
合計 比率 回答数

①年代・性別についてお尋ねします 77人中

 (1) 年代 77

２０代以下 5 6%

３０代 15 19%

４０代 17 22%

５０代 15 19%

６０代 18 23%

7０代以上 7 9%

 (2) 性別 76

男性 69 91%

女性 7 9%

②フォーラムをどのようにお知りになりましたか（複数回答可） 79

WG・農都部会のメール・メーリングリスト 24 30%

他のメール・メーリングリスト 11 14%

WG・農都部会ホームページ 5 6%

他のホームページ 1 1%

知人に聞いて 27 34%

チラシを見て 0 0%

Facebook 1 1%

Twitter 0 0%

その他 10 13%

③講演について、感じたこと、思ったことをお聞かせください 62

熊崎先生の講演は興味深かった。

海外の制度やチップ価格の推移等、参考になる点が多かった。

ドイツの事例など参考になった

海外のFIT制度、その改定の変遷を聞き大変勉強になった。

熊崎先生から海外の事例、とても参考になりました。

具体化の動きにぜひ関わって行きたいと思った。

基調講 熊崎会長の話は大変興味深かった

海外（欧州）においても試行錯誤を繰り返しながら推進していることが理解できた。

2014年1月25日 バイオマス発電事業化促進フォーラム　参加者アンケート結果
（参加140名中、77名回答）

・当社も今後、発電を考えており、世界と日本の動向を見守りつつ参考にします。 ・熊崎先生の講演をもっと聞きた
かった。

FITでは事業として成り立ちづらいように思います。小さい事業として起こしたいのですが施設への投資額が大きす
ぎて採算が難しいです。

私も岩手にボランティアで訪れて、食材が美味しいこと、人口が少なくて雇用作りが課題なこと感じて今回のフォー
ラムに参加しましたが、鈴廣の鈴木さんのお話には非常に共感しました。

大変参考になりました。市民キャビネットとありますので、市民としてできる、こうしているとの事例が聞けると良いな
と思いました。

熊崎氏の講演は、ドイツ等の状況については不勉強だったため、大変参考になった（特にガス化、ORCが多いな
ど）

鈴木さんの話は今、会津で進めていることなのでよく理解できる。熊崎さんの話は当機構も非常に大切な事と思っ
ている。これからも勉強していきたい。よろしくお願いします。

・「新しい現実をつくる」という話にとても共感しました。 ・ドイツかオーストリアの制度、どちらに日本は合っているの
か、政策的に検討していく場の必要性を感じた。

・鈴木氏の「経済の視点でエネルギーを考える」に大変共感できた。 ・地域をどの範囲でとらえるか、地域性はある
が、ドイツ、オーストリアの動向から日本の地域の将来を考えるのは少しむつかしい課題が多いと思った。
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熊崎先生のドイツ情報は非常に参考になりました。

熱電需要についての話を聞きたかった。

ドイツの状況（熊崎先生）の話は大変良かった。

貴重な情報をありがとうございました。

目線が低く、わかり易く、親近感がもてた。

熱心な議論でよかった。いろんな立場での最前線の状況、課題が聞けた。

共感できた

鈴木さんの講演、共感できる内容。熊崎先生の講演、バイオマス発電・FITについてわかり易く

森林チップ材価格の国内事情について詳しく聞きたかった。

経済について鈴木社長の話しが参考になった

鈴木氏の講演は現実に即したもので興味をもった　熊崎先生の話は概括的で動きがわかりよかった

実態を知ることができた程度　むしろ鈴木社長の話が一番有意義だった

熊崎教授の話は役に立ち面白かった。

鈴木様、熊崎様とも再エネの最前線で活躍される方のお話は今後の事業化へ多くのヒントがもらえました。

有意義な議論だった。エネルギー⇔国土（森林）の保全の関係について深い議論がほしい

具体的な実例を知ることができた。前をうろうろされる方がいて集中できなかった。

熱エネルギー買取りの具体的方法（ドイツ）が知りたい。日本でも同様のことが可能なのか？

「國破れて山河あり」が、政治の根幹ではなかったのでしょうか？

ヨーロッパについての詳細なデータは大変有意義だった。

エネルギーについての考え方として参考になった。FITについては、詳細な点への言及がわかりにくかった

・鈴木氏…具体的事例（省エネビジネス）の話が聞きたかった ・熊崎氏…話しがリアルすぎて、FITで何を日本は考
えなければならないか、経済的、コスト的にバイオマスは成立するのか、よくわからなかった

再生可能エネルギーで燃料が必要なバイオマス発電事業は、近く大きなビジネスモデルが出来上がると感じまし
た。

すでに稼動している事業者が全国にたくさんあるので、講演も、バイオマス発電事業の方、林産家の方の話を聞き
たかった。

熊崎先生のドイツの事例紹介は、これからの日本のFITを考えていく上で大変示唆に富んだものでした。勉強にな
りました。

熊崎先生のお話の中で、近年のドイツで小型ガス化発電が急成長していることにたいへん興味を持ちました。我国
での可能性についてどのようにお考えでしょうか。

鈴木副社長の話 食も土地さえも…（木も家も）未来からの借り物。ちゃんと残してお返しする義務がある！少なくと
も50年、100年先を考えた政策に基いたビジネスが大切だと思う。

木質バイオマスに偏ったフォーラムの中でも、ヨーロッパでの事情、他再生化エネルギーの比較も分かりやすかっ
た。ただし、ハイドロカーボン燃料との比較もあればよかった。

少しかけ足での議論になった様に思われる。議題をもっとしぼっても良かったのでは？色々な方の話をきけたのは
良かった。

何故、木材の消費が進まないのか、バイオマス発電を進めれば日本の山は再生するのか、どのようにすれば再生
出来るのか、具体的に調査してみたいと思った。

鈴木さんには創造力と気づきを実行する大切さを感じました。熊崎さんにはコストを考えて将来の道を考える必要
性を感じました。

第1部、鈴木様の「中小企業のオヤジ？」の話、省エネ機器への投資について現実としてどう考えるか（原発→電気
代→投資）実際の生の声が聞けて参考になりました。販売する側の事業をしているので、参考にさせて頂きます。

・鈴木さんの地域の活動は、いろいろな地域で水平展開できそうで、ひろがるといいなと思いました。 ・熊崎先生の
お話は、FITの今後や、ポストFITもイメージできるもので大変興味があります。今後もひきつづきお願いいたしま
す。

関心の高い内容であったが、手元資料なしで内容を正しく理解する事は困難であった。事前に資料のcopy配布をし
て欲しかった。資料代1500円を徴収して資料配布がないのは納得いかない。後部シート側のスライドの操作が遅く
イライラした。

木材価格には輸送料が入っていないのでは？　日本の木材地域と、利用地域の輸送課題も論議しないといけない
と思います。

とても興味のある内容でした。興味はあるけれどもあまりに基本的な知識がなかったので大変勉強になりました。
経済からのアプローチが、地域からのアプローチが勉強になります。
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海外の事例を参考にする考え方は大事だと感じた。

熊崎先生の話は、興味深かったが、良く理解できず消化不良でした。

鈴木様、中小企業の取り組みは、なかなか表に出してこないので大変すばらしい情報でした。

熊崎先生の今後の日本のFITでのあり方、バイオマス発電の方向について参考になりました。

受付の作業に集中していたので残念ながら内容はほとんどお聞きできませんでした。

④パネルディスカッションについて、感じたこと、思ったことをお聞かせください 60

（1）関連分野が大きい。（2）長期的展望と短期的実行計画が必要。

もう少し時間をとって議論を深めていただければなお良かったと思う。

FITに関る議論が興味深く勉強になった

もう少し、時間があって互いの考えを議論しあって頂きたかったですね。

・議論が一方向で、あまり議論にはならなかった。 ・別途テーマを絞ってフォーラムが必要ではないか。

もう少し事例をききたかった。

ディスカッションではなかった、、、かな。

バイオマス活用を総合的に理解するうえでたいへん役立った。

とても良かった。特に、パネラーが多いことも多方面からの意見を聞くことが出来た。

タイムリーな議論、多くの視点からの話しが大変良かった。今後の参考にしてゆきたい。

トレファクションまで聞けてありがたい。（灰処理、タール○○）事業者、森さんの話は実感がある。

掘り下げた議論（話題）が出て有意義であった。

各界のプロフェショナルが一同に集結できたことはすばらしい。議論の進行も良かった。

テーマが大きかったので、もう少し絞ってディスカッションして頂けるとよかった。

鈴木様のお話は大変関心を持って聞かせていただいた。熊崎先生のお話は数値が明確でわかりやすかった。手
元に資料がほしかった。

山側のパネラーが居たらもっと良かったのではないか？ 政策、実践、金融など広い範囲の実際を聞くことができて
有意義だった。

・説明が早すぎ、時間が足りない。 ・色々な問題が有り、大変参考になった。 ・ディスカッションの資料、メールでお
願いします。

多くの方のご意見をきけて有意義だったが、各人の話の時間が短く、もっと深く話をききたいと思った。（個人的には
パネルディスカッションより講演を聴きたいが、各人の意見や立ち居地がわかるというてんではPDも良かった。）

パネリストの方がそれぞれ考え方も違ったりして興味深かったですが、座席からお顔が見えづらく、どなたが話して
いるのか良くわからなかったのが残念。あとプロフィールは別紙があるとありがたかったのですが（メールのよりも
詳しいものが）

パネラーの言いたいことを言っているだけのよう。一般論が多い気がした。結論が見えないディスカッションに感じ
た。えてして、パネルディスカッションはこうなりがちですが…。課題・問題点をもう少し絞り込んでの議論が欲しかっ
た。

・鈴木さんのお話しは、日経BPのインタビュ-記事で読んだいたので、復習になりました。 ・熊崎先生は、ドイツの事
情が大変参考になりました。もっと長くても良かった。

進行が早いので、数字データ理解が充分出来ない内、次に進む。メモする時間がないので、データ提供をお願い致
し度。

・鈴木様：共感の持てる内容でした。地域の中小企業の皆様とどのようにバイオマス事業に弊社が取り組んでいく
か、「投資回収が5年くらいでできれば・・・」というなかなか難しい部分も含め、多くの示唆を得ました。 ・熊崎先生：
個人的には、海外のFIT事例・熱販売単価の事例等面白かったですが、参加者の皆様が求める「自分の地域に当
てはまるとどうなるのか？」という部分についての想像が困難かとも若干感じました。

実際に再エネ推進の領域でご活躍なさっている鈴木様お話はとても興味深く聞かせていただきました。再エネ推進
には、新しい発想が必要であることと、日本に元来あるものを見直していくことが大切であることについて、再確認
させていただきました。そういう意味で、熊崎先生のドイツの詳細な分析は、日本に現在取り入られたFIT法を日本
に適した形にいかに改良していくかを考えるために、ためになりました。

・各パネラーのディスカッションをもう少し意識したものにして欲しい ・資料が手持に欲しい ・海外のドイツ情報に加
えて、課題も知りたい。

めがねをかけたしらがのおじいさんが、演者の周辺をひんぱんにうろうろしていて気になった。（アナログカセットの
様子を見ているようだったが）
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バイオマス群馬のご苦労をもう少し共有したかった。特に、燃料の調達について。

P.D.にはなっていなかったですが、面白かったです。

パネラー同士のディスカッションがほしかった。

小規模バイオマス発電は、林業再生を目的として熱コジェネも含め評価すべきと思う。

将来を志向する話しに共感した。バイオマスの将来像がはっきりしてきた。

バイオマス発電の過程で生まれる雇用創出についてと可能性について○○考えさせられた

木質バイオマスに偏った感がしました。木質VS何かが必要かと思いました。

事業社の話しは勉強になった。

規模別の考え方が理解する。今後の国の方針に注視したい。

マイク音量の問題（聞きづらい、音量が大）パネラーの意見が違うのは当然なのでもう少し議論してもらいたかった

時間的制約もあり発言者は大変だったと思うが、参考になった

・10MW以上の大規模発電の将来性に関する議論が面白かった。 ・質疑応答もよかった。役に立った。

様々な分野の第一人者のお話が聞くことができ、非常に参考になった。

時間が足りない！（テーマが広範囲だからか・・・？）

直接経済効果優先で何事も割り切れるものでしょうか？

多方面の専門家が参加されていたので多様な観点からの議論がされ興味深かった。

提言資料は事前に打ち出してくればよかったです。

バイオマスや創エネに関する基礎知識が無い為か、正確に内容は理解できませんでしたが、FITや投資の仕組な
ど、又目標やシェアなど業界情報、参考になりました。弊社も事業としてLED以外全般に省エネ・創エネに関わりた
いので、参考になります。

めがねをかけたしらがのおじいさんが、演者の周辺をひんぱんにうろうろしていて気になった。（アナログカセットの
様子を見ているようだったが）

問題が多すぎて答えが少なかったと感じた。バイオマス発電事業化という問題が大き過ぎた？もう少ししぼった題
材でも良かったかも。

・連系費用についてのコメントが無かった。 ・（環境省→各県環境課）灰処理について森氏の他議論がなかった。質
問が出たが ・輸入バイオマスの活用についての

・バイオマスを木材を使ってよいのか。 ・脱原発として再生エネルギー（バイオマスが有力なのか） ・参加者からの
質問の回答に不満なこともあった。

熱利用と発電の比率を考えて事業化する必要性　地域にふさわしいキボと発電効率を考えてサイサン性を考える
混焼燃料利用のメリットは考えていなかった（よいアイデアです）

・時間かんりと、わだいかんりのバランスがよくよかった。 ・マテリアル利用（製材会社）もパネリストにいればよかっ
たと思う。

地域の活性化を○○的に行っていく視点がうすいように思った。発電事業化に特化された印象のシステム設計に
思えて違和感をもった。澤山さんの熱電活用の話、国土保全の視点に共感した

・もう少し、それぞれの意見について賛否両論聞きたかった ・それぞれの方の持ち時間が少なく、中途で話が終る
ことがあった ・逆に言えば、色々な話しは聞けたと思う

それぞれの方々がとても興味深いお話をされているので、できればもう少しプレゼンの時間を多くしてゆっくり丁寧
に説明していただきたかった。早口でついていくのが大変でした。資料がバラバラでどの資料かというのが分かりに
くかった。

条件から考えれば求められる規模も経済性も違うので、論議が拡散しないようにしていただいた方が良いかと思い
ました。バイオマス発電が広がらない課題だけでも明確にしておきたいところだと思います。（現実が知りたい）

大規模発電を中心とした話なので、バイオマスへの期待が感じられない。その中で、菅野さんの熱利用＋α という
話は非常に希望を感じる。その先に木質バイオマスの燃料としての流通システム（EUのような）がある。

・会場が悪く、中央柱より後部の人たちはディスカッションに参加しにくい。 ・皆さんそれぞれにB-M発電の普及に
向けて工夫し努力されているのが理解できた。・国家としてのシステムと○○を構築しないと産業として立上らない
のでは

限られた時間でよくまとめられたと思います。澤さんの司会はうまかった。ただ私の質問にはきちんと答えてもらえ
なかったのが残念。

澤山先生の市民出資ファンドに関してのお話、大変興味をもちました。さらに深くお聞きしたいと思いました。自身で
調べてみたいと思います。

それぞれの世界での専門家ばかりで充実したものであったと思います。残念ながら時間が短く、イントロ程度に留
まった印象を受けました。
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FITは、理解が深まらなかった。一言→FITはおもしろくない

規模・○○・熱電併給について参考になりました。

受付の作業に集中していたので残念ながら内容はほとんどお聞きできませんでした。

⑤本日のフォーラムの全体の評価を教えてください （平均 ４.１） 72

５ 23 32%

４ 36 50%

３ 10 14%

２ 3 4%

１ 0 0%

⑥フォーラムはあなたのお役に立ちましたか？ 72

役に立った 64 89%

どちらともいえない 7 10%

役に立たなかった 1 1%

⑦フォーラムの感想、今後やってほしいテーマ、どんなスタイルがよいか等 46

新しい技術や機械、工法、法律改正など、今後もフォーラムを開催してほしい。

個別具体的課題を掘り下げたテーマを望む。

農林漁業全体のバイオマス活用。

資料をまとめてほしい。（一部ないなどあったから）

事例紹介

事務局の方針で良いと思います。

大変よかった。インフラの件はどこの地域も苦労している。

小規模分散型事業の実現について

具体的に炉のメーカー別特徴、エンジンのメーカー別特徴等

良かったです。

・熱利用の○○的な事例紹介　・山を守り木材を供給する人材（若者）の育成　・山の所有者のB-M発電に対する
考え方

1）本フォーラムの第1次提言に基く目標に対する活動のレビュー／関連活動の発表　2）次の段階の第2次提言のと
りまとめ方向の概要提起と討議（参加者）と今後のフォーラムの方向づけ

バイオマスが個人を企業を経営を豊かにして幸せにする可能性。バイオマスが地域活性化に資する可能性みたい
な

・林業について。 ・他の方法での小規模発電について。今回のようなスタイルでいいと思いますが、できればもうす
こし椅子がいいと快適。

現在へい社でかかえている問題と同様な問題がテーマとなっていましたので参考にさせていただきたいと考えま
す。

暑い！会場の暖房設定が27℃となっており、スタッフの方もそでまくりをして汗をかいておられたが、エネルギーの
問題を語る場にたずさわるものとして、そういう日常感覚のどん感さが最大の障へきであることを痛烈に自覚すべ
し。暖房27℃って頭狂ってる。照明のコントロールとか、きちんを担当を決めてほしい。手が足りないなら私がやりま
すので声かけて下さい。

澤さんのコーディネートが素晴らしかっ たと思いますが、人数が多かったためお一人おひとりの発言が少なかった
ように感じました。森様から具体的な事例に関するご発言があり、興味深く聞かせていだきました。

議題と提示に終始した印象であった。講師が多かったので、もう少し時間がほしかった。要望：講師の前に立つの
は避けていただきたい、聞き苦しいです。音声や照明については事前に調整頂きたい

・人数が多すぎる。 ・WGで発信したいことと、聴衆の関心事が必ずしも一致しないのでは。これは案内チラシをどう
書くかにもよりますね。 ・それぞれが講演をして、無理にパネディスをする必要はないのでは。

・当日の時間の限られた中で各位からの意見・情報を的確に拾い出すため、論点を絞り事前の調整に御尽力され
た澤様、事務局の皆様に深謝申し上げます。 ・ノートパソコンが1台余っていれば、「PC画面上にタイマーを表示さ
せ、パネラーに見えるようにカウントダウンさせる」といったことを行っても良かったかと、後から思いました。PC画面
上のソフトの例：http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se234459.html ・開始時間を早めるか終了時間を遅
くする等で、パネルディスカッションの時間が2倍程度確保できればさらに面白い議論が展開できたかと思います。
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新技術の適用による事業化・成功事例の紹介

自給的に小規模のエネルギー発電に特化したものをうかがってみたいです。

小規模CHPの国内の導入について

輸入量とかオイルとの比較もほしかった。

・エネルギーミックスの中でのバイオマス ・農山村の再生の中でのバイオマス

Q&Aの時間を増やして欲しい

小規模発電

バイオマス発電VS×××発電的なテーマを望みます。

パネルディスカッションは良かったが、もう少し討論のような形で意見を聞きたかった。

成功例を聞いてみたい。

関心をもってみつめていきたい。

PPT（スライド）をもっとみやすい会場にしてほしい。字が小さすぎてみえない。

土曜なのに盛況でおどろきました。中央に柱がない部屋が会場だとよいと思います。（木質の内装はすてきでした）

街（木や家畜がほとんどない所）でのバイオマス発電の可能性について

バイオマスタウンの現状と課題、今後の展望。

なし

何回かに分けてゆっくりと聞けるフォーラムだとうれしいです

資料代がもう少し安いとよい。会場に趣があってよかった。

論点をもう少し細かく設定して欲しい

出席者は素晴らしかったが、会場、段取りが今一歩。次回に、段取り良くセッティングをお願いしたい。

海外の事例調査を詳しくやって報告会を開いたらどうか

ディスカッションになってなかった。

木質バイオマス燃料供給にフォーカスした話が聞きたい。

新技術の紹介（バイオマス発電）

バイオマス発電の事業化に向けて、技術開発すべきものついて、も議論をお願いしたい。

希望するテーマ：「木質バイオマスエネルギーの民間熱需要開拓方策と導入事例分析」

・木質バイオマスで地域興しをする方策。発電に拘らない ・発電事業を成り立たせるためには

少しだけお役に立てれば幸いです。

⑧市民・再生可能エネルギー事業支援全国連絡会（仮称）が設立された場合、参加されますか？ 67

すぐ参加する 6 8%

検討する 45 63%

何とも言えない 14 19%

参加しない 2 3%

⑨バイオマス発電WGメーリングリストについて 63

登録したい 38 60%

登録済み 20 32%

登録したいと思わない 5 8%

⑩農都地域部会Facebookグループについて 55

参加したい 21 38%

参加済み 6 11%

Facebookはやらない 28 51%

※集計に当たり、判読不明箇所は「○○」と表記しました。

・会社同士の交流、情報交換 ・事業としての基本的知識中市場の話 ・最初にメインスピーカーの方から全体的な
基本情報・知識の理解からスタートし、それから個々の話、スピーカーのほうがうれしいです。

今回のようなフォーラムが定期的に開催され、具体的な発言がオープンな場でなされるようにすることが重要であ
ると思います。今回は包括的な内容となったため、次回は大規模もしくは小規模、海外事例についてなど、少し的を
絞っていってもいいのではないかと思ます。
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