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再生可能エネルギー・バイオマス活用、森林・林業再生、 

持続可能な地方創生のための提言 

 

２０１８年１０月 

 

特定非営利活動法人 農都会議 

代表理事 杉浦 英世 

 

はじめに 

昨年に続きまして本年も「NPO 法人農都会議」として、いくつかの提言をさせて

いただきます。一昨年まで「市民キャビネット農都地域部会」の「バイオマス発電

事業化促進 WG（ワーキンググループ）」として提言しておりました。農都会議バイ

オマス WGにとって、今回は第 6次となる提言です。 
 

農都会議は、市民協働・地域協働を基本理念として、農山漁村と農林業に関して

市民・企業・地域の現場から課題に取組む活動を続けている団体です。地球環境保

全と持続可能な地域社会構築のため、再生可能エネルギー導入の最大加速、里山・

里海・バイオマス等の地域資源活用による事業化への環境整備、森林・林業・木材

産業の遺産を受け継ぐ基盤づくり、新たな地方創生等に取組みたいと考えています。 
 

農都会議は、一昨年、バイオマス発電産業の業界団体となる「一般社団法人バイ

オマス発電事業者協会」の設立に尽力しました。『木質バイオマス発電産業』を新産

業として捉え、引続き、その健全な発展に期待したいと考えます。 

また、本年２月末に設立された「一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ

協会」と連携して、再生可能エネルギーを中心に持続可能なコミュニティづくりを

通じた地方創生に尽くしたいと考えます。 
 

農都会議の連携団体としては、ほかに、「ちば里山・バイオマス協議会」、「飯能木

質バイオマスエネルギー協議会」、「いばらき里山・バイオマス協議会」があります。 

昨年、地域の事業化支援を進めるため、「農都交流・地域支援 G（グループ）を設

置しましたが、千葉県、埼玉県、茨城県に地域協議会を設けたことで、一層の支援

が進めやすくなりました。 
 

以上を基本に、２０１８年の提言として、第１章の３分野、８項目を提案いたし

ます。 

続く第２章は、市民協働・地域協働の立場から、農都会議の会員各位による多様

な提言をまとめた『農都会議の各会員から提案』です。併せて提案いたします。 
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第１章 再生可能エネルギー・バイオマス活用、森林・林業再生、持続可能な

地方創生のための提言 

 

（１）再生可能エネルギー・バイオマス活用 

2016年から 2030年までの国際目標となる SDGs（持続可能な開発目標）が世界の共

通認識となり、脱炭素で持続可能な経済・社会への移行による新たな成長戦略が求め

られています。世界における再生可能エネルギーの動向は低コスト化で、再エネの大

量導入時代となった日本では、大型の太陽光発電や輸入燃料による木質バイオマス発

電など、資本力のある企業による事業が先行しています。 

一方、調査と合意形成に時間を要する地域型バイオマス発電、小水力発電、地熱発

電と、採算性の低い小型バイオマス発電は導入が遅れ、系統連系等の課題も見られま

す。再エネ資源の豊富な地方や山間部で系統接続ができない状況が続き、各地域で期

待されながらも、地産地消で分散型の小型再エネの導入は遅れている現状があります。 

ドイツでは、系統側の受入体制の整備、地域住民主導の事業の普及に加え、エネル

ギー産業発展の視点も重要とされています。新産業発展の視点から、コストだけにと

らわれない発想で推進するとされています。 

現状の制度や電力系統のままでは、日本は、電源の多様性と分散化、地域活性化、

カーボンニュートラル等、公益性に優れた再生可能エネルギーの特性を生かせずに

2030年を迎えてしまうことも考えられます。主力電源となった再エネをより一層、日

本の社会・産業・生活の基盤としていくために、2030 年、2050 年のエネルギー構図

の着地点を見据えて問題解決に取組んでいく必要があります。 

地域の再エネを活かすために、電力系統への投資は優先度の高い施策と考えられま

す。また、電力コストや電力卸売市場（JEPX）で中小新電力と大手電力との競争格差

が見られる中、公平な競争環境の維持が求められます。脱炭素、持続可能な開発、地

球環境保全を成立させるためには、一層の省エネ、再エネなどによる創エネ、石炭火

力発電及び原子力発電への依存の低減が必要です。地域の熱利用を自治体と連携して

推進するために再エネ熱プレミアム制度の創設などが求められます。日本の国土を構

成する地域の資源、資産を最大限活用するためには、地域に豊富に存在するバイオマ

スの多様な利用が必要です。 

 

     熱利用の新制度創設で地域熱供給促進 

2030 年エネルギーミックスでは、再エネの比率 22～24%、バイオマスの比率 3.7～

4.6%とされていますが、現状のバイオマス発電では熱エネルギーの大部分が捨てられ

ています。これではカーボンニュートラルが生かされないだけでなく、資源の浪費と

言わざるを得ません。 

熱利用が進まない理由の一つに、温暖な気候の日本では地域熱供給(地域冷暖房)等

のインフラが整ってないということが挙げられます。分散型で地産地消に適した小型

提言 １ 
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バイオマス発電（ガス化炉等）の普及の壁となっている採算性も、熱利用を促進する

環境があれば廃熱活用により事業採算は格段に向上します。地域熱供給は、冷水や温

水等を一箇所でまとめて製造し、供給するシステムです。まとめて製造・供給するこ

とによって省エネルギーや省 CO2など様々なメリットを実現できます。 

熱エネルギーは、所管が複数官庁に分かれ、従来さまざまな促進策がとられました

が限定的な効果に止まっています。現状を打開するには、あらゆる手段で熱利用促進

を図る必要があり、関係府省庁が共同で政策を打ち出す異次元の制度設計が必要です。 

係る背景から、『熱利用の新制度創設で地域熱供給促進』のために、提案します。 
 

■ 熱利用インフラの整備と技術開発を促す新制度創設 

熱利用インフラを整備し、CO2 排出抑制効果を高めるために、未活用の熱の完全利

用をめざす長期の計画を策定する。技術開発を促し、熱導管等インフラの整備、断熱

構造建築（義務化）の促進、熱を捨ていない省エネ方等の意識改革などを積極的に推

進する。 

 

     地域目線で FIT 見直し 

2012年に施行された FIT制度は、日本の再生可能エネルギーの普及・推進に大きく

貢献し、国際競争力の強化、地域活性化、経済発展に寄与してきました。しかし東日

本大震災後に急ぎ制度が創設されたため、実施後の対応に追われる形で修正が繰り返

されています。2020 年に大幅見直しするとされ、現在その議論が進められています。

また、2030年 FIT後に向けた議論も目に付くようになりました。 

当会は、再生可能エネルギー導入の最大加速と地域のバイオマス事業化の支援の両

方をめざしており、地域バイオマスと熱利用の拡大を何より望んでいます。ソーラー

シェアリングや小水力発電など、地域社会に負荷をかけない、地域資源を活用した再

エネも拡大すべきと考えます。本年 7月に閣議決定された「第 5次エネルギー基本計

画」やエネルギー情勢懇談会で議論された 2050 年シナリオに期待が大きかった分、

日本のあるべき未来社会への洞察と制度設計への踏み込みが不足と感じられ、再エネ

やバイオマスの比率が従来のままであったことを残念に思っている次第です。 

係る背景、認識から、『地域目線で FIT見直し』のために、次を提案します。 
 

■ 分散型エネルギー推進 

 再エネ導入の効果が地域経済にプラスとなって表れるよう、地域目線による FIT見

直しが必要。ブラックアウト対策にも、地産地消で分散型のエネルギーは有効。FIT

後を見据えて、いまから自家消費枠を FITの新区分するなど、熱電併給型小型バイオ

マスを推進する必要がある。①技術開発、②多様な電源、多様な主体、③地域社会と

の共生、④新たな環境基準（サステイナブル基準等）などの課題をクリアして、分散

型エネルギーを強力に推進する。 

 

提言 ２ 
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     地域バイオマスの多様な活用 

バイオマスの木質組成は原油組成とほぼ同質でありながら、木質バイオマス発電は

カーボンニュートラルな電源とカウントされています。しかし、大規模発電所の熱利

用は進んでおらず、バイオマスの有効利用には課題が残ります。バイオマス変換技術

は日進月歩しており、いまやマテリアル利用が当たり前と言えます。FIT 後を考える

と、バイオマスエネルギーからバイオマス化学産業（CNT,CNF/生分解プラ/エタノー

ル/水素など）へのシフトは現実のものになるかもしれません。 

バイオマスは全国各地域に豊富にあり、分散型、地産地消のエネルギーとして地域

の期待を背負っています。森林の年間成長量は約 8 千万 m3 とされ、国産材供給量は

年間約 1,900 万 m3 です（平成 20 年統計）。毎年、木材として利用される以上の量の

木質バイオマスが増えていく計算です。カスケード利用が基本とされる林業、木材産

業ですが、国産材のバイオマスエネルギー利用は、林業、木材産業にとっても必要不

可欠な存在となりました。 

バイオマス発電を考える際は、材料、場所、系統枠、事業体、資金、熱利用、近隣

同意等が事業成立のポイントです。事業化では、地域特性に応じた持続可能な計画と

実行が求められます。バイオマス事業への融資が受けづらい現状の改善につながる制

度の導入も必要です。地域の資源、資産であるバイオマスを生かすために、多様な主

体が協働し、研究開発や技術開発の成果による多様な活用法を実行することで、地域

経済の活性化につながります。 

係る背景から、『地域バイオマスの多様な活用』のために、次を提案します。 
 

■ 地域バイオマス活用のための多様な主体の活用 

地域のバイオマスを活用して新たな地域事業を創出するには、地域の企業、金融機

関、行政、住民等のステークホルダーの合意と、全国企業の技術支援など、広範な協

働が必要。多様な主体が意欲的に協業できる仕組、モデルづくりを進める。 
 

■ 国産バイオマスの最大限活用 

 地域コミュニティを基盤とした国土の強靭化、エネルギーの安全保障、新たな地域

事業創出、林業・木材産業等の関連産業の活性化と地域の雇用確保など、バランスの

取れた地域経済の成長につながる、熱電併給を基本とした国産バイオマスの最大限活

用を進める。 
 

■ 小型バイオマス熱電併給へ技術開発促進 

分散型で地産地消に適した小型バイオマス発電は、燃料効率を高めるためガス化炉

技術等が用いられ、採算性向上のために熱利用が必須。地域への小型熱電併給（コジ

ェネ）が進まない理由は、前述した熱利用インフラの不足もあるが、日本の各地域の

燃料（地域材）に適したプラント（燃焼・発電設備）が無い現状がある。国産メーカ

ーの製品は少なく、輸入設備は高コストで、地域の燃料との適合に時間・手間を要す

る。普及に急務の技術開発を促進する有効な政府の支援策を要請する。 

提言 ３ 
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（２）森林・林業再生 

日本は、国土の 7割弱が森林であり、世界有数の森林国です。森林蓄積は天然林に

比べ人工林の増加が顕著であり、人工林は年平均では約 7 千万 m3 増加（蓄積）して

います。地域により、「もやし林」が増大し人工林が荒廃しています。森林の整備には

伐採と造林による森林の健全な循環が必要ですが、現状では間伐材等の伐採・搬出が

充分には進まず、荒廃した人工林は保水力がなく土砂災害などを引き起こす可能性が

あります。価値の低い間伐材や C・D 材などの未利用材は、急傾斜地では搬出困難な

ので切り捨て間伐となり山林に放置されています。 

山林所有者の山林経営意欲を引き出す制度は、まだ始めの一歩とはいえ、森林環境

税等として整備されました。次は、国産機械メーカーの開発意欲を引き出す制度（優

遇税制等）の創設を期待します。機械開発には林業の災害予防の課題に対応してほし

いと思います。健全で持続可能な林業の発展の為には、それを支える林業機械業界の

発展が必要と思います。 

住宅建設の資材として戦後急成長を遂げた林業、木材産業は、貿易自由化の大波に

洗われて急速に衰退し、かつて 15 万人ほどいた林業従事者は 4.5 万人まで減少しま

した（平成 27 年統計）。一方、FIT 制度により木質バイオマス発電産業が勃興し、バ

イオマス需要が新たに創出されました。地域資源を活用する小型熱電併給が普及する

ことにより、間伐材などの搬出が促進されます。そのためには、地域の事業者と自治

体などが林業、燃料製造（薪、チップ、ペレット等）、熱電併給などの事業を一体化し、

相互連携が可能となる仕組づくり（例えば、エネルギー供給公社等）も必要となりま

す。 

薪炭産業として地域経済を支えてきた森林・林業ですが、森林・バイオマス資源は、

資源の少ない日本では“国民の宝”の存在となっています。食糧自立と並んでエネル

ギー自立を実現するには、地域に豊富に存在するバイオマス資源の活用が必須です。

地場産業おこし、まちおこしにつながる林業を復活させることが、日本の取るべき道

と言えます。そのためには、林業の構造改革が必要と考えます。地域における林業・

木材産業にバイオマス産業を加えた総合的な政策判断が必要と考えます。 

 

     森林環境税・譲与税の適切な運用 

2018年度の税制改正で森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）が創設され

ることとなり、「新たな森林管理システム」の施行と合わせ、2019 年度から自治体へ

の譲与が開始されます。森林環境税（仮称）は、国民皆で森林を支える仕組として、

国民が広く等しく負担を分任するものとして制度設計されたものであり、新制度導入

は、林野庁の長年の努力の成果であり、林野庁の意欲を感じるものとなっています。 

現在、政府主導の「SDGs未来都市」は 29都市が選定されており、「バイオマス産業

都市」の選定地域は 79 市町村となりました。所官庁や制度の仕組は異なりますが、

提言 ４ 
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森林環境税等と同様、環境保全と地域振興に寄与するものとなっています。 

森林環境税（仮称）は 2024 年度から住民税に一人当たり年間千円を上乗せして徴

収し、市町村が国、都道府県と協力して施策を行うことができるようになっています。

譲与税が前倒しで実施されるにせよ、新制度の運用にあたっては、CO2吸収源の維持・

拡大、地域における林業従事者の人材育成、新規林業者の開業支援、林道・作業道整

備、里山・竹林整備、木材需要の創出等の事業に活用されることを望みます。 

係る背景から、『森林環境税・譲与税の適切な運用』のために、次の具体策を提案し

ます。 
 

■ 森林環境税等新制度の周知徹底 

所管庁及び自治体は、「すでに地方自治体が導入している森林環境税との棲み分け

や区分をどうするのか、二重課税になるのではないか、森林環境税が、本来の目的外

の用途に使われるのではないか」等の批判に対し真摯に説明するなど、新税の意義や

仕組をピーアールし、国民の理解を得る努力を最大限行う。来年度に迫る新制度開始

へ向けての取組は、市町村間でばらつきが見られるが、国は、制度創設者として、制

度を具体的に実施する市町村への情報提供や支援の体制を早急に整える必要がある。 
 

■ 森林環境譲与税（仮称）の無駄のない活用を 

貴重な新税の活用に当たっては、無駄を生じない制度設計、運用上の工夫、市町村

の意欲を引き出す工夫を重ねる必要がある。国、都道府県及び市町村は、新税の無駄

のない活用を行う。 

 

     未利用材の伐採・搬出の推進 

戦後、増大した人工林は荒廃が進み保水機能もない山林が多く、健全な森林の保全

のためにも間伐による人工林の整備を早急に実施する必要があります。特に搬出困難

な急傾斜地では、従来の補助金に加えて、林地残材となる切り捨て等を行わない全木

集材を促す制度を設ける必要があります。 

人工林の整備としては、集材の生産性を考慮して皆伐も実施されていますが、その

後の植林・再造林はわずかしか行われていません。森林を復活するには長期間を要し、

復活するまで土砂災害防止・土壌保全等の森林機能が失われます。全山林皆伐ではな

く、むしろ部分皆伐にした間伐を推進する必要があります。 

係る背景から、『未利用材の伐採・搬出の推進』のために、次の具体策を提案しま

す。 
 

■ 森林情報の速やかな収集 

森林情報の収集が遅れており、このままでは森林資源管理が十分にできなくなる可

能性がある。正確な森林情報があれば、それを元に適正な管理工程表が立てられる。

情報のベースとして、航空レーザ計測・ICT 森林資源管理等を元にした全国土・森林

の台帳（データベース）の整備が必要である。 

提言 ５ 
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■ 多様な林業機械の開発 

木材供給量を増やすには、現在放置されている急傾斜地からの伐採・搬出を増やす

ことが必須である。高性能機械の開発や普及が進み、作業道の開設と相まって生産性

は高くなってきているが、高額の機械が多く生産コストは必ずしも下がっていない。

安価で生産性の高い機械やシステムの開発が急務。急傾斜地などで有効な小型の機械

や部品の開発も必要である。 
 

■ バイオマス活用への支援制度 

国民負担の FIT は 20 年の有限期間であることから、この期間内に地域自治体が自

立可能な様に、間伐材等の未利用材活用の道筋を付け、林業家と一体となる地域エネ

ルギー自給の仕組づくりの促進策、具体的にはバイオマス活用に資するガス化装置開

発と熱利用支援制度を要請する。 

 

     森林・林業の多様な担い手（外国人含む）育成 

日本の森林面積は 2,500 万ヘクタールで、森林率は 67%です。世界のトップクラス

の森林国と言えます。森林の有する多面的な機能を発揮するために必要な森林の整備

等を担うのは、主に山村において林業に従事する方々です。国勢調査によると、林業

従事者の数は長期的に減少傾向で推移しており、2015 年には 4 万 5 千人となってい

ます。工業統計によれば、1999 年に 3.2 兆円だった木材・木製品出荷額が、2010 年

には 1.9兆円へ急減しています。2003年度から始まった「緑の雇用」事業や映画「ウ

ッドジョブ」をきっかけに林業がブームとなり、わずかながらも就労者が増え始めて

いますが、林業従事者の高齢化は進む一方であり、全国的に“人手不足”との声が聞

かれます。 

人口減少と新設住宅着工数の低迷を背景に、木材需要は減少していますが、一方で

FIT 制度をきっかけに木質バイオマス発電燃料となるバイオマスの需要は伸びていま

す。近年、林業大学校や林業スクールなど実践的な林業を教える学校が各地に相次い

で開校していますが、林業の担い手不足を補う動きが明確になっている証左と言えま

す。また、外国人労働者の受け入れ拡大や外国人技能実習制度の拡充の議論も始まっ

ています。 

森林専門学生が増加すれば優良な人材が期待できます。そうして、優秀な林業従事

者が増え、施業が効率化し、国土保全が図られることで、大規模災害を未然に防ぐこ

ともでき、温室効果ガス（GHG）削減目標の達成と限界集落等の地域課題の解消につな

がることも期待できます。 

係る背景から、『森林・林業の多様な担い手（外国人含む）育成』のために、次の具

体策を提案します。 
 

■ 林業の担い手育成策の拡充 

林業系専門学校の相次ぐ開校は、森林・林業・木材産業のマーケット拡大への前触

提言 ６ 
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れと受け止めることもできるが、現状は、林業従事者の賃金が安すぎるため、良い人

材が集まらず、数も揃わない。そのため、林業従事者の最低賃金を大幅に上げる必要

がある。また、緑の雇用制度の拡大や森林所有者に代わって森林経営計画を作成する

「森林施業プランナー」制度を積極的に活用する。 
 

■ 将来世代への啓蒙 

木を子どもの頃から身近に使っていくことを通じて、人と森や木との関わりを考え、

森林や環境問題への理解の基礎を育むとされる「木育」に加えて、未来の担い手に向

け、三世代をつなぎ楽しみながら学んで竹林整備する「竹育（たけいく）」を推進す

る。将来世代へ林業就労の道筋をつけることで、多様な森林・林業の担い手層を拡大

する。 
 

■ 外国人技能実習制度の林業分野への適用 

林業・木材産業の労働力不足の現状を把握するために受入れニーズを調査する。ま

た、送り出し人材の状況を確認する。国内人材の養成と林業機械の導入拡大、アジア

地域の循環型林業の構築と技術移転、施業の安全第一などの点に留意しつつ、林業分

野への外国人技能実習制度導入、外国人受入れへ向けて、国民各層の理解を求める。 

 

（３）持続可能な地方創生 

日本では地方の過疎化や地方経済の縮小などにより、都市と地方の格差が加速して

います。また、地域に豊富にあるバイオマスの導入は太陽光と比較すると遅れていま

す。このような日本特有の地域間格差やエネルギー問題を解決する手段の一つとして、

再生可能エネルギーを基軸とした地方創生――サステイナブルコミュニティづくり

があります。 

地域経済の持続可能性を高め、バランスの取れた地方の成長戦略を描くには、地域

の資源、資産を活かすことが必要です。地震や台風などの大災害から電力などの公共

インフラを守るためにも、地域コミュニティを基盤とした国土の強靭化が必須であり、

その方策としても分散型や地産地消に適した再生可能エネルギーの活用が有効とな

り得ます。 

地方の人口減少と高齢化は急速に進んでいます。とりわけ生産年齢人口の減少は、

地域経済の発展の大きな阻害要因となります。また、地方をとりまく市場環境は国際

的な競争激化にさらされています。地方創生の手法を現実に合せて転換し、具体化す

ることが求められています。 

雇用を維持し、地域内経済を循環させるためには、新たな地域事業の創出が必要と

なります。今やるべきは、公共インフラの機能を持ち、地域共生で持続可能な循環型

のエネルギーを中心とした事業の導入です。そのために、地域にある資源、資産に加

えて、地域間連携による智慧の共有や外部の人材、技術も活用することが必要です。 

 新技術を活用して分散型の地産地消エネルギーを導入し、熱利用などエネルギーの
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高効率化を行い、地域をマイクログリッド＆スマートコミュニティ化し、地域間連携

による複合的なサステイナブルコミュニティ形成を進めることで、持続可能な循環型

地域経済圏の確立も視野に入ってきます。 

 

     日本版シュタットベルケの普及 

自治体が出資し、地域の再生可能エネルギーなどを電源として電気販売を行う「自

治体新電力」の設立が全国で相次いでいます。手本となるドイツでは、地域インフラ

供給会社とも言える「シュタットベルケ」が各地で存在感を増しています。日本でも、

再エネで地域課題を解決しようとエネルギーの地産地消都市をめざす動きが始まり、

昨年には、ドイツの官民連携型インフラサービス事業者であるシュタットベルケの特

徴を取り入れ電力小売り事業を活用して地域の課題解決に貢献する(一社)日本シュ

タットベルケネットワークが設立されました。 

係る背景から、『日本版シュタットベルケの普及』のために、次の具体策を提案しま

す。 
 

■ 日本版シュタットベルケの普及 

地域の民意を結集して、エネルギーの地産地消、分散型を推進する仕組となる「地

域エネルギー公社」（エネルギーを中心とした地域公共サービスを担う会社＝日本版

シュタットベルケ）の制度を創設し、当初はインセンティブを与え、普及に努める。 
 

■ 集落エネルギーセンターの創設 

FIT に依存せず、集落にとって最適なエネルギーの自給自足を実現する協働センタ

ーの制度を創設し、地域の防災拠点、交流拠点とする。 

温水を生産するバイオマスコ－ジェネシステムを中核として、地域条件に適合した

小型風力、ソーラー、小水力を組み合わせたセンターを建設。集落各家庭の電気、風

呂、暖冷房をエネルギーセンターで可能なだけ補って賄う。また、エネルギーの地産

地消により、地域を活性化するモデルづくりを行う。 

 

     サステイナブルコミュニティづくりの推進 

これまでは、地域内で支払うエネルギーコストが地域外の企業へ出ていっていまし

たが、 これからは、地域の中でエネルギーを創り、地域の中で使う「域内消費モデ

ル」が当り前となる社会が到来します。それには、地域ごとの資源（森・里・川・海・

人すべて）を活用した循環型・持続可能な社会形成のための地域エネルギー事業の構

築が前提です。技術革新によるエネルギー利用の高効率化、マイクログリッド＆スマ

ートコミュニティ化などによる自律分散化を実現した「サステイナブルコミュニティ」

づくりが必要となります。本年 2 月には、“再生可能エネルギーによる循環可能な社

会の実現を目指す”として、(一社)日本サステイナブルコミュニティ協会が設立され

ました。 

提言 ７ 

提言 ８ 
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サステイナブルコミュニティ（持続可能な地域）とは、生活と産業を豊かにし、希

望に満ちた地域、即ち「新しい日本型コミュニティ」を意味します。SDGsの考え方を

まちづくりに取り入れる自治体が増えつつありますが、先進的な自治体の首長が自ら

の気候変動対策とその進捗報告を約束する「世界首長誓約/日本」の取組も始まって

います。自治体と地域住民が協働して、安心して暮らせ、次の世代も更にその次の世

代も住み続けたいと思えるような地域社会づくりを進めるためには、お金儲けだけを

目的としない新たな地域事業の創出が不可欠です。 

係る新潮流を背景に、『サステイナブルコミュニティづくりの推進』のために、次の

具体策を提案します。 
 

■ サステイナブルコミュニティづくりの普及、啓発 

地域社会の未来を示す「サステイナブルコミュニティ」（新しい日本型コミュニテ

ィと定義）は、まだ一般には馴染みが薄い言葉であり、言葉自体の普及と併せて、

めざす社会の在り様や脱炭素に向けた持続可能性の意義を啓発する必要がある。サ

ステイナブルコミュニティづくりは、地域のステークホルダー総てが協働すること

で実現していくことができる。そのため、全世代を対象とするイベント「サステイ

ナブルコミュニティ・フェア（略称：サスフェア）」（以上は仮称）なども実施し

て、普及・啓発に努める。 
 

■ 学際の知恵を結集する基盤づくり 

前項の活動を国民運動的に進める基盤づくりとして、学際の知恵を結集してアカデ

ミックな肉付けを行う「サステイナブルコミュニティ学」を提起する。 
 

■ 多様な連携 

新しい日本型と呼ぶサステイナブルコミュニティは、地方自治体の位置づけ、役割

がドラスティックに変わりつつある現実を反映している。そのため、国→地方自治体

→地域という従来型のトップダウンとは異なる、共感と納得、多様な連携を重視する

新しい情報共有と活動推進組織作りに努める。 
 

■ 新たな地域事業創出の仕組作り 

サステイナブルコミュニティづくりの実効を上げる環境整備として、自治体と企業

をつないで新たな地域事業を創出するコーディネーター組織が必要である。そのため、

日本版シュタットベルケづくりの支援や、再生可能エネルギーを基軸に持続可能なコ

ミュニティづくりの支援活動を行うプラットフォーム組織の育成に努める。 
 

■ 新たな地域事業を創出する人材の育成 

新たな地域事業作りには新たな発想と新たな技術を持った人材が欠かせない。地方

の教育機関、自治体、地域企業及び前項のプラットフォーム組織等が協働して、新た

な人材育成システムを考案し、実施する。 
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第２章 農都会議の各会員から提案 

農都会議の会員は、市民協働・地域協働の立場から、各々が自主的に、多彩な提言

をまとめています。各提案の詳細は、別添の提言書式をご参照ください。 

 

【再生可能エネルギー関係】 

 ①日本も英国の再生可能熱インセンテイブ（RHI）の導入を 

 ②バイオマス発電はよりきめ細かい入札制度を 

 ③小規模再エネ事業へのプロジェクトファイナンスの整備 

 ④自動車排熱発電による CO2削減、マイレージ延伸 

 ⑤再エネ完全自給による脱炭素社会への転換戦略 

 

【森林・林業関係】 

 ⑥人工林の整備と間伐材の伐採・搬出の推進 

 ⑦森林施業プランナーの活用 

 ⑧新規財源による林道・作業道など林業インフラ整備 

 ⑨林業の労働力確保、外国人技能実習生の林業への導入 

 

【地方創生関係】 

 ⑩小集落のエネルギー自給による地方創生 

 ⑪インバウンド林業体験の促進 

 

以 上  

 



 1 

 提案日： ２０１８年 ４月 ８日 

 提案者名： NPO 法人 蔵前バイオエネルギー（K-BETS） 荒川 英敏 

提言先 経産省 

提言名称 日本も英国の再生可能熱インセンテｲブ(RHI)の導入を 

提言内容 

 1.英国で既に導入済の再生可能エネルギーで生成された熱(給湯・暖房用)に対して 1KwthH 当り 

のインセンテｲブを国が支払う RHI(再生可能熱インセンテｲブ‐Renewable Heat Incentive)と   

言われる制度で、化石燃料から再生可能熱エネルギーへの転換を図っている。（2011年 11 月に 

業務部門向け、2014年/4月から家庭部門向けを導入済みである。） 

 2.業務部門向けの支払い対象熱源はバイオマスボイラー、空気熱ヒートポンプ、地熱・水熱ヒー 

  トポンプ、太陽熱温水器、バイオメタンガスである。支払い対象期間は 20年である。 

 3.家庭部門向けの支払い対象熱源はバイオマスボイラー、空気熱ヒートポンプ、地熱ヒートポン 

  プ、太陽熱温水器である。支払い対象期間は 7年である。 

 4.日本でも、この RHI(再生可能熱インセンテｲブ‐Renewable Heat Incentive)制度の業務向けと 

  家庭向けへの導入を提言する。 

  5.まずは業務部門向けに導入し、支払い対象を最初は木質バイオマスボイラーに限定する。 

 6. 業務部門向けで実績を積み上げ、家庭向けの RHI 制度を導入する。家庭向けの支払い対象   

熱源は木質バイオマスボイラーでスタートする。 

  

現状及び課題 

 1. 日本の一次エネルギー消費の 18.2%が業務部門で、13.8%が家庭部門で占めている。（図２参照） 

 2. 業務部門で消費される一次エネルギー別の消費量は石油 28%、ガス 13%、石炭 1%で化石燃料 

   が 42%占めている。用途別では給湯・暖房が 32%を占めておりこれらの再生可能熱エネルギー 

   への転換は CO2削減の視点から大きな課題である。（図３、図４参照） 

 3. 家庭部門で消費されるエネルギー別の消費量は電気が 51.4%、都市ガスが 21.5%、灯油が 15.6%、 

   LP ガスが 10.7%で、用途別では給湯・暖房用が 51.3%なので、これの木質バイオマスへの転換 

   は CO2削減の視点から大きな課題である。（図６、図７参照） 

  

期待される効果 

 1. 業務部門と家庭部門の給湯・暖房のエネルギー源を木質バイオマスに転換することで日本の 

   CO2 排出量の約 14%の削減が見込まれる。（図２、図３、図７、図８参照） 

 2. 木質バイオマスボイラーは熱効率 90%を超え、寒冷地での高温水の熱需要にも対応できる。  

 3. 木質バイオマス燃料の需給は地産地消を原則とし、地域の森林資源を有効活用し雇用の創出、 

   地域経済の活性化の起爆剤となりうる。  

 4. 急峻な地形が多い地域森林資源から木質バイオマス燃料の安定供給を確保する為、経済的で 

   高効率な間伐材搬出システムの需要が見込まれ、森林業の活性化にも貢献できる。 

  
 



 提案日： ２０１８年４月９日 

 提案者名： 山本 登  

提言先  経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 バイオマス発電はよりきめ細かい入札制度を 

提言内容 

バイオマス発電は、小規模再生エネルギープロジェクトには、高度なマーケティングや多額の初期投資が

必要であり、その対応は、複雑、かつ長時間の検討が必要で、かつ、専門性が求められる。一方、日本の

森林整備はまだまだ、道半ばといえる状況で、今回の10MW以上とはいえ、入札制度を導入することは、せ

っかく、盛り上がってきた森林整備、バイオマス発電ビジネスに水を差すことになる。 

1. 10MW以上のバイオマス発電案件を、パーム油もふくめ、一律で入札にするのではなく、国内林業育

成の観点から、2019年度以降は、例えば、燃料ごとに見直していただきたい。 

2. 10MW未満のバイオマス発電案件については、日本では、ようやく、その取り組みが始まったばかり

である。一方、FIT価格の国際競争力向上は、重要な要素であり、いつまでもFIT制度に依存する体

質は改善すべきであり、それらを見極めながら制度の継続をお願いしたい。 

3. 10MW未満のバイオマス発電案件への入札制度導入は、検討課題ではあるが、ソフトな入札制度へ

の移行の検討をお願いしたい。 

現状及び課題 

平成 30年度のバイオマス発電(10MW以上)に対する入札制度について、エネ庁は以下のような論理

を展開し、10MW 以上のバイオマス発電について、入札制度を 2018 年に導入することを決定した。 

1. バイオマス発電の価格目標 燃料の集材の効率化等の政策と連携を進めながら、FIT からの中

長期的な自立化を図る。 

2. エネ庁の FIT 法の趣旨・解釈に鑑みると、一般木材等バイオマス発電について、既に決めた

調達価格等との関係は、以下のとおり考えることが適切である。まず、一般的には、経済産

業大臣が告示した調達価格等について、調達価格等を定める際に勘案した「再生可能エネル

ギー電気の供給の量の状況」からの著しい乖離を生むおそれがある急激な状況変化 が生じて

おり、その状況変化がもたらす国民負担への影響が大きい（マクロインパクトが大きい）、 と

いった事情が認められる場合に限って、今後 FIT 認定する案件の調達価格等について、改め

て調達価格等を設定することが可能となると考えられる。 

3. そのうえで、一般木材等バイオマス発電については、2017 年 3月までに急増した認定量が全

て稼働すると仮定した場合、この区分のみで、①電源構成比率は 6.9%となり、2030 年度の

エネルギーミックスで想定した 2.4%の 3 倍程度と著しく乖離し、②買取費用は 1.8 兆円と

なり、2030 年 度のエネルギーミックスで想定した 0.6 兆円と比べても、国民負担への 影

響が大きい（マクロインパクトが大きい）と認められる。このため、既に決めた一般木材等

バイオマス発電の 2018 年度・2019 年 度の調達価格等について、改めて設定すべきである。 

4. ついては、木質バイオマスの平成 30 年度以降の FIT 認定では、10MW 以上の案件を対象に入

札で価格を決定する。平成 30 年度の入札枠は石炭混焼案件も含めて 180MWのみである。 

5. 詳細は添付ファイル（現在エネ庁がパブコメ中の「平成 30 年度以降の調達価格等に関する意

見」の中の「入札制度」部分等を抜粋したもの）をご参照下さい。 

6. 概要は下記の通り、今後 10MW 以上の木質バイオマス発電案件への FIT 認定の新規取得は極め

て困難となるが、特にエネ庁が入札の試行期間と位置付ける平成 30年度については、入札枠

は、コスト的に優位な石炭混焼案件のみで消化される可能性が極めて高くなるものと思われ



る。 

7. エネ庁は昨年 4 月 1 日に「2017 年 9 月以降の 20MW 以上のバイオマス発電認定案件について

2019 年度迄の 3 年間 21 円/kWh を適用する（24 円/kWh→21 円/kWh）」ことを決定したのも拘

わらず、今回「異常事態（認定案件急増）への対応」という名目でバイオマス認定抑制策と

して 2018年度以降入札制度を導入することを決定した。 

8. 又、2017 年度からは「電力接続契約を締結した案件しか FIT認定申請を受付けない」ことに

なった為、2017 年度以降取組みを開始した案件は殆どが入札対象となる。 

9. 2018年度（平成 30 年度）は「10MW 以上の一般木材等バイオマス案件（P67）」について「180MW

を上限とする（P68）」入札を「１回のみ、7/20 事業計画受付（接続契約締結後）、12/7 入札

募集締切、2019 年 3/末迄 FIT 認定のスケジュール(P61) 」で実施する。これには「石炭混焼

案件も対象となり、バイオマス部分を専焼発電と同じ基準で評価する」が、2018年度の入札

結果で「例えば落札案件の大半を大規模な混焼案件が占めるといった事態が生じた場合など

には、来年度の委員会において、石炭混焼案件の取り扱いを改めて検討する」ということが

敢えて記載されている。 

10. 更に「2018年度以降認定する案件を対象に FIT認定後 4 年という運転開始期限が設定され、

運転開始期限を超過した場合には、超過期間分だけ調達期間を短縮する」こととなる。（2017

年度迄の認定案件には「FIT 認定後 2年の EPC 発注期限」設定） 

11. 上記次第にて、これから申請するバイオマス案件（10MW 以上）については、先ず適用価格が

少なくとも 21円/kWh以下（上限価格は公表しないが恐らく 18円/kWh以下）でも事業採算が

取れる案件である必要がある。又、2018 年度案件として落札出来る可能性は極めて低いこと

から、2019年度以降の認定案件として考えざるを得ないのが実情である。 

 

期待される効果 

1. 日本の森林の整備と、バイオマス発電の国際競争力向上に寄与する。 

2. せっかく盛り上がってきているバイオマス発電案件を育成し、世界に冠たる森林を有する日

本の森林資源のカスケード利用を促進し、日本の林業の活性化を促し、ひいては、エネルギ

ーミックスの中核エネルギーとする。 

必要な措置 

 運用変更 

 

 



 提案日： ２０１８年２月１９日 

 提案者名： 山本 登  

提言先  経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 小規模再生可能エネルギー事業へのプロジェクトファイナンスの整備 

提言内容 

1. 小規模再生エネルギープロジェクトには、高度なマーケティングや多額の初期投資が必要であり、

その対応は、複雑で専門性が求められることから、もっと、市民が参加しやすいファイナンスの整

備・構築を提言する。 

2. 大型案件には、グリーンファンドが設置されており、その関係者への対応は、複雑で専門性

が求められているが、それなりに対応し、定着しつつあるが、このグリーンファンドは、小

規模プロジェクトには、対応していないし対象ではない。 

3. このため、小規模再生可能エネルギーであるバイオマス発電などへのプロジェクトファイナ

ンスをしやすい枠組みの整備と、その施策をお願いしたい。 

4. 特に、地方自治体、地域金融機関が、安心して、継続的に、この小規模再生可能エネルギー

へのプロジェクトファイナンスへの参画を促す施策確立を提言する。 

現状及び課題 

1. 大規模な事業を行うためには、事業に係る施設・設備の設計、調達及び建設等を行う必要が

あり、その発注先に支払う請負代金や事業会社（対象事業を行うことのみを目的として設立

された特別目的会社＝SPCとして設立されることが多い）の開業費等として、多額の初期投資

が必要となる。 

2. 一方で、事業収入が生み出されるのは、施設が完工して運営・操業が開始してからであり、

事業会社は運営・操業開始後にその収入から徐々に投資資金を回収することになる。そこで、

事業会社は、初期投資費用を賄うために資金調達を行う必要があり、そのための手法として、

プロジェクト・ファイナンスがしばしば利用される。 

3. プロジェクト・ファイナンスは、一般に、「①特定の事業に対するファイナンスであって、②

そのファイナンスの元利金弁済の原資を、原則として当該事業から生み出されるキャッシュ

フローに限定し、また、③そのファイナンスの担保をもっぱら当該事業に係る資産に依存し

て行う金融手法」などと定義され、事業がキャッシュフローを生み出す力に着目したファイ

ナンスであるといえる。そして、事業がキャッシュフローを生み出すためには事業の安定的

かつ継続的な運営が必要であることから、プロジェクト・ファイナンスの検討に際しては、「事

業の安定性・継続性」が重要である。 

4. バイオマス発電などの再生加工エネルギーにおけるプロジェクトファイナンスは、プロジェ

クト推進の「鍵」であり、プロジェクト推進者には、重要なステップである。 

5. 小規模再生エネルギープロジェクトには、高度なマーケティングや多額の初期投資が必要

で、複雑で専門性が求められるため一般市民にはハードルが高い。 

6. 大型案件には、グリーンファンドなどが設置されており、その関係者への対応がしっかりで

きるようになっているが、このグリーンファンドは、小規模プロジェクトには、対応してい

ないと思われる。 

7. NPO法人農都会議で、このバイオマス発電などへのプロジェクトファイナンスの勉強会を開催

したところ、非常に多くの聴講者を得、好評であった。即ち、ニーズはかなりある。 

8. 一方では、一部ではあるが、プロジェクトファイナンスなどのファイナンス不調による破綻



事件も発生している。 

9. このため、政府のこの小規模再生可能エネルギープロジェクトへのプロジェクトファイナン

スの枠組を作り、安心してプロジェクト推進できる施策を期待したい。 

10. 小型バイオマス発電などについては、国産バイオマス燃料の安定・継続した生産および供給

が問題であり、この点が小規模発電プロジェクトの促進の妨げとなっており、プロジェクト

ファイナンスを整備することにより信用力の高いバイオマス燃料の確保・供給が必要である。 

11. 太陽光発電の屋根貸し案件では、ポテンシャルは相当程度あるものの、建物の屋根のみを対

象とする利用権については不動産登記その他の対抗要件を具備するための法整備がなされて

いないため、プロジェクト・ファイナンスの対象とするためには、信用力の高い建物所有者

との間で各種合意を行う等の手当てが必要となるなどの整備が必要である。 

期待される効果 

1. ファイナンスの効果的な核組つくりにより、小規模再生可能エネルギープロジェクトへの健

全なファイナンスが促進され、活性化するとともに、プロジェクトの安定的かつ継続的な事

業推進に貢献する。 

2. プロジェクトファイナンスに、地方自治体の参画を促すことにより、地方自治体の公共施設

に熱電供給による冷暖房、給湯などで、公共施設のみでも採算性は向上する 

3. 小規模再生可能エネルギープロジェクト活性化により、地域内のすべてを活かして地産地

消・地域での価値の上昇を目指し、地域内でお金を廻すことが可能になる。 

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更 

 

 



提案書    提案日 2018年３月 12日 提案者 手塚信利 

 

提言先：   資源エネルギー庁、環境省、総務省、日本自動車工業会 

提言名称：  自動車排熱の利用発電による CO2削減、マイレージ延伸 

 

提言内容 

１． 自動車業界は目下、EV（電気自動車）FC(燃料電池車)の推進に注力して

いるが、2035年までの普及率は双方合わせて 30%以下と予想（日本自動

車工業会）されており、依然としてガソリン、デイーゼル車がその主力

エネルギーである。その排出される CO2は世界中で総排出量の 17%を占

める最大要素である。 

２． CO2 削減についてはパリ協定でも、地球温暖化の元凶として鋭く指摘さ

折、EU 政府では 2020 年度中に、新たに生産される自動車の CO2 排出

が 95gram/kmを対象に 95Euro/kmの厳しい制裁を自動車メーカーに課

すことを立法化している。（日本、USA は未だ）現在の EU の車両は

120-130g/km であり、制裁金は年間 1 社当たり数千億円となる。そのた

め EU メーカーおよび関連業界は CO2 削減技術の開発に懸命である画、

未だ適切な解決策にはいたっていないのが現状である。 

３． この分野で資源小国のわが国が先端的な技術開発を行い、世界に示すぜ

絶好の機会である。 

 

現状および課題： 

１． 現在開発が進められているのは、ＥＵおよび USA共に熱電素子 Thermo 

Electric(TE)が主力であり、日本でも豊田通商を世話役、東京理科大が指

導して 37社の自動車関連企業が”自動車排熱発電コンソーシアム“を結

成し、上記熱電素子の開発に鋭意取り組んでおられる。 

２． 軽量で、出力が安定する TEは自動車の狭いエンジンルームには適してい

るが、出力が小さい(200-300w/h)が弱点である。 

３． それに対し当方はスターリングエンジンの多気筒フリーピストン型によ

り、出力の増加(500-700w)を狙い、自動車メーカーにも協力願い、乗用

車での主たる仕様を確定した。 

４． 現在、技術を有する企業、自動車メーカーエンジン専門家 OB などの参

画を確保し、最初のプロトモデル数台の試作に着手する準備中である。

最大の懸案は約 1億円前後の資金調達である。 

 



期待される効果： 

１． 当該スターリングエンジンは試算によればハイブリットエンジンにおい

ても 5-8%のエネルギー節約効果がある。 

仮に 10%程度の自動車に搭載されただけでも、わが国おいて毎年輸入さ

れている 2 億 6 千万ＫＬの石油資源の節減は巨大と同時に、パリ協定で

定められた CO2削減の最大の貢献になる可能性がある。 

２． 自動車のオーナーにとっても当然ながら、マイレージの延伸による家計

へのメリットは大きい。 

３． 本技術は日本が主導して世界にアッピールできる分野であり、自動車部

品産業への影響も多大であると予想される。 

 

必要な措置： 

１． 当方は本技術の開発、製造を中小企業グループにより推進し、それを中

核として中小企業、ベンチャー企業の底上げを図り、日本経済の活性化

につなげたい。 

２． 以上事業に必要は Funding支援、技術開発への補助金制度 





提案日： ２０１８年 ３月 １８日 

 提案者名： 遠藤 和生 

提言先  内閣府、経済産業省、環境省、農林水産省、日本バイオマス発電協会 

提言名称 再エネ完全自給による脱炭素社会への転換戦略 

提言内容 

 1. 脱原子力基本法を制定して原子力発電と核燃料サイクルを廃止させる。 

 2. エネルギー転換基本法を制定して再生可能エネルギーで完全自給できるエネルギー戦略を策

定する。 

 3. バイオマス発電及び省エネと熱電併給を中軸とする再生可能エネルギーの拡充を重点的に推

進する戦略とする。 

 4、脱原発と脱石炭火力発電を両輪とする気候変動対策を推進する。 

  

  

現状及び課題 

 1.原発の電源構成比は１％程度で原発ゼロにしても市民生活や経済活動への影響はないと専門家

が指摘しているのに原発再稼動が強行されて国内外から強い非難をあびている。  

 2.石炭火力発電の電源比率も増加させて脱炭素社会への転換に逆行する施策を安倍内閣は推進し

ている。  

 3.電力改革による発送電分離政策に移行されても地域独占の大手電力による再生可能エネ電力の

送電拒否行動は依然として行われているので再エネの優先接続を大手電力に義務化させる。 

 ４、再生可能エネルギーの発電コスト下落は世界的に進み、２０２０年には化石燃料発電コスト

を下回る可能性が強いと国際再エネ機関が報告している。  

  

  

必要な措置 

原子力基本法、エネルギー政策基本法、経済産業省設置法等の改正、原発ゼロ・再生可能エネル

ギー推進本部の設置。 

  

  

 

 



 

 提案日： ２０１８年 ４月５日 

 提案者名： 米谷栄二、進藤昭夫 

提言先  農水省（林野庁）、経産省（資源エネ庁）、国土交通省、環境省、総務省 

提言名称 人工林の整備と間伐材の伐採・搬出の推進（国産材活用と林業の活性化） 

提言内容 

 1. 戦後、増大した人工林は荒廃が進み保水機能もない山林が多く、健全な森林の保全の為にも間

伐による人工林の整備を早急に実施すべきである。特に搬出困難な急傾斜地では、切り捨て間

伐だけではなく、間伐材の集材・搬出を促す補助金を付加する必要がある。 

 2. FIT による木質バイオマス発電は間伐材等の未利用材の搬出・利用を促し林業再生に繋がる事

が期待されたが、現状は輸入材による燃料を主体にした大規模発電の傾向にある。林業再生と

地域活性化を図るには、地域で集材可能な内陸立地の小規模熱電併給を促進し、小規模でも採

算が取れる熱利用と国産技術によるガス化発電装置の実用化に補助金を支出すべきである。 

 3. 国民負担の FITは有限期間（約２０年）であることから、この期間内に地域自治体が自立可能

な様に、間伐材等の未利用材活用の道筋を付け、林業家と一体となる地域エネルギー自給の仕

組みずくりを補助金により促進すべきである。 

現状及び課題 

 1. 日本の森林蓄積は天然林に比べ人工林の増加が顕著であり、人工林は年平均では約 7千万ｍ３

増加（蓄積）している（図-１）。地域により、「もやし林」が増大し森林（人工林）が荒廃して

いる(図-２)。森林の整備には伐採と造林による森林の健全な循環が必要であるが、現状では間

伐材等の伐採・搬出が進まず、荒廃した人工林は保水力がなく土砂災害なども引き起こす可能

性がある。 

 2.価値の低い間伐材や C,D 材などの“未利用材”は、急傾斜地では搬出困難であるので切り捨て

間伐となり山林に放置されている（図-３）。この様な急傾斜地でも木材搬出を促進するには、

搬出に困難な急斜面での集材・搬出促進に補助金を付加する必要がある。 

 3.FIT による木質バイオマス発電は間伐材の搬出を促し C,D 材も利用する林業再生が期待された

が現実は認定も含め主に輸入材による大規模発電（臨港立地）が主体である（図-4）。木質バイ

オマス発電の燃料費は約７割を占めるので、FITによる国民負担の７割は毎年海外に流出するこ

とになる。 

4.CO２削減と事業採算性からは大規模発電の効果は大であるが、国内での木質バイオマス利用は

2015年で約 270 万ｍ３しかなく（図-５）、間伐材・林地残残材では年間発生量の利用率は約 9％

しかない（図-６）。 

5.搬出された間伐材などの利用は、主に地域山間部立地の木質バイオマス発電であるが、バイオ

マス発電の燃料費は輸送コストが半分を占めるので、近距離約 50km範囲で集材可能な小規模発

電に限られる（図-７、図-８）。地域での集材により約１MW以下の小型発電は効率からガス化発

電であるが、実績のある発電装置は海外からの輸入であり設備費が高い。ドイツとの比較では

約倍以上である（図－９）。日本ではこの設備投資の回収が小型ガス化発電の採算性を困難とし

ている。国産技術でのガス化装置開発に補助金を付けて、輸入に頼らず国産のガス化装置の実

用化を目指し、設備費の低減を図るべきである。 

6.FIT による発電収入対象となる木質燃料のエネルギー利用は約 3割であり、残りのエネルギーの

熱利用に対してもドイツやイギリスの RHI で実施された様な熱利用の割増を付ける事により、



小規模の熱電併給の採算性が改善され、普及が促進される。 

7.地域資源を活用する小規模熱電併給が普及する事により、間伐材などの搬出が促進される。そ

の為には、地域自治体などが林業、チップ製造、熱電併給などの事業を一体化し、相互連携が

可能となる仕組みづくりに予算措置が必要となる。現在、政府主導の「バイオマス産業都市」

として選定された地域は平成２９年度で約８０市町村あるが少ない。 

 8.間伐が実施されず整備されていない人工林は保水力が無く、急傾斜地等に植えられた人工林は

豪雨により崩壊し土砂・木材流出が起きている。平成 29 年 7 月の九州北部災害や平成 26 年 8

月の広島土砂災害の例がある。九州北部災害では、山に放置された切り捨て間伐材も含め急斜

面からの大量の流木（約 20 万 t）が流出し災害を拡大している報道がある（図-１０）。 

9.人工林の整備として、集材の生産性からは皆伐も実施されている。但し、その後の再造林にお

いては、鹿害や蔓がはびこり育成が困難となっている（図-１１）。森林を復活するには長期間

を要する。復活するまでの森林の機能である土砂災害防止・土壌保全は失われる。全山林皆伐

ではなく、むしろ皆伐は部分的皆伐にした間伐を推進する必要がある。 

10.間伐には路網整備も必要であるが、急傾斜地では路網整備が困難である。作業道から約 200ｍ

程度の間伐（全木集材）に適した架線集材機の導入を推進する必要がある（図-１２）。路網整

備が困難な急傾斜地でも約 200ｍの集材距離の搬出が可能となれば切り捨て間伐ではなく、間伐

材等の搬出が可能となる（図―３）。 

11.間伐材等の地域残材の需要を増やさないと搬出は進まない。この未利用材の需要を増やすに

は、化石燃料に代わる地域エネルギーとしての熱・電気の供給体制を、燃料素材生産者と一体

となり地域自治体の主導の基に構築する必要がある。今 FIT において未利用材による小規模発

電の優遇措置が得られる期間において、この仕組みづくりを早急に推進すべきである。構築さ

れたこの仕組みは FIT 終了後も地域が自立できる上流から下流までの一体化した地産地消の体

制が継続できる。 

期待される効果 

 1.搬出困難な急傾斜地の間伐材などが補助金支援により搬出促進される事により、林業家は A,B

材だけでなく、山林に放置された C,D 材を積極的に搬出するインセンティブとなり林業再生に

つながる。 

 2.地域で集材可能な規模の小規模発電が普及する事により、間伐材などの地域資源の有効活用が

図れる。この場合、発電だけでなく熱利用も支援する制度を導入する事により、木質バイオマ

スの総エネルギーが有効活用できる。小型の熱電併給装置は熱需要地点に設置可能となる。 

3.地域において環境に良いエネルギー供給を持続的に継続できる体制づくりを推進する事によ

り、自治体および地域関連の事業者は、将来、FIT支援などの補助金が無くても、地域自立の仕

組みができる。 

4.我が国特有の急傾斜地では路網整備との関係を考量し、作業道から約 200ｍの集材距離でも集

材・搬出が可能な低コストの簡易集材機の開発支援や導入支援により、人工林の整備が促進さ

れる。  

 

必要な措置 

１．急峻な山林などからの間伐材搬出に関する予算措置。⇒林野庁、国土交通省 

２．ガス化装置開発と熱利用支援制度の予算措置。⇒資源エネ庁、環境省、総務省 

３．地域の環境に良い仕組みづくりの支援措置。⇒林野庁、総務省、環境省、資源エネ庁 
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� 日本の国土面積の約2/3が森林で
あり、平成24年（2012年）では約49
億m3（60％が人工林）となり、毎年
約1億m3増えている。

� 人工林は伐採と植林の健全な循
環が重要だが、現在は60年前の
植林を収穫する時期となってい
る。

� 人工林は、平成１９年から平成２４
年の間では約４億ｍ３増加し、年
平均では約７千万ｍ３増加してい
る。

図１．日本の森林の状況：人工林の増大

1

間伐が遅れて、林床の土
がむき出しになった森林

間伐が遅れて、いわゆる『もやし林』になり、風で一斉に倒れた森林

大面積を皆伐するも
植林が進んでいない

2

図-２．日本の森林状況：森林の荒廃現状
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3

図-３ 定性間伐（択伐）と切捨間伐の実施例～山梨県のある森林組合からの資料

4

図-４．木質バイオマスのエネルギー利用：現状は大規模化の傾向
2017年3月末時点での木質バイオマス発電のFIT認定量を含む規模別内訳

出典：平成２９年９月調達価格等算定委員会資料

� 大規模発電（約１万kW以上）は、主に海外からの輸入椰子殻（PKS)や輸入木材による燃料調達
（発電所は臨港に立地）

� 小規模発電（約５千kW以下）が、国内産出木材（未利用材や建築廃材など）による燃料調達
（発電所は内陸山間地に立地）

大
規
模
発
電

小
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模
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規
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5

図-５ 図-６

図-７．木質バイオマスのエネルギー利用：燃料コストの問題

6

林業家の収入

合計11,200円

林業家の採算が
取れるのか？

⇒木質燃料量は約６万t/年必要
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7

図-８

8

出典：平成28年度木質バイオマス利用支援体制構築事業成果報告書
平成29年3月（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会

図ー９ ガス化発電装置の初期設備コストの比較



人工林の整備tと間伐材の伐採・搬出の推進
2018/4/5

NPO法人蔵前バイオエネルギー 米谷栄二、進藤昭夫 5

図-１０ 森林整備の課題：整備されてない森林による災害
～九州北部豪雨による土砂災害例

9

日テレNEWS２４、２０１７年７月１４日報道

10

図-１１ 再造林の問題
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図-１２

引用資料
（１）林野庁「平成２８年度 森林・林業白書」（平成２９年５月２６日公表）

・・・図-１、図-５、図-６の引用

（２）資源エネ庁「再生可能エネルギーの現状と本年度の調達価格等算定委員会について」

（平成２９年９月）・・・図-４の引用

（３）一般社団法人日本有機資源協会「バイオマス発電事業の持続的な普及に向けて」

木質バイオマスエネルギー利用推進協議会資料（平成２６年９月１０日）・・・図-７、図-８の引用

（４）日テレNEWS２４ 「九州北部豪雨『流木』で被害拡大のなぜ」、２０１７年７月１４日記事

（http://www.news24.jp/articles/2017/07/14/07367025.html） ・・・図-１０の引用

（５）米谷栄二「バイオマス燃料の国内調達の課題ー伐採搬出の現場から考えるー」 、

農都部会バイオマスWGセミナー、 ２０１６年８月３０日・・・図－１２の引用

（６）米谷栄二「再エネ・バイオマスに係わる課題解決に向けてー未利用材の伐採・搬出の課題」

バイオマスWG政策提言SG、２０１６年１１月１４日・・・図－３の引用
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 提案日： ２０１８年 1月８日 

 提案者名： 松浦 晃 

提言先  農水省 

提言名称 森林施業プランナーの活用（森林情報の全国網羅適正収集） 

提言内容 

 1. 森林施業プランナーの有効活用 

 2. 森林情報の可及的速やかな収集の必要性とその適正収集方法 

  

現状及び課題 

 1. 森林施業プランナーが有効に活用されていない 

 2. 森林情報の収集が遅れており、このままでは森林資源管理ができなくなる 

 3. 森林関係税の有効活用は、まず、適正な森林情報の全国規模での収集である。 

 4. 情報を収集しても、その後の施業従事者を育成しなければ徒労となる 

 5. 現状は、林業従事者の賃金が安すぎるため、良い人材が集まらず、数も揃わない。 林業従事

者の最低賃金を大幅に上げるべき。 

  

期待される効果 

 1. 正確な森林情報による適正管理の工程表が立てられる 

 2. 世界的な排出ガス削減に、国としてその積極的姿勢をアピールできるだけでなく、削減実行が

可能となる道筋が立てられる 

 3. 森林専門学生の増加と優良な人材の集結が望める。 

 4. プランナーの横断的連携の構築ができることで、情報の共有と問題点抽出ができ、その先は、

地域にあった経営計画ができる。 

   さらに、気象予報士のような応募者増加による、質の高い人材の終結が望める 

 5, 優秀な林業従事者が集まり、施業も効率化し、国土保全が図られることで、大規模災害を未然

に防ぐことができ、排出ガス削減の達成と、限界集落の解消につながる。 

  

必要な措置 

 法改正 １，森林施業プランナーへの権限委譲（不明山林への踏査権限など） 

 予算措置１，プランナー行動への大幅な補助 (これにより優秀な人材が集まる) 

     ２，林業従事者への直接補助（経営体や組合からだと上前をはねられる） 

     ３，森林大学校の新設（各県 1つ以上官民隔たりなく／先進的な私立大学への補助金） 

 税制措置１，協力する山主への優遇税制（施業補助の上積みや相続税の軽減による名義の明確化） 

     ２，事業推進した自治体への補助金割り増し（ CO2 削減分を加味して、適正な金額を補

助）これにより、森林県、特に過疎地への補助が行き渡り、按分処置できる 
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 提案日： ２０１８年１月 19日 

 提案者名： 田口 幸央 

提言先  林野庁 

提言名称 新規財源による林道・作業道など林業インフラ整備 

提言内容 

1. 創設される森林環境税を活用し、長期間利用可能な林道密度を高める 

2. 急峻な日本の国土にマッチングした全国規模の林道建設を航空レーザー計測技術を活用し、

整備する。 

  

現状及び課題 

 1. 森林に木があるのに何故材が出てこないのかとの課題解決には適正な林道整備が不可欠。 

2.そのために地形を観測して最適位置に適切な林豪建設が不可欠。 

3．出材すればするほど山主の赤字が増える要因は材の搬出経費が掛かるから。 

 

期待される効果 

1. 林道を活用し効率的な伐採、搬出が可能になれば林家の森林整備、出材の意欲が向上し 

地域の活性化につながる。 

 2.材のマテリアルとエネルギー利用の両立が可能になる  

 3.森林の持つＣＯ２吸収能や水源涵養機能や国土保全機能が復活し国際公約の地球温暖化ガス 

の排出削減に寄与できる。 

 4.森に人が入ることにより獣害抑制など副次効果が期待される 

 5.併せて林地残材もなくなり、安定したバイオマス発電材料供給達成できるようになる。 

 6.伐採後の新たな植林意欲も喚起される 

  

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置 

1. 森林環境税の国税化により林道整備の全国展開が可能になり、長期的な再生可能エネルギーの

利用が可能になる。また整備後の森林に人が入り、観光資源やセラピー効果が期待され医療費

の削減に繋がる 

 

 

 



 提案日： ２０１８年 ２月１９日 

 提案者名：山本 登  

提言先  農水省／林野庁／厚生労働省／環境省 

提言名称 林業の労働力確保、外国人技能実習生の林業への導入 

提言内容 

1. 林業に、若者のほか、外国人技能実習生を受け入れできるようにし、外国の林業従事者の導入

により、地域の林業技術の活性化、日本の林業技術の海外への展開を図る。 

2. 林業労働力の確保促進に向け、「林業労働者のキャリア形成支援」に、外国人技能実習制度を

組み込んだ新たな施策を提言する。 

3. 林業人材育成には、外国人技能実習生用の、日本語＋外国語の育成テキスト、育成の現場（山

林、機械化）、一定の技術レベルの教育指導者の育成・確保などを整備する。（英語の導入） 

4. 外国人技能実習生目的を含めた林業能力の向上を、現場で実践するため、必要な技術等を段階

的かつ体系的に習得させるようにする。 

5. 外国人技能実習生を含めた林業人材育成方針の明確化、さらには、林業労働者の業績・能力評

価基準などの社内規定等を整備し、能力に応じた公正な処遇ができるようにする。 

6. 以上、林野庁が手掛けている「緑の雇用」に、外国人技能実習制度を追加すべく提言する。 

現状及び課題 

1. 国勢調査によると、林業就業者の数は 長期的減少傾向で、平成 17（2005）年には 4万 7千人

にまで減少している。林業就業者数の減少は、林業採算性の悪化に伴い、森林所有者の経営意

欲の 低下により林業生産活動の停滞、伐採量の減少と森林資源の成熟が進む中で、人手を要

する植付や下刈などの造林作業の事業量が減少してきたことが原因と考えられる。1．近い将

来、林業の作業内容は、より高度化するとともに、チームでの作業が中心に、しかし、不安定

な雇用形態などにより、新規就業者の多くが将来を不安視しているという。 

2. また、林業の高齢化率（65 歳以上の就業者の割合）は 26％で、全産業平均の 9％に比べ高い

水準、一方で、35 歳未満の若年者層の割合は、全産業が減少傾向にあるのに対し、林業では

平成 2（1990）年以降増加傾向で推移し平成 17（2005）年には 13％となっているなど、労働

力 の高齢化に歯止めがかかりつつある。 

3. 林業就業者の高齢化の進行を受け、若者等を中心 とした新規林業就業者の確保・育成が喫緊

の課題である。 

4. このまま対策を講じなければ、離職などにより、今後、必要な技術が蓄積されず、国産材の安

定供給や森林整備に支障が起きると予測する。 

5. 林業も公共事業に 依存し、他産業と比較でも雇用管理面で立ち遅れ、また、林業事業者にと

っては、林業の労働力確保の活動は、未経験の分野であり、一方、中小零細な林業者が多く、

自力での労働力確保のための対策・整備は困難である。 

6. 林業労働者が長期の高い技術・能力を身につけ、定着してもらうことが重要であり、生活基盤

の確保、やりがいの持てる就労環境の整備が課題である。 

7. 一方、外国人技能実習制度で、海外からの技能研修生の受入れが、土木建築業、コンビニなど

の小売業、介護福祉業では、拡大定着しつつあるが、林業ではまだ進展していない。 

期待される効果 

1. 外国人技能実習制度を導入するには、林業技術を、外国人にもわかるように、具体化し、体系

化し、段階的に教育できるようにする必要があり、この整備に期待。 



2. 若者、外国人が、地域の山林に入ることは、画期的であり、地域活性化に寄与する。 

3. 林業の技術を体系化、教育テキスト、教育実践の場を整備することで、高度化し安定したもの

とする。これは、抜本的改善である。 

4. 林業を、林業従事者が、家庭を持てる、生活できるレベルの収入が得られるビジネスとするこ

とで、若者、女性の参画促進。 

5. 上記により、林業従事者が拡大・定着化し、生活基盤の確保ができ、やりがいのある職業とな

る、林業の安定ビジネス化もできるものと期待する。 

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置   

 

参考資料 

 

林業所得は、増えていない、安定していない、ここ数年は低下傾向である。 

 

 
 

 

林業従事者数は、年々減り続けている。これは、林業が生活基盤があり、やりがいのある職業ではな

い証拠である。一方高齢化は、急速に進んだが、ここ数年は若者の参画により、改善されてきている。 

 



 
 

緑の雇用政策により、若年層の林業参加が全産業に比較して多くなってきている。 
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（林業就業者数）  多面的な機能を発揮するために必要な森林の整備 等を担うのは、主に山村にお

いて林業に就業する 人々である。国勢調査によると、林業就業者の数は 長期的に減少傾向で推移し



ており、平成 17（2005） 年には 4 万 7 千人にまで減少している。  林業就業者数の減少は、木材

価格の下落等により 林業採算性が悪化する中、森林所有者の経営意欲の 低下により林業生産活動が

停滞してきたこと、また 伐採量の減少と森林資源の成熟が進む中で、人手を要する植付けや下刈など

の造林作業の事業量が減少し てきたことを反映したものと考えられる。また、林業の高齢化率（65

歳以上の就業者の割合） は 26％で、全産業平均の 9％に比べ高い水準にある（図Ⅳ－17） 。一方で、

35 歳未満の若年者層の割 合をみると、全産業が減少傾向にあるのに対し、林 業では平成 2（1990）

年以降増加傾向で推移し平成 17（2005）年には 13％となっているなど、労働力 の高齢化に歯止め

がかかりつつあるといえる。 

 

（新規就業者の確保・育成）  林業就業者の高齢化の進行を受け、若者等を中心 とした新規林業就

業者の確保・育成が喫緊の課題と なっている。林野庁では、 平成 15（2003）年度から、 林業就業

に意欲を有する若者等に対して、林業に必 要な基本的な技術の習得を支援する「緑の雇用」事業 を

実施している。  この事業においては、3 年間にわたり段階的な研修を実施している。1 年目には、

植付け・下刈・間伐 などの基本的な技術に関する研修を、2 年目には、 かかり木や風倒木などの危

険木を安全に処理する技 術に関する研修を、さらに 3 年目には、作業道等の路 網と高性能林業機械

を組み 合わせた低コスト作業システムや集約化のための施業 プランの提案など、効率的 な施業の実

施に必要な技術 に関する研修を実施している。  平成 20（2008）年度までに、約 8,400 人が 1 年

目 の基本研修を、約 2,200 人が 2 年目の技術高度化研修を修了している。また、3 年目の森林施業

効率化研修 では 3 千 ha 程度の森林で効率的な施業に関する研修が行われている。 

 

（新規就業者の推移）  新規就業者数は、「緑の 雇用」事業を実施する以前 は年間平均約 2 千人で

あったが、事業実施以降には約 3 千 3 百人にまで増加している。平成 18（2006）年にかけては全産

業における 雇用情勢の改善に伴い新規 就業者数の減少がみられたものの、平成 20（2008）年度に

は 3,353 人と前年度と比較して 10％増加しており、平成 19（2007）年度に引き続き 2 年連続の増

加となっている 。なお、林業への新規就業者の大半は、他産業からの転職者等が占めている。  新

規就業者の増加の背景には、森林吸収源対策として間伐事業量の増加が見込まれるために林業事業 体

が採用を増やしていることや、自然の中で働きたい・健康的な暮らしがしたいなどの自然回帰志向等 

の高まり、さらには雇用情勢が悪化する中、雇用の 受皿として林業が期待されていることなどがある

と考えられる。 

 

（就業環境を取り巻く状況）  林業作業のうち植付け・下刈等の造林作業は季節性があるため、特定

の季節に多くの労働者を必要とするものである。近年の造林作業等の減少を背景に、造林事業の多く

を担ってきた森林組合においては、季節的に雇用される労働者が大きく減少している。 この結果、通

年で働く専業的な雇用労働者の占める割合が相対的に増加し、社会保険等が適用となっている者の割

合も増加してきている。  一方、雇用形態についてみると、月給制の雇用が増えてきてはいるものの、

雨天の場合は作業を中断 するなど、労働日数が天候に大きく影響を受けるため、依然として日給制の

雇用が大勢を占めている。 



 また、林業労働においては、高性能林業機械の導入や作業道等の路網整備が進展したことによって、 

かつてに比べ林業労働者の労働負荷が軽減している。特に、ハーベスタやプロセッサ・フォワーダの

普及により、造材・集運材作業中における死亡災害は減少傾向にあり、安全な労働環境が整備されつ

つ あるといえる。  しかしながら、伐木作業中の死傷災害が依然として多く発生しているなど、林

業における労働災害の 発生率を示す死傷年千人率は他産業に比べ高止まりしており、平成 20（2008）

年においては全産業平均の約 13 倍に当たる高い水準にある。 

 

（林業労働者の定着に向けた取組）  このような就業環境にある中、林業への新規就業 者や転職者

の中には、安定的な所得の確保や事業体 の経営状況などに対して不安を持つ者も少なくない。 この

ような林業労働者が抱える様々な不安を解消していかなければ、既存労働力の流出も懸念される状況

にある。  このため、林野庁では平成 22（2010）年に「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」

を変更し、 林業労働者が林業に定着するための方策について取りまとめた。  新たな基本方針にお

いては、事業主による OJT＊5 や OFF-JT＊6 の計画的な実施、研修カリキュラム等 の作成、能力に

応じた労働者の昇進・昇格モデルの 提示を支援するほか、段階的かつ体系的な研修を促進するなど、

林業労働者のキャリア形成支援を促進 することとしている。また、現場作業員の能力向上に向けて、

特に低コスト作業システムに対応し得る生産工程管理や事業計画の作成等ができる人材の育成を重視

するほか、新規就業者への指導能力の向上を促進することとしている。さらに、事業主が施業の集約

化等により事業量を確保し、経営の安定化に貢献する。 



政府への提案書 

           NPO 法人農都会議バイオマス WG 

           提案日 2018 年 3 月 12 日 提案者  手塚信利 

 

提言先：  経済産業省、農林省、環境省、総務省, 内閣府 

提言名称： 小集落のエネルギー自給による地方創生 

 

提言内容 

１． 疲弊しつつある地方の中山間地域の小集落を活性化する。その為に地域

に豊かに存在する森林、農地を活かし、ﾊﾞｲｵﾏｽ資源を基とした循環型自

給自足エネルギーシステムを導入する。 

２． エネルギーは支給されるものという他力依存を止め、自分の足で立つ自

力で供給する独立自尊の精神を復活させる。自給するエネルギーを自分

達で使い切るシステムとする。 

３． 基本的には FIT 依存でなく、集落に取り最適エネルギーシステムを作り、 

実践するよう国は立ち上がりを支援する。 

 

以上により、国が推進する一億総活性化運動を、社会の隅々まで行き渡る眞の

国家的活動とする。 

 

現状及び課題 

１． 地方の現状 

1 集落 10 世帯～49 世帯の数     約)100 万世帯 

   50 世帯～99 世帯の数       97 万世帯 

上記集落に居住する住民数概数    約 500 万人強 

これらの中に 65 歳以上が過半を占める限界集落が 15,500 集落あり。 

以上の地域の大部分が現在の景気に取り残されている。 

２． 古来、国造りの基本は地山治水と言われてきたが、今日の自然災害とい

われる水害等は森林整備、水源保護を怠った人災と言われてしかるべき

であり、グローバル的には地球温暖化を齎した人類のツケでもある。 

３． 上記を解決するためには省庁横断する政府の仕組みが必要であり、これ

らは大型化による効率化や、利益を求めるだけの発想ではなく、むしろ、

国の土台、基本づくりの一環として強力に推進されるべきである。 

４． 以上の推進には FIT による収入を宛にする大型施設ではなく、小型バイ

オマススターリングエンジンのような、小集落自身で運営可能なシステ



ムの導入が望ましい・ 

 

期待される効果 

１． 小集落の地域に住む住民が燃料となる間伐材、モミガラ等の農業残渣を

自ら集荷し、発電設備の稼働、運転を行い、エネルギーを自給自足する。

住民が自主性に目覚め、誇りを持って生活出来るように仕組みを構築す

る。 

電力を売って収益を得るのではなく、電気、温水等を効果的に活用して

自分達の仕事、事業に応用するよう誘導すべきである。 

案としては 

１． 従来型の温室栽培を周年型とし栽培し、スターリングエンジンか

らの温水での暖房、排煙ノヒートポンプによる冷房、促成栽培の

ための夜間のダマシ電球への利用等でコストダウンにより、野菜、

果実等の市場を拡大する。 

２． ソルガムなどあまり日本に普及していない作物の寒地でも栽培可

能、一反歩で６０トン収穫可能なソルガムを導入、大量生産化し、」

その搾りかすを燃料として発電、給湯、CO2 供給などあたらしい

農園をつくる。 

２． 小集落地域の住民同士が発電システムの運営等で共同し、意見を交換し 

新しい協働する農村像をつくるよう仕組みを作る。 

３． これらは当然、化石燃料からの脱却による石油輸入量の削減に直結し、 

CO2 削減に貢献する。 

４． 不安定な世界情勢、自身等の大規模災害等が予想される中で、上記の小

集落はそれらの影響をあまり受けずに住民が自給自足で生活出来る社会

となり、エネルギーの安全保障に寄与する。 

 

必要な措置 

１． 省庁横断型チーム結成“小集落活性化のためのエネルギー自給システム

構築”狙いを絞って収益のみを追わず、地域の住民の結束、協調に資す

るシステムモデルを民間、自治体が協力し各地方に作る。 

２． 上記事業推進のための予算措置 初年度＠1 億円 10 箇所 10 億円 

３． 関連する間伐材利用のための支援予算措置 

４． 近い将来、住民の独立自尊、自給自足の精神培養のための、国民的運動

展開のための支援措置 

                           以上 
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世界の課題

パリ協定 1.5℃以内、2℃以下へ

温暖化ガスの増大

人口/産業/運輸の拡大

全球的大異常気象

諸悪の根源は人為的なもの

今世紀最大の環境問題 ☞ 地球温暖化

現在76億人☞2050年 100億人に
日本は温暖化ガス12.7億ｔ☞2.8億ｔへ

人類は
1種/870万種

191.3ｇ/km人

17.3g/km
人

自家用車鉄道

EV化へ
アクセル

温室効果ガス世界資料センター

世界炭酸ガス濃度推移

温室効果ガス安定化濃度：450ppm
今世紀中に実質 排出ゼロへ

現在405ppm

今のままでは2040年に到達

温暖化（気候変動の加速）、人口増、貧困、地下資源有限性、資本主義の限界 1

日本の課題認識

１ 少子化 …出生97万人、出生率1.44、若い女性の都会集中

２ 高齢化 …死亡者130万人、介護・医療費増大、独居老人 孤独死

３ 人口減 …2055年 1億人以下に 2040年 900市町村存続が困難

４ 過疎化 …消滅部落、消滅団地、900自治体に可能性が

５ 一極集中 …人、人材（知識、大学、研究機関、行政）、資金

６ 温暖化意識 …国民の意識も、政府の対応も大変低い

７ エネルギー …低自給率（8.4％）、脱原子力（安全安心低コスト 神話の
崩壊） 石炭依存（約40基 31.6％…世界は脱石炭火力）

８ 再エネ …大量導入策？（簡単…石炭/原発関連からの助成を移転）
系統連系枠無し（実は大幅にパイプに余裕あり）、高コスト、
国民の低意識、低導入目標22～24％（世界の笑いもの）、
水力（河川法）、バイオガス（生ごみ分別、低導入率）、地熱

（法整備）木質（PKS,パームオイル、小型ガス化設備は海外）

９ 林業衰退 …特に林業総生産額約4500億円 如何に拡大産業化

10 AI IoT化 …スマートフォン、スマートファクトリー、スマートコミュニティーの取組遅れ
低い生産性（一人当たりGDP22位389万＄）

2

3

A自治体

A自治体

電力会社
石油会社

油
電気

大規模集中型
発電/焼却場

地産地消
熱電エネルギー併給センター

小規模
自立分散型

地域内
経済循環

タウンマネージメント

原油
中近東

地域総生産額
×（５～15％）

➺これからは
自治体と住民

が主役 AI IoT

地域エネルギーを基軸にした地場産業づくり、まちづくり

Ａ
自治体

約20兆円を
化石燃料資源国へ ＊ネットワークに接続されたコンピューター資源を有効利用するグリッド・コンピューティングと同様、

スマートメーターで家庭や企業を結んだ電力網で電力を効率よく供給するエネルギー供給網
＊家の外から家電操作、電気は無論、都市ガスや水道もネットワーク検針し、ピークシフトも
＊現在の電力供給は、大型発電所から家庭や企業への一方向の電力供給だが、スマートコミュ
ニティグリッドでは、双方向に電気を流せるようにして、家庭や企業が再エネ分散熱電併給システ
ムによるクリーンなエネルギーを、余分なものは不足している地域に供給

＊AI/IT技術と組合わせ、電力供給のバランス調整し、真夏の消費電力を抑制したり、利用の
少ない時期は、発電所での無駄な電力生産を抑えるなど、CO2の削減にも効果大

http://sgforum.impress.co.jp/https://www.tainavi-switch.com/contents/204/

村でも町でも、小規模分散電源による
スマートコミュニティグリッドの時代へ

4

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCnof_ALRZMTUADB.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=14qb2rs60/EXP=1505069759/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A+%E7%B5%B5
https://www.bing.com/images/search?q=%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e5%9b%b3&id=95C9578BD24B94CE78338C864132983957F312C7&FORM=IQFRBA
http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCnof_ALRZMTUADB.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=14qb2rs60/EXP=1505069759/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A+%E7%B5%B5
http://sgforum.impress.co.jp/
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（1）自治体関与による「地域事業者」と「専門人材の育成」への支援無し
（2）再エネへの積極的な取組とインフラ整備への支援、地域内循環型

地産地消発電がない
（取組み易く、理解しやすい太陽光発電が主で、バイオガス、地熱、

木質、ゴミ・蓄糞による発電が少ない）
（自治体自らが大口需要家となり、出資もする必要がある）

（3）エネルギーの多角的事業展開が欠かせない
（太陽光主体の発電で、他省エネ診断、エスコ事業は実施はされ

ているが、燃料ガス供給はもとより、熱供給も無く、更に、水道、
廃棄物、交通管制、ウーバーなども）

（4）地域事業を推進できるための規制緩和、２MW以下の発電は
優先系統連系接続が必要

（5）小規模畜糞バイオガス、木質熱電併給事業などへのファイナンス
の仕組みが無い

（6）設備・工事費が高い、熱グリッド形成が出来ていない

地産地消エネルギー事業…多くの課題

5

自治体がこれまで通り、住民への
公共サービスのフルサービスが出来る時代ではなくなった

竹林作成

公
民
支
援
連
携
＝
同
じ
船
に
乗
る
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「地域による出資」
「地域内社員の雇用」

「エネルギーを基軸に地場産業づくり」
「地域内エネルギー需給管理、販売管理」

地域でお金を回す 地域新電力事業に重要な４項目

地域資源による熱と電気の生産・販売 🔁 地域創生への土台

＊小規模電気単体事業は、大勢の雇用や大幅な利益が期待できない
＊電気も熱も使い切り、特産品開発、養殖、植物工場、介護、温浴施設

道の駅複合施設化、老人見守り、医療・福祉施設などと地場産業との
複合化がポイント…且山の上流へも進出 （CO2の温室利用なども）

＊小規模エネルギー事業は、高度なマーケティングは不要、市民が参加
しやすく、電気販売の営業活動が不要…国と言う顧客が決まっている

＊20年間という売り上げが確保されている
＊自治体全公共施設へ熱電供給による冷暖房、給湯などにより、採算性の

向上を図る

事業着手に 七原則、そして当事者意識と事業をやり抜く
覚悟と、やる気のある方々や応援する方々が居るか！

お金を回す、
利益は

域外へ出さない

① 主体性が損なわれることなく、自治体が関与協力することは大変
重要、しかしこれまでの第三セクターの二の舞にならぬよう
自主・適正な経営を行う

② 熱供給パワーが要る。一定規模でないと認可が降りない、道路横断
熱導管の認可、近隣建屋での電力融通、高額託送料金、これらの
改善、規制緩和が

③ 地域エネ事業は、電力競争（コスト競争）に陥らないように主体的
意識をもち、金では買えない価値も考え、地域エネ・セキュリティー、
雇用創出、地域ファンド・
信金活用、地域資金
循環等の視点を持ち、資
金投入を

地産地消型事業化要点

賢明自治体から
賢い地方創生を！

地域内
拠点企業

地方
自治体

ノウハウ
ある企業

地域内建設
工事事業者

地
域
外

参
加
者

主出資
出資

出資
地域エネルギー

事業者
需要者

電気/熱
自治体

大口ユーザー

工事/保守維持ＥＰＣ

配当配当

配当

地方金融
等を含め

支払

地域内が鍵
全国企業数の

99％は中小企業
雇用者数70％

市
民

7 8

地域密着型エネルギー事業と市場経済重視型事業

201709竹林作成

規模

燃料材

燃料形状

燃料水分率

燃料収集範囲

参考

燃料材価格

FIT＊

熱電比率

冷却水

炉型式

発電端効率 ガス化炉：23～30％　焼却炉：24％内外　ORC：20％内外

送電端効率

特徴

ガス化炉：21～29％　焼却炉：18％内外

循環流動床焼却炉：27～35％　ストーカー焼却炉23～30％

発電端効率から大凡5~8％減

この範囲はガス化炉が主流。熱を多く必要とする場合はORC方

式。焼却タイプはまれ。エネルギー地産地消は2000kW以下で、

熱を利用しやすい。地域材を使い、お互いがが目に見える形で、事

業参加も多く、地域内で経済的循環が行われ、域外への資金流

失を抑えられる。

大型は燃料材を大量に集める必要があり、ここが課題。集まる見込

みが薄いと海外から輸入せざるを得なく、燃料価格も不安定で、原

油輸入と変らない。また、大型は大量の熱が得られるが、熱需要と

ほとんどマッチングしない。発電所地元は大量の材を供給するのみ

で、経営参画もなく、地域には資金が循環せず、利益はほとんど域

外へ流れ、FIT終了後の稼働も保証されていない。

ガス化炉:25 ～400ｋW（複数台2000kWもあり

ORC：600～2000ｋW　　　焼却炉：1000～2000ｋW
循環流動床焼却炉が主、ストーカー焼却炉もある

原木4000～7500円/m3 チップ2.3万円/t内外

ペレット3.5万円/t内外

原木5000～8500円/m3  PKS1万円内外/t

輸入チップ1.8万円/t内外　 輸入ペレット2万円/t内外

概略２：１　（ORCは４：１）
発生熱量があまりに多く、熱量しきれない例がほとんどであるが、

工場プロセス用、またはコンバインサイクルに蒸気を利用

40円/kW 2万kW未満：24円/kW    2万kW以上：21円/kW

温水化循環利用 冷却水は必要、冷却施設用

小規模分散型(地域密着） 大規模型（市場経済重視）

5000～7.5万ｋW

国内50ｋｍ前後 国内50～150Km、カナダ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなど

木質 木質、PKS、石炭と木材

チップ、ペレット チップ、ペレット、微粉状

ガス化炉：8～13％　　　焼却炉：チップ25～45％ チップ：35％～50％　　ペレット１０％内外　　PKS15～45％

＊2017年9月以降 未利用材、および一般材

？

やるなら2MW以下
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地域停滞打破 ☞ 「自助努力+地方へ、民間へ任せる」

１．地方自治体、民間企業、市民がSDGｓ、温暖化、再生エネルギー
を学び、地域づくり/エネルギー/温暖化を自分事として捉え、行動を

２．「中央の力に出来るだけ頼らず、地方で多様性と自律性に富んだ
分権的な地域システム形成」を

３．一極集中は、地方行政や民間の自律性、多様性を放棄させている
中央の「役所人・企業人・市民」も地方へ出かけよう

４．地方は、中央の方、様々な方を受け入れ、取り込む力が必要
「独自の地域伝統・文化と人材の多様性が地方の大きな資源」を認識
中央の方、年齢、男女、学歴、外国人、障害のある方など関係なく
参加し、多様な人材による、再エネによるまちづくりの場、実践を

9

木材バリューチェーン 地域内で事業収益55％所得30%税収15%を

川上から川下①～⑤まで調和を取り
・材木量と金の入出が合う
・各パートが連携協力
・各パートでバリューを上げる

全体でバリューを上げる

20171120竹林作成

②運搬

養鰻

温室

温浴

プール

食品

防災

エネルギー利用

10

①A,B,C,D材生産

造林
伐採/間伐森林

搬出 土場

路網

ガス化熱電併給所

ストーブ
ボイラー

熱
電気

⑤
エ
ネ
ル

ギ
ー

チップ
ペレット

オガ粉
薪

④燃料
生産

C/D材

燃料利用

ペレット生産

チップ生産

③製材生産

建築用材

集成材

合板

ボード

用材利用
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売上 5,000万円

木材市場

4,000万円

市場出荷 5,000m3

国・県
補助
特に

広葉樹へ

国土保全 森林整備

原木木炭センター

売上 1,000万円 雇用２名

廃菌床利用 雇用1名

バイオマス
ボイラー

木炭熱
利用

きのこセンターコストダウン △1,000万円

きのこセンター

売上 3.7億円
雇用 60名

オガ粉販売 1,100万円

原木供給 ペレット用 4,800m3
オガ粉 900
予備 500

計6200
ペレット生産 1,600t
オガ粉生産 1,500m3
売上 5,800万円 雇用 4名

オガ粉工場＋ペレット工場

木工品材料

木工売上 1億円
雇用創出 14名
自営 10名

木工房

原木仕入1,750万円
+村外仕入3,000m3 

製材1,800m3 270万円

林家収入

元気な林家 美しい森林

上野村 12億円の経済を回し、150人の雇用を生む

売上6,200万円
雇用 2名

森林組合製材所

製材用 A・B材 2,000m3

市場出荷 A・B材 5,000
ペレット用 C材 2,000
ペレット用 広葉樹 1,500
オガ用 広葉樹 900
ペレット用 製材端材 1,800

熱270kW/発電180kW 
売上 発電 2,100万円

熱 1,100万円
管理：きのこセンター 0.5人

平成27年4月 稼働開始

木質ガス化熱電併給施設

熱供給（熱：冷暖）

電力供給

作業道・路網整備
5,000万円

下刈・獣害防止事業
1,000万円
雇用10名

ペレット販売
930t

売上2,300万円

原木伐採・搬出・運搬
9,000m2 1億円

雇用創出 25名

ペレット販売
670t

売上2,400万円

出典：上野村作成資料に竹林加筆修正

エネルギー地消

しおじの湯
やまびこ荘

ヴィラせせらぎ

ペレットボイラー

雇用創出 30名
売上 3.6億円

ペレットストーブ
100台

一般家庭

農業ハウス・福祉施設暖房

ペレットボイラー

ホテル・温泉

現 在 将来、木質エネ循環が行えると

出典：阿久根市平成29年調査資料より

2.9万円に

12

阿久根市の地域内の経済循環イメージ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PUiMnf17kP3dUM&tbnid=tdGjukNP8-anwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www18.ocn.ne.jp/~sakurayu/&ei=o4Z3UtH4JcfdkAWywID4Dg&bvm=bv.55819444,d.dGI&psig=AFQjCNHibnHXqxzvUaSVnA66zPDLtLQNLw&ust=1383651288188062
http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=34jmFckailh73M&tbnid=VsNluRXfKZoOPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jtbonline.jp/dom_yado/shisetsu/photo-4320081.html?43200810001270080&ei=PId3UoKuGIyXkgXihoDgDg&psig=AFQjCNFsAvn8cCPsLb9c33R8w1OyknS_Mg&ust=1383651516442859
http://wbi.main.jp/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uKTDwqHXftKlYM&tbnid=QQv4lFUfRuerZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.narasino.net/bousai/center.html&ei=qIh3UtyIIMaDkwXT04Eo&bvm=bv.55819444,d.dGI&psig=AFQjCNEPEFQR4dl07nodHAUIr-tTF39a6A&ust=1383651834785098
http://wbi.main.jp/pic/lnk_8.jpg
http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=H2zQRj0HQuaxyM&tbnid=kS6QuHqnZPoeyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.e-rix.jp/eco_boiler01.html&ei=qnF3UqiQNYaLkgWu_YCgBA&psig=AFQjCNGelbK7nG2TEJFfKyiVgxKDg05SyQ&ust=1383645994916042
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地域バイオマス資源利活用とハード面からのまちづくり

出典：洸陽電機資料より

13 14
14

長期大幅エネルギー削減の絵姿（まちのイメージ）

バイオジェット機 EV FCV 水素社会 蓄電池 充電ステーション 種々再エネ設備
ZEH HEMS ZEB BEMS VPP 地域熱供給 スマートコミュニティー
スマートグリッド EMS アンシラリーサービス カーシェアリング ソーラーシェアリング
加えて、AIとIoTとのコネクトは必須

Key Word:

出所：環境省作成の図へ竹林加筆



 提案日： ２０１８年 ２月１９日 

 提案者名：山本 登  

提言先  農水省／林野庁、総務省、環境省、厚労省 

提言名称 インバウンド林業体験の促進（海外からの観光者の日本の林業体験入） 

提言内容 

1. 海外からの観光客を地域に招く施策として、古民家などへの民泊事業があるが、さらにもう一歩突っ

込んで、日本の森林の体験ツアーをインバウンドビジネスの一環として提言したい。 

2. この体験ツアーは、風光明媚な山林の近くでの林業体験、間伐、林道整備、製材、バイオマス燃料生

産などで、観光・民泊にプラスした価値となるものと期待する。 

3. 森林インバウンドのために、日本の林業の紹介（ビデオ、冊子など）をする。日本の素晴らしい森林を

紹介し、価値あるものとして、海外の観光客にアピールできるようにする。 

4. 森林インバウンドのための林業体験テキスト、林業体験現場（学校、山林、機械化）、一定の技術レベ

ルの教育指導者の育成・確保（外国語）、宿泊施設などを整備する。 

5. 近年、海外からの観光客が着実に増加し、政府は、2020年までに年間 4000万人の海外からの観光

客を呼び込むべく、インバウンドビジネスを整備促進してきている。 

6. 海外からの観光客の増加に伴い、日本を訪れる旅行者はかなり多様化してきている。 

7. 林業の事業量の確保や収益力の向上など「経営の安定化」に寄与するものと考える。 

現状及び課題 

1． 近年、海外からの観光客が着実に増加し、政府は、2020年までに年間 4000万人の海外からの観光客

を呼び込むべく、インバウンドビジネスを整備促進してきている。海外からの観光客の増加に伴い、日

本を訪れる旅行者はかなり多様化してきている。 

2． 日本の森林業は、林野庁などの活性化策の中で、少しずつ進展していると思われるが、まだ不十分で

ある。 

3． 林業は、いわゆる３K仕事から、近代化し、若者、海外研修生も、近い将来、導入されると期待したい。

少しずつではあるが着実な進展がみられる。 

4． 風光明媚な山（日光、白山、磐梯山、阿蘇山）にはたくさんの観光客が押し寄せているが、近くの森林

は、荒れ放題で、林業はさびれ、活性化から取り残されているといえる。 

5． この観光客に、この山の体験ツアー（山林整備、バイオマス燃料生産、薪ストーブ、ボイラーなどの活

用、それらを使った生活体験など）をしてもらい、インバウンドの拡大多様化に合わせ、地域活性化さ

せることができるのではないかと期待したい。 

期待される効果 

1． 体験ツアー（山林整備、バイオマス燃料生産、薪ストーブ、ボイラーなどの活用、これらを使った生活体

験など）をしてもらい、インバウンドの拡大多様化に合わせ、地域活性化させることができるのではない

かと期待したい。森林セラピーとエコツーリズムの推進も。 

2． 林業の事業量の確保や収益力の向上など「経営の安定化」に寄与するものと考える。 

3． このインバウンド森林事業を導入するには、林業技術を、外国人にもわかるように、具体化し、体系化

し、段階的に教育できるようにする必要があり、この整備に期待する。 

4． 若者、外国人が、地域の山林に入ることは、画期的であり、地域活性化に寄与する。これには、日本の

観光客も当然含まれ、観光事業に寄与するとともに、林業の収入減になり、結果、活性化も可能とな

る。 
 


