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    バイオマス発電の事業化促進のための提言（第 1次） 

 

                        平成 25年 6月 17日 

 

                     市民キャビネット農都地域部会 

                     バイオマス発電事業化促進 WG 

 

１． はじめに 

 

（1）WG設置の趣旨 

農都地域部会では、平 23.6.9の「森林・林業再生フォーラム」をスタートと

して、過去 5 回にわたり、フォーラム等を開催し、森林・林業の振興やバイオ

マス利用の促進について論議・検討を行ってきました。 

とりわけ、3.11 後の状況変化や FIT の施行により、脱原発依存・再生エネル

ギーの普及とその中での木質バイオマス発電の普及・具体化が、目下の大きな

課題と認識しております。 

このような状況下、今までの論議・検討結果も踏まえ、本年 4月に、本 WGを

設置し、具体的検討、提案の取りまとめ、さらには事業具体化への支援を行っ

ていくこととしたものであります。 

 

（2）検討経過と今後の取組み 

その後、現在までに 4回にわたり WGを開催し、 

① 全国の木質バイオマス発電計画案件の実情把握と事業化支援策の検討 

② バイオマス発電のマクロの現状と見通しの把握 

③ 提言の取りまとめ 

等の検討を行いつつありますが、諸状況を勘案し、急遽、ここに「第 1次提言」

を取りまとめた次第です。 

 関係府省庁におかれては、是非、これら提言につき、十分ご検討いただき、

具体化に取り組まれるよう切に要望するものであります。 

 なお、地域における木質バイオマスの総合的利用計画の策定、燃料調達に関

してトラック大量輸送の改善策・新たな輸送方法の確立、建設廃材・輸入材の

位置づけ、また、熱電併給に関して FIT 買取価格の上乗せの是非など現段階で

継続検討とした事項も多く、我々としては、今後、さらに調査・検討を続け、

提言を取りまとめるとともに、バイオマス発電の事業化促進に取り組み、脱原

発依存・再生エネルギーの普及、森林・林業の再生、地域活性化にできる限り

の寄与をなし得ればと考えております。 

 何とぞよろしくお願いします。 
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２．具体的提言 

 

（１） 木質バイオマス発電の総合的推進 

 

（２） 再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立 

 

（３） 木質バイオマス発電における燃料調達の確保策の強化 

 

（４） 木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型の可能性と支援

策の探求 

 

（５） 石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

 

（６） 木質バイオマス発電における共処理化等の推進 

 

（７） 森林除染の技術開発と普及の推進 

 

（８） 地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立 

 

 

以 上 
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提言名称 木質バイオマス発電の総合的推進 

提言内容 

 脱原発依存・再エネ普及に総力を結集することが必要であり、木質バイオマス発電について、大

規模発電とともに、中・小規模発電の普及も推進する。また、FIT制度全般について、再エネ発電推

進の立場で、継続的に見直し・改善を図るべきである。 

 (1) 大規模発電関係―燃料調達の確保策の充実（別途）、焼却灰の処理の円滑化 

 (2) 中・小規模発電関係―・FITに規模別を導入（例：コストの実情に照らし、3区分） 

 (3) FIT制度の運用面での改善―規制緩和、利用証明の事務負担軽減など 

  

現状及び課題 

 (1) 大規模発電関係 

 ・燃料調達の確保が困難な事例が多い。（安定的な燃料調達の目処がついていないと計画できない） 

 ・焼却灰の処理に苦労している事例が多い。 

  

 (2) 中・小規模発電関係 

 ・買取価格が安く、事業化に取り組めない。 

 ・ただし、買取価格設定に当たっては、国民負担との関係、森林・林業再生プラン（大ロット需

要先への供給体制の整備）との整合性にも、留意の必要がある。 

 ・規模別価格が設定されるまでの間、一本価格と中・小規模案件のコストとの差額を補助するこ

とも考えられる。 

  

 (3) FIT制度の運用 

 ・規制が厳し過ぎる。 

 ・木材の利用証明手続きが煩雑で、事務負担が大変である。  

  

期待される効果 

 これらにより、木質バイオマス発電の事業化・運営が容易になり、普及が促進される。 

  

必要な措置 

 法運用の見直し 
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提言名称 再生可能エネルギー関連規制の緩和と推進体制の確立 

提言内容 

 1. 再生可能エネルギーの推進上、障害となっている規制等の見直し。 

  ①送電網の活用促進 

  ②1事業者１受電点規制の緩和 

  ③農地法規制の緩和 

  ④水利権運用の緩和 

  ⑤漁業権運用の緩和 

  ⑥環境アセス基準の更なる緩和 

 2. 再生可能エネルギーに係る情報提供・相談・申請等の行政窓口の一元化。 

  

現状及び課題 

 1. FIT による再生可能エネルギー推進の障害となる様々な規制や運用実態が他分野にまたがって

存在している。 

 2. ワンストップサービス（窓口の集約化）として、相談、申請などの窓口を一元管理するととも

に、情報収集等をしやすくすることで、より緊密な省庁連携も可能であり、バイオマス関連事業

が促進される環境整備が政府の役割と思われる。 

 3. 自然エネルギー、再生可能エネルギー、省エネルギー関連行政の一本化も図ることが望ましい。 

  

期待される効果 

 再生可能エネルギーの利用及び関連産業の飛躍的な発展が見込まれ、我が国成長戦略に寄与でき

る。 

  

必要な措置 

 法改正、運用変更、予算措置、税制措置 
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提言名称 木質バイオマス発電における未利用材の安定確保策の強化 

提言内容 

 間伐等の未利用材を利用した木質バイオマス発電における燃料の安定確保を図るため、次の対策

を講じる。 

 ①林業労働への就労支援の拡充 

 ②未利用のＣ材・Ｄ材等の燃料チップ化の推進 

 ③未利用材の収集運搬を含む森林作業への NPO 等の積極的参画の推進（このための教育・訓練（実

地研修）の整備を含む） 

  

現状及び課題 

 1. 間伐等の未利用材を利用した木質バイオマス発電においては、燃料である未利用材の安定調達

が不可欠である。 

 2. 現在、高齢化などにより、必要な間伐・搬出を行うための林業労働力が不足している地域が多

く、このことが間伐作業や未利用材の収集・運搬が十分でない要因となっている。また、未利用

材を燃料チップ化する加工施設も不足している。 

 3. 現在、森林関連 NPOは、約 600団体あると言われ、森林保全等の諸活動にも様々な形で取り組

んでいる。森林保全や間伐・未利用材の収集運搬に関する作業についても、可能な範囲で NPO 等

の参画を推進していく必要がある。ただし、間伐・搬出等の本格的作業に取り組むためには、そ

のための教育・訓練（実地研修）などが、前提として必要である。 

  

期待される効果 

 1. 木質バイオマス発電における間伐等未利用材の利用推進 

 2. 木質バイオマス発電と林業との連携の推進 

 3．林業労働力強化による間伐促進等森林管理の向上 

  

必要な措置 

 予算措置 

 ①「緑の新規就業」総合支援事業の拡充 

  ア. ＯＪＴ研修の助成対象期間の拡大 

   9万円＊2カ月＊3,000 人＝5 億 4,000万円 

  イ. 対象者に森林組合または素材生産会社の行うチップ加工事業へ新規就業者を含める 

   9万円＊10カ月＊2人＊50カ所＝9,000万円 

 ②NPO等の森林作業への参加に対する教育・訓練（実地研修）費用助成 

   5万円＊50日＊100カ所＝2億 5,000万円 

  

 

 参考資料 

 次頁 
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【参考１】 

（1）「緑の雇用」現場技能者育成対策事業は、林業への就業希望者を雇用して行う研修等に必要な経

費を助成している。研修生 1 人当たり月額 9 万円の助成は、ＯＪＴ研修が 1 年目 10 か月、2 年目と

3 年目が 8か月を上限としている。 

 

（2）群馬県森林組合連合会の渋川県産材センターでは、３ｍ無選別材を全量受入してセンターで機械

選別後に規格ごとの価格で全量買取るシステムとしており、Ｃ材以下はセンター内でチップ加工（製

紙用）して販売することにより、素材集荷量、チップ販売量とも伸ばしている。 

 

【参考２】後 房雄先生―「NPO は公共サービスを担えるか」（p68~70） 

米国の「国家及びコミュニティ奉仕委託法」（1993年制定）を中心としたボランティア支援政策の例

（同法の成立に伴って連邦政府機関として「国家奉仕庁」が設置され、以下のような事業を展開） 

 

（1）米国内にコミュニティ奉仕を目的にボランティア活動家を派遣すること。 

 ①Americorps（青年ボランティアを派遣。94 年度は 25,000 人が 1,000 以上のコミュニティで 430

のプロジェクトに参加した） 

 ②Volunteers in Service to America（64 年にジョンソン大統領が設立。国内貧窮地域の生活向上

を目的に青年ボランティアを派遣。95年度は 900 プロジェクトに 4,000 人が参加） 

 ③全国コミュニティ奉仕部隊 National Civilian Community Corps（全米 4か所の米軍キャンプで共

同生活を行いながら、ボランティア活動に従事） 

 ④年長者のボランティア派遣事業（コミュニティでの活動、里親、学校講師など、20年の実績あり。

延べ 50万人が参加） 

 

（2）ボランティア活動を広く普及させること。 

 ①青少年奉仕活動学習事業 Learn and Serve America（小学生から高校生までの青少年が社会奉仕活

動を学ぶことを奨励する事業で、最近では、大学や大学院まで拡大。さらに、61 年にケネディ大

統領が平和部隊（Peace Corps）も設立。青年を海外の発展途上国に派遣（2 年間）。30 年間で 13

万人が参加） 

 

（3）大規模災害に対してボランティアを派遣すること。 

 

【参考３】“NPO10倍増ビジョン”の提案 

 ・我が国 NPO は、1995 年の阪神大震災を契機に注目され、1998 年、NPO 法の成立とともに、その数

も増大し、現在、5 万団体が存在すると言われる。 

 ・しかし、2011 年、3.11 後のニュー・パラダイムの中で、「民による公共の推進」の意義はますま

す高まっており、NPOの果たすべき分野・役割も増大している。 

 ・この点から見ると、NPO 数は、ドイツ 60 万、アメリカ 100 万以上に比べ、なおきわめて少なく、

早急に 10 倍増を目指し、その実現を図るものとする。（市民ベース、行政ベース、政治ベースそ

れぞれで） 
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提言名称 木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型の可能性と支援措置の探

求 

提言内容 

 1. 木質バイオマス発電における熱電併給（コージェネ）型について、その導入の可能性を具体的

案件に即し探求するとともに、適切な支援措置を講じていくものとする。 

 2. スターリング・エンジンなど、小規模熱電併給（コージェネ）型の木質バイオマス発電の推進

を図る。 

  

現状及び課題 

 1．欧州では木質バイオマス発電は熱電併給（コージェネ）型が一般的であるが、国内では発電時

に発生する熱が十分に利用されておらず、エネルギー効率が低い状況にある。 

 2．国内に広範に賦存する間伐未利用材を利用した木質バイオマス発電を進めるためには、地域の

エネルギー需要にも対応した熱電併給（コージェネ）型の推進も有効である。 

 3．スターリング・エンジンなど、小規模熱電併給（コージェネ）型の木質バイオマス発電につい

ては、周知がされておらず十分に活用されていない。小規模事業者等への情報提供などを行い、

積極的な普及を図る必要がある。 

  

期待される効果 

 1. 間伐未利用材を燃料とする熱電併給（コージェネ）型木質バイオマス発電の全国各地での取り

組みの推進 

 2. 地域のエネルギー利用と連携した木質バイオマス発電の推進 

 3. 中小規模の熱電併給（コージェネ）型木質バイオマス発電の推進 

  

必要な措置 

 予算措置 

 ・スターリング・エンジン等の中小規模熱電併給型木質バイオマス発電の普及に向けた情報提供

の実施 

  

 

 参考資料 

 別紙 
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提言名称 
石炭火力発電における木質バイオマス混焼の推進 

（特に既設微粉炭ボイラーでの木質ペレット混焼発電の推進） 

提言内容 

 1. バイオマス発電導入目標量の拡大と目標実現の為の支援策の拡充を図る。 

 2. 政府として、「バイオマス混焼発電」を積極的に推進する旨の基本方針を打ち出す。 

   （2010年閣議決定の「エネルギー基本計画」にはこれが明記されている） 

 3. 産業界が既存設備を有効活用してバイオマス混焼発電を実施出来る様に、電気事業法の 

「1 事業者 1 受電点」の特例措置の適用を行なう(*１)等、バイオマス混焼分だけを FIT レートで

電力会社に売電する為の方策を講じる。（ドイツではこれが可能） 

 4. FIT に加え、電力会社が自ら再生可能エネルギーを導入することを促す為の制度の導入を図る。

（RPS 制度的な手法、或いはゼロエミッション電源導入量設定等） 

 5. バイオマス混焼率の飛躍的な拡大が可能となる Torrefaction 技術(*2)の早期実用化を図る為  

に 20～30億円規模の大規模実証事業の推進を支援する。 

  

 *1: 電気事業法施行規則附則 17条で規定する「一の需要場所」の特例措置として「一需要地に 

      において 2引き込みを可能とする規定」を設けることで、既に太陽光発電と電気自動車急速 

      充電装置では適用事例がある。 

  *2: Torrefaction(半炭化)加工を付した木質ペレットは良好な粉砕性を有する為、石炭との混合 

粉砕・燃焼比率を通常の木質ペレット（最大で 3%）の 10～20倍迄向上させることが可能。 

現状及び課題 

 1. 再生可能エネルギー（除く水力）は 2010年では 900万 kwの設備で 250億 kwh 発電しているが、

2030 年には設備を 12 倍の 10,800 万 kw に拡大し、1,900 億 kwh（総発電量の 19%）発電するとい

う目標がある。この発電量の内訳は 1/3が太陽光、1/3 が風力、残り 1/3がバイオマス・地熱・小

水力等だが、太陽光、風力は設備利用率が其々12%、20%と低い為、設備を 2010 年の 15～18 倍の

規模迄増やす必要があり、その実現可能性に疑問を呈する声がある。 

 2．一方、バイオマス発電は、その特殊性（①原料調達が不安定。日本の 1ヶ所の調達可能量は海

外の 1/10～1/20、②既存産業との原料取り合いの懸念、③資エネ庁完結型では無く林野庁との調

整が必要）故に、なかなかその導入が進まないのが実情である。 

しかしながら、再エネ導入目標達成のためには、バイオマス発電、とりわけ混焼発電方式（特に

既設の微粉炭ボイラーで石炭に木質ペレットの様なバイオマス燃料を混ぜて発電する方式）によ

ってバイオマス発電量を増やすことが有効である。 

  

期待される効果 

 上記 5 項目の政策導入によってバイオマス発電導入量の大幅な拡大を図ることが可能となる。現

在政府は 2010 年時点で 141 億 kwh のバイオマス発電を 2030 年に 328 億 kwh に拡大する目標を立て

ているが、既存の石炭火力発電設備で、仮に電力会社が 5%、一般産業が 10% バイオマス混焼を実施

した場合には約 400億 kwhの発電量がプラスとなり、約 541億 kwh (再エネ目標量の 28.5%相当) の

再エネ発電量を達成することが出来る。また、これにより CO２排出の削減が図られる。 
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必要な措置 

 運用変更、予算措置 

  

 

 参考資料 

 別紙 

（１）「微粉炭ボイラーでの木質ペレット混焼発電推進による再生可能エネルギー導入量の拡大」 

（２）「再生可能エネルギー固定価格買取制度の課題」（「1 事業者 1受電点」の規制） 

（３）「Torrefaction について」  
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提言名称 木質バイオマス発電における共処理化等の推進 

提言内容 

 木質バイオマス発電における発電効率向上のため、「共処理化」（既存の枠組みにおいて使える仕

組みの導入）や「システムとしての全体最適化」を推進する。 

 ①石炭火力における木質バイオマス混焼の推進（別途） 

 ②ガス化＋既存のガス発電への供給 

 ③炭化＋既存の石炭利用設備への供給 

 ④下水汚泥発電との組合せの推進 

 ⑤ゴミ発電との組合せの推進 

  

現状及び課題 

 1. 下水汚泥発電については、2010 年度―バイオガス発電施設の発電（全国約 30 か所の処理場で

実施）により、下水道施設の総電力消費量の約２％分を発電（国交省：4．JORA講演会） 

 2．ゴミ発電については、2010 年度―焼却施設 1,221 のうち発電施設 306、総発電電力量 7,210Ｇ

Ｗｈ/年（環境省：4． JORA 講演会） 

また、「第 3 次循環基本計画」（平 25．5.31 決定）においても、「高効率廃棄物発電施設の早期整

備、廃棄物発電における FIT の活用可能性を高めるための環境整備」が位置づけられ、今後の展

開が期待されている。 

  

期待される効果 

 木質バイオマス発電の発電効率が向上し、採算がとりやすくなる。結果、事業化が容易となり、

普及が進む。 

  

必要な措置 

 予算措置 

 ・環境省:廃棄物発電の高度化支援事業等補助 

  

 

 参考資料 

【参考】 

群馬県高崎市の某メーカーの例（木質バイオマス、ゴミ廃棄物、ゴムタイヤなどを一括投入・処理

し、ガス化発電。現在までに、260基、納入） 
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提言名称 森林除染の技術開発と普及の推進 

提言内容 

 東北地域における木質バイオマス発電の燃料調達の容易化のため、森林除染の技術開発とその普

及を推進する。 

 1. 木質バイオマス発電の使用後焼却灰等における放射性物質の除去・減容化についての技術開発

の推進―木材等を立ち木の状態あるいは伐採をした状態で、高圧洗浄装置にて外面に付着してい

るセシウムを洗い流し、その洗浄水を集めて、特殊設備にて吸着し減容化する。 

 2. さらに、これにより完全に無害化した木材を熱処理してオイルをとり、このオイルにより、発

電を行う。 

 この一連の技術開発結果に基づき、本方式による木質バイオマスの供給を行うことにより、発電

の事業化を推進する。  

  

現状及び課題 

 1. 東北地域の木質バイオマス発電に関しては、燃料となる木材が放射能汚染されており、目下、

ほとんどが使用できない。（環境省の基準では、8,000 ベクレル以下とされているが、燃焼させる

と濃縮するため、100ベクレル以下のものでないと、使用できないのが現状である） 

 2. ナノプルシャンブルー、メソポーラス物質、プラズマ溶融などによる放射性物質の除去の技術

開発が進んできており、これらを活用する必要がある。 

 3. これら技術の活用につき、各地から 期待が寄せられている。 

  

期待される効果 

 放射能汚染されている木材も、木質バイオマス発電に利用可能となり、 原発事故による放射性物

質の影響を受けている地域であっても、地域の理解を得ながら、木質バイオマス発電の取り組みを

行うことが可能になる。  

  

必要な措置 

 予算措置 

 ①放射性物質除去実証実験  数億円 

 ②オイル発電実証実験    10 億円強 

  

 

 参考資料 

 別紙 
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提言名称 地域・市民主導の多様な資金調達方法の確立 

提言内容 

 バイオマス発電を、自治体・中小企業・NPO 等が事業化するに際し、必要な資金の調達について、

行政・自治体・市民・民間ベースで、多様な方法を確立する。 

 1. 融資については、FIT 認定を受けたバイオマス発電事業を信用保証協会の保証制度の対象にす

る。（制度融資と同様の扱いに）― FIT 対象発電施設整備に係る資金融通（林野庁―自治体）と

の関係。 

 2. 投資については、市民ファンドの設立、クラウドファンディングについて、先行事例の動向に

注目しつつ、これら事業体との連携・協力・利用につき、検討する。（「市民の共感」を得ること

が大事とされており、脱原発・再エネ普及、森林・林業の再生、地球環境問題への寄与などを強

調していく。） 

 3. 少人数私募債・疑似私募債の活用については、先行事例の実情を把握しつつ、さらにその可能

性を探求する。 

 4. リースの活用。 

  

現状及び課題 

 1. バイオマス発電に、地域で取り組む場合、資金調達が困難なケースが多い。 

 2. 金融機関は、事業リスクが高いとしてなかなか融資に応じないのが実情である。 

 3. 投資ファンドも同様。 

  

期待される効果 

 地域におけるバイオマス発電の事業化が進み、再生エネルギーの確保、地域活性化が期待できる。  

  

必要な措置 

 運用変更、予算措置 

  

 

 参考資料 

【参考】自治体の機能強化（PHP 総研提言：平 24.10） 

 ①再エネ事業債務保証制度の創設 

 ②再エネ推進基金の創設 

 ③特定目的会社（SPC）方式での地域資金の導入 

 ④自治体の財政資金の活用（過疎地域対策債の適用、再エネ債の発行など） 

 ⑤住民参加型ファイナンススキームの構築（長野県飯田市の例：市の補助金と市民ファンドの組合

わせ、匿名組合出資方式） 

 ⑥地域金融機関との連携（特に信金） 

 ⑦FIT上乗せ条例の制定（自治体が FIT の買取価格に独自に上乗せ価格を設定する等） 

  


