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バイオマス産業都市について

平 成 2 5 年 ６ 月 1 1 日
バイオマス活用推進会議



バイオマス産業都市の一次募集の状況

○ 本年３月下旬に７府省共同でバイオマス産業都市構想の一次募集を実施し（約１ヶ月） １１地域が応募（※この○ 本年３月下旬に７府省共同でバイオマス産業都市構想の 次募集を実施し（約１ヶ月）、１１地域が応募（※この
ほか、50を超える地域が構想を作成中又は検討中）。

○ ５月21日のバイオマス産業都市関係府省連絡会議で整理を行い、５月29日にバイオマス産業都市選定委員会
を開催。

バイオマス産業都市選定の流れ バイオマス産業都市選定委員会のメンバー

バイオマス産業都市構想の募集（H25.3.22～4.26）
金谷 年展 東京 業大学ソリ シ ン研究機構特任教授
かねや としのぶ

○作成主体：市町村（単独、複数）・企業共同体等
○構想の内容：目指すべき将来像・目標、事業化プロジェクト、地域波及効果、実施体制等

金谷 年展 東京工業大学ソリューション研究機構特任教授
（バイオマスを含む環境・エネルギー政策の専門家）

竹ケ原 啓介 (株)日本政策投資銀行環境・ＣＳＲ部長
たけがはら けいすけ

バイオマス産業都市関係府省連絡会議（H25.5.21） （再生可能エネルギー事業のファイナンスの専門家）

塚本 修 東京理科大学特命教授
（バイオマス技術と環境・エネルギー政策の専門家）

つかもと おさむ

バイオマス産業都市選定委員会による審査・ヒアリング・推薦案の決定(H25.5.29)

○メンバー：バイオマス、環境、エネルギー、投資・金融等の専門家で構成
○評価の視点：①先導性、②実現可能性、③地域波及効果、④実施体制

中村 一夫 (財)京都高度技術研究所バイオマスエネルギー
研究部長
（廃棄物系バイオマスの技術・利用の専門家）

なかむら かずお

７府省によるバイオマス産業都市の選定（H25.6.11 バイオマス活用推進会議）
野村 充伸 地方共同法人日本下水道事業団福島再生

プロジェクト推進室長
（下水汚泥の技術・バイオマス利用の専門家）

のむら みつのぶ

バイオマス産業都市構想の実行・具体化

○関係府省による連携支援（事業化プロジェクト）
※関係府省の施策の活用には、別途当該府省の審査・採択が必要。

横山 伸也 鳥取環境大学環境学部教授
（バイオマス技術・政策の専門家）

よこやま しんや
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バイオマス産業都市選定委員会の審査結果

○ ５月29日の選定委員会において、４つの視点（先導性、実現可能性、地域波及効果、実施体制）を中心に各地域○ ５月29日の選定委員会において、４ の視点（先導性、実現可能性、地域波及効果、実施体制）を中心に各地域
からヒアリング・審査を行い、８地域を推薦案として決定。

○ 選定委員会で出された意見等は、選定結果と併せて公表し、推薦案に選定された地域及び選定されなかった地
域双方にとって事業化プロジェクトの具体化や構想の練り直しの参考として活用。

○バイオマス産業都市の一次選定地域（案） 

べつかいちょう

北海道別海町北海道下川町
しもかわちょう

・木質地域熱利用・発電

と か ち

北海道十勝地域（19市町村）
新潟県新潟市

にいがたし

・バイオガス発電・熱利用
（家畜排せつ物、水産廃棄物等）

・木質地域熱利用・発電
・ヤナギ・ススキ利用

北海道十勝地域（19市町村）

ひがしまつしまし

・バイオガス発電・熱利用
（下水汚泥、食品残さ等）

・木質ペレット、バイオディーゼル

・バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物等）
・木質熱利用・発電、ＢＤＦ

宮城県東松島市

うし く し

ひがしまつしまし
み とよ し

香川県三豊市
・堆肥化・固形燃料化（食品残渣等）
・竹資源利用

・バイオガス発電･熱利用（食品残渣等）
・木質発電

茨城県牛久市

愛知県大府市

うし く し

おお ぶ し

・広域連携バイオディーゼル
・生ごみ堆肥化、木質
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愛知県大府市
・バイオガス発電･熱利用
（食品廃棄物、し尿等）



バイオマス産業都市選定委員会の審査結果

【選定地域】

地域 構想の概要 評価の概要

北海道十勝 ・十勝19市町村が共同で、十 ・ 北海道の大農業地帯の豊富かつ多様なバイオマスを活用し、太陽光等と
組 合わ 再生 能 ネ ギ 飛躍的増加を目指す取組と 十勝

とかち

(19市町村)

人口 35万人
面積 108万ha

勝の豊富で多様なバイオマ
スを多段階かつフル活用し、
食と農林漁業と一体となっ
た「十勝の農・食・エネ自
給社会」と「フ ドバレ

組み合わせ、再生可能エネルギーの飛躍的増加を目指す取組として、十勝
19市町村による初めての広域連携による産業化のモデルとなり得る。

・ バイオガス事業については、売電だけなく、熱利用、CO2のハウス栽培
等への活用、食品廃棄物等との混合利用など、地域資源を最大限に活用し
た持続性のある取組を期待 また 定住自立圏構想や国際戦略総合特区を面積 108万ha 給社会」と「フードバレー

とかち」の実現を目指す。

た持続性のある取組を期待。また、定住自立圏構想や国際戦略総合特区を
通じて構築された十勝広域19市町村を束ねる現在の事務局機能の発揮を期
待。

北海道下川町 ・森林を中心とするバイオマ
ス総合産業を軸に、環境に

・ 基幹産業の林業を軸に、豊かな森林資源を活用したエネルギー完全自給
を目指した取組として、地域資源のフル活用による産業化とエネルギー自

しもかわ

人口 3,559人
面積 6.4万ha

ス総合産業を軸に、環境に
やさしく災害に強いエネル
ギー完全自給型の地域づく
りを進め、雇用の創出と活
性化につなげ、地域に富が

目指 取組 、 域資源 活用 産業化 自
立型まちづくりのモデルとなり得る。

・ 森林資源を活用した産業化に当たっては、売電だけなく、地域熱・電気
利用、森林資源の他用途利用・高付加価値化、ヤナギ資源の広域連携によ
る事業化など、地域資源を最大限に活用した持続性のある取組に期待。

還元・循環されるまちの実
現を目指す。
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地域 構想の概要 評価の概要地域 構想の概要 評価の概要

北海道別海町 ・全国有数の酪農と一体と
なった大規模バイオガス
プラント事業を軸に 水

・ 北海道の大酪農地帯における大規模・集中型かつ水産系・食品系を含む総
合的なバイオガス利活用による産業化のモデルとなり得る。また、隣接する
中標津町との協議を進め 広域連携による産業化への展開を期待

べつかい

人口 15,718人
面積 13.2万ha

プラント事業を軸に、水
産系、食品系を含む総合
的なバイオマス利活用に
よる持続可能な循環型
「食」のまちづくりを目

中標津町との協議を進め、広域連携による産業化への展開を期待。
・ バイオガスプラント事業については、売電だけなく、消化液･余熱の農業
利用、環境教育・観光への活用など、地域資源を最大限に活用した持続性の
ある取組を期待。

・ バイオガスプラント事業は、プラントメーカーが設立する特別目的会社に食」のまち くりを目
指す。 よる民間主導の事業化モデルとなることを期待。

宮城県東松島市 ・「東松島市復興まちづく
り計画」の実現に向けて、
食品残渣 有機汚泥 木質

・ 地域のバイオマスを総動員し、食品残渣等のバイオガス事業を軸に、農林
水産業・新エネルギー・観光との融合による「防災自立都市」を目指した取
組として 復興を超えた新しい東北の産業化・まちづくりのモデルとなり得

ひがしまつしま

人口 40,476人
面積 1万ha

食品残渣、有機汚泥、木質
等の地域のバイオマスを総
動員し、農林水産業・新エ
ネルギー・観光の融合によ
る「防災自立都市」東松島

組として、復興を超えた新しい東北の産業化・まちづくりのモデルとなり得
る。

・ バイオガス事業は、プラントから発生する熱・CO2の植物工場への活用、
消化液の液肥・堆肥利用等による６次産業化や高付加価値農業の展開を期待。

・ 防災自立都市として、バイオマスエネルギーの災害時のエネルギー活用をる 防災自立都市」東松島
市の実現を目指す。 期待。
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地域 構想の概要 評価の概要地域 構想の概要 評価の概要

茨城県牛久市 ・９市町村による地域連合
バイオディーゼル燃料化事
業 木 食

・ 国内初の９市町村の地域連合（協定締結）によるバイオディーゼル燃料化
事業を軸に、食品廃棄物、剪定枝、野菜未利用部、もみ殻等の地域バイオマ
スのフル活用による大都市近郊における産業化のモデルとなり得る

うしく

人口 83,044人
面積 5,888ha

業と木質・食品系バイオマ
ス利用事業を軸に、太陽光
発電、蓄電池や次世代自動
車導入促進の取組を組み合
わせ 「災害に強く地球温

スのフル活用による大都市近郊における産業化のモデルとなり得る。
・ バイオディーゼル燃料化事業を基盤に、食品廃棄物等他のバイオマス利用
の周辺市町村との広域連携化等による幅広い産業化への展開を期待。

わせ、「災害に強く地球温
暖化を防止する地域循環型
社会スローシティ」の実現
を目指す。

新潟県新潟市 ・下水処理施設を拠点とす
る多種バイオマスとの混合

・ 関係府省、市下水道・環境・農政部局の連携による下水処理施設を拠点と
する多種バイオマスの混合消化によるバイオガス事業を軸とする産業創出と

にいがた

人口 81万人
面積 7.3万ha

る多種バイオマスとの混合
消化事業と植物由来廃棄物
の徹底活用事業を軸に、
「田園型環境都市にいが
た」の実現を目指す。

する多種バイオマスの混合消化によるバイオガス事業を軸とする産業創出と
再生可能エネルギーの生産拡大の取組として全国のモデルとなり得る。

・ 安全安心な防災首都として、下水処理場のバイオマスエネルギーの災害時
の地域活用、稲わら等未利用植物系バイオマスの活用など更なる展開を期待。

た」の実現を目指す。
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地域 構想の概要 評価の概要地域 構想の概要 評価の概要

愛知県大府市 ・知多地区（5市5町）にお
いて、生ごみバイオガス発
電施設を拠点に 他の諸施

・ 知多地区（５市５町）において、生ごみバイオガス発電施設を拠点に、
他の諸施設との有機的連携による「都市近郊型バイオマス･新エネルギー利
活用ネットワーク」の構築を目指す取組として 都市近郊型の広域連携に

おおぶ

人口 87,836人
面積 3,368ha

電施設を拠点に、他の諸施
設との有機的連携により、
バイオマス資源とエネル
ギーを地産地消する「都市
近郊型バイオマス･新エネル

活用ネットワ ク」の構築を目指す取組として、都市近郊型の広域連携に
よるバイオマス産業化のモデルとなり得る。知多地区の市町村との協議を
進め、広域連携による産業化への展開を期待。

・ 消化液の肥料利用、乾燥汚泥のハウス燃料利用、直売施設「げんきの
郷」の活用等による地域農業の競争力強化や高付加価値化の取組を期待。

ギー利活用ネットワーク」
の構築を目指す。

・ 事業化プロジェクトについては、原料調達可能量に応じた適正な投資規
模に留意が必要。

香川県三豊市

人口 68 512人

・国内初のトンネルコンポ
スト方式による食品残渣、
木質等からの肥料・固形燃
料製造事業（バイオマス資

・ 国内初のトンネルコンポスト方式による食品残渣、木質等の複合有機物
資源の肥料化・固形燃料化事業と竹資源高度利用事業を軸に、地域未利用
資源の活用・循環による減農薬有機農業、竹資源産業などの産業創出と再
生エネルギ の生産拡大を目指す取組として全国のモデルとなり得る

みとよ

人口 68,512人
面積 2.2万ha

料製造事業（バイオマス資
源化センター）と竹資源利
活用事業を軸に、太陽光や
小水力の導入促進の取組を
組み合わせ、「廃棄物のな

生エネルギーの生産拡大を目指す取組として全国のモデルとなり得る。
・ 地域の農家等との協議を進め、肥料・固形燃料の地域農業への利用によ
る減農薬有機農業の振興、固形燃料のハウス利用等の取組の具体化、竹資
源のマテリアル利用（高機能パーティクルボード）の実用化に期待。

いまち、環境にやさしいま
ち三豊市」の実現を目指す。
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地域 構想の概要 評価の概要

【選定されなかった地域】 ※再度応募することが可能

地域 構想の概要 評価の概要

青森県蓬田村

人口 2020人

・未利用のもみ殻からのペ
レット製造と村内温泉施設
等の燃料利用を軸に、過疎

・ 地域の未利用資源であるもみ殻の有効活用を図る重要な取組であるが、
村内温泉施設の熱源への一部利用にとどまっており、周辺市町村との広域
連携、他のバイオマスとの総合利用等による産業化への展開が必要。

よもぎた

人口 2,020人
面積 8,063ha

燃 、 疎
地域における地域循環型エ
ネルギーの利活用による持
続可能な地域社会の構築を
目指す。

・ 構想の具体化・実施のための推進体制の構築が必要。

福島県喜多方市 ・地域バイオマスエネルギー
地産化事業とケナフ・微細

・ 食品廃棄物、汚泥、木質等の地域バイオマスエネルギー地産化事業（バ
イオガス発電 小型木質コジェネ発電 温排水バイナリー発電）とケナ

きたかた

人口 50,847人
面積 5.5万ha

地産化事業とケナフ・微細
藻類バイオマス利用を軸に、
バイオマス産業を軸とした
環境にやさしく災害に強い
まちづくりを目指す。

イオガス発電、小型木質コジェネ発電、温排水バイナリ 発電）とケナ
フ・微細藻類等の新分野のバイオマス利用を軸とする特徴のある取組であ
るが、原料、製造、販路等の事業化に向けた更なる検討と具体化が必要。

・ ケナフのマテリアル利用や微細藻類の燃料利用は技術的に実証段階であ
り、実用化への道筋や見通しを含めた検討と具体化が必要。まち くりを目指す。

・ 構想の具体化・実施のための推進体制の構築が必要。

おおず

愛媛県大洲市

人口 48,811人
面積 43万h

・木質ペレット製造、木質
バイオマス発電、バイオマ
ス混焼ゴミ発電を軸に、地
球温暖化防止と省資源、資
源循環型社会の形成等に向

・ 木質ペレット製造、木質バイオマス発電、バイオマス混焼ゴミ発電を軸
とする特徴のある取組であるが、市内製材業者による木質ペレット燃料利
用にとどまっており、基幹事業である木質バイオマス発電事業の具体化等
による産業化への展開が必要。

構想の具体化 実施のための推進体制の構築が必要

おおず

面積 4.3万ha 源循環型社会の形成等に向
けた「きらめき創造 大洲
市」の実現を目指す。

・ 構想の具体化・実施のための推進体制の構築が必要。
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