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日本で利用可能なバイオマス

� 日本のエネルギー需要全体に占めるバイオマスの割合は１～２％程度。
利用可能な量は６％程度と推定

� 日本で利用可能なバイオマス資源の半分以上が森林由来のバイオマス

� 廃棄物バイオマス（量的限界、ひっ迫）、資源作物、輸入バイオマスの
問題点

� 今以上のバイオマス利用拡大には、林産業再生が不可欠。路網整備、
素材業者の再生、需要プルの木材産業推進。森林・林業再生プラン
（集約化）と自伐林家育成の両輪か。

� 今後利用拡大が可能な林地残材は、利用効率の低い液体燃料化や発
電よりも、小規模でも８０％以上の利用効率が可能な熱利用が有利

日本の主要バイオマスエネルギー利用可能量（PJ/年）
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出所：資源エネルギー庁資
料



バイオマス利用量と国内の賦存量
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図：バイオマスの賦存量と利用量（出所：農林水産省資料）

木質バイオマス発電導入量
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図：木質バイオマス発電導入量
出所：自然エネルギー白書2012（環境エネルギー政策研究所）



薪炭材生産量

�木炭１１８,７９１トン、ヤシ殻炭３６,０５７トンを輸入、木炭６

２６トンを輸出（２０１０年）

　木質バイオマス生産量（２０１０年）

　　　　　　　　　　　　　　　　出所：主要特用林産物需給総括表
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薪薪薪薪
（（（（層積層積層積層積m3））））

木質粒状燃料木質粒状燃料木質粒状燃料木質粒状燃料
（（（（トントントントン））））

オガライトオガライトオガライトオガライト（（（（トトトト
ンンンン））））

木炭木炭木炭木炭
（（（（トントントントン））））

竹炭竹炭竹炭竹炭
（（（（トントントントン））））

85,481 51,255.3 2,595.4 13,747.8 822.0

木質バイオマスボイラーの導入状況

� 国内における木質ペレットボイラー　272箇所以上導入

� 台数は324基以上　岩手県、北海道、長野県、山口県など

� ペレットボイラーの総出力　約80,000kW

� 総ペレット消費量　 26,280t／年

� 販売額は約7億8,000万円と推計

� 木質チップボイラーは、全国で107箇所以上に導入

� 北海道、岩手県、山口県など
� 総出力は約100,000kW　チップの総消費量　94,612t／年

� 販売額は4億7,000万円と推計

� 導入施設の種類では、宿泊･温泉施設が最も多く、次いで工場、
学校･保育園等

� 二次燃焼形式の高効率（燃焼効率80％以上）の薪ボイラーでは、
導入数は8個所、合計15基が岩手県、福島県、新潟県、栃木県、
山梨県、大阪府、和歌山県、高知県に導入。総出力は1,073kW

　（２０１１年９月時点　㈱森のエネルギー研究所） 6



木質バイオマス利用事例：
薪ボイラー
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↑ヴィラ雨畑（山
梨県早川町）

←兼平製麺所
（盛岡市）

チップボイラー
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↑岩手中央森林組合
の製材廃材チップストッ
クヤード

←県営屋内プール「ホッ
トスイム」に導入された
チップボイラー



石炭火力混焼・製紙会社のバイオマスボイラー
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↑太平洋セメント高知工場
東海パルプに導入されたバイオマスボイラー→
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薪ストーブ、ペレットストーブ



木質バイオマスをめぐる最近の主な政策動向

�電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法（ＦＩＴ）が２０１２年７月より施行

�森林・林業再生プラン本格始動（１２年４月）、森林法の改
正（１２年４月）、公共建築物木材利用促進法(木質バイオ
マスのエネルギー利用も対象）１０年１０月

� （木質）バイオマス熱のグリーン熱証書認証事業開始

　２０１１年１月

�再生可能エネルギー等の熱利用についても、ようやく脚光

�総務省　バイオマスの利活用に関する政策評価２０１１．２

�東日本大震災、福島第一原発事故を踏まえて、エネルギー
政策転換へ
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再生可能エネルギー全量固定価格買取制度（FIT）

とは？

�再生可能エネルギー電力を、電力会社等が、決められ
た価格で買い取る制度

�炭素税、排出権取引制度と並ぶ、再生可能エネルギー
促進、温暖化対策の一つ

� ドイツ、オーストリア、スペイン、フランス、イギリス等で世
界の８０以上の国と地域で導入されている

�民主党政権の主要政策の一つで、２００９年夏の政権交
代直後より、経済産業省はプロジェクトチームを設置、
検討。２０１１年３月１１日午前中に「電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
案」は閣議決定され、国会の審議で修正の後、２０１１年
８月成立。２０１２年７月施行

�資源エネ庁　固定価格買取制度のサイト
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html 12



出所：資源エネ庁資料
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法律の主な修正ポイント

�法律の目的に、エネルギー安全保障と環境負荷低減に
加え、「国際競争力の強化、産業振興、地域の活性化」
を追加

�エネルギーの種類別、設置形態別、規模別に調達価格
を決定（調達価格は費用、供給見込み量、適正な利潤
等を勘案）

�調達価格、期間を決定する場合、経産大臣は発電施設
の所轄大臣（農水相、国交相、環境相）に協議

�調達価格算定委員会の設置（５名の委員は国会同意人
事。調達価格等は算定根拠を国会に報告）

�施行後３年間を促進機関とし、供給者の利潤に特に配
慮した調達期間を設定

�電力を多く使う事業所の負担を軽減 14



＜参考＞買取対象としてのバイオマス発電の要件

①既存用途から発電用途への転換が生じ、既存用途における供給量ひっ
迫や市況高騰が起こらないこと

②持続可能な利用が可能であること（森林破壊や生物多様性に影響を及
ぼさないこと）

③LCA（ライフサイクルアセスメント）の観点から地球温暖化対策に資するこ
と

　・例えば、賦存量のほとんどが未利用であり既存用途への影響も少ない
と考えられる林地残材は、類型としては①〜③に適合しうると考えられる

　・発電の用に供される個別のバイオマス燃料についてこうした要件をどの
ように設定、確認することが現実的であるかを踏まえた上で、その方法を
具体化する必要がある

　・このような確認を行うための判断材料として、個々のバイオマス燃料の由
来等を特定可能とするような、トレーサビリティ（追跡可能性）確保の仕組
み等を整備することも重要

　・今後、経済産業省において、関係省庁と連携しながら、バイオマス発電
の普及拡大に資するよう、適切な対象選定や具体的な仕組みづくりを検
討していく必要

出所：「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計につ
いて」買取制度小委員会報告書　２０１１．２ 15

ＦＩＴの詳細
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表：バイオマスの調達区分・調達価格・調達期間

（出所：FITパブリックコメントについての資料）



木材チップ買取価格

５０００５０００５０００５０００ｋＷｋＷｋＷｋＷ専燃発電専燃発電専燃発電専燃発電
（（（（熱利用熱利用熱利用熱利用なしなしなしなし））））

石炭混焼石炭混焼石炭混焼石炭混焼

未利用木材（林地残材
など）

１２,０００円 ２５,２００円

一般木材（製材廃材、
輸入チップなど）

７,５００円 １７,９００円

リサイクル木材（建設廃
材）

２,０００円 －
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FIT価格の場合の発電所でのチップ買取価格試算
生トン（湿潤含水率40％）

※５０００ｋＷ専燃発電での価格は調達価格等算定委員会資料

より、石炭混焼での価格は、森のエネルギー研究所㈱の試算に
よる。

図：未利用間伐材等のトレーサビリティシステム（出所：前出と同じ）
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ＦＩＴ制度の詳細
� 石炭混焼も対象に

� 既存施設も対象に（補助金分を控除、稼働年数は差し引く）

� 認定要件に「使用するバイオマス燃料について、その利用により、当該バ
イオマス燃料を活用している既存産業等への著しい影響がないものであ
ること」。違反は認定取り消し。

� 規模別の価格設定→データが更に集まれば、今後検討

� 木質バイオマスについては、間伐材や建設リサイクル材など、複数の調
達区分が適用されうるため、その種類や既存用途への影響を判断するた
め、林野庁が策定している「発電利用に供する木質バイオマスの確認の
ためのガイドライン」による証明書を添付することとする予定。これにより確
認ができない場合には、リサイクル木材の価格を適用。

� 異なる区分のバイオマスを混焼する場合、月１回算定すること

� バイオマスを利用して発電を行う場合には、当該バイオマスの出所を示
す書類として、利用するバイオマスの種類毎に、それぞれの年間の利用
予定数量、予定購入価格、調達先等の燃料調達計画書を添付

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html
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未利用材と
は何か？

20
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出所：バイオマス白書２０１０　写真提供：田中淳夫氏

図：北海道における切り捨て間伐材によるバイ
オマス発電の温室効果ガス排出量

22出典：古俣寛隆氏資料（北海道立総合研究機構森林研究

本部林産試験場）



林野庁木質バイオマスＬＣＡ評価事業結果
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出所：木質バイオマ
ス評価事業報告書
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出典：前出



林地残材について

�林地残材は、バイオマス発電に向かない資源

�林地残材は、（一定価格以下で）大量に収集することが困
難

�林地残材は熱利用から。そもそもバイオマスのエネルギー
利用は熱利用が主、電気はおまけ

�無理に大量収集をしようとすると林地残材ではなく、皆伐さ
れた木材や輸入バイオマスが使われるおそれがある。（伐
採届の徹底などが必要）

�資源の有効活用の観点から、コジェネレーションを優遇す
べき（小規模のバイオマス発電の発電効率は１０～２０％台、
コジェネなら６０～８０％程度）
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林地残材の収集の限界

�釜石森林組合　８０００ｔ／年　（端材等を含む）

�旭川周辺５０ｋｍ圏内で約２万ｔ。一市町村で３０００ｔ／
年を超える自治体は限定的（北海道立総合研究機構　
酒井明香氏の試算）

� ５０００ｋＷのバイオマス発電では、７～１０万ｍ３程度の
バイオマスが必要。この量を調達できる地域はまれ。

�稼働期間中を通して調達可能な量を基準に、バイオマ
ス発電の規模を設定すべき。小規模のコジェネレーショ
ンが現実的。熱利用が鍵となるので、熱需要のある場
所に。

�林地残材利用のとっかかりは、重油ボイラー代替として
の薪・丸太ボイラーの方が無理がない。
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バイオマスの
有効利用

上図：バイオマス
の有効利用
下図：草の需要
のピラミッド
出典：バイオマス
白書２００９

表：バイオマスのエネルギー利用方法別特徴

石炭混焼石炭混焼石炭混焼石炭混焼 バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス専専専専
燃燃燃燃、、、、コジェネコジェネコジェネコジェネ

熱利用熱利用熱利用熱利用

輸入 国産

規模 燃料の大量調達可
能

燃料の大量
調達困難

調達量により
規模に制約

小規模でも可
能

燃料価
格

高め（ペレットなら国
産より安い）

廃棄物系は
安く、林地残
材は高い

安価な燃料
でないと従来
は無理

林地残材でも
可能

その他 持続可能性への配
慮が必要
エネルギー安全保
障の点で劣る

需要が大き
いため、供給
現場に大きな
影響

コジェネは熱
電の需要バ
ランスをとる
必要がある

林地残材利
用の推進策
が必要

28



石炭火力混焼の概要
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電力会社電力会社電力会社電力会社 発電所発電所発電所発電所 原料原料原料原料 生産地生産地生産地生産地 年間使用量年間使用量年間使用量年間使用量

東京電力 常陸那珂 木質、植物油絞り粕ペレット 海外 ７万ｔ

中部電力 碧南 木質チップ カナダ ３０万ｔ

北陸電力 敦賀 樹皮、木屑 国産 １～２万ｔ

北陸電力 七尾大田 樹皮、木屑 不明 ２万ｔ

関西電力 舞鶴 木質ペレット カナダ ６万ｔ

中国電力 新小野田 伐採材、林地残材 国産 １万ｔ

四国電力 西条 樹皮、木片 国産 １．５万ｔ

九州電力 苓北 林地残材 国産 １．５万ｔ

沖縄電力 具志川 建設廃材、剪定木ペレット 国産 ２万ｔ

電源開発 松浦 建設廃材チップ 不明 ２．５万ｔ

電力各社HP等各種資料により作成

現状で石炭混焼の約８割が輸入バイオマス

30

石炭混焼原料バイオマスの割合

輸入

78%

国産

14%

不明

8%



ＦＩＴ制度制度制度制度におけるにおけるにおけるにおける木質系木質系木質系木質系バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発電発電発電発電にににに係係係係るるるる提言提言提言提言
２０１２２０１２２０１２２０１２．．．．４４４４（（（（自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー財団財団財団財団））））

�既存の木材利用体系を崩さないカスケード利用を前提
とした買取価格の設定

�熱電併給を前提とした買取価格の設定

�中小規模施設の普及を促すルール設定

�燃料種別の買取価格の設定

　　　http://jref.or.jp/document/doc_20120423.html
31

ＦＩＴへのパブリックコメント（２０１２年６月提出）
� 石炭火力発電所におけるバイオマス混焼は、再生可能エネルギー特別措置法（FIT）

の対象から外すか、別途、買取価格を設定すべき。

� 限りあるバイオマス資源を有効活用するため、買取価格において総合利用効率の高
いコジェネレーションを優遇すべき。木材の地域における持続可能な利用、カスケー
ド利用に応じた利用を促進する、買取価格を設定するべき。規模別による発電コスト
に応じた買取価格とし、コジェネレーションの中小規模を優遇するべき。

� バイオマス発電の拡大によって気候変動や森林生態系保全などの持続可能性に悪
影響が及ばないよう、バイオマス発電の燃料となるバイオマス、特に未利用木材およ
び一般木材について、ライフサイクルアセスメント（LCA）を実施し、気候変動対策に
悪影響を及ぼすものについてはFIT の対象外とすべき。また、LCA 以外についても
持続可能性基準を策定すべき。2012 年7 月の施行においては難しいが、できるだけ

早急に検討を行い、実施すべき。

� バイオマス発電の「未利用木材」について、買取対象となるための設備の認定におい
て、市町村森林整備計画と整合性があることを認定の要件とすること。また、事前に地
域住民に対する説明会を実施すること。

� 未利用木材、一般木材のトレーサビリティのしくみの透明性を確保すること。特に、輸
入バイオマスのトレーサビリティの実効性を担保するしくみを構築すること。

� FIT 施行において、他用途との競合、気候変動対策や森林生態系等への悪影響に

ついて体系的・継続的に情報を収集し、できるかぎり情報の透明性を確保し、分析・
評価を行い、今後の改定に役立てること。
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ＦＩＴ法のバイオマス発電の今後の焦点

�石炭火力混焼が圧倒的に有利

　　・トレーサビリティシステムの実効性の担保

　　・持続可能性基準の設定、ＬＣＡを早期に導入すべき

　　・輸入バイオマスの問題

　　・利益の一部をファンド化し、地域の森林整備へ還元し
てはどうか

�規模別の価格設定に

� コジェネレーションの優遇

�他用途との競合の問題

　　・すでにある用途および熱需要との競合の問題

�地域に根付いた事業か、外部資本か

�地域の資源管理体制　市町村森林整備計画との整合性、
伐採届の徹底、協議会、住民への説明会など

33

１．総合的な地域計画の中でバイオマス利用を位置付ける

　①総合的な再生可能エネルギー利用

　②林業、木材加工、流通・マーケティングの促進（バイオマスは
林業のおまけ！）

２．熱利用主体で考える

　　・発電より熱の方が利用効率が高く、経済性がよい。バイオマス
を高く買取れる。やり方次第で林地残材でも可能

　　・家庭用薪ストーブのように小規模でも利用できる

　　・利用機器が石油ボイラー等に比べて高く、燃料供給面等で促
進策が必要

　③地域の熱需要調査　

　④供給力増強と並行しての導入

　　　廃棄物と森林バイオマスの違いに留意 34

総合的観点からの取り組みを！



国産材需要をどう増やすか

�路網整備、素材業者の再生、需要プルの木材産業推進。
森林・林業再生プラン（集約化）と自伐林家育成の両輪か。

�森林・林業再生プランで供給量増強が行われているが、
需要プルも同時に必要（需要が増えないまま供給が増え
て材の価格が下落傾向）

�国産材の主な用途は戸建て木造住宅。施主は３０代、５０
代夫婦が多い。家庭の購買決定権の６０~８０％は女性。
例えば、３０代の女性がどんな家に住みたいかのマーケ
ティングが必要

�環境意識が高い人にも日本の山を守ることと住宅に国産
材を使うことが結び付いていない

�住宅の購入を考え始めてからでは遅い。例えば結婚式場
とタイアップして森林と住宅について考える機会を

35

マーケティングをどうするか

�最終ユーザーのニーズを捉えることが基本

�川下のニーズに関する情報を川上・川中に伝える機能が
必要　プレカット工場、木材コーディネーター

�需要と供給のバランスがとれない状況をどうするか

�内装材、建具、家具などの付加価値化

�戸建て住宅以外の用途も　ビルの内装、低層ビル、公共建
築、土木資材、工業原料等

� ＪＡＳ材など規格化の推進　エンジニアリングウッド

�輸出も考える（例えば、「未来を創る木材産業イノベーショ
ン研究会報告」参照　http://www.nikkeicho.or.jp/

　report/2010/inoue/inoue_mokuji.html　）

�広葉樹林の利用　家具、景観保全、山菜、エコツーリズム、
薪炭材等　諸塚村どんぐり材プロジェクト 36



土佐の森・救援隊の自伐林家育成

�サラリーマン、農家の山主が休日に山に入り、安価な軽
架線と軽トラで材を搬出　ＮＰＯが技術指導　Ｃ材で晩酌
を！

�バイオマス集積基地　誰でも材を持ってくれば最低価格
で買い上げ（よい材はマテリアル利用）　薪の販売も

�商店街とタイアップして地域通貨で上乗せ

�林業専業に移行する人も

　参考：中嶋健造編著　『バイオマス材収入から始める副業
的自伐林業』林業改良普及双書
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バイオマス集積基
地（高知）
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岡山県真庭市

誰でも木材を持ち込める
場をつくり、仕分けし
て販売
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写真提供：
土佐の森・救援隊

熱利用に際して

� 灯油、重油ボイラーの代替が最もやりやすいバイオマス利用
の一つ

� バイオマスボイラーは、ランニングコストは比較的安くできる
が、重油ボイラーに比べて数倍～１０倍高価。ゆえに、できる
だけ稼働率を高くすることが肝要。３６５日、　２４時間、需要
があるところがベスト。宿泊施設、温泉施設など。需要の波は、
化石燃料ボイラーとの併用すると採算をとりやすい

� 冷房もできるバイオマスボイラーも出現している。空調は年間
１０カ月の需要。公共施設などでの導入も考えられる。（例：
真庭市役所）

� 断熱、太陽熱、地中熱などとの組み合わせも考慮

� 参考：木質ボイラー導入指針（森のエネルギー研究所）
http://www.mori-energy.jp/pdf/lca_boilershishin.pdf
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木質バイオマスの利用

� 建築廃材、製材廃材は安価だが、ほぼ使いつくされた状態
� 可燃ごみの燃料利用も考えられる
� 林地残材は、廃棄物バイオマスより価格が高い。廃棄物バイオ
マスと組み合わせて使うこともありうる。流通が整備されていない
地域が多く、調達のしくみづくりも必要。安定供給できるか。土
場まで取りに行くか。ストックヤードをどうするか。加工・乾燥をど
こでどう行うか。競合者にどう強みを持つか。

� 日本ではチップ化コストが高い。小規模ボイラーなら丸太や薪
での利用が現実的。（Ａ重油換算で２０万リットル／年以上なら
チップボイラー、３万リットル／年以上なら薪・丸太ボイラーに経
済性がある）

� 石油価格が上昇基調にあるなか、うまくやれば経済性は十分あ
る

� 原則、運営は民間に、行政はサポートで
� Ｊ－ＶＥＲ、国内クレジット制度（２０１３年４月より新クレジットに）
等もあるが、過大な期待は避けるべきか

41

つながり・ぬくもりプロジェクト

� 岩手・木質バイオマス研究会、バイオマス産業社会ネットワーク、
環境エネルギー政策研究所、自然エネルギー事業協同組合レ
クスタ、ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会、ＷＷＦなど自然
エネルギー利用促進に取り組む団体が、４月に立ち上げ

� バイオマス、太陽光発電、太陽熱温水器でお風呂、電気、お湯
で東日本大震災被災地支援

� バイオマスでは、岩手県大槌町吉里吉里地区で１０００人以上
の被災者を対象に、被災材を薪ボイラーで燃やし、お風呂サー
ビスを提供

� 当初、関係者やボランティア主体だったが、被災者による運営
へ

� これまでの寄付・助成総額　約６,０００万円

� 今後は、仮設住宅集会場などに薪ストーブ、ペレットストーブの
設置、公共的施設への薪ボイラーの設置などを行う

� 詳細は　http://tsunagari-nukumori.jp/　参照
42
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吉里吉里国・林業大学

�吉里吉里地区で薪ボイラーによるお風呂提供

�復活の薪プロジェクト

　　被災者らが薪づくり、団体「吉里吉里国」立ち上げ

　　　http://kirikirikoku.main.jp/aboutus.html　

　　全国に薪を販売

　　被災した年配者の求職困難、地元での現金収入

�被災者（自伐林家）が山から材を搬出・販売へ移行中

� NPO法人土佐の森・救援隊などが間伐の仕方、チェーン

ソーの使い方、搬出など林業の基本を指導、月１回程度
開催

�福島県、宮城県からも研修に参加、「高いニーズがある」
44
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出所：吉里吉里国HP

東北復興を契機に日本を持続可能な社会へ～バイオマ
ス資源の適正利用を中心に～
　研究代表者：伊藤幸男（岩手大学農学部助教）
　共同申請者：泊みゆき（NPO法人バイオマス産業社会ネ

ットワーク）
目的および主な活動内容

� 東北復興を契機に日本を持続可能な社会へ転換するにあたり、適切
で効果的なバイオマス利用促進策が行われるよう働きかける。バイオ
マス利用によるCO2削減、防災対策、資源の有効活用などについて

、関係者の意見を集約し、政府や関係自治体に提言を行う。

� これまで蓄積してきた調査研究成果や、自然エネルギー利用等につ
いて新たな知見を持つ実施者、専門家からのヒアリング等により、東
北復興における適切なバイオマス利用に向けての具体的な促進策（
バイオマス集積基地、熱利用、エコポイントや小規模エスコ、地元資
本による地域復興会社等）についてとりまとめ、シンポジウムや冊子、
インターネットサイトなどで広報する他、関係部署や関係機関へ直接
働きかけを行う。
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主な活動内容

�バイオマス産業社会ネットワーク第108回研究会

「日本の今後のバイオマス利用を考える～被災地の復
興と新たな動き」　２０１１．８

�シンポジウム「東北復興を契機に日本を持続可能な社
会へ～バイオマス資源の適正利用とFITを中心に～」

　　２０１１．１０

�バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）第113回研究会

「東日本大震災被災地の復興とバイオマス利用の本格
開始へ」　２０１２．５

�バイオマス白書の作成

� ヒアリング、情報提供、パブリックコメント等
47



Ｗ－ＢＲＩＤＧＥ事業の効果と今後
� 当初、大型バイオマス発電に主眼が置かれていた被災材利用に熱利用
も対象に。

� ＦＩＴの木質バイオマス発電に関する議論が深まった。

　　　→熱利用への理解が進む

� 今後に向けての布石

� 自治体などで木質バイオマスの熱利用に関心を深める動きが出ている

一方で

� 被災地および被災地で大型木質バイオマス発電が多数計画

� バイオマス発電や液体燃料重視の政策も

２０１２年事業：被災地の林業、製材業（復興需要への対応）の発展と適切
なバイオマス利用へ向けた知見の集約、提言、働きかけ

２０１２年１１月　つながり・ぬくもりシンポジウム

　　　　　　　　　　東北における木質バイオマス利用シンポジウム（仮題）

49

つながり・ぬくもりプロジェクトの今後

� ２０１２年９月で一区切りつけ、フェイズを変える

� ２０１２年６月に関係者で合宿　今後について話し合い

　　・被災者支援の継続

　　・普及啓発

　　・コンサル

　　・（将来的には）ファンド事業等

　　・地域エネルギー地域事務所づくりへ

� ２０１１年１１月１７日　仙台で立ち上げシンポジウムを開
催



バイオマス・シンポジウム企画案

目的：震災後の東北の持続可能な木質バイオマス推進の
ために何をすべきか

�地域エネルギー事務所盛岡支部？

　・バイオマス以外の自然エネルギー団体（太陽熱、風力
、水力etc）とのネットワーク化　これは他の団体に委託し

ても

　・岩手・木質バイオマス研究会はこれまで、普及啓発、
調査研究を中心に活動してきたが、コンサル紹介機能
も付加できないか→ボランタリーではなく経費は出るしく
みを

�木質バイオマスの持続可能な推進

　・熱利用（ボイラー）中心の普及＋地域熱供給、コジェネ

　・大規模バイオマス発電への警告

�林産業のバランスのとれた発展

�石炭混焼の利益の一部をファンド化し、再造林など森
林整備事業へ向ける取り組み

�バイオマス燃焼後の放射能をおびた灰の適正処理に
むけての提言

　対象者：バイオマスに関わりのある関係者（自治体、林
産業の川上～川下、ボイラー業者、チップ業者、地域
燃料業者、地域金融機関、導入に関心のある事業体な
ど）

　時期：２０１２年１１月～２月　１月後半？

　会場：岩手大学？
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＜ご参考＞

　　バイオマス産業社会ネットワーク第１１５回研究会

日　時：２０１２/７/２４(火) １８:３０～２０：３０

テーマ： 「木質バイオマスＬＣＡ評価事業の結果について」

講演者：小出理博氏（株式会社森のエネルギー研究所）

会　場：地球環境パートナーシッププラザ
　　　　（東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学１F

　　　地下鉄表参道駅より徒歩５分・JR他渋谷駅より徒歩10分
　　　　http://www.geoc.jp/access

参加費：会員　無料、　一般　１，０００円

＜書籍＞

　泊みゆき『バイオマス本当の話　持続可能な社会に向けて』　　

　築地書館　１，８００円＋税

NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）
の概要

• 月１回ペースでの研究会の開催
• バイオマス白書の作成（サイト版および小冊子版）　　　
• メーリングリスト、メールマガジン
• バイオマスに関する調査、コンサル、事業実施等
• 現在、個人会員約500名、法人会員50

＜事務局＞
　〒277-0945千葉県柏市しいの木台3-15-12

　Tel:047-389-1552　　Fax:047-389-1552
（現在、ウェブサイトおよびメール切り替え中）
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