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３）マニュアル案に対する意見交換 

 

 ■聞取日：平成23年11月14日 

 ■聞取先：京都市環境政策局循環企画課 濱口係長、濱技師 

 ■出席者：村田、田中 

 

①京都市で把握しているバイオマスのデータについて 

・バイオマスの賦存量や利用量は、廃棄物量などのように受け入れ量を把握できるものはその値を、

把握できないものは統計値などに基づき推定している。基本的には１年単位でデータを把握する予

定である。 

・一般廃棄物のように京都市の事業として回収等を行っているバイオマスのデータは把握できるが、

産業廃棄物のように民間事業者が行っている取り組みまでは把握できない。評価の範囲をどこまで

広げるかも考えなければならない。 

 

②進捗管理 

◇京都市における計画の進捗管理の方法 

・現在、考えている進捗管理の方法は、計画書に示した各種事業の実施状況を把握することである。 

・アウトプットとして、バイオマスをどのくらい利用したかという数字は出せると思うが、アウトカ

ムをどのように評価するかは今後の課題である。たとえば、林業支援による木質バイオマスの利用

率の増加のように、各種事業の実施とバイオマスの利用率との関係をどのように把握するかは今後

検討していく必要がある。 

・計画の見直しは、社会情勢の変化によるバイオマス資源の買い取り価格の変動や国の施策の方向性

が変わることなども予想されることから、適宜行っていきたいと考えている。 

◇マニュアル案における進捗管理についての意見 

・バイオマス活用の推進は、市町村の努力だけでできるものではない。都道府県や民間との役割分担

がある。たとえば、林業は広域化が進んでいる。 

・マニュアルでは、２０年間の進捗管理表になっているが、京都市の計画は１０年である。２０年も

たてば社会情勢も変化していると思われるため、おなじ評価を続けることは難しいのではないか。 

 

③効果の算定 

・効果の項目については、マニュアルに掲げているもののようになるのではないか。 

・各市町村が必要と考える効果だけを読めばよいとは書いてあるが、計算方法は参考編にまわすなど

の工夫がないとすべてを読まなければならず、大変だと思う。また、重要な効果とその他の効果に

分けることも考えられるのではないか。 

・効果の活用方法については、事例などを紹介したほうが行政職員としてはわかりやすいと思う。 

  

④その他 

・市町村バイオマス活用推進基本計画を策定する際に、効果や目標を設定するはずである。検証内容

は、その設定状況に応じて決まることから、策定マニュアルも整備したほうがよいのではないか。 

・全般的に細かい内容が多いのでもう少し簡略化できないか。 

・推進協議会の進め方がわからない市町村が多いと思われるので、可能であれば協議会の進め方が記

載されているとよいのではないか。 
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（２）栃木県那須町 

 

１）地域概況 

 

那須町は栃木県の北部に位置し、東京都まで約170ｋｍ、県庁所在地の宇都宮市まで約60ｋｍの距離に

あり、北東部は福島県と県境を形成し、南西部は大田原市、那須塩原市に接している。那須連山と八溝

の山並みに広がる町域は、総面積372.31ｋ㎡を有している。 

また、山麓地帯には別荘地、高原地帯には酪農地帯が広がり、中央、東部地域は水田地帯、県立自然

公園の八溝山系一帯は森林資源豊富な林業地帯になっている。 

本町は観光を核とした第3次産業が57％で も多く、次いで第2産業24％、第1次産業が19％で構成され

ている。地域経済面では、農林業粗生産額139 億円、工業出荷額等402 億円、卸・小売商品販売額は230 

億円となっており、特に農業粗生産額においては、米、生乳、和牛繁殖部門において県内でも上位を占

めている。 

また、林業は県内有数の森林地域を有しているが、林家戸数は145 戸となっており、国産材需要の長

期低迷等が影響した担い手不足が進行している。 

 

表2.3-5 那須町の概要 

項目 値 単位 位置図 

総人口 26,754 人  

産業就業別

人口 

第１次産業就業者数 2,069 人 

第２次産業就業者数 3,323 人 

第３次産業就業者数 7,747 人 

農家数 2,005 世帯

  専業農家 277 世帯

第１種兼業農家 266 世帯

第２種兼業農家 1,049 世帯

自給的農家 413 世帯

林家数 1,129 世帯

漁業世帯数 - 世帯

財政力指数 81  

総土地面積 37,231 ha 

  耕地面積 田 3,750 ha 

畑 1,980 ha 

林野面積 21,599 ha 

農業産出額 1,399 千万円
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２）市町村バイオマス活用推進計画の概要 

 

表2.3-6 那須町バイオマス活用推進計画の概要 

計画名 那須町バイオマス活用推進計画 

策定年月 平成23年3月 

計画期間 平成23～32年度（10年間） 

計画の策定

目的 

那須町の振興計画の第一目標である「自然と共生するまちづくり」を実現するため、

日常生活をはじめ農林業、観光、商業系から発生するバイオマスの有効活用を目指す

ことが必要であるため、行政、町民、庁内の関係機関・民間団体等との連携により、

農産村の活性化や地域産業の創出、循環型社会の構築を目指していく 

主なバイオ

マス活用計

画及び数値

目標 

◇生ごみ 

・総排出量減、合わせて「生ごみは焼却しない」ことを新たな

基調とし、たい肥化・飼料化を進める。たい肥化・飼料化施

設の整備も目指す。 

19%→60% 

◇家畜排せつ物 

・畜産業が盛んな本町では、多くの畜産農家・企業体において

経営規模に合わせた家畜排せつ物処理施設を有している。こ

れらの処理施設で生産された完熟たい肥を農地に施肥するこ

とで生産性の向上を図るとともに、たい肥の品質向上や流通

ルートの確立、耕種農家とのネットワークづくり等を更に推

進 

100%→100% 

◇木質バイオマス 

・森林関係者、民間事業者、行政との連携により、地域森林の

整備が進められる体制づくり 

・薪や木質燃料ペレットの活用を主にした取り組みを進める。 

・木質バイオマス利活用についての研究体制の構築 

・ペレットストーブ・ボイラー、薪ストーブの普及、公共施設

への先行導入等 

製材残材 

100%→100% 

林地残材 

0%→20% 

実施体制 県関係部局の指導のもとに、町と関係機関等との連携を強化し、那須町地域エネルギ

ービジョンの一環として取り組みを進める。 

進捗管理の

方法 

毎年度の進捗を管理し、PDCAサイクルにより実効性を高める。 

現段階で平成27年までの前期のロードマップを作成しているが、今後んお技術革新や

社会環境に適応するため、平成27年度に中間総括を行い、後期5カ年のロードマップ

を策定する予定 

効果の検証

方法 

期待する効果は以下の通り。検証方法は未記載 

・資源活用体制構築による住民参加のまちづくり 

・子供から高齢者に至る環境保全意識の共有 

・山村地域の活性化と林業の新機軸創出 

・環境ベンチャー企業による新たな地域産業づくり 

・観光面との相乗効果 

・地域における二酸化炭素排出抑制 
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３）マニュアル案に対する意見交換 

 

 ■聞取日：平成23年11月2日 

 ■聞取先：那須町企画財政課 大沼課長補佐 

 ■出席者：松野、田中 

 

①那須町で把握しているバイオマスのデータについて 

 

◇賦存量・年間発生量 

・那須町バイオマス活用推進計画書に掲げているバイオマスの賦存量や年間発生量のデータは以下の

ように把握している。 

・市町村が主体となって回収・バイオマス利用している資源のデータは把握しやすい。また、民間事

業者の場合も、農水省の補助事業で施設を整備した場合は報告義務があるため把握できると思う。 

 

バイオマス資源 賦存量 年間発生量 備考 

生ごみ 一般家庭・事業者（旅館や

ホテル）の月別発生量を把

握 

同左 市町村が分別回収を行ってい

ることから、データは把握して

いる。 

家畜排せつ物 原単位×頭数で把握 同左 原単位は、親牛・子牛等で細

かく把握している。 

頭数は、家畜共済等の関係か

ら毎年組合が調査していること

から、量は把握しやすい。 

下水汚泥 処理量を把握 同左 普及率がまだ低い 

廃食用油 栃木県のデータから推定 回収実績  

製材所残材 森林組合から提供されるデ

ータを利用 

同左  

稲わら・もみ殻 栃木県のデータから推定 不明 年間発生量は単位面積当たり

の発生量を調査し、作付面積を

乗じれば推定できると思われる

が、現在は把握していいない。

 

 

②進捗管理 

◇那須町における計画の進捗管理の方法 

・バイオマス活用の取り組み体制は、企画財政課から関係各課に作業を依頼する形式になっている。

各課からは、構想書に添付した「取組工程」の項目・数値目標の達成状況が報告され、これを企画

財政課で把握することで対応する。 

◇マニュアル案における進捗管理についての意見 

・項目については、マニュアル案に掲げている項目でよいと思う。特に、視察者の受け入れ等は今後

PRしていくことの必要性等を感じていたことから、マニュアルに載せてある方がよいと思う。 
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・算定方法についても、概ねマニュアル案に記載されているような情報は把握しておくことが必要だ

と思う。 

・ただし、バイオマスの収集・運搬・利用に必要な人数・使用機械・運搬距離・コスト等については、

把握できるものとできないものがある。例えば、家畜排せつ物のたい肥化施設は、個別農家や企業

が所有しており、総数は238施設でありそのすべてを調査することはできない。 

 

③効果の算定 

◇那須町バイオマス活用推進計画で期待する効果 

・那須町では、バイオマス活用をまちづくりに利用したいと考えている。具体的には、生ごみたい肥

で生産した野菜を旅館等で活用していただくことによる観光PR、生ごみの分別回収や廃食用油の提

供を通じた地域住民の環境意識の向上等の効果が得られればよいと考えている。 

・町の面積が広大であり運搬コストが嵩むこと等から、経済性は、おそらく期待できないと考えてい

る。 

・マニュアル案に示された効果項目は、那須町の効果算定に必要な項目は網羅されていると思う。 

◇那須町における効果の発現状況 

・上記の効果について、現在把握できているデータは廃食用油の回収量である。年々回収量は増えて

いる。今年度の製造目標2900Lに対し、半年で1900L製造できているので目標はクリアできると考え

ている。 

◇自給率の算定 

・国が定めたバイオマス活用基本計画において、市町村はバイオマスによるエネルギーやたい肥利用

等の自給率を「市町村の判断により」算定するよう努めることとされている。自給率は、報道等を

通じて全国に知られることもあるため、市町村としては慎重に扱いたいデータである。算定方法が

統一されていない場合、他の市町村と横並びにされたときに困惑することも考えられるので国で考

え方は示してもらった方がよい。 

 

④検証結果の活用 

◇那須町における検証結果の活用状況 

・那須町では、議会の決算報告において、毎年のバイオマスの活用状況と目標の達成状況を報告して

いる。 

・地域住民へのPR等は、周知が不十分であり、まだPRできる段階になっていない。一方で、近年は住

民から町の施策についての説明を求められることがあるため、バイオマスについてもデータを把握

しておくことは重要と考えている。 

◇市町村における検証結果の活用について 

・市町村では、以下の例のように、住民の身近な話題で効果を説明することが重要と考えている。マ

ニュアルでは、このような取り組みの成功事例を多く紹介してはどうか。 

・住民が提供した生ごみたい肥を利用した野菜がブランド化され、旅館等で観光客に提供されている。 

・廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料を公用車に利用することで市町村の燃料費が削減される。 
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（３）岩手県葛巻町 

 

１）地域概況 

 

葛巻町は盛岡市から北東に69 ㎞、北上山地の中心に位置する面積434.99k m2の町である。標高が高く、

町域の97％が標高400ｍ以上であり、86％が緑豊かな森林で占められる。町の中央を流れる馬淵川の清流

は、風車が回る袖山高原に源を発して、岩手県北部を潤し、遠く青森県八戸市で太平洋に注いでいる。

この馬淵川とその支流沿いに耕地が開け、集落が形成されている。山の斜面は森林として活用され、土

谷川、袖山、上外川等の高原頂上部は牧場として利用されている。 

本町の総世帯数のうち、林家数は約4 割で農家数は約3 割となっており、農業粗生産額（50 億円）で

は、約9 割を畜産業が占めている。また、町内には町内産林木を活用する２箇所の木材加工場がある。

そのため本町では、酪農と林業を基幹産業に位置付け、地域資源である農林産物を活用した特色ある振

興を図ってきた。生産量が約120ｔ/日と 大の資源である牛乳は、くずまきブランドで首都圏をはじめ

関東周辺に供給され、くずまき高原牧場で生産・販売するチーズ、ヨーグルト等と共に産地が見える乳

製品として支持を得ている。また、高原野菜や雑穀類の生産、特用林産物利用による山ぶどうワイン等

の加工販売も活発である。 

低迷する国内林業の中で、計画的な森林施業の実施、地元産カラマツの差別化と高度利用、企業の森

整備など特色ある取組みにより森林業の活性化にも力を注いでいる。 

葛巻町のまちづくりは、「自然と人間の共生」を基本に据え、そのための基本戦略の一つに「クリーン

エネルギーの推進」を盛り込み、平成11 年３月に「葛巻町新エネルギービジョン」を、平成16 年２月

には「葛巻町省エネルギービジョン」を策定し、バイオマス利用を含めた新エネルギーの導入、事業所

や家庭等の日常生活における省エネルギー行動の普及を積極的に推進している。 

 

表2.3-7 葛巻町の概要 

項目 値 単位 位置図 

総人口 7,307 人  

産業就業別

人口 

第１次産業就業者数 1,178 人 

第２次産業就業者数 1,114 人 

第３次産業就業者数 1,601 人 

農家数 843 世帯

  専業農家 200 世帯

第１種兼業農家 120 世帯

第２種兼業農家 240 世帯

自給的農家 283 世帯

林家数 1,060 世帯

漁業世帯数 - 世帯

財政力指数 16  

総土地面積 43,499 ha 

  耕地面積 田 528 ha 

畑 3,300 ha 

林野面積 37,118 ha 

農業産出額 486 千万円
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２）バイオマスタウン構想の概要 

 

表2.3-8 葛巻町バイオマスタウン構想の概要 

計画名 葛巻町バイオマスタウン構想 

策定年月 平成20年2月 

計画期間 平成20～24年度（5年間・工程表に記載されている年数を引用） 

計画の策定目

的 

本町は、典型的な農山村であり、自然を生かした酪農と林業を基幹産業としてお

り、それらの生産活動に伴う副産物としての家畜排せつ物や間伐材等を有効に活用

することが、安定的な経営確立の観点からも重要であると考えており、これまでも、

農山村における生活様式や生産活動の知恵の中から有効的なバイオマス利活用に

は積極的に取り組んできたところである。 

今後は、酪農と林業を一体的にとらえたバイオマス利活用を中心に考え、併せて、

地域内に賦存する様々なバイオマスの活用を推進しながら、食料・環境・エネルギ

ー問題に大きく貢献、「エネルギーの地産地消」を進めつつ農山村の力の再認識と

存続を図る。 

主なバイオマ

ス活用計画 

◇家畜排せつ物 

・メタン発酵及びたい肥化 

・一部食品廃棄物のメタン発酵利用 

◇木質バイオマス 

・地元企業による製材所残材、樹皮のペレット化 

・間伐材由来のチップを利用したガス化発電（実証試験） 

実施体制 葛巻町、新岩手農業協同組合、葛巻町森林組合、町内農林業関係者、第三セクター

等で構成する「葛巻町産業振興協議会」の事業の一つにバイオマスを掲げており、

同協議会において方向性を定め、町農林環境エネルギー課が事務局となりバイオマ

スタウンの実現を目指す。 

期待する効果 公益的機能を発揮する森林保全 

環境負荷の少ない畜産と農村の景観形成 

地域資源を生かしたまちづくり 

 

 

３）マニュアル案に対する意見交換 

 

 ■聞取日：平成23年11月17日 

 ■聞取先：葛巻町農林環境エネルギー課 日向主任主事 

 ■出席者：松野、田中 

 

 

①葛巻町で把握しているバイオマスのデータについて 

・葛巻町の主要バイオマスのうち、ペレット、チップ、家畜頭数等は把握できており、賦存量、年

間発生量は算出可能である。間伐材等は森林組合からの報告から回収量はわかるが、賦存量の把

握は難しいと思う。 

※葛巻町の森林を管理する森林組合は、葛巻町のみを管轄としているため、町の間伐材回収量を把
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握できるが、森林組合が広域化している場合は、市町村の発生量を把握することは難しいのでは

ないか。 

 

②進捗管理 

◇葛巻町におけるこれまでの進捗管理の方法 

・葛巻町では、バイオマスタウン構想や新エネルギービジョンの下、約12年間にわたりバイオマス

の活用を進めている。その中で、把握してきた項目は、毎年のバイオマスの活用量や視察者数等

である。 

・その他に把握が必要と考えられる項目はないと思う。 

◇マニュアル案における進捗管理についての意見 

・施設を整備してしまえば、利用率はそれほど変化しないと思う。 

・関連事業（森林保全の支援）の実施状況等を把握することはよいと思うが、関連事業の実施によ

り利用率が上がるとは考えにくい。 

 

③効果の算定 

◇葛巻町における効果の発現状況 

・これまでのバイオマス活用の取り組みにより、知名度向上、視察者の増加等の効果は得られてい

るが、町民へのメリットが得られるような効果はあまり得られていない。公共施設等へのペレッ

トストーブの導入が少しずつ増えてきているが、もっと増やしていかないと町民へのPRにつなが

らない。 

◇今後期待する効果 

・町民にバイオマス活用のメリットを感じてもらえるようにしたい。 

・今後、木質バイオマスを活用した集落への熱供給を行いたいと考えている。まずは2～3年後をめ

どに役場等の公共施設に熱供給配管を整備したいと考えている。将来的には、集落に供給できれ

ばよいと考えている。 

◇マニュアル案への意見 

・町内での薪・ペレット等のストーブの普及率を効果として挙げられないか。葛巻町の場合は、ス

トーブの導入に補助金を出しているため、普及台数を把握できる。個人のペレット利用量は把握

しづらいため、台数で把握できればと思う。 

・マニュアル全体としては、ある程度細かく書いてあった方が、後でいろいろな活用に使えるので

よいと思う。 初の数年は苦労するかもしれないが、やり方が分かってくればそれほど大変では

ないと思う。 

・その他、マニュアル全般についての意見があれば、後日メールでいただくこととした。 

 

④検証結果の活用 

・バイオマスの活用状況を町民等にPRする場合は、具体的な数値で示すことが重要と考えている。

このため、新しく策定する市町村バイオマス活用推進計画では、利用量を十分に把握していくこ

とが重要と考えている。 

 

 

 

  


