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4 事業化プロジェクト 

4.1  基本方針 

養父市のバイオマス賦存量及び利用状況から、牛から発生する牛排泄物バイオマスと鶏

から発生する鶏排泄物バイオマスが豊富にあり、牛排泄物では畜産農家や市直営のおおや

堆肥センターにより堆肥化し土壌還元、鶏排泄物は畜産農家によって燃料化や堆肥化をす

すめるバイオマス活用の取組が行われています。このほか、市が構成員となり南但広域行

政事務組合が運営する南但クリーンセンターでは、一般廃棄物を利用したメタンガス発電

と熱回収を行い一定の成果を得られています。 

鶏排泄物由来のバイオマス利用については、畜産農家で一部が燃料化されているほかは

堆肥化され多くは地域外で利用されています。今後の家畜糞尿の利用については、地域資

源循環を目指す方針に基づき利用を高度化するメタン発酵ガス化発電システムを整備し実

施するものとします。 

また、中長期的には林地残材や間伐材のエネルギー利用や、メタン発酵プロジェクトで

生産された、電気・熱・液肥（消化液）・堆肥を利用した、循環型社会の形成を行える取り

組みを推進します。 

プロジェクトの取組、期待される効果、課題等を次項以降に示します。 

 

 

表4-1 養父市バイオマス産業都市構想における事業化プロジェクト 

 

プロジェクト 

家畜糞尿・食品廃棄

物等バイオガス化

プロジェクト 

事業系一般廃棄物・

産廃汚泥バイオガス

化プロジェクト 

（機能強化） 

森林資源 

バイオガス化 

プロジェクト 

バイオマス種類    

  産業廃棄物 ○ ○  

  事業系一般廃棄物  ○  

  家庭一般廃棄物    

  産廃汚泥  ◯  

  家畜糞尿（鶏、牛） ○ ◯  

  林地残材、間伐材 

その他農業系残渣 
  ◯ 

発生箇所 
畜産農家、 

店舗・食品工場等 

畜産農家、 

店舗・食品工場等 

森林 

変換方法 バイオガス化 バイオガス化 バイオガス化 

利用形態 発電・温熱 発電・温熱 発電・温熱・ＣＯ２
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目 

  

的 

地球温暖化防止 ○ ○ ○ 

低炭素社会の構築 ○ ○ ○ 

リサイクル 

システムの確立 
○ ○ ○ 

廃棄物の減量 ○ ○ ○ 

エネルギーの創出 ○ ○ ○ 

防災・減災の対策 ○ ○ ○ 

森林の保全   ○ 

里地里山の再生   ○ 

生物多様性の確保   ○ 

雇用の創出 ○ ○ ○ 

各主体の協働 ○ ○ ○ 

 

4.2 家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロジェクト 

近年、地球温暖化の防止のための低炭素社会や資源循環型社会の実現、地域分散型の資

源やエネルギーの供給・調達等の観点からも、再生可能エネルギーに大きな期待が持たれ

ています。 

本プロジェクトは、エネルギーの回収だけではなく地域内での資源循環によって環境負

荷を低減し、地球温暖化の防止並びに循環型社会の基盤形成のために推進します。 

 

 

表4-2 家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロジェクト 

 

プロジェクト概要 

事業概要 

市内畜産農家から排出される家畜排泄物や兵庫県内の食品工場から食品残渣

を活用し、バイオガス化によるエネルギー利用と発酵残渣を肥料化し活用する

地域資源の循環を目指す。 

事業主体 民間事業者 

計画区域 

養父市（一部の原料調達、堆肥・液肥の利用は市内外の農業者や事業者との連

携を図る） 

（事業実施場所は、図4-2を参照） 
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原料調達計画 

市内畜産農家： 鶏糞22ｔ/日、牛糞4ｔ/日、 

食品工場  ： 食品残渣19ｔ/日 

パーム油 3ｔ/日 

（具体的な調達先については、 

表 4-3を参照） 

施設整備計画 

メタン発酵ガス化プラント 

バイオマス受け入れ容量48トン/日、発電容量1426kWe、熱供給容量883kWth

の施設を整備する。 

（具体的な内容については、表 4-4を参照） 

製品・エネルギ

ー利用計画 

電気 

・電力会社への売電、一部は施設での自家消費。 

温熱 

・プラント内加温システムで利用。 

液肥（消化液） 

・化学肥料の代替として安価なメタン発酵残渣（消化液）の利用を推進し、地

域の農業の競争力強化に繋げる。 

事業費 
メタン発酵ガス化プラント：31億円 

（表 4 -9を参照） 

年度別実施計画 

平成29年度：基本設計、各種許認可申請、液肥利用実証試験開始 

公害防止協定締結（関係区・養父市・事業実施主体） 

系統連系契約締結（関西電力） 

平成30年度：建設工事着工、竣工、試験運転開始 

平成31年度：本格稼働 

事業収支計画

（内部収益率（Ｉ

ＲＲ）を含む。） 

年間収入：55百万円 

年間支出：45百万円 

内部収益率（ＩＲＲ）：11.2%   

（表 4-10を参照。） 

効果と課題 

効果 

・地域内での資源の循環による経済活性化 

・発電所設置及び原料となる廃棄物の運搬業、運営維持管理に係る雇用の創出 

・畜産農家の糞尿処理に係る負担軽減と堆肥化施設周辺の環境改善 

・堆肥化施設から発生しているメタンガスの縮減とバイオガス発電による二酸化炭素削

減による温室効果ガスの発生抑制 

課題 

・周辺環境への配慮（騒音、粉塵、交通） 

・産業廃棄物（原料）の効率的な収集・搬出・運搬方法の確立 

・メタン発酵残渣由来の肥料（消化液・堆肥）の認知度向上と普及推進 

・高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫等の家畜への重大疾病発生時の原料確保 

イメージ図 
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図4-1 家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロジェクト 

 

 

 

 

 
 

（1）計画地域 

養父市全域を計画区域とします。一部の原料調達、堆肥・液肥の利用は市内外の農業者や

事業者との連携を図ることとします。 

 

図4-2 事業の実施場所 
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（2）原料調達計画 

具体的な原料調達料と調達先の計画について、以下の表4-3に示します。 

 

表 4-3 原料調達計画 

 

バイオマス種類 
利用量 

（トン/日）
備考 

鶏 糞 22 市内畜産農家より調達 

牛 糞 4 市内畜産農家より調達 

産業廃棄物 

（食品加工廃棄物） 19 

市内含め、近隣の食品工場から食品残渣

を調達 

パーム油 3 インドネシアより輸入 

合 計 48  

 

（3）施設整備計画 

具体的な設備計画について、以下の表に示します。 

 

表 4-4 施設整備計画 

 

項 目 内 容 

変換方法 メタン発酵ガス化発電システム（中温湿式メタン方式） 

 

受入れ能力 大処理能力80トン/日 

初年度稼動48トン/日（稼働状況により増加予定） 

 

発生エネルギー 鶏糞1トンあたりのメタンガス発生量は、約160Nm3であり、鶏糞22ト

ン/日での発電量では約3,500kw/hと試算される。本事業では、鶏糞22

トン/日に加え、その他バイオマスの投入も想定しており、合計で約

34,224kwh/日の発電が可能である。 

また、発電機から回収される熱や、発酵に伴う余剰熱等により、発生す

る熱ネルギーは約21,192kWである。 

 

設置場所 養父市大薮1157他 
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（4）製品利用計画 

本事業で発生するエネルギーは、電気と熱のほか、メタン発酵残渣（消化液及び堆肥）が

生成されます。この液肥の主な特徴は以下の表に示します。 

 

表 4-5 液肥の主な特徴 

 

項 目 内 容 

特 徴 

 

 

 

 

特 徴 

メタン発酵によりバイオガスを回収した後に残る液肥・堆肥は、バイ

オマスが適当な滞留時間を経て易分解性有機物が十分に分解され有

害微生物や雑草種子が不活性化しており、化学肥料に代替できる有機

質肥料となる。 

また、液肥を利用した栽培では、トマトでの試験栽培において糖度の

向上が見られており 味の良い野菜を栽培することが期待でき、試験

栽培の結果から、稲作や牧草地にも適用でき、液肥のみで十分な栄養

を与えることが可能である。 

 

想定成分 

施肥効成分は、ミネラル、ビタミンはじめ各種肥料成分が含まれてお

り、今回の計画では、全窒素：0.4%、リン酸：0.1%、カリ：0.2%の成

分を含んだ液肥を生産できると想定している。 

 

散布計画量 

液肥生成量：1,460トン/年（＝4トン/日×365日） 

ただし、地域等からの希望があれば増産し散布する。 

 

 事業実施主体調べ 

液肥や堆肥を水稲や野菜の生産に活用することで、耕作における化学肥料の使用料を

低減させ、肥料コストを削減することを検討しています。また、液肥を化学肥料の代わ

りに用いて化学肥料の使用量を低減した「農産品ブランド」を創出し農家の収益向上を

図っていくこととします。こうした取組みにより、市内農家での利用率の向上と普及拡

大を推進します。 本市では、ブランド牛「但馬牛」の繁殖飼育を推進している一方、

畜産農家は安定的な堆肥の提供が耕種農家へ出来ておらず在庫の余剰が発生し、需給の

ミスマッチが生じることがあり、メタン発酵発電施設での受け入れができれば、堆肥の

前段階の牛糞の受け入れが可能となり、畜産農家の問題の解消に寄与することができま

す。 

 また、一部の休耕田は牧草地となっており、畜産農家にとって牧草栽培が行える環境

は準備されています。牧草の生産には水稲に比べ多くの肥料が必要であるが、消化液の

散布は試算上ではコストが低く、散布手間も少ないため、働き手不足の現状では、牧草

生産コストと労務の軽減に対して有効と考えられます。 
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水稲栽培での消化液の効果は試験ほ場にて成果がでており、葉物野菜にも同様の効果を

期待できます。 

生成された液肥の利用計画については、表 4-6に示します。 

表 4-6 液肥利用計画 

 

 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

液肥量（トン/年） 1,000 1,250 1,460 

利用用途（ ha ） 
米：50 

野菜：12 

米：62 

野菜：15 

米：72 

野菜：17 

 

また、今回生産を見込む液肥の利用によって、肥料に要する費用の削減効果も期待でき

ます。農林水産省が公表している「農業経営統計調査 平成27年産米生産費」によると、

10a 当たりの米生産費における肥料コストは 9,318 円となっており、メタン発酵残渣の農

家負担金額は、散布作業費が主であり費用は抑えられたものと言えます。 

※参考 国内既存メタン発酵施設におけるコシヒカリの栽培に使用されるメタン発酵消化液の量は 4

ｔ/10a、散布作業費は500～2,000円/ｔである。 

基肥3t追肥1ｔとしても農家負担金額は4,000/10aと程度となる。 

 

  表4-7 米生産費に伴う肥料代（消化液コスト比較）    

（10ａあたり） 

種 別 単 価 

化成肥料 9,318円 

液肥（消化液） 4,000円 

 

 

 

（5）年度別実施計画 

年度別実施計画を以下の表4-8に示します。 

 

表 4-8 年度別実施計画 

 

項 目 内 容 

平成29年度 基本設計、各種許認可申請、液肥利用実証試験開始 

公害防止協定締結（関係区・養父市・事業実施主体） 

系統連系契約締結（関西電力） 

平成30年度 建設工事着工、竣工、試験運転開始 

平成31年度 本格稼働 
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（6）事業費及び年間収支計画 

現時点での事業費および年間収支計画をそれぞれ以下に示します。 

 

表 4-9 事業費概算 

 

項 目 事業費（千円） 

メタン発酵ガス化プラント（消化液タンク） 2,910,000 

熱供給設備 120,000 

車両代（消化液散布車） 70,000 

合計 3,100,000 

 

 

表 4-10 年間収支計画 

 

大項目 小項目 金額（千円） 

収 入 

売電収入 426,000 

廃棄物処理受託 120,000 

液肥（消化液）散布 

・堆肥販売 

4,000 

合 計 550,000 

支 出 
一式 450,000 

合 計 450,000 

ＩＲＲ  11.2% 

 

 

（7）効果と課題 

家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロジェクトによる効果及び課題は、以下のように

整理します。 

 

＜効果＞ 

■臭気対策 

現在の家畜の排泄物処理は、各畜産農家が所有する堆肥庫で切返し作業を行い、好気

性発酵により堆肥化する過程で臭気が発生しています。一方、今回のメタン発酵ガス

化発電施設では密閉状態での嫌気性発酵処理を行うため、臭気の軽減が図られます。 

■温室効果ガスの削減 
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家畜のふん尿や食品残渣などのバイオマスから有機物をメタン発酵によるメタンガ

スとしてエネルギー回収することにより、電力ひいては化石燃料の節減につながり、

CO2排出量の削減が図られます。 

 

■堆肥・液肥利用による生産コスト低減と地域農作物の付加価値化とブランド化 

メタン発酵残渣は、コンポスト施設での堆肥化処理を施すと乾燥堆肥として利用する

ことができます。 

化学肥料の代替として使用することで化学肥料の施肥量の削減と、地域農作物の付加

価値化とブランド化（ブランド野菜やブランド米）が期待できます。堆肥はすでに発

酵過程を経ているため、臭気問題がないことも大きな特徴となっています。 

また、消化液散布は、省力化が可能なため、人手不足解消となり、作付け面積の拡大

にも寄与するものと考えています。 

肥料コストを安く抑え、有機質肥料としてＧＧＡＰを取得し、東京オリンピックへ向

け販売計画を立てることとしています。 

 

■交流人口の増加 

先進的な、メタン発酵ガス化発電施設を建設することで、観光客や施設見学者の増加

が期待出来ます。 

■循環型社会の形成 

メタン発酵発電施設は電気や熱といったエネルギー回収にとどまらず、液肥や堆肥を

地域に還元することにより、バイオマス資源の循環によって環境負荷を低減し、地球

温暖化の防止並びに循環型社会形成の基盤とすることが期待できます。 

■防災拠点施設としての有効活用 

電力供給及び災害時用電源（電源自動車）や温水利用（災害時の風呂の温水） 

に利用が出来ます。災害時のバックアップ機能も併せ持つものです。 

また、災害時においても家畜糞尿の処理は続けていく必要がありますが、メタン

発酵発電事業は安定的に運用することが可能となっています。 

■鶏糞によるアンモニア臭の軽減 

鶏糞を発酵させることにより大量のアンモニア性窒素の生成が想定されており、アンモ

ニア回収技術の「アンモニアストリッピング」等の装置にてアンモニア（硫安）の回収

を行う計画とします。 

 

＜課題＞ 

■液肥利用の普及 

メタン発酵残渣由来の液肥や堆肥の利用及び普及のための体制の構築。 

液肥を使った農産物生産の技術の確立。 

液肥を利用した農産物ブランドを創出するための広報及び付加価値化の推進と販路

の開拓。 
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■熱利用 

メタン発酵ガス化発電施設で回収される熱の有効利用（植物工場や地域熱供給） 

図4-3 発電所図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-4 パース図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-5 建設予定地 

 

発酵槽 

ガスエンジン 

循環水再生処理施設 

消化液タンク 

受入施
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4.3  事業系一般廃棄物・産廃汚泥バイオガス化プロジェクト 

（5年以内に具体化するプロジェクト） 

5 年以内に具体化を進めるプロジェクトは、家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロ

ジェクトで未利用であった、事業系一般廃棄物と産廃汚泥の混合原料によるバイオガスプ

ロジェクトを想定しています。 

発電施設を中心とした先進的な地域資源循環型の取り組みを広め、学びの場として広報

することで交流人口の増加を図ります。 

 
 

図4-6 事業系一般廃棄物・産廃汚泥バイオガス化プロジェクト（機能強化）のイメージ 

 

 
 
 
 

表 -11 メタン発酵発電プロジェクト（第2期プロジェクト） 
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プロジェクト概要 

事業概要 

市内の畜産業者から排出される家畜排泄物や食品加工残渣に加え、事業

系一般廃棄物や野菜等の生産時の農業残渣やを原料としたバイオガス発

電への移行 

事業主体（予定） 発電事業実施主体、耕種農家、畜産農家、養父市 

計画地域 養父市大薮地内 

原料調達計画 
鶏糞（ブロイラー）、牛糞尿、農業残渣、事業系一般廃棄物、汚泥、農業

集落排水汚泥など 

施設整備計画 
バイオガスプラント（メタン発酵プラント、発電設備、熱供給設備、消

化液貯蔵タンク等）消化液散布車、堆肥散布車、凝集剤製造設備 

製品・エネルギー

利用計画 

電気 ：売電、自社消費、地域電源利用、ＰＰＳ 

熱  ：プラント内加温システムで利用 

消化液：一部を液肥として利用 

    一部を堆肥として利用 

事業費 
原料受入・前処理施設（設備）：1億円 

発電プラント設備：1億円 

年度別実施計画 

～平成33年度 ： 産業廃棄物処理（継続） 

平成34年度 ： 一般廃棄物処理業許可取得、受け入れ開始 

        （機能強化） 

効果と課題   

効果 

・熱利用・電力の地産地消 

・悪臭の低減 

・雇用の増加 

・温室効果ガスの発生量の低減 

・循環型社会の形成 

・地域経済循環効果 

・災害時のエネルギー源の一つとし、蓄電池による電力供給や、精製メ

タンバイオガス燃料によるガス供給 

・交流人口の増加 

課題 ・広域的な分別回収の仕組みづくりと周知 

 

4.4 バイオマス発展プロジェクト（10年以内に具体化する取り組み） 

（1）バイオガス事業と農業との連携プロジェクト 

平成 31 年度に本格稼働するメタン発酵ガス化発電プロジェクトでは、その 5 年以内に

プラントの安定的な100％出力による稼働を目指すとともに、液肥（消化液）・堆肥の普及
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更なる拡大を図る予定です。 

消化液利用については、農家を対象とした説明会や勉強会を定期的に開催し利用先の開

拓に努めます。メタン発酵施設から生じる消化液については、品種によっては消化液のみ

で味の良い野菜を栽培することが可能となります。また、消化液は、稲作や牧草の生産に

適しており、当該液の成分のみで十分な栄養を与えることが可能となっています。 

この消化液の想定される特徴では硝酸態窒素がＥＵ基準の3500PPM以下の数値となって

います。良質な『有機質』肥料であるため、減農薬・減化学肥料で栽培した米を特別栽培

米として、自治体の認定を受け販売している地域もあり、差別化にも一役買うことができ

ると考えています。 

このようなことから、消化液の効用・効果の認知度を高め、地元の農産物ブランドの創

出と向上に努めて、地域の農業高校等との連携により食品加工品のブランド化も進めてい

く考えです。また、メタン発酵ガス化発電施設で回収された熱とCO2を植物工場への利用

や、地域の工場や公共施設へは熱供給を行うシステムの検討を行っていきます。 

 

（2）林地残材等を利用したプロジェクト 

豊富な木質バイオマス原料を利活用するために、未利用材をチップ化し木質燃料を生産

する仕組みを構築するとともに、2MW の木質バイオマスガス化発電システムの検討を行い

ます。メタン発酵ガス化発電プロジェクト同様に、売電や蓄電を行うとともに、回収され

た熱やCO2は植物工場に、地域の工場や公共施設へは熱供給を行うシステムの検討を行っ

ていきます。 

 

表 4-12 木質バイオマス発電プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

養父市内や近隣の豊富な未利用木材を利活用して木質バイオマス発電事

業を行い、地域の経済活性化・雇用の促進・林業の再生・里山の整備を

目指し、養父市の掲げるCO2等温室効果ガスの抑制に貢献する。 

事業主体（予定） 発電事業実施主体、地域木材関連業者 

計画地域 養父市内 

 

 

図4-7 木質バイオマス発電プロジェクトのイメージ 
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（3）バイオマス発電施設を核とした防災に強い町作りプロジェクト 

メタン発酵ガス化発電システムや木質ガス化発電システムを進めてると同時に、これら

のプロジェクトで発生した電気と蓄電池のシステムを検討し、災害により停電した場合の

もエネルギーを確保します。利用できるシステムの構築と、確保された電気エネルギーと

温水などの熱ネルギーを避難所へ供給出来る体制を検討し、防災に強い町づくりを目指し

ます。 

 

（4）食物工場プロジェクト 

木質バイオマス発電施設の廃熱利用を行い、水耕栽培等の植物工場の設置を検討します。 
安定した作物の生産が通年で可能となる排熱を利用した植物工場では、市場の需要期に

合わせた生産を進め、冬季に降雪が多い本市において通年雇用の創出が図られます。 

栽培の特徴として、土を利用しないために雑菌や病害虫の影響が少なく農薬を使用せず

に安全な作物が作れることがあげられます。 

また、比較的軽作業であることや、温度管理がなされることから高齢者等の雇用にも期

待ができます。 

 

（5）環境学習と交流促進 

本プロジェクトでは、地域のバイオマス資源の活用状況を学習機会として見学や体験す

る事ができる環境を構築し、液肥を利用した米作りの農業体験や、野菜の栽培体験を実施

することとします。 
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農業・畜産業・林業が相互に連動した地域資源循環型社会の実現により、全国からの視

察者や観光客の増加など、交流人口の増加も期待できます。 

 

 

 

4.5  その他のバイオマス活用プロジェクト 

4.5.1  既存事業の推進 

養父市では、資源循環型社会の構築を目指し、肉牛・乳牛の糞尿バイオマスの堆肥化や

木質バイオマスの資源化に取り組んでいます。 
これらの取組については、継続して推進するとともに、本市が支援を積極的に行うなど、

地域内循環の形成について検討を進めます。 
 
 

 
 
 
 

5 地域波及効果 

本市においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内（平成 39 年

度までの10年間）に、次のような市内外への波及効果が期待できます。 
 

5.1  地域経済波及効果 

本構想における家畜糞尿・食品廃棄物等バイオガス化プロジェクト事業化プロジェクト

を実施した場合、本事業費がすべて地域内で需要されると仮定して兵庫県産業関連分析ワ

ークシート（107部門別）を用いて試算した結果、以下の経済波及効果が期待できます。 

 

表5-1 兵庫県産業連関表を活用した経済波及効果  

      

県内 終需要増加額 34.5 （単位：億円）

項 目 生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 

直接効果 34.5 -

14１次生産波及効果 11.0 -

２次生産波及効果 7.8 - -

総合効果（合計） 53.3 24 -
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5.2  新規雇用創出効果 

本構想における事業化プロジェクトの実施による経済波及効果により、域内全体での雇

用者創出数については、新規雇用数363人と試算されました。 

 

5.3  温室効果ガス排出量の削減効果 

実施予定のプロジェクトについて、温室効果ガスの排出削減効果の他、期待される効果

については、以下、表 5-2のとおりです。削減効果は、バイオガスによる発電と熱供給の

2 つの要因によるもので、発電による削減は、関西電力に供給される電力量（売電量）に、

関西電力の調整後排出係数を乗ずることで計算されます。 
一方、熱供給による削減効果は、本事業がなければ利用していたと推定される灯油の量

が低減したとの仮定し、灯油の温室効果ガス排出原単位を用いて試算しています。 
簡便を図るため、上記２つのいずれにおいてもリーケージ等の排出増要因は考慮してい

ません。 
 

 
表 5-2 温室効果ガス排出削減の効果 

 
大項目 小項目 内容 

電気 

売電量 11,978,400kWh/年 

GHG排出原単位 0.493t-CO2/kWh（関西電力2016年度排出係数※1） 

GHG排出削減効果 5,905トンCO2/年 

熱 

熱供給量 26,701,920MJ/年 

灯油代替量 731,760リットル （資源エネルギー庁資料※2） 

軽油のGHG排出原単位 2.489kg-CO2/リットル （環境省資料※3） 

GHG排出削減効果 1,821トンCO2/年 

合計 
年間GHG削減量 7,726トンCO2/年 

事業期間合計GHG削減量 77,260トンCO2 （10年間の合計） 

※1  関西電力「CSR・環境」 

※2 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」 

※3 「エネルギー源別標準発熱量一覧表」 

 

 

 
 

 
 
 



30 

 

6 実施体制 

6.1 構想の推進体制 

本構想が有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、原料調達では畜産農家

との連携や地域住民の理解の醸成が必要であり、肥料（消化液・堆肥）製品の利用におい

ては畜産農家や耕種農家、企業との協働・連携が不可欠であり、大学等の研究機関との連

携や国や県による財政を含む支援も、プロジェクトを実現し継続するためには必要です。

このため、事業実施主体・市民・行政がお互いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が

協働して取り組む体制の構築を進めます。 

本構想では、行政、関係団体、研究機関、関係団体で構成される「養父市バイオマス産

業都市構想推進協議会（仮称）」を設置し、本構想の全体進捗管理、各種調整、広報やホー

ムページ等を通じた情報発信に取り組みます。 
各プロジェクト実施の検討や進捗管理は、協議会と事業化プロジェクトの事業実施主体

が中心となって行い、検討状況、進捗状況等について報告し、情報の共有、連携の強化を

図ります。 
 
 
 
 

          事業化検討        事業実施 
 
 
 

  連携・運営                                              

               連携・協働                   連携   

          連携・協働            連携・協働     

 
 

 
                 連携 

                 
              連携              連携         

 
 

                図 構想の推進体制 

 
 

養父市バイオマス産業都市構想推進協議会（仮称） 

養父市 農業高校・大学等 事業実施主体

国・県・ＪＡ 

関係機関 

バイオマス産業都市事業化プロジェクト 
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7 フォローアップの方法 

養父市バイオマス産業都市構想策定後、必要に応じて養父市、民間事業者、外部専門家

等で構成される「（仮称）養父市バイオマス産業都市構想推進協議会」にバイオマス産業都

市構想の取組状況・進捗状況を報告します。 
さらに、構想策定から概ね 5 年程度経過した時点で中間評価を行い、その評価に応じて

目標や取組内容、実施体制の見直し、助言等を行うこととします。 
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8.他の地域計画との有機的連携 

本構想は、「産業振興と雇用の創出」の実現を目指す「養父市第２次総合計画」を 上

位計画として、産業振興と雇用の創出の実現を目指す「まち・ひと・しごと・ふるさと 養
父市創生総合戦略」や「養父市環境基本計画」、「養父市地球温暖化実行計画」、「養父市バ

イオマスタウン構想」との連携・整合を図りながら、バイオマス産業都市の実現を目指し

ます。 

このほか、必要に応じて、周辺自治体や県外等を含む関係機関における構想・計画・取組

等とも連携を図りながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 養父市バイオマス産業都市構想の位置付け 

 

 

 

 

 

養父市バイオマス産業都市構想  

養父市環境基本計画 

まち・ひと・しごと・ふるさと 
養父市創生総合戦略 

養父市総合計画 
“ 響きあう心 世界へ拓く 結の郷 やぶ ” 

養父市地球温暖化実行計画 

養父市バイオマスタウン構想 


