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森林・林業基本計画の概要 （平成23年７月26日閣議決定）
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（１） 前基本計画策定後の推移等を踏まえた取組の推進
（２） 森林・林業再生プランの推進
（３） 地球温暖化対策、生物多様性保全への対応

第１ 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針

（４） 国内外の木材需給を踏まえた対応
（５） 我が国経済の回復に向けた模索と山村の振興
（６） 東日本大震災からの復興に向けた取組

第２ 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

森林及び林業に関する施策を推進していく上で、森林所有者等による森林の整備及び保全、林業・木材産業等の事業活動や林産物の消費に関する指針としての役割

基本的な考え方

木材等生産機能の発揮が特に期待される育成単層林を整備するなど森林資源の循環
利用を図るとともに、公益的機能の一層の発揮を図るため育成複層林への誘導を推進

平成32年における総需要量の見通しは7,800万m3。国産材の供給量及び利用量の目
標は3,900万m3。総需要量に占める国産材の割合は50％の見込み

森林の有する多面的機能の発揮 林産物の供給及び利用

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

第４ 森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１ 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
○面的なまとまりを持った森林経営の確立
・ 実効性の高い森林計画制度の普及・定着
・ 適切な森林施業の確保
・ 路網整備の推進

○多様で健全な森林への誘導
・ 多様な森林への誘導と森林における生物多様性の保全

○地球温暖化防止策及び適応策の推進
○国土の保全等の推進
・ 保安林の適切な指定・管理、効果的な治山事業の推進
・ 野生鳥獣の生息動向に応じた効果的な森林被害対策の推進

○森林を支える山村の振興

２ 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
○望ましい林業構造の確立
・ 効率的かつ安定的な林業経営の育成
・ 施業集約化等の推進
・ 低コストで効率的な作業システムの整備・
普及及び定着

○人材の育成・確保等
・ フォレスター・現場技能者等人材の育成

３ 林産物の供給及び利用の確保に関する施策
○効率的な加工・流通体制の整備
・ 原木の安定供給体制の整備
・ 加工・流通体制の整備

○木材利用の拡大
・ 公共建築物等
・ 住宅、土木用資材等
・ 木質バイオマスの利用

○消費者等の理解の醸成

国 有 林 野 の 管 理 及 び 経 営 に 関 す る 施 策

○ 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号) に基づき、森林の有する多面的機能の発揮及び林業の持続的かつ健
全な発展に向け、施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、おおむね５年ごとに見直すもの。

○ 木質バイオマスの利用については、平成32年度の利用量の目標のうち、600万ｍ3は木質系材料としての利用やエネル
ギー源としての利用を見込んでいるとされ、本基本計画としては初めて、具体的な目標値が明記されたところ。



３．グリーンイノベーションの推進

１．基本方針

２．震災からの復興、再生の実現

４．ライフイノベーションの推進

５．科学技術イノベーションの推進に
向けたシステム改革

第４期科学技術基本計画の概要 （平成23年８月19日閣議決定）

１．日本における未曾有の危機と世界の変化 ２．科学技術基本計画の位置付け
３．第３期科学技術基本計画の実績及び課題 ４．第４期科学技術基本計画の理念

１．基本方針
２．重要課題達成のための施策の推進
３．重要課題の達成に向けたシステム
改革

４．世界と一体化した国際活動の戦略
的展開

Ⅰ．基本認識

Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現

Ⅲ．我が国が直面する重要課
題への対応

１．基本方針
２．基礎研究の抜本的強化
３．科学技術を担う人材の育成
４．国際水準の研究環境及び基盤の形
成

Ⅳ．基礎研究及び人材育成の
強化

１．基本方針
２．社会と科学技術イノベーションとの関
係深化

３．実効性のある科学技術イノベーショ
ン政策の推進

４．研究開発投資の拡充

Ⅴ．社会とともに創り進める政
策の展開

（１）目指すべき成長の姿
（２）重要課題達成のための施策の推進
ⅰ）安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現

太陽光発電、バイオマス利用、風力発電、小水力発電、地熱発電、潮力・波力発電等の再
生可能エネルギー技術の研究開発については、これまでの技術を飛躍的に向上させるととも
に、例えば、宇宙太陽光発電、藻類バイオマスなど新たなブレークスルーとなり得る革新的技
術の獲得を目指し、戦略的に必要な取組や検討を進める。

ⅱ）エネルギー利用の高効率化及びスマート化
ⅲ）社会インフラのグリーン化
（３）グリーンイノベーション推進のためのシステム改革
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再生可能エネルギー特別措置法の概要 （平成23年８月30日法律第108号）
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○ 本制度は、電力会社に対し、再生可能エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期間による電気の供
給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけるもの。

○ 政府による買取価格・買取期間の決定方法、買取義務の対象となる設備の認定、買取費用に関する賦課金の徴収・調
整、電力会社による契約・接続拒否事由などを、併せて規定。

電力会社

費用負担調整機関
（賦課金の回収・分配を行う機関）

国が定める期間、
固定価格で電気を買取り

再生可能エネルギー
による電気を売電 電気を供給

電気料金と合わせて
賦課金（サーチャー
ジ）を回収回収した

賦課金を納付
買取費用
の交付

設備を認定
（安定的かつ効率的に発電可能かど
うか等を国が確認。要件を満たさな
くなった場合には認定取消し。）

調達価格等算定委員会

電気をご利用
の皆様

自宅で発電される方

国

再生可能エネルギーに
よる発電を事業として
実施される方

経済産業大臣

買取価格・買取期間について意見

調達価格等算定委員会の意
見を尊重して買取価格・買
取期間を設定（毎年度）

kWh当たりの賦課金
単価の決定（毎年度）



社会資本整備重点計画の概要 （平成24年８月31日閣議決定）

○ 社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進
するために策定。

○ 対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、
海岸及びこれらと一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業。

厳しい財政状況 既存ストックの老朽化 人口減少、少子・高齢化 グローバルな競争の進展 災害リスクの高まり

１．社会資本整備事業を巡る現状とその対応

２．社会資本整備のあるべき姿

社会資本整備事業を巡る現状等を踏まえ、３つの視点と９つの政策課題ごとに中長期的な社会資本整備の方向性を示す。

３．計画期間における重点目標（「選択と集中」の基準）と事業の概要

視点１ 安全・安心な生活、地域等の維持

視点２ 国や地球規模の大きな環境変化、人口構造等の大転換への対応

視点３ 新たな成長や価値を創造する国家戦略・地域戦略の実現

国土保全、安全・安心の確保、離島等の条件不利地域の自立・発展・活性化の支援等については、計画期間にかかわらず、不断の効果的な取組を進め
ていく必要性がある。一方、厳しい財政状況の中で、計画期間内には、政策資源を重点的に投入することが求められており、その「選択と集中」の基準を
定め、これを踏まえ、計画期間における重点目標を以下のとおり定める。

重点目標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる

重点目標２ 我が国産業・経済の基盤や国際競争力を強化する

重点目標３ 持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する

重点目標４ 社会資本の適確な維持管理・更新を行う

第３次 社会資本整備重点計画の全体像

プログラム６ 低炭素・循環型社会を構築する

・下水汚泥等のバイオマスを用いたエネルギー利用により、
自立・分散型エネルギーシステムの構築に寄与
・下水汚泥の再資源化等の資源・エネルギーの有効利用の
推進

３－１ 持続可能でエネルギー効率の良い暮らしのモデルの
形成と国内外への普及・展開

【目標指標】 下水汚泥エネルギー化率
約１３％（Ｈ２２年度末） ⇒ 約２９％（Ｈ２８年度末）
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循環型社会形成推進基本計画の概要 （平成25年５月31日閣議決定）

・ ３Ｒの取組の進展、個別リサイクル法の整備等により最終処分量
の大幅削減が実現するなど、循環型社会形成に向けた取組は着
実に進展。

我が国における３Ｒの進展

・ 国際的な資源価格の高騰に見られるように、世界全体で資源制
約が強まると予想される一方、多くの貴金属、レアメタルが廃棄物
として埋立処分。

循環資源の高度利用・資源確保

・ 東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う
国民の安全、安心に関する意識の高まり。

安全・安心の確保

・ より少ない資源の投入で高い価値を生み出す資源生産性を始め
とする物質フロー目標の一層の向上

現状と課題

・ 途上国などの経済成長と人口増加に伴い、世界で廃棄物発生量
が増加。そのうち約４割はアジア地域で発生。
2050年には、2010年の２倍以上となる見通し。

世界規模での取組の必要性

新たな目標

H12年度 H22年度 H32年度目標

資源生産性
（万円/トン） 25 37 46（+85％）

循環利用率
（％） 10 15 17（+7ポイント）

最終処分量
（百万トン） 56 19 17（▲70％）

（ ）内はH12年度比

第三次循環基本計画における基本的方向

① リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取組がより進む
社会経済システムの構築

② 小型家電リサイクル法の着実な施行など使用済製品からの有用金属の回
収と水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進

③ アスベスト、PCB等の有害物質の適正な管理・処理

④ 東日本大震災の反省点を踏まえた新たな震災廃棄物対策指針の策定

⑤ エネルギー・環境問題への対応を踏まえた循環資源・バイオマス資源のエ
ネルギー源への活用

⑥ 低炭素・自然共生社会との統合的取組と地域循環圏の高度化

質にも着目した循環型社会の形成

① アジア３Ｒ推進フォーラム、我が国の廃棄物・リサイクル産業の海外展開
支援等を通じた地球規模での循環型社会の形成

② 有害廃棄物等の水際対策を強化するとともに、資源性が高いが途上国で
は適正処理が困難な循環資源の輸入及び環境汚染が生じないこと等を要
件とした、国内利用に限界がある循環資源の輸出の円滑化

質にも着目した循環型

① 災害廃棄物の着実な処理と再生利用

② 放射性物質によって汚染された廃棄物の適正かつ安全な処理

質にも着目した循環型
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環境エネルギー技術革新計画の概要 （平成25年９月13日総合科学技術会議決定）

（１）環境エネルギー技術の国際展
開及び国際貢献

（２）国際的枠組み作りへの貢献

２．国際的な温室効果ガス
削減への貢献策

（１）研究開発投資

（２）研究開発体制

３．革新的環境エネルギー
技術開発の推進方策

・食料と競合しないセルロース系の原料低コ
スト化・ポテンシャル拡大

・微細藻類等からのジェット燃料等代替製造

・多種多様な物質の大量生産・低コスト化・
石油からの原料転換

技術ロードマップ
（ ８．バイオマス利活用 ）
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○ 国際的な低炭素社会の実現とともに、エネルギーの安全保障、環境と経済の両立、開発途上国への貢献の実現を目指し、
平成20年５月19日に総合科学技術会議で決定。平成25年９月13日に改訂。

・バイオマス利用については、食料生産と競合せず生態系保全と持
続的生産を可能にする技術の開発を進める。

・バイオマス利活用技術（特に地域中心）：地産地消型の自然エネ
ルギー利用、セルロース系資源からのバイオ燃料製造と利用

・環境モデル都市や技術実証により普及を促すための特区制度を
活用したモデル事業等を実施して、技術開発や制度の成果を検
証する。

（１）短中期的対策（2030年頃まで）に必要な技術

（３）社会への普及策と必要な制度改革

（２）中長期的対策（2030年以降）に必要な技術

１．低炭素社会実現に向けた我が国の技術戦略



農山漁村再生可能エネルギー法の概要 （平成25年11月15日法律第81号）
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協議会
市町村

設備整備者

農林漁業者・団体

地域住民、
学識経験者等

・ 再エネの導入による地域の
活性化

・ 農林漁業の健全な発展に資
する取組

・ 農林漁業との土地利用の調
整

等について協議
国・都道府県
各個別法の本来の許可権者が
各個別法の許可基準で判断

農地法、酪肉振興法、森
林法、漁港漁場整備法、
海岸法、自然公園法及び
温泉法

① 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力向上及び持続的発展
を図ることを旨として行われなければならない。

② 地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エ
ネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。

この法律や予算措置等の活用により、2018年度において、再エネ発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に行っている
地区を全国100地区以上、この取組を行う検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す

目指す姿 ： 再生可能エネルギーの活用による農山漁村の活性化

○ 食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調整を適
切に行うとともに、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進することが重要。

○ このような取組を進める枠組みを構築する「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促
進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成25年11月に成立。平成26年５月１日に施行。

１．基本理念

２．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再エネ発電の促進に関する計画制度

・ 農林漁業との調和
・ 農林地等の適切な利用調整

等の方針

基本方針
（国）

・ 農林漁業と調和した再エネ発電による
・ 農山漁村の活性化に関する方針
・ 再エネ発電設備の整備を促進する区域
・ 農林地の効率的利用の確保
・ 農林漁業の健全な発展に資する取組 等

基本計画
（市町村）

・ 発電設備の整備の内容
・ 農林漁業の健全な発展に資
する取組

・ これらに必要な資金の額及
び調達の方法

設備整備計画
（設備整備者）

① 国・都道府県による市町村に対する情報提供、
助言その他の援助

② 計画作成市町村による認定設備整備者に対す
る指導・助言

４．その他

３．認定を受けた設備整備計画に
係る特例措置

(1) 農地法、酪肉振興法、森林法、漁港漁場整
備法、海岸法、自然公園法及び温泉法の許
可又は届出の手続のワンストップ化（認定により
許可があったものとみなす等）。

(２) 再エネ発電設備の円滑な整備と農地の集
約化等を併せて図るために行う、市町村による
所有権移転等促進事業（計画の作成・公告に
よる農林地等の権利移転の一括処理）。



エネルギー基本計画の概要 （平成26年４月11日閣議決定）
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第１章 我が国のエネルギー需給構造が抱える課題

第２章 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべ
き施策

第４章 戦略的な技術開発の推進（エネルギーの需給に関する施策を長
期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発す
るための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及び施策）

第５章 国民各層とのコミュニケーションとエネルギーに関する理解の深
化（エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項）

第１節 我が国が抱える構造的課題
第２節 東京電力福島第一原子力発電所事故及びその前後から顕在化してきた課題

第１節 エネルギー政策の原則と改革の視点
第２節 各エネルギー源の位置付けと政策の時間軸

第１節 安定的な資源確保のための総合的な政策の推進
第２節 徹底した省エネルギー社会の実現と、スマートで柔軟な消費活動の実現
第３節 再生可能エネルギーの導入加速 ～中長期的な自立化を目指して～
第４節 原子力政策の再構築
第５節 化石燃料の効率的・安定的な利用のための環境の整備
第６節 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進
第７節 国内エネルギー供給網の強靱化
第８節 安定供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな二次エネルギー構造

への変革
第９節 市場の統合を通じた総合エネルギー企業等の創出と、エネルギーを軸とした成

長戦略の実現
第10節 総合的なエネルギー国際協力の展開

【抜粋】

（１）再生可能エネルギー
安定供給面、コスト面で様々な課題はあるが、温室効果ガスを
排出のない有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源

５）木質バイオマス等（バイオ燃料を含む）
未利用材による木質バイオマスを始めとしたバイオマス発電は、
安定的に発電を行うことが可能な電源となりうる、地域活性化にも
資するエネルギー源である。
特に、木質バイオマス発電については、我が国の貴重な森林を
整備し、林業を活性化する役割を担うことに加え、地域分散型の
エネルギー源としての役割を果たすものである。
一方、木質や廃棄物など材料や形態が様々であり、コスト等の
課題を抱えることから、既存の利用形態との競合の調整、原材料
の安定供給の確保等を踏まえ、分散型エネルギーシステムの中
の位置付けも勘案しつつ、規模のメリットの追求、既存火力発電所
における混焼など、森林・林業施策などの各種支援策を総動員し
て導入の拡大を図っていくことが期待される。
輸入が中心となっているバイオ燃料については、国際的な動向
や次世代バイオ燃料の技術開発の動向を踏まえつつ、導入を継
続する。

【抜粋】

２．分散型エネルギーシステムにおける再生可能エネルギーの利用
促進

（１）木質バイオマス等
大きな可能性を有する未利用材の安定的・効率的な供給による
木質バイオマス発電及び木質バイオマス熱利用等について、循環
型経済の実現にも資する森林資源の有効活用・林業の活性化のた
めの森林・林業施策や農山漁村再生可能エネルギー法等を通じて
積極的に推進し、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能
エネルギーの導入を推し進めていく。さらに、下水汚泥、食品廃棄
物などによる都市型バイオマスや耕作放棄地を活用した燃料作物
バイオマスの利用を進める。



食料・農業・農村基本計画の概要 （平成27年３月31日閣議決定）

○ 新たな食料・農業・農村基本計画において、「バイオマスを基軸とする新たな産業の振興」を促進することを明記。
○ また、参考資料「農業経営の展望について」では、今後成長が期待できる７分野のひとつとして「バイオマス・再生可能エ
ネルギー」が位置付けられ、６次産業化に係る市場規模を拡大するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部分を農
村地域に帰属させ、地域内に雇用を生み出すこと等により、所得の増大を目指すこととしている。

農業や食品産業の成長産業化を促進する「産
業政策」と、多面的機能の維持・発揮を促進す
る「地域政策」とを車の両輪として食料・農業・農
村施策の改革を着実に推進

○ 基本法の基本理念の実現に向けた施策の安
定性の確保

○ 食料の安定供給の確保に向けた国民的議論
の深化

○ 需要や消費者視点に立脚した施策の展開
○ 農業の担い手が活躍できる環境の整備
○ 持続可能な農業・農村の実現に向けた施策展
開

○ 新たな可能性を切り拓く技術革新
○ 農業者の所得の向上と農村のにぎわいの創出

施策推進の基本的な視点

○ 高齢化や人口減少の進行
○ 世界の食料需要をめぐる環境変化、グローバ
ル化の進展

○ 社会構造等の変化と消費者ニーズの多様化
○ 農地集積など農業・農村の構造変化
○ 多様な可能性（国内外の新たな市場、ロボット
技術等）

○ 東日本大震災からの復旧・復興

食料・農業・農村をめぐる情勢

中長期的な情勢の
変化の見通し

多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出

○ バイオマスを基軸とする新たな産業の振興
地域に存在する木質・家畜排せつ物・食品廃棄物等のバイオマスを活用して、持続可能な事業を創出し、
ここから生み出された経済的価値を農業振興や地域活性化につなげるため、地方公共団体を核に農業者、
食品産業事業者、バイオマス事業者等が連携してバイオマス利活用構想を策定する取組を促進する。
こうした構想の具体化に向けて、地域に広く薄く存在するバイオマスについて、事業化が可能な量を製品
価格に見合う経費で安定的に調達するための収集・運搬体制の構築等の仕組みづくりや、バイオガスの製
造過程で発生する消化液等の副産物の有効活用、バイオガスの熱源利用による農業生産コストの削減等
を促進する。
また、更なる効率的な利活用や未利用バイオマスの利活用を実用化するための技術開発等を推進する。

○ 農村における地域が主体となった再生可能エネルギーの生産・利用
農村にはバイオマスのほか、水、土地などの資源が豊富に存在しており、これらをバイオマス発電や小水
力発電などの再生可能エネルギーとして活用しつつ、農業者など地域主体の取組を拡大することにより、
農業経営の改善や地域への利益還元を進め、農村の活性化を図る。

講ずべき施策 （バイオマス関連部分のみ抜粋）

農村地域の関連所得の増大に向けた対応方向

参考資料 （農業経営の展望について）
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分 野 具体的な対応方向

バイオマス・
再生可能エ
ネルギー

＜バイオマス＞
地域に存在するバイオマスを活用した事業の創出とそれを軸とした地域づくりの取組を推進
・ 自治体と事業者の連携等により、事業化が可能な量を製品価格に見合う経費で安定的に調達する仕
組みづくり（収集体制の構築等）を推進。

・ バイオマス発電に伴う余熱やバイオガスの製造過程で発生する消化液等の副産物を農業施設の暖房
や肥料等として有効利用することを通じた新たな農業生産活動の展開。

・ 売電目的の発電が中心となっているバイオガス利用について、農業生産現場や公共施設の熱源など
地域の自立的なエネルギー源として積極的に利用するための取組を推進。

・ 十分な活用が図られていないバイオマスの実用的な利用に向けた技術開発を推進。



下水道法の一部改正（下水汚泥の燃料・肥料利用の推進） （平成27年５月20日公布）

○ 下水道管理者の責務として、下水汚泥が燃料・肥料として再生利用されるよう努めることを明確化（第21条の２）。
○ 特に、消化工程からの余剰ガスの有効利用、焼却炉更新時における固形燃料化施設の導入、リン回収による肥料利用
について、積極的に推進。

①下水汚泥バイオガス化

気泡状のバイオガスが
発生している様子脱水脱水

汚泥汚泥
炭化炉炭化炉

※※

※※

再燃炉再燃炉

熱交換器熱交換器

排煙排煙
処理塔処理塔

スクラバスクラバ

造粒機造粒機

汚泥乾燥機汚泥乾燥機

熱風炉熱風炉

熱風炉熱風炉

炭化物炭化物

炭化炉炭化炉

※※

※※

再燃炉再燃炉

熱交換器熱交換器

排煙排煙
処理塔処理塔

スクラバスクラバ

造粒機造粒機

汚泥乾燥機汚泥乾燥機

熱風炉熱風炉

熱風炉熱風炉

炭化物炭化物炭化物炭化物
※広島市

汚泥
脱水施設

汚泥
乾燥施設

農場
（培養土原料）

消化ガス
発電施設

バイオガス

食品残渣
（コーヒー粕）

下水処理場

PFI事業

乾燥汚泥の
場外利用

農集排汚泥

浄化槽汚泥

処理場内へ電力供給

生ゴミ
（ディスポーザー）

下水処理施設

工場
（燃料利用）

電力

下水汚泥

混合槽

濃縮槽

受入設備

消化槽

ガス

【 黒部市における事例 】②下水汚泥の固形燃料化 ③リン回収

※神戸市

※岐阜市

実証の概要
福岡市において、下水汚泥をメタン発酵して得
られる下水道バイオガスから水素を製造する
システムを構築し、効率性、安定性等について
実証

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）として平成
26年度より実証開始

水素社会実現に向けた下水道の取組

下水汚泥の利活用 下水処理場における他バイオマス受入促進

○ 下水汚泥利用のスケールメリットがはたらくよう、他バイオマス（食
品廃棄物等）の受入を促進

○ あわせて、他産業との連携により地域の資源循環に貢献

○ 下水処理場における総合的なバイオマス利活用について、モデ
ル地域での事業化を検討し、平成29年度までにマニュアルを取り
まとめ

・ 、発電施設等の設備の
・ 処理に伴う （→処理場内で処理）利点
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長期エネルギー需給見通しの概要 （バイオマス関連部分）

○ 長期エネルギー需給見通しにおいて、2030年におけるバイオマス発電の導入量は、全体の電源構成の3.7～
4.6％程度、602～728万kW（394～490億kWh）を見込んでいる。

○ 一般木材・農作物残さを利用したバイオマス発電については、PKSや輸入チップの輸入による導入量の伸び
代があるものの、為替変動や海外との競合を考慮に入れる必要があるため、エネルギーセキュリティの観点から
将来的に渡る供給安定性に留意し、導入量を274～400万kWと見込む。

11（平成27年4月28日長期エネルギー需給見通し小委員会（第8回会合） 資料4より抜粋）

既導入量
（第4回会合資料）

導入見通し
（第8回会合資料）

未利用間伐材等 3万kW 24万kW

建設資材廃棄物 33万kW 37万kW

一般木材・農作物残さ 10万kW 274～400万kW

バイオガス 2万kW 16万kW

一般廃棄物等 78万kW 124万kW

ＲＰＳ 127万kW 127万kW

合 計
252万kW
（177億kWh）

602～728万kW
（394～490億kWh）

註） 発電量（kWh）については、調達価格算定委員会における設備利用率（80％）を用いて
註） 機械的に試算。

2030年におけるバイオマス発電の導入見込量2030年度の電源構成

再エネ
22～24％程度

原子力
20～22％程度

ＬＮＧ
27％程度

石炭
26％程度

石油 3％程度

太陽光
7.0％程度

水力
8.8～9.2％
程度

バイオマス
3.7～4.6％程度

風力 1.7％程度

地熱 1.0～1.1％程度

（総発電電力量）
10,650億kWh程度

長期エネルギー需給見通し
７ページの図表より抜粋


