
真庭市における持続可能な農林業の
実現に向けた取組について

令和３年８月
岡山県真庭市



真庭市の姿

【概要】
平成17年3月31日、「真庭郡勝山町、落合町、湯原
町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村及び
上房郡北房町」の９町村が合併し、「真庭市」として
誕生。
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【地勢的概況】
面積：約828㎢（東京都23区の1.3倍）
（南北50km 東西30km）
（県下１位、県土の約11.6％）
気候：北部・豪雪／南部・温暖少雨
標高：最低110m／最高1,202m
（人家では553m 蒜山）
土地利用：山林79.2％・田畑8.2％

宅地1.7％・その他10.9％

合併から16年が経過。各地域の多彩性を生かした広域
行政を推進し、「ひとつの真庭」として自立し、合併効果
を生み出している。
一方、人口減少・高齢化、交付税特例措置の廃止に
よる税収減、公共施設の統廃合等の課題も山積。
人口 44,240人
（令和3年4月1日現在 住民基本台帳）

【安全】
活断層がない
震度4以上の地震がほとんどない
災害が少ない
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真庭の基幹産業－林業
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【森林の状況】

○真庭市の山林面積
⇒ 65,850ha（H31.3.31現在）

内 私有林46,219ha、県市有林12,674ha、国有林6,957ha
○民有林における人工林の割合
⇒ 約57％（33,824ha）（H31.3.31現在）

○人工林の樹種別面積割合
⇒ ヒノキ：72％ 、スギ：22％ （H30年度調査）

○人工林の齢級構成
⇒ ８～１3齢級（40～65年生）が多い
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森林資源の状況

4



【林業・木材産業】
「美作桧」をブランドに木材生産・販売が盛ん

な西日本有数の木材集散地
○素材生産業者 約20社
森林組合と連携して地域材を伐採・搬出
高性能林業機械の導入による生産性向上
従事者は約240人（平均年齢40歳代）

○原木市場 2社・３市場（約13.8万㎥/年）
※岡山県内の取扱量（約41万㎥/年）の約1/3を占める

○製材所 約30社
（原木丸太仕入量 約20万㎥/年）
（製材品出荷量 約12万㎥/年）

※市内製造業の生産額の1／4を占める
入出荷の差8万㎥⇒バイオマス資源として活用

○製品市場 １市場
⇒家一軒分の建築用材そろうマーケット

○その他 国土調査進捗率95％
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森林資源の状況



木質エネルギー自給率；11.6% ⇒ 約32％
林地残材整理が促進⇒山がきれいに！

CO2削減量 ⇒ 発電所のみで54,000ｔ-CO2

稼働１年間（H30.7月～R1.6月実績）

売上；約23.1億円
（未利用木：一般木＝6：4）

燃料購入（チップ）；約14.2億円
石油代替；約2.8万KL 23.5億円相当

(※灯油価格R1年7月~R2年8月の平均 84円/lで算出)

【稼働状況】
運営：地域内林業・木材業関係者と市で会社を設立・運営
規模：10,000KW（未利用材、製材・端材、樹皮を活用）
稼働率：103％
利用燃料：木質バイオマス約110,000t/年
発電量：約74,200MWh（非常に順調に運転、大きなトラブルなし）

未利用や産廃処理（処分費相当1億円以上）されていたものが、資源と
して有価で取引！ ⇒素材業者約20社、製材会社約30社の利益向上
さらに山林所有者へ燃料代のうち550円/tの還元を実現！
→合計還元見込額 約２億円（H26.10～R3.3）

発電所（直接） 15人
林業木材業（間接） 35人

雇用

約50名

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所
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真庭バイオマス発電所

10,000kwのバイオマス発電利用
22,000世帯分の需要に対応
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木質資源
安定供給
協議会

売電収入の一部
を山元に還元

〇 真庭市では、平成27年に稼働した真庭バイオマス発電所を中心に、「木を使い切る」構造を創出するとともに、売電収入の一部
を山主に還元し、山主の森林への関心を喚起することで、適切な森林整備・更新と合わせた持続可能な木材産業構造の構築
を目指している。

【真庭における木材流通（イメージ）】
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用材の流通ルート

燃料材等の流通ルート

約20社
従事者数約240人（平均
年齢40歳台）

２社・３市場
約13.8万㎥/年

約30社
原木丸太仕入量：約20万㎥/年
製材品出荷量：約12万㎥/年

木材・木製品製造業出荷額：
327億円（平成29年）
（真庭市全体の製造品出荷額
の約３割）

木を使い切る真庭（地域内の経済循環と資源の持続性の両立）



内装にＣＬＴ使用、ボイラ棟は

ＣＬＴ工法で建設今後の展開 8

県下最大の木造公共建築物
（木材使用料2,000㎥）

北房地域の5つの小学校を一つに統合し、新たに北房小学校を新設し、同敷地
内に認定こども園と放課後児童クラブを併設。冷暖房設備はバイオマスボイラーを
使用。こども園はCLTパネル工法軸組併用構造による。

勝山地域の旧庁舎を中央図書館にリファイニング。学びあい、人生
を応援しあう、市民参加型の図書館を目指す。

北房小学校・こども園（平成30年4月開校・開園）

中央図書館（平成30年7月開館）

木材の需要拡大・CLT



木材の需要拡大・CLT
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隈研吾建築都市設計事務所がデザインし三菱地所が晴海で建築する展示
施設に、真庭で製造されたCLTが使用される。
2019 年秋から2020年秋までの1 年間、オリンピック･パラリンピックにあわせ
て、 CLT の魅力を伝えるとともに、文化・情報の発信拠点として運用される。

真庭産材を使い
真庭でCLT製造

晴海

晴海での運用後は、部材をリユースし真庭市の蒜山に移築します。
・2021年春を目途に、蒜山高原の新たなランドマークになる観光
及び芸術・文化発信拠点として移築

・真庭の林産業の先進性のPR
・蒜山の観光の質の向上、滞在時間の延長・宿泊者増につなげる。

都市部へのCLT
真庭産材のPR

観光・文化・芸術発信
拠点として利用

新しい木材利用空間 観光客・市民への木
材・真庭産材のPR

真庭にリユース
（202１年～）

晴海で建築・運用
(2019 年秋～2020年秋)

真庭産材の里帰り

真庭市

蒜山⇔晴海プロジェクト推進事業
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真庭市は、ドイツのホストタウンとしてドイツを応援し、大
会期間中パラリンピアンの受入を計画している。
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真庭市の農業の取組について



南北50㎞で、標高差の大きな真庭市では多様な農業が展開

蒜山高原は、我が国の乳牛の１％し
かいないジャージー種の半数が飼育さ
れている。

キャベツ、大根などの高原野菜の指
定産地になっているが、近年、生産
が減退。

富原地区では山茶の伝統を持つ富
原茶が自園自製で製造されている。

蒜山高原

地場産山ブドウを原料としたワイン醸
造が行われている。

市中部は山間地で水田は小規
模。

南部はブドウの産地。

真庭市の多様な農業
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○１０年間で達成しておきたいこと ～「回る経済」

『第２次真庭市総合計画』（平成２７年３月）

「回る経済」

地域に根差した内発型の産業育成に加えて、真庭市に適した外の力も取り入れながら、経済
と生活基盤の強化を進め、地域資源「モノ」を「まち」の中で回す（循環させる）ことにより付加価
値「カネ」を高めています。市内では「ものづくり」と「商い」が生まれ、真庭市を中心とした近隣
自治体を巻き込んだ大きな循環を生んでいます。

真庭市の農業が目指す３つの「循環」

旭川源流に位置し、多様な農業が展開されている真庭市の立地特性を活かし、地域内、河川
流域で循環が成立する農業を構築。
市内の農商連携により、加工、流通、資材販売を地域内に取り戻すことで、「回る経済」を実現。

① 地域内の資源循環
（例）液肥や堆肥の活用
② 川上と川下の資源循環
（例）瀬戸内海のかき養殖との連携
③ 地域内外のお金の循環
（例）あぐりネットワーク、地産地消の学校給食（米飯を12月より真庭里海米へ完全切替）、

木材チップの販売（「株式会社サラ」の木質バイオマス発電所：笠岡市）等



生ごみ等を資源化させることでごみ処理費用の削減と有機性廃棄物の活用を目的とし、H26年に市内の民間事業者が協
同組合を設立、年間計画量1,500トンのモデルプラントで、生ごみ・し尿・浄化槽汚泥を、バイオ液肥に変換し田畑への肥
料に使用、副産物のバイオガスは発電に利用。H26～28年に国の委託事業で実証を行い、システムの構築を図った。

【生ごみ等資源化による液肥化事業】

事業所等

し尿・浄化槽汚泥

バイオ液肥・バイオガス
実証プラント

農家・組合・学校・
一般家庭で使用

年間処理量 約１,５００ｔ
一般家庭

久世地区
家庭系生ごみ

３００ｔ程度

事業系生ごみ

１００ｔ程度

し尿処理・浄化槽汚泥場

搬送
散布
液肥
提供

市役所等で無料配布

甘みがあると好評

１,１００ｔ程度 液肥提供

バイオガス

バイオガスによる発電で
再生可能エネルギーとして売電

本格プラント建設
に向け公募
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①地域内の資源循環 ～有機廃棄物の活用～

米、野菜、花などに使用

真庭市では、年間約14,000ｔのごみが発生し、燃えるごみが
８５％を占め、焼却費用に約600百万円かかっている。
その約50％が生ごみであり、きちんと分別すれば、
燃やす量は１，９００ｔで済む。
バイオ液肥実証プラントでは、300ｔの生ごみを
液肥化し、米や野菜の生産に利用。

生ごみ
49％燃えるごみ

85％

燃えるごみ

4地域より提案があり
候補地決定！

令和5年度完成予定！

ごみ



ごみの減量化・再資源化を行う持続可能なごみ処理体制づくりのシンボルとして、
ごみを材料にイノシシをモチーフとしたモニュメントを作成

【活動紹介】
・2019.6.14～16 には『G20持続可能な成長のための
エネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合
（長野県軽井沢市）』
・2019.10.26～27 SDGsの達成をテーマにした
東京湾大感謝祭（横浜市・赤レンガ倉庫）
・2019.11.9～16 全国市長会に合わせ
全国都市会館（東京都千代田区）

真庭のシシ

ＳＤＧｓ未来杜市真庭 持続可能な地域の発展へ向けて

【 環境、経済、社会の３側面をつなぐ統合的取組のシンボル ー 真庭のシシ 】

Ⓒ淀川テクニック

作者：淀川テクニック
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～真庭市は、SDGs未来都市全国29都市の一つに選ばれ、さらに自治体SDGsモデル事業10事業の一つ
に選定されました～



地域循環共生圏の形成を目指して
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〇 環境省が描く地域循環共生圏のイメージ

② 川上と川下の資源循環

～真庭市は、環境省が実施している「地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」の全国35団体の一つに
選ばれ、さらに環境省が支援チームを派遣する4団体の一つに選定されました～



②川上と川下の資源循環

里海米は、産業廃棄物となっていた瀬戸内海の牡蠣殻を水田の土壌改良資材「セルカ」
として再利用する資源循環農業として、農協、生協、漁協等の連携で開始。
岡山県一の河川・旭川の最上流部に位置する真庭市では、「永続的な中山間地域」を
目指すというＳＤＧｓの目標を達成するため、里海米を具体的なアクションとして位置づ
け、「真庭里海米」のブランドを立ち上げ
備前市日生湾の里海保全に関する講演会、農業者と市民による里海見学などの取組の
結果、令和元年産の里海米作付面積は県内１位となった。

令和元年産新米より、「真庭里海米 きぬむすめ 無洗米」を岡山コープ等で本格販売。
令和元年産新米より、市内学校給食を真庭里海米に切り替え。
環境省の「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトと連携し、「地域循環共生圏プラット
フォーム事業」のモデル事業に位置付け。

概要と経緯

今年度の取組み

☞「資源循環」、「森里川海連携」、「環境と経済
の両立」によるSDGsの実現

☞「永続的な中山間地域」具現化のためのアク
ション

「真庭里海米」が目指すもの 「真庭里海米」生産状況
平成30年産作付け 17ha

↓
令和元年産作付け目標 50ha

令和元年産作付け実績 141ha
来年はさらに生産が拡大する見通し

県内
最大

真庭市の生産者と消費者が、
日生町漁協やカキ殻資材
メーカーを視察

真庭里海米の取組について
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【中山間水田作】 SDGs未来杜市・真庭スマート農業オープンラボ
～集落営農法人による持続可能な中山間地域営農体系の実証～

１）効率的経営と集落農地の保全を両立する集落営農組織
の育成と法人化の推進、農地の集積
２）担い手不足を補う省力的で低コスト生産技術の確立

３）環境保全型農業による「こだわり米」など、中山間地域
の特徴を生かしたブランド化
４）WCS等の新規需要米や実需者ニーズにあった小麦など
の生産
５）防護、捕獲、利用を総合的に行う鳥獣被害防止対策

代表機関：
■岡山県農林水産総合センター

共同実証機関：
■岡山大学
■JAグループ岡山
■岡山県立真庭高校（農業高校）
■真庭の若手農業者グループ
■（株）中四国クボタ
■ファームスカイテクノロジー(株)
■ （一社）全国農業改良普及支援協会

実証体制

農事組合法人 寄江原
経営面積：16.9ha

(水稲、小麦、WCS)
組合員７３名、オペレーター２名
＊ 比較的平坦な「稼ぐ農地」、小
区画・傾斜地の「守る農地」で実証

生 産 者

県北中山間水田作の課題

導入するスマート農機

収量増（480kg/10a→540kg/10a）と労働時間の削
減（17時間/10a→13.0時間/10a）による集落営農
組織の経営の改善
農地集積率の向上（27.2％→80％）
「真庭里海米」のブランド価値の「見える化」
若手農業者に技術を継承
ジビエカーと連動させた鳥獣対策
＊ 目標数値は、（農）寄江原のもの。

ス
マ
ー
ト
農
機
導
入

若者の参入促
進、地域への速
やかな普及を見
据えた体制を構
築

中国山地の典型
的な集落営農組
織をモデルに、次
世代に継承可能
な経営モデルを
検証

中山間地域にとって過剰
装備とならない一貫機械
体系を導入

岡山大学と連携し、ス
マート農機普及のため
の経営条件を検証

市内若手農家への速や
かな普及

「真庭里海米」の区分集
荷によるブランド化

【耕起】トラクター直進アシスト
【移植】直進キープ田植え機
【水管理】自動水管理システム
【雑草防除】ラジコン除草機
【防除・追肥】ドローンの活用
【収穫】収量・食味コンバイン
【管理】経営・管理システム

＊ 真庭市の南北の標高差による作期の差（15日）を生かし、「大吟醸
餅」の加工に取り組む美甘地域の農業者と農機をシェアリング。

岡山県・真庭市
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市内販売額
H30年度 約6.5億円

販売額：H30年度実績 約1.9億円 18

標
高
差
を
活
か
し
た
リ
レ
ー
出
荷

あぐりネットワーク－地産地消と地産外消－

産地直売店
大阪府高槻市「真庭市場」（H24.8～）
滋賀県守山市「真庭市場2号店」（R1.6～）

③地域内外のお金の循環 取組例の紹介 ～小さな里山資本主義～

Ｈ３０年度販売総額：約8.4億円



ジビエカーを活用した鳥獣被害対策
これまで真庭市にはシカ被害がなかったが、兵庫県側から被害が拡大。農業だけでなく、林業被害の拡
大を懸念。
このため、真庭市は、美作市等とコンソーシアムを組み、全国１７の「ジビエ利用モデル地区」に選定、
全国で2番目となるジビエカーを導入。

鳥獣害対策PRや
視察の対応
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③地域内外のお金の循環 取組例の紹介 ～小さな里山資本主義～

地域の文化や伝統技術の継承のため、「真庭市の地酒で乾杯を推進する
条例」を岡山県内で一番最初に制定（平成25年）

真庭の地酒で乾杯！ ～真庭市の地酒で乾杯を推進する条例～

真庭市の勝山で製造されているクラフトビール。
副原料に地元産の「富原茶」や「地元酒蔵の酒粕」などを使い、フルーティー
で飲みごたえのあるビールに仕上がっている

真庭の地ビール ～美作ビアワークス～

ワイナリー、酒蔵、味噌蔵、クラフトビール工房など発酵に携わる人達が、発
酵食品の美味しさ、楽しさを伝えるプロモーションを実施

発酵文化の息づく街 ～まにわ発酵’s～

真庭市内で生産されている岡山を代表する幻の酒米「雄町米」を真庭雄町
米生産部会と酒蔵がイベントを通じて市内外にPR

Farm to Glass ～真庭の田んぼから食卓へ～

20



21

参考：小さな里山の特産品～新商品続々～

富原地区の茶葉
を使った

「とみはら茶」

みつまたから抽出し
たエキスを配合した
化粧水「結の香
（ゆのか）」

美甘地域特産のもち米を使
い、精米率を高めてうま味を
引き出した「大吟醸づくり美甘
ひめのもち」

勝山にあるクラフトビール製
作所で作られた地ビール。
フルーティーな味や香りが
特徴的。

北房のピオーネを使ったシロップ「ほたるの雫」

自然由来素材の石鹸。岡山県産のヒノキの
精油が入った「ひのき麻炭」は男性にも人気。
ネットやセレクトショップで販売

クロモジの木のイヤリングクロモジ茶

間伐後に生育したクロ
モジを使った特産品の
開発


