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バイオマスWG第４回経過報告会（政策検討会）  いままでの提言 資料 

 

■第４次提言項目  2016年 2月提出（資源エネルギー庁、林野庁、関係官庁、団体等宛て） 

 

（１）エネルギーミックスにおける木質バイオマス発電見通しの実現方策 

長期エネルギー需給見通しにおける木質バイオマス見通しの実現には、燃料調達の確保が最大の課題

であり、供給ポテンシャルを十分に把握の上、見通し実現のため、各種施策を総動員するとともに、民

間・地域での自主的取組の加速に努めるものとする。 

 

（２）間伐材等の伐採・搬出方法の抜本的改善と森林・林業の経営強化 

①間伐材・未利用材の伐採・搬出量の増大のため、伐採・搬出方法の抜本的改善を図ることとし、 

・狭隘な急傾斜でも使用できる架線集材方式（チェーン方式・ロープ方式を含む）等の一層の開発・普

及を推進されたい。 

・搬出間伐の普及を推進されたい。このため、間伐材の搬出に対する補助金を創設されたい。 

・その他ロボット等技術開発の可能性も探求されたい。 

②路網整備を飛躍的に促進することとし、そのための環境整備（路網整備の技術革新、人材育成、補助

金創設等）を図られたい。 

③CO2の森林吸収源対策のほか、里山再生、獣害対策、林業の担い手育成等の施策の財源として、「森

林環境税」（国税）の導入を検討されたい。 

④森林・林業の経営力強化及び生産力の増大を推進するとともに、森林経営計画制度の普及を図られた

い。 

 

（３）輸入材の円滑、適切な供給確保のための諸方策の確立 

①エネルギーミックスの木質バイオマス見通しにおいて「一般木材・農作物残渣」の見通しは極めて野

心的であり、その実現のためには、輸入材・PKSによる手当が不可欠である。 

②このための取組に資するため、輸入材に関する発電用木質バイオマス証明ガイドラインの運用状況、

FIT 認定申請手続きの流れ、具体的運用事例などを明確化されたい。「発電用輸入材取扱いマニュア

ル」等の作成・周知も望まれる。また、輸入材への取組に関する相談体制の充実・整備に期待する。 

③輸入材（主に木質ペレット）・PKSの円滑な確保のため、港湾物流施設（荷揚げ、保管等の施設）の

整備が不可欠であり、関係自治体による整備や関係企業に対する支援措置を講じられたい。 

 

（４）石炭混焼の促進―CO2削減の強化、省エネの促進、再エネ導入加速への貢献 

・石炭混焼は、CO2 削減、省エネの促進、再エネの導入加速の観点から、有意義であり、一石三鳥の

政策効果が期待できる。 

・したがって、石炭混焼促進のため、 

①国は、「エネルギー基本計画」（平 26．4）に「・・・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。」と明記されている

ことから、石炭混焼の具体化状況を把握し、明らかにするとともに、今後、一層の推進を図られたい。 

②環境省は、環境影響評価において、「石炭火力へのバイオマス混焼の推進」を、考慮されたい。また、

実証事業の充実、成果の普及を図られたい。 

③エネ庁は、省エネ法の運用において、石炭火力へのバイオマス混焼について積極的に評価されたい。 
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④電力各社（35社）が、石炭混焼を促進するような施策を整備されたい。 

⑤燃料調達の確保が重要課題である。 

・国産ペレットの供給体制の確立に向けて、小規模補助金の見直し、競争力のある大規模ペレット工場

の創出・育成を図られたい。 

・輸入ペレットについては、港湾物流設備・施設の整備も課題であり、取り組まれたい。 

・アジア大の視野からの燃料調達に取り組まれたい。 

⑥FIT適用においては以下の論点がある。エネ庁において、実情を把握の上、必要に応じ適切に対応さ

れたい。 

・石炭混焼の発電コストの実態からみて、FIT前提でないと成り立たないとの論の一方で、買取価格に

ついて、別区分化が必要ではないか、との論がある。（国民負担の軽減に資する） 

・自家発が、既存設備を活用し混焼しようとする場合、1事業所 1受電点規制が障害となっているため、

改善いただきたい。（施行規則において、新規のみとなっている特例適用を既設にも適用するなど） 

⑦石炭混焼の東アジア（ASEAN）への展開を図られたい。 

 

（５）発電事業者の経営力向上への取組の強化とバイオマス発電産業の育成・発展のための体制整 備 

①バイオマス発電事業者が、事業の長期・継続的運営を確保し、地域に貢献し得るよう、経営力の一層

の向上・強化に取り組まれることを期待したい。 

②バイオマス発電事業の育成・発展のための体制整備に期待したい。これに対する行政等による支援、

「バイオマス発電産業の発展ビジョン」の策定も望まれる。 

 

（６）電力システム改革と再エネ導入加速 

電力システム改革により、再エネの導入が加速されるよう、以下、取り組まれたい。 

①小売り事業者の「電源構成表示」を徹底し、消費者の選択を容易にする。 

②再エネを電源とする発電業者の接続・系統のためのインフラ投資負担は免除するとともに、送電線利

用料は距離別とし、軽減を図る。 

③3.11後のエネルギー情勢の変化を踏まえ、電源立地交付金の交付対象に、「再エネ」（特にバイオマス

について：燃料調達におけるインフラ整備の重要性、地域活性化効果、大）の追加を検討する。（現

在、「再エネ」については、一定規模以上の水力・地熱が対象とされている） 

④バイオマス発電産業をはじめとする再エネ関連産業の、新産業としての発展を推進されたい。 

 

（７）中山間地域の活性化に寄与する小規模熱電併給の促進 

①国内の木質資源は地域に分散しており、現状では、限られた資源量から小規模発電にならざるを得な

い。今後、流通の合理化、技術開発・新商品開発等により、チップやペレット（半炭化ペレットを含

め）の全国流通の展開などが期待され、また、それが目指されるべきと思われる。 

②2015年から 2MW未満の発電についてはFITにおいて別区分化措置が取られたが、小規模発電では

発電効率が低く、40 円でも実情にそぐわないケースもある。小規模発電のコストの実情を十分把握

し、買取価格の適切な設定を図られたい。また、地域活性化の観点から、小規模発電の普及策の強化

を図られたい。 

③熱電併給・熱利用の促進について、エクセルギー等熱力学の観点も十分考慮に入れ、関連施策の整備・

充実を図られたい。 
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■第３次提言項目  2014年 12月提出（資源エネルギー庁、林野庁、関係官庁、団体等宛て） 

 

（１）再エネ目標と主な実現方策 

①エネルギー基本計画の基本方向と具体的目標 

・参考値（ｐ20）に関しては、3.11後の目標も追加すべきである。すなわち、再エネ目標は、2009．8

の再エネ比率 2020年、13.5％（1,414億KWH）や 2010．6の 2030年、約 2割（2,140億KWH）

を参考にしているが、3.11後の 2012.9の 2030年、30%（約 3,000億KWH）等も参考にすべきで

ある。 

②主な実現方策（以下の事項等が考えられるが、この中で、今回、本提言に続く提言（２）～（６）を

取りまとめた） 

・規制改革 *電力システム改革の実効性確保 

・FIT運用の見直し *木質バイオマスにも規模別区分の導入を 

・供給力の確保策 *系統容量の確保 *林業の産業化による供給増大、チップ・ペレットの全国的流通

の拡大、輸入材による対応等 

・技術開発 *焼却灰の用途開発 *石炭混焼の技術開発 *森林・木材の伐採・搬出方法の抜本的改善 

［今後の検討課題］ 

・木材証明ガイドライン（輸入材）の運用の円滑化・適切化 

・地域での取組の本格化―総力の結集 *エネルギー協同組合の設立促進と活動の強化 

・FIT法制度の見直し・その他 *熱電併給の取扱い、熱供給事業の普及促進 

 

（２）焼却灰の発生量の低減・処分・再利用と用途開発 

①木質バイオマス発電に際しての焼却灰の発生量の低減を図るため、研究開発を推進されたい。 

②また、焼却灰の再利用については、事業採算・企業経営上の課題のみならず、「循環型社会形成」の

一環としても意義づけられており（「規制改革ホットライン」回答、参照）、その促進を大いに進める

べきである。このため、用途開発を関係団体で進めるとともに、国での積極的取組を期待したい。→

「循環型社会形成」の一環の具体化：環境省、林野庁、経産省、 

 

（３）送電網の利用促進 

①優先接続の徹底等 

・ドイツＥＥＧ法では、送配電業者は、原発を含む既存電源に優先して再エネの接続を行う義務がある。

日本FITも同様とされたい。 

・日本の優先給電ルールでは、原発は出力調整の対象外とされている。ドイツ並みに、原発も出力調整

の対象とすべきである。揚水式を除く水力についても、一定の場合に出力調整対象とすべきではない

か。また、バイオマスは、安定電源等の理由から、ベースロード電源とし、出力調整の対象外とされ

たい。 

②接続費用の負担：「規制改革ホットライン」回答との関係 

・ドイツでは、接続費用は、送配電業者負担とされている。 

・日本の場合、ＦＩＴで買取価格算定コストの「資本費」に含められているとされるが、具体的数字は

明確でない。また、これは、あくまで標準的なケースであり、容量不足への対応が必要な場合等には、

別途の手当てが必要と考える。 

③送電網・システムの整備 

・総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会における「接続保留・系統問題」の検討にあたって
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の提案（資源エネルギー庁あて、10.22）の具体化を進められたい。 

 

（４）FITの木質バイオマスについて規模別区分の導入 

①当ＷＧとしては、「再エネの普及、森林・林業の再生、地域活性化」の 3 要素を総合判断して、バイ

オマス発電の事業化を促進することを基本とするが、大規模・中規模・小規模の特性、長所・短所な

どを十分認識の上、具体化を図ることが重要と考える。 

②FITにおいても、再エネ法に照らし、規模別のコスト構造に着目して、規模別区分を導入すべきであ

る。 

 

（５）石炭混焼の促進 

①石炭混焼については、低コストで有効なCO2削減という見地から、一層の促進が期待される。 

②全体的に見ると、現在、電力会社の石炭火力発電所での木質チップまたはペレットの混焼が中心とな

っているが、今後は、一般産業自家発電用微粉炭ボイラーや、FITで新規設置するボイラーで木質ペ

レットを混焼することを含めた総合的な導入促進を図られたい。このように、ＦＩＴ利用のケースも

あるが、むしろＦＩＴ以外のケースでの増大も期待される。 

③今後の取組状況と課題 

混焼率アップの取組は、様々に行われてきており、バイオマス専用ミル設置によって混焼率を 25％

程度まで上げる技術開発は完了しているが、経済性を考慮すると、燃料転換のみで混焼率を 30％以上

高めることが可能なTorrefactionPelletの導入促進を図られたい。 

・新エネルギー導入促進協議会 

・NEDOでの取組 

・技術開発―半炭化(Torrefaction) 

④促進体制づくり 

以上の状況に鑑み、以下の促進体制の整備が期待される。 

・地球環境問題対応（石炭火力発電増大の状況下、CO2削減強化策の必要性）との連携―環境省、経産

省 

・自治体・関係団体との連携 

・WGないし地エネ協に、石炭混焼促進PTの設置を検討 

⑤FITでの検討課題 

・既存の自家発電設備を活用した場合でも、混焼したバイオマス由来の電力の分のみ FIT レートで売

電できる制度を完備されたい。 

 

（６）間伐材等の伐採・搬出方法の改善 

我が国は、豊富な森林国で、森林蓄積量は、年々増大しているにもかかわらず、また、一方で、木質

バイオマス発電需要が、大きく伸びてきているにもかかわらず、木材生産は低迷して対応できず、供給

不足の懸念を招く状況にある。このような状況を打開するため、間伐材等の伐採・搬出方法の改善を図

る必要がある。   

①車両方式と架線・チェーン方式・ロープ方式の特性の発揮と総合的推進 

②さらなる生産性向上・コスト削減の探究と普及推進 

・Kシステム、桜山きづきの森方式 

③路網整備、作業道整備のあり方 

④その他の技術開発の可能性の探究 
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・ＦＩＴ適用を前提に、多数の木質バイオマス発電案件が登場していることから、燃料供給・木材供給

不足の懸念の声も聞かれるが、林野庁は、「マクロ（資源）需給からみて、不足のおそれはない。効

率的生産・流通体制の整備を図っていけば、対応可能」との見解と思われる。 

 

〔今後の検討課題〕 

（７）木材証明ガイドラインの運用の円滑化・適切化 

木質バイオマス発電用の輸入材について、「合法性ガイドライン」も含め、木材証明ガイドラインの

運用の仕組や運用の状況を把握し、必要に応じ改善を図るものとする。 

 

（８）“エネルギー協同組合”への取組の強化 

・地域住民等が発電事業の主体と成り得るように、市民ファンドを容易に作れる施策を実施し、日本版

エネルギー協同組合の活動を促進することを望む。（再生可能エネルギーの活用で地域の活性化を図

るため地域の住民が協働して再エネ発電事業を進めようとする際の資金調達の方法としてドイツの

「エネルギー協同組合」等の仕組は有用であり、参考となる。） 

 

（９）熱電併給・熱供給事業の評価 

①熱電併給のFIT対象化については、様々な論点があり、なお、十分な検討を続けるものとする。 

②熱供給事業の促進については、エネルギー基本計画に、諸方針が盛り込まれており、その具体化をフ

ォローするものとする。 

 

 

 

■緊急提言項目  2014年 10月提出（九州電力及び資源エネルギー庁宛て） 

 

〔九州電力株式会社〕 

「九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留について」に対する質問と提

案 

以下のとおり質問と提案を提出しますので、エネルギー基本計画の「原発依存度の可能な限りの引下

げと再生可能エネルギー導入の最大限加速」の基本方針に則り、本問題への対処を最優先に取り組まれ

るよう要請します。 

1．質問 

（1）「7月末現在の申込み量が全て接続された場合」とされるが、実際の接続見通しは如何か？ いつ

頃までに、いくらの接続量（kW）となるのか、具体的に示されたい。 

（2）「近い将来、太陽光・風力の接続量は約 1,260万 kWにも達する」とされるが、いつ頃、達するの

か、具体的に示されたい。 

（3）「これらの全てが発電すると」とされるが、いつ頃、いくらの発電量（kWh）となるのか、具体

的に示されたい。また、バイオマスは、いくら見込まれるのか（バイオマスは、安定電源であり、

地域活性化効果が大きく、低コストでもあるので、ベースロード電源と位置づけ、最優先で対応す

べきである）。現在、稼働ゼロであり、今後の見通しも不確定な、「可能な限り依存度を引き下げる」

とされている原発の扱いはどうなっているのか。（再エネ（特に安定電源であるバイオマス）は、

原発に優先して位置づけるべきである） 

（4）「昼間の消費電力約 800万 kW」、「太陽光・風力による発電電力約 1,260万 kW」（現在接続済み
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分は約 390万 kW）の具体的算出根拠を示されたい。火力発電・バイオマス発電・原発等他の電源

は、どう位置づけているのか、見込んでいないのか、 出力調整はどうなっているのか、明確にさ

れたい。 

（5）「現状で可能な最大限の需給バランスの改善策」については、全国視野の電力融通（特に東電・関

電等電力不足の言われる会社向け）も検討すべきではないか？ 

（6）「数か月」とは、何か月か、具体的に示されたい。 

（7）（別紙）なお書の「昼間に電力を系統に流さない方策」の具体的内容について示されたい。バイオ

マスの場合、「出力調整」に限られるのか？  

（8）以上を通じて判断すると、当面、送電網の容量不足や需要と供給のバランスが崩れるおそれはな

いとも考えられ、再エネ法 4条 1項や 5条 1項 2号、3号、施行規則 6条 3号、5号との関係は如

何なのか？ 

2．提案 

仮に、貴社の方針を具体化される場合には、以下の対応を提案します。 

【バイオマス関係】 

（1）バイオマスについては、安定電源であり、接続保留の対象外とすべきである。 

【その他の再エネ関係】  

（1）太陽光・風力等の変動電源についても、蓄電池の併設等による安定電源化対処を行った場合は、

貴社方針通り、接続保留の対象外とすべきである。 

（2）太陽光・風力については、一定の場合、出力抑制の対象とすることも検討されたい。 

【送電網の整備関係】 

（1）電力を系統に流さないいわゆる「地産地消型」は、貴社方針にもかんがみ、当然のことながら、

接続保留の対象外とすべきである。 

（2）地域事業者主体の事業については、「地域枠」を設定し、運用管理することを検討されたい。 

（3）「同期発電型分散電源」の意義（系統安定への貢献）についても留意されたい。 

（4）送電網はインフラとして、送配電業者あるいは国が責任を持って配備すべきである。 

このため、再エネ法を改正すべきである旨政府に提案することとしています。 

 

〔資源エネルギー庁〕 

総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員会における「接続保留・系統問題」の検討にあたっての

提案  

1．運用面 

2．接続対策 

（1）送電網の増強等のため、系統運用ルールの改善、広域系統運用機関の機能強化及び前倒し活用、 需

給予測システム技術の向上、域内送電網増強、地域間連系線の増強を図られたい。「同期発電型分

散電源」の意義（系統安定への貢献）についても留意されたい。 

（2）送配電会社の分離：電力の供給は極めて公共性が高い事業であり、特に送電線網の維持、拡充、

管理は、公共的な視点で、高いレベルの状態に保たれる必要がある。それには、公共インフラの扱

いと同様に、公的企業が所有して、管理することが、もっとも妥当な仕組みと考えられる。したが

って、現在の電力会社の発電部門と送電線網部門を分離して、送電線網の経営権を、公的企業に属

せしめるものとする。必要あれば、地域の自治体に移管して責任を持たせることも検討されたい。 

（3）電気の貯留対策の強化のため、 揚水発電の普及、蓄電池の開発、燃料電池用の水素製造への利用

等技術開発を促進されたい。 なお、出力変動が激しい太陽光・風力についても、蓄電池を併設す
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ることで出力を一定にできれば、接続を認めるべきである。その際、買取価格算定において、「蓄

電池併設による出力一定型太陽光発電・風力発電」という区分を設け、投資回収可能な買取価格設

定をされたい。 

（4）需要側での DR (ディマンドレスポンス)  機能の強化も図られたい。 

（5）優先給電ルールの見直し 

（6）送電線の容量拡大―送電網への接続費用負担 

3．接続保留に関する事実関係の検証と再エネ法との関係の確認 

（1）九電等電力会社の接続保留の理由・原因の確認と妥当性の検証 

（2）九電等電力会社の送電能力・対応策の確認と妥当性の検証、また、他に対応策はないかの検討 

（3）再エネ法との関係の確認、適法と言えるのか？ 

4．適時・的確な情報の提供 

（1）関係事業者が事業取組に支障の生じないよう、送電能力・接続保留に関する対応の関連情報を、

適時・的確に提供されたい。 

（2）エネルギー基本計画に基づくエネルギー・ミックスの検討を念頭に、FIT による再エネ発電の導

入目標を以下の通り設定することを検討されたい。 

 

 

 

■第２次提言項目  2013年 12月提出（資源エネルギー庁、林野庁、関係官庁、団体等宛て） 

※提言①～⑧は、第１次提言のフォローの内容です。 

 

提言①「木質バイオマス発電の総合的推進」 

(1)燃料調達の確保策の充実 

a具体的には、提言③、ご参照 

b提言⑩へと展開を図った。 

(2)焼却灰の処理の円滑化 

a環境省より通知が発出された（6.28）。 

b有効利用先の確保・開拓等―国の施策として検討することが必要と思われる。 

(3)FITに規模別の導入 

aエネ庁、内閣府に提言、提出 

b引き続き具体化に取り組む。規模別コストカーブ等を基に、発電原価を算出し、規模別価格を導入

することを提案していく。 

 

提言②「再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立」 

(1)送電網の活用促進、1事業者 1受電点規制、農地法規制の緩和、環境アセス基準の緩和等について 

a内閣府に提言、提出 

b回答を踏まえ、必要に応じ対応するとともに、引き続き具体化に取り組む。送電網の活用促進につ

いては、関係省庁からの回答を待って、対応していく。 

(2)行政窓口の一元化 

 

提言③「木質バイオマス発電における未利用木材の安定確保策の強化」 

(1)林業労働への就労支援の抜本的拡充 
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(2)未利用材のC材・D材等の燃料チップ化の推進 

(3)未利用材の収集運搬を含む森林作業へのNPO等の積極的参画の推進 

a関連NPO等に打診中 

bワーカーズコープでの取組に注目し、その具体化に連携・協力してい  くことを検討する。森林

関連 NPO（600 団体と言われる）のネットワークづくりを検討する。また、今後、木材供給力の強

化について検討し、具体化を推進していく。 

 

提言④「木質バイオマス発電における熱電併給型の可能性と支援措置の探求」 

(1)導入の可能性と支援措置の探究 

(2)スターリングエンジン等の普及推進 

いずれも、提言⑪へと展開を図った。 

 

提言⑤「石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進」 

aエネ庁、内閣府に提言、提出 

b回答を踏まえ、引き続き具体化に取り組む。 

 

提言⑥「木質バイオマス発電における共処理化等の推進」 

a環境省に提言、提出 

b環境省での取組をフォローする。 

 

提言⑦「森林除染の技術開発と普及」 

a中断中。 

 

提言⑧「地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立」 

a内閣府NPO室に提言、提出 

b FIT認定事業に対する融資について、中小企業信用保証協会の保証制度の対象化を図る。信金・信

組等での取組をフォローする。 

 

〔以下、新規事項〕 

第 1次提言検討段階で、継続扱いとした事項（地域における木質バイオマスの総合的利用計画の策定、

燃料調達に関してトラック大量輸送の改善策・新たな輸送方法の確立、建設廃材・輸入材の位置づけ、

また、熱電併給に関して FIT 買取価格の上乗せの是非など）を中心に勉強・検討し、今回、以下のと

おり提言を行う次第です。 

 

提言⑨「地域における木質バイオマスの総合的利用構想の策定」 

①地域において、幅広い関係者からなる「木材利用構想策定協議会」を設置する。 

②構想においては、「木材産業集積（木材産業クラスター）の形成」を盛り込むことを検討する。 

③協議会においては、地域全体として、カスケード利用・発電利用・熱利用の総合的勘案を行う。また、

大規模発電が良いか（小規模林業の共同化、集約化、協同組合化により対応）、中小規模発電が良い

か、エネルギー確保、森林・林業再生、地域活性化等の諸点から、総合的に検討する。 

 

提言⑩「木質バイオマス発電における燃料調達の確保策の強化」 
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①木材調達範囲を拡大することの適否・可能性を検討する。その際、省エネ型高効率輸送への転換（高

効率輸送、鉄道輸送、さらに、コンベア方式、パイプライン方式、スラリー方式の導入）等も検討。

木質バイオマスエネルギー利用推進協議会での「供給方式」の検討に期待する。 

②建設廃材や輸入材による手当のシステムの確立（特に森林・林業の供給力不足や既存産業との競合等

により、国内森林からの供給が不足する場合には、エネルギー確保の重要性からも、機動的に対応可

能とする） 

 

提言⑪「木質バイオマス発電における熱電併給型の推進」 

①中小規模の木質バイオマス発電における熱電併給型について、現行の 5.7MWのバイオマス発電コス

ト算出根拠に準じて発電原価算出を新たに行い（提言①、ご参照）、各種支援措置を講じるものとす

る。 

②ガスエンジン発電、ＯＲＣ発電、スターリング・エンジン発電など、小規模分散型の木質バイオマス

発電の事業化を容易にするため、熱電併給を推進する。 

③熱供給事業法について、冷房需要も含めた法制とし、規制を見直すとともに、コジェネ推進のための

措置を講じるものとする。 

 

 

 

■第１次提言項目  2013年 6月提出（資源エネルギー庁、林野庁、関係官庁、団体等宛て） 

 

（１）木質バイオマス発電の総合的推進 

 

（２）再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立 

 

（３）木質バイオマス発電における燃料調達の確保策の強化 

 

（４）木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型の可能性と支援策の探求 

 

（５）石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

 

（６）木質バイオマス発電における共処理化等の推進 

 

（７）森林除染の技術開発と普及の推進 

 

（８）地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立 

 



　NPO法人農都会議バイオマスWG　勉強会等一覧　　　前回経過報告会以降（予定含む）

開催日 行事名 報告ページ 出演（所属等略） 会場 参加数

2016年11月14日 バイオマスWG経過報告会・意見交換会 神明いきいきプラザ

2016年10月26日 第１回官民交流勉強会 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/141
資源エネルギー庁、林野

庁、環境省
神明いきいきプラザ61

2016年9月27日
セミナー「森林・林業基本計画とバイオマス需要 ～エネ

ルギーミックス実現のためにどう考えるか」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/137

林野庁 石井洋氏、藤原敬

氏
神明いきいきプラザ53

2016年8月30日
セミナー「国産バイオマス燃料の課題 ～伐採・搬出の現

場から考える」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/134

近藤亮介氏、米谷栄二

氏、荷見信孝氏
神明いきいきプラザ65

2016年7月19日
セミナー「バイオマス燃料調達の課題 ～FIT発電用木質バ

イオマスの需給見通し」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/131

立花敏氏、上河潔氏、菅

野明芳氏
神明いきいきプラザ88

2016年6月27日 勉強会「ＦＩＴ法改正の目的と改正内容について」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/129 エネ庁 呉村益生氏 神明いきいきプラザ79

石炭混焼SG「大幅なCO2排出削減はどうすれば可能なの

か 『CASA2030モデル』の試算結果」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/128 上園昌武氏 神明いきいきプラザ30

バイオマスエキスポフォーラム講演「バイオマス産業の未 澤一誠氏 東京ビッグサイト約250

2016年6月6日
勉強会「電力自由化・構造変革の行方を考える ～ドイツ

のエネルギー転換を参考に」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/125 山家公雄氏、ほか 神明いきいきプラザ59

2016年4月18日
講演会「バイオマスエネルギーの未来 ～上伊那森林組合

のペレット製造の現場から考える」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/123

寺澤茂通氏、竹林征雄

氏、澤山弘氏、澤一誠氏
神明いきいきプラザ51

2016年4月3日
「ちば里山・バイオマス　シンポジウム～さと・ひと・し

ごと 未来のストックから考える」フィールドワーク
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/121

倉阪氏、市原市長、大多

喜副町長ほか
市原市五井会館 161

2016年3月14日
勉強会「バイオマス燃料調達の課題　～国産材と輸入材、

事例をもとに考える」
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/117

松浦氏、近藤氏、日立造

船、カタログハウス、他
神明いきいきプラザ66

2016年2月29日 勉強会「低炭素社会づくりへの道筋」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/116
環境省 環境局地球温暖化

対策課長 松澤裕氏
神明いきいきプラザ55

バイオマス発電事業化促進WG第４次政策提言 ―

2016年2月15日 勉強会「ごみ発電・ごみ資源化を考える」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/114
伊藤恵治氏、田中拓哉

氏、高谷明氏
神明いきいきプラザ58

2016年1月25日 勉強会「国有林の現状を知る」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/112
林野庁国有林野部 眞城英

一氏,竹林征雄氏,松浦晃氏
神明いきいきプラザ95

2015年12月21日 勉強会「隣国・中国の再エネ状況を知る」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/109 李志東氏 神明いきいきプラザ53

2015年12月7日 勉強会「資源エネルギー庁に聞く“電力改革”」 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/107
資源エネルギー庁 筑紫正

宏氏、山家公雄氏
神明いきいきプラザ67

2015年11月25日 バイオマス発電事業化促進WG経過報告会・意見交換会 http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/106
今泉大輔氏、バイオマス

WGのアドバイザー諸氏
神明いきいきプラザ49

2016年6月17日

http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/141
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/137
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/134
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/131
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/129
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/128
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/125
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/123
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/121
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/117
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/116
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/114
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/112
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/109
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/107
http://blog.canpan.info/bioenergy/archive/106

