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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 

 

２０１９年４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 

例年に続いて本年も NPO 法人農都会議から、いくつか提言させていただきます。

農都会議は、市民協働・地域協働を基本理念に、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。 

 

当会内には、バイオマス WG（ワーキンググループ）、農都交流・地域支援 G（グル

ープ）などがありますが、WGにとって今回は第７次となる提言です。 

当会の連携団体には、地域の市民により設立された「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。 

他にも、木質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」（当会が尽力して 2016年 11月設立）、自治体と企業をつなぎ再生可

能エネルギー中心に地域事業の創出をめざす「一般社団法人日本サステイナブルコ

ミュニティ協会」（2018 年 2 月設立）などと連携して、再エネ導入と持続可能なコ

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。 

 

以上を基本に、２０１９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（2019 年版） 

 

（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 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。欧州や

近隣諸国と比べて日本の再生可能エネルギー政策は遅れ、産業競争力の後退を招いて

います。現状の制度や電力系統のままでは、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、公共性に優れた再エネ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、社会・産

業・生活の基盤としていくために、将来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。 

再エネの技術革新は、イノベーションで世界に後れをとっている現状から脱却する

大きなチャンスとなります。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。災害が多発

する日本では、国土強靭化と災害時の対応に分散型エネルギーが有用です。 

 

     熱利用の新制度創設と技術革新で地域熱供給促進 

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。熱利用が進まない理由の一つに、地域熱供給等のインフラが整ってないと

いうことが挙げられますが、分散型で地産地消に適した小型バイオマス発電の普及の

壁となっている採算性も、熱利用環境があれば事業採算は格段に向上します。 
 

■ 熱利用インフラの整備と技術開発を促す新制度を創設 

予算措置を講じて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新制度（義務化、RHI熱インセンティブ等）を導入する。 

同時に長期計画を策定し、技術開発を促し、熱導管等インフラの整備、断熱構造建

築の促進、熱を捨てない省エネ方等の意識改革を引き起こす効果を得る。必要があれ

ば、熱の所管庁を変えるなどの大胆な制度変更も行う。 

また、化石燃料からバイオマスへのスイッチングで熱利用コスト低下を示すなど

（設備費/kW）、具体的な促進策を導入する。 
 

■ 技術革新で小型バイオマス熱電併給を促進 

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、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。地域に豊富にあるバイオマス資源を活用するためにも、地域毎の燃料の

違いを克服する等の技術開発を進め、技術革新（イノベーション）を引き起こす大胆

提言 １ 
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な支援策を要請する。 

 

     防災力、環境力強化のため分散型エネルギーを推進 

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。2020年に大

幅見直しするとされ、2030 年 FIT 後に向けた議論や再エネ事業者による具体的対応

も始まっています。 

FIT 見直しは、エネルギーコスト面からだけでなく、世界的に脱炭素が進んでいる

現状から環境力の強化を図る環境基準を組み入れ、防災力の強化も同時に計るエネル

ギー面の防災基準の組み入れも検討すべきと思われます。また、国土強靭化につなが

る地域経済の活性化等の地域への効果も指標として検討しても良いかもしれません。 
 

■ FIT見直しで分散型エネルギーを推進 

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。防災力、

地域力、環境力の指針を新たに設ける。 

FIT 後を見据えて、いまから自家消費枠を新区分とするなど、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、防災基準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。 
 

■ 再エネ普及を妨げる系統の不足を早急に解消 

政府の電力システム改革第３弾の発送電分離が 2020 年より本格化するが、再エネ

の送電容量が決定的に不足している現状から、空き容量の計算方式の変更等の運用改

善で、一刻も早く系統不足を解消する。 

 

 

（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。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”

的存在です。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です。 

 

     森林環境税・譲与税の効果の最大化 

森林環境税・森林環境譲与税は、国民皆で森林を支える仕組として制度設計された

もので、新制度導入は、林野庁の長年の努力の成果であり、所管庁としての意欲を感

提言 ２ 

提言 ３ 
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じるものとなっています。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、路網（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。 
 

■ 森林環境譲与税の検証、見える化により政策効果を最大化 

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更に重ねる必要がある。国、都道府県及び市町村は、地域の

事業者や住民と共に、新税の政策効果を検証し、結果を余すところなく公開して見え

る化に努め、限られた財源の政策効果を最大化する。 

 

     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。 
 

■ 多様な林業機械の開発と ICT化の推進 

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。安価で生産性の高い機械やシステムの開発が急務。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）の創設を期待する。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。 

スマートフォレストリー（スマート林業）に必須な ICT化の推進も必要。森林資源

管理や施業の適正な管理を容易にする航空レーザやドローン等による森林計測を元

にした全国土・森林の台帳の整備も必要である。 

 

     国産材と地域バイオマスの多様な活用 

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、国産材供給量は年間約

1,900 万 m3。毎年、木材として利用される以上の木質バイオマスが増える計算です。 

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あり、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。小型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新制度の

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必要があります。 
 

■ 国産材・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・木材産業等の活性化と地域の雇用確保など、バランスの取れた地域

提言 ４ 

提言 ５ 
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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。 

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。 

林業は長期の視点が必要な産業であり、“国民の宝”森林資源と国産材・国産バイオ

マスの潜在能力（森林成長力）を最大限活かすためには、所管庁の力量も今まで以上

に必要である。新財源の森林環境税は自治体に配分されるため、政府全体の不要・不

急予算を組み換えるなどして林野庁予算の大幅な増額（5千億円へ）を求める。 

地域材のコスト低下と利用促進のため、木質燃料の大型基地を国策として設置する。 
 

■ 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。 

 

     森林・林業の多様な担い手（外国人含む）育成 

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。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。 

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。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。若

年者率こそ他産業に比べ増加傾向にあるものの、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。 
 

■ 賃金引き上げ等による林業の担い手拡充 

林業従事者の賃金が安過ぎて良い人材が集まらず、数も揃わないため、林業従事者

の最低賃金を大幅に上げる必要がある。 

緑の雇用制度の拡大と、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。 

また、未来の担い手に目を向け、「森育（もりいく）」「竹育（たけいく）」を推進す

る。三世代をつなぎ楽しみながら学び、森林・竹林整備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から、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、安全な労働環境の確保と国民各層への理解を求める。 

提言 ６ 
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（３）持続可能な地方創生 

人口減少と高齢化が進む日本の長期の生き残り戦略を考えると、疲弊した地方を立

て直すことが急務です。現在の延長ではなく発想を変え、大胆に踏み込んだ改革が求

められます。地域力を高めるために、（林業に限らず、）働く人の給料を上げることが

地方創生につながります。 

地域経済の持続可能性を高め、脱炭素で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、その方策としても地産地消・分散型の再生可能エネルギーの活用が有効と

なります。 

 

     地域エネルギー・インフラサービス会社の普及 

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が、日本の

実情に即した日本版シュタットベルケを一歩進めて、防災・災害対応型の地域組織が

必要と考えられます。日本には古くからソーシャルキャピタルの原型の講、結やイン

フラ設置システムの村普請がありました。協働意識の風土を現代に生かすべきです。 
 

■ 地域エネルギー・インフラサービス会社制度の創設 

自治体新電力を更に発展させて、地域の民意と資金を結集して、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・インフラサービス会社」制度

を創設する。当初はインセンティブを与え、普及に努める必要があり、国による基本

法（根拠法）制定のために、市民、地域、企業による検討、理解、実践を重ねながら、

制度創設を進める。 
 

■ 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。 

 

     サステイナブルコミュニティづくりの推進 

サステイナブルコミュニティとは、生活と産業を豊かにし、希望に満ちた地域、「新

しい日本型コミュニティ」を意味します。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。 
 

提言 ７ 

提言 ８ 
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■ 新たな地域事業創出の仕組作り 

各府省庁には様々な地方創生策があるが、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

ディネーター組織の育成が必要。 

コーディネーター組織では、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。 
 

■ サステイナブルコミュニティづくりの普及、啓発 

「サステイナブルコミュニティ」は、SDGsに即したスマートな社会、脱炭素で持

続可能な地域社会の未来を示す。その意義を啓発し、普及を進めるため、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 ICTを活用した新しい情報共有と活動推進組織作りに努める。 
 

■ 政策効果を検証できる指標づくり 

 日本に不足している産業連関の現状等を比較できるデータベース作りを行い、政策

効果の検証を行う。 
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第２章 農都会議の各会員から提案（2019 年版） 

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、後半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木質バイオマスエネルギーは熱電併給を義務化（進藤昭夫） 

②バイオマス熱利用におけるエンジニアリング強化政策の推進（山本登） 

③海洋エネルギーの FIT化を（荒川英敏） 

④原発０、脱石炭火力発電で脱炭素社会に転換する実行戦略の確立（遠藤和生） 

⑤日本企業によるバイオマス事業の海外展開促進（山本登） 

 

【森林・林業関係】 

⑥国内森林資源の利用推進のための切り札（多様性の高い森林への転換）（吉野雅一） 

⑦森林環境税等の恒久財源を機に持続性のある路網等のインフラ整備（田口幸央） 

⑧林業の労働力確保（外国人技能実習制度の林業への導入）（山本登） 

⑨東南アジアからの林業担い手人材の受入れと日本の林業技術の移転（澤一誠） 

 

【地方創生関係】 

各会員からの提案ありません 

 

以 上  
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① 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 進藤 昭夫 

提言先 経済産業省（資源エネ庁）、農林水産省（林野庁）、環境省、総務省 

提言名称 木質バイオマスエネルギーは熱電併給を義務化する立法措置を 

提言内容 

 1. FIT における木質バイオマスエネルギー利用の総合効率（エネルギー変換効率）は、投入エネ

ルギーの 60%以上を目標とし、熱電併給を義務付ける。 

 2. 10,000kW 以下の小規模発電については、熱供給に対し、FIT に熱割増を付加する。 

 3. 輸入燃料による大規模発電の入札価格を下げ、今後、国内資源の小規模熱電併給の普及を図る。 

現状及び課題 

 1. エネルギー基本計画における木質バイオマス発電は、電力供給だけでなく「我が国の森林を整

備し、林業を活性化し、地域分散型のエネルギー源としての役割を果たす」とある。 

 2. 現在、認定されている木質バイオマス発電は、規模の効率から大規模発電が主流であり、発電

所は臨港地に建設され、燃料は輸入に依存している。20,000kW 以上の設備件数は約 8割を占め、

発電量は 2030年の目標を既に十分達成している。＜参考資料―１および２＞、 

 3. 国内での木質燃料は地域に偏在しており、内陸での発電所は収集・輸送可能な燃料調達量から

小規模とならざるを得ない。木質発電の燃料コストは約 7 割を占め輸送コストを下げる必要が

ある。 

 4. 小規模発電では、kW当たりの設備投資額が高いので、FIT による電気収入だけでは採算性を得

るのが困難である。現状では 10,000kW 以下の件数は 1 割程度しかない。＜参考資料―１＞ 

 5. 今後は、熱エネルギーを回収し、熱利用を促進するための熱割増を付けて採算性を良くし、国

内資源を活用する小規模の熱電併給を優遇する措置に転じることが重要と考える。 

 6. 一方、FIT の国民負担（賦課金）の増大（現在年間約 2.4 兆円）が問題となっており、現在の

認定量の一般木材の大規模発電が実施されると年間約 1.5 兆円の買取費用が増えるとの試算が

ある。＜参考資料－２＞ 

 7 ２．項で述べた燃料輸入では、その資金は海外に流出する事になり、１.項に述べた国内林業活

性化等への貢献は少ない。国民負担を考えると燃料輸入による大規模発電は、今後 FIT による

支援額を縮小すべきである。10,000kW 以上は入札となるが、上限額は 10 円/kWh 台にするなど

更に安くする。（大規模発電は規模の効果により kW 当たりの設備投資額は安く、採算性は小規

模に比べ良い） 

 8. FIT の対象は、荒廃した森林整備も含め、国内資源を有効活用する小規模の熱電併給を主体に

し、投入エネルギーの有効活用を図るべきと考える。小規模であれば、熱利用のある施設の近

くで熱電併給が実施可能であり、需要家への熱輸送も容易となる。 

期待される効果 

 1. 小規模の熱電併給を優遇する事により、バイオマス材の搬出が増え、林業活性化につながる。 

 2. 小規模であれば、地域林業側と熱電併給事業者との一体化した取り組みが可能となり、燃料木

材価格などは相互に有利な条件で設定でき、地域としての事業採算性の向上が図れる。 

 3. 地域の木質資源を活用した熱電併給により、熱供給用の化石燃料代替も進み、地産地消・地域

分散型のエネルギー需給システムが構築可能となり、災害対応にも貢献できる。 
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必要な措置 

 FITの運用変更と改訂。熱割増の予算措置 

 

参考資料 

＜参考資料―１＞ 引用：調達価格等算定委員会「平成 30年度以降の調達価格などに関する意見」

（平成 30年 2月 7日）の資料 P.39 

 

＜参考資料―２＞ 引用：調達価格等算定委員会「平成 30年度以降の調達価格などに関する意見」

（平成 30年 2月 7日）の資料 P.45 
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② 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 山本 登 

提言先 農林水産省、林野庁、経済産業省、環境省 

提言名称 バイオマス熱利用におけるエンジニアリング強化政策の推進 

提言内容 

 今後のバイオマス熱利用促進は、我々も重要なプロジェクトと思います。以下の提案をします。 

 1. バイオマス熱利用設備、システム、設計エンジニアリングのレベルアップを図る。 

 2. そのためのガイドライン・指針を。専門家を集め策定し基本的技術として体系化し確立する。

この体系化した基本技術を教育・始動する仕組みも合わせて構築する。 

 3. 欧州のバイオマス熱利用機器（ポンプや温度調節器等）と同等の製品が安価に入手できる仕組

みおよび体制を作る。 

 4. バイオマスの熱利用事例は、導入後の稼働率、連続運転実績、エネルギー効率、採算性なども

情報を追加記載するようにする。できれば、「バイオマス熱利用の負の（マイナスの）事例集」

も作成する。 

現状及び課題 

 1. すでにバイオマス熱利用設備・システムを導入した現場からは、うまく稼働しない、設計通り

の出力がでない、想定より燃料費、工事費用がかかった、導入したボイラー・システムが最適

ではなかった等の問題点が続出し、稼働停止のバイオマス熱利用設備が多いとの情報が多い。 

 2. 梶山恵司氏（WBエナジー代表取締役社長）は、ボイラー導入・熱利用をビジネスとして実践し

ている立場から、以下の点を、日本の問題点として指摘している。 

  ・日本の従来のバイオマス事例は、最も多いのは、ボイラー本体のみ輸入技術。それ以外のハー

ド・ソフト、即ち付属設備、システムは、化石ボイラーの発想である。日本の、特に小型ボイ

ラー技術、熱設計・システムは陳腐化してしまっている。 

  ・熱負荷計算によるボイラー規模の選定、サイロ・燃料搬送装置設計の留意点などは、理解可能

な範囲であり、現状でも、勉強すれば十分対応することが可能である。 

  ・温水熱利用のシステムは、エンジニアリング面の理解がほとんどされていない分野である。 

 3. 梶山恵司氏（WBエナジー代表取締役社長）からはさらにコメントをいただいた。 

  ・欧州では、理論・技術の標準化・共有化が進む。中小のエンジニアリング会社が力を持ち、ユ

ーザーの立場に立って設計。ユーザーも一定の知識を持っている。 

  ・熱利用の現場の工事も、配管含め、技術力が必要で、自己流が通じない世界。 

  ・「バイオマスを合理的に利用するボイラー・関連設備機器の適切な組み合わせ＋温水を合理的

に利用するシステム」が日本では欠如している。 

  ・日本では、メーカーが、設計・施工（ボイラーのみならず、温水配管工事含め）・メンテナン

スすべてにわたり責任を持つ必要がある。 

期待される効果 

 1. バイオマス熱利用の設備、システム、エンジニアリングのレベルが向上することで、日本にお

ける真の熱利用が本格化する。 

 2. バイオマス熱利用設備、システムの最適化が進み、効率的なバイオマスの活用が本格化する。 

 3. 採算が向上すれば、結果、国民負担でスタートした熱利用プロジェクトも、自立可能で、地域

循環のサークルがうまく回れば、地域活性化につながるものと考える。 
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 参考資料 

問題点指摘事項 

【日本のバイオマス熱利用の問題点と課題】  

1.  バイオマスの熱利用に関しては、導入を検討している民間企業、地方自治体は多いと思いますが、 

現状、以下のような問題が指摘されています。  

2. バイオマス熱利用設備導入後、うまく作動しない、運転できない。初期トラブルが多すぎる。  

3. バイオマス熱利用設備を導入後、想定より初期事業費が高くなった。 想定外の工事費や調査費が

発生した。  

4. バイオマス熱利用設備を導入後、最適設備、最適システム、最適立地ではなかったことなどが後か

らわかった。  

5. バイオマス燃料が、スムーズに入手できない。入手できたとしても熱利用設備に適合しないため、

うまく稼働できない。  

6. 想定より稼働率が低い、設計能力がでていない。運転費用、メンテナンス費用が想定より高い。そ

のため、採算が悪く、赤字続きである。  

7. ボイラーメーカー、システム設計者、コンサルタントなどの熱利用の技術レベルが、未熟であり 

Know-How も少ない。  

8. バイオマス設備導入に当たっては、技術・エンジニアリングは、メーカー任せ、コンサルタント任

せで、依頼者としては、ほとんど関与しない。  

9. 日本では、バイオマス設備は大規模設備については、設備及びその エンジニアリングには大きな

問題は無い。一方。小規模プラント設備には大手メーカーは、 儲からないことから手を出してい

ない。そのため、技術レベル、Know-How 蓄積がほとんど できてこなかった。  

10. バイオマスボイラーと化石燃料用熱利用付帯設備・制御システムなどを直結しようとする ため、

ミスマッチングが発生し、設計能力がでない。 

 

木質バイオマス利用機器の費用対効果 〜投資金額と使用する木材の消費量目安〜 

 

 

利用用途 初期投資 木材消費量 備考 

家庭用薪ストーブ 10〜100 万円 1〜10 ㎥/年 燃焼効率により差異 

農業ハウス用薪ストーブ 30〜50 万円 10〜30 ㎥/年 100 坪程度のハウス 

給湯用薪ボイラー（従来型） 100〜300 万円 20〜100 ㎥/年 小規模の民宿・福祉施設等 

温水プールペレットボイラー 2,500〜4,000 万円 400 ㎥/年 ランニングコスト割高 

温水プールチップボイラー 5,000〜10,000 万円 500 ㎥/年   

温泉施設:年 5-10 万人利用規模）へ

の薪ボイラー導入 
2,000〜8,000 万円 500 ㎥/年 

ランニングコストは安いが人力

投入必要 

小規模分散型熱電併給プラント 

熱電併給 2〜3 億円 

（＋ペレット工場新設

2〜4 億円） 

2,500 ㎥/年 

（ペレット

900t/年） 

ブルクハルト社の例 

発電出力 180kW 

熱出力 270kW 

バイオマス発電所 

2,000kW 級 
14〜20 億円 

30,000〜

50,000 ㎥/年 

供給余力のある県のみで立地可

能 
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③ 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 荒川 英敏 

提言先 国土交通省、環境省、経済産業省 

提言名称 海洋エネルギーの FIT 化を 

提言内容 

 1. 海洋エネルギーの FIT 化を提言する。 

 2. 10 年前から開発された英国モデルの浮体式潮流発電が世界最大の 2000kW の定格容量に達して

おり、発電実績のある当システムを日本に導入し、FIT を活用して海洋エネルギー利用を促進し、

きっかけを作り、再生可能エネルギーの増大に貢献する。 

現状及び課題 

 1. 日本の発電エネルギーミックスは原発の安全神話の崩壊から原発の再稼働や新設は困難を極

めており、現状は石炭、天然ガス、石油の化石燃料が大半を占め、再生可能エネルギー比率は

太陽光、風力、バイオマス発電等と 10％足らずの水力と合わせても 15％に満たない状況である。 

 2. 日本でも再生可能エネルギーの一つである海洋エネルギーを活用した発電システムに潮流、潮

の干満エネルギーや波力エネルギー、海水の温度差を利用したシステムがあり、いずれも実験

段階での事例は報告されているが、実用化されて現在も稼働している本格的なシステムは極め

て少ない。 

 3. 潮流発電システムは以下の特徴を有する。 

  ＊潮流は地球の自転がある限り発生する無尽蔵の海洋エネルギーの一つである。 

  ＊潮流は安定しており、台風などの気象条件にも左右されない。 

  ＊発電中の C02 排出はゼロで、環境負荷に優しい。 

 4. 英国モデルの浮体式潮流発電は以下の特徴を有する。 

  ＊船形（非自走式・不沈型で長さ 64m、幅 3.8m、重量 500 トン、ローター長さ 16m） 

  ＊2基のローターに発電機が直結され、折り畳構造で船底の左右に取付けられている。 

  ＊発電容量：2000kW(1000kW ｘ 2基） 

  ＊ローター掃引面積が大きく大容量発電が可能（長さ 20m のローターに交換することで発電量の

50%アップが可能である） 

  ＊メンテナンスが容易にできる。（メンテナンス基地へ曳航して行う） 

  ＊電気、制御、油圧システムのメンテナンスは小型船舶から浮体（船体）に人員を移すだけでオ

ンサイトで行うことが出来る。 

  ＊DNV(Det Norske Veritas）規格に基づいたライフサイクル 20 年設計となっている。（DNVは 1864

年オスロで設立された第三者認証機関で石油ガス分野のリスクマネジメントを船主協会向けに

行うサービスプロバイダーである） 

期待される効果 

 1. 日本は四方海に囲まれており、潮流発電の設置場所は多くあると思われる。 

 2. 英国モデルの 2000kW 級の浮体式潮流発電システムを導入することによって海洋エネルギーの

活用を促進し、再生可能エネルギーの増大への貢献が期待出来る。 

 3. 産官学一体となり日本の造船、発電、送配電技術を結集し、将来的により良い潮流発電システ

ムを国産化し、国内産業の育成と雇用の創出や海洋国への輸出にも貢献できる。 
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 参考資料 

①英国モデル浮体式潮流発電の仕様      

  ・方式：                  浮体（船体式） 

・最大発電容量      1000kW x 2 基 

・出力電圧 周波数    6.6kV  50hZ 

・定格潮流速度      3ｍ/ｓ 

・発電可能最低潮流速度  1ｍ/ｓ 

・発電可能最高潮流速度  4.4/ｓ 

  ・ローター最高回転数   16/rpm 

・ローター直径      16ｍ x 2 

  ・ローター掃引面積    201㎡ x 2 

  ・浮体（船体）長さ    64ｍ 

  ・浮体（船体）重量    500トン 

  ・浮体（船体）最大直径  3.8ｍ 

・発電時吃水       25ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②英国モデル浮体式潮流発電の発電時と曳航時の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③2010 年、開発当時の 1号機 SR250  ④2018 年、発電中の浮体式潮流発電の最新型 SR2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤英国に集中する潮流の速い所 ⑥日本周辺の潮流と速さ ⑦瀬戸内海の潮流の速い海峡 
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④ 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 遠藤 和生 

提言先 経済産業省、環境省、農林水産省、日本経済団体連合会 

提言名称 原発０（ゼロ）、脱石炭火力発電で脱炭素社会に転換する実行戦略の確立 

提言内容 

 1. 原発０、脱石炭火力発電で脱炭素社会に確実に転換できる実行政策を確立する。 

 2. 再生可能エネルギー電力を主力電源として送配線に優先接続できる施策を急ぎ実行する。 

 3. 再生可能エネルギーを安定的・効率的に利用する水素エネルギー社会の実現に向け、再生可能

エネルギーをエネルギーキャリアに効率的に変換させる水素インフラの整備を推進し、水素イ

ンフラから電気エネルギー、水素、動力等を取り出して利用する基礎的・基盤的技術の実用化

を促進させて 2030 年頃からの本格的な活用を期して推進する。 

現状及び課題 

 1. 日本の再生可能エネルギー発電潜在力は、年間発電量 1 兆 1千億 kWh の 4倍以上あると環境省

が提示しており政府はエネルギー完全自給に向けた戦略政策を策定する責務がある。バイオマ

ス熱利用の拡大推進に向けたインフラ整備を自治体と連携して促進する施策を実行すべきだ。 

 2. 再生可能エネルギーによるエネルギー自給率向上促進投資は、電源開発交付制度（年 1兆 3100

億円）及び石炭火力発電の削減による化石燃料輸入額の減少分（年間 28兆円）で確保できるの

で多大な国民負担なしに再エネの自給向上が推進可能となる。 

 3. 2018 年 10 月に国連 IPCC は、「世界の平均気温上昇を 1.5 度に抑える目標達成には世界の温室

効果 G排出量を 2050年までに実質０にする必要がある」旨提起した。日本は未だその長期戦略

が未提出になっている。その長期戦略達成に向け日本が原発０、脱石炭火発で脱炭素社会に確

実に転換できる戦略政策確立と目標達成は十分に可能である。 

 4. 東電福島原発事故が未収束なのに原発再稼動と石炭火力発電への依存率向上で地球温暖化防

止に逆行する日本の動向を転換させる上で恵まれた日本の再エネ資源を活かすエネルギー自給

率向上を期す中長期行程の作成と実践が重要となる。 

 5. 電源開発交付金は原発事故問題の収束と再稼動に振り向けられ、石炭火力発電燃料の輸入額は

年２８兆円となっている。この現状を、再エネ資源を活かすエネ自給率向上に転換させること

で持続可能な資金として地方創生に活用される。 

 6. 2016 年に 1 千ヶ所を超えた市民地域共同発電所は 2020 年には 2 千ヵ所以上に増加すると専門

家も指摘している。市民地域共同発電所と自治体が連携するバイオマス発電への助成強化が再

生可能エネ自給率向上と地法創生を確実に促進させる。 

期待される効果 

 1. 節電と再生可能エネ自給率向上により化石燃料消費量は 2030年には 2010年の半分に減少し、

エネルギー起源 CO2を、2050 年に０（ゼロ）にすることは実現可能となる。 

 2. 市民と自治体、企業の地域での協同と協力が発展して脱原発で地球温暖化防止 に貢献して地

域経済の発展に役立ちエネルギーの自給向上によるエネルギー安全保障を高めて平和で持続的

な社会の発展を確実にする。 

必要な措置 

 電源開発交付制度（年１兆３１００億円）及び石炭火力発電の削減による化石燃料輸入額の減少

分（年間２８兆円）を再生可能エネルギー発電事業の助成に転換させる。 
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⑤ 

 提案日： ２０１９年４月２５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 日本企業によるバイオマス事業の海外展開促進 

提言内容 

 1. 地球温暖化対策や自然環境の取り組みは、地球規模で広がってきている。特に、世界的規模で

バイオマスエネルギーの導入が進められている。このバイオマスエネルギービジネスのグロー

バル化をチャンスと捉え、日本企業による、バイオマス事業の海外進出の促進を図る。 

 2. 世界最大級のバイオマス資源を有するアジア地域において、その持続可能な生産促進と再生可

能エネルギー・ 有用物質製造の循環システムを構築するのに最適な場所であると考える。 

 3. アジア各国・研究機関と連携して（農工連携を含め）日本が開発してきた技術の輸出・実用化

を目指し、地球温暖化防止、エネルギー効率化に貢献できるようにする。 

 4. 日本の環境産業企業は、このグローバル化を契機に、今後の成長に向けて輸出や海外進出に活

路を見出せる機会と考える。 

 5. 問題解決に向けた具体的な動きとして、TPP での提唱、ASEAN サミットでの提唱をするなど、

日本がリードする活動推進を提案する。 

現状及び課題 

 1. 日本国内のバイオマス燃料生産は、FIT制度の導入により増産傾向にあるが、2030年までに計

画されているバイオマス発電に必要な量の確保の見通しは厳しく、これをコスト/パフォーマン

ス、安定供給ができる形で、国産バイオマス燃料と補完・共生する意味で、アジア地域でのバ

イオマス燃料の生産と、日本国内への輸入促進を図る必要がある。 

 2. 資金的にも、FIT 制度を国内のみに適用するのではなく、海外の日本プロジェクトにも適用す

るようにし、資金的援助、ファイナンス支援など幅広く展開していく必要がある。 

 3. すでに、産総研などで、各国各研究機関との連携とともに、多国間で、「バイオマス・アジア」

の展開を推進しており、アジアの環境エネル ギーパートナーシップを推進することで、持続可

能でグローバルな産業構造の構築 にも貢献してきている。それをさらに促進する。 

 4. アジアは、その気候条件等から豊富な バイオマス資源に恵まれ、世界の バイオマス資源の 3

割強が分布している。その一方で、アジアの一部では砂漠化や森林伐採による荒廃地化が進み、

砂漠化防止・森林再生に向けた、植林も含めた新たなシステムの構築の必要性が高まっている。 

 5. バイオマス利活用に関わるアジア 諸国の行政・研究関係者と我が国の関 係機関（農林水産

省・経済産業省・文部 科学省・産総研・農水 5 研究機関・東京 大学・（財）地球環境産業技術

研究機構 （RITE）・産業界等のオールジャパン組織）による大がかりなプロジェクトとする。 

 6. これらの活動を通し、CO2 削減取引を拡大し、日本としての CO2削減を推進する。 

期待される効果 

 1. 競争力がある日本の環境、省エネルギー、廃棄物のリサイクル分野等の売込みを図る。 

 2. バイオ燃料をエネルギー資源と位置付け、海外、特に支援国で生産するバイオ燃料の日本輸入

を含め、当該国内外に販売する。 

 3. バイオマス関連企業のグローバル活動によって、バイオマス関連技術を向上させ、国内のバイ

オマス資源の有効活用に寄与。 
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⑥ 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 吉野 雅一 

提言先 林野庁、環境省、国土交通省 

提言名称 国内森林資源の利用推進のための切り札（多様性の高い森林への転換） 

提言内容 

 1. 中大規模木造建築の普及促進のための国内森林資源のデータベース化と公開 

 2. 国内森林の多様性の高い森林への転換を図り、環境対応とマテリアル利用の促進のために国家

を上げて長期計画の森林再生を実施 

現状及び課題 

 1. 国産大型木材の調達で質・量の把握が出来ず、中大規模建築促進の足枷となっている。 

 2. 国産材の大量使用の促進政策を図るも、価格比較によって外材供給に頼る傾向が止まらない。 

 3. 現状の我が国の森林は杉・桧が大半を占めている為、高強度要求の木材に不向きである。 

 4. 木質バイオマスエネルギーの利用上では、杉・桧はガス化及びチップ・薪燃焼の何れもカロリ

ーの低い材種であり、伐採搬出・加工・運搬・灰処理の何れも効率的に不利である。 

 5. 国土の多くを占める森林の多くが杉・桧の針葉樹が多いために、生物的多様性などの環境的な

アンバランスを助長させている。 

 6. 我が国内の森林活用率は低く、二酸化炭素の吸収量の促進化や、森林地域の経済循環の活性化

に結びつかない実態があり、まだまだ森林業人口の減少化や高齢化が改善されていない。 

期待される効果 

 1. 我が国内の二酸化炭素の吸収量の促進や、敷いては国内経済循環の活性化に結びつかない実態

がある。 

 2. 地震や台風への対応から、我が国の建築は強度要求が高く、ＣＬＴ材や中大規模建築に要求に

応える材種は、ＥＵ諸国の様に唐松類が強度特性の良い（ヤング係数等の高い材種）であり、

ＣＬＴ工法や中大規模木造建築の促進では有利になる。 

 3. 長期計画に依って、多様化した森林への造営を図ることで、成木になる年数の早い樹木が増え、

森林事業の経済循環効率の高まりが推進され、森林地域の経済的改善が見込まれる。 

 4. 国内産材の利用推進が図られ、森林資源の転換も進み、資源循環が多くなれば、Ｃ／Ｄ材など

の高カロリー樹種が増えることで、木質バイオマスエネルギーの利用促進にもなる。 

 5. 森林地域の事業の活性化が推進すれば、内需の拡大やエネルギーの国内調達率の改善などか

ら、国の貿易収支の改善が進み、国民の豊かさの増幅になる。 

必要な措置 

 1. 森林環境税の活用の中で森林帯の長期変革を計画した事業に係る経費の支援政策や特別税制

措置 

 2. 地域森林資源のデータベース構築と公開化事業に関して係る経費の支援政策や特別税制措置 
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 参考資料 

 

現状の国内の森林は針葉樹・広葉樹の分布が凡そ五分五分だが、人工林の殆どは針葉樹になっている。 

自然環境上の森林分布では国土の殆どで広葉樹の生育が可能であり、針葉樹のみ生育が可能な高地面

積は極一部に限られている。（森林・林業学習館 WEBサイトより引用） 

 

針葉樹ではカラマツ・アカマツ、広葉樹の一般的樹種の特性が構造材や燃料に適している。同一体積

では比重の大きい樹種の方が燃焼時のカロリーが大きくなる。（日本木材総合情報センターより引用） 

 

国内生産量は圧倒的にスギが殆どとなっているが、扱い易く用途の広いカラマツが僅かに生産量を増

やす以外に、他の樹種の生産量は減少している。国内供給体質の改善が森林事業全体の推進になる。 
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⑦ 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 田口 幸央 

提言先 林野庁、全国の自治体・森林組合、 

必要に応じて国の政策を立案する立法府（与野党の政務調査会） 

提言名称 森林環境税等の恒久財源を機に持続性のある路網等のインフラ整備 

提言内容 

 1. 森林環境税・譲与税等の恒久財源立ち上げを機に、持続性のある路網等のインフラ整備政策を

推進し、安全性・効率性の良い機械化林業による再生産可能資源である木質バイオマの積極的

な利活用と環境保全機能のバランスを取り戻す。 

現状及び課題 

 1. 日本林業の長い間の課題は「 森林に木があるのに何故材が出てこないのか」。この根源的な解

決策を林家の大多数を占める中小零林家の負担で賄おとしてきたところにある。 

 2. その結果、極端な山元立木価格安を招き、林家の経営意欲を失わせてしまった。 

 3. 課題解が遅々として進まなかった主要因は安定財源が無かったこと。そこで森林環境税を財源

とする路網整備政策の積極的推進を提言し、効率の良い林業機械導入を可能にして上記課題に

取り組む。 

期待される効果 

 1. 路網密度向上により材の搬出負担の軽減と安全性向上により搬出価格の適正化を可能にする。 

 2. 定期的な間伐材の出材も容易になり、未利用材や切捨て間伐による林地残材を減らし、「地域

内小型バイオマス熱電併給システム」等への原料材の安定供給が期待される。 

 3. 森林の持つ CO2吸収能や炭素固定、水源涵養機能、国土保全機能の増強も可能にするとともに

森林・林業地帯への人々のアクセスを容易にして観光・エコツアーや森林セラピーなど地域に

人々が集まり国民の健康長寿に寄与し、高齢者を元気にすることで医療費抑制に寄与する。 

必要な措置 

 森林環境税・譲与税を優先的且つ長期間路網整備に投資すれば、林業の機械化も容易になり得る。

そのための必要な法や条例を改正し、申請・審査・報告等の手負担を簡明にすれば、自ずと林経

営者や従事者の経営意欲を喚起する措置を工夫する。 

 

参考資料  

 １ スギ製材品価格の生産段階別構成額推移グラフ 

(山元立木価格にだけ大きな負担 アジア航測 2019年資料) 

 ２ 森林基幹道開設による素材生産コストの変化資料（アジア航測 2031年資料） 

 ３ 各国の路網密度比資料（稲熊氏資料 平成 10年） 

 ４ 路網整備の考え方について（林野庁資料 平成 27 年） 

 ５ 伐採箇所の奥地化に伴う最適路網の検討報告書（宮崎大学桜井倫氏資料 平成 29年） 

 ６ 最適路網の検討をふまえた新たな路網整備報告書（同桜井倫氏資料 平成 30 年） 
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⑧ 

 提案日： ２０１９年４月２５日 

 提案者名： 山本 登 

提言先 農林水産省、林野庁、厚生労働省、環境省 

提言名称 林業の労働力確保（外国人技能実習制度の林業への導入） 

提言内容 

 1. 林業に、若者のほか、外国人技能実習生の受入れを可能にし、地域の林業技術の活性化、研修

を受けた実習生が、母国に帰国し習熟した技能展開をすることで、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作成する。 

 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。 

現状及び課題 

 1. 国勢調査によると、林業就業者の数は 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。 

 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。 

 3. また、現状の林業では、他産業に比較し、賃金が低く、これでは、家族を育てられず、さらに

は、現状の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、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、現状の問題に加え、さらに支障が起きると予測する。 

 4. 日本では、長期にわたり、林業教育推進への取組みの遅れ、林業教育の停滞の歴史がある。最

近では、林業の機械化、システム化が必要となり、林業作業内容は、より高度化するとともに、

チームでの作業が中心になってきており、この新しい林業教育のシステム確立が急務である。 

 5. 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。 

 6. ASEAN 域内のバイオマス燃料のサプライヤー等に対する日本で必要な高度の技術移転・品質管

理能力の 向上を図ることを目的に、ASEAN 進出日系企業の技術やノウハウを活用して、日系企

業各社の取引先（取引先候補を含む）や出資先等に対する人材育成事業を実施する。 

期待される効果 

 1. 外国人技能実習制度導入促進のため、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べく、林業関連の技術、Know How の体系化・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。 
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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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⑨ 

 提案日： ２０１９年４月５日 

 提案者名： 澤 一誠 

提言先 農林水産省（林野庁）、経済産業省、厚生労働省、法務省、外務省、 

国土交通省、総務省 

提言名称 東南アジアからの林業担い手人材の受入れと日本の林業技術の移転 

提言内容 

 1. 日本の林業労働力確保の為に、ベトナム等東南アジアから林業の担い手人材を受入れる。 

 2. 日本での実習・就労を通じて習得した技能・技術・経験・ノウハウを当該国に移転する。 

 3. これら活動を通じて両国の林業生産性を向上させ、今後飛躍的に拡大する日本のバイオマス発

電用燃料需要を満たす為に、燃料材（ペレット製造用原料等）の供給力拡大を図る。 

 4. これによって、バイオマス発電用燃料として使用出来る国産材の供給量を拡大すると共に、ベ

トナム等東南アジアに於いて日本企業がペレット製造事業を推進出来る体制を整備する。 

現状及び課題 

 1. 2021 年以降の日本の FIT バイオマス発電急拡大に伴い、2018 年実績で 100 万トンを突破した

木質ペレットの需要は、2021 年に 200万トン超、2023年に 500 万トン超、2025 年以降には 1,000

万トン以上に拡大する見込みだが、国内材で賄える量はその 1～２割程度しかないので（「森林・

林業基本計画」燃料材供給可能量 2025 年 8百万 m3から試算）、これを拡大する為の方策として

（路網整備と共に）林業の担い手人材不足の解消が深刻な課題となっている。 

 2. 一方、木質ペレットの輸入元は Sustainability/Traceability 問題等より現在カナダからの輸

入が太宗を占めているが、今後は輸入元を東南アジアにも拡大して日本企業が現地企業と合弁

でペレット製造事業に取組む「開発輸入型」の展開を志向すべきであり、この際に最も重要な

要件となる長期安定的な認証材調達を実現する為のスキーム確立が不可欠である。 

 3. 愛媛県では平成 29～31 年度ベトナムから毎年度 5 名の短期研修生を招き「林業担い手外国人

受入れモデル事業」を行ない非常に好評を得ているが、現行制度では林業は技能実習 1 号に位

置づけられており、研修期間が 1 年となっているので、これを 3 年以上（出来れば 5 年）にす

べく見直すべきとの声が出ている（添付「平成 29年 5 月付林政ニュース」ご参照）。 

 4. ベトナムとは JICA が農業分野で「日越農業協力中長期ビジョン」として、ベトナム農業人材

の日本での技能実習・就労（研修期間 5 年）とベトナムへの技術移転のプログラムを検討して

いるが（添付「2019 年 1月 18 日付 JVF農業セミナーESUHAI 社講演資料」ご参照）、林業につい

ては現状対象になっていない状況。 

期待される効果 

 1. 上記 1./2.の課題を同時に解決する為に、日本では東南アジアから技能実習者・就労者を受入

れることで林業労働力確保・拡充を図り、東南アジアでは日本の森林管理システムや植林・造

林技術を習得した人材を林業に投入してペレット製造用原材料調達スキームを確立する。 

 2. 東南アジアでの展開については、先ずは日本へのペレット供給を前提にペレット製造事業を推

進するが、日本での燃料材供給力拡大に伴って日本への供給量を減らすことが出来れば、余剰

のペレットを活用して、日本企業が当該国でバイオマス発電事業（既設石炭火力での混焼案件

を含む）を行ない、JCMプロジェクトとしての展開を図ることが期待される。 

必要な措置 

 1. 林業の現行研修期間 1 年（技能実習 1号）を 3年（同 2号）、出来れば 5年（同 3号）に延長。 

 2. JICAと農水省（林野庁）による予算措置とプロジェクトの推進支援。 
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 チャート図 

 ・「東南アジアからの林業人材の受入と我が国林業技術の移転」 

 

 

 ・「Acceptance of forestry human resources from Southeast Asia and transfer of Japanese  

forestry technology」（英語版）  

 参考資料 

 ・平成 29 年 5月付林政ニュース  

 ・2019年 1月 18 日付 JVF 農業セミナーESUHAI 社講演資料  

 


