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トーヨーグループ
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CONFIDENTIALTOYO GROUP概要

トーヨーグループはワンストップでの事業スキームでシナジー効果を発揮しています。

総合建設業の技術（プラントEPC等）・不動産のノウハウにより、様々な事業の可能性を広げています。

地球にやさしい再生可能エネルギーを活用した社会へ

安心・安全で美味しい農業食品を...

培ってきたノウハウを基に...

誰もが安心安全を感じられ、持続可能で、住みやすい街づくりを実現

アグリ事業

エネルギー事業

プラントエンジニア
リング事業建設・不動産事業

安心安全で
住みやすい
街づくり

➢ 株式会社トーヨー建設
➢ 株式会社岡田不動産
➢ 株式会社トーヨーリニューアル

➢ 株式会社トーヨーエネルギーファーム
➢ 株式会社トーヨーエネルギーソリューション
➢ 株式会社トーヨー養父バイオエネルギー

建設・不動産事業

エネルギー事業・プラントエンジニアリング事業

➢ 株式会社トーヨーホールディングス

グループ会社の経営管理
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➢ 株式会社トーヨー養父農業生産法人
➢ 株式会社北海道アグリマート
➢ 株式会社わそう農園

アグリ事業



CONFIDENTIALトーヨーエネルギーファーム事業実績

会社名 株式会社トーヨーエネルギーファーム
設立 2012年8月13日
代表者 岡田 吉充
資本金 ４億８,０００万円
住所本社 福島県相馬市中村1-2-3
営業所 東京都葛千代田区有楽町１－１０-1

トーヨーエネルギーファームでは、以下の3つのビジネスを通じて、環境に、街に、自然にやさしい事業を中心に展
開し、持続可能な仕組みづくりをしてまいります。

アグリフード
ビジネス

エネルギー
ビジネス

コンサルティング
ビジネス

エネルギー事業
・メガソーラー発電事業
・メタン発酵発電事業
・木質バイオガス化発電事業

コンサルティングビジネス
・自然エネルギー事業開発支援
・水耕栽培農園経営支援
・高齢者、障害者就労支援

アグリフードビジネス
・水耕栽培農園運営事業
・野菜加工事業
・機能性野菜開発事業
・農業6次化事業

トーヨーエネルギーファームでは、合計40ＭＷの発電所を運営しています。1ヵ所で1,000kW～20,000kWという大規模な発電能力を持つ太陽光発電所を
展開しております。
近年太陽光発電は、安定事業として大変注目されており、２０１２年７月に始まった国による電力の固定価格買取制度により、２０年間発電した電気を固
定単価で電力会社に販売できるため、安定した事業運営を展開しています。

メガソーラー発電実績（発電所名 発電規模）

北茨城 2Mw 東茨城 2Mw 桜川 2Mw 南相馬 1.8Mw ソ ー ラ ー シ ェ ア リ ン グ

相馬第一 2Mw 相馬第3 2Mw 新地第一 1.8Mw 米沢 1.7Mw 小屋木第一 1.9Mw 上根沢第一 2.3Mw

原釜5号 1Mw 原釜6号 2Mw 千葉 2Mw 二本松 1.8Mw 小屋木第二 1.5Mw 上根沢第二 2.2Mw

水戸 1.9Mw 鞍手 1.8Mw 真岡 1.6Mw 匝瑳 1.8Mw 小屋木第三 1.3Mw 上根沢第三 2.0Mw



CONFIDENTIAL事業説明～養父市への参入～

【バイオマス発電施設とアグリ事業の展開による効果】

◦各施設による雇用の創出（シルバー人材の活用等）
◦家畜ふん尿処理問題の省力化解決による家畜の増頭
◦安価な有機質肥料の供給による地元農業への貢献
◦環境施設として利用。教育への貢献
◦将来的なエネルギーの有効利用による先進的農業生産

これらの効果が見込める他、将来的には
◦特定電気事業者(PPS)登録による電力の地産地消
も期待でき、養父市でのさらなる循環型社会の構築へ
つながるものと考えております。

株式会社トーヨーエネルギーファームは養父市が国家戦略特区に指定されたことをきっかけに、養父市に注目いたしました。有名
ブランド牛「但馬牛」の飼育が盛んで、「ブロイラー」産業発祥の地としても知られ畜産業のとても盛んな養父市では、家畜ふん尿
の処理や農業とのエネルギー連系を可能とする「メタン発酵発電施設」と、冬季でも営農可能な「植物工場」の運営は養父市活性化
のお力添えになれると考え、特区の構成員に応募いたしました。
養父市大薮区で進めている事業では、再生可能エネルギーによる発電、新たなブランド作物の生産農業による養父市ブランドの醸

成、地元雇用の創出、メタン発酵処理後の消化液・堆肥の供給による持続可能な資源循環型事業の構築を目指しております。
また、メタン発酵発電施設は養父市の活性化だけでなく、二酸化炭素をほとんど排出させない発電方法として地球温暖化防止にも

貢献いたします。

メタン
発酵発電施設

畜産農家/
食品工場

水田/畑/牧草地

消化液・有機質肥料

売電

資源循環事業

再生可能エネル
ギーによる発電

メタン発酵後の処理後の消化液・
堆肥原料

地域の農家の皆様へ還元

食品工場の原料・飼料作物と
して畜産農家へ

産業廃棄物を再利用



CONFIDENTIAL事業体制

事業体制

（株）トーヨー養父
バイオエネルギー

（株）トーヨー
エネルギーファーム

4会社名 株式会社トーヨー養父バイオエネルギー

代表者 岡田 吉充

資本金 1億円
設立年月日 平成２7年 １２月 設立
発電所 兵庫県養父市大薮1153

会社名 株式会社トーヨー養父農業生産法人

代表者 岡田 吉充

資本金 500万円
設立年月日 平成２7年 １２月 設立
本店住所 兵庫県養父市八鹿町八鹿字山本190９-9

（株）トーヨー養父
農業生産法人

事業主
100%

４９%

（株）トーヨー
ホールディングス

出資

出資 出資
（株）トーヨー建設

（株）トーヨー
エネルギーソリュー

ション

工事請負契約

エンジニアリング・
O&M契約



CONFIDENTIALトーヨー養父バイオエネルギーの事業フロー

トーヨー養父バイオエネルギーの事業 －メタン発酵発電施設－

施設のイメージ

家畜糞尿

農業系廃棄物

食品加工残渣 【受入れ設備】

【メタン発酵】

【ガス利用】 【発電機】

【堆肥化施設】
【循環水再生利用施設】

【売電】
排熱・温水を場内にて有効利用

肥料(消化液＆堆肥)の有効利用

ベース電源、防災拠点として利用

熱利用、電気供給、ごみの処理など
災害時にも役立つシステムを持つ

【原料＝産業廃棄物】

【貯留タンク】
【消化液散布】

堆肥販売

項目 項目

名 称

所在地

トーヨーバイオメタンガス発電所

兵庫県養父市大薮字炭釜115３他

生産物 消化液 最大2,000㎥貯蔵可能
堆肥原料 ※消化液の生産量により変動

事業面積（都市計画区域外） 約8,990㎡ 雇用人数 正社員 10名

発電規模
固定価格買取制度を利用し売電

1426kw
（一般家庭１８００世帯分）

CO2削減効果 7,726t/年
(発電:5,905t/ 熱利用:年1,821t/年)

処理物

想定受入量＝稼働初年度
最大受入量＝稼働２年度以降
※食品残渣受入れ量のうち約２０％は、
発酵不適物（包装等）を含む

牛フン 4ｔ/日
鶏フン 22ｔ/日
食品残渣 19ｔ/日
廃食油 3ｔ/日
(最大処理能力70t/t)

取得許可 ・発電事業
・産業廃棄物処分業
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物施設設置許可
・ひょうごバイオマスecoモデル

プラント方式 湿式中温メタン発酵 工事期間・稼働 Ｈ29年10月着工～Ｈ31年3月竣工
稼働 H31年４月

廃食油
【循環水】
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原料の調達・構成



CONFIDENTIAL

ここで分析をしっかりと行うことで、ガス量を予測し、
プラントの規模を決定することができる。

プラント設計～原料の調達 （養父PJの事例をもとに）

契約締結～オペレーションと金額を確定～

固定価格買取制度にて、20年間の売電金額が保証されているため、通常より低い価格設定
ができ、排出事業者の処理の削減に貢献できます（原料によっては対象にならないケースもございます）

Step1
各賦存量の調査
家畜農家、食品工場がどれほどあるか調査

Step2

Step3

調達予定の原料の分析

重要
調達予定の原料の成分・構成をもとにプロセス設計

Step4
完成後営業先の各農家、会社とヒアリングを行う
～工事終了まで(規模による）1年を要するため投入予定の原料に変更がないか再度ヒアリング～

Step5



CONFIDENTIAL

プラント『安全・安心な機器設定』



CONFIDENTIAL位置図

位置図 所在地：養父市大薮炭釜1155他

トーヨー養父農業生産法人
パイプハウス（トマト）
【H28年度整備】㈱ネオマックス近畿

ＪＡたじま

トーヨーバイオメタンガス発電所

トーヨー養父農業生産法人
高度環境制御生産施設（トマト）



CONFIDENTIAL処理フロー

（株）トーヨー養父
バイオエネルギー

【メタン発酵発電施設】

（株）トーヨー養父
農業生産法人
【トマトハウス施設】

８

出入口



CONFIDENTIALメタン発酵のメリット・特徴

【弊社発電システムの特徴】

◆ １、２次発酵槽ガスホルダが一体化し設置面積の効率化
◆ 自社グループでメンテナンスが可能で発電機1機で運転可能
◆ 完全な循環型を目指しているため、発電所内から放流される水は一切無し。
◆ 消化液（堆肥）を使用したお米を自社グループ内で生産・販売し、高い地域循環を構築。
◆ 嫌気性発酵のため、臭気の低減
◆ 前処理～水処理まで、一貫してグループ内でエンジニアリング・設置が可能

【メタン発酵ガス化発電システムのメリット】
◆ 高いエネルギー変換効率が可能

燃焼型バイオマス発電（蒸気タービン）と発電効率を比較した場合…
蒸気タービン：約20% メタン発酵発電（ガスエンジン）：約40% と高い数値である。
熱交換率も合わせると約80%となり、少ない資源からより多くのエネルギーを得ることが可能。

◆ 二酸化炭素を排出しないカーボンニュートラルな発電所。

メタン発酵ガス化発電システムは環境に配慮した発電設備です。



CONFIDENTIAL特徴例①：発酵槽



CONFIDENTIAL特徴例②：発電機（GE社）

・広告代理店を通さず直接GE社と契約・買い付け

・発電機1機で最大1426kWの発電が可能

・熱電併給装置（CHP）搭載しており、電力は売電、熱は発酵槽の温度維持などに利用



CONFIDENTIAL

出口（消化液・堆肥）の利用



CONFIDENTIAL消化液・堆肥の利用

☆散布方法：バキューム車で散布。施用後は速やかに土壌と混ぜることにより窒素成分
を有効活用できる

バイオガスを取り出した後に残る液体が（消化液）、固体が（固形堆肥）です。消化液・固形堆肥は肥料成分を多く
含み有効な肥料になります。

効果・メリット
化学肥料の代替え。
家畜糞尿、食品残渣から生成されるため有機質の肥料として利用可能。
肥料代節約 etc



CONFIDENTIAL消化液・堆肥の利用（普及活動例①）

消化液成分
◎チッソ 約0.4％ ◎リンサン 約0.1%   ◎カリ 約0.2%

消化液（液肥）とは
メタン発酵施設で生産される液肥であり、
その元となる原料は家畜糞尿や食品残渣等であり
良質な有機質肥料です。

【特長】
①メタン発酵後なので作物の吸収がよく、

施肥効果が高い！
②有害物質を含んでいない！
③無機肥料分が多く含まれているので、

化学肥料の代替 えと して使用出来ます！

但馬エリアや周辺での実績あり！
消化液は、ここ但馬エリア及び周辺で既にお米作
りや野菜作りに利用されています。

そして当社は養父市大薮地区の農家様と
協力しながら消化液でお米づくりをしました！



CONFIDENTIAL消化液・堆肥の利用（普及活動例②）
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事業主『事業ポイント』



CONFIDENTIAL事業ポイント～養父PJの事例をもとに～

・地元住民説明

・計画地関係契約・申請（農地転用含め）

・産業廃棄物申請

・電力系統連携申請



CONFIDENTIAL地元住民説明

メタン発酵ガス化発電システムといえど、近隣住民の立場からみると、
ゴミ処理施設であり、騒音や臭気が気になる施設…………

トーヨーグループでは、、、
畜産糞尿の量を食品残渣より多く投入することで、
畜産糞尿処理問題に寄与できる施設となります。
また、臭気・騒音対策においても環境アセスメント調査を実施し、
エンジンに防音壁の設置をします。プロセスフローにおいては河川放流を無くし、
川の汚れをふせぎます。臭いのもととなるアンモニアを定期的に想定して場内に
掲載し、住民の皆様に対して臭気を開示することで、安全・安心な施設とし認識
して頂き、建設することができました。

住民の皆様の協力なくしては、成り立たない施設のため
皆様の意見に耳を傾け、１つ１つ不安や課題を解決していくこと重要と考えます



CONFIDENTIAL近隣牧場の声



CONFIDENTIAL近隣牧場にトーヨーが与えた影響

牧場事業者：規模拡大の検討

乳牛の増頭・新牛舎の増設
家畜糞尿の処理時間短縮

増設された牛舎 協力：新瀬牧場



CONFIDENTIAL各種許認可・申請 計画地関係契約

土地契約：土地の賃借は農地から宅地に変更になるため、地権者は固定資産税があがる
→固定資産税の上昇率を独自に計算し地権者様に提案することで、
地権者様にメリットができるよう思案

農地転用：農地法第5条の転用申請

産業廃棄物申請：行政書士に依頼することなく、自社で許可取得

電力申請：自社申請

グループ内のノウハウを活かし、各社の知見を得て、全ての申請・契約は外部委託する
ことなくグループ内で完結し、効率化を図ることができた。



CONFIDENTIAL事業採算性・現在の稼働率

年間売上：5.5億円
（売電収入、産廃収入、堆肥・消化液販売収入）
年間支出：4.5億円
IRR：11.2%

総事業費約：３１億円
（車両費含む）

資金調達方法
・協調融資
・エクイティ

弊社グループ企業の㈱トーヨーエネルギーソリューションによる独自のO&Mにより
ガスエンジンを直接メンテナンス可能なため、高い稼働率でエンジンを回すことができ、
収益性の向上を図っております

〇2019年7月末の稼働率
・原料受入50%
・発電量30％
※初年度の目標数値を基準とする

〇事業採算性

注意点
試運転で、メタン菌を
生成したからと思い、
様々な原料を計画なし
で投入するとメタン菌
が死滅する恐れがある
ため徐々に増加する必
要がございます。



CONFIDENTIALバランス図：入口・プラント・出口・事業

事業

入口 プラント 出口



CONFIDENTIAL今後の展望

様々な近隣施設に熱源として、発電所の排熱を送ることも可能です。
このような、高いエネルギー循環が可能なため、エネルギーの
地産地消を目指していきます

また、

理想的な循環システム構築を今後も目指します



CONFIDENTIAL

最後に・・・
弊社ビジネスにおいて入口・プラント・出口・事業主全て
トーヨーグループで運営しており
どの目線からも自社で対応し全体のバランスを大切にしな
がら問題解決・新規事業に対してアドバイスできます。

だからこそ

是非トーヨーにご相談ください！！



ありがとうございました! 

株式会社トーヨーエネルギーファーム

株式会社トーヨー養父バイオエネルギー

ishizaka@toyo-group.com

mailto:Dixon.zhang@anaergia.com

