
（参考）                                             

都道府県バイオマス活用推進計画の策定状況 

（平成 26 年 12 月現在） 
No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

１ 青森県 平成 23 年 12 月 平成 21 年度→32 年度 

・全体：86.1％→89.5％ 
・稲わら：97.4％→100.0％ 
・りんご剪定枝 70.2％→73.0％
・間伐材 24.6%→34.6% 
・家畜排泄物：99.9%→100.0% 
・食品廃棄物：45.4%→62.3% 

①発生量が多く利用率が低い食

品廃棄物について、関係者との

連携促進、協力体制の構築。 
②「日本一健康な土づくり」に

向けた耕畜連携の推進、ハウス

暖房の熱源をもみ殻やリンゴ

剪定枝などのチップ・ペレット

等に置き換える技術の確立・普

及。 
③バイオマスを基軸とする６次

産業化の推進。バイオマスの活

用を図る先進的な施設のモデ

ル的な整備に対して、国の制度

等を利用しながら支援。 
④バイオマスのカスケード的な

利用の推進。 
⑤飼料化の推進技術、温室暖房

等におけるバイオマス活用研

究及び地産地消型の循環シス

テムの技術活用の推進。 
 

・中間年である平成

27 年度において、

社会情勢、経済情勢

等の変化や目標の

達成状況を踏まえ、

必要に応じて計画

の見直しを行う。 

「あおもり・バイオ

マス利活用総合戦

略」（平成 16 年） 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

２ 群馬県 平成 24 年 3 月 平成 22 年度→33 年度 

・全体：71％→81％ 
・林地残材ほぼ 0→30% 
・家畜排泄物 78％→79％ 
・食品資源（家庭系生ごみ）77％
→80％ 

・下水汚泥 91%→91% 

（重点的に取り組む事項） 
①畜産資源のエネルギー利用の

推進。 
②林地残材のエネルギー利用の

推進。 

・群馬県バイオマス

活用推進委員会（有

識者会議） 
・群馬県バイオマス

利活用推進連絡会

議（庁内組織） 
・5 年後を目途に必要

な見直しを行う。 
 

「群馬県バイオマ

ス総合利活用マス

タープラン」（平成

17 年） 

３ 埼玉県 平成 24 年 3 月 平成 22 年度→33 年度 

・全体：84％→87％ 
・林地残材：2%→9% 
・家畜排泄物：99%→100% 
・食品残さ：66%→76% 
・農業集落排水汚泥：90%→93%

・３つのバイオマス利活用モデ

ルを例示。 
①本県のバイオマスの 3 割を占

め利活用の推進が急務である

食品残さについては、飼料化、

肥料化、メタン発酵を取り入れ

た循環モデル。 
②普及段階にあるエネルギー利

用モデルとして、廃食用油から

のバイオディーゼル燃料製造

モデル。 
③実用化が期待されるエネルギ

ー利用モデルとして、木質バイ

オマスの熱分解ガス化。 
 

・埼玉県農山村バイ

オマス利活用検討

会議（有識者会議）

・おおむね 5 年ごと

に計画を見直す。 

「埼玉県農山村バ

イオマス利活用推

進計画」（平成 21
年） 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

４ 千葉県 平成 23 年 7 月 平成 22 年度→32 年度 

・全体：75%→80％以上 
・廃棄物系：74%→79% 
・未利用系：82%→88% 

①家畜排泄物：燃料化、メタン

発酵等 
②食品残渣：飼料化、メタン発

酵等 
③下水汚泥：固形燃料化等 
④林地残材：経済性の確保され

た活用の仕組みを検討 

・バイオマス庁内連

絡会議 
・ワンストップ相談

窓口の創設 
・バイオマス情報交

換会の開催。 
・中間年次において

社会情勢、経済情勢

等の変化や目標の

達成状況を踏まえ、

必要に応じて計画

の見直しを行う。 

「バイオマス立県

ちば推進方針」（平

成 15 年） 

５ 静岡県 平成 24 年 3 月 平成 22 年度→32 年度 

・家畜排泄物：93%→95％ 
・食品廃棄物：59％→70％ 
・生ごみ：63％→80％ 
・下水汚泥：87%→100% 
・林地残材：41％→49%    

①食品廃棄物・生ごみと林地残

材の利活用を重点的に推進。 
②食品廃棄物・生ごみ→排出削

減と分別収集の徹底、リサイク

ル製品の利用拡大、メタンガス

化等によるエネルギー利用の

促進。 
③林地残材→低コスト集荷・供

給システムの実現、県産材の公

共部門での利用推進、木質ペレ

ット・チップボイラーの導入支

援等。 

・静岡県バイオマス

利活用推進ワーキ

ング（庁内） 
・社会情勢の変化を

勘案し、状況の調査

結果を踏まえて、必

要があると認めら

れる場合は、中間年

度を目途に計画の

修正。 
 

・平成 17 年に「静

岡県バイオマス総

合利活用マスター

プラン」を策定 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

６ 京都府 平成 24 年 12 月 平成 22 年度→28 年度 
・食品加工残さ：83％→86％ 
・生ごみ：85％→88％ 
・下水汚泥：35％→41％ 
・林地残材：－ →35％ 

① 地域の主体的な取組の推進 
 

② 廃棄物バイオマスの活用 
 

③ 未利用バイオマスの活用 

・バイオマス活用庁

内連絡会議 
 

７ 兵庫県 平成 24 年 10 月 （バイオマス適正処理率） 
平成 22 年度→32 年度 

・全体：76％→87％ 
・家畜ふん尿：99%→99% 
・下水道汚泥：47%→55% 
・食品廃棄物：83%→90% 
・生ごみ：63％→80％ 
・間伐材等：35%→75% 
・バイオマス活用推進計画の策

定市町村数平成 32 年度：25 市

町 

「地域特性にあったバイオマス

の利活用」として、県民局所管

地域を基礎単位として、エネル

ギーや資源の地産地消をさらに

推進。 
＜具体的な利用形態＞ 
①木質バイオマスの多い地域で

は、資源マテリアル及びエネル

ギー利用を推進。 
②廃棄物系バイオマスの多い地

域では、メタン発酵によるエネ

ルギー回収を推進。 

・有識者等から構成

される「兵庫県バイ

オマス利活用推進

委員会（仮称）」を

設置。 
・中間目標年には計

画内容と目標の見

直しを行う。 

「兵庫県バイオマ

ス総合利用計画」

（平成 17 年） 

８ 山口県 平成 25 年 3 月 平成 23 年度→平成 32 年度 

・全体：95％→97％ 

・家畜排せつ物：95％→96％ 

・下水汚泥：100％→100％ 

・食品廃棄物：28％→40％ 

・製材残材等：84％→95％ 

・林地残材：43％→70％ 

①食品廃棄物活用プロジェクト 
・事業系生ごみのリサイクルの

普及 
・家庭での生ごみリサイクルの

普及 
・エネルギー利用の促進 
②林地残材活用プロジェクト 

・山口県バイオマス

活用推進委員会 
・策定から 5 カ年経

過した時点で必要

に応じ計画を見直

す中間評価を実施。

 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

・竹：新たな利用法の開発 

－ →2 分野（ﾏﾃﾘｱﾙ、ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ利用） 

・資源作物：ほぼゼロ→400 炭素

トン（ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ）

・森林バイオマス低コスト収

集・輸送システムの構築 
・固定価格買取制度を活かした

大規模発電システムの構築 
・木質ペレット燃料によるエネ

ルギー地産・地消の推進 
③新技術活用プロジェクト 
・竹資源の活用 
・資源作物等の活用 

９ 愛媛県 平成 24 年 6 月 平成 22 年度→33 年度 

・家畜排せつ物：96.6％→97％ 
・下水汚泥：31％→85％ 
・紙：78.2％→85％ 
・食品廃棄物：47.9％→55％ 
・林地残材：3.1％→30％ 

①食品廃棄物・農作物非食用部

の活用。 
②木質バイオマスの活用。 
③水産業関係のバイオマスの活

用。 
④バイオエタノール、バイオデ

ィーゼル燃料、木質ペレットな

どのエネルギーへの活用の一

層の進展。 

・愛媛県バイオマス

利活用促進連絡協

議会 
・推進状況、今後の

技術動向、エネルギ

ー情勢などバイオ

マスを取り巻く環

境を勘案し、5 年程

度で見直し。 

「えひめバイオマ

ス利活用マスター

プラン」（平成 16
年） 

10 島根県 平成 25 年 3 月 平成 22 年度→32 年度 

・家畜排せつ物：99％→100％ 
・食品資源：46％→87％ 
・木質資源(製材工場残材) 

：99％→100％ 
・木質資源(建設廃材) 

① 堆肥の品質向上、耕畜連携の

推進、運搬・散布を担う組織

の育成等により、堆肥の利用

促進を図る。 
② 建設廃材の活用推進に向け、

分別解体時の品質管理の徹

・中間年度にバイオ

マス利用目標指標

等について調査を

実施し、具体的な取

組内容の進捗状況

を把握し、必要に応

「島根県バイオマ

ス総合利活用計画」

（平成 15 年度） 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

：92％→95％ 
・下水資源：83％→85％ 
・林産資源：0.5％→45％ 
 

底を図り、利用率の向上を目

指す。 
③ 従来の肥料やセメント原料

の利用に加え、メタンガス発

電等のエネルギー利用を推

進。 
④ 循環型林業の確立による木

材生産の拡大に伴い、木質バ

イオマスのエネルギー利用

への需要拡大に対応できる

供給体制整備を推進。 

じ計画の見直し。 

11 熊本県 平成 24 年 3 月 平成 22 年度→32 年度 

・廃棄系バイオマス：93％→95％
・未利用バイオマス：58％→70％
 

①バイオマス活用の基盤の整備 
 バイオマス種類ごとの特徴や

課題に対応した活用の施策を

展開する。特に、利用率が低い

食品廃棄物と林地残材につい

て重点的に取組む。 
②バイオマス活用の横断的プロ

ジェクトの推進。 
 ・地域における利用システム

の構築。 
 ・バイオマス資源の新たな活

用、研究・開発。 
 ・需要拡大策の展開。 

・熊本県バイオマス

利活用推進会議 
・中間年次において、

社会情勢等変化や

目標達成状況を踏

まえ、必要応じて計

画の見直し。 

「熊本県バイオマ

ス利活用基本方針」

（平成 16 年度） 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 
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鹿児島県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 1 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年度→32 年度 

・全体：85.3%→97.5% 
・家畜排せつ物：85.3％→100％
・下水汚泥：96.9％→100％ 
・事業系生ごみ：79.4％→85.5％
・林地残材等：31.7％→54.1％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①家畜排泄物については、耕畜

連携の強化、ニーズに即した堆

肥作り、新たなエネルギー源と

しての活用。 
②下水汚泥については、下水道

事業実施中の市町への利用技

術等の情報提供等。 
③事業系生ゴミについては、再

生利用に関する気運醸成と

NPO などに低コストリサイク

ル・システム構築の促進。 
④ 地残材については、集材、

運搬の低コスト化及び安定供

給体制の構築。 
 

・鹿児島県環境保全

型農業確立推進本

部（庁内） 
・少なくとも 5 年ご

とに計画に検討を

加え、必要なとき

は計画を変更す

る。 

「鹿児島県バイオ

マス利活用指針」

（平成 16 年度） 

13 宮崎県 

 

平成 25 年 4 月 
 

平成 24 年度→平成 34 年度 

・家畜排せつ物：98％→100％ 

・集落排水汚泥：89％→95％ 

・食品廃棄物：100％→100％ 

・製材工場等残材：90％→100％

・建設発生木材：94％→95％ 

・農作物非食用部：95％→100％

・林地残材：0％→40％ 

 

① 家畜排せつ物は、適正処理と

利用者ニーズに即した効率

的な堆肥等の生産・供給を行

う畜産経営体の育成ととも

にバイオマス発電・熱利用施

設の有効活用等を推進。 
② 食品廃棄物は、関連業者等の

ノウハウを活かしたネット

ワーク等の構築を進め、ニー

５年間経過した時点

で取組内容の進捗

状況を把握し、必要

に応じて目標や計

画の見直し。 
 

「宮崎県バイオマ

ス総合利活用マス

タープラン」（平成

16 年度） 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

ズに即した品質の開発等。 
③ 製材工場等残材は、製材工場

への木質ボイラーの導入支

援等。 
④ 建設発生木材は、チップ加工

等を行い家畜用敷料や堆肥

等の原材料として利用推進。

⑤ 林地残材は、木材チップ等の

加工施設の整備とともに木

質バイオマス発電等の導入

の促進等。 
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北海道 

 
 
 
 

 

平成 25 年 12 月 
 

平成 25 年度→平成 34 年度 

・家畜排せつ物：98％→現状以上

・農作物非食用部：89％→100％

・製材工場等残材： 

99％→現状以上

・未利用木材：9％→38％ 

・漁業系残さ・水産加工残さ：

98％→現状以上 

・食品加工残さ：96％→98％ 

・生ゴミ：8％→36％ 

・下水汚泥：81％→85％ 

① 家畜排せつ物は、メタン発酵

等を推進するなど、従来の肥

料利用に加えて、エネルギー

利用の普及。 
② 稲わら、もみ殻等の農作物の

非食用部は、家畜農家との連

携による飼料、敷料への活用

について引き続き推進。 
③ 製材工場等残材は、敷料や燃

料等として再利用されており

引き続き推進。 
④ 未利用木材は、木質燃料によ

５年間経過した平成

29 年度にバイオマ

スの種類ごとの利

用量、利用率や推進

方策等について課

題を整理の上、必要

に応じて計画の見

直しを検討。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

る発電や熱利用の拡大を図る

とともに路網整備等を通じて

森林整備を推進。 
⑤ 漁業系残さ・水産加工残さは、

比較的再生利用率の低い品目

について、再生利用を促進 
なお、再生利用率の高い品目

は、将来的に安定的な利用が

図られるよう、利用方法の開

発や拡大を等を図る。 
⑥ 食品廃棄物は、分別回収し、

飼料や肥料等の再生利用のほ

かメタン発酵により、エネル

ギー利用する循環的利用を拡

大。 
⑦ 下水汚泥は、バイオガス化に

よるエネルギーとしての利用

や緑地・農地利用の推進。 
 

 
 
 
 

 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

15 新潟県 平成 26 年 3 月 平成 24 年度→平成 28 年度 

・家畜排せつ物：79%→81% 

・水産廃棄物：83%→86% 

・樹皮・木くず：96%→97% 

・建設発生木材：72%→80% 

・食品廃棄物：83%→87% 

・生ごみ：8%→11% 

・下水汚泥：97%→97% 

・集落排水汚泥：53%→56% 

・し尿汚泥：36%→36% 

・稲わら：100%→100% 

・もみがら：99%→100% 

・米ぬか：100%→100% 

・果樹剪定枝：4%→100% 

・間伐材等：14%→47% 

① 家畜排せつ物は、水田への堆

肥使用拡大及び堆肥の広域利

用を推進。また、浄化放流し

ている家畜の尿を資源として

利用検討。 
② 水産廃棄物は、開発済みの利

用技術等の普及や原料の特性

を活かした加工品の開発等を

推進。 
③ 樹皮・木くずは、多様な用途

への利用を推進。 
④ 食品廃棄物は、食品リサイク

ル・ループの構築により肥飼

料化を促進。併せて、食品ロ

スの削減などにより発生量抑

制の取組を推進。 
⑤ 生活系生ごみは、地域の実情

に応じた循環利用及び再生利

用の処理センター等の整備を

促進。事業系生ごみは、リサ

イクル・ループの構築等によ

り業者の自主的な再生利用の

取組を促進。 
⑥ 集落排水汚泥は、市町村と連

平成 29 年度～32 年

度を第二期、平成

33 年度～37 年度を

第三期とし、４年毎

の計画見直し時に

利用率の目標を設

定。 

 



No 都道府県 策定期日 バイオマス利用率目標 主な取組 検討・推進組織 備 考 

携し各種資材原料及びエネル

ギー等としての利用拡大を目

指す。 
⑦ 果樹剪定枝は、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推進。 
⑧ 間伐材等は、木質ペレット等

の熱エネルギーとしての利用

をすすめるとともに、バイオ

マス発電等の新たな取組につ

いても検討。 
 


