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１．はじめに 
（１）バイオマスとは 

バイオマス（biomass）とは生物資源（bio）の量（mass）を表す概念であり、「再生可

能な生物由来の有機性資源で、石炭や石油などの化石資源を除いたもの」です。 

バイオマスは、その燃焼等により排出される二酸化炭素（CO2）が生物の成長過程で大気

中から吸収されたものであることから、利用によって大気中の二酸化炭素を増加させない

という「カーボンニュートラル」の特性を持ちます。また、太陽と大気と水があれば持続的

に再生可能な資源であり、様々な製品やエネルギーとして活用を進めることで、地球温暖

化の防止、循環型社会の形成、新たな産業の育成、農林漁業・農山漁村の活性化、更にはエ

ネルギー供給源の多様化等が図られるものと期待されています。 

 

（２）国の方針 

国においては、平成 14 年にバイオマス・ニッポン総合戦略を策定、平成 21 年にはバイ

オマス活用推進基本法を制定し、同法に基づき平成 22 年にバイオマス活用推進基本計画

を定め、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

バイオマス活用推進基本計画は、平成 28 年に改定され、①固定価格買取制度により取組が

進んだ発電に比べてエネルギー効率の高い「熱利用」の普及拡大、②地域が主体となり、よ

り経済的な価値を生み出す高度利用等を活用した「地域に利益が還元」される取組の推進

などが改定のポイントになっています。 

また、令和 3 年 5 月には持続可能な食料システムの構築に向けて「みどりの食料システ

ム戦略」が策定され、同戦略の中ではバイオマスの活用に関連し、持続可能な資材やエネ

ルギーの調達、地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組、資源のリユース・リサイクル

に向けた体制構築・技術開発等の項目で具体的な取組を挙げ、資材・エネルギー調達にお

ける脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減を推進していくこととしています。 

 

（３）これまでの県内での取組 

本県には、広大かつ変化に富んだ大地を活かした農林水産業が盛んなことに加え、米菓・

もち製造をはじめとする全国有数の食品産業が集積しており、バイオマスが豊富に存在し

ていることから、県では平成 16 年に「農業」、「森林」、「多様な地場産業」を活かした重点

推進方策を含めた「バイオマスにいがた」構想を策定（平成 18 年改訂）し、「にいがたら

しさ」があふれるバイオマス活用を推進してきました。 

また、平成 26 年２月に「新潟県バイオマス活用推進計画」を策定し、平成 25 年度から

令和 6 年度までの 12 年間を計画期間（第一期：平成 25～28 年度、第二期：平成 29～令

和 2 年度、第三期：令和 3～6 年度）として、バイオマスの利用拡大や高度利用の一層の促

進を図ってきたところです。平成 30 年 3 月に見直しを行い、第二期の目標として令和 2

年度の利用量 2,441 千トン、利用率 80％達成を目指してきました。  
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２．策定主旨 
県の最上位計画である「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」（以下「総

合計画」）では、農山漁村の多面的機能の発揮と地域資源の有効活用の観点からバイオマス

の利活用を推進することとしています。 

再生可能な資源であるバイオマスの活用は、持続可能な循環型社会の形成、地球温暖化

の防止、エネルギー供給源の多様化に貢献するとともに、新たな産業育成や農山漁村の活

性化といった効果が期待できることから、その取組を進めることが重要です。 

本計画では、総合計画が示す政策の方向をより具体化し、バイオマスの利用拡大や高度

利用の一層の促進を図ることを目的に、これまでの取組において明らかとなった課題への

対応も含め、本県における今後のバイオマス活用の推進計画を定めることとします。 

 

３．計画期間 
期間は、平成 25（2013）年度から令和 6（2024）年度までの 12 年間（第一期：平成

25～28 年度、第二期：平成 29～令和 2 年度、第三期：令和 3～6 年度）とします。 

なお、本計画は、２年ごとに中間評価を実施し、その結果を踏まえて的確な対応をする

こととします。また、今後の社会情勢の変化や総合計画の見直し状況等を的確に反映させ

るため、４年ごとに見直しを行うこととします。 

 

４．バイオマス利用の現状と課題 
（１）対象とするバイオマス 

県内に相当の量が存在する次のバイオマスを中心に、活用を進めていきます。 

注 製紙工場で発生する黒液（パルプ工場廃液）については、その全量が製紙工程の乾燥熱源や発電に有効

利用されていますので、活用の対象から除外することとします。また、古紙、きのこ廃菌床については利

用の実態把握等が困難なため対象からは除外しています。 

 

（２）新潟県のバイオマス利用状況 

新潟県は東西、南北ともに約 200 ㎞の長さがあり、全国第５位の面積を有する広大な県

土があります。稲作を中心とした農業をはじめ、米菓や切餅・包装餅などの関連産業も多

く、稲わらや家畜排せつ物、食品事業系廃棄物などのバイオマスが豊富に存在しています。

更に、豊かな森林が広がっていることから、間伐材などの未利用資源も発生しています。 

新潟県の主なバイオマスの令和 2 年度現在の発生量は、年間約 2,844 千トンと推計され

ます。家畜等の生産減少や、廃棄物の発生抑制の取組進展、人口減少などの影響により、廃

棄物系のバイオマスを中心に、発生量は全体として減少傾向にあり、8 年前の平成 24 年度

（3,136 千トン）と比べると、約 292 千トン（9.3%）減少しました。特に、食品廃棄物

（平成 24 年度比▲23.7%）や生ごみ（同▲20.9%）は発生量が大きく減少しており、食

区 分 バイオマスの種類 

廃棄物系バイオマス 
家畜排せつ物、水産廃棄物、食品事業系廃棄物、樹皮・木くず 
建設発生木材、集落排水汚泥、生ごみ、し尿汚泥、下水汚泥 

農作物非食用部・ 
未利用バイオマス 

稲わら、米ぬか、もみがら、果樹剪定枝、間伐材等、資源作物 
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品ロスの発生削減の意識の浸透に伴う行動の広がりの効果が見られます。 

バイオマスの発生量の減少に伴い、利用量も近年は減少傾向にあり、令和 2 年度現在の

利用量は 2,230 千トンと推計され、本計画で設定した第二期の目標（年間 2,441 千トン）

には届きませんでした。令和 2 年度現在の利用率は 78％で平成 28 年からほぼ横ばいで推

移しており、第二期の目標（80％）には届きませんでした。 

種類別にみると、家畜排せつ物、稲わら、もみがら、食品廃棄物などは、堆肥、肥料、家

畜飼料などとして安定的に利用されていますが、生ごみ、し尿汚泥等のように、資源によ

っては、収集や製品への変換、製品利用に伴うコスト負担の問題などから、まだ相当量が

未利用となっているものもあります。 

また、用途別では、農地還元を含む堆肥・有機質肥料としての利用が最も多くなってお

り、より経済的な価値を生み出すエネルギー化など高度利用の取組については、近年間伐

材の発電所での利用が拡大しているものの、発生量全体の中では一部に限られています。 

 

主なバイオマスの年間発生量と利用状況（千トン/年） 

バイオマス H28 R2 R2目標 主な変換・処理方法 

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス 

家畜排せつ物 

発生量 994 986 1,024 
堆肥・有機質肥料、農地
還元 等 

利用量 802 770 827 

利用率 81% 78% 81% 

水産廃棄物 

発生量 1.3 0.7 1.4 
有機質肥料、加工品原
料 等 

利用量 1.2 0.2 1.3 

利用率 92% 24% 95% 

樹皮・木くず 

発生量 20 50 45 
燃料、木材チップ、堆肥 
等 

利用量 19 49 44 

利用率 97% 98% 98% 

建設発生木材 

発生量 136 58 136 

再資源化 等 利用量 101 57 115 

利用率 74% 97% 85% 

食品廃棄物 

発生量 64 57 64 
飼料、堆肥･有機質肥料 
等 

利用量 55 47 56 

利用率 85% 83% 88% 

生ごみ 

発生量 97 84 91 
メタン発酵・堆肥、有機
質肥料、飼料 等 

利用量 26 20 27 

利用率 27% 23% 29% 

下水汚泥 

発生量 89 87 97 
セメント原料、エネル
ギー利用 等 

利用量 85 84 94 

利用率 96% 96% 97% 

集落排水汚泥 

発生量 92 86 79 
農地還元、各種資材加
工、メタン発酵 等 

利用量 57 56 49 

利用率 62% 65% 62% 

し尿汚泥 

発生量 496 443 433 

メタン発酵・堆肥 等 利用量 268 215 243 

利用率 54% 49% 56% 
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バイオマス H28 R2 R2目標 主な変換・処理方法 

農
作
物
非
食
用
部
・
未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス 

稲わら 

発生量 705 667 720 
農地還元、マルチ、堆
肥･有機質肥料 等 

利用量 705 666 720 

利用率 100% 100% 100% 

もみがら 

発生量 157 159 161 
暗渠・農地還元、堆肥、
家畜敷料 等 

利用量 152 157 158 

利用率 97% 99% 99% 

米ぬか 

発生量 15 14 15 
油脂・油脂製品、きの
こ菌床、飼料 等 

利用量 15 14 15 

利用率 100% 100% 100% 

果樹剪定枝 

発生量 5.1 4.6 4.9 

堆肥・農地還元 等 利用量 0.6 1.1 0.8 

利用率 13% 25% 17% 

間伐材等 

発生量 111 148 164 
燃料、素材利用、きの
こ菌床 等 

利用量 50 94 90 

利用率 45% 63% 55% 

合 計 

発生量 2,980 2,844 3,034  

利用量 2,336 2,230 2,441 

利用率 78% 78% 80% 

注  バイオマス賦存量等調査（新潟県）に基づく推計値（目標：第二期（令和 2 年度）の目標値）。 

合計は四捨五入のため一致しない場合があります。また、資源によりデータの集計時点が異なります。 

主な用途別のバイオマスの利用状況（千トン/年） 

用  途 主な資源 H28 R2 

堆肥・有機質肥料（農地還元含む） 
家畜排せつ物、稲わら、し尿汚
泥、もみがら 等 

1,805 1,737 

その他製品 

飼料 
食品廃棄物、稲わら、生ごみ、
米ぬか等 

48 37 

炭化製品 もみがら 10 7 

油脂・油脂製品 米ぬか、食品廃棄物 等 12 13 

生産資材（家畜敷料、き
のこ菌床） 

もみがら、稲わら、間伐材等、
米ぬか 等 

50 57 

各種資材（セメント原
料・木材チップ） 

建設発生木材、下水汚泥、間伐
材等、集落排水汚泥 等 

212 169 

食品 水産廃棄物 0.08 0.06 

エネルギー 
利用 

燃焼（ペレット含む） 
樹皮・木くず、間伐材等、家畜
排せつ物 等 

33 97 

メタン化（一部堆肥生成
含む） 

し尿汚泥、下水汚泥、集落排水
汚泥 等 

226 222 
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（３）新潟県のバイオマス別の現状と課題  

ア 廃棄物系バイオマス 

① 家畜排せつ物 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 986 千トンで、その 78％が堆肥等として利

用されており、22％が未利用のまま浄化放流されています。 

【課題】 

堆肥の適正利用には耕畜連携による水稲や園芸作物での利用拡大が必要です。家畜

排せつ物が大量に発生する地域においては、堆肥の広域利用の取組を進める必要があ

ります。 

 

② 水産廃棄物（水産業において発生する不用魚体（魚腸骨等）、カキ殻、カニ殻など） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 734 トンで、その 24％が有機質肥料や加工

品原料等として利用されています。カキ殻、サケがらなどについては有効利用されてい

る一方、ほとんどのカキ殻が未利用となっています。 

【課題】 

 カキ殻の未利用バイオマスの有効利用を図る必要があります。 

 

③ 樹皮・木くず（製材所で発生する木材を加工する際の不要部分） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 50 千トンで、その 98％（49 千トン）が、木

材チップ、エネルギー転換（燃料）、堆肥等として有効利用されています。 

【課題】 

現状で、発生量の 98％が既に利用されていることから、引き続きその利用を推進し、

高い利用率を維持するとともに、発生量の増加に向けて製材工場での丸太の消費量を

増加させることが必要です。 

 

④ 建設発生木材（建設工事や家屋解体により発生する廃材など） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 58 千トンで、その 97％（再資源化・縮減率）

が木材チップや直接燃焼などに利用（縮減含む）されており、3％が未利用のまま処理

されています。建設発生木材には塗装や薬剤処理された木材が含まれるため、回収時の

分別精度が低いと、再生資源化施設の受入基準に適合しなくなり、リサイクルが困難と

なる場合があります。 

【課題】 

再資源化・縮減率が 97％と高い数値となっていることから、引き続き再資源化・縮

減等の取組を推進し、高い再資源化・縮減率を維持することが必要です。 
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⑤ 食品廃棄物（食品製造や流通の過程で発生する食品の残さ、廃油、排水の汚泥） 

【現状】 

令和 2 年度の発生量は 57 千トン（推計値）と減少傾向にあることに加え、食品リサ

イクル法※１の制定を背景とした食品リサイクルシステムの推進などにより、食品関連

事業者における食品廃棄物を飼料、堆肥・有機質肥料などに利用する取組が進み、令和

2 年度の利用率は 83％となっています。 

【課題】 

食品関連事業者における利用率は、83％と高い水準にありますが、平成 28 年度から

横ばいとなっており、引き続き、食品廃棄物の発生から、再資源化、利用に至るリサイ

クル・ループ※２等の食品リサイクル制度の周知が必要です。 

 

⑥ 生ごみ（一般家庭及び飲食業者等から発生する生ごみ） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量※３は 84 千トンで、利用率は 23％となっていま

す。なお、未利用分は、ごみ焼却プラント等で処理されますが、多くは排熱を利用した

発電や温熱として余熱利用がなされています。 

家庭を中心に発生する生活系生ごみの発生量は、推計値として令和 2 年度が 57 千ト

ンで、その 17％が、一部の市町村において汚泥再生処理センター※４等で処理され、農

産物用の肥料等に利用されているものの、83％は未利用となっています。 

スーパーマーケット、ホテル、飲食店等の事業系生ごみの発生量は、推計値として令

和 2 年度が 27 千トンで、その 36％が有機質肥料、飼料、油脂製品、メタンガスなどに

利用されているものの、64％は未利用となっています。 

【課題】 

生ごみの発生量は人口減少やごみ減量の取組等により減少傾向にあり、また、高水分

で腐敗しやすい上、塩分や油分等により組成が均質でないことから、再生利用が難しい

という特性もあり、利用が進んでいません。 

今後も、再生利用が可能なように分別の徹底を図りつつ、肥料や飼料、油脂製品、メ

タンガスなど地域条件に合った有効利用の促進を図ることが必要です。 

また、事業系生ごみは、事業者自らの責任において、自主的な再生利用の促進を進め

る必要があります。 

                                                   
※１ 正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」であり、食品製造業、食品流通業及び外食産

業、家庭からの食品廃棄物の発生の抑制と資源の有効活用を目的に平成 13 年５月に施行された。平成 19 年

３月に、食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置を講ずるため改正。 
※２ 食品関連事業者（食品小売業者や外食事業者など）から出た食品廃棄物を再生した肥料や飼料を利用して生

産された農畜水産物などを、再び食品関連事業者が引き取る仕組み。 
※３ 一部の家庭や地域では、コンポストや電動生ごみ処理機などで生ごみを堆肥等に再生利用する取組が行われ

ていますが、発生量には含まれていません。 
※４ し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理するとともに、メタン発酵、堆肥化などにより

資源を回収する施設。 
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⑦ 下水汚泥（下水処理施設で発生する汚泥） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 87 千トンで、そのうち 96％がセメント原料

や有機質肥料などに利用され、有効利用が進んでいます。 

【課題】 

資源としての利用率は高い水準を達成していますが、下水汚泥を嫌気性発酵させるこ

とで発生する消化ガス※５は、エネルギーとして高いポテンシャルを有することから、有

効活用の促進が期待されます。 

 

⑧ 集落排水汚泥（集落排水施設で発生する汚泥） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 86 千トン（濃縮汚泥）で、その 65％が農地

還元、セメント材料等各種資材、メタン発酵に利用されていますが、35％が未利用とな

っています。 

【課題】 

平成 28 年度からの４年間で、公共下水道への統廃合等により発生量は減少したもの

の、セメント材料等資材への利用の取組が拡大したことから利用率が向上しており、今

後も既存の資源循環施設を活用した未利用資源の有効利用を促進する必要があります。 

 

⑨ し尿汚泥（し尿及び浄化槽汚泥） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 443 千トンで、発生量のうち 49％は汚泥再

生処理センター等で処理され、メタンガスや堆肥等として利用されていますが、51％

が未利用となっています。 

【課題】 

し尿汚泥の発生量は、下水道への接続及び人口減少により減少傾向であることから、

新たに汚泥再生処理センター等を導入するだけではなく、既存施設を活用した共同処

理などによる有効利用の促進が期待されます。 

 

イ 農作物非食用部・未利用バイオマス 
① 稲わら、もみがら、米ぬか 

【現状】 

いずれもほぼ全量が利用されています。主な用途は、稲わらが農地還元、堆肥、マル

チ資材、家畜飼料・敷料等、もみがらが農地還元、暗渠資材、堆肥、家畜敷料、くん炭

等、米ぬかは半数以上が油脂及び油脂製品で、その他にきのこ菌床、飼料または肥料（堆

肥）等となっています。近年はエネルギー利用の可能性も注目されており、県内でも、

もみがらを原料としたガス化発電のモデル実証等が行われています。 

【課題】 

堆肥化に加え、エネルギー化など、資源活用の高度化が期待されます。 

                                                   
※５ 汚泥の減容化と安定化を図るため、嫌気性消化タンクで微生物により有機物を分解する際に発生するガス。

メタンを 60％程度含み、燃料として利用可能。 
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② 果樹剪定枝 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 5 千トンで、そのうち 25％が堆肥等として利

用されているものの、75％が未利用となっています。 

剪定枝のチップ化や堆肥化を行うための体制づくりが進んでいません。 

【課題】 

堆肥化施設への搬入など利用を進める体制づくりなど、土づくりに活用する取組に

向けた一層の啓発が必要です。 

 

③ 間伐材等（間伐材及び主伐材の枝葉など木材生産のために発生する副産物的木材等） 

【現状】 

令和 2 年度の推計値として、発生量は 148 千トンで、その 63％（94 千トン）が素

材、エネルギー転換（燃料）等に利用されています。特に、近年は木質バイオマス発電

所での利用量が増加しています。 

【課題】 

多様な需要に対応し県産材を安定供給するために、木材の生産性を高めるとともに、

低コストな供給体制の構築が必要です。 

 

④ 資源作物など（製品及びエネルギーの生産を目的として栽培する作物） 

【現状】 

新潟県内では、米を原料としたバイオエタノール※６生産の実証的な取組が行われ、

平成 20 年から 26 年まで、県内約 300ha の水田で年間約 2,000 トンの原料米が生産

されました。 

また、地域自給燃料用に栽培する資源作物の実用化に向けた実証試験・調査の取組な

ども行われています。 

【課題】 

活用技術の多くが実用化に向けた開発・実証段階にあることから、導入を判断するた

めの検証材料の蓄積が必要です。また、資源作物の生産から製品としての利用に至るま

でのコスト及び環境に与える負荷並びに食料との競合回避といった視点からの評価も

求められます。 

  

                                                   
※６ 植物を原料としてつくられるエチルアルコール。トウモロコシのデンプン質やサトウキビの糖分などを使っ

たものが代表的で、石油代替燃料として注目されている。エタノールは燃やすと二酸化炭素を排出するが、バ

イオエタノールは植物を原料としているため、植物が生長過程で吸収した二酸化炭素を大気中に再放出してい

ると考え、カーボンニュートラルな燃料と見なされる。 
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５．バイオマス活用の目標 
（１）バイオマス活用の基本的な考え方 

バイオマス利用の取組は、ＳＤＧｓ※７が世界に広く浸透する中で、持続可能な経済社会

の実現や、カーボンニュートラル等の環境負荷の軽減を通じた地球温暖化の防止だけでな

く、資源が特に豊富な農村地域を中心に、農林漁業者等の新たな収入源の確保や経営コス

トの削減等が図れる他、農村地域の活性化やエネルギー供給源の多様化等への貢献も期待

できることから、積極的に取組が進められることが重要です。 

バイオマスの活用については、民間において市場原理に基づき展開されることが基本と

なりますが、市町村等を主体とする地域の実情に即した自主的な判断を尊重しながら、資

源のフル活用に向け、廃棄物の発生抑制や再生利用の取組を一層推進するとともに、農山

漁村の所得向上・活性化等につながるバイオマスの利用拡大に向けた取組を引き続き推進

します。 

 

（２）目標 

バイオマス活用に向けた取組の進捗状況を客観的に把握・分析するために、具体的目標

を設定します。 

前回の計画改定時に、平成 29～令和 2 年度を第二期、令和 3～6 年度を第三期としてそ

れぞれ利用量及び利用率の目標を設定し、これまで取組を進めてきました。 

第二期では、それまで増加傾向であったバイオマスの利用量が減少に転じ、利用量・利

用率とも目標には届きませんでした。これは、食品ロスの発生削減の意識の浸透による行

動の広がりに伴い、食品廃棄物や生ごみの発生量が大幅に減少するなど廃棄物の発生抑制

の取組が成果を挙げてきていることに加え、家畜等の生産減少や、人口減少などにより、

従来有効利用されていたバイオマスも含めて発生量自体が減少していることも影響してい

るものと考えられます。この傾向は今後も中長期的に継続することが見込まれますが、未

利用のバイオマスについても「薄く、広く存在する」という特性上、発生量の減少に伴い収

集効率が低下し、有効利用がより困難になることが懸念されます。 

このため、第三期（令和 6 年度）では、バイオマス全体で利用量が増加するというトレ

ンドを前提に、利用量についても設定してきたこれまでの目標を見直し、未利用のバイオ

マスに対して資源のフル活用を推進する観点から、目標の項目は利用率とし、第二期にお

いて利用率の目標を達成したものはその維持を、未達成だったものは同目標の達成を目指

すことを基本としながら、個別のバイオマスの状況を踏まえて設定することとします。 

  

                                                   
※７ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一

致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でより

よい世界を目指す国際目標で、17 のゴール・169 のターゲットから構成される。地球上の「誰一人取り残さな

い（leave no one behind）」ことを誓い、発展途上国だけでなく先進国自身が取り組む普遍的なもの。  
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主なバイオマスの利用目標等（千トン/年） 

注１ 合計は四捨五入のため一致しない場合があります。 

注２ 資源作物については、その利用技術が開発段階にあり、具体的に利用できる作物が現段階では未定であ

るため、数値目標は設定しません。 

※ 畜産振興の観点から今後県全体で豚の飼養頭数の増加を見込んでいるが、有効活用が難しい豚の尿の発生

量が増加することで家畜排せつ物全体として利用率の低下が懸念されるため、利用率としてはＲ２年度の実

績値を維持することを目標とする。【関連計画】家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画（R3.3 新潟県） 

  

バイオマス 
R2年度実績 

前期（第二期）目標 
（R2年度） 

第三期目標 
（R6年度） 

発生量 利用量 利用率 発生量 利用量 利用率 利用率 

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス 

家畜排せつ物 986 770 78% 1,024 827 81% 78%※ 

水産廃棄物 0.7 0.2 24% 1.4 1.3 95% 95% 

樹皮・木くず 50 49 98% 45 44 98% 98% 

建設発生木材 58 57 97% 136 115 85% 97% 

食品廃棄物 57 47 83% 64 56 88% 88% 

生ごみ 84 20 23% 91 27 29% 29% 

下水汚泥 87 84 96% 97 94 97% 97% 

集落排水汚泥 86 56 65% 79 49 62% 65% 

し尿汚泥 443 215 49% 433 243 56% 56% 

農
産
物
非
食
用
部
・ 

 

未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス 

稲わら 667 666 100% 720 720 100% 100% 

もみがら 159 157 99% 161 158 99% 99% 

米ぬか 14 14 100% 15 15 100% 100% 

果樹剪定枝 4.6 1.1 25% 4.9 0.8 17% 25% 

間伐材等 148 94 63% 164 90 55% 63% 

合 計 2,844 2,230 78% 3,034 2,441 80% 80% 
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（３）バイオマス資源別の活用の展開方向 

ア 廃棄物系バイオマス 

① 家畜排せつ物 

耕畜連携の推進などにより、水稲や園芸作物への堆肥の利用拡大を促進するとともに、

堆肥の広域利用の取組を推進します。また、今後の技術開発動向等を踏まえ、メタン発

酵や燃焼等のエネルギー利用を検討します。 

 

② 水産廃棄物（水産業において発生する不用魚体（魚腸骨等）、カキ殻、カニ殻など） 

カキ殻・カニ殻は、引き続き有効利用を促進するとともに、未利用のバイオマスにつ

いて、既に開発済の利用技術などの普及や原料の特性を生かした加工品の開発等を進

めて有効利用を図ります。 

 

③ 樹皮・木くず（製材所で発生する木材を加工する際の不要部分） 

製材工場の施設整備による製品生産拡大を支援し、丸太消費量の増加を促進します。 

 

④ 建設発生木材（建設工事や家屋解体により発生する廃材など） 

    引き続き、分別精度の向上による再生資源としての活用を推進します。 

 

⑤ 食品廃棄物（食品製造や流通の過程で発生する食品の残さ、廃油、排水の汚泥） 

 食品リサイクルの仕組みづくりに関する制度周知等により食品関連事業者から排出

される食品廃棄物の再資源化（肥飼料化等）を促進します。併せて、食品製造や流通の

過程で発生する食品ロスの削減など、発生量抑制の取組を進めます。 

 

⑥ 生ごみ 

生活系生ごみは、地域の実情に応じた循環利用を進めるとともに、再生利用のための

汚泥再生処理センター等の整備を促進します。 

事業系生ごみは、食品リサイクル法に基づくリサイクル・ループの構築等による事業

者の自主的な再生利用の取組を促進します。 

 

⑦ 下水汚泥（下水処理施設で発生する汚泥） 

各種資源としての有効活用を引き続き推進するとともに、消化ガスのエネルギー等

への有効活用を推進します。 

 

⑧ 集落排水汚泥（集落排水施設で発生する汚泥） 

市町村と連携し、既存の施設の活用や資源循環施設等の整備などによる未利用資源の

有効利用を促進します。 
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⑨ し尿汚泥（し尿及び浄化槽汚泥） 

生ごみやし尿汚泥を処理する汚泥再生処理センターの整備を促進するとともに、既

存施設を活用した共同処理などによる有効利用を進めます。 

 

イ 農作物非食用部・未利用バイオマス 

① 稲わら、もみがら、米ぬか 

農地の地力維持・増進に必要な有機質資源として、より積極的かつ効果的な利用を図

った上で、新たな利用分野についても検討を進めます。 

 

② 果樹剪定枝 

 資源収集の体制づくりにより、堆肥や土壌改良材としての利用を進めます。 

 

③ 間伐材等（間伐材及び主伐材の枝葉など木材生産のために発生する副産物的木材等） 

多様な需要に対し県産材を安定供給するために、木材の生産性を高めるとともに、低

コストな供給体制の構築を進めます。 

 

④ 資源作物（製品及びエネルギーの生産を目的として栽培する作物） 

 有望な資源作物については、技術開発動向や活用体制の整備環境を踏まえつつ、導

入の推進を検討します。  
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６．バイオマスの活用推進に向けた取組 
（１）関係者の理解促進 

バイオマスの活用を円滑に進めるためには、バイオマス利活用システムの構築や変換施

設の立地など、それに関わる人々の理解と協力が重要です。このため、バイオマスの利活

用が地球温暖化の防止や循環型社会の形成等につながるものであり、県民一人一人の生活

に密接に関係していることを普及啓発し、バイオマスの利活用に対する社会的合意の形成

を図ります。 

 

（２）県の推進体制と関係機関等との連携 

県では、関係部局が連携してバイオマス活用の推進に総合的に取り組むとともに、年度

ごとに実施するバイオマス活用状況のデータ把握と分析に基づき、本計画の進行管理を行

います。また、実用化技術を開発し事業化を進める民間企業、技術開発を行う大学や研究

機関、高い取組意識を持ち地域のコーディネートを行う行政機関やＮＰＯ等との連携を保

ちながら、バイオマス活用の目標達成に努めます。 

 

（３）バイオマス活用に向けた推進方策 

ア 利用方法の多様化への対応 

 既に県内で定着している堆肥や飼料化などでの利用に加え、エネルギーやマテリアル

としての利用など、より経済的な価値を生み出すことが期待できる分野や、バイオマス

を十二分に利活用するため、価値の高い利用形態から多段階に順次繰り返して利用する

「カスケード利用※８」及び多種多様な製品やエネルギーを体系的に生産する「バイオマ

ス・リファイナリー※９」も視野に入れ、技術開発動向を踏まえて取組を推進していくこ

ととします。 

 

イ 地域循環システムの構築 

地域で排出されたバイオマスは、運搬コストの面からも地域で利活用を行うことが効

率的です。そのため、市町村やその一部の地域を基本的な単位としたバイオマス活用の

展開方向の整理や関係者等による推進体制の構築など、地域の創意工夫により着実に取

り組まれるように進めます。 

一方、市町村におけるバイオマス発生量と利活用量の均衡がとれていない場合や、バ

イオマスの変換施設や利用者が市町村外に存在するなどの場合は、採算性も考慮した上

で、より有利な条件で取組が進むよう、市町村の範囲を超えた広域での循環利用も進め

ます。 

また、取組にあたり参考となる優良事例の紹介なども行います。 

                                                   
※８ バイオマス資源を製品として価値の高い順に可能な限り繰り返し利用し、最終的にエネルギー利用するとい

ったように多段階的に利用すること。（カスケードとは、階段状に連続した滝を意味する） 
※９ エネルギーとしても製品としても利活用できるバイオマスの特性を生かし、バイオマスを化学反応や生化学

反応によって製品やエネルギーに変換し、最大限、かつ合理的に利用する仕組みのこと。 
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ウ 効率的な収集・変換に向けた取組 

バイオマスは「薄く、広く存在する」こと、また、含水量が高いものも多く、「重く、

かさばる」ことから、活用を進めるために、複数の発生事業者の連携などによる効率的な

収集や、運搬効率向上のための収集段階における減容化など効率的な収集方法の確立を

図ります。また、資源としての効率的な収集を促進するために、市町村や関係団体と連携

し、家庭や発生事業者に対し、分別収集に対する理解促進を図ります。 

 

エ 需要拡大に向けた取組 

需要の拡大に当たっては、利用者及び製造者の双方に対して、バイオマスに対する理

解を促進していくことが不可欠です。 

このため、県民や事業者に対し、バイオマス活用の意義について啓発を進めるととも

に、バイオマス製品及びエネルギーの利用に関する情報提供を行います。 

 

オ 新たな技術の開発と普及 

一層の経済性の向上を図る上では、各種製品やエネルギー等への効率的変換や製品の

高付加価値化に向けた技術開発が必要であり、変換技術等の開発を行う大学や研究機関

並びに実用化技術を開発し事業化を進める民間企業などによる技術開発の動向を注視し、

情報の収集・提供を行います。 

 

カ 資源のフル活用に向けた取組 

廃棄物系のバイオマスについては、収入やコスト面等で取組メリットがより大きい新

たな利用方法も含め、再生利用等の取組拡大に向けた働きかけ等を実施します。 

 

（４）バイオマス種類別の推進方策 

ア 廃棄物系バイオマス 

① 家畜排せつ物 

耕種農家の要望に添った良質堆肥の生産を推進し、耕種農家に堆肥生産者の情報提

供を行うなど水田への堆肥施用の取組拡大を図ります。また、研究機関や指導機関と

連携して、堆肥の特性を活かした有効利用技術などの開発・普及を推進します。 

 

  ② 水産廃棄物（水産業において発生する不用魚体（魚腸骨等）、カキ殻、カニ殻など） 

カキ殻・カニ殻については、粉砕施設の導入支援等により、引き続き有効利用を促進

します。サケの不用魚体等の有効利用についても、開発済技術（魚醤油の製造、凍結粉

砕法による魚肉のパウダー化）について研修会等を積極的に開催し普及を進める他、加

工品としての利用をさらに拡大する観点から、研究機関や指導機関と連携し、新規加工

原料を用いた特色のある製品開発に向けた取組を推進します。 
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③ 樹皮・木くず（製材所で発生する木材を加工する際の不要部分） 

高水準にある利用率の維持及びバイオマス発生量の増加に向けて、製材工場等の施設

整備を支援し、丸太消費量を増加させます。 

 

④ 建設発生木材（建設工事や家屋解体により発生する廃材など） 

高い再生資源化・縮減率を維持するため、今後も建設リサイクル法による現場パトロ

ール等の機会を活用し、塗装や薬剤処理された木材の分別精度の向上を促します。 

 

⑤ 食品廃棄物（食品製造や流通の過程で発生する食品の残さ、廃油、排水の汚泥） 

 食品関連事業者が国の定める食品廃棄物等の発生抑制の目標値を達成できるよう食

品関連事業者等に対して、国の再生利用事業計画認定制度などを活用した食品リサイク

ル・ループの構築や先進的な取組事例の紹介など効果的な制度の普及啓発を行います。 

 また、エコフィードの取組を推進することとし、県内畜産農家への技術指導などを実

施します。 

 

⑥ 生ごみ 

「第 3 次新潟県資源循環型社会推進計画」に基づき、県民、NPO、事業者、行政等と

連携・協力した３R※10 の取組を推進し、資源の循環利用への意識の醸成に努めます。 

また、市町村等による効率的な収集、再資源化体制の構築や優良な取組事例の情報提

供などにより、生ごみの再資源化を促進するとともに、市町村や一部事務組合等が汚泥

再生処理センター等を整備する際は、国の制度を活用し、整備を支援します。 

 

⑦ 下水汚泥（下水処理施設で発生する汚泥） 

引き続き、下水汚泥の有効利用を進めるとともに、市町村に対して未利用エネルギー

の有効利用を働きかけます。 

 

⑧ 集落排水汚泥（集落排水施設で発生する汚泥） 

市町村に対して各種研修会や優良な取組事例等を情報提供するとともに、市町村が資

源循環施設を整備する際は、国の制度を活用し、支援します。 

 

⑨ し尿汚泥（し尿及び浄化槽汚泥） 

市町村に対し、既存の施設を活用した共同処理等の事例について情報提供するとと

もに、市町村や一部事務組合等が汚泥再生処理センター等を整備する際は、国の制度

を活用し、整備を支援します。  

                                                   
※10 リデュース：Reduce（廃棄物の発生抑制）、リユース：Reuse（再使用）、リサイクル：Recycle（再生利

用）の３つのＲの総称。 
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イ 農作物非食用部・未利用バイオマス 

① 稲わら、もみがら、米ぬか 

研修会の開催等を通じて耕畜連携の取組を推進し、水田を中心に稲わら等の循環利用

を進めます。また、エネルギー化等についても情報収集等を行い、新たな利用方法につ

いての検討を進めます。 

 

② 果樹剪定枝 

 既存の堆肥化施設の事例紹介を行うほか、チッパー等の導入支援を進めながら、土

づくりへの活用に向け生産者等への啓発活動を強化します。 

 

③ 間伐材等（間伐材及び主伐材の枝葉など木材生産のために発生する副産物的木材等） 

多様な需要に対し県産材を安定供給するため、木材の生産性を高めるとともに、低コ

ストな供給体制の構築を支援します。 

 

④ 資源作物（製品及びエネルギーの生産を目的として栽培する作物） 

糖質、セルロースを原料とするバイオエタノールや化成品などの製造技術の開発状

況、実用化の可能性について情報収集を進めます。また、有望な資源作物については、

本県での導入可能性を検討することとします。 

 

（５）バイオマス関連産業との連携 

地域の既存産業と連携した、創意工夫を活かした取組により、地場産業の発展、新たな

企業の立地や雇用の確保等を通じた地域の活性化が期待されます。事業化に向けては、発

生から活用までのトータルコストや環境影響を勘案し、バイオマスが多く存在する農山漁

村や一定の産業集積がなされている地域を拠点として想定する中で、必要に応じてバイオ

マスの発生・変換・利用の関係者、研究機関による情報交換や検討の場を設置するなど、関

連産業との連携に向けた取組を促進します。 
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７．バイオマス活用の推進に向けて 
バイオマスの活用に対しては、県民、バイオマスの発生・変換の事業者、市町村、県、そ

れぞれが立場に応じた役割を果たしながら、自主的または相互の協力と連携によって積極

的に取り組むことが期待されます。 

 

（１）県の取組 

ア バイオマス利活用に向けた各種助成制度や規制等の周知、バイオマスの利用状況等の

データ提供など、バイオマス利活用に対する県民理解促進のための啓発活動の実施 

イ 地域におけるバイオマス活用について、市町村との連携及び助言 

ウ 地域におけるバイオマス活用の取組事例や各種情報の提供 

エ 地域でのバイオマス産業の育成のため、バイオマスの高品質・低コスト等の変換技術

開発、製品開発、変換施設・利用機器等整備への支援 

オ バイオマスの循環利用システムづくりを促進するため、そのモデル構築への支援 

カ 国や試験研究機関等のバイオマス利活用に係る高品質・低コスト等の技術情報の提供 

キ バイオマス製品及びバイオマス・エネルギーの積極的な利用 

 

（２）市町村の取組 

ア 地域のバイオマス活用を推進するため、市町村バイオマス推進計画の策定や地域住民

への理解促進活動の実施 

イ 農業者等バイオマスの利用者と連携しながら、市町村が処理している生ごみ等や地域

で発生するその他のバイオマスを利用した循環利用システムの構築 

ウ 地域住民や民間企業による循環利用システム構築への支援 

エ バイオマス産業の育成のため、民間企業によるバイオマス変換施設の整備への支援 

オ バイオマス製品及びバイオマス・エネルギーの積極的な利用 

 

（３）バイオマスの発生・変換事業者の取組 

ア バイオマス製品及びエネルギーの利用者と連携した循環利用システムの構築 

イ バイオマスの共同収集、チップ化・粉砕化・乾燥による減容化など、分散して存在する

バイオマスの効率的な収集方法の検討 

ウ 地域住民等との合意形成を図りながら、バイオマスの発生から廃棄までのトータルコ

スト（ライフサイクルコスト）や市場調査結果等に基づいたバイオマス利活用の実施 

エ 地場産業等の創意工夫や異業種等との企業連携によるバイオマスの変換技術並びに製

品開発の取組 

オ バイオマス利活用を促進するため、不純物等の分別の徹底 

カ 第三者検査機関を活用したバイオマス製品の品質や安全性の確認 

キ バイオマス製品及びバイオマス・エネルギーの積極的な利用 
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（４）県民の取組 

ア バイオマス活用の意義や製品などに対して関心を持ち、理解を深化 

イ バイオマスの提供やバイオマス製品の購入など、循環利用システムへの積極的な参加 

ウ 生ごみの分別徹底やバイオマスの変換施設の立地への協力 

エ バイオマス製品及びバイオマス・エネルギーの積極的な利用 

 

８．取組検証 
本計画に基づく施策の取組状況の中間評価を、２年ごとに実施します。 

中間評価においては、バイオマス資源ごとの利用状況の把握・分析を行うとともに、取

組における課題を整理し、その結果を踏まえてより的確な対応を行うこととします。 

また、４年に１回ずつ中間評価の結果を基に、計画の見直しを行うこととします。 

更に、最終年度（令和 6 年度）においては、総合計画に示される以下の成果指標の数値

等を用いて、バイオマスの活用によって期待される効果の発現状況も加味しつつ、計画期

間における取組状況の評価、残された課題の分析を行い、必要に応じて以降の施策の推進

方向などを検討することとします。 

 

【最終年度に客観的な指標として用いる政策指標（例示）】 
 

政策展開の 
基本方向 

指標名 現状値 目標（2024 年度） 

資源を大切にす
る循環型の地域
社会づくり 

一般廃棄物
再生利用率 

22.7% 
（2016 年度） 

27.3%以上 

持続可能な環境
づくり 

温室効果ガ
ス排出量 

2,826 万 t 
（基準年：2013 年度） 

2030 年度基準年（2013
年度）比 46%削減を目指
し排出量を削減 
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【 参 考 】県内の取組事例 
事例１．バイオマス製品の取組事例 

（１）取組主体 株式会社バイオマスレジン南魚沼、バイオマスレジンマーケティング 

（２）活用資源 米（非食用米） 

（３）取組の概要 

・非食用米（くず米、破砕米）など、飼料としても処理されず廃棄されてしまう米を

原料とした国産バイオマスプラスチック（ライスレジン）を製造。 

・ライスレジンを使って、おもちゃやレジ袋、ストロー、クリアファイル等様々な製

品が製造されている。特に、ライスレジン製ごみ袋は、南魚沼市をはじめ、指定ご

み袋や環境美化袋で採用する自治体も増加している。 

・ライスレジンの普及拡大により、CO2 排出量削減やフードロスを解消。更に、休

耕地や耕作放棄地で原料となる資源米を生産することなどを通して、農業従事者の

減少や耕作放棄地の増加といった農業の諸課題の解決も目指している。 
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事例２．食品廃棄物の利用拡大に関する事例 

（１）取組主体 (株)原信、(株)ウオロク、ユニー(株)など 

（２）活用資源 食品廃棄物 

（３）取組の概要 

   再生利用事業計画認定制度を利用して食品リサイクル・ループを構築 

 ≪取組１≫・(株)原信（スーパー）、(株)ピーコック（外食）、(株)新印カネシン（食品加工）、

(有)村山物産（食品加工）、津南町森林組合から出る食品残さをＪＡ津南町が収

集・肥料化。 

・この堆肥を使用して JA 津南町組合員の農業者が生産した野菜を、(株)原信が

商品として販売、(株)ピーコックなどが商品原材料として購入。 

  ≪取組２≫・(株)ウオロク（スーパー）、(株)たかの（食品製造販売）等から出る食品残さを

(株)柏崎エコクリエイティブが収集・肥料化。 

      ・この堆肥を使用して(有)徳永農園等の農業者が生産した米・野菜・果実を、(株)

ウオロク、(株)たかのなどが商品として販売、または商品原材料として購入。 

≪取組３≫・ユニー(株)（店舗、テナント飲食店）から出る食品残さを、新潟興産(株)、(有)

クボタクリーンが収集し、(株)不二産業が肥料化。 

・この堆肥を使用してＪＡ新潟みらいの農業者、(株)新潟不二 A.B.が生産した野

菜を、ユニー(株)が商品として販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農林水産省ＨＰより抜粋） 

再生利用事業計画認定制度 
食品関連事業者のリサイクルの取組を円滑にするために国が設けている制度。 
食品事業者が排出した食品廃棄物からリサイクル業者が肥飼料を製造し、その肥飼

料を使用して生産された農畜産物を食品事業者が引き取るまでの計画を作成する。 
事業計画が国の認定を受けると、計画の範囲内において、食品廃棄物の荷積みや荷

下しに市町村からの一般廃棄物収集運搬業許可が不要になるなど、廃棄物処理法や肥

料取締法・飼料安全法の特例が認められる。 
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事例３．長岡市生ごみバイオガス発電センターの事例 

（１）取組主体 長岡市 

（２）活用資源 生ごみ 

（３）取組の概要 

    ・燃やすごみの大幅な削減と低炭素社会の構築を目的とする。 

・長岡市内で収集される生ごみをバイオ処理（微生物による発酵）し、発生したバイ

オガスを使って発電。 

    ・処理能力 65ｔ/日（発酵対象 55ｔ/日） 

・バイオガス発生量 8,900N ㎥/日（メタン濃度 60％） 

・発電量 12,300kWh/日 
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事例４．下水汚泥のエネルギー利用のモデル的取組事例 

（１） 取組主体 新潟県 

（２） 活用資源 下水汚泥（消化ガス） 

（３） 取組の概要 

・下水処理過程で発生する余剰消化ガスを燃料に発電し、処理場電力の２～４割を

賄う。 

・長岡技術科学大学の協力のもと、平成 22 年度から県の下水処理場にて実証実験

を行い、小型バイオガス発電機の開発に成功。 

・平成 25 年度から堀之内浄化センターで発電設備を導入し、平成 28 年度末まで

に他５処理場にも導入済み。令和 2 年度現在６処理場合計で 960kW の発電規模

を有する。 

・令和 2 年度は 6 処理場で運転し、約 437 万 Nm3/年の未利用消化ガスを利用し

て、約 824 万 kWh を発電した。 

 

  



 

  23 

事例５．木質バイオマス発電の取組事例 

（１）取組主体  SGET グリーン発電三条合同会社 

（２）活用資源  木質バイオマス 

（３）取組の概要  

・固定価格買取制度（ＦＩＴ）により、平成 29 年９月から稼働を開始。 

・県内から調達される間伐材等由来の木質バイオマスなどを燃料とする。 

・令和 2 年度は、約 3 万トンを森林から発生する未利用間伐材等を燃料として使用

しており、今後さらに利用量を増やしていく計画であることから、森林資源の有効

活用や地域林業の活性化が図られることが期待される。 

・使用燃焼 年間 約 7 万トン 

・発電出力 5,450ｋｗ 
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事例６．バイオマスエネルギーを利用した循環型農業の取組事例 

（１）取組主体  株式会社開成 

（２）活用資源  食品廃棄物、農業廃棄物等 

（３）取組の概要  

・地域で発生する農業残渣や、スーパーや温泉宿泊施設から排出される食品残渣な

どの有機資源を原料に、バイオマスエネルギープラントでメタン発酵を行い、その

過程で発生するメタンガスを電力と温熱エネルギーに転換。 

・創出された電力は FIT 制度で売電するとともに、温熱は農業ハウスの暖房に利用

し、パッションフルーツなどの高級南国フルーツの栽培を行い、ジェラートなどに

加工して販売している。 

・さらに、メタン発酵後の残渣を肥料として農地で利用し、生産物を再び温泉宿泊施

設で提供することで、循環型の農業システムを確立している。 

・CO2 の排出抑制効果だけでなく、農業振興や地域活性への貢献などが評価され、新

潟県優良リサイクル事業所表彰（平成 24 年）、グリーン購入大賞・農林水産大臣賞

（平成 25 年）、リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰リデュース・

リユース・リサイクル推進協議会会長賞（令和元年度）等を受賞。 



 

   

 

 

 

農業総務課、農産園芸課、食品・流通課、畜産課、水産課、林政課、廃棄物対策課、 

産業政策課、創業・イノベーション推進課、農村環境課、技術管理課、下水道課 

（本計画についてのお問い合わせ先：農林水産部 農業総務課） 

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

ＴＥＬ 025-285-5511（代表） 

ホームページ https://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1221694452333.html 


