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イ 取組方針

ａ 効率的な収集・運搬システムの構築

①低コストで崩れにくい作業道等の路網整備を推進し、搬出コストの低減を図ります。

②切捨間伐から利用間伐への移行を推進します。

③利用間伐でも通常は未利用となるＣ材の利用を図るため、Ａ・Ｂ・Ｃ材の素材全量・

定額買取制度を推進します。

ｂ 加工・流通体制の整備

①Ｃ材等の低質材の利用拡大を図るため、製紙用チップ、オガ粉等を製造する施設整備

を推進します。

②Ｂ・Ｃ材の県内加工体制を整備するため、集成材、合板、ボード等の新規工場の誘致

を行います。

③木質バイオマス活用に取り組む事業者に対して、各種相談・許認可申請などに関しワ

ンストップサービスを提供できるよう、相談窓口の一本化を実現する体制を整備しま

す。

④集成材、合板、ボード等について、ＤＩＹ業界への製品供給を推進します。

ｃ 需要の拡大

①公共施設等へのペレットボイラー、ペレットストーブ等の導入を推進します。

②国内クレジット制度等を活用した木質バイオマスの利用を推進します。

③県産材センター等において、小規模な木質バイオマス発電施設、熱利用施設等の設置

を検討します。

根元部 曲がり部 柱材・集成材 小径木 梢端

枝葉

C・D材 C・D材A・B材

林地残材 利用部分 林地残材
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用
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・立木を丸太にする際に出る
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・森林外へ搬出されない間
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・通常は林地に放置される残

材

林地残材の定義
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ウ 取組工程

2012 2016 2021
平成24年度 平成28年度 平成33年度

　a　効率的な収集・運搬システムの構築

①低コストで崩れにくい作業道等
の路網整備を推進し、搬出コスト
の低減を図ります

②切捨間伐から利用間伐への移
行を推進します

③利用間伐でも通常は未利用と
なるC材の利用を図るため、A・B・
C材の素材全量・定額買取制度を
推進します

①C材等の低質材の利用拡大を
図るため、製紙用チップ、オガ粉
等を製造する施設整備を推進しま
す

②B・C材の県内加工体制を確保
するため、集成材、合板、ボード
等の新規工場の誘致を行います

③木質バイオマス活用に取り組む
事業者に対して、各種相談・許認
可申請などに関し　ワンストップ
サービスを提供できるよう、相談
窓口の一本化を実現する体制を
整備します

④集成材、合板、ボード等につい
て、DIY業界への製品供給を推進
します

　ｃ　需要の拡大

①公共施設等へのペレットボイ
ラー、ペレットストーブ等の導入を
推進します

②国内クレジット制度を活用した
木質バイオマスの利用を推進しま
す

③県産材センター等において、小
規模な木質バイオマス発電施設、
熱利用施設等の設置を検討しま
す

取組方針

　ｂ　加工・流通体制の整備

○継続的に実施

○搬出間伐への移行・実施

○相談窓口の設置～実施

○調査・検討

○調査・検討

○継続的に実施

○継続的に実施

○継続的に実施

○継続的に実施

○調査・検討

○モデル導入の実施～導入推進

○継続的に実施
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４ バイオマス分類別の課題と取組方針

（１）農業資源（わら類、もみがら、条桑育残さ、収穫残さ、剪定枝）

ア 特性

本県で発生する農業資源は、７割以上がすき込みや堆肥化等による土づくり資材として

利用されています。また、その発生時期が一時期に集中するなど、季節的な変動が激しい

という特徴があります。

【わら類】

稲わらは、牛の嗜好性が高く、収穫期に雨が少ないため品質が安定していることから、

飼料として利用されています。

麦わらは、稲わらと比べると牛の嗜好性が劣る、収穫期が雨期と重なり品質が安定しな

い等の問題があり、飼料としての利用率が低くなっています。

飼料以外には、すき込みや堆肥の水分調整資材等の土づくり資材としても利用されてい

ます。

【もみがら】

もみがらは、形状、大きさがほぼ均一であることから作業上取扱しやすく、また、内部

に大きな空隙を持ち構造も堅固であることから通気性・排水性を高める効果があり、園芸

用資材や暗きょ充填資材、堆肥化の際の通気確保資材など用途は広く、利用価値の高い資

材として活用されています。またオガ粉同様、敷料としても利用されており、この場合は

家畜排せつ物と混合した状態から堆積され堆肥化されています。

【条桑育残さ、収穫残さ、剪定枝】

条桑育残さ、収穫残さは、すき込み等により農地還元されてきましたが、防疫上の理由

や連作障害回避のため、焼却処理も行われています。剪定枝については、病害虫防除の観

点から焼却処分されることが多いのが現状ですが、一部では堆肥、マルチング等の土壌還

元に加え、木工細工や暖房にも利用されています。

イ 課題
■農業資源は、農村に広く賦存していますが、収集・運搬に大きな労力を要するため、

同一経営内や地域内での利用にとどまり、畜産農家や他分野での利用が十分に図られ

ていません。

■麦わら等の野焼きは、「群馬県の生活環境を保全する条例」や「廃棄物処理法」によ

り原則禁止されているため、これらの資源については、焼却に頼らない環境に配慮し

た適正処理技術の開発が求められています。

■キュウリ等の栽培後に残る茎葉の残さは、ポリビニール製の誘引ひもの分離が困難で

す。また、残さ処理時の病害虫や肥料成分の残存等の影響が明らかでないことから、

ほ場へのすき込みが難しく、農家にとって残さ処理が大きな負担となっています。
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ウ 取組方針

ａ すき込み及び堆肥化への活用推進

●わら類は土づくり資材として労力的・コスト的に有利な農地（水田）へのすき込みを

推進していきます。

●条桑育残さは、桑園へのすき込みと堆肥化により農地への還元処理を推進します。

●収穫残さは農地への還元処理を基本とし、「粉砕、細片化等により農地への還元」、「堆

肥化等の適正処理」を推進します。

ｂ 地域間の連携強化

●畑作と畜産を中心とした地域では、敷料や堆肥化資材としてわら類やもみがらが不足

している状況も見られるので、米麦地域との連携を図るなど畜産部門での有効活用を

進めます。

ｃ 新たな利用用途の検討

●わら類及びもみがらについては、固形燃料化など新たな利用用途についても検討しま

す。

●収穫残さは、適正な処理方法を開発し、焼却処理以外の用途を検討します。

●剪定枝は、チップ化し、堆肥の副原料やマルチ資材、また炭として利用するなど新た

な用途についても検討します。

（２）畜産資源（家畜排せつ物）

ア 特性

家畜排せつ物は、窒素・リン酸・カリ・微量要素・有機物等を多く含んでいることから、

これまでも肥料として農産物及び飼料作物の生産において有効活用されています。今後も

農業生産力の維持・増進を図る上で極めて大きい役割が期待されています。

また、家畜排せつ物をガス化するなど、エネルギーとして利用する取組も行われていま

す。

イ 課題
■近年、農家一戸あたりの家畜の飼養規模の拡大等に伴い、家畜排せつ物の自己経営内

・地域内における循環利用が困難になっている地域もあります。

■家畜排せつ物及び堆肥は、その形態等から移動に適さないため、畜産の盛んな一部地

域への集中化が見られ、草地や飼料作物への過剰投与による環境への負荷が懸念され

ています。

■耕種農家が求める高品質な堆肥の製造や堆肥運搬散布受託組織（コントラクター）の

育成が必要です。
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ウ 取組方針

ａ 「群馬県家畜排せつ物利用促進計画」に基づく取組

●家畜排せつ物の利用を促進し、資源として有効活用を図ることを目的とした「群馬県

家畜排せつ物利用促進計画」に基づき、以下のことに取り組みます。

①自己経営内及び耕種農家における有効活用の促進

②利用技術の向上や需要拡大のための方策の推進

③地域外利用の推進や肥料以外の処理方法（売却・バイオガス等）の検討

ｂ 「群馬県地域結集型研究開発プログラム」に関する取組 ★重点

●大学・高専・企業・試験研究機関の力を結集させた「群馬県地域結集型研究開発プロ

グラム」で研究開発した「①家畜排せつ物の低温ガス化・高エネルギー変換技術」「②

畜産環境改善技術」を畜産農家へ周知･普及すると共に、家畜排せつ物が需要量を超

えて過剰に発生している地域での需給改善やエネルギー利用を推進します。

（３）木質資源Ⅰ（林地残材、製材残材）

ア 特性

本県の森林は約 425 千ヘクタールで、8,786 万立方メートルにも及ぶ木質資源を有して

います。また、民有林（人工林）の３分の２が 41 年以上に成長する等、量的にも質的に

も充実しており、「植えて育てる時代」から「伐採して利用する時代」への転換期を迎え

ています。

木質バイオマスは、住宅や家具のように、耐久消費財として利用される形態に加え、紙、

ペレットなどの日用消費財として利用されます。これらをいわばカスケード（多段階）的

に利用して行けば、炭素の貯蔵効果をより持続的に発揮することが可能です。

また、湿度等一定の条件を整えれば腐朽速度が遅く、原料のまま貯蔵できるので取扱い

は容易ですが、かさばるため広大な貯蔵スペースが必要です。

【林地残材】

木質資源の発生量の多くを占める林地残材は、森林に広く、薄く点在しているため、収

集、運搬等に費用がかかり、また、木材価格の低迷もあり、林地に放置される場合が多く

なっています。

【製材残材】

主に製材工場、合板工場、プレカット工場等の製造工程で発生する端材、樹皮等であり、

菌床きのこや畜産敷料用のオガ粉、木材乾燥･発電･木工機械の燃料等に利用されています。
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イ 課題

■林地残材は小量が広域に散在していて収集・運搬コストが高く、ほとんど林地内に残

されています。

■収集・運搬のための協力体制や流通システムの整備にあたっては、森林・林業・木材

関係者など多くの関係者の理解と協力が必要です。

■効率の高い変換技術の開発が発展途上であり、施工例の多い蒸気式は技術の信頼度が

高いものの、効率が悪く、大規模な施設が必要になります。ガス化等による発電、熱

変換技術は、高効率で小規模な施設で可能ですが、まだ実証段階にあり、施設も割高

になります。

■木材加工の際に発生する端材は、製紙用チップ、敷料として利用されています。焼却

処分が規制されたことから、特に樹皮の処理が困難となっています。

ウ 取組方針

ａ 効率的な収集・運搬システムの構築 ★重点

●低コストで崩れにくい作業道等の路網整備を推進し、搬出コストの低減を図ります。

●切捨間伐から利用間伐への移行を推進します。

●利用間伐でも未利用となるＣ材の利用を図るため、Ａ・Ｂ・Ｃ材の素材全量・定額買

取制度を推進します。

ｂ 加工・流通体制の整備 ★重点

●Ｃ材等の低質材の利用拡大を図るため、製紙用チップ、オガ粉等を製造する施設整備

を推進します。

●Ｂ・Ｃ材の県内加工体制を整備するため、集成材、合材、ボード等の新規工場の誘致

を行います。

●木質バイオマス活用に取り組む事業者に対して、各種相談・許認可申請などに関しワ

ンストップサービスを提供できるよう、相談窓口の一本化を実現する体制を整備しま

す。

●集成材、合板、ボード等について、ＤＩＹ業界への製品供給を推進します。

ｃ 需要の拡大 ★重点

●公共施設等へのペレットボイラー、ペレットストーブ等の導入を推進します。

●国内クレジット制度等を活用した木質バイオマスの利用を推進します。

●県産材センター等において、小規模な木質バイオマス発電施設、熱利用施設等の設置

を検討します。

ｄ 実証試験の実施

●木材加工の際に発生する樹皮（バーク）について、コスト分析試験や用途分析試験等

の実証試験を実施し、利用拡大策を検討します。
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（４）木質資源Ⅱ（建設発生木材）

ア 特性

建設発生木材には、土木工事に伴い発生する立木や伐採木、建築物新築工事に伴い発生

する端材、解体工事に伴い発生する廃木材があります。いずれも工事現場から廃棄物とし

て搬出する場合は、産業廃棄物として適切に処分することが廃棄物処理法により義務づけ

られています。

特に建築物新築工事に伴い発生する端材、解体工事に伴い発生する廃木材は、建設リサ

イクル法により、再資源化が義務づけられています。

イ 課題

■分別解体の品質管理によっては、再資源化業者の受入基準に合わず、製品の原材料と

しての再利用が困難な場合があります。一方で、林地残材等に比べ安価であることか

ら、燃料としての需要が高まっています。

ウ 取組方針

ａ カスケード利用（多段階利用）の推進

●再資源化業者の受入基準に合う品質を確保するため、分別解体時における品質管理の

徹底を図ります。

●木材チップについて、木材パルプ、再生木質ボード等のマテリアル利用が優先される

よう啓発するとともに、製品の原材料としての再利用が困難な場合は、燃料としての

利用を推進します。

（５）食品資源（動植物性残さ、事業系生ごみ、家庭系生ごみ）

ア 特性

食品資源は、食品製造業から発生するジュース類等の絞りかす等の「動植物性残さ（産

業廃棄物）」、食品流通業や外食産業等から発生する売れ残り、食べ残し等の「事業系生

ごみ（一般廃棄物）」、家庭から排出される「家庭系生ごみ（一般廃棄物）」に分類されま

す。

食品関連事業者が排出する食品廃棄物については、「食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律（食品リサイクル法）」において、平成 24年度までの再生利用等の実施率目
標が食品関連事業者の業種に応じて 40％から 85％に設定されました。これにより食品関
連事業者は、食品廃棄物の発生抑制、再生利用、減量に積極的に取り組むことが求められ

ています。

また、家庭系生ごみについても、食べ残し等の削減による排出抑制と減量化
※
に努める

とともに、排出された廃棄物の再使用・再生利用や適正処理が強く求められています。

※【減量化】・・・排出された生ゴミ等について、水切りの徹底などにより重量を減らすことです。
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【動植物性残さ（産業廃棄物）】

動植物性残さのリサイクルについては、効率的な再生利用に必要とされる量の確保が比

較的容易で、その組成も一定の安定性を有しているため、有償物としての取引分を含める

と約 77％が飼料・肥料（堆肥化）等としてリサイクルされています。

【生ごみ（一般廃棄物）】

生ごみは、事業系、家庭系を問わず、素材毎に見ると少量かつ組成も複雑で分別収集が

難しく、高水分で腐敗しやすく、塩分や油分、楊枝等の異物の混入も多いことから、大部

分が焼却処分されているのが現状です。

また、生ごみは、ごみ減量の取組の効果等により排出量が減少傾向にあます。

イ 課題

■食品廃棄物は異物が混在する危険性等から、リサイクルにより製造された飼肥料の品

質に不安をもつ農業者が多い等により、その安定した需要を確保することが課題とな

っています。

■今後、飼肥料化を進めるためには、まずは食品廃棄物の分別の徹底を図るとともに、

畜産農家や耕種農家の評価に耐えられる品質を確保し、科学的分析や成分表示を含め

て信頼を確保していくことが必要です。

■腐敗しやすく成分も一定していないため、回収しても利用しづらい面があります。

■生ごみを分別回収して循環利用するためには、事業者や県民の理解と協力が不可欠で

す。

■生ごみの分別収集は、特に家庭系では、組成が複雑で腐敗しやすく品質が一定しない、

異物混入の可能性がある等、導入に当たり、市町村、住民の負担が大きくなります。

こうした分別収集に伴う負担や一定量以上品質の一定した生ごみを収集することの難

しさから、分別収集を行わずに焼却処分することが一般的となっており、堆肥化、メ

タンガス化等、バイオマス活用を行うための施設整備は進んでいません。

■廃食用油の回収については、市町村・事業者・市民との合意形成を図り、効率的な回

収方法を検討することが必要です。

ウ 取組方針

ａ 飼料としての利用促進

●畜産が盛んな本県では、家畜排せつ物由来の堆肥が大量に生産・流通しているため、

多量でかつ品質が一定で飼料に適する動植物性残さについては、まずは飼料としての

利用を促進します。

ｂ 生産・流通体制の強化

●食品関連事業者と農業者、肥飼料化を行う再生利用事業者等の連携を促進し、協力体

制、ネットワークの構築を図ります。

●一定地域内、同一業種内等多数の食品関連事業者及び関係者による処理施設の共同設
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置や運搬事業者・再生利用事業者への共同委託等により、再生利用等の効率化を促進

します。

ｃ 新たな利用用途の検討

●製品化した堆肥や飼料等の確実な利用先の確保が懸案となっており、今後は発電や熱

エネルギー利用を含め、新たな用途も検討していきます。

ｄ 生ごみ（事業系、家庭系）のリサイクル推進

●「群馬県循環型社会づくり推進計画」に基づく３Ｒ推進の一環として、一般県民、事

業者等を対象に生ごみリサイクル推進に向けた意識啓発を行います。

●ぐんま３Ｒ推進会議等での取組により市町村等の行うリサイクルの仕組みづくりを支

援します。

●市町村、一部事務組合等による施設整備に当たっては、循環型社会形成推進交付金等

を活用し、生ごみ堆肥化、メタンガス化等、多様なバイオマス活用に向けた施設整備

を支援します。

●ＮＰＯ・市民活動団体等が行う廃食用油のリサイクル活動を支援します。

（６）排水資源Ⅰ（下水汚泥、し尿、浄化槽汚泥）

ア 特性

下水汚泥は、年々増加傾向にあり、現状では、県内で年間約 117 千トン（H21 実績）が
発生しています。このうち、セメント原料に約 59％、有機肥料原料に約 13％、法面緑化
基盤材や土壌改良材に約５％、埋戻材に約９％と全体の９割弱が再利用されています。

しかしながら、今後、下水道の普及に伴い汚泥は益々増加することから、有効活用を図

りつつ、減量化・減容化が求められています。

し尿（公共下水道で処理されるもの及び自家処理されるものを除く）及び浄化槽汚泥は、

平成 21年度で 514,668キロリットルとされていますが、うち約 96.5％に当たる 496,518キ
ロリットルはし尿処理施設で処理されており、農地還元や堆肥化はほとんど行なわれてい

ません。し尿処理施設から排出された処理残さについては、焼却処理されるものが多くな

っています。

イ 課題
■し尿系汚泥は、畜産系のものと比べて、含水率が高い、イメージが悪い等の問題があ

り、肥料等の需要増が見込めない状況の中で、農地還元や堆肥化等を進めることは難

しい状況です。

■し尿処理施設の整備等については、廃熱利用のための施設整備についても検討するこ

とが望まれます。
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ウ 取組方針
ａ 新たな活用方法の検討

●将来的には、消化ガスによる発電等も視野に入れ、汚泥の積極的な活用に取り組みま

す。

●今後、下水汚泥以外の汚泥を含めたバイオソリッドとしての利用を基本とした汚泥処

理の将来的なあり方や広域・共同処理等について検討していきます。

●し尿や浄化槽汚泥のバイオマス活用は、現在まで進んでいない状況ですが、新たな活

用方法の可能性等を含めて、引き続き検討を進めていきます。

ｂ 利用者への啓発

●汚泥から作った肥料を農家や一般の人たちに利用してもらうため、汚泥肥料の利用に

ついての啓発を行います。

（７）排水資源Ⅱ（農業集落排水汚泥）

ア 特性
農業集落排水処理場では、農村地域の家庭雑排水やし尿などの下水処理を行っています。

処理された水は農業用水路などに戻され、農業用水に再利用されています。

国の補助を受けて実施している農業集落排水事業は、農業集落排水施設から発生した汚

泥を肥料化のうえ、その肥料を地区内の農業で利用する地区内資源循環を基本としており、

県内でも 29地区で実施されています。

イ 課題
■農業集落排水汚泥の利用が義務づけられた平成 14 年度以前に事業が開始された処理
場で発生する汚泥は、再利用されずにし尿処理場などで処分されています。

■畜産排せつ物等の堆肥利用が進む一方で、農地の肥料受入量には限界があることから、

肥料以外の用途を検討する必要があります。

ウ 取組方針
ａ 計画的な資源循環施設を設置・更新

●全ての農業集落排水施設で汚泥を利用できるように、計画的に資源循環施設を設置・

更新していきます。

ｂ 工業資材等への利用推進

●農地への堆肥供給・利用は過剰であることから、工業資材等への利用を推進します。
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第５章 ﾊﾞｲｵﾏｽ活用に向けた各主体別の取組

地産地消的にバイオマスを活用していくためには、その生産、収集、変換及び利用の各

段階が有機的につながった地域循環型システムを構築することが重要です。そのため、県

民、市民活動団体等、事業者、行政の各主体が、適切な役割分担のもと、密接に連携しつ

つ自発的に取組を進めることが期待されます。

１ 県民

◆市町村が設定する分類区分に応じたゴミの分別排出を徹底し、資源ゴミの集

団回収等、循環型利用の取組に協力します

◆バイオマス資源から作られた製品を使用します

◆生ゴミの堆肥化を実践します

◆廃食用油は、石鹸やロウソクなどに再生利用、又は回収に出します

◆環境啓発活動、環境学習などに積極的に参加します

◆市町村が進めるバイオマス活用に関する施策に協力します

２ 市民活動団体・ＮＰＯ、教育・研究機関等

◆バイオマスの活用について、自ら実践するとともに県民に対して積極的に普

及啓発を行います

◆生ゴミや廃食用油の再生利用を推進します

◆集団資源回収などを通じ、地域の循環型社会形成のための活動を行います

◆県民や事業者に対する啓発活動、環境教育の推進などの活動を行います

◆研究機関は、県民、事業者が実践しやすいバイオマス活用方法について、研

究・開発を行います
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３ 事業者

◆自ら排出する廃棄物について、分別排出を徹底します

◆バイオマスを原材料等として使用します

◆バイオマスエネルギーを積極的に利用します

◆バイオマス活用技術の研究開発に取り組みます

◆自ら排出する廃棄物系バイオマスについて、利用できるものは積極的に利用

します

◆従業員に対する環境意識の向上や環境教育の充実に努めます

◆環境ラベル（バイオマスマークなど）の活用など環境配慮に関する情報提供を

行います

◆地域の環境活動に積極的に参加・主催するなど、地域とともに環境を考える

企業を目指し、行動します

◆森林所有者は、林地残材の有効活用に努めます

４ 市町村、県

◆市町村バイオマス活用推進計画を策定します(市町村)

◆食品廃棄物や紙の分別収集の普及を促進します

◆バイオマス製品等に関する情報提供を充実させます

◆バイオマス製品を率先して使用するとともに、各種イベントなどにおいてこうし

た製品を紹介し、住民への普及啓発を図ります

◆ＮＰＯ・市民活動団体等が行う、啓発活動、環境教育の推進などの活動を支

援します

◆公共施設等へのバイオマスエネルギーの活用を推進します

◆生ごみや廃食用油の再生利用を促進します

◆バイオマス利用率の向上に資する資源化施設の整備を検討します

◆バイオマスの地域循環型システムの構築を検討します

◆バイオマス発電を推進します

◆国と連携してバイオマス活用推進の取組を行うとともに、国に対してバイオマ

スの円滑な活用に資する制度の創設や改正等の働きかけを行います(県)
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第６章 計画の推進と進行管理

１ 推進体制

バイオマス活用を着実に進めるためには、県民、市民活動団体等、事業者、行政の各主

体が、適切な役割分担のもと、密接に連携した推進体制を構築することが重要です。

本計画では、学識経験者・市民活動団体・NPO・事業者・行政から構成される「群馬県
バイオマス活用推進委員会」を中心に、県庁各部局で構成される「群馬県バイオマス利活

用推進連絡会議」と協力・連携し、持続可能な低炭素・循環型社会の実現に向けた取組を

総合的・計画的に推進します。

２ 進行管理

計画目標の達成状況や事業の実施状況につい

ては、ＰＤＣＡサイクル（Plan：計画、Do ：

実施、Check：点検・評価、Action：見直し）
により、毎年点検・評価します。

（１）Plan（計画）

群馬県バイオマス活用推進委員会において審

議後、その意見等を勘案して目標数値及び取組

方針を策定します。

（２）Do（実施）

計画に基づき、県民、市民活動団体・NPO 等、事業者、行政の各主体が、バイオマス
活用推進に向けた取組を実施します。

（３）Check（点検・評価）

利用率の達成状況や重点施策における取組工程の進捗状況等について、群馬県バイオマ

ス活用推進委員会に報告し、専門的かつ客観的な点検・評価を行います。

なお、点検・評価の結果については、県ホームページ等で毎年度公表します。

（４）Action（見直し）

群馬県バイオマス活用推進委員会の評価結果に基づき、必要に応じて目標数値や取組内

容について見直しを行います。

Ｐlan

（計画）

Do
（実施）

Check
（点検・評価）

Action
（見直し）


