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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する市民・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や里山・里海・バイオマス等の地域資源を活かし

た事業創出、林業・木材産業の活性化、新たな地方創生等に取組みたいと考えています。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延により、経済、社会をはじめあらゆる分野で

多大な影響・損失が発生し、2020年末になっても収束が見通せません。余剰に支えられた経

済からの脱却、地方での新しい働き方の模索など、ニューノーマルといわれる価値観の転換

も始まっています。 

当会は平和で安全な暮らしが守られる社会が続くよう、温暖化防止・脱炭素と SDGsの達成

を基本目標として各分野のイノベーション及びレジリエンスの強化をめざしています。 

以下に、当会が勉強会・フィールドワーク等を通じて取りまとめた第１章８項目の提言と、

当会の会員による第２章１０項目の提言を提案いたします。 

 

２０２０年１２月 

特定非営利活動法人 農都会議 

代表理事 杉浦 英世 

 

 

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 

 

【提言項目】 

①バイオマス熱普及の新制度創設、熱供給ビジネスのイノベーション促進 

 ・熱利用のロードマップ作成 

 ・熱利用の CO2削減効果の見える化 

 ・熱利用推進政策の効率化、補助金見直し 

 ・熱売り事業（バイオマスボイラー等のリース、ESCO事業）促進 

②温室効果ガス排出ゼロ実現の前倒し、分散型エネルギー推進、系統運用改善 

③森林・林業の炭素貯留機能の強化、「森林価値」の最大化 

④国産材・国産バイオマスの最大限活用 

⑤多様な林業機械の開発と ICT化の推進 

⑥森林・林業の多様な担い手育成 

 ・賃金引き上げ等による林業の担い手拡充 

 ・地域バイオマス活用のための多様な主体の活用 

⑦地域エネルギー・インフラサービス会社の普及 

⑧一次産業復権と新たな地域事業創出の仕組作り 

 ・一次産業を活かしたスマートコミュニティの普及促進 

 ・労働者協同組合法の早期施行、特定地域づくり事業協同組合制度の持続可能性 
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１．再生可能エネルギー・バイオマス活用 

     バイオマス熱普及の新制度創設、熱供給ビジネスのイノベーション促進 

■ 熱利用ビジネスを普及することで、熱利用インフラの整備と技術開発を促す新制度を創設 

（１）熱利用のロードマップ作成 

 ・２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロに向け、費用対効果に優れた再生可能エネルギー

熱利用政策を見直し、その中でのバイオマス熱利用を位置付け、熱需要の実態把握を行

い、熱利用ロードマップ作りをスタートする。 
 

（２）熱利用の CO2削減効果の見える化 

 ・一次エネルギーは電気 4 割、熱 6 割と言われる。熱利用の中の再生可能エネルギー熱利

用の CO2削減効果の定量化を図り、政策策定に資する見える化を進める。 
 

（３）熱利用推進政策の効率化、補助金見直し 

 ・木質バイオマスエネルギー活用は高いポテンシャルを秘めているが、コストの高止まり

が難点。普及の実効性とコスト低減効果を上げるために、補助金の対象には一定の技術

要件を課す必要がある。 
 

（４）熱売り事業（バイオマスボイラー等のリース、ESCO事業）促進 

 (1) 熱売り事業 

 ・既存の熱供給事業者が再エネも導入 

 ・新規に再エネ熱利用事業を立ち上げ 

 ・熱供給事業推進のための法制度整備（一定期間の契約の保証、税控除等） 

 (2) バイオマスボイラー等のリース 

 ・現状、ボイラーリースは補助対象となっていない 

 ・途中解約の場合の条件の詰め 

 (3) ESCO事業 

 ・顧客は従来の光熱費負担のみでバイオマスボイラー導入等が可能 

 ・地域における需要の確保が必要 

 ・ファイナンスが課題 
 

（５）熱利用環境の整備 

 (1) 熱利用及びバイオマス利用全体の相談窓口の常設および周知 

 ・総務省地域力創造グループ地域政策課（分散型エネルギーインフラプロジェクト） 

 ・再エネコンシェルジュ（資源エネルギー庁） 

 ・環境省地球温暖化対策課、環境計画課 

 ・下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ（国交省） 

 ・日本木質バイオマスエネルギー協会（林野庁事業） 

 (2) 熱需要と熱供給（燃料）のマッチング データベース作成・公開・促進 

 ・地域（自治体単位など）の熱需要のマッピング、未利用廃熱や廃棄物処理熱などの供給、

提言 １ 
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燃料の情報をマッチングするモデルの構築、マニュアルの作成、補助制度 

 (3) 人材育成 

 ・(1)～(4)の事業を行う事業者の育成（OJT） 

 (4) 地域における熱利用見直しに関する協議会の設置、相談窓口設置、それに関する助成 

 (5) 木質バイオマスボイラーの規格統一 

 (6) 熱・CO2取引制度（熱利用カーボンプライシング、J-クレジット）推進 

 (7) 熱の府省庁横断組織（機能）の開設と主管庁の明確化 
 

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。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と CO2 削減効果を数値的に示すなどの具体的な促進策を導入する。 

そうして、熱利用の 2km四方クラスターを配置・集合させた自給経済圏作りをめざす。 
 

■ 技術革新によるバイオマスボイラー、バイオマス熱電併給（CHP）の国産化を促進 

地域への小型熱電併給が進まない理由は、現状の燃焼・発電設備は各地域材に適している

訳ではないことがある。地域に豊富にあるバイオマス資源を活用するために、イノベーショ

ンを進め、国産化を誘発する大胆な支援策を要請する。 
 

■ 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。 

 

     温室効果ガス排出ゼロ実現の前倒し、分散型エネルギー推進、系統運用改善 

■ エネルギー基本計画の見直しの中で目標数値のアップと前倒しを図る 

２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロに向け、２０３０年エネルギーミックスにおける再

生可能エネルギーの比率を少なくても５０％以上とし、更に CO2 削減実質ゼロの達成年を前

倒しするなど、第 6次エネルギー基本計画の前向きな議論に期待する。 
 

■ 防災力、環境力強化のため分散型エネルギーを推進 

FIT 後もコロナ禍等のパンデミックや重大事故、大規模自然災害に対する社会の脆弱性か

らレジリエンス機能を強化するため、熱電併給型小型バイオマスを推進していただきたい。 

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、容量市場の改善 

政府の電力システム改革第３弾の発送電分離が 2020年より本格化したが、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。また、卸取引市場経由の電力調達はコストアップとなり、新電力の

経営、FIT電源の魅力低下の恐れとなっている容量市場を改善する。 

提言 ２ 
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２．森林・林業再生 

     森林・林業の炭素貯留機能の強化、「森林価値」の最大化 

省エネ・再エネ活用による CO2 排出源対策のほかに、バイオ炭、炭素の地中封入、海藻を

活用するブルーカーボン等の炭素貯留は可能性が大きい。農林漁業の一次産業にはカーボン

マイナス効果が期待されるが、特に森林・林業は吸収源としての役割の他に、炭素貯留機能

の発揮・強化が求められる。木炭・竹炭等のバイオ炭の CO2 貯留効果のポテンシャルは大き

く、土壌改良材として全国的に農地施用できればカーボンマイナス効果は絶大となる。J-ク

レジット制度の一層の活用も図る。 

林業は長期の視点が必要な産業であり、環境機能をさらに向上させて「森林価値」の最大

化を図るとともに、“国民の宝の森林資源”を守り、活かすことが肝要。 

 

     国産材・国産バイオマスの最大限活用 

 森林ライフサイクルの更新に環境機能の強化とともにバイオマス活用が求められる。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経済の成長につなが

る国産バイオマスを最大限活用し、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。 

また、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り、政府全体の予算を組み換えるなどして林野庁予算の大幅

な増額を求める。 

 

     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・

森林の台帳も整備する。 

 

     森林・林業の多様な担い手育成 

■ 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。 

提言 ３ 

提言 ５ 

提言 ６ 

提言 ４ 
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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）」を推進し、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。 
 

■ 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。ウ

ィズコロナやアフターコロナの時代には、ワーケーションや周遊型・滞在型のエコツーリズ

ムの活用も有効。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。 

 

 

３．持続可能な地方創生 

     地域エネルギー・インフラサービス会社の普及 

■ 地域エネルギー・インフラサービス会社制度の創設 

地域のパブリックサービスの持続可能性の観点から、公共部門の官民連携が進められてい

る。エネルギー部門では、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」制度の創設を提案する。 

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。 

 

     一次産業復権と新たな地域事業創出の仕組作り 

■ 一次産業を活かしたスマートコミュニティの普及促進 

コロナ禍の影響でインバウンドが激減し観光立国は風前の灯火となっているが、そうした

地域の脆弱性に対し、一次産業復権を今一度考える必要がある。 

「スマートコミュニティ」は、ICT、ロボテック、AI等の近未来技術を活用し、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。農林漁業の一次産業には

大きなキャパシティが存在し、意義を啓発して地域への普及を進めるため、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新しい

コミュニティ技術を活用した情報共有と活動推進組織作りに努める必要がある。 

各府省庁には様々な地方創生策があるが、スマート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て実施化を進め、農山

漁村のスマートコミュニティモデルづくりを図る。 
 

■ 労働者協同組合法の早期施行 

域外資本に頼らずに地域事業を創出しようとする人々にとって、労働者自らが出資して事

提言 ７ 

提言 ８ 
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業を行うことが可能になる「労働者協同組合法」（2020年 12月成立）は、事業組織づくりの

有用な選択肢となり得る。地域のエネルギービジネスへの期待が高まる中、法制度の早期施

行と、使い勝手の良い制度となるように不断の見直しを望む。 
 

■ 特定地域づくり事業協同組合制度の持続可能性 

地域人口の急減に対処する「特定地域づくり事業協同組合制度」（2020年 6月施行）は、地

域の事業者が集まってつくる組合が移住者を雇用し、さまざまな仕事に派遣する新たな仕組

みであり、安定的な雇用環境と一定の給与水準の確保をめざしている。本制度は、地域おこ

し協力隊員の任期終了後の就労・定住率向上への期待もあり、健全な運営を図るための定量

的評価を行うなどして、持続可能な制度維持を望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 農都会議の各会員から提案 

農都会議の会員は、自主的に、多様な視点から多彩な提言をまとめています。 

 

【再生可能エネルギー、温暖化対策関係】 ()内は提案者名 

①熱利用インセンティブシステムの導入（山本登） 

②バイオマス熱利用を促進する人材育成（山本登） 

③バイオマスボイラー統一規格の策定（山本登） 

④バイオマスボイラー協会の設立（山本登） 

⑤海洋プラスチック削減による環境問題の改善（山本登） 

⑥ロンドンで導入されている渋滞税を東京に！（荒川英敏） 

 

【森林・林業関係】 

⑦森林資源活用による日本復興（手塚信利） 

⑧自伐型林業への就業者支援事業推進（田口幸央） 

⑨増大する皆伐後の植林放棄地へ監視システムを（田口幸央） 

 

【地方創生関係】 

⑩地域の自給力、持久力を高める地域エネルギー事業の推進（杉浦英世） 
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 提案日： ２０２０年 ６月１日 

 提案者名：ＮＰＯ法人農都会議 山本 登 

提言先） 経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 バイオマス熱利用促進；熱利用インセンティブシステムの導入 

提言内容 

1. 再生可能エネルギー、特にバイオマス熱利用にインセンティブを付与する経済的仕組みの導入 

2. 国際的にも環境問題、特に CO2 削減は日本が世界をリードした時代もあったが、最近では欧米

に遅れている。現状では石炭火力発電に大きく依存せざるを得ない電源構成の日本が、バイオ

マス熱利用を促進し、欧米に競合できる CO2 削減制度としてのインセンティブシステムの導入

を提言する。 

3. 具体的には、世界的動向のカーボンプライシング制度を、日本の CO2 削減のメインの仕組みと

して具体化していく中で、バイオ マス熱利用のインセンティブ制度の早期確立を提言する。 

現状及び課題 

1. 小規模なバイオマスボイラは、地域活性化に貢献すると共に、バイオマス特有のエンジニアリ

ング、設計など適切な設備・システム設計、配管・配線・施工技術を確立すれば、地域の建築

事業者や設備工事者と取り組むことができ、熱利用ビジネス拡大が可能である。 

2. 現状のバイオマス熱利用に対する助成は導入時の補助金が主たるものであり、運用コストまで 

補填できるものとはなっていない。 また、環境税（地球温暖化対策のための税）が 2016 年か

ら導入されたが、税率が低いため、化石燃料から木質バイオマスに変更しようとするインセン

ティブ効果は小さい。 

3. 今回提案するカーボンプライシング制度は、世界 42 の国・25 の地方政府が導入又は導入検討す

るなど、世界中に拡大しつつある。一部の導入国・地域において、排出を削減しつつ経済成長

する（デカップリング）事例が観察される。  

4. スウェーデンでは、炭素税導入により、地域熱供給におけるバイオマスの活用が拡大。日本の

エネルギー需要の約 50％は熱（空調、給湯、調理、産業用）、電気需要は 20％台である。 

5. 2019/12/13 - スペイン・マドリードでの国連気候変動枠組み条約第 25 回締約国会議（COP）の

開催期間中、日本は国際的環境 NGO「気候行動ネットワーク」から 2 回も「化石賞」を授与され

た。同賞は地球温暖化対策に非協力的な国に贈られるもので米国は６回受賞している。 

6. 再生可能エネルギーとして CO2 排出削減に寄与する唯一のエネルギー。 重油・灯油ボイラー代

替による CO2 削減が、最重要課題。太陽光や風力などは発電にかたよるが、木質バイオマスは

熱利用にも貢献できる。  

7. 地域で取り組みやすい。地産地消、雇用の拡大等により地域を直接潤す。未利用材の有効利用

になり、ひいては森林資源の整備につながる。 

期待される効果 

・バイオマス熱利用促進により化石燃料使用が削減され、大幅な CO2 削減効果が期待できる。 

・かっては環境問題の優等生であった日本であるが、この導入により、世界競合出来るインセンテ

ィブシステムを構築することで、環境分野における日本の地位の向上、 

・木質バイオマスボイラー導入の飛躍的拡大が期待でき、地方創生の起爆剤となる。 

・バイオマス活用が進み、森林整備の促進が期待できる。 

必要な措置 

  

① 
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参考資料 

1．日本におけるバイオマスボイラー導入台数の推移 

・下図に、日本のバイオマスボイラー導入台数の推移をしめす。2002年にバイオマスニッポン総合戦

略が策定されてからバイオマスボイラーは増加してきたが、2014年をピークに、以降は減少に転じ

ている。その数も2,000台程度と、欧州の量産バイオマスボイラーメーカー1社が年間に生産する台

数にも満たない規模である。 

・正確には、この数字には薪ストーブも入っており、我々の言うバイオマスボイラーは約700台しか

導入されていない。 

・欧州では21世紀に入り、地球温暖化問題を政策の最優先課題として取り組み、バイオマスの熱利用

を積極的に推進してきた。化石燃料の高騰がこれを後押しし、バイオマスをはじめ、再生可能エネ

ルギーの利用は飛躍的に拡大している。ドイツやオーストリアでは、今後、石油ボイラーが段階的

に禁止されることから、バイオマス熱利用はさらに拡大する勢いである。 

・欧州では、数万から、数十万という普及台数であり、その普及には大きな差がある。何れの国も日

本と同様に石油を蒸気・温水に使用していたが、地球温暖防止という切り口で、政策的に化石燃料

からバイオマスへの切替が行われた。 

・我々も、日本は森林大国と言われ国土の 70％が森林に覆われていることと、工業的、家庭的にも熱

の需要は十分にあるという、極めて恵まれた環境にある。 

・我々NPO 法人農都会議では、下図に示すように、バイオマスアカデミー活動を通じて、バイオマスボ

イラー導入を飛躍的に増大しようとしている。そのための準備を鋭意実施している状況である。 

※バイオマスアカデミー・バイオマス熱利用勉強会・教育資料より抜粋 

 

2．RHI導入後の英国のバイオマス熱利用は飛躍的に拡大した。 
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・下図は、RHIを導入した英国のバイオマスボイラー導入件数の推移を現わしている。 

・2013 年の英国はバイオマスボイラー導入件数は約 1000 台程度であったが、2011 年の RHI 導入

をきっかけとして、わずか 5年程度で 14000台と飛躍的に増大した。 

・当初は家庭用、小規模産業用の小型バイオマスボイラーへの助成率が高かったために、その導

入が進んだが、これらに対する助成率を引き下げたことから、次第に中規模、大規模のバイオ

マスボイラー導入が進んだが、200kW 以下の小型バイオマスボイラーが 86％の件数となってお

りメインである。 

・日本の現状は、まさに 2013 年の英国の状況である。日本版熱インセンティブ制度の導入により、

熱利用は一気に拡大するものと期待する。 

※バイオマスアカデミー・バイオマス熱利用勉強会・教育資料より抜粋 

 

・RHI 導入により 2011 年以降、英国ではバイオマスボイラー導入が飛躍的に進み、CO2 削減に大

いに貢献した。またこのシステム導入により英国はこの分野で世界をリードしている。 
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4．日本にバイオマス熱利用インセンティブ導入の提案 

【現状】 

・日本の現在のバイオマス熱利用に対する助成は導入時の補助金が主たるものであり、運用コス

トまで 補填できるものとはなっていない。  

・環境税（地球温暖化対策のための税）が 2016年から導入されたが、税率が低いため、化石燃料

から木質バイオマスに変更しようとするインセンティブ効果は小さい。 

・世界の中でも日本は、石炭火力発電を中心としたエネルギー政策をとっており、CO2 削減とい

う環境問題への取組みが低いと評価され、化石賞という不名誉な賞を受賞している。 

【具体策】 

・日本においても、カーボンプライシングの採用を進め、今後仕組みとして具体化していく中で、

バイオマス熱利用を明確に位置づけていく必要がある。 

・カーボンプライシング制度は、世界 42 の国・25 の地方政府が導入又は導入検討するなど、世

界中に拡大している。導入国・地域において、排出を削減しつつ経済成長する（デカップリン

グ）事例が観察される。日本の現状は、かなり低いと言わざるを得ない。  

・スウェーデンでは、炭素税導入により、地域熱供給におけるバイオマスの活用が拡大。 

※バイオマスアカデミー・バイオマス熱利用勉強会・教育資料より抜粋 

 

・炭素税率の国際比較；日本は国際的に見ても最低レベルである。・ 
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 提案日： ２０２０年 ６月１日 

 提案者名：ＮＰＯ法人農都会議 山本 登 

提言先  林野庁、環境省、国土交通省、経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 バイオマス熱利用を促進する人材育成 

提言内容 

1. バイオマス熱利用に関する技術は、バイオマス特有の知識・ノウハウが必要で、これらを熟知

したバイオマス専門家としての人材の育成が急務である。 

2. この人材の育成には、適切な人材、適切なテキスト、適切なカリキュラムが必要で、我々NPO

法人農都会議では、バイオマスアカデミーを設立し、バイオマス熱利用の教育・勉強会、バイ

マス熱利用の書籍発刊などの活動を展開しており、この人材育成に貢献できるモノと考える。 

3. 特に、バイオマスボイラーの選定や熱利用システムの設計、 施工及び運用の方法などを学ぶ実

践的研修や職業訓練の実施も人材教育の一環として必要である。 

4. このために必要な、補助金・助成金などの政策的支援の強化を低減する。 

現状及び課題 

1. 効果的なバイオマス熱利用設備・システムを構築し、それを適切に運用していくためには、従

来の石油ボイラーエンジニア・技術者では不十分で、バイオマス燃料特性、バイオマスボイラ

ー設備・システムなどバイオマス特有の知識ノウハウが必要である。バイオマス専門家ともい

えるこれらバイオマス関連エンジニアリングができる人材の確保が重要。  

2. 現状では、石油ボイラーの関係者は多いが、バイオマスボイラーの選定やバイオマス熱利用シ

ステムの設計、施工及び運用につ いて詳しい人材が少ないのが実状。 

3. 鹿児島市木質バイオマス熱導入促進研究会アンケート結果では、バイオマスボイラーを知らな

いのが 50％以下、バイオマスボイラーに関心が無いのが 95％以上で、その関心が無い理由も、

かなり古いバイオマスボイラーの知識レベルで判断しているという愕然とする結果であった。 

4. バイオマス熱利用の教育が必要であることは、判明したが、どのような教育が必要か？ただ、

闇雲に勉強会・セミナーを開催しても意味が無い。適切なテキストブック、ガイドライン、さ

らに必要なのは適切な教育レベル、力量を持った教師が必要である。 

5. 我々、NPO 法人農都会議は、この問題に注目し、バイオマスアカデミー活動の中で、バイオマス

熱利用の教育を推進している。勉強会の開催、バイオマス熱利用の専門家としての教師の選定、

専門家同士の勉強会、さらには、バイオマス熱利用書籍の発刊である。 

6. 我々のバイオマス活動による専門家教育は 2020 年は 2 年目に入っている、新型コロナの影響で

現在は中断しているが、可能であれば、東京都内、各地方の林業大学、林業アカデミー、バイ

オマス熱利用に関心のある地方自治体・研究会などと共同でセミナー、勉強会を開催する予定

である。 

7. このようなバイオマス熱利用の専門家育成に、適切かつタイムリーな支援体制、資金援助など

政策的支援の拡充が現状ではほとんどなされておらず、今後に大いに期待したい。 

期待される効果 

・バイオマス熱利用の正しい知識を持った人材増加により、バイオマス熱利用の普及拡大が期待で

きる。 

・日本のバイオマス熱利用の技術レベルを国際的レベルに上げることで産業育成にも貢献できる。 

・これにより、結果として、ＣＯ２削減、森林整備などが進展する。 

必要な措置 
  

② 
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参考資料 

１．鹿児島市木質バイオマス熱導入促進研究会アンケート結果 H29年 12月 

・研究会メンバーへのアンケート結果（ある程度、バイオマスに興味あるメンバー対象） 

・ある程度バイオマスに関心のあるメンバーの調査結果を下記に示すが、バイオマスボイラーの

認知度は 50％以下、関心があるかという質問には、23名の回答者の内 1名であった。 

・この事実には、愕然とする。バイオマス、バイオマスボイラー教育が必要であることが、明ら

かである。 

 

 

・また、バイオマスボイラーに関心が無い理由を質問したところ、下記の回答であった。情報不

足、また最新のバイオマスボイラーの技術レベルではすでに解決済みの点も懸念材料となって

いる。 

 
 



13 

 

2．バイオマスボイラー教育の講師の選定とテキストの発刊 

• バイオマスボイラーの教育は、しっかりしたテキストと一定の力量のある講師が必要であ

る。一般的な勉強会レベルでは、十分にはバイオマスボイラー教育にはならないし、間違

った情報を教育してしまう可能性がある。 

• NPO 法人農都会議では、このような状況を鑑み、バイオマスアカデミーを設立し、以下の

対応を進めている。 

① 講師の教育と選定；一定の力量の担保 

② バイオマス熱利用テキスト発刊；バイオマスアカデミー活動の集大成として下記の書

籍を発刊予定である。日本工業出版発刊「実務で使うバイオマス熱利用の理論と実践」2020

年 7月発刊予定である。 
 

3．研修制度・資格制度の策定、具体化、実践 

• 日本ボイラー協会で実施しているボイラーの研修制度の中に、日本に適合したガイドライ

ン・マニュアルなどバイオマスボイラーの 教育内容を加えることで、木質バイオマスボ

イラーを含めた教育研修制度とする。 

• 具体的には、バイオマス熱利用に特化した教育、即ち、ガイドライン・マニュアル教育、

バイオマスボイラー実技講習、小型ボイラー取扱い業務特別教育、ボイラー取扱い技能講

習などを実施する。 

• ボイラー構造、システムについては、石油ボイラーとバイオマスボイラーは基本設計思想

が全く異なるため、石油ボイラーと同じ教育テキストでは、教育は出来ない。NPO法人農

都会議が編集発刊した「実務で使うバイオマス熱利用の理論と実践」をテキストとすることも提

案したい。 

• 講師についても、NPO 法人農都会議では、教育内容、カリキュラムを構築し、講師教育を

実施し、一定の力量を持つ講師の裾野を広げていく予定である。また、講師には、試験を

実施するなど、レベルの向上に努めることも検討中である。 

• 現状、日本ボイラー協会では、バイオマスボイラー特有の基本的ボイラー構造、燃料特性、

燃焼特性、安全対策などは一切なされておらず、テキストもない。そのため、バイオマス

ボイラー教育のあり方、実施方法について協議する予定である。 

• 日本ボイラー協会の協力が得られない場合は、日本バイオマスボイラー協会の設立も視野

に入れている。即ち、独自のバイオマス教育を実施していく予定である。 
 

4．必要なバイオマス教育・カリキュラム案 
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 提案日： ２０２０年 ６月１日 

 提案者名：ＮＰＯ法人農都会議バイオマスＷＧ 山本 登 

提言先  内閣府、経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 バイオマス熱利用促進；バイオマスボイラー統一規格の策定 

提言内容 

1. バイオマス熱利用特有の設計・施行、エンジニアリング技術を平準化し、適切なガイドライ

ンを作成することにより、世界で競合出来るバイオマスボイラー技術、さらには産業育成を

図る。 

2. 日本における既存の規定類「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 31 年版」を

ベースに、バイオマスボイラー特有の基準・規格を確立することによりその性能を担保でき

るようにし、確立したバイオマスボイラーの統一規格を策定し広める。 

3. 発注者が判断可能なバイオマスボイラーの統一規格に基づくチェックリストを作成し、 安全

で効果的なバイオマスボイラーが選択されるようにする。 

4. 統一規格化した標準モデルボイラーを一定量作成し、全国に展開して行くようにしたい。さ

らには海外への展開も視野に入れたい。 

現状及び課題 

1. バイオマスボイラー統一規格バイオマスボイラー・装置・システムの平準化、基準化ができて

いない。日本におけるバイオマスボイラーは、ほとんどカスタムメイドであり、量産型でない。

このため、ボイラー毎に設計、システム、施工方法などが異なり、それが、コストアップ、利

用拡大の大きな足かせになっている。 

2. バイオマスボイラーを普及拡大するためには、バイオマスボイラー装置・システムの平準化・

基準化が必須である。現状では、規制逃れのために、本来は加圧が必要であるが、あえて無圧

開放しており、国際的に見ても特異なバイオマスボイラー構造となっている。 

3. 日本国内にあるバイオマスボイラーは、現状では、ボイラー効率が低く、経済メリットが得ら

れているのかどうかも分からないボイラーが多い、これらは、単にバイオマスを燃焼させる装

置となっているモノが多く、本来、効率・採算性など追求すべき部分が欠如している。 

4. バイオマス燃料の有効利用のためにも、単なる燃焼装置から、効率的バイオマスボイラー導入

促進が必要であり、そのために規格統一された効率的なボイラー設計、システム設計が必要で

ある。 

5. 日本では、自動車・家電も例に見られるようにこのような、技術の平準化、設備の規格化など

は、十分な経験もあり、元々得意な分野であり、日本人の技術レベルではそんなに難しいこと

ではない。 

6. 平準化された統一規格のバイオマスボイラーが出来れば、大手メーカーの参入も期待でき、量

産が進むことにより、大幅コストダウン、飛躍的拡大につながる者と考える。 

期待される効果 

1. バイオマスボイラーの技術の平準化、規格の統一化により、バイオマス熱利用設備の日本標準

ができ、大手企業による量産化が可能となり、そのコストダウン、飛躍的拡大につながる。 

2. 世界標準レベルのバイオマスボイラー・システムが完成すれば、東南アジア諸国への日本製バ

イオマスボイラー輸出など新規産業への展開も期待できる。 

必要な措置 

  

 

③ 
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参考資料 

１．バイオマスボイラー規格の現状 

⚫ バイオマスボイラーの安全性等を確保していくためには、ボイラーの構造、運用について確保されるべき

標準の明確化、基準化が必要である。  

⚫ 欧州には、バイオマスボイラーの安全性について規格（EU 規格）があるが、日本にはなく、メーカーごと

の対応に頼らざるを得ない状況。  

⚫ 労働安全衛生法によりボイラーの種類ごとに構造規格が定められているが、国内で流通するバイオマス

ボイラーの大半が、無圧化により労働安全衛生法に該当しないようにという「規制逃れ」を歓迎する向き

があり、これでは、規格の統一か、平準化は出来ない。 

⚫ 規格基準がないことから、日本においてはバイオマスボイラー、システムは無法地帯で、中小メーカーが

バラバラに対応しているのが現状で、これでは、大手の参入は無理で、設備のコストダウン、飛躍的拡

大にはつながらない。 

⚫ ボイラーの機能を考えずに、規制逃れの安易な方法での生産・改造がなされている。 

⚫ 欧州には、以下の統一規格があり、それぞれバイオマスボイラーのバックボーンとなっている。 

 

２．木質バイオマス熱利用促進のために 

⚫ バイオマス促進は、日本の脱炭素社会の構築に寄与するとともに、我が国の森林資源の整備や林業の

活性化、農山村 経済の活性化と雇用の場の確保等に貢献可能である。 

⚫ 特に熱利用において他の再生可能エネルギーに比べて、地域に密着したビジネス構築に有効であると

ともに、地域の多様な 熱需要に対応可能であり、地域の全ての主体にメリットをもたらすことが出来る。 

⚫ 太陽光や風力などは発電に偏るが、木質バイオマスは熱利用にも貢献できる。 

⚫ 木質バイオマス熱利用は、欧州を中心に技術が発展し、確立した信頼性の高い技術となっ ている。 

⚫ 木質バイオマス熱利用は、高温の蒸気も供給可能であり、産業用熱利用などにおいて他の 再エネ熱で

は供給できない熱を供給できる。  

⚫ 地域で取り組みやすいという特徴もある。小規模なボイラであれば、適切な知識があれば、地域の建築

事業 者や設備工事者と取り組むことができる。地域での取り組みは、地産地消、雇用の拡大等により

地域を直接潤す。地産地消により、輸送コストが割安で CO2排出も少ない。 

⚫ 化石燃料価格は国際商品として乱高下するが、木質バイオマス価格は比較的安定的で経営 リスクが

少ない。未利用材の有効利用になり、ひいては森林資源の整備につながる。 

 

３．日本での規格統一化の動き 

⚫ 我々は、この規格統一の目的で、NPO 法人農都会議の中にバイオマスアカデミーを設立し、バイオマス

ボイラーの設計技術、エンジニアリング技術をまとめた書籍「実務で使うバイオマス熱利用の理論と

実践」を発刊したので参照されたい。 

 

４．欧州規格 

⚫ 1998 年にスイスで、木質バイオマス暖房システムの品質管理システム「QMHolzheizwerke®」 が開発さ

れた。このシステムのマニュアル「QM Holzheizwerke Planungshandbuch」では 木質バイオマス熱利用に

関する理論・技術が整理されており、スイス、ドイツ、オーストリア で共有されている。  

⚫ QM Holzheizwerkeの内容 

➢ バイオマスボイラーの構造・理論、ボイラーのタイプと対応する燃料・運転方法、 各種パラメーター

の解説とその適正値など、バイオマス特有の理論・技術を整理  

1. 効率的なエネルギー使用 エネルギー媒体としての木材／石油と天然ガスによる生態学的な比較

／ 

2. 事業実施フロー 状況把握／熱分配設計へのアプローチ／発熱の設計のアプローチ／燃料の貯

蔵、輸送及び灰 処理の設計／木質ボイラーの実行と受け入れ／最適化／操作と管理  

3. 基礎計画 経済性／木質エネルギー／熱分布のコンポーネント／発熱量のコンポーネント／燃料

の貯蔵、 輸送、および灰処理のコンポーネント／発熱と熱分布の油圧機器／規則／ 既存プラント

の最適化 
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 提案日： ２０２０年 ６月１日 

 提案者名：ＮＰＯ法人農都会議 山本 登 

提言先  内閣府、経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 バイオマス熱利用の促進：バイオマスボイラー協会の設立 

提言内容 

1. 現在の中小企業中心のバイオマスボイラーメーカー、設備・システム設置業者をまとめ、日本

におけるバイオマスボイラー普及の中心として日本バイオマスボイラー協会を設立する。 

2. バイオマスボイラの普及促進、バイオマス特有なエンジニアリング、技術、バイオマスボイラ

ー・圧力容器、設計、施工などについて、教育、資格制度の確立など指導的な役割を果たして

いく。バイオマス関連で世界をリードしていける世界レベルな仕組みを構築し、国際的場を確

立をする。 

3. 全国展開、・中小のボイラーメーカー、ボイラー設置会社中心としていくが、バイオマス熱利用

の特性として地方・地域活動の中心機能も持たせる。 

現状及び課題 

１． (一社)日本ボイラー協会は、昭和９年設立の歴史ある組織である。会員数は約 7000 人、地方

37 支部を有する巨大組織である。この日本ボイラー協会は、化石燃料使用の熱利用設備であ

る石油ボイラーのための組織であり、最近利用が始まったバイオマスボイラーはその対象とな

っていない。日本バイオマスボイラー協会のテキスト、試験内容などには、バイオマスボイラ

ー関係は一切記載されていない。また、バイオマスボイラーを業務の対象とすることは、全く

考えていないと回答があった。 

２． 一方、バイオマスボイラーに関しては、我々が調査したところ、ボイラーメーカー（国産メー

カー、輸入メーカー）、施工業者、コンサル等合せて、50 社程度であり、何れも経営基盤の弱

い中小企業である。 

３． これらの業者は、バイオマスボイラーを無圧解放することで、ボイラーではなく、温水ヒータ

とすることで、規制逃れをし、日本ボイラー協会で実施が義務づけられている、教育、資格試

験などはやっていない。また、無圧にすることで、労働安全規制からも逃げている。 

欧州のボイラー輸入業者も、無圧化することで、機能を損なっても規制逃れを優先している実

態がある。 

４． この状態では、公的機関としての日本バイオマスボイラー協会の設立は困難と考える。現状で

は国際的にも太刀打ちできない。このままでは、日本におけるバイオマス熱利用産業の飛躍的

拡大などは、期待する方が無理である。 

５． このようなバイオマスボイラーを取り巻く悲惨な実態解消のためにも、日本バイオマスボイラ

ー協会を設立し、法的にも問題ない組織とすることが日本のバイオマス熱利用を促進すること

となると期待する。 

期待される効果 

・バイオマス熱利用の促進、・日本のバイオマス熱利用促進の中心組織の設立、・国際的組織創成、 ・

地方創生・地方支援のセンター、教育・資格制度の確立。 

必要な措置 

  

 

 

④ 



17 

 

 提案日： ２０２０年 ６月１日 

 提案者名：ＮＰＯ法人農都会議 山本 登 

提言先） 環境省／経済産業省／資源エネルギー庁 

提言名称 
バイオマス利用促進と海洋プラスチック削減による環境問題の改善 

提言内容 

１． カーボンニュートラルなバイオマス燃料と廃棄プラスチックの複合燃料（ブリケット）を製造

活用することで、問題となっているＣＯ２削減と、海洋プラスチック汚染の元凶の廃棄プラス

チック問題を同時に解決する。 

２． バイオマス発電、バイオマス熱利用では、高品質バイオマス燃料が求められ、バーク、使用済

菌床、剪定枝、草、稲わらなど低品質バイオマス、なかなか有効利用できていない。また、廃

プラも、2018 年の中国の輸入規制から、行き場を失い国内に大量に滞留するようになった。こ

の低品質バイオマス燃料と、廃プラを混合し、ブリケット化することにより、薪燃料、あるい

は、新バイオマス燃料として活用する。 

３． このブリケットは、生産時に乾燥することで水分は３０％以下、廃プラ混入により、燃焼カロ

リーも高いという特徴を有し、かつＣＯ２削減効果も高い。 

現状及び課題 

６． ＳＤＧｓでもゴール１２、ゴール１４で、謳われているように環境上、全ての廃棄物の管理を

実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌へ

の放出を大幅に削減する必要があり、日本でも環境省中心にワークされている。しかし、この

何れも、現状では達成困難なターゲットとされている。 

７． バイオマス発電、バイオマス熱利用は、FIT 制度に支えられ、発電分野は一定の普及はあるが、

熱利用はまだまだ低いレベルである。この中では、木質ペレット、木質チップ、薪など比較的

高品質のバイオマス燃料の有効利用は進みつつある。 

８． 一方、低品質のバイオマス燃料、バーク、竹、剪定枝、稲わら、草木などは、水分が多い、灰

分が多い、製品形状が一定でなく、工業用途にはむかず放置されている。あるいは、有償で埋

め立て処分、あるいは一般ゴミと一緒に燃やすなど有効利用されていない。 

９． 日本の廃プラについては、年間約 900 万トン発生し、2018 年の中国の輸入規制までは、毎年

150 万トン程、中国、東南アジア諸国に輸出されていたが、中国の輸入禁止に伴い、低品質の

廃プラは、大量に滞留するようになり、その約 18％（170 万トン）は、埋め立て処分、一般ゴ

ミと共に燃やされているのが実状である。 

１０． この低品質バイオマス燃料と、低質廃プラを組合わせることによりブリケットを作成し、

使用しやすい新規バイオマス燃料、特に熱利用分野への活用を期待したい。一部では、すでに

実証実験が始まっている。 

期待される効果 

 バイオマス燃料、特に低品質燃料と廃プラを組合わせ新燃料を生産することで、廃棄物の有効

利用を促進し削減する。 

 ＣＯ２発生量の削減に貢献する。 

 バイオマスのカスケード利用を促進し、森林産業の活性化、地方創生の一つのビジネスアイデ

アとなる。 

必要な措置 

  

 

⑤ 
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 参考資料  

1．プラスチックを取り巻く国内外の状況 環境省 平成 30 年 8 月 

循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向性 

⚫ プラスチックについては、マイバッグの徹底やワンウェイの容器包装の削減等により排出抑

制が最大限 図られるとともに、リユースカップ等のリユースも推進されている。使用済みの

ものについてはポイ捨 て・不法投棄により美観を損ねたり、海洋等に流出してマイクロプラ

スチック化したりするなど環境に 悪影響を与えることなく適正に排出され、質の高い再生利

用が行われるとともに、再生材は市場での需 要が多く高く売却され、繰り返し循環利用がさ

れている。  

⚫ また、焼却せざるを得ないプラスチックを始めとして、バイオマス由来のプラスチックの使

用が進み、 焼却される場合も確実に熱回収されている。さらに、農業用シート、食品廃棄物

の収集袋など、分解が 望ましい用途については、生分解性のプラスチックが使用されている。  

⚫ こうした取組を通じて、プラスチックの３Ｒとともに温室効果ガスの排出削減、化石資源へ

の依存度低 減、海洋環境等への影響低減等が図られるとともに、資源循環産業等が活性化さ

れている。 

 

2．SDGｓ活動における廃棄プラスチックの問題 

 

 

下図に達成が困難とされる SDGs 目標をまとめた図を示すが、プラスチックによる海洋汚染は非

常に困難なモノとされている。また、CO2 削減についても非常に悲観的な見方をされている。 
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3．我が国のプラスチックマテリアルフロー 

・2013 年のデータではあるが、57％の廃棄プラスチックが熱利用に使用されている。しかし、18％、

約 173 万トンは未利用として、埋め立て及び焼却処分されている。 

 

また、海洋汚染プラスチック製品分析結果を下図に示すが 46．4％がポリ袋である。現在このポ

リ袋については、日本政府としてこの 7 月から有料化するなど使用削減への取組みをはじめてい

る。このポリ袋の大半がポリエチレンであり、今回の提言で使用するメインの破棄プラスチック

である。 
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4．我が国のプラスチックくず輸出量 
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日本からの廃プラの輸出量は、2017 年から激減しており、2019 年には 40 万トンまで落ち込んで

いる。東南アジア諸国でも、この海洋プラ問題から、プラゴミの輸入削減が促進されることから、

輸出が大きく減少し、その分国内に大量に滞留するようになった。 

 

 
 

2017 年には約 142 万トンの廃プラを海外に輸出してリサイクルし、海外輸出の半数以上が中国向

けだった。2018 年は中国の規制のあおりで輸出量が 3 割減った。日本国内のリサイクル施設の整

備も進まず、リサイクルされずに焼却もしくは埋め立てで処理される廃プラが、全体の 18％、170

万トンと、最近低減傾向であったが、一転、増加し始めた。 

 

 
行き場を失ったプラスチックゴミの山 

 

5．バイオマス燃料と廃プラのブリケット試作 

・廃棄プラスチックと、バイオマス燃料の混合物のブリケット試作は、大阪大学などの研究機関

や、地方自治体でも検討が始められつつある。 

・コーヒーかす、草木、竹などの低品質バイオマスのほとんどが、廃棄プラスチックとの混合燃

料には向いている。 
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・完成したブリケットは、薪あるいは新バイオマス燃料として使用可能である。 
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 提案日： ２０２０年６月２６日  

 提案者名：、蔵前バイオエネルギー  荒川 英敏 

提言先 国土交通省、東京都 

提言名称 ロンドンで導入されている渋滞税を東京に！ 

提言内容 

 1.ロンドンで 2003 年から導入されている渋滞税を東京にも導入する。  

 2.都心への乗り入れ車両を減らし、CO2 と排気ガスの削減を図る。 

 3.喘息患者に優しい環境作り。 

 4.渋滞税を東京都の公共交通機関の近代化や利便性向上と喘息患者の治療費補助に資する。  

  

現状及び課題 

 1. 東京都心の交通渋滞。 

 2. ガソリン車、デｲーゼル車からの排気ガスによる環境汚染。 

 3. 環境汚染による呼吸器疾患特に喘息患者の増加。 

  

期待される効果 

 1. 都心の交通渋滞の削減。 

 2. 都心の CO2 と排気ガス排出量の削減。 

 3. 都心に車での進入者の公共交通機関への転換。 

 4. 都内移動時間の削減。 

 5. 呼吸器疾患特に喘息患者に優しい環境作り。 

必要な措置 

 1.課税地域の決定（例：千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区等、又は山手線の内側地域） 

 2.課税地域に接続の全ての道路に登録番号読み取りカメラの設置。 

 3.課税対象車・非課税対象車の識別、自動課税と非納税者のペナルテｲ等を含めた総合的な渋滞税徴収 

  システムの構築（既に構築され 17 年間の実績があるロンドンの渋滞税徴収システムを導入する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 
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 チャート図 
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 参考資料 

 別紙１. 

                  ロンドンの渋滞税の状況と効果 

 

 英国の首都ロンドンは人口 860万人で、近郊の都市を含むロンドン首都圏では 1300万人を抱え

るヨーロッパ最大の都市圏を形成している。一方で、増え続けるロンドンの人口に観光客の増加、

活発な経済活動による物流の増加による交通量の増加は、ロンドンの中心部の大気汚染にも大き

な影響を及ぼして来た。 

 

2003 年、渋滞税（コンジェスチョン・チャージ）を導入 

 2003年にロンドン中心部の指定地域（約 22ｋ㎡）への進入車両の削減と渋滞緩和による CO2と

大気汚染の削減を目指して、中心部に乗り入れる一般車両に対して課税する渋滞税（コンジェス

チョン・チャージ）が導入された。 

 

   

       ロンドン中心部の渋滞税課税対象地域（出所：ロンドン交通局） 

 

渋滞税の課税の方法 

 渋滞税課税地域に入る全ての道路に車の登録番号読み取り専用カメラが設置されており、ゲー

トはない。これによって、月～金の 07:00～18:00の間に出入りする車は停車する必要もなく登録

番号が瞬時に読み取られ、センターのデータベースと照合し、登録済みの銀行口座から課税額

￡10.50(1,575 円）の自動引き落としが実行される。非登録の場合は、翌日の午前 0 時までに銀

行のデビットカードやクレジットカードが使えるあらゆる小売店での支払いが可能である。支払

いがその日の午前 0 時までに実行できない場合は、課税額は￡14.00(2,100 円）となり、更に、

翌日の午前 0時までに支払が実行できない場合は、Penalty Charge Notice（支払不履行証）が発

行され支払額は￡160.00(24,000 円）に跳ね上がる。 
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但し、以下の免税や減額措置もある。 

 

 ・指定地域内の住民は渋滞税の 90%減額 

 ・電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車の低炭素車両は免税 

 ・バス（乗車定員 9名以上）、タクシー、ハイヤーは免税 

 ・モーターバイク、自転車は免税 

 ・障害者の車は免税 

 

渋滞税の効果  

 今年で 17 年目になる渋滞税ですが、その効果は着実に上がっており、2019 年の税収は

￡230m(345億円）で、法律でロンドン交通局管轄の地下鉄やバス事業の近代化に使用されること

が明記されている。ロンドン交通局の Annual Report によりますと、渋滞税がスタートして 4 年

後の 2006年には、ロンドン中心部への乗り入れ車両は 37 万台から 24万台と 36%も削減され、そ

の結果平均速度が 14kmhから 16kmhにアップし、CO2は 18%削減し、2010年と 2014年との比較で

はバスの乗客が 5%、地下鉄の乗客は 18%アップし、自転車での進入は何と 49%もアップしたと報

告されている。 

  

 朝のピーク時のロンドン中心部への通勤者の陸上交通別の変遷（出所：ロンドン交通局） 

 渋滞税を導入して 17年目にもなりロンドン交通局には、相当のノウハウが蓄積されており、そ

れなりに完成度の高いシステムだと思われる。ちなみに東京とロンドンは姉妹都市でもある。大

都会ロンドンで運用されている渋滞税制度が、大都会東京でも導入出来ない理由はないと思われ

る。 

                                   2020年 3月 13 日 

                               蔵前バイオエネルギー 

                                           荒川英敏 
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東京都が渋滞税を導入する場合の課税エリアのシュミレーション 

条件 

１）課税エリアと非課税エリアの境を環七通りとする。（図１） 

２）課税対象車を普通乗用車（以下、乗用車）のみとする。乗用車以外は物流、公共交通 

  機関であるため代替が困難と考え、乗用車のみ課税対象とする。 

３）課税時間を午前 7時から午後 7時までとする。(但し、土日、祝祭日は課税対象外） 

税額を 1000円/日とする。 

４）環七通りを超えて都内に流入できる全ての道路に登録番号読み取りカメラを設置する。 

５）カメラの読み取り情報はずべて、東京都渋滞税徴収センター（仮称）に瞬時に集約さ 

れ、乗用車の運転者の顔写真、登録番号、車種、色、所有者、〒住所、電話番号を特 

定し事前登録済みの銀行口座から自動引き落としが実行される。金融機関口座の事前 

登録がなされていない場合は、都内流入当日の翌日午後 7:00までに振り込みを実行す 

ることとする。 

６）翌日午後 7時までに実行できない場合は、税額が 2000円となる。更に、3日目以降、 

5日目の午後 7:00まで振り込みが実行できない場合は、税額は 5000円となる。これ以 

降の振り込み不履行は、交通違反となり、免許証に違反ポイントが付記される。 

７）渋滞税支払い金融機関口座の事前登録はオンラインで行える。 

８）環七通りを超えて流出入する一日の交通量は 78万台、内流入交通量は 40万台、流出 

  交通量は 37万台である。（図２） 

９流入車両の車種別では、乗用車 21万台、普通貨物車 14 万台、大型貨物車 1.8万台、 

  バス 6千台、二輪車 2.7 万台となっている。 

１０）都心流入交通量の 52％は高速道路経由で４８％が一般道経由となっているが、今回 

の、シュミレーションから高速道路経由は既に高速道路料金が発生しているので、除 

外とする。 

１１）課税エリアに居住する人の普通乗用車は非課税とする。二輪車も非課税とする。 

１２）渋滞税の税収は、東京都の公共交通機関の近代化のみを使途とする目的税とする。 

 

都心流入交通量の変化 

＊計算式（流入乗用車台数 X 渋滞税 X課税対象日数）から各年の税収を試算して見た。 

・初年度、乗用車を 10%削減した場合、税収は 465億円/年となる。 

（21万台 X0.9X1000円 X*246 日=465億円）、2年目以降、同様の計算で税収/年となる。 

  *印の課税対象日数は土日祝日を除いた日数 

・2 年目、乗用車を 20%削減した場合、税収は 413億円/年となる。 

・3 年目、乗用車を 30%削減した場合、税収は 361億円/年となる。 

・4 年目、乗用車を 40%削減した場合、税収は 310億円/年となる。 

・5 年目、乗用車を 50%削減した場合、税収は 258億円/年となる。 

 

都心の CO2削減にも貢献 

 渋滞税導入後 5年目の都心流入乗用車からの CO2排出量は 6.8万 tCO2/年の削減となり、 

東京都の年間 CO2排出量削減に貢献できる。 
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    図 1．渋滞税の課税エリア、非課税エリアを分ける環七通り（赤の線） 

 

             図 2．環七通り内側流出入交通量 

（以下の図の出所は全て東京都環境局） 
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            図３．環七通り車種別流出入交通量 

 

         図 4．（参考）環七通り方面別流出入交通量 

 

         図 5．（参考）東京都の CO２排出量構成比 
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 提案日： ２０２０年６月３０日 

 提案者名： NPO 法人農都会議 手塚信利 

提言先 国土交通省、農林水産省、文部科学省、環境省 

提言名称 森林資源活用による日本復興 

～地方の限界集落活性化のための活性化センターに予算を投入～ 

提言内容 

国土の７割を占める森林資源を地方活性化のため、今最も困難に直面している。全国 15568 の限

界集落（2015 年国土交通省調べ）に思い切った予算を投入する。 

１．森林の間伐を燃料とするエネルギーの自給自足を住民主導で行う 

２．森林整備による災害防止 

３．森林による CO2 吸収効果 

４．住民主導の小型バイオマス発電、給湯は売電による収益向上を目指さず、地域集落の自立、存

続を目指す設備として国家の公共工事とみなす。 

５．地域の集合センターとして、発電以外に農産品の情報交換、住民同士の文化、趣味。スポーツ

交流の起点とする。 

６．全国の 6700 の廃校と毎年発生する廃校を拠点として活用  

 

現状及び課題 

1. 15,000箇所の限界集落をカバーするセンター設置のため、総額 1兆円を 5年間にわたり投資する。 

2. 事業者への補助金としての概念からはずし、地域の救済、維持、継続による日本国の体制確立が

目的である。 

 

期待される効果 

１．CO2 の吸収効果 

２．災害防止、下流の田や畑への＋効果 

３．家庭、温室への電気、温水供給 

４．住民同士の交流 

以上を効果有らしめるためには、再生エネルギーの中でもバイオマスエネルギーがもっとも重要、

中でも地域住民が運営する小型バイオマス発電、給湯が肝要であり、ビジネスベースの取り組みと

は別である。 

 

必要な措置 

  

 

⑦ 
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 提案日： ２０２０年７月１９日 

 提案者名： NPO 法人農都会議 田口幸央 

提言先 林野庁 

提言名称 自伐型林業への就業者支援事業推進 

提言内容 

疲弊した日本の林業復興手段として自伐型・択伐林業への就業希望者が増えていることは歓迎す

べきことと考える。そこで以下の支援策を提言し、各地域独自の自伐型林業へ就業していただきた

い。 

１．自伐型林業就業希望者で林業拠点を持たない人には国策として適正な規模の林地を紹介する 

システムを構築する。 

２．初期負用準備の少ない就業希望者に林地購入資金や初期機器類械購入資金を助成する。 

３．また借地林業を希望する者には、適地所有者や就業指導者を紹介する。 

４．各種ファンド等の創設・支援する。                             

５．就業希望者に技術習得のための教育・訓練機関への就学支援と安全教育を実施する。                                   

以上の自伐型林業就業者へは長期支援システムを構築する。 

現状及び課題 

1.日本林業は、森林の一斉皆伐と一斉植樹を基本に人工針葉樹林育成政策を推進してきた。しかし

手入れのできない暗黒人工林が過剰に存在している。 

２．外国産材輸入自由化政策の結果、国産材価格、特に山元立木価格安を招き、民有林家の林業に

よる生計を破壊し、森林経営意欲を喪失させ放置林は増大している。（別添資料―１） 

3.また燃料も薪・炭等の木質燃料から化石燃料へ転換し長い時間を経過し森林経営意欲を喪失させ

ている。 

4.その結果、伐期を迎えても伐採意欲を失い、無理して皆伐しても、その後の植林費用を捻出でき

ない植林放棄地（いわゆる不済地）が増加している。 

5.その結果、自然破壊や地球温暖化や豪雨による大水害等の災害が年々増加している。 

期待される効果 

1.上記の提言を採用すれば、少額投資で生業可能な自伐型林業への新規就業者が増加し、林業は再

び就業人口増に繋がる。 

2.さらに昨今のコロナ禍後の人口密集を必要としない自然環境下での自伐型林業は健全な生活基確

産業として再生可能である。 

3.更に自伐型・長伐期・択伐林業は、小型・安価で小廻りの利く林業機械での開業が可能になり、

効率的な高密度森林作業道開設により維持管理も安く済み、林地への利便性・アクセス性向上によ

る市場の木材ニーズにも柔軟に応じた搬出も容易になる。 

4.更に自伐型林業は夏場の農繁期は、近隣の遊休農地や耕作放棄地を活用した地域特農産物生産な

どの副業への就業や生産支援。冬場は本来の森林整備(植林や下草刈りや枝打ち)や択伐材搬出・販

売に従事する農林畜産業の兼業化も有望になり、収入の平準化・高収益化も期待される。 

自然環境下での自伐型択伐林業は、コロナ禍後の就業先として本来の森林・林業が持っている人に

やさしい機能・森林セラピー効果も保持する人間性回復にも持続型産業となる。 

必要な措置 

 原資は森林環境税・譲与税等の恒久財源を充当し、自伐型林業就業希望者支援金として支給し林地購入

や長期借地林業契約資金として提供する。また森林作業道開設・整備資金等のインフラ整備資金や小型林

⑧ 
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業機械購入資金捻出には各種ファンドの創設を容易にする法改正を行い、経営意欲の高い自伐型林業就業

者を多数育成・支援する。 

 

参考資料  

１.森林の多面的機能と我が国の森林整備（の歴史と変遷） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/25hakusyo/pdf/3gai1.pdf 

２．自伐型林業と現行林業との違い（https://zibatsu.jp/about）多彩な自伐林業家 

３．農家の兼業に最適。「自伐型林業」で稼ぐ可能性 

ttps://agri.mynavi.jp/2020_02_01_105034/ 

４.自伐型林業と農業と放牧畜産業などとの兼業によるメリット（収入の安定と高収入化獲得。 

（https://yamatohiro.com/forestry-selfemplpyed） 

５.北海道中川町の森づくり（https://www.nakagawaqnomori.info） 

・生物多様性への配慮 ・天然更新の活用 ・路網整備の推進（四万十方式：田邉力由喜男式） 

・地産地消費（旭川家具工業協同組合へ木材供給） 他 

６．農林水産統計：大臣官房統計局 

  平成 27 年度 森林資源の循環利用に関する意識・意向調査 

７・郡上山づくり構想（案）http//www.city.gujo.gifu.jp 
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提案日： 2020 年７月 18日  

提案者名： NPO 法人農都会議 田口幸央 

提言先 林野庁 

提言名称 増大する皆伐後の植林放棄地へ監視システムを 

提言内容 

植林放棄や盗伐による植林未済地が増大し、日本の林業・森林管理に大きな影響を与えている。

早急な対策と実現を望む。放置の主原因は管理・監視システムがないことが考えられる。そこで最

新の計測技術の活用による精細な航空写真を用いたタイムリーな情報を自治体や森林管理組合や

山林持ち主に開示し、放置や犯罪者の逃げ得を許さない体制を構築する。 

現状及び課題 

1. 植林未済地増大原因は、「別添資料－１」のような国産材の山元立木価格の極端な低下が林家の

採算を悪化させ、森林経営・植林意欲を低下させていることにある。 

2. 盗伐林の増大は、自分の持山が何処にあるのかわからない林家の増大にある。盗伐されても 

長い間気付かず、放置されているケースが増大し、「別添資料－２」のような犯人・犯罪を見逃

す温床になっている。 

3. 警察も犯罪捜査資料の入手に苦労し、犯罪捜査と立証が出来ない事態「別添資料―3」を招いて

いる。 

4. その結果、森林が本来持っている環境保全機能、地球温暖化防止 CO2 ガス吸収能の減退を招き

近年の風水害被害の拡大・深刻化に繋がっている。 

期待される効果 

1. 最新の AI 技術を駆使した植林放棄地や盗伐林の発見システム「別添資料－４」を参考にして手

薄な自治体職員等の負荷を減らし迅速、厳正な警告と摘発により育林放棄と不法伐採・盗伐者

の横行を抑止する。 

必要な措置 

 法改正、役務変更、運用変更、予算措置、税制措置  

1. 国費を投入し、国際的な高精細衛星観測画像を定期的・安価に入手し、自治体や森林管理組合

や林家に提供する。 

 

参考資料  

１． 農林水産省「木材需給報告書、日本不動産研究所「山林素地及び立木価格調査」P-7 

・山元立木価格一人負け 

２． 採算のとれる林業を目指して（森林総研森林資源管理研究グループ鹿又英聡氏） 

・なぜ再植林を行わないのか 

３． 民有林 1 万 ha 再生進まず 

・毎日新聞記事 2019 年 9月 19 日、3 年で皆伐地 2 割増し 

４．日本の宇宙技術が世界の森を守る～ブラジルでの森林監視の実績をもとに～ 

・JAXA 独法国際協力機構地球環境部審議役 宍戸健一氏 

 https://fanfun.jaxa.jp/feature/detail/8244.html 

5.アマゾンの違法伐採をぞくぞく発見(JICA 宍戸健一氏) 

 https://sorabatake.jp/9912/ 

６．再造林放棄 

 sii.or.jp//forest01/overview.html 

⑨ 

https://fanfun.jaxa.jp/feature/detail/8244.html
https://sorabatake.jp/9912/
sii.or.jp/forest01/overview.html
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 提案日： ２０２０年６月１７日 

 提案者名： 杉浦 英世 

提言先 経済産業省、環境省、農林水産省、内閣府、総務省、国土交通省、ほか 

提言名称 地域の自給力（持久力）を高める地域エネルギー事業を推進する 

提言内容 

 1. 再生可能エネルギーの熱や電気の活用促進のため、熱導管や蓄電池などの設備導入を加速。 

 2. 道の駅やごみ処理施設活用して防災拠点となる地域エネルギーセンターの整備。 

 3. 地域エネルギー・インフラサービス会社制度を創設し、熱売り事業（バイオマスボイラー・CHP

等のリース、ESCO 事業等）の普及を促進。 

  

現状及び課題 

 1. 人口減少と高齢化が進む日本は、疲弊した地方を立て直すことが急務。加えて、地球温暖化を

防ぐために CO2 排出削減目標の達成（SDGs）に向けた継続的な取組と、地域経済の持続可能性を高

めレジリエンスの強化を図る取組が必要。地域力を高めるためには、地域の 1 次産業（特にバイオ

マス燃料を生産する林業等）やサービス業で働く人の給料を上げることが必須となる。 

 2. 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。 

 3. 脱炭素でバランスの取れた地方の成長戦略を描くために、地域の有力産業となる再エネ事業を

育てるビジネス・プラットフォームが必要とされる。 

  

期待される効果 

 1. エネルギー自治が推進され、エネルギー分野から地域活性化が進む。 

 2. 地域の資源、資産を活かした地域企業の創出、質の高い雇用創出、広域連携と交流の拡大が生

まれる。 

 3. 自治体新電力を更に発展させることにより、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ができる。 

  

必要な措置 

 役務変更、運用変更、予算措置、税制措置など。 

 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。 
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