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4.2.4 開陽地区プラント（500 頭規模） 

①集中型バイオガスプラントに参加検討している農家のふん尿量 

開陽地区を中心とした各 4 戸、経産牛換算頭数 500 頭を対象とする集中型プラント。想

定されるふん尿量と農家戸数を平均した数値を一戸当たりのふん尿量とし、輸送距離はそ

れぞれ 3㎞として、シミュレーションを行った。 

 

表 開陽地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

 

②エネルギー生産量 

上記のふん尿量から生産が見込まれるバイオガスは 396,208m3/年であり、このバイオ

ガスから発電可能な電力は 847,884kWh/年である。コジェネ発電機で発電した場合に得ら

れる発熱量は 1,129,588Mcal/年であり、この熱量の 50％がバイオガスプラント施設で利

用されたと仮定すると、得られる余剰熱量は 564,794Mcal/年である。 

 

表 開陽地区プラントのエネルギー生産量 

エネルギー 単位 生産量 

バイオガス生産量 m3/年 396,208

発電可能量 kWh/年 847,884

発熱量 Mcal/年 1,129,588

余剰熱量 Mcal/年 564,794

 

③売電収入 

 上記の発電量をすべて FIT 制度を活用して、単価 42.12 円/kWh で販売した場合、売電

収入は 35,713 千円が見込まれる。 

 上記の発電量をすべて地産地消型として、単価 20 円/kWh で販売した場合、売電収入は

16,958 千円が見込まれる。 

 

飼養頭数とふん尿量 単位 
乳用牛 肉用牛 

合計 
経産牛 乾乳牛 育成牛 肥育牛 育成牛 

原料 頭数 頭 500 0 0 0 0 500

  ふん尿量(kg/日) kg 65 27 23 25 23 -

  年間ふん尿量 t/年 11,863 0 0 0 0 11,863

  
経産牛換算の 

飼養頭数 
頭 500 0 0 0 500
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表 開陽地区プラントの売電収入 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

売電単価 円/kWh 42.12 20 

売電量 kWh/年 847,884 847,884 

売電収入 千円/年 35,713 16,958 

 

④運営収支 

 下記は道内におけるバイオガスプラントの建設費の実績から、集中型バイオガスプラン

ト建設費を 390,750 千円と算出した。 

 FIT 制度を活用した売電の場合、収支は▲645 千円であり、地産地消型の場合、▲3,760

千円である。 

各項目の説明を下記に記載する。 

a.収入 

 ・ふん尿処理費 

経産牛 1 頭あたりの処理費を 12,000 円と仮定すると、ふん尿処理費の収入は 6,000

千円である。 

 ・売電 

   売電収入は上記に記載した通りであり、FIT 制度を活用した場合 35,713 千円/年であ

り、地産地消型では 16,958 千円である。 

 ・余剰熱販売 

   酪農家の営農施設で利用するとし、余剰熱販売の収入はゼロである。 

 ・消化液販売・散布代 

   酪農家へ消化液を 51 円/t、散布代を 510 円/t で販売した場合、収入は 6,655 千円で

ある。 

 ・再生敷料販売 

   酪農家が自ら再生敷料を利用するとし、収入はゼロである。 

 ・廃棄物処理 

   廃棄物は原料として投入しないので、収入はゼロである。 

 

2)支出 

 ・プラント建設費の償却費 

   建設費の償却期間は 20 年とし、FIT 制度を活用した場合は 1/4 補助を利用し、3/4

自己負担すると考え、14,653 千円と算出した。 

地産地消型では 2/3 補助を利用し、1/3 自己負担すると考え、6,513 千円と算出した。 

 

 ・用地取得費 
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   用地取得費を 10,000 千円とし、償却期間を 5年とした場合、支出は 2,000 千円であ

る。 

 ・維持管理費 

   同規模のプラントにおける維持管理費の実績から 7,167 千円と算出した。 

 ・ふん尿輸送費 

   酪農家の位置とプラント予定地の距離から算出し、支出は 7,306 千円である。 

 ・消化液散布費 

   消化液の生産量と車両費から算出し、支出は 5,387 千円である。 

 ・管理者の人件費 

   管理者 1名を一人 5,000 千円/年で雇用すると仮定し、支出は 5,000 千円である。 

 ・その他 

   バイオガスプラント建設地から売電するための系統連系地点まで 15km であり、高圧

線や高圧引込線延長のための費用を 20 年償却と考えた場合、年間の償却費は 7,500 千

円である。 

表 開陽地区プラントの運営収支 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

収入 ふん尿処理費 千円 6,000 6,000

  売電 千円 35,713 16,958

  余剰熱販売 千円 0 0

  消化液販売・散布代 千円 6,655 6,655

  再生敷料販売 千円 0 0

  廃棄物処理 千円 0 0

  合計 千円 48,368 29,613

支出 プラント建設費の償却費 千円 14,653 6,513

  用地取得費 千円 2,000 2,000

  維持管理費 千円 7,167 7,167

  ふん尿輸送費 千円 7,306 7,306

  消化液散布費 千円 5,387 5,387

  管理者の人件費 千円 5,000 5,000

  その他 千円 7,500 0

  合計 千円 49,013 33,372

収支   千円 ▲645 ▲3,760
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4.2.5 武佐地区プラント（500 頭規模） 

①集中型バイオガスプラントに参加検討している農家のふん尿量 

武佐地区を中心とした各 4 戸、経産牛換算頭数 500 頭を対象とする集中型プラント。想

定されるふん尿量と農家戸数を平均した数値を一戸当たりのふん尿量とし、輸送距離はそ

れぞれ 3㎞として、シミュレーションを行った。 

 

表 武佐地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

 

②エネルギー生産量 

上記のふん尿量から生産が見込まれるバイオガスは 396,208m3/年であり、このバイオ

ガスから発電可能な電力は 847,884kWh/年である。コジェネ発電機で発電した場合に得ら

れる発熱量は 1,129,588Mcal/年であり、この熱量の 50％がバイオガスプラント施設で利

用されたと仮定すると、得られる余剰熱量は 564,794Mcal/年である。 

 

表 武佐地区プラントのエネルギー生産量 

エネルギー 単位 生産量 

バイオガス生産量 m3/年 396,208

発電可能量 kWh/年 847,884

発熱量 Mcal/年 1,129,588

余剰熱量 Mcal/年 564,794

 

③売電収入 

 上記の発電量をすべて FIT 制度を活用して、単価 42.12 円/kWh で販売した場合、売電

収入は 35,713 千円が見込まれる。 

 上記の発電量をすべて地産地消型として、単価 20 円/kWh で販売した場合、売電収入は

16,958 千円が見込まれる。 

 

飼養頭数とふん尿量 単位 
乳用牛 肉用牛 

合計 
経産牛 乾乳牛 育成牛 肥育牛 育成牛 

原料 頭数 頭 500 0 0 0 0 500

  ふん尿量(kg/日) kg 65 27 23 25 23 -

  年間ふん尿量 t/年 11,863 0 0 0 0 11,863

  
経産牛換算の 

飼養頭数 
頭 500 0 0 0 500
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表 開陽、武佐地区プラントの売電収入 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

売電単価 円/kWh 42.12 20 

売電量 kWh/年 847,884 847,884 

売電収入 千円/年 35,713 16,958 

 

 

④運営収支 

 下記は道内におけるバイオガスプラントの建設費の実績から、集中型バイオガスプラン

ト建設費を 390,750 千円と算出した。 

 FIT 制度を活用した売電の場合、収支は▲645 千円であり、地産地消型の場合、▲3,760

千円である。 

各項目の説明を下記に記載する。 

a.収入 

 ・ふん尿処理費 

経産牛 1 頭あたりの処理費を 12,000 円と仮定すると、ふん尿処理費の収入は 6,000

千円である。 

 ・売電 

   売電収入は上記に記載した通りであり、FIT 制度を活用した場合 35,713 千円/年であ

り、地産地消型では 16,958 千円である。 

 ・余剰熱販売 

   酪農家の営農施設で利用するとし、余剰熱販売の収入はゼロである。 

 ・消化液販売・散布代 

   酪農家へ消化液を 51 円/t、散布代を 510 円/t で販売した場合、収入は 6,655 千円で

ある。 

 ・再生敷料販売 

   酪農家が自ら再生敷料を利用するとし、収入はゼロである。 

 ・廃棄物処理 

   廃棄物は原料として投入しないので、収入はゼロである。 

 

2)支出 

 ・プラント建設費の償却費 

   建設費の償却期間は 20 年とし、FIT 制度を活用した場合は 1/4 補助を利用し、3/4

自己負担すると考え、14,653 千円と算出した。 

地産地消型では 2/3 補助を利用し、1/3 自己負担すると考え、6,513 千円と算出した。 
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 ・用地取得費 

   用地取得費を 10,000 千円とし、償却期間を 5年とした場合、支出は 2,000 千円であ

る。 

 ・維持管理費 

   同規模のプラントにおける維持管理費の実績から 7,167 千円と算出した。 

 ・ふん尿輸送費 

   酪農家の位置とプラント予定地の距離から算出し、支出は 7,306 千円である。 

 ・消化液散布費 

   消化液の生産量と車両費から算出し、支出は 5,387 千円である。 

 ・管理者の人件費 

   管理者 1名を一人 5,000 千円/年で雇用すると仮定し、支出は 5,000 千円である。 

 ・その他 

   バイオガスプラント建設地から売電するための系統連系地点まで 15km であり、高圧

線や高圧引込線延長のための費用を 20 年償却と考えた場合、年間の償却費は 7,500 千

円である。 

表 武佐地区プラントの運営収支 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

収入 ふん尿処理費 千円 6,000 6,000

  売電 千円 35,713 16,958

  余剰熱販売 千円 0 0

  消化液販売・散布代 千円 6,655 6,655

  再生敷料販売 千円 0 0

  廃棄物処理 千円 0 0

  合計 千円 48,368 29,613

支出 プラント建設費の償却費 千円 14,653 6,513

  用地取得費 千円 2,000 2,000

  維持管理費 千円 7,167 7,167

  ふん尿輸送費 千円 7,306 7,306

  消化液散布費 千円 5,387 5,387

  管理者の人件費 千円 5,000 5,000

  その他 千円 7,500 0

  合計 千円 49,013 33,372

収支   千円 ▲645 ▲3,760
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4.2.6 協和地区プラント（1,200 頭規模） 

①集中型バイオガスプラントに参加検討している農家のふん尿量 

協和地区を中心とした 18 戸、経産牛換算頭数 1,200 頭を対象とする集中型プラント。想

定されるふん尿量と農家戸数を平均した数値を一戸当たりのふん尿量とし、輸送距離はそ

れぞれ 3㎞として、シミュレーションを行った。 

 

表 協和地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

 

②エネルギー生産量 

上記のふん尿量から生産が見込まれるバイオガスは 950,898m3/年であり、このバイオガ

スから発電可能な電力は 2,034,922kWh/年である。コジェネ発電機で発電した場合に得られ

る発熱量は 2,711,010Mcal/年であり、この熱量の 50％がバイオガスプラント施設で利用さ

れたと仮定すると、得られる余剰熱量は 1,355,505Mcal/年である。 

 

表 協和プラントのエネルギー生産量 

エネルギー 単位 生産量 

バイオガス生産量 m3/年 950,898

発電可能量 kWh/年 2,034,922

発熱量 Mcal/年 2,711,010

余剰熱量 Mcal/年 1,355,505

 

③売電収入 

 上記の発電量をすべて FIT 制度を活用して、単価 42.12 円/kWh で販売した場合、売電

収入は 85,711 千円が見込まれる。 

 上記の発電量をすべて地産地消型として、単価 20 円/kWh で販売した場合、売電収入は

40,698 千円が見込まれる。 

 

飼養頭数とふん尿量 単位 
乳用牛 肉用牛 

合計 
経産牛 乾乳牛 育成牛 肥育牛 育成牛 

原料 頭数 頭 1,200 0 0 0 0 1,200

  ふん尿量(kg/日) kg 65 27 23 25 23 -

  年間ふん尿量 t/年 28,470 0 0 0 0 28,470

  
経産牛換算の 

飼養頭数 
頭 1,200 0 0 0 0 1,200
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表 協和プラントの売電収入 

 単位 FIT 制度 地産地消型 

売電単価 円/kWh 42.12 20 

売電量 kWh/年 2,034,922 2,034,922 

売電収入 千円/年 85,711 40,698 

 

④運営収支 

   下記は道内におけるバイオガスプラントの建設費の実績から、集中型バイオガスプ

ラント建設費を 779,160 千円と算出した。 

   FIT 制度を活用した売電の場合、収支は 16,450 千円であり、地産地消型の場合、▲

4,830 千円である。 

   各項目の説明を下記に記載する。 

a.収入 

 ・ふん尿処理費 

経産牛 1頭あたりの処理費を 12,000 円と仮定すると、ふん尿処理費の収入は

14,400 千円である。 

 ・売電 

   売電収入は上記に記載した通りであり、FIT 制度を活用した場合 85,711 千円/年で

あり、地産地消型では 40,698 千円である。 

 ・余剰熱販売 

  酪農家の営農施設で利用するとし、余剰熱販売の収入はゼロである。 

 ・消化液販売・散布代 

   酪農家へ消化液を 51 円/t、散布代を 510 円/t で販売した場合、収入は 15,972 千

円である。 

 ・再生敷料販売 

   酪農家が自ら再生敷料を利用するとし、収入はゼロである。 

 ・廃棄物処理 

   廃棄物は原料として投入しないので、収入はゼロである。 

b.支出 

 ・プラント建設費の償却費 

   建設費の償却期間は 20 年とし、FIT 制度を活用した場合は 1/4 補助を利用し、3/4

自己負担すると考え、29,219 千円と算出した。 

地産地消型では 2/3 補助を利用し、1/3 自己負担すると考え、12,986 千円と算出し

た。 
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・用地取得費 

   用地取得費を 10,000 千円とし、償却期間を 5年とした場合、支出は 2,000 千円で

ある。 

 ・維持管理費 

   同規模のプラントにおける維持管理費の実績から 17,200 千円と算出した。 

 ・ふん尿輸送費 

   酪農家の位置とプラント予定地の距離から算出し、支出は 28,027 千円である。 

 ・消化液散布費 

   消化液の生産量と車両費から算出し、支出は 10,688 千円である。 

 ・管理者の人件費 

   管理者 1 名を一人 5,000 千円/年で雇用すると仮定し、支出は 5,000 千円である。 

 ・その他 

   バイオガスプラント建設地から売電するための系統連系地点まで 15km であり、高

圧線や高圧引込線延長のための費用を20年償却と考えた場合、年間の償却費は7,500

千円である。 

 

表 協和プラントの運営収支 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

収入 ふん尿処理費 千円 14,400 14,400

  売電 千円 85,711 40,698

  余剰熱販売 千円 0 0

  消化液販売・散布代 千円 15,972 15,972

  再生敷料販売 千円 0 0

  廃棄物処理 千円 0 0

  合計 千円 116,083 71,070

支出 プラント建設費の償却費 千円 29,219 12,986

  用地取得費 千円 2,000 2,000

  維持管理費 千円 17,200 17,200

  ふん尿輸送費 千円 28,027 28,027

  消化液散布費 千円 10,688 10,688

  管理者の人件費 千円 5,000 5,000

  その他 千円 7,500 0

  合計 千円 99,633 75,901

収支   千円 16,450 ▲4,830
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4.2.7 俵橋地区プラント（758 頭規模） 

①俵橋地区の 5年後の飼養頭数とふん尿量 

俵橋地区を中心とした 2 戸、経産牛換算頭数 758 頭を対象とする集中型プラント。原料

輸送距離は平均 2km。 

表 俵橋地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

 

②エネルギー生産量 

 上記のふん尿量から生産が見込まれるバイオガスは 600,468m3/年であり、このバイオガ

スから発電可能な電力は 1,285,001kWh/年である。コジェネ発電機で発電した場合に得られ

る発熱量は 1,711,933Mcal/年であり、この熱量の 50％がバイオガスプラント施設で利用さ

れたと仮定すると、得られる余剰熱量は 855,967Mcal/年である。 

 

表 俵橋地区プラントのエネルギー生産量 

エネルギー 単位 生産量 

バイオガス生産量 m3/年 600,468

発電可能量 kWh/年 1,285,001

発熱量 Mcal/年 1,711,933

余剰熱量 Mcal/年 855,967

 

③売電収入 

 上記の発電量をすべて FIT 制度を活用して、単価 42.12 円/kWh で販売した場合、売電収

入は 54,124 千円が見込まれる。 

 上記の発電量をすべて地産地消型として、単価 20 円/kWh で販売した場合、売電収入は

25,700 千円が見込まれる。 

 

 

 

飼養頭数とふん尿量 単位 
乳用牛 肉用牛 

合計 
経産牛 乾乳牛 育成牛 肥育牛 育成牛 

原料 頭数 頭 710 115 0 0 0 825

  ふん尿量(kg/日) kg 65 27 23 25 23 -

  年間ふん尿量 t/年 16,845 1,133 0 0 0 17,978

  
経産牛換算の 

飼養頭数 
頭 710 48 0 0 0 758
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表 俵橋地区プラントの売電収入 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

売電単価 円/kWh 42.12 20 

売電量 kWh/年 1,285,001 1,285,001 

売電収入 千円/年 54,124 25,700 

 

④運営収支 

  下記は道内におけるバイオガスプラントの建設費の実績から、集中型バイオガスプ

ラント建設費を 492,020 千円と算出した。 

  FIT 制度を活用した売電の場合、収支は 15,332 千円であり、地産地消型の場合、7,158

千円である。 

 各項目の説明を下記に記載する。 

a.収入 

 ・ふん尿処理費 

経産牛 1頭あたりの処理費を 12,000 円と仮定すると、ふん尿処理費の収入は 9,093

千円である。 

 ・売電 

   売電収入は上記に記載した通りであり、FIT 制度を活用した場合 54,124 千円/年で

あり、地産地消型では 25,700 千円である。 

 ・余剰熱販売 

   酪農家の営農施設で利用するとし、余剰熱販売の収入はゼロである。 

 ・消化液販売・散布代 

   酪農家へ消化液を 51 円/t、散布代を 510 円/t で販売した場合、収入は 10,086 千

円である。 

 ・再生敷料販売 

   酪農家が自ら再生敷料を利用するとし、収入はゼロである。 

 ・廃棄物処理 

   廃棄物は原料として投入しないので、収入はゼロである。 

b.支出 

 ・プラント建設費の償却費 

   建設費の償却期間は 20 年とし、FIT 制度を活用した場合は 1/4 補助を利用し、3/4

自己負担すると考え、18,451 千円と算出した。 

地産地消型では2/3補助を利用し1/3自己負担すると考え8,200千円と算出した。 

 ・用地取得費 

用地取得費を 10,000 千円とし、償却期間を 5年とした場合、支出は 2,000 千円で

ある。 
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 ・維持管理費 

   同規模のプラントにおける維持管理費の実績から 10,861 千円と算出した。 

 ・ふん尿輸送費 

   酪農家の位置とプラント予定地の距離から算出し、支出は 6,565 千円である。 

 ・消化液散布費 

   消化液の生産量と車両費から算出し、支出は 5,095 千円である。 

 ・管理者の人件費 

   管理者 1 名を一人 5,000 千円/年で雇用すると仮定し、支出は 5,000 千円である。 

 ・その他 

   バイオガスプラント建設地から売電するための系統連系地点まで 20km であり、高

圧線や高圧引込線延長のための費用を 20 年償却と考えた場合、年間の償却費は

10,000 千円である。 

 

表 俵橋地区プラントの運営収支 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

収入 ふん尿処理費 千円 9,093 9,093

  売電 千円 54,124 25,700

  余剰熱販売 千円 0 0

  消化液販売・散布代 千円 10,086 10,086

  再生敷料販売 千円 0 0

  廃棄物処理 千円 0 0

  合計 千円 73,303 44,879

支出 プラント建設費の償却費 千円 18,451 8,200

  用地取得費 千円 2,000 2,000

  維持管理費 千円 10,861 10,861

  ふん尿輸送費 千円 6,565 6,565

  消化液散布費 千円 5,095 5,095

  管理者の人件費 千円 5,000 5,000

  その他 千円 10,000 0

  合計 千円 57,972 37,721

収支   千円 15,332 7,158

 

 

 



45 

 

4.2.8 計根別地区プラント（4,916 頭規模） 

①計根別地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

計根別地区を中心とした 24 戸、経産牛換算頭数 4,916 頭を対象とする集中型プラント。

原料輸送距離は平均 4.4km。 

 

表 計根別地区プラントの 5年後の飼養頭数とふん尿量 

 

②計根別地区プラントのエネルギー生産量 

上記のふん尿量から生産が見込まれるバイオガスは 3,895,268m3/年であり、このバイ

オガスから発電可能な電力は 8,335,874kWh/年である。コジェネ発電機で発電した場合に

得られる発熱量は 11,105,410Mcal/年であり、この熱量の 50％がバイオガスプラント施

設で利用されたと仮定すると、得られる余剰熱量は 5,552,705Mcal/年である。 

 

表 計根別地区プラントのエネルギー生産量 

エネルギー 単位 生産量 

バイオガス生産量 m3/年 3,895,268

発電可能量 kWh/年 8,335,874

発熱量 Mcal/年 11,105,410

余剰熱量 Mcal/年 5,552,705

 

③売電収入 

上記の発電量をすべて FIT 制度を活用して、単価 42.12 円/kWh で販売した場合、売電

収入は 351,107 千円が見込まれる。 

上記の発電量をすべて地産地消型として、単価 20 円/kWh で販売した場合、売電収入は

166,717 千円が見込まれる。 

 

 

飼養頭数とふん尿量 単位 
乳用牛 肉用牛 

合計 
経産牛 乾乳牛 育成牛 肥育牛 育成牛 

原料 頭数 頭 3,928 755 1,905 0 0 6,588

  ふん尿量(kg/日) kg 65 27 23 25 23 -

  年間ふん尿量 t/年 93,192 7,441 15,992 0 0 116,625

  
経産牛換算の 

飼養頭数 
頭 3,928 314 674 0 0 4,916
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表 計根別地区プラントの売電収入 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

売電単価 円/kWh 42.12 20 

売電量 kWh/年 8,335,874 8,335,874 

売電収入 千円/年 351,107 166,717 

 

④運営収支 

  下記は道内におけるバイオガスプラントの建設費の実績から、集中型バイオガスプ

ラント建設費を 3,191,759 千円と算出した。 

  FIT 制度を活用した売電の場合、収支は 147,230 千円であり、地産地消型の場合、

29,336 千円である。 

 各項目の説明を下記に記載する。 

a.収入 

 ・ふん尿処理費 

経産牛 1頭あたりの処理費を 12,000 円と仮定すると、ふん尿処理費の収入は

58,988 千円である。 

 ・売電 

   売電収入は上記に記載した通りであり、FIT 制度を活用した場合 351,107 千円/年

であり、地産地消型では 166,717 千円である。 

 ・余剰熱販売 

   酪農家の営農施設で利用するとし、余剰熱販売の収入はゼロである。 

 ・消化液販売・散布代 

   酪農家へ消化液を 51 円/t、散布代を 510 円/t で販売した場合、収入は 65,427 千

円である。 

 ・再生敷料販売 

   酪農家が自ら再生敷料を利用するとし、収入はゼロである。 

 ・廃棄物処理 

   廃棄物は原料として投入しないので、収入はゼロである。 

b.支出 

 ・プラント建設費の償却費 

   建設費の償却期間は 20 年とし、FIT 制度を活用した場合は 1/4 補助を利用し、3/4

自己負担すると考え、119,691 千円と算出した。 

地産地消型では2/3補助を利用し1/3自己負担すると考え、53,196千円と算出した。 

 ・用地取得費 

   用地取得費を 10,000 千円とし、償却期間を 5年とした場合、支出は 2,000 千円で

ある。 
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 ・維持管理費 

   同規模のプラントにおける維持管理費の実績から 70,458 千円と算出した。 

 ・ふん尿輸送費 

   酪農家の位置とプラント予定地の距離から算出し、支出は 86,255 千円である。 

 ・消化液散布費 

   消化液の生産量と車両費から算出し、支出は 34,887 千円である。 

 ・管理者の人件費 

   管理者 3名を一人 5,000 千円/年で雇用すると仮定し、支出は 15,000 千円である。 

 

表 計根別地区プラントの運営収支 

項目 単位 FIT 制度 地産地消型 

収入 ふん尿処理費 千円 58,988 58,988

  売電 千円 351,107 166,717

  余剰熱販売 千円 0 0

  消化液販売・散布代 千円 65,427 65,427

  再生敷料販売 千円 0 0

  廃棄物処理 千円 0 0

  合計 千円 475,522 291,132

支出 プラント建設費の償却費 千円 119,691 53,196

  用地取得費 千円 2,000 2,000

  維持管理費 千円 70,458 70,458

  ふん尿輸送費 千円 86,255 86,255

  消化液散布費 千円 34,887 34,887

  管理者の人件費 千円 15,000 15,000

  その他 千円 0 0

  合計 千円 328,292 261,797

収支   千円 147,230 29,336
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表 畜産バイオガスプラント・プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概

要 

・乳牛ふん尿を適切に処理するバイオガスプラント事業である。 

・食品廃棄物も原料の対象とする。 

・バイオガスプラントは乳牛ふん尿処理施設、バイオガス生産施設とする。生産したバイオ

ガスは隣接するバイオガス発電会社へ販売する。 

事業主

体 
中標津町、JA 中標津、JA 計根別、農業者 

計画区

域 
俣落地区、開陽地区、武佐地区、協和地区、俵橋地区、計根別地区 

原料調

達計画 

町内の酪農家全戸を対象としたアンケート調査を実施し、バイオガスプラント事業に参加を

希望する農家、処理量を把握した。 

町内 6地域の農家 63 戸から、乳牛排せつ物 226,376t/年を調達する。 

 

表 各地域別のバイオガスプラント参加企業農家戸数と対象頭数、排せつ物量 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別 合計 

農家戸数 11 戸 4 戸 4戸 18 戸 2 戸 24 戸 63 戸

対 象 頭 数

（頭） 

1,668 500 500 1,200 758 4,916 9,542

排せつ物量 

（ｔ/年） 

39,577 11,863 11,863 28,470 17,978 116,625 226,376

 

施 設整

備計画 

・町内 6地域にバイオガスプラントを整備する。 

・全地域ともに、複数の農家から原料を収集する集中型プラントとする。 

・俣落地区は事業主体となる農業法人が、バイオガスプラントによる排せつ物処理を計画し

ていたことから、早期の整備を目指す。 

 

表 各地域別のバイオガスプラント処理量とエネルギー量 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別 

処理量（ｔ/年） 39,577 11,863 11,863 28,470 17,978 116,625

バイオガス生産

量（ｍ3／年） 

1,321,870 396,208 396,208 950,898 600,468 3,895,268

発電量（MWh） 2,829 847.9 847.9 2,035 1,285 8,336

余剰熱（Mcal） 1,884,326 564,794 564,794 1,355,505 855,967 5,552,705
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製品・エ

ネルギ

ー利用

計画 

【電力】 

生産したバイオガスによる発電事業を実施する。電気の販売、利用については、固定価格

買取制度（FIT）、地域内電力供給の 2パターンを検討している。 

 ・FIT を活用して、北海道電力に売電する。 

 ・農家、公共施設、JA 施設など地域内への電力供給を行う。 

 

表 発電量と売電収入見込み 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別

発電量（MWh） 2,829 847.9 847.9 2,035 1,285 8,336 

FIT 事業（千円） 

（42.12 円/kWh） 

119,149 35,713 35,713 85,711 54,124 351,107

地域内供給（千円） 

（20 円/kWh） 

56,576 16,958 16,958 40,698 25,700 166,717

 

【熱（発電余剰熱）】 

バイオガスプラント隣接地にハウス温室を建設して熱供給を行う。 

バイオガス発電時に発生する余剰熱については、プラント周辺における農業ハウスでの利

用を試みる。ハウス農業については、バイオガス事業の決定後に詳細を検討する。 

 

【メタン発酵消化液】 

 消化液 226,376ｔ/年は、バイオガスプラント参加農家の農地に有機肥料として還元（販

売）する。 

事業費 

畜産バイオガスプラント事業費は 390～3,191 百万円、合計 6,325 百万円。事業費は北海

道内の同規模プラントを参考価格とした。 

 

表 畜産バイオガスプラント事業費 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別 合計 

事業費 

（百万円） 

1,083 390 390 779 492 3,191 6,325

 

年 度別

実施計

画 

平成 30 年度：実施設計 

平成 31 年度：施設建設着手 

平成 32 年度：施設完成 

平成 32 年度：運転開始 

平成 33 年度：電力、余剰熱、消化液の利用、販売、再生敷料の利用 
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事業収

支計画

（内部

収益率

（IRR）

を 含

む。） 

【事業収支計画①（FIT 売電モデル）】 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別

収入(千円) 161,370 48,368 48,368 116,083 73,303 475,522

支出(千円) 120,566 49,013 49,013 99,633 57,972 328,392

内部収益率

(IRR) 

15 年 5.8％ - - 2.4％ 4.8％ 7.3％

20 年 8.0％ 0.5％ 0.5％ 5.0％ 7.1％ 9.3％

 

【事業収支計画②（地域電力供給モデル）】 

地区名 俣落 開陽 武佐 協和 俵橋 計根別

収入(千円) 98,797 29,613 29,613 71,070 44,879 291,132

支出(千円) 95,500 33,372 33,372 75,901 37,721 261,797

内部収益率

(IRR) 

15 年 - - - - 5.6％ 2.2％

20 年 2.3％ - - - 7.9％ 4.8％
 



表 バイオガスプラント・プロジェクト 

 

平成 29 年度に具体化する取組 

・バイオガスプラント計画の策定 

・プラント建設用地の確保 

・北電への接続契約申込み 

・バイオマス産業都市構想の認定を受ければ、地域バイオマス産業化整備事業へ申請 

５年以内に具体化する取組 

・バイオガスプラントの実施設計 

・バイオガスプラント着工 

・バイオガスプラント本格稼働 

・消化液の散布、利用 

・再生敷料の生産、販売 

１０年以内に具体化する取組 

・その他地区畜産バイオマス発電所の稼動開始 

・余剰熱を利用した温室栽培など 

効果と課題 

効果 

・家畜排せつ物を原料とした再生可能エネルギーと有機肥料の生産 

・酪農家の家畜排せつ物処理負担の軽減 

・衛生的な家畜ふん尿の処理 

・有機肥料の利用による有機農業の展開 

・発電余剰熱の利用によるハウス園芸農業の展開 

・バイオガスプラント、家畜排せつ物・消化液の輸送、ハウス農業に係る雇用の促進 

・災害時における地産地消エネルギーの利用体制の構築 

・バイオマス事業を教材として環境教育の実践、視察ツアーの実施による観光業との連携 

課題 
・関係者の連携による複数プラントの合理的な運営 

・効率的なふん尿と消化液の回収、運搬 

3
1 



52 

 

・分散型消化液貯留槽の配置 

・10 年以内に建設を目指す 2基目以降のバイオガスプラント建設時期の決定 

イメージ図 

  

3
2 
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4.3 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 ・間伐材を炭化乾燥炉で乾燥並びに炭化させる。その排気熱をボイラーへ投入

して、同時に乾燥、炭化した状態のバイオマス燃料を粉砕スクリューにより燃

焼炉へ自動投入して燃焼させる。 

・この燃焼を利用して水蒸気を製造し、上記タービンを廻すことにより発電す

る。 

・炭化乾燥熱源は一般的に灯油や重油等の化石燃料だけで燃焼させるが、本熱

源は化石燃料と同量の水を使用することで、高効率化を図っている。 

事業主体 ・町外業者（進出予定） 

計画区域 木質チップ原木集荷地域：北海道標津郡中標津町計根別から 50km 圏内。 

設備所在地：北海道標津郡中標津町字計根別 

原料調達計画 ・木質バイオマス発電施設で年間約 6,000t のチップを利用する。 

・調達先は中標津町内木材業社で、木質チップ原木集材範囲は当該木質バイオ

マス発電施設から 50km 圏内。 

・予定購入価格は 1トンあたり 8,500 円（水分率 40％）である。 

施設整備計画 ・認可され次第、発電システム（コンテナ）の設置。 

・発電容量 495kW×4 基＝1,980kW 

製品・エネルギー 

利用計画 

・発電された電気エネルギーは全量北海道電力へ売電予定。 

・熱エネルギーについては、地域と利用協議中。 

事業費 ・10 億円 

年度別実施計画 ・平成 29 年度内の認可を目指し、平成 30 年度からの稼動を目指す。 

３年以内に具体化する取組 

・協定終結の近隣地域との協議によるチップの安定供給の確約 

・事業計画の策定 

・木質バイオマス発電施設の実施設計 

・木質バイオマス発電施設着工 

・木質バイオマス発電施設本格稼働 

効果と課題 

効果 ・間伐材利用の促進、未利用林地残材の活用 

・災害時におけるエネルギーの確保 

・化石燃料消費量と二酸化炭素排出の削減 

課題 ・安定的なチップの確保 
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イメージ図 
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4.4 廃菌床ペレット化プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 ・しいたけの菌床栽培事業から排出される、廃菌床（おが粉）を活用し、廃菌

床ペレットを生産し、廃菌床ペレットボイラーの燃料とする。 

・廃菌床ペレット燃焼後の残さは、粗飼料の生産に必要な肥料として利用する。

事業主体 ・なかしべつ菌床栽培協同組合、コンソーシアムに、公益財団法人釧路根室圏

産業技術振興センター、一般社団法人中標津障がい者自立支援センター、中標

津町を予定 

計画区域 中標津町字開陽 1360 番地４ 

原料調達計画 500g／個 × 1,500 個／日 × ２施設 ＝ 1.5t 

施設整備計画 平成 29 年度整備予定 

製品・エネルギー 

利用計画 

・廃菌床ペレット用暖房設備は、現施設の培養ハウス 3棟のうち、2棟に各 1

台ずつ導入する。 

・年間原油換算で 39ｋL の新エネルギー供給。 

事業費 ・13,971 千円 

年度別実施計画 平成 29 年度中の稼動予定 

３年以内に具体化する取組 

・協定終結の近隣地域との協議によるチップの安定供給の確約 

・事業計画の策定 

・廃菌床ペレット施設の実施設計 

・廃菌床ペレット施設着工 

・廃菌床ペレット施設本格稼働 

効果と課題 

効果 ・化石燃料消費量と二酸化炭素排出の削減 

課題 ・廃菌床には水分を多く含んでいるため、廃菌床ペレット用暖房設備が効果的

に燃焼できるよう最適な水分含量を調査するとともに乾燥方法について検証

する。 
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イメージ図 

 

5 地域波及効果 

本町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、次のような市町村内外への波及効果が期待できる。 

 

5.1 経済波及効果 

当面酪農家の参加意欲の高い俣落地区の事業化プロジェクトを実施した場合に想定さ

れる事業費がすべて地域内で需要されると仮定し、経済波及効果分析支援ツールを用い

て、以下の経済波及効果を算出した。 
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表 北海道産業連関分析シートによる経済波及効果（単位：億円） 

都道府県内最終需要増加額 73.39 

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 16.58 8.63 2.17

1 次生産誘発効果 4.55 2.84 1.69

2 次生産誘発効果 2.1 1.44 0.54

合計 23.24 12.90 4.40

※ 直接効果：需要の増加によって新たな生産活動が発生し、このうち都道府県内の生産活

動に影響を及ぼす額（＝都道府県内最終需要増加額） 

※ 第１次間接波及効果（１次効果）：直接効果が波及することにより、生産活動に必要な

財・サービスが各産業から調達され、これらの財・

サービスの生産に必要となる原材料等の生産が次々

に誘発されることによる生産誘発額 

※ 第２次間接波及効果（２次効果）：生産活動（直接効果及び１次間接波及効果）によっ

て雇用者所得が誘発されることにより、さらにその

一部が消費に回ることによって生産が誘発されるこ

とによる生産誘発額 

※ 総合効果 ：直接効果、１次間接波及効果及び２次間接波及効果の合計 

 

 

5.2 新規雇用創出効果 

本構想における３つの事業化プロジェクトの実施により、以下の新規雇用者数の増加

が期待できる。 

表 新規雇用者数 

事業化プロジェクト 新規雇用者数（人） 

畜産バイオガスプラント・プロジェクト ３６ 

木質バイオマス発電プロジェクト ９ 

廃菌床ペレット化プロジェクト ４ 

合 計 ４９ 
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5.3 その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果の

他、以下の様々な地域波及効果が期待できる。 

 

表 期待される地域波及効果（定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

低炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気： 33,533.6MWh/年 

熱：4,065.8GJ/年 

・温室効果ガス(CO2)排出削減量 

(北電排出係数 0.676［kg-CO2／kWh］)
22,668,713.6t-CO2/年 

リサイクルシステム

の確立 

・エネルギーの地産地消率 

＝生産されたエネルギーの市町村

内での消費量／市町村内で生産

されるエネルギーの量 

電気：100% 

熱：100% 

・消化液利用による肥料購入費軽減 
消化液肥料成分の経済効果 

：679,128 千円 

廃棄物の減量 
・産業廃棄物処理量の削減量 

（廃プラスチックを含む） 
540t/年 

エネルギーの創出 

・地域エネルギー自給率 

＝バイオマスによるエネルギー供

給量／市町村内エネルギー消費

量（一般家庭） 

電気：89.2% 

熱： 0.5% 

防災・減災の対策 ・電気及び熱の供給 
電気： 33,533.6MWh/年 

熱： 3,861.2GJ/年 

余剰熱利用による新

規雇用の創出 
・園芸施設における新規雇用 新規雇用者：2名×6施設 

流入人口増加による 

経済効果の創出 

・バイオマス活用施設への市町村外か

らの視察・観光者数 

600,000 円 

(宿泊費 6,000 円×視察者 100 人／

年) 

 

また、下記に示すような定量指標例によっても、様々な地域波及効果を発揮することが

期待できる。 
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表 期待される地域波及効果（定量指標例） 

期待される効果 定量指標例 

各主体の協働 

・環境活動等の普及啓発 

＝バイオマス活用推進に関する広報、アンケート、イベント（セミナ

ー、シンポジウム等）の実施回数、参画人数 

・市町村民の環境意識向上 

＝バイオマス活用推進に関するアンケート、イベント（セミナー、シ

ンポジウム等）への参画人数 

＝資源ごみ等の回収量 

・環境教育 

＝バイオマス活用施設の視察・見学、環境教育関連イベント等の開催

回数、参加人数 

 ＝小中学校からの視察・見学 

 

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、例えば、バイオマス

の収集・運搬やエネルギー・マテリアル等のバイオマス製品の利用においては町民や事

業者等との協働・連携が不可欠であり、事業者・町民・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が必要である。 
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図 構想の推進体制 

 

6.2 検討状況 

酪農を基幹産業とする中標津町にあって、家畜ふん尿の圃場散布時に発生する臭気は、

町全体に漂い、地域の臭いとはいえ住民生活に不快感を与えている。 

また、家畜ふん尿は、肥料としてほ場に還元されているが、経営規模の拡大等により、

必ずしも良質な堆肥等として施用されておらず、草地の雑草繁茂、悪臭の発生や河川・地

下水への負荷など環境への影響が懸念される。 

さらに、世界自然遺産「知床」の空の玄関口である中標津空港を擁する当町にとって、

飛行機から降り立つと漂ってくる家畜ふん尿の臭いは何としても解決しなければならない

喫緊の課題であり、観光振興上からも重要と考えている。 

このような状況から町では、2006（平成 18年）度に農業関係機関を構成員として「中標

津町家畜ふん尿臭気対策協議会」（以下、「臭気対策協議会」という。）を設置して、臭気対

策の技術的な手法を検討してきた。 
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中標津町家畜ふん尿臭気対策協議会 構成員 

・ 中標津町（事務局） 

・ 中標津町農業協同組合 

・ 計根別農業協同組合 

・ 根室農業改良普及センター北根室支所 

・ 北海道立総合研究機構根釧農業試験場 

 

臭気対策協議会での主な検討内容は、 

・ 各種消臭資材のスラリー添加による実証試験 

・ 臭気低減散布機械（バンドスプレッダ、スラリーインジェクタ）による散布実証試験 

・ 酪農事業者に対して臭気に関するアンケート調査実施 

・ 臭気影響範囲の調査及びゾーニングによる臭気対策の検討 

・ 臭気モニター６０名によるふん尿散布時の臭気モニタリング調査 

 

 北海道内では、これまで試験プラントも含めて 80基以上のバイオガスプラントが建設さ

れ、メタン発酵処理が大きな臭気低減効果を上げている。 

一方で、バイオガスプラントは、機器類の故障、維持管理費が高額等の理由により 10数

基が停止または撤去されている現状にある。 

 このような状況を鑑みて、これまで当町では、メタン発酵処理による臭気対策について

具体的な検討に至らなかったが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が施行されたこ

とにより、バイオガス化事業の運営が可能と判断した。 

 また、メタン発酵処理することによって、腐植に富んだ良質な消化液となることから、

土づくりを主体とした環境保全型農業の推進と、バイオガスを活用した新たな産業化も可

能と判断した。 

 平成 25年 6月には、検討する組織体制として、新たな構成員に、酪農事業者と食品廃棄

物の担当部局である中標津町役場生活課を追加して、「中標津町バイオマス利活用検討協議

会」に組織強化し、本格的にバイオガス化事業の検討を開始したところである。 

さらに、バイオガスプラントを軸にバイオマス利活用を目指している別海町と広域連携

を行い、バイオマス産業都市構想の実現を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

表 バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 
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年 度 事  業  内  容 

平成 25 年 ・家畜ふん尿適正管理に向けた意識啓発及び広報 

・集中処理方式バイオガスプラントシステムモデルの検討（委託事業） 

・生ゴミ等バイオマス賦存量調査・エネルギー利用計画・経済効果の算定 

・鹿追町集中処理型バイオガスプラント視察 

平成 26 年 ・ねむろ管内バイオマスセミナー共催（会場：中標津町） 

・弟子屈町・別海町個別型バイオガスプラント視察研修 

平成 27 年 ・別海町バイオバスプラント視察研修（町議会議員及び酪農家参加） 

平成 28 年 ・『地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業』（構想普及支援事業）

の採択を受け、事業化可能性の調査実施。 

・推進事業のための検討委員会の開催（3回） 

・構想普及支援事業によりバイオガスプラントで生産するエネルギーを需要施

設にて面的に有効利用するために、エネルギーマネジメントシステム(EMS)につ

いても検討。 

 

 

7 フォローアップの方法 

7.1 取組工程 

本構想における事業化プロジェクトの取組工程を下図に示す。 

本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取組による効果等を確認・把握し、

必要に応じて変更や修正等、最適化を図る。 

原則として、5年後の平成 33 年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行う。 

バイオガスプラントの施設建設工事は、平成 31 年 5 月頃に着工、発酵槽への乳牛ふん尿

の投入による立上開始は平成 32 年 3 月頃を予定、本格稼働によるバイオガス発電・売電平

成 32 年 7 月を予定している。 

 

 

図 本構想の取組工程（これからの流れ、いつまでに初期プラントを建設するのか…） 

7.2 進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標例を、プロジェクトごとに次表に示す。 

 

表 進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 
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全 体 

＜バイオマスの利用状況＞ 

・各バイオマスの利用量及び利用率と目標達成率 

・エネルギー（電気・熱）生産量、地域内利用量（地産地消率）

・目標達成率が低い場合はその原因 

・バイオマス活用施設におけるトラブルの発生状況 

・廃棄物処理量（可燃ごみ量、ごみ質、組合負担金等） 

・これらの改善策、等 

＜バイオマス活用施設整備の場合＞ 

・計画、設計、地元説明、工事等の工程通りに進んでいるか 

・遅れている場合はその原因や対策、等 

１ 
畜産バイオガスプラ

ント・プロジェクト 

・発電量目標（６プラントで 33,533.6MWh/年）を達成できている

か。 

・余剰熱（６プラントで 4,065.8GJ/年）の利用状況 

２ 
木質バイオマス発電

プロジェクト 
・発電量目標（1プラントで 17,344.8MWh）を達成できているか。

３ 
廃菌床ペレット化プ

ロジェクト 

・廃菌床ペレット用暖房設備の稼働状況  

・廃菌床乾燥設備の稼働状況(約 500g／日) 

・廃菌床ペレットの水分含有量 

 

7.3 効果の検証 

7.3.1 取組効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの進捗管理および取組効果の

検証は、各プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって 5年ごとに実施する。 

具体的には、構想の策定から 5 年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率

及び具体的な取組内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取組内

容を見直す「中間評価」を行う。 

また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取

組内容の進捗状況、本構想の取組効果の指標について把握し、事後評価時点の構想の進

捗状況や取組の効果を評価する。 

本構想の実効性は、PDCA サイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて
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継続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていく。

また効果の検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行う。 

なお、中間評価並びに事後評価については、年に１回「中標津町バイオマス利活用検

討協議会」に報告し意見を求め、各評価以降の構想等の推進に反映する。これによりフ

ォローアップが事業の向上につながるような仕組みを作る。 

 

図 PDCA サイクルによる進捗管理及び取組効果の検証 

 

7.3.2 中間評価と事後評価 

（１）中間評価 

計画期間の中間年となる平成 32 年度に実施する。 

 

１）バイオマスの種類別利用状況 

2.1 項の表で整理したバイオマスの種類ごとに、5 年経過時点での賦存量、利用量、

利用率を整理し、販売状況についても検討する。 

これらの数値は、バイオマス活用施設における利用状況、廃棄物処理施設の受入量

実績値、事業者への聞取り調査、各種統計資料等を利用して算定する。 

なお、できる限り全ての数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法につ

いても継続的に検証し、より正確な数値の把握、検証に努める。 
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２）取組の進捗状況 

7.1 項の取組工程に基づいて、2つの重点施策ごとに取組の進捗状況を確認する。 

利用量が少ない、進捗が遅れている等の場合は、原因や課題を整理する。 

 

３）構想見直しの必要性 

進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づいて、必要に応じて目標や取組内容を

見直し、事業の永続性・健全性の確保に努める。 

 

①課題への対応 

各取組における課題への対応方針を整理する。 

 

②構想見直しの必要性 

①の結果を基に、中標津町バイオマス産業都市構想や各施策（プロジェクト）の実

行計画の見直しの必要性について検討する。 

 

４）構想の実行 

目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取組を実施する。 

 

（２）事後評価 

計画期間が終了する平成 37 年度を目途に、計画期間終了時点における（１）と同じ「バ

イオマスの種類別利用状況」「取組の進捗状況」に加えて、以下の項目等について実施す

る。 

 

１）指標の設定 

バイオマスの利用量・利用率以外に、本町の取組の効果を評価・検証する指標によ

り効果を測定する。 

評価指標は 7.3 項の例を参考にして設定する。 

 

２）改善措置等の必要性 

進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取組の原因や課題

について、改善措置等の必要性を検討・整理する。 

 

３）総合評価 

計画期間全体の達成状況について総合評価を行う。 

前項で検討・整理した改善措置等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間

終了後の目標達成の見通しについて検討・整理する。 
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中標津町バイオマス利活用検討協議会に上記内容を報告し、次期構想策定に向けた

課題整理や今後有効な取組について助言を得て検討を行う。 

8 他の地域計画との有機的連携 

8.1 町内計画との有機的連携 

本構想は、町の計画において「力みなぎる産業のまちづくり、安全・安心で快適なま

ちづくり」の実現を目指す「第 6 期中標津町総合発展計画」を最上位計画として、個別

の計画、北海道や関係機関における種々の計画等との連携・整合を図りながら、バイオ

マス産業都市を推進する。 

また、町民の理解を図ることを目的に、本構想の全体進捗管理、各種調整、町へのサ

ポート、広報やホームページ等を通じた情報発信等を行う。 

各プロジェクト実施の検討や進捗管理は、民間事業者等の事業化プロジェクト実施主

体が中心となって行い、検討状況、進捗状況等について中標津町バイオマス利活用検討

協議会に報告を行い、情報の共有、連携の強化を図る。 

 

表 本構想と連携する地域計画一覧 

計画名 策定時期 期間 概要 

第 6 期中標津町

総合発展計画 

平成 22年 12月 平成 23 年度～

平成 32 年度 

新たな町の将来像『あつまるまち、

つながるまち、ひろがるまち』の実

現のため、にぎわいとふれあいの拠

点形成等、町民一人ひとりが持てる

力を発揮して、いきいきと活動でき

る施策展開を図る。 

酪農・肉用牛 

生産近代化計画 

平成 28 年 5 月 平成 28 年～平

成 37 年 

草地型酪農を基本とし、高齢化、労

働力不足に対応した、生産基盤の強

化、『人』『牛』『飼料』の持つ力を最

大限発揮し、環境に配慮し、高収益

で魅力ある酪農畜産業の持続的発展

を目指す。 

中標津町まち・

ひと・しごと創

生総合戦略～あ

つまる つなが

る ひろがるま

ち～ 

平成 28 年 2 月 平成 27 年～平

成 31 年 

人口減少対策を考える上で、自然増、

社会増の両方をバランス良く実現す

るための、『転出者の抑制』『出生数

の増加』『転入者の増加』に繋がる基

本目標を定め取組を進める。 
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中標津町環境基

本計画 

平成 24 年 3 月 ～平成 32 年 地球温暖化に代表される地球環境全

体を見据えて、地域で出来る持続可

能な自然環境や良好な生活環境を確

保するため行動指針を定め、実践す

る。 

バイオマス 

活用推進計画 

平成 29 年 

（策定予定） 

平成 29 年度～

平成 33 年度 

本計画と並行して策定されるもの

で、バイオマスの安定的な利活用を

検証するために、バイオマス利用量

の調査、計画の進捗状況や目標の達

成状況などを実施する。 

 

8.2 別海町とのバイオマス産業都市構想広域連携モデルの構築 

町内では約 4万頭の乳

牛が飼養されており、バ

イオガスの原料として、

高いポテンシャルを有し

ている。また、バイオマ

ス産業都市構想広域モデ

ルとして、連携を図る別

海町との境界線付近の酪

農家を対象とした共有プ

ラントの建設構想につい

て、別海町と検討を行う。 

中標津町、別海町は約

24 ㎞の距離にあり、両町と

も酪農業を基幹産業とすることから、これまでも、農業分野を中心に連携を図ってきた。 

また、野付湾に流入する当幌川、床丹川および春別川をはじめとする各河川流域におけ

る一次産業関係者が水辺の環境保全等について相互理解を深め、率直な意見交換を恒常的

に行うとともに連携して、水辺環境・水質保全の推進を図るため、各農協、漁協および隣

接している別海町、標津町で野付湾流入河川連絡協議会を設立し、河川環境の保全に努め

ている。 

さらに、バイオマス産業都市構想広域連携モデルの検討に向けては、平成 25 年 3 月 28

日以降、両町担当者間による協議が行われ、平成 25 年 4 月 8日に広域連携モデルの構築に

向けて合意が確認され、平成 25 年 6 月に別海町が先行してバイオマス産業都市に認定され

ている。両町の主たる構想が、乳牛ふん尿を原料としたバイオガスプラントであることか

図 別海町との広域連携モデル 
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ら、これまでも連絡調整を図り情報を共有してきた。バイオマス利用に関して積極的な両

町が継続的に連携することで、日本でもまれな町の境を超えた広域連携モデルの構築とな

る。新産業であるバイオマス産業の横断的なつながりは全国的な先進事例となりうる高い

可能性を有している。 

 

※バイオマス産業都市構想広域連携モデル：2013(平成 25)年 3 月 28 日以降、両町担当者間

による協議が行われ、2013(平成 25)年 4 月 8日に広域連携モデルの構築に向けて合意が確

認されている。 




