として無償で農家や地

域の堆肥センターに配布をしております。こちらのほうは、金額に換算すればキロ30円ということ

で、900万円の経済効果を発生していることになります。 

 残渣に対しましては、5,200万円の経済効果が発生していると計算をいたしました。 

 続いて、２点目、「農地・水・地域環境をよい状態に保つ」ということを目標にしております。 

 これは非常に計算が難しくて、なかなか数値化するのが難しい分野でございますが、出典にあり

ますように、「地球環境・人間生活に係る農業及び森林の多面的な機能の評価について」、金額に

換算した報告がございまして、こちらの方の試算の数値を用いて300ヘクタールに換算をして、金

額を置きかえております。 

 それぞれ、水田をよい状態で保つということで、洪水を防止する、水田は洪水のバッファになる

というような働きがあるということ。 

 それから、河川の流域安定。農地には地下水を涵養し、河川の水量を安定させるという働きがあ

る。 

 それから、土壌浸食の防止ということで、土壌の浸食を防ぎ、自然を守るということ。 

 それから、土砂崩壊防止機能。雨水による急激な地下水位の上昇をコントロールし、地すべりを

防止する。 



 23

 それから、気候緩和ということで、大気を浄化し、気候を和らげるというような、それぞれ機能

が挙げられておりまして、ここにあるような計算になりまして、これを全部合算しますと、 大で

６億6,700万円の経済効果があるというふうに試算させていただきました。 

 このほか、地元の農家の方からは、荒れた農地を増やさないことで、その荒れた農地から病害虫

が発生をして、健全な水田に非常に悪影響を及ぼすということがあるということ。それから、そう

いう荒れた農地があるために、農業用水が回っていかないというような障害が発生するというよう

なことがあるということで、それらを防ぐというようなご意見もいただきました。 

 また、大豆の連作障害のために、バイオ原料イネをローテーションに加えることで、バイオ原料

イネは、10アール当たり１トンとれるというような実績もありまして、更に連作障害を防げるとい

うような手法も確立したというような報告をいただいております。 

 続いて、「化石燃料の代替エネルギーの可能性を探る」ということで、先ほど説明しましたもみ

殻を熱源として、Ａ重油の代替を行っております。 

 単体では燃えないものですから、必ずＡ重油と混焼しておりますけれども、年間1,000トンのも

み殻ブリケットを利用することで、年間376キロリットル相当のＡ重油の代替が行うことができま

した。実際に使ったＡ重油は232キロリットルとなっております。 

 Ａ重油ともみ殻ブリケットでは、持っている熱量が違いますので、熱量の単位１メガジュールに

換算しますと、もみ殻ブリケットの方が1.1円コストが安いという計算が出ておりまして、代替す

ることにより500万円の燃料費の節約ができました。 

 この試算については、24年度のＡ重油の単価78円で計算をしておりまして、現在、もう少し単価

が上がってございます。 

 続きまして、グリーンガソリン（バイオエタノールの混合ガソリン）を販売しておりまして、24

年度まで累計で14万3,000キロ販売しましたが、クレームは１件もなかったという結果でございま

す。３％以下の混合率において、一般消費者が違和感なく使用でき、直接混合や出荷時において品

質が問題ないことが確認されました。いわば大きなフィールドテストを行うことができたと思って

おります。 

 続いて、「カーボンニュートラルによる地球温暖化の防止に貢献する」ということで、24年度は

769キロリットルのバイオエタノールを出荷しました。これはガソリンの代替として、1.54キログ

ラム、リッター当たりのＣＯ２削減量になるという試算値がござまして、この数字を引用すると、

1,184トンのＣＯ２排出量を削減したことになります。 

 これをクレジット取引でできないかということも試しているのですが、平均的な取引単価1,500

円で換算しますと、170万円程度の価値があるということが試算できます。 

 その他の効果として、バイオエタノール製造により地元の雇用を創出しております。 

 新潟で毎年セミナーを開催いたしまして、新潟の市民に対して、バイオ燃料や地域循環システム

の啓蒙を行って、５年間で延べ1,055人の参加がございました。 

 また、新潟県庁や地元の大学との共催によって、広く、バイオ燃料だけではなく、バイオマス、

それから再生可能エネルギーについても、理解の促進や利用拡大の啓蒙に取り組んでおります。 

 全国各地、海外からも新潟に見学に視察者が訪れておりまして、延べ6,275人受け入れを行って、

この事業の案内を行っております。 

 続きまして、農家、それからグリーンガソリンの利用者、それからセミナーの参加者、有識者の

声を抜粋で掲載させていただきました。これは、この事業に関係している方の生の声でございます。
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参考のためにお読みになっていただきたいと思っております。 

 このように、検証すべき論点にもありました実施地区におけるこれまでの成果に対する分析評価

は、これを参考に評価をいただきたいと思っております。 

 特に、ここにあるように、原料イネの生産者が、実際にこの事業に貢献できることを実感できて、

また自分たちのイネから作ったバイオエタノールを使ったガソリンが、農家の方が実際に購入でき

るというようなことが実現できているということでございます。 

 そういうこともありますので、約200人の農家の方は、ほかの米に比べて、多少条件的に不利で

も、このお米の生産に参画していただけているのではないかというふうに考えております。また、

グリーンガソリンの利用者も、農業とか、地域の環境保全に役立つことを意識して利用できている

のではないかというふうに考えております。 

 このように事業主体、事業者だけではなく、農業者、一般消費者についても、意識を持って関わ

ってもらうということは、そう簡単にできることではないというふうに考えております。 

 これらを延長して、必要なコストを地域で負担をして、地域循環を実現していくというようなこ

とは理想ではございますが、価値を共有したり、行政や住民の理解を得ていくことは簡単にはでき

なくて、時間もかかることでございますので、途中で事業を打ち切ることは非常に事業者としては

不本意なことでございまして、残り３年、これを着実に推進させていただきたいと考えております。 

 説明については、以上でございます。 

○塚本座長 ありがとうございました。それでは、各委員からよろしくお願いいたします。沖本委

員、どうぞ。 

○沖本委員 今のご説明で、この単体の事業だけではなくて、地域に与える好影響というのがある

というふうにおっしゃっているのは、そうだろうなと思います。 

 しかしながら、この事業が今お話しあったように３年間続けさせてほしいということだったので

すが、やはりこれが３年終わった段階で、地域の住民の方々が喜んで負担をしてくれるというよう

な工程表がないといけないのではないかと思うのです。今のように、難しいと言いながら放ってお

くと、そのまま何もしないまま３年間過ぎてしまうと思うのです。 

 ここにある経済効果が、これだけもしあるとすれば、この赤字をみんなでシェアすればできるよ

うに、処理できるような感じもしますよね。 

 ですから、一番大事なことは、周辺の住民が、どれだけ納得してこのコストを負担してくれるよ

うな土壌を作る、具体的にどうするという工程表がない限り、やはり難しいのではないかと思うの

ですが、いかがでしょう。 

○全国農業協同組合連合会 今までも、協議会の中でいろいろなことを協議したりしておりまして、

これから具体的にどのような負担ができるかということを議論したいと考えておりまして、それを

明文化して、工程表にすることは必要であるということには考えております。 

○塚本座長 ありがとうございます。倉阪委員、どうぞ。 

○倉阪委員 私も、３年後、どういうふうに展開するのかということ、そこが鍵だと思うんですが、

フィージビリティースタディーのときは、年間6,700キロリットルの生産で、リッター当たりの生

産コスト114円みたいな、そういった数字があったようです。 

 今回、1,000キロリットルなので、そういうふうなコストダウンが図れない。頑張ってもリッタ

ー当たり330円ぐらいだという話なんですけれども、生産量を上げることができればコストダウン

ができると。上げるためには何が必要かというと、Ｅ３の販路の拡大、これは全農さんお持ちのガ
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ソリンスタンドだけではない。例えば新潟県全体で、何か石連さんとの調整が多分必要になろうか

と思いますけれども、特区みたいな形で、新潟はこれでもう実績もできたので、何とか調整をして

いくとか、そういうような出口というのはないんでしょうか。 

○塚本座長 どうぞ。 

○全国農業協同組合連合会 その辺も行政も含めてご協力いただけるように、今後活動をしていく

予定ではありますが、後は隣接の富山ですとか、福島ですとか、そちらの県でもお米を作ってほし

いとか、このグリーンガソリンを販売したいという声もいただいておりまして、仕組みが整えば拡

大できる余地はあるかなというふうに思っております。 

 新潟県内だけではなくて、全農は東北各県にもガソリンを販売しておりまして、そちらに販売を

広げていくことも可能かなというふうに思っております。 

○塚本座長 どうぞ。 

○倉阪委員 石連さんがＥ３を嫌がった一つの理由として、水分が入って、品質の確保ができない

みたいな、難しいみたいな話があるわけですけれども、それはこれまでのところ問題はないという

ふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 こちらの方は、実際に出荷する段階でも検査をしておりますし、２カ

月に一回、ガソリンスタンドの在庫をしているタンクから抜いたり、あとは実際に給油している車

からも抜いて品質の確認を行いましたが、水分は全くほぼ変化していなくて問題はないということ

は確認できております。 

○塚本座長 よろしいですか。では左近委員。 

○左近委員 ２つありまして、一つは、このグラフの中で大きく運転経費の部分と、原料輸送等費

です。この２つが24年度実績と比べて、大きく縮減されているというふうに思うんですけれども、

そのコスト削減の具体的な対策内容。この表に書かれていると思うんですけれども、ちょっと説明

の中では理解しにくかったもので、大きな運転経費と原料輸送等費の部分の削減根拠についてご説

明していただきたいというのが一点。 

 それから、もう一点が、やはり３年後も含めて、コストがこれだけ高いというような状況で、ど

のようにそれを回収するのかというところは、やはりポイントになってくると思うんですけれども、

それは関係者で負担するというようなこともおっしゃったんですけれども、やはり具体的な内容が

見えないと、なかなか持続性というのは担保できないかなというふうに思うんですが、例えば、販

売するガソリンの値段を上げて対応するということが現実的ではないかという点。 

 仮に、値段を高くして、利用した方に、例えば一定のポイントを与えて、そのポイントに応じて、

例えば、洗車をサービスするとか、カー用品を安くするとか、そういう何らかのメリットも与える

ような形で、ご負担もしていただくみたいな、そういうスキームみたいなのを考えることで、この

コスト構造を克服するようなことができないのかなというふうに、少し思ったりしたんですけれど

も、その辺はどうかご回答いただけますでしょうか。 

○塚本座長 どうぞ、ご説明よろしくお願いします。 

○全国農業協同組合連合会 まず一点、経費の件でございますが、１ページ目の欄外にございます

が、まず原料輸送費につきましては、現在、全額全農の負担でやっております。実態として、飼料

用米については、乾燥だとか、物流にかかった費用は農家が負担しているのが実態でございまして、

そこの部分は、バイオ米を作ることで優遇、支援という形でやってございます。 

 こちらの方は、飼料用米と同じ条件にそろえることで、負担をいただくことで2,800万円の削減
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ができるという計算になります。 

 製造管理費の方は、試験の委託費等入れてございますので、明細につきましては、ここに書いて

あるとおり、メンテナンス関係の費用削減で3,000万円、それから分析関係の費用削減で1,000万円、

それから副産物にかかる外部委託試験、これを終了することで1,000万円。それから産業廃棄物、

もう既に削減できている部分ございますけれども、24年に比べて1,200万円の削減という、これを

積み上げると約6,000万円の削減になるということになります。 

 続きまして、費用負担のスキームにつきまして、ガソリンのところで負担いただければ、非常に

いいなというふうに考えてございまして、その分、何かを還元するというようなことを、これから

検討していきたいと思っております。ただ、小売価格をそのまま上げますと、ガソリンというのは、

極端に販売力が落ちてきますので、お客さんに敬遠されないように、バランスをとりながらやらな

ければいけないと思っております。 

 ただ、全農の車ですとか、農協の公用車であるとか、役所の公用車につきましては、一定の理解

をいただければ、高い値段で負担をいただいて、やっていただくことは可能かなと思っております。

一般ユーザーの方にどう負担いただくかというのは、これからの検討課題というふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○塚本座長 よろしいですか。どうぞ。 

○左近委員 それ以外に、関係者、地元の人も含めて、コスト負担をしていただくというようなス

キームのアイデアみたいなものはありますでしょうか。 

○全国農業協同組合連合会 例えば、副産物のところで値上げをするというのは、そういう意味も

一部含んで値段をつけているところもございます。あとはこれから検討課題というふうに思います。 

○塚本座長 ありがとうございます。それでは、柴田委員、どうぞ。 

○柴田委員 質問と、課題というか、考えをお聞きしたいんですが、収支表のところで、冒頭、こ

れまでの取組で、300ヘクタールのバイオ原料のイネと、そして大体2,000トンの原料が定着したと

いうふうに書かれていますけれども、一点確認したいのは、これは平地で作っているんですか。耕

作放棄地を利用しているんですか。 

○全国農業協同組合連合会 耕作放棄地を転換したというデータはとりにくいですが、前年度に何

を作っていたかというのはデータはとれていて、何も作ってなかった、もしくは、調整水田だった

というものは一定数あるということは確認できています。ただ、中山間地の耕作放棄地については、

人手の問題だとか、機械化の問題等もあって、なかなかバイオ米への転換というのは難しいところ

があると思っております。基本的には平場が多いかなと思っております。 

○柴田委員 今度の水田フル活用というか、生産調整の見直しで、これらがいわゆる飼料米に変わ

っていくという、その辺の不安というのはないんですかね。 

○全国農業協同組合連合会 飼料用米の生産地と需要地のギャップというのがございまして、新潟

県内でほとんど飼料米を消費できないような実態になっておりまして、それなりに輸送コストと保

管コストがかかります。 

 あと、実際に売れたときに代金を精算というようなことがありまして、このバイオ米については

収穫して12月末には生産者に代金を支払っておりまして、そのようないろいろなところも評価して

いただいて、作っていただいていると思っております。 

○柴田委員 あと、もう一点。このシナリオの１、２、３と、楽観的にしろ、悲観的にしろ、プラ
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ントのフル稼働というか、今、約750キロリッターが1,000キロリッターを前提にして動いているけ

れども、ただ、まだいろいろ不都合なところあるわけですが、これは1,000キロリッターを問題な

く生産できるということなんですか。 

 もしフル稼働できないで、８割とか、９割ぐらいにとどまった場合に、若干またシナリオが狂っ

てくるんじゃないかという気がするんです。これが２点。 

○全国農業協同組合連合会 現状の状態ですと、確実に1,000キロリットル生産できますというこ

とは断言できないところがございます。これから改造とか、技術的な対応を行って近づけていく予

定で、その点では少しシナリオ変わる可能性はございます。 

○柴田委員 ３番目の質問は、まさに北海道の２つの事例とは異なって、地域循環型のモデルに取

り組んでおられるというところで、これはやはり、誰かが負担を分かち合うということが必要にな

ってくると思うんですけれども、その負担については、やはり金銭では評価できない部分になって

くると思うんですよね。 

 そうすると、農家だけではなくて、先ほどほかの委員の方も指摘あったように、住民の共感とい

うか、価値観というか、こういうところをいかに理解してもらって、共感していく、そういう取組

が必要かと思います。 

 これは、また日本全体の一つのモデルにもなり得るかなとは思うんですけれども、その辺の対策

というか、いくつか指摘もされていますが、例えば、もっと積極的に来てみてもらうという、共感

を得るというのに対して、例えば、来年イタリア・ミラノで万博があって、食が初めてテーマにな

ったということで、これは単に食の問題だけじゃなくて、食を支える農業のあり方の問題でもあり

ます。そういうようなところで循環型というのを積極的にアピールしていくというか、そういう働

きかけもあり得るんじゃないか。 

 そういう地域ぐるみの提案・取組というのが必要なのかなと思うんですけれども。 

○全国農業協同組合連合会 参考にさせていただきたいと思います。ここに書いてないことでも、

エコプロダクツというイベントが東京でありまして、そこに４年ぐらい出展して、新潟でない都会

の方にも、この事業のＰＲを行ったりとか、あとは東京でセミナーも行ってみたりとか、そういう

ことには今までも取り組んでまいったと思っております。もっともっとできることをやるというこ

とは、参考として承りたいと思います。 

○塚本座長 どうそ、沖本委員。 

○沖本委員 初に、工程表を作ってくださいと申し上げました。というのは、今から考えますと

いうことだと、やはりまずいと思います。マイナスの部分を、誰がどういうふうに負担するという

ように、結果的にはセミナーとか何かをやっても、お金にあまりならないと思うんです。 

 ですから、この差額、赤字の部分をどうやって地域で負担していくのかという工程表がないと、

やはりもしこの事業を検証ということであれば、まずいと思うのです。さっきのお答えの中の、今

から考えますというのでは困るのですね。 

 ぜひ、次回、あるいは早急に、このマイナスはこういうふうにする、地域全体が支えるというこ

とが、ある程度ないとまずいと思うのですけれども、いかがでしょう。 

○塚本座長 どうぞ。 

○全国農業協同組合連合会 言われることは非常に理解できるのですが、ただ、全農の中だけの話

ではないので、工程表を作ることはできるかもしれませんけれども、それをちゃんと住民なり、行

政なりに理解をいただいて進めていくことが、ちゃんと裏付けがとれて作るというのは、すぐには
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というのは難しいところがあります。案として作ってみたいと考えます。 

○沖本委員 まずは工程表を作らないと、明確にならないと思うのですね。工程表を作るから、で

はみんなで議論して、ここは無理だねとかいうことになると思うのです。 

 それから、新潟県の方々、県庁の方々もいらっしゃると思うので、早急に話を始めて、これが本

当にできるのだということが決まらないと、この検証委員会としては、なかなか難しいのではない

かと思うのですけれども、いかがでしょう。 

○全国農業協同組合連合会 おっしゃるとおりだと思います。 

○塚本座長 どうぞ。 

○倉阪委員 やはり生産量を拡大して、コストをダウンできるわけですから、その工程表の中には、

これもやはり県庁等、いろいろなところの調整が必要かと思いますけれども、販路拡大の可能性で

すよね。それは、他県に売るというのも一つだと思いますし、県内でほかのガソリンスタンドで売

るというのもそうだと思いますし、県民に対して、何かポイントみたいなものをあげて、ポイント

がたまったら農作物あげればいいわけですけれども、そういうようないろんな新しいことをやりま

すでもいいですし、いろんな形で次の展開、３年後、その後もやれるんだということを、やはり示

していただかないと、このままでは難しいというような話になると思います。 

○全国農業協同組合連合会 承りました。 

○塚本座長 いかがでございますか。今、いろいろな委員から、いろいろな意見出ましたけれども、

基本的には、地域循環型の一つのモデルになり得るかもしれないなと。ただし、負担のところをど

ういうふうに分かち合うか、その辺の工程表も含めて、取組の考え方、ないしはそれの覚悟といい

ますか、それを示してほしいというようなことじゃないかと思います。検証委員会としても、そう

いうことで認識をさせていただきたいと思います。 

 そういうことで、皆さんのほうで、特段ご質問等なければ、ＪＡ全農さんのご説明は終了したい

と思いますので、ありがとうございました。 

 それでは、本日は、委員会としてはこれで終了していきたいと思いますけれども、本日、各３事

業者からいただきましたご質問を踏まえた皆様の意見は、私の座長のほうで一度整理をし、事務局

を通じて、皆様のほうにお示しをして、次回以降、検証作業の更なる整理をしてまいりたいと思い

ます。 それから、次回の日程ですけれども、その前に山下局長、何かご感想とか。 

○山下局長 委員の先生方、本当に今日は長時間、お忙しい中ご出席いただきまして、本日もまた

貴重なご意見いただきましてありがとうございました。また、各事業者の方々も、本当にご苦労さ

までございました。 

 この事業、自立化を目指して始めた事業でございまして、本日の議論を通じても、重要な点が浮

き彫りになってきているのかなという認識をしております。 

 また、次回につきましては、後ほど谷村のほうから説明申し上げますけれども、先生方引き続き

お忙しいところ恐縮でございますけれども、おつき合いいただきまして、何分よろしくお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○谷村課長 それでは、次回でございますけれども、委員の皆様方にはお知らせしておりますけれ

ども、第４回は３月31日14時から、今度は、今までこの７階の第３特別会議室でございましたけれ

ども、４階の第２特別会議室に場所が変わります。 

 それで、先ほど特にＪＡ全農の取組に関して、沖本委員や倉阪委員、左近委員と、それから３年

後に向けての工程表というお話もございました。 
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 それについては、どのぐらいの時間で準備できるかというのは、これからちょっと事務局として

も、全農の方に相談させていただいた上で、３月31日より前に先生方に全員にお届けすることが可

能かとかいうことも含めて、ご相談させていただきます。 

 それ以外でも、先ほど座長からお話ありましたように、次回以降は、これまでの検証作業の整理

ということになっていきますので、その検証作業の整理を行うに当たって、例えば、ちょっとこう

いうことについてもというようなことがもしあれば、この後にでも事務局にご連絡いただければ、

準備できるものは準備した上で、３月31日の議論に向けて対応したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

○塚本座長 それでは、予定では18時ということでございましたけれども、皆様のご協力を得まし

て、それなりの議論ができましたので、今日はこれをもちまして第３回のバイオ燃料生産拠点確立

事業検証委員会を終了いたしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

午後１７時３５分 閉会 

 

 


