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（４）岩手県紫波町 

 

１）地域概況 

 

紫波町は、岩手県のほぼ中央、盛岡市と花巻市の間に位置し、地形は、東に北上高地、西に奥羽山脈

が縦走し、中央を北上川が南北に流れている。東西に細長い地形で、総面積は239.03km2である。交通は、

町中央部を国道４号、ＪＲ東北本線が縦断し、西部には東北自動車道紫波ＩＣがあり、県内の主要都市

を結ぶとともに、首都圏との所要時間も短縮され経済効果をもたらしている。 

農業は、北上川流域の豊かな耕地で水稲を基幹作物に、野菜や畜産、果樹などの収益性の高い作物を

組み合わせた安定的総合産地を形成している。農業生産額は85億円で、内訳は米45.6%、野菜13.6%、果

樹19.6%、畜産14.5%などとなっている。特に、もち米（ヒメノモチ）は日本屈指のもち米生産団地を形

成し、果樹はりんご、ぶどうを中心に県下有数の産地として知られている。また、畜産はもち米を飼料

に加えて飼育した和牛「もちもち牛」や、六白バークシャーに専用の飼料を与えて飼育した「しわ黒豚」

などが知られている。町では環境に配慮した循環型農業に取組み、堆肥や減化学肥料、減農薬で栽培さ

れる米、野菜などの安心できる農産物により、消費者が「紫波町」という固有名詞から循環型農業と安

心農産物を連想できるブランド化を目指している。 

林業は、紫波町の総面積の58%を占める13,858haが森林で、長引く国産材価格の低迷から山林の放置が

顕著化しており、町では振興施策として森林資源循環構想を打ち出し、町産材を利用する公共建築物の

木造化など町産木材の利用促進を図っている。 

 

表2.3-9 紫波町の概要 

項目 値 単位 位置図 

総人口 33,252 人  

産業就業別

人口 

第１次産業就業者数 3,146 人 

第２次産業就業者数 3,797 人 

第３次産業就業者数 10,872 人 

農家数 2,045 世帯

  専業農家 302 世帯

第１種兼業農家 295 世帯

第２種兼業農家 901 世帯

自給的農家 547 世帯

林家数 1,117 世帯

漁業世帯数 - 世帯

財政力指数 43  

総土地面積 23,903 ha 

  耕地面積 田 4,390 ha 

畑 1,260 ha 

林野面積 13,750 ha 

農業産出額 817 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2.3-10 紫波町バイオマス活用推進計画(案)の概要 

計画名 紫波町バイオマス活用推進計画（案） 

策定年月 平成24年3月（予定） 

計画期間 平成24～33年度（10年間） 

計画の策定

目的 

紫波町では、平成12年６月に3,000人以上の町民が参加した環境新世紀イベントに

おいて、“紫波の今の環境を保全し、創造し、100年後の子どもたちによりよい姿で引

き継いでいく”「新世紀未来宣言」を発表している。また、平成13年３月に「環境・

循環基本計画」の策定、同年６月に「循環型まちづくり条例」を制定し、資源循環に

係る事業展開として、家畜排せつ物・食品残さなどのたい肥化施設、間伐材・木屑な

どの炭化施設、ペレット製造施設の整備を進めてきている。 

本構想では、既存のバイオマス変換施設を中心に、農業資源、森林資源と家庭や事

業所から出る有機資源も含めて、町内の全バイオマスを対象に循環活用に取組むこと

とし、町民、事業者、行政の役割分担のもとバイオマスの利活用を総合的かつ効率的

に進めるため、現在の発生量及び利活用状況を整理し、平成27年までの具体的な取組

及び数値目標を設定し、バイオマス利活用に関する情報を町内で広く共有し、町民や

関係者の合意の下、循環型社会の構築をより一層確実に実現する。 

主なバイオ

マス活用計

画及び数値

目標 

◇家畜排せつ物、生ごみ、もみ殻、下水汚泥等のたい肥化 

・家庭生ごみの回収率向上 

・たい肥を利用した安心農産物づくりの推進、地産地消の推進、

食育の推進等を図る 

家畜排せつ物：100%

→100% 

食品廃棄物51%→66%

汚泥：100%→100% 

◇木質バイオマス 

・木質ペレットの製造については、製材所廃材に加え、森林組

合などと連携し未利用森林資源を活用し、ペレット原料の確

保を図る。 

・民間や一般住宅におけるペレットストーブや薪ストーブの導

入促進を図る 

・町産木材の利用促進と森林づくり 

林地残材：5%→50% 

◇バイオディーゼル燃料利用促進に向けた支援 廃食用油：34%→50%

実施体制 紫波町のバイオマスの取り組みは、環境・循環基本計画の一環として行われており、

同計画の推進体制に基づき、関係部局や地域住民・事業者と連携して取組を進める。

進捗管理の

方法 

環境・循環基本計画の進捗管理には多くの進捗管理の指標が定められており、その達

成状況を毎年把握しながら進めていく。総括部署は産業部環境課が担当 

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 

◇紫波ブランドの確立 

 ・有機たい肥の利用による循環型農業の実現と安心農産物の生産 

 ・農産物の学校給食での利用による地産地消及び加工販売による六次産業化の推進

 ・ホームページ等を活用したPRによる「紫波ブランド」の確率 

◇循環型まちづくりへの理解工場 

◇地球温暖化防止への貢献 

 ・二酸化炭素の排出抑制      ・木材産業の活性化 

 ・森林が持つ公益的機能の保全 
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３）マニュアル案に対する意見交換 

 

 ■聞取日：平成24年2月8日 

 ■聞取先：紫波町産業部環境課循環政策室 松村室長 

 ■出席者：田中 

 

 

①紫波町における市町村バイオマス活用推進計画の策定状況 

・紫波町バイオマス活用推進計画は、平成24年3月に議会の承認を得て公開される予定である。計画

自体は一年以上前に策定していたがパブリックコメントなどの手続きに時間を要したため未だ公

表に至っていない状況である。 

 

②紫波町における市町村バイオマス活用推進計画の位置づけ 

・紫波町では環境・循環基本計画を策定しており、バイオマスを含む様々な環境関連の取り組みを進

めている。バイオマスタウン構想や市町村バイオマス活用推進計画は、環境・循環基本計画の下位

計画として実施している。環境課が総括部署となり、農林課や下水道課等の環境関連部署と連携し

ながら計画を進めている。 

 

③進捗管理 

・紫波町における市町村バイオマス活用推進計画の進捗管理は、環境・循環基本計画の進捗管理とし

て行うこととしている。環境・循環基本計画には様々な評価指標があり、その達成状況を毎年把握

することで進捗管理を行っている。進捗管理の体制や考え方は今回提示したマニュアル案とほぼ同

じである。また、進捗管理の結果は広報や議会などにも報告している。 

 当初は市町村バイオマス活用推進計画のためだけの進捗管理の組織を立ち上げようとし、予算化ま

でしたが、国の指針でそこまで要求されていないことからとりやめている。進捗管理のための委員

会等を組織し有識者などを招聘したいと考えている市町村も多いとおもうので、謝金などの費用と

して年間5万円だけでも補助してもらえるとありがたいとの要望があった。 

・これまでのバイオマスタウン構想の取り組みの検証において、関係者より計画策定時点で検討すべ

き事項に対しても指摘されている（賦存量の考え方等）。バイオマスタウン構想は農林水産省から

の出向者が作成しており今の担当者は関与していない。参考情報はバイオマス情報ヘッドクウォー

ターを見るようにとしか言われていないが今の同サイトは使いづらく必要な情報が得られず困っ

ている。（バイオマスタウン構想策定マニュアルやNEDOが提供しているバイオマスのデーターベー

ス等の情報はご存じないとのこと）参考となる資料が公開されているのであれば本マニュアルでの

紹介をお願いしたい。 

 

④効果 

・効果の把握については、項目は良いと思うが具体的に数字を入れてみないとイメージが沸かない。

利用量等を入力すれば炭素換算量などが簡単に出てくるようなプログラムがあるとありがたい。現

段階のExcelファイルを見ていただくようにお願いした。 

・また、バイオマスツアーの意味が分からないので解説を加えて欲しいとの要望があった。 
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（５）沖縄県宜野座村 

 

１）地域概況 

 

宜野座村は、沖縄本島のほぼ中央東海岸にあって県都那覇市から約55km の所に位置する面積31.32km2

の村である。 

主要な交通網としては、沖縄自動車と国道329 号線が縦断し、村の主体部をなす海岸段丘を縦断する

国道329 号沿いには、松田、宜野座、惣慶、福山、漢那、城原の６集落及び農地が広がっている。また、

海岸段丘の背後、村の北西側には沖縄本島北部を北から南へ縦走する標高230～280m の山々が連なり、

漢那ダムなどの5 つのダム湖が分布している。なお、山地部の多く(1,587ha)は米軍用地となっている。 

本村は、「水と緑と太陽の里」をキャッチフレーズに三つの里（水の里＝水産業・緑の里＝農畜産業・

太陽の里＝未来）の恵みを生かし、人と自然が調和した「平和で明るい文化発信の村づくり」を推進し

ている。 

本村の基幹産業は農業である。現在は、主に自然環境の保全にも配慮した、耕土の流出防止のための

勾配修正事業等に取組、良好な農地の保全に努めている。村の主要な農作物は、サトウキビをはじめ、

パイナップルやマンゴーなどの熱帯果樹、馬北東部海岸から見た宜野座村鈴薯などの野菜で、畜産物は

肉用・乳用牛、豚、採卵鶏である。漁業については、ウニ、もずく、海ぶどうなどの有用水産動植物の

種苗の生産、放流、育成などの資源維持培養型、いわゆる「つくり育てる」漁業が展開されている。 

本村では地球温暖化抑制等の観点から、平成12 年度には「宜野座村地域新エネルギービジョン」を策

定し、また、平成15 年度には「宜野座村地域省エネルギービジョン」を策定してきた。 

 

表2.3-11 宜野座村の概要 

項目 値 単位 位置図 

総人口 5,332 人  

産業就業別

人口 

第１次産業就業者数 421 人 

第２次産業就業者数 380 人 

第３次産業就業者数 1,524 人 

農家数 306 世帯

  専業農家 99 世帯

第１種兼業農家 52 世帯

第２種兼業農家 94 世帯

自給的農家 61 世帯

林家数 - 世帯

漁業世帯数 61 世帯

財政力指数 35  

総土地面積 3,132 ha 

  耕地面積 田 0 ha 

畑 484 ha 

林野面積 1,556 ha 

農業産出額 140 千万円
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２）バイオマスタウン構想の概要 

 

表2.3-12 宜野座村バイオマスタウン構想の概要 

計画名 宜野座村バイオマスタウン構想 

策定年月 平成23年2月 

計画期間 平成22～27年度（6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 村内で家畜排せつ物に次いで発生量が多い可燃ごみを焼却する施設（清掃センタ

ー）の老朽化に伴い、バイオマス利活用センターとして新たに機能させる 

たい肥利用の継続的な推進を図る。 

主なバイオマス

活用計画 

◇生ごみ、可燃ごみ、木質バイオマス等を蒸煮爆砕処理等による炭化とその炭化

物のBTLトリジェネシステムによるエネルギー化を図る 

◇家畜排せつ物のたい肥化の推進。 

・家畜の飼養頭数減少により処理能力を下回る生産量となっており、他の原料の

利用も検討  

実施体制 BTLトリジェネシステムは宜野座村が事業主体となりPFI方式により実施する。 

期待する効果 ・可燃ごみの処理コストの削減 

・新エネルギー導入率の向上 

・新規産業の育成、雇用創出 

・経済の内部循環 等 

 

 

３）マニュアル案に対する意見交換 

 

 ■聞取日：平成24年2月8日 

 ■聞取先：宜野座村企画課 新里清次課長補佐 

 ■出席者：堀 

 

 

①バイオマスタウン構想の策定経緯 

・本村の主なバイオマスは、家畜排せつ物、可燃ごみ、林地残材であり、堆肥化または焼却処分を行

っていた。このうち焼却施設である清掃センターが老朽化により施設更新の必要があったことから、

新たなバイオマス利活用方法を検討する目的で本構想を平成23年２月に策定した。 

 

②進捗管理 

・本村は、バイオマスタウン構想を策定した直後であり、現在具体的に動いているプロジェクトは従

来から実施しているたい肥化プロジェクトのみである。 

・本構想で中核プロジェクトとして掲げたＢＴＬトリジェネシステムは実証段階のシステムであるこ

とから、まずは実証試験から始める必要がある。しかし、ＢＴＬトリジェネシステムの実現に向け

て、国の補助事業を活用して実証試験を行う計画であったが、平成23年度は採択されなかった。 

・たい肥化プロジェクトについては、家畜の飼養頭数が減少し生産量が減少しているが、一方で作付

面積とのバランスが取れている状況である。今後とも生産量と作付面積の状況を適宜把握しながら

必要に応じて他のバイオマス原料の活用等も視野に入れていく予定である。 
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③検証マニュアルについて 

・現在、ＢＴＬトリジェネシステムプロジェクトが具体化していないが、チェックシートの例や効果

項目など、具体的に進める際には参考になると思われる。 

・「検証マニュアル」というとイメージが固く手に取りづらいため、「活用マニュアル」など、このマ

ニュアルを使ってバイオマスの利活用を推進していくというイメージの名称を再検討してはいか

がか。 

 

 

 

 

2.3.4 有識者聞き取り 

 

■1次調査（マニュアル素案に対する助言指導） 

 【聞取先】 農村工学研究所 柚山上席研究員 

 

・全体的な方向性は、農工研で考えているものと一致していると思う。 

 

＜効果について＞ 

・「効果」とは、バイオマスの取り組みにより①発現した事象、②収益が得られること、③これまでの負

荷が軽減されることに大別される。この3点が混同していると分かりにくくなる。 

 

＜効果の指標化について＞ 

・市町村の職員が利用するマニュアルという観点からは、CVMのような効果測定手法は、事例の紹介だけ

ではどのように実施してよいか、市町村の担当者にはわからないのではないか。 

・効果をPRする相手によって説明の仕方が変わってくるのではないか（例えば、産業界に対しては経済

性、地域の子供たちに対しては環境への貢献等）。 

・また、市町村バイオマス活用推進計画は、各市町村の環境計画等の関連計画との整合性を図りながら

作成すると思われるが、関連計画に示された課題に対する貢献度等が効果となるのではないか。例え

ば、千葉県我孫子市では手賀沼の水質浄化が課題となっており、対策の一つとしてバイオマス利用を

行っている。バイオマスの効果の指標の一つに手賀沼のBODの変化を考えているようである。 

  → 我孫子市の例のような事例について、農工研で把握している情報の提供を相談した。著作

権の関係から、農工研が作成したことを明記すれば紹介することは可能とのこと。 

 

＜市町村が把握可能な賦存量や利用量のデータについて＞ 

・何らかの施設を利用したバイオマス利活用であれば、市町村はデータを持っていると思う。 

・ただし、自給率や代替効果を算定する場合の全体の利用量については、データを持っていない場合が

多いと思われる。 
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■2次調査（1次調査結果や関係者からの指摘等を踏まえた修正案に対する助言指導） 

【聞取先①】 農村工学研究所 柚山上席研究員 

 

＜要約版及び本編＞ 

◇進捗管理の考え方について、要約版P3～6に示した考え方はわかりやすくて良いと思う。 

※清水研究員からの情報提供 

・宮城県大崎市のバイオマスタウン構想の進捗管理に関与している。大崎市の進捗状況報告書でも

本マニュアルと同じように評価を行っている。 

◇「バイオマス」という用語は、用い方によっては「バイオマス原料」と「バイオマス変換物」のいず

れにも解釈される場合がある。要約版P8に示した効果項目①及び②は原料なのか変換物なのかが分か

るように表現を修正した方がよい。 

◇本編P8の参考文献には、農工研が作成中のレポート等を追加してほしい。 

◇本編P38～39の効果項目のうち、「冊子等の配布数」は不要だと思う。 

 

＜第2編＞ 

◇マテリアル利用の代替効果について(P7～10) 

 ・たい肥による化学肥料の代替効果：算定方法はマニュアル案に記載されている通りだと思うが、市町

村職員では算定できないと思う。ただし、農業改良普及センターであれば算定できるはずである。ほ

とんどの農家が農業改良普及員の指導の下で施肥量を決めていると思う。このため、効果算定も「農

業改良普及センターの協力を得て行う」ことを明記してはどうか。また、標準施肥量には地域性があ

ることから、具体的な数字は載せず、「普及センターに確認すること」を記載した方がよい。 

 ・飼料の代替効果：算定方法はマニュアル案に記載されている通りだと思うが、飼料のカロリーや特定

栄養素の含有量等は各畜産農家の機密事項であり、データを得ることが難しいと思われる。このため、

バイオマス飼料を利用する前と利用後での一般飼料の購入削減量や経費削減状況を聞き取ることとし

てはどうか。 

 ・バイオマスプラスチックの代替効果：地域内のプラスチックの利用量等はわからないと思われるので、

学校給食用食器の必要量のうちの代替数等を評価する形にしてはどうか。 

 ・その他：木質バイオマスを利用したボードや机を学校等に積極的に導入している自治体がある。また

公共施設自体を地域産木材で整備している自治体もある。このような利活用も含めてはどうか。 

 ◇自給率（P11） 

 ・分子が「利用量」となっているが、「バイオマスによる利用量」にする必要がある。 

 ・製造したたい肥を他の市町村にも供給している場合の自給率の算定方法等は、市町村によって解釈が

分かれるのではないか。 

 ・市町村別のエネルギー利用量の統計データとして千葉大学が作成した「永続地帯」という報告書がイ

ンターネットで公開されているので、参考にしてはどうか。 

 ◇行政の廃棄物処理負担の軽減（P14） 

・現在の廃棄物処理は、広域化している場合があるため、人口ではなく処理人口または処理世帯数で計

算した方がよい。 

◇その他の第2編に掲げた各種効果について、農工研で内容を確認し、後日意見をいただけることとなっ

た。 
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＜その他＞ 

◇検証マニュアルだけでなく、策定マニュアルも必要ではないか。 

 

 

【聞取先②】 電力中央研究所 山本上席研究員 

 

＜進捗管理の考え方＞ 

◇PDCAサイクルの考え方は良いと思うが、市町村内部の関係者だけで進捗管理をするとPDCAが十分に機

能しない恐れがある。 

◇このため、ときどき市町村外部の関係者によるチェックが入るような機会があると望ましい。例えば、

フォーラム等の開催による情報公開、他の市町村との情報交換、外部の有識者への相談等が考えられ

る。 

 

＜効果の把握＞ 

◇平成23年3月の総務省によるバイオマスの政策評価では、CO2削減効果がほとんど把握されていないこ

と等が課題として挙げられている。国全体のバイオマス活用による評価の際には、市町村のデータを

積み上げることになるため、市町村の評価においても自給率、利用率、CO2削減効果くらいは定量的に

算出しておいた方がよいのではないか。 

 

◇マテリアル利用におけるCO2削減効果について 

・本来は焼却処分により大気中に放出されるバイオマス原料中の炭素量が、マテリアル利用により全

て固定されると考えればよいのではないか。つまり、バイオマスタウン構想策定時に算出する炭素

量にO2分を考慮した値とすればよいのではないか。 

・ただし、飼料については代替される飼料(トウモロコシ等)もバイオマスであり、バイオマス利用に

よりCO2が固定されるわけではない。海外から輸入される際に消費されるエネルギー等を考慮した

フードマイレージの概念が必要ではないか。 

 

◇自給率の算定 

・ある市町村が生産したバイオマス変換物が他の市町村で利用されている場合がある。この場合は、

自給率算定の分子を「当該市町村内での利用量＋他の市町村への移出量」とすることが考えられる。

また、他の市町村から移入している場合はその分を控除する必要がある。 

 

  


