
■ ペレットの安定供給により、順調に排出削減を実施

－ 当初の計画どおり排出削減を実施できていますか？

INTERVIEW 04

伊賀の里モクモク手づくりファームさんは、年間約30万人が訪れる観光農園であり、2018年に

30周年を迎えます。

農園内のイチゴ、トマトの生産施設に木質バイオマスボイラーを導入し、2014年5月にJ-クレ

ジットのプロジェクトとして登録、2015年12月にクレジット認証を受けました。そこで、プロ

ジェクトの実施状況などについてお話をお聞きしました。

－ Ｊ－クレジット制度に参画するきっかけは何だったので

しょうか？

（モクモク手づくりファーム）東日本大震災後、環境に配慮し

た施設で農産物を生産したいという考えがありました。

当時、活用できる補助金があり、市内にペレット製造会社が

あったこともあり、ペレット用の木質バイオマスボイラーをト

マトハウス2施設、イチゴハウス2施設それぞれに1機ずつ導入

しました。導入の際には農林水産省の「強い農業づくり交付

金」「森林整備加速化・林業再生事業」を活用しました。

施設の購入の際に、ボイラー会社の方から、Ｊ－クレジット

制度について教えてもらい、支援機関の協力を得て、計画書を

作成しました。

■ 東日本大震災を契機に、環境に配慮した農産物の生産を検討

（モクモク手づくりファーム）当初の計画では、ボイラーを最大限

使用した場合、7年1ヶ月で310トン（約43トン／年）のＣＯ２を

削減する計画でした。

実績として、計画よりもボイラーの使用量が少ないため、排出削

減量が少なめですが、2014年2月～2015年6月に38トン（約

27トン／年）を削減して、クレジット認証を受けました。

原料となるペレットは当初から安定的に供給できており、使用量

は大きく変わっていないことから、クレジット認証を受けた当時と

同様な量を排出削減できていると思います。

モクモク手づくりファーム 田渕氏

観光農園に木質バイオマスボイラー

を導入してプロジェクト登録

継続的に排出削減を実施するとともに独自の取組

として観光客に対して環境教育を実施。

伊賀の里モクモク手づくりファーム

木質バイオマスボイラー

（モクモク手づくりファーム） 導入当初は燃油高であったため、燃料コストの2割削減の効果を見

込んでいましたが、近年の燃油安の影響により、その効果は薄まってます。しかしながら、ハウス内

に重油ボイラーを併設していないことから、燃油価格に応じてボイラーを使い分けることはできない

ですし、今から重油ボイラーを導入することも考えていません。

－ 燃油コストの削減についてはどのような状況でしょうか？

■ 近年の燃油安により燃料コストの削減効果は薄いが、重油ボイラーは導入せず。
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■ CO2を排出削減した手法で生産していると言えることが重要

－ 過去に取得したクレジットの使い道について教えてください。

■ 農産物に「地元の間伐材を利用したペレットボイラーを使用」のPRや、独自の取組と

して観光客に対して環境教育を実施

－ 排出削減した手法で生産していることについて、PRをして

いますか。

（モクモク手づくりファーム） 当ファームで生産された作物

は、ファーム内の販売所及び直営レストランでの販売の他、イ

ンターネットによる通信販売もしているのですが、その際、

「地元の間伐材を燃料としたペレットボイラーを使って生産し

たトマト」としてPRしたこともあります。

また、当ファーム独自の取り組みとして、イチゴ狩りやトマ

ト狩りに来た観光客に対して、「どのように生産されているの

か」、「ペレットボイラーはなぜ環境にやさしいのか」を説明

する環境教育を実施しています。

環境教育の実施により、売り上げや来客数が増加したわけで

はないと思いますが、親子連れの親御さんには評判が良いです

し、「環境に配慮した生産」は、当ファームとして重要なこと

ですから、木質バイオマスボイラーによる生産や環境教育を引

き続き実施していきたいと考えています。

（モクモク手づくりファーム） 過去に認証を受けたクレジット

は、昨年、三重県で開催した「お伊勢さん菓子博2017」などの

イベントのカーボン・オフセットとして提供しました。

当ファームとしては、CO2を排出削減した手法で生産したトマ

ト、イチゴであると胸を張って言えることが大事であり、CO2を

38トン削減したという事実が重要だと考えているため、クレジッ

トを商品に付加したり、お金にかえることは考えていませんでし

た。

環境教育で使用しているパネル

ですし、今から重油ボイラーを導入することも考えていません。

トマトの生産
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INTERVIEW 05

２０１３年に設立した株式会社タカヒコアグロビジネスさんは、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支

援事業を活用して、大分県九重町にフェンロー型ハウスを整備（年間約４００トンのパプリカを栽培）し、コスト

削減や地域雇用を創出する新たな施設園芸を実践しています。

同社は、化石燃料を使用せずに地域資源エネルギーの温泉熱を利用した加温システムをパプリカ栽培

施設に導入することで、2018年６月にJ-クレジット制度のプロジェクトとして登録しました。

そこで、プロジェクト登録の経緯などについてお話をお聞きしました。

－ Ｊ－クレジット制度に参画するきっかけを教えてください。

（タカヒコアグロビジネス） パプリカ栽培を開始してから約

１年後、九州農政局や大分県の施設園芸担当者からJ-クレジット

制度の話があり、また同時期に付き合いのあった小売電力事業者

からCO2の排出削減量が売買できるという話を聞いたのがきっか

けです。

その後、2017年11月から具体的にJ-クレジット制度への参

画を検討し始め、およそ半年でプロジェクト登録に漕ぎつけまし

た。

プロジェクト登録に必要な計画書の作成は、コンサルタント会

社にお願いしたため、当社は計画書作成に必要なデータを提供し

ただけでしたが、温泉熱の利用量を正確に把握する必要があった

ため、新たに流量計を設置することになりました。

－ パプリカ栽培に温泉熱を利用しようと考えた理由は何だったんでしょうか？

（タカヒコアグロビジネス） 当社の親会社は、プラン

ト建設業を営んでいます。約10年前から安全・安心な食

づくりに貢献できないかと考え、植物工場プラントを建設

し、レタス類の栽培研究を開始しました。その後、先端農

業の現状を学ぶためオランダを訪問し、次世代農業の取組

として2009年からパプリカの栽培を始めましたが、不安

定に高騰する化石燃料に悩まされました。

大分県は、地域資源である「地熱」が豊富にあり、この

地熱を活用することで化石燃料の使用量を大幅に削減でき

ると考え、国内にほとんど例が無い温泉熱利用型の熱交換

システムを自社で開発しました。

その後、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支援事業

を活用して、2016年4月より、この地で温泉熱を利用し

たパプリカ栽培を始めたところです。

(株)タカヒコアグロビジネス

佐藤 代表取締役

温泉熱利用型熱交換システム

温泉熱利用による

温泉パプリカ栽培で

プロジェクト登録

これまで培った知識やノウハウを

ベースに開発した熱交換システムの

導入で化石燃料から脱却

(株)タカヒコアグロビジネス
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－ 温泉熱利用のメリット・デメリットを教えてください。

（タカヒコアグロビジネス） 温泉熱利用のメリットは、なんと言っても化石燃料価格に左右されず

に栽培ができ、燃料コストを大幅に削減できることです。ちなみに現在のA重油価格であれば、年間

8000万円程度の燃料コストの削減になります。

また、自然の恵みである温泉熱を利用していることで、エコな農産物といったイメージが消費者に受

け入れられると考えています。

一方、デメリットは、地震の発生や周辺での温泉採掘等が行われた場合、その影響を受ける可能性が

あることです。そのため、緊急事態に備えて重油焚きボイラーを併設しています。

また、温泉の泉質によっては、熱交換システム内に腐食等を生じ、温水が詰まる可能性がありますの

で、泉質に応じた仕様にする必要があります。

（タカヒコアグロビジネス） 現在

出荷しているパプリカは「温泉パプ

リカ」という名称で販売しており、

贈答用の箱には、「CO2排出のない

おんせん熱利用」「地球に優しい持

続可能な農業生産」といった記載を

しています。

贈答用の箱

－ CO2の排出削減した手法で農産物を栽培していることについてＰＲしていますか？

（タカヒコアグロビジネス） 温泉熱の熱量を全て使い切っていない状況にあるので、何か他のことに

活用したいと考えています。たとえば、敷地内に加工場を整備して、機器の熱源として利用したり、観

光農園を整備して、足湯や入浴施設の熱源として利用するなどです。

当社として、J-クレジットに期待することは、クレジットの

売却益に加え、CO2を削減した手法で農産物を栽培していると

いう企業イメージが付くことです。取引先の中には環境に配慮

した商品を扱いたいという会社もあり、このような考えをもつ

会社や消費者が増えていけば良いと考えています。

今後、J-クレジットに登録したことも何らかPRできればと

考えていますし、J-クレジットの活用が多少なりとも農家の収

入になるようなビジネスモデルになれば良いと思っています。
(株)タカヒコアグロビジネス

工藤取締役農場長

－ 最後に今後新たに取り組もうと考えていることがあればお聞かせください。

パプリカ栽培施設
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INTERVIEW 06

２０１４年に設立した株式会社デ・リーフデ北上さんは、農林水産省次世代施設園芸導入加速化支援事

業を活用して、東日本大震災の被災地、宮城県石巻市にフェンロー型ハウスを整備し、トマトとパプリカを生

産しており、コスト削減や被災地雇用を創出する新たな施設園芸に挑戦しています。

同社は、木質バイオマスボイラーの導入による化石燃料の削減による取組で、2018年６月にJ-クレジット

制度のプロジェクトとして登録しました。

そこで、プロジェクト登録の経緯などについてお話をお聞きしました。

－ この地でオランダ式大規模施設園芸を始めようと思ったのは何故ですか？

（デ･リーフデ北上） 東日本大震災前、この辺一帯は田んぼや

宅地でした。私（鈴木社長）は稲作を営んでいましたが、震災で

全て流されました。がれき撤去まで約２年掛かり、地盤沈下の影

響による塩害が懸念されたことから、稲作の再開を断念しました。

今後何をするか検討した際、震災以前に河川敷に生育する葦を

使った萱葺きを生産していた関係からオランダの業者と繋がりが

あり、オランダの大規模施設園芸を視察する機会を得ました。

オランダの施設園芸は、高度な環境制御を行って、トマトなど

を栽培しており、それまで知っていた栽培経験が全く参考になら

ないものでしたが、安定的な収穫が期待できるものでした。その

ため、この地で地域の若手を中心にオランダ式の施設園芸による

生産を始めることを決断し、地域の中小企業の方々からの出資を

募り、2014年に会社を設立しました。

－ J-クレジット制度に参画したきっかけを教えてください。

（デ･リーフデ北上） CO2は農業には必要不可欠で

す。しかし一方で地球温暖化の原因となっています。も

ともとCO2排出削減の取組には関心があり、県内でJ-

Ver制度に参画していた農家さんがいましたので、CO2

の排出削減量を認証する制度があることは知っていまし

た。ただ当初は、施設整備や事業が忙しく、認証制度の

活用を検討できる状況にはありませんでした。

2017年10月頃、コンサルタント会社からＪ－クレ

ジット制度の話を伺い、具体的にＪ－クレジット制度へ

の参画を検討し始めました。それからおよそ半年でプロ

ジェクト登録に漕ぎつけました。

(株)デ・リーフデ北上

鈴木代表取締役社長

被災地の農業復興

地域資源を活用した

次世代施設園芸に挑戦

木質バイオマス、地中熱の利用に

加え、排気ガスを利用したCO2施用

で低炭素化を実践

(株)デ・リーフデ北上

(株)デ・リーフデ北上

阿部総務部長
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－ 施設の加温システムについて教えてください。

（デ･リーフデ北上） 木質バイオマスボイ

ラーとLPGボイラー、さらに地中熱ヒートポ

ンプ、蓄熱タンクを併用するハイブリッド運

転で、ハウス内の温度を22℃に維持していま

す。これにより、化石燃料の削減率３割を目

指しています。

木質バイオマスボイラーの燃料は、木材

チップで、生チップのまま燃料としています。

地元森林組合との間で年間購入量・価格を契

約しており、安定的に確保できています。

また、同じ熱量を確保するに当たって、現

在のLPG燃料価格であれば、木材チップの方

が安価であるため、今後は木質バイオマスボ

イラーの使用率を徐々に高めていく予定です。

（デ･リーフデ北上） 作物生育にはCO2が必要不可欠なのですが、作物の収量や品質を向上させる

ためCO2施用を行い、一定のCO2濃度を確保しています。そのCO2施用を行うに当たって、新たに別

の化石燃料を燃焼させるのではなく、LPGボイラーの排気ガスからCO2を施設内に送り込む方法を採用

しています。このシステムは、オランダの施設園芸を視察した時から導入したいと思っていました。

夏場は加温しないため、別途、液化炭酸ガスによるCO2施用を行っていますが、加温を行う冬場であ

れば、LPGボイラーの排気ガスで必要なCO2量を確保できています。

－ 木質バイオマスや地中熱の活用以外にもCO2排出削減の取組を実施していますか？

（デ･リーフデ北上） 木質バイオマスボイラーの排気ガスをCO2施用へ活用することやCO2を貯留し

て夏場に施用できるシステムも検討していきたいと思います。

また、木質バイオマスボイラーは灰の処理が問題になります。現在は、産業廃棄物として処理してい

ますが、路盤改良材としての活用について、県内業者と検討しているところです。

更に、収穫後の作物残渣からバイオガスを発生させ、それを活用するシステムについても検討してい

ければと思っています。

－ 最後に今後取り組んでみたいことをお聞かせください。

木材チップ 木質バイオマスボイラー

蓄熱タンク

－ 従業員は確保できていますか？

（デ･リーフデ北上） 当初は従業員が確保できるか正直不安でした

が、現在、従業員50名のすべてが石巻市、半分が旧北上町出身者です。

最近は会社が認知されてきたこともあり、就職希望者が多い状況です。
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