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図表 1-1 森林組合による施業の様子 

図表 1-2 美しい里地里山の保全 

 

 

 

 

 

 

 
 

 事業目的 1.

1.1 事業の背景・目的 
1.1.1 事業の背景 

■ 南房総市域の林業振興が喫緊の課題 

南房総市の林野面積は約 12,500ha あり、市域の約 54％を占めている。人工林のほとんど

は、戦後植栽されたもので収穫期を迎えつつあるが、木材価格の長期低迷、林業就業者の減

少と高齢化が進むなかで、森林荒廃や林業振興への対応が喫緊の地域課題となっている。 
千葉県森林吸収量確保促進計画では、南房総市和田地区黒岩地域の山林が森林整備重点地

区として指定し、千葉県森林組合安房支所が主体となって森林整備に取り組んでおり、管理

された森林状態を確保することを必要としている。 
こうしたなか、千葉県森林組合安房支所では植林や間伐、

枝打ちといった森林造成や素材生産事業の促進のみならず、

シイタケ栽培用の種駒・薪・炭といった林産物販売も手掛け

ており、千葉県内で も事業実績をあげる支所に位置付けら

れている。現在は、京葉工業地帯の出光興産㈱千葉製油所と

連携する木質バイオマス燃料化事業の本格展開にも着手して

いるところである。 
 

■ 貴重な観光資源である景観や里地里山の保全 

南房総市は、日本の酪農の発祥地であり酪農業が盛んであるとともに、温暖な気候から生

産される花きや野菜、果実栽培をはじめとする農業、また、３方を海に囲まれ潮流が好影響

をもたらす豊かな漁場があり、加えて里山と里海が接した天然の地形に恵まれた漁業も盛ん

である。こうした豊かな自然を背景に、東京をはじめとする

大都市圏に近いという立地から観光業も盛んであり、身近な

癒し空間や安全でおいしい食などの提供をコンセプトとする

観光業は、市域にとって貴重な産業に位置付けられている。

地域の貴重な観光資源である景観や里地里山の保全は重要で

あり、この点でも森林の持つ多面的機能の維持保全促進が求

められている。 

事業実施者名：千葉県森林組合安房支所 

課題名：南房総市域木質バイオマス利活用促進事業 
～京葉工業地域と南房総市域の多様な主体の 
連携による木質バイオマス利活用促進～ 
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図表 1-4 注目される木質バイオマス

 
■ 農林業のみならず漁業や観光業などの地域産業の活性化促進 

上記のような背景から、農林業のみならず、観光業や漁業等の地域の産業振興の面でも、

森林整備の促進は密接に関係しており、多くの関係者の連携や創意工夫によって取り組んで

いく必要がある。また、こうした取組が新たなビジネスモデルや雇用の場として創出される

ことが期待される。 
 

■ 低炭素社会づくりの促進 

地球温暖化対策の促進は、全国共通の地域課題である。こ

れは、南房総市に近接する京葉工業地帯の企業も例外ではな

く、特に、CO2 排出削減への対応が喫緊の課題となっている。

温室効果ガス吸収効果をはじめとする森林の多面的効果への

期待から、出光興産㈱千葉製油所では、保有する石炭炊き大

型発電ボイラーの燃料の一部代替として、南房総市域の木質

バイオマスを利用する燃料化事業の構築によって、低炭素

型社会づくりの促進を目指している。 
 

■ これまでの取組実績を活かした木質バイオマス利活用の促進 

千葉県森林組合安房支所では、地域産業の酪農業向けの敷

き資材として木質バイオマスのマテリアル利用を進めるとと

もに、エネルギー利用の点では、地方特産品のサバ節の生産

における木質バイオマスボイラー燃料利用向けの薪の供給を

実施している。また、京葉工業地帯の出光興産㈱千葉製油所

と連携する木質バイオマス燃料化事業の本格展開にも着手し、

当該事業の拡大・拡充に向けて、特に収集運搬のコスト削

減が大きな課題となっている。 
 
1.1.2 事業対象地域における木質バイオマスの需要･流通を拡大させる上での課題 
＊課題１：木材チップの安定的な生産システム確立  

年間約 5,000t の燃料用木材チップの受入れ能力がある「木質バイオマスの製油施設大型ボ

イラー燃料利用促進事業」の本格稼働に向けて、現状の森林組合では、出光興産㈱千葉製油

所の大型ボイラーへの供給・燃焼試験を既に実施し、供給に向けたシステム整備をすすめ、

関係者間で調整を実施しているところである。 
より持続的な事業運営を確実にしていくには、安価で且つ品質を担保し安定的な燃料用木

材チップの生産・供給システムの確立が必要である。しかし、現行では月産 200t 以上のチ

ップ生産の実績がないことや、保有設備の状況や素材生産等の通常の組合業務との調整など

を踏まえると、全般的なコスト削減やチップの保管・運搬の面で課題を有している。 
 

 

図表 1-3 京葉工業地帯の企業 
 CO2 削減促進 
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＊課題２： 大口ユーザー向けの収集コスト削減と流通システム確立 

安価で且つ品質を担保した安定的な燃料用木材チップの生産・供給システムの確立には、

如何に物流コストを削減するかが重要なことは広く周知されている。 
また、南房総市域は房総半島に位置しており、半島特有の地勢の影響も手伝って、現在の

木材関連の物流ルートの利用では製油所が立地する都市部との物流が脆弱な面がある。この

ため、需要変動のバッファー機能も考慮しながら、往復の荷を確保して、物流コストを削減

するなどの創意工夫が求められる。 
 

＊課題３： 需要の季節変動、大型受入施設の需要変動の対応 

木材チップを燃料化利用する事業では、燃料チップの受入れ先の需要変動にも対応したシ

ステムを整備する必要がある。製油所の大型ボイラー施設を例にみれば、定期的なメンテナ

ンス等でボイラーの運転が停止する期間があり、こうした需要変動に対応するバッファー機

能の構築が必要である。 
また、本事業が 終的に目指す年間約5,000t規模の林地残材を供給するシステムは、千葉

県では例がなく、全国的にみても実績の少ないシステムである。このため、需給変動に対応

した生産・供給システムの確立が必要であり、特に、バッファー機能である生産調整、チッ

プの保管システム、需要変動に対応した物流システムの構築が求められる。 
 

＊課題４： 製油所大型ボイラー施設での木材チップ受入れシステム確立 

受入れ施設側である製油所の石炭ボイラー施設においても、年間5,000t規模の受入れを想

定した保管機能、保管施設、受入れ体制等のシステムを確立する必要がある。製油所の石炭

ボイラー施設は、製油所の心臓部であり、安全面、火災防止等の防災面に充分に配慮した対

応が求められる。 
 

＊課題５： 小口ユーザーの需要拡大 

木質バイオマスの利活用の促進を地域全体に浸透するためには、大口ユーザーの開拓のみ

ならず、小口のユーザーの拡大利用も同時に進めていく必要がある。南房総市域では、サバ

節生産の燻煙での小口利用があるものの、小口のユーザーが少ない状況にある。 
 
1.2 事業の取組内容 
1.2.1 事業の目指すところ 

■ 南房総市域の木質バイオマス利活用促進 

本事業では、千葉県森林組合安房支所が中心となって、市民、地域 NPO、南房総市役所、

福祉・障害者施設、千葉県、出光興産㈱、物流事業者等と連携を図りながら、森林荒廃への

対応のみならず、里地里山の再生や南房総市域の貴重な観光資源である景観の保全促進も視

野に、関係者の創意工夫によって木質バイオマスの有効利用促進を目指すものである。 
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図表 1-5 千葉県森林組合安房支所の 
 ノウハウの活用   

図表 1-6 安定的で低コストの 
     チップ生産体制の確立 

 

■ 千葉県初の林地残材：年間約 5,000t 利用促進に向けて 

本事業では、南房総市域の森林保全を担っている千葉県森林組合安房支所と、京葉工業地

帯の主要企業である出光興産㈱千葉製油所に加えて、行政関係者、障害者施設、物流事業者

などの多様な事業主体が連携して構築する「木質バイオマスの製油施設大型ボイラー燃料利

用促進事業」の本格的稼働に向けた実証事業を実施する。具体的には、千葉県初の年間約

5,000t の切り捨て間伐材等の林地残材の利用の達成に向けて、チップ生産コストの削減、流

通全般のコスト削減、受け入れシステムの整備、障害者やシルバー人材の活用の検証を行い、

実際に月産換算で 200t 以上のチップ生産・流通システムの構築を検証する。 
 

 
図表 1-7 事業全体のイメージ  

 

①生産コストの採算分岐点の調査③流通業者と
の連携によるコ
スト削減調査

②生産コストの削減と新規雇用の調査

南房総市域木質バイオマス利活用促進事業 イメージ
～京葉工業地域と南房総市域の多様な主体の連携等による木質バイオマス利活用促進事業～

大口ユーザー
出光興産（株）

石炭ボイラー

搬入形態の実証

千葉県森林組合安房支所
５０㎥/日処理機械リース

10日稼動
チップ100トン製造

障害者施設ｏｒｼﾙﾊﾞｰ人材
５０㎥/日処理機械リース

15日稼動
チップ100トン製造
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ヤード
20トン

山
林

・間
伐
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・林
地
残
材
・被
害
木

選
別
に
よ
り
搬
出

⑤小口ユーザー拡大調査

検討委員会：森林組合、出光興産、千葉県、南房総市、
NPO、学識経験者（流通業者、障害者施設等）

④受入システ
ムの調査

素材

素材

空荷便の有効活
用及びコンテナ
と木材輸送の併

用実証

労
務

作
業

指
導

実施

実
証

調
整

・ボイラーの燃焼デモ
・チップ製造の実演
・PRチラシの作成
・ユーザーアンケート
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1.2.2 課題解決のために本事業で行う実施項目 
本調査事業では、主要な取組を「木質バイオマスの製油施設大型ボイラー燃料利用促進事

業」とし、具体的な調査として以下の５つの事業で構成する。 
 

①生産コストの採算分岐点の調査（林地残材由来の燃料用木材チップ生産） 

②生産コストの削減と新規雇用の調査（実際にシルバー人材を活用した実証） 

③流通業者との連携によるコスト削減調査（流通コスト削減の創意工夫） 

④受入システム調査（大口需要となる製油施設側での受入システムの調査） 

⑤小口ユーザー拡大調査（小口需要家の開拓、地域全体の普及・啓発の実施） 

 
 

図表 1-8 具体的な取組の概要 

取組 実施概要 

①生産コストの採算分岐点

の調査（林地残材由来の

燃料用木材チップ生産） 

 現行の安房支所の生産システムや生産体制の活用 

 専用破砕機のリース利用（50 ㎥/日処理） 

 10 日稼働で燃料用チップを約 100t 生産 

 月産 200t 生産の採算分岐点の調査 

 収益構造の把握、コスト削減の課題抽出と対応方策の検討 

②生産コストの削減と新規

雇用の調査（実際にシル

バー人材を活用した実

証） 

 生産コストの削減のため、人件費が安価であるシルバー人材の活用

や、税制面で優遇される障害者雇用の可能性を検証 

 実際に 15 日稼働で燃料用チップを 100t 生産（50 ㎥/日処理） 

 専用機器の改良点や安全面の確保の検証 

 福祉事業や雇用対策との連携方策の検討 

③流通業者との連携等によ

るコスト削減調査（流通

コスト削減の創意工夫） 

 空荷便の活用 

 ホームセンター等の流通ルートの活用可能性の検討 

 木材輸送の併用実証（袖ヶ浦木材センターに木材を取りにいく便の

活用） 

④受入システム調査（大口需

要となる製油施設側での

受入システムの調査） 

 利用先である製油所の石炭大型ボイラーの受入れシステムの検証 

 保管機能の検証 

 燃焼性の検証。 

⑤小口ユーザー拡大調査（小

口需要家の開拓、地域全

体の普及・啓発の実施） 

 小口需要家の開拓、地域全体の普及・啓発の実施 

 小型ボイラー燃焼デモ等を含めた普及イベントの開催 

 小口ユーザーを対象とするアンケート及びヒアリング調査 

 燃料チップ製造を含めた木質バイオマス燃料利用の広報戦略の検

討（ＰＲパンフレットの作成） 

 
1.3 事業の実施体制 

事業の実施体制を以下に示す。 
本事業の実施にあたっては、千葉県森林組合安房支所と出光興産㈱を中心に、関係自治体

や関係行政、専門コンサルタント等と連携する体制を組織化した。 
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図表 1-9 本事業の実施体制  

  

12



南房総市域木質バイオマス利活用促進事業～京葉工業地域と南房総市域の多様な主体の連携による 
木質バイオマス利活用促進～（千葉県森林組合安房支所） 

 

 

 事業実施目標 2.

本事業の実施目標は以下の通りである。 
 

■ 林地残材由来の木質燃料利用チップの安定生産及び供給システムの確立 

本調査事業の実施をとおして、千葉県森林組合安房支所の持つノウハウを 大限に活用し

て、主に南房総市域の林地残材のみを原料とし、木質バイオマス燃料の生産・供給量：年間

約5,000tの実現を目指して、まずは、出光興産㈱千葉製油所向けの木質バイオマス燃料チッ

プの月産 200t 以上（実質的には半月の期間）の生産・供給システムを確立する。 
 

■ 生産及び収集運搬コストの削減 

製油所での木質バイオマス燃料利用の持続的な運営を目指して、石炭等価分とＣＯ2 削減

コストを加味して、工場渡しで 10,000 円/t（絶乾）以下の実現を目指す。 
 

■ 雇用の場の創出 

地域からの要請が非常に高い、障害者やシルバー人材等との事業連携が可能なシステム構

築を目指す。 
 

■ 製油施設でのＣＯ2 削減 

製油所の大型の石炭ボイラーの代替燃料として、木質バイオマスを約5,000t程度の利用を

した場合、製油所のＣＯ2 削減が概算で約 5,000t 程度と見込まれることから＊、木質バイオ

マスの積極的な利用によって、年間 5,000t 以上の CO2 削減に貢献するシステムの構築を目

標とする。（＊財団法人 石油産業活性化センター H20～H21 年度「将来の製油所に適用可能なﾊﾞｲｵﾏｽ

による CO2削減技術に関する調査」を参考に概算） 

 
■ 小口ユーザーの開拓 

南房総市では、将来的には木質ペレット事業整備の展開もバイオマスタウン構想の中で想

定している。こうした点も踏まえて小口ユーザーの開拓を行い、小口ユーザーのニーズ調査

から得た情報を集積し、新たな商品化を目指す。また、日本酪農の発祥の地として畜産施設

への敷き資材等のマテリアル利用の拡充を進める。 
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 事業概要 3.

3.1  事業実施内容 
3.1.1  生産コストの採算分岐点 
（１）生産コストの採算分岐点調査の概要 

１）取組の概要 

出光興産㈱千葉製油所における大型ボイラーで、年間約5,000tの木質バイオマスの利活用

の本格稼働に向けて、現状の森林組合は、千葉製油所の大型ボイラーへの供給・燃焼試験を

既に実施し、供給に向けたシステム整備を進め、関係者間で調整を実施しているところであ

る。 
今後、より持続的な事業運営を確実にしていくには、安価で且つ品質を担保し、安定的な

燃料用木材チップの生産・供給システムの確立が必要である。しかしながら、現行の森林組

合では月産 200t 以上のチップ生産の実績がないことや、保有設備の状況や素材生産等の通

常の組合業務との調整などを踏まえると、全般的なコスト削減やチップの保管・運搬の面で

課題を有している。本取組では、現行の安房支所の体制を活用しながら、専用破砕機をリー

ス利用するなどの創意工夫を図りながら、木材燃料用チップの月産 200t 規模の生産に係る

コスト解析等の実証事業を実施した。 
 

２）検討の内容と流れ 

本取組の検討内容を以下に概括する。 
 

【実施の概要】 

 現行の安房支所の生産システムや生産体制の活用 
 専用破砕機のリース利用（50 ㎥/日処理能力） 
 10 日稼働で燃料用チップを 100t 生産 
 月産 200t 生産の採算分岐点の調査 
 収益構造の把握、コスト削減の課題抽出と対応方策の検討 

【検討の流れ】 

◇ 林地残材等の未利用森林バイオマスの供給源となる森林は、南房総市和田地区 1,200ha
のうち 20ha を計画し、原材料の搬出及びチップ加工場までの搬入に係る選別を現地で

行い、必要作業時間の調査と搬入に係る小径木選別等の効率性を検証する。 
◇ チップ加工は、50 ㎥/日処理をすることができる専用の破砕機で 10 日間稼動させ 100t

の生産を実施し、人員、品質、作業時間等の経済性の検証及び安全性の確認を行う。 
◇ 原材料の搬出は、従来の森林施業の労務に準じて行いコストを削減するとともに、加工

場搬入から加工に係るデータを収集し、出光興産㈱千葉製油所のニーズに合った品質と

価格を基準化したものと照合して検証を行い、コスト削減に対する課題の抽出を行う。 
◇ 実験終了後、データ整理と検証及び対応方策の検討を行う。 
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図表 3-1 事業システム概念図  

 
（２）生産コストの採算分岐点調査の取組結果 

１）チップ生産実証実験の取組結果 

① 実証実験の内容 

(a) 実験の概要 
図表 3-2 実験の概要 

実験の目的 
□ 森林組合の現行の生産システムや生産体制を活用し、バイオ

マスの大規模生産を行った際の収益性、及びコスト削減に向

けた課題と対応方針を明らかにする。 

実施の内容 

◯ 間伐林内から原材料となる間伐材を搬出し、中間土場で専用

チッパーを用いてチップ化し、フレコンに投入するまでを現

場で実施し、作業に係る時間や効率性、費用を検証する。 
◯ 移動式チッパー（処理能力：50 ㎥/日）をリースし、期間にお

けるチップの生産性を分析する。 
◯ 現行の生産体制におけるチップの供給コストを把握するとと

もに、コスト削減に向けた課題抽出を行う。 
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(b) 実験の実施条件 

 
図表 3-3 実験の実施条件 

実施期間 平成 22 年 10 月 19 日～10 月 29 日（11 日間） 
対象とするバイオマス 切り捨て間伐材 
流通パターン 現場チップ化、フレコン搬送 ※( ) 
現場 間伐：増間地区、チップ化：平久里地区 

導入機械 
グラップル、移動式チッパー（リース、処理能力：50 ㎥/日）、ト

ラック（アームロール 8t） 
チップ含水率 50％（湿潤重量ベース） 
実験の実施範囲 間伐材の積込～搬送～チップ化～フレコン投入 

※出光興産千葉製油所における木質バイオマスの 10 ㎥以上のばら積み保管が消防法上できな
いため、実験はフレコン搬送で行う。 

 
 
 
 
 

間伐現場            富山地区ヤード           出光興産千葉製油所 

                 （平久里） 

 
 
 
 

図表 3-4 実験の実施範囲 

 
 
 

 
図表 3-5 増間地区の間伐林 図表 3-6 原木積込作業 

チップ搬送（フレコン） 
原木搬送 

チップ化 

積込 原木
運搬 積卸 破砕

原木
投入 積込 伐倒・集

積・造材 
フレコ
ン移動

フレコ
ン運搬 積卸

実験の実施範囲 
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図表 3-7 チップ化作業 図表 3-8 フレコン積込作業 

 
② 実証実験におけるチップ生産量 

実証実験におけるチップの生産量は下表に示すとおり。 
実験期間の 10 日間（10 月 29 日は除く(※)）でのフレコンの製造量は 318 袋で重量にして

92tとなった。主にチッパーの調子により左右されるものの、1日14t程度のチップの生産が

可能なことが確認された。 
 

図表 3-9 チップの生産量 

月日 フレコン数 重量(t) 比重（t/㎥） 

10月19日 23 5.68 0.25 

10月20日 30 8.05 0.27 

10月21日 45 11.05 0.25 

10月22日 45 14.10 0.31 

10月23日 41 10.36 0.25 

10月24日 22 6.62 0.30 

10月25日 34 10.98 0.32 

10月26日 38 13.35 0.35 

10月27日 39 11.43 0.29 

10月28日 1 0.28 0.28 

合計 318 91.9 0.29 

※10 月 29 日はチッパー故障のためチップ生産はなし 
 

③ コスト検証の結果 

実験期間の実費ベースでの積算によると、10日間での 92tのチップ生産に 264万円の費用

がかかっており、供給単価としては、57,375 円/t（絶乾）という結果になった。実際には、

この価格に路網までの間伐材の集積コストと土場から製油所までの輸送コストが上乗せされ、

チップ供給コストとなる。目標とする燃料チップの供給単価 10,000 円/t（絶乾）を達成する

ためには、抜本的な対策による大幅なコストダウンが必要となる。 
コスト面では課題はあるものの、現行の森林組合の体制で比較的良質なチップ生産の可能

性が明らかになり、今後、燃料用途以外のチップ生産への展開も期待できる実証実験結果を

得ている。 
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図表 3-10 実証実験によるチップ生産コスト 

 単位 運材 粉砕 合計 
人件費 円 168,000 360,000 528,000 
機械器具 円 267,000 225,000 492,000 
レンタル料 円 0 600,000 600,000 
燃料 円 10,752 79,240 89,992 
フレコン代 円 0 318,000 318,000 
事業管理費（30%） 円 133,726 474,672 608,398 
合計 円 579,478 2,056,912 2,636,390 
単価（㎥当り） 円/㎥ 1,822 6,468 8,291 
単価(湿潤ベース） 円/t-wet 6,306 22,382 28,688 
単価(絶乾ベース） 円/t-dry 12,611 44,764 57,375 

 
④ 実証実験を通じた成果と課題 

実証実験では、現行の安房支所の体制を活用しながら、10日間で 92tのチップ生産を実施

し、月産 200t 以上のチップ生産の可能性が立証された。また良質なチップが生産可能であ

ることが実証されており、小口も含めた今後の多様な木質チップ利用の可能性を確認でき

た。 
 

図表 3-11 実証実験を通じた成果 

取組の成果 内容 

 生産能力の把握  現行の安房支所の施業体制を活用しながら、月産 200t 以
上のチップ生産の可能性は実証できた。 

 良質なチップの確保  生産チップの品質も良質なチップの確保が可能であるこ

とが実証された。 

 小規模な利活用の可能性と

課題の抽出 

 コスト的には課題がありつつも、現行の体制を利用しなが

ら、小規模な木質チップ需要向けの供給可能性が確認され

た。 
 
一方、フレコンの活用による生産性の低さやチッパートラブル等の現実的な課題も明らか

になった。 
本実証試験では生産されたチップの保管はフレコンバックを利用した。これは、現状での

製油所施設での燃料木材チップの受入れがフレコンバックに限定されていたためである。フ

レコンバックの利用は、車載するトラックの汎用性や小規模のロッドで取扱うケースやチッ

プの専用保管施設が無いケースではそのハンドリング面で利点が考えられるが、燃料用チッ

プの目的として取り扱う場合はコスト面で大きな課題を示している。 
また今回は移動式チッパーをリースしたが、リース代金が高額であることや、トラブルが

頻発したこともコストを大きく押し上げる要因となり、課題であることが確認された。 
 

図表 3-12 実証試験により明らかになった課題 

 項目 内容 

技術性 フレコン活用への対応 

 フレコンの準備・移動に 2 人必要となる。 
 チッパー吐出口とフレコン受口に高さ調整のための段

差が必要。 
 フレコン計量に手間がかかる。 
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チッパーの故障 

 エンジン、ダンパーのシャフト関係をはじめトラブル

が頻発。 
 V ベルトが破断。（これにより実験 終 2 日間は実質的

な生産なし） 

カッター交換時期  2 日間程度（10 時間）で切削速度が鈍る。 
 メーカーのカッター切れ味、交換に対する認識が甘い。

経済性 

フレコン費用  フレコン代（1000 円/個）が割高。 
 5 回程度しか再利用できない。 

フレコン作業による生産性

 フレコン作業は人員・工程ともに嵩み、コストが割高

となる。 
 トラックへの積載量がフレコン数により制限される。 

チッパーのリース料  一日 60,000 円と割高。 
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２）ケーススタディによるコスト検証の結果 

① 対象ケースの設定 

南房総市域から出光興産㈱千葉製油所までの年間5,000tを前提とした木質バイオマスの供

給について、ケーススタディによるコスト検証を行う。ここでは、チップの搬送形態、チッ

プ化エリア、破砕機、流通経路により、６つの流通パターンを設定する。 
図表 3-13 ケーススタディの条件 

 チップ搬送形態 チップ化エリア 破砕機 流通経路

ケース１ フレコン 南房総市域ヤード
（平久里ヤード）

移動式チッパー
（エンジン式） 

現場→平久里ヤード
→製油所 

ケース２ バラ積み 間伐現場 移動式チッパー
（エンジン式） 現場→製油所 

ケース３ バラ積み 間伐現場 移動式チッパー
（エンジン式） 

現場→平久里ヤード
→製油所 

ケース４ バラ積み 製油所近郊ヤード
(袖ヶ浦木材ｾﾝﾀｰ) 

固定式チッパー
（電気式） 

現場→袖ヶ浦木材セ
ンター→製油所 

ケース５ バラ積み 南房総市域ヤード
(平久里ヤード) 

固定式チッパー
（電気式） 

現場→平久里ヤード
→製油所 

ケース６ 原木直送 製油所構内ヤード
固定式チッパー
（電気式） 現場→製油所 

 

 

 

 

間伐現場        富山地区ヤード                出光興産千葉製油所 

            （平久里） 

 

 
 
 
 

間伐現場        富山地区ヤード                 出光興産千葉製油所 

            （平久里） 

 
 
 
 
 

間伐現場        富山地区ヤード   袖ヶ浦木材センター    出光興産千葉製油所 

              （平久里） 

 
 

 
間伐現場 

図表 3-14 ケーススタディのパターン 

 

チップ搬送（バラ）

チップ化 
チップ保管

チップ搬送（バラ） 

間伐材搬送 

チップ化 
チップ化 

ケース２ 

ケース３ 

ケース４ ケース５ 

チップ搬送（フレコン） 

チップ化 

ケース１ 

間伐材搬送 

構内破砕 

間伐材搬送 

ケース６ 

出光興産千葉製油所 
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② コスト検証の前提条件 

コスト検証における諸元について、以下に示す。 
 

図表 3-15 コスト算定の前提条件 

処理量 5,000t/年（工場着チップベース） 
対象とするバイオマス 間伐材、林地残材 
チップ含水率 50％（湿潤重量ベース） 

コスト検証の範囲 
間伐材の積込～搬送～チップ化～輸送～チップ積卸 
※間伐材の伐倒・集積等に係る費用はここでは含めない。 

費用の算定方法 
年間 5,000t のチップ供給を前提として、年間経費を積算し、チッ

プの収集運搬経費を算出する。 
費用は 終的に絶乾ベースで評価する。 

 

 

 

図表 3-16 南房総市域木質バイオマス関連施設分布図 

 

 
出光興産㈱千葉製油所 

袖ヶ浦木材センター 

千葉県森林組合安房支所 

ふる里学舎和田浦 

三芳ワークセンター

千葉県森林組合安房支所平久里ヤード 

10km 0 
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図表 3-17 拠点間距離の設定条件 

自 至 走行距離 備考 
間伐現場 平久里ヤード 22km 実験データより 
間伐現場 袖ヶ浦木材センター 57km 実験データより 
間伐現場 出光興産千葉製油所 66km 実験データより 
平久里ヤード 袖ヶ浦木材センター 62km 実験データより 
袖ヶ浦木材センター 出光興産千葉製油所 6km 実験データより 

 

図表 3-18 作業機械の設定条件 

車両 項目 単位 数量 備考 
グラップル 価格 円 8,500,000 設定 

燃費 L/h 10 設定 
移動式チッパー 価格 円 12,000,000 参考見積（試算では 1/2 補助活用）

燃費 L/h 6.6 実験データより 
処理能力 t/日 15 実験データより 

固定式チッパー 価格 円 50,000,000 参考見積（試算では 1/2 補助活用）

出力 kW 30 電気式を想定 
処理能力 t/h 10 設定 

振動選別期 価格 円 4,500,000 設定 
燃費 kW 15 実験データより 

トラック 
（平ボディ） 

価格 円 8,000,000 設定 
積載量 t/車 8 設定 
速度 km/h 35 設定 
燃費 km/L 4 設定 

トラック 
（アームロール） 

価格 円 11,000,000 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾃﾅ 1 台込み（1 百万/台） 
積載量 t/車 8 設定 
速度 km/h 35 設定 
燃費 km/L 3 設定 

ショベルローダー 価格 円 35,000,000 参考見積 
燃費 L/h 8 設定 

※減価償却期間はいずれも５年 
 

図表 3-19 コスト算定の前提条件 

項目 単位 数量 備考 
人件費単価 円/日 11,000 設定 
燃料単価 円/L 112 H22.11 南房総市域店頭価格 
重機運搬費 円/回 50,000 設定 
定期修繕費 － － 減価償却費の 33％ 
保険料・税金 － － 減価償却費の 5％ 
一般管理費 － － （変動費＋一般管理費以外の固定費）の 30％ 
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③ コスト検証の結果 

ケーススタディによると、フレコンを利用するケース １では、5,000t のスケールメリッ

トを活かして現行よりもコストダウンが図れるものの、供給単価 29,278 円/t（絶乾）と、依

然割高となっている。 
原木で間伐現場から直送し、製油所構内で破砕するケース 6 が も低コストで、チップの

目標供給価格 10,000 円/t（絶乾）に近い 10,810 円/t（絶乾）となった。現場チップ化のケー

ス 2、3 と比較してヤードで破砕を行うケース 4、5 の方が低コスト化であり、拠点集約型で

のチップ化によるコスト低減効果が示唆される。また、製油所近郊で破砕を行うケース 4 の

方が、富山地区のヤードで破砕を行うケース 5 と比較して割安であることから、需要地近郊

で破砕を行う方が低コストになることが示唆される。 
 

図表 3-20 ケーススタディの検証結果 

 単位 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 ケース 5 ケース 6 
人件費 円/年 17,478,733 10,770,883 14,652,344 7,077,541 7,026,172 4,462,719
燃料費 円/年 12,181,167 6,178,667 5,780,444 3,518,049 4,927,523 3,085,614
運搬費（重機） 円/年 800,000 1,600,000 1,600,000 800,000 800,000 800,000
用地代 円/年 200,000 0 20,0000 200,000 200,000 0
減価償却費 円/年 15,930,000 10,400,000 13,475,000 11,488,417 12,137,500 8,825,917
定期修繕費 円/年 5,256,900 3,432,000 4,446,750 3,791,178 4,005,375 2,912,553
消耗品費 円/年 3,660,000 340,000 540,000 405,000 417,500 260,000
保険料・税金 円/年 796,500 520,000 673,750 574,421 606,875 491,226
諸経費・事業経費 円/年 16,890,990 9,972,450 12,410,486 8,356,382 9,036,284 6,236,430

費用合計 円/年 73,194,289 43,213,950 53,778,775 36,210,988 39,157,229 27,074,459
単価 
（湿潤重量ベース） 円/t-wet 14,638 8,643 10,756 7,242 7,831 5,405

単価 
（絶乾重量ベース） 円/t-dry 29,278 17,286 21,512 14,484 15,663 10,810

 

３）チップ化エリアによる事業特性 

ケーススタディの結果からは、需要地近郊である袖ヶ浦地区でチップ化を行う方が、供給

地近郊である南房総市域で破砕する場合よりも低コストでのチップ供給が可能とされてい

る。 
しかしながら、需要地近郊で破砕する場合は、その用地確保や借地などの場合において、

その借地料などの課題も考えられる。 
一方、南房総市域の地域経済を考えると、チップ化を地域内で内製化する意義は高い。地

域内での破砕の拠点整備により、製油所への燃料用チップに限らず、多様な目的のチップ供

給の可能性も生まれる等、地域経済活性化のさらなるチャンスにもつながる。 
ここでは、チップの供給コストのみならず、多様な観点から、チップ化エリアごとのメリ

ット・デメリットを整理する。 
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図表 3-21 チップ化エリアごとの事業特性 

 南房総市域 袖ケ浦地区 
チップ供給コスト 16,337 円/t-dry 14,359 円/t-dry 
チップ供給事業総事業費 41 百万円/年 37 百万円/年 
 うち南房総市域事業効果(*) 41 百万円/年 8 百万円/年 
想定される用地 平久里ヤード 出光興産千葉製油所構内 

袖ヶ浦木材センター周辺 
用地の確保 平久里は比較的容易 構内は法手続き、基盤整備必要 

木材センターは地権者調整必要 
南房総市域での設備整備条件 ・グラップル 2 台（現場、ヤード）

・大型破砕機 ・選別機 
・ショベルローダー 
・原木運搬用トラック 
・チップ運搬用トラック 

・グラップル 2 台（現場、ヤード）
・原木運搬用トラック 

備考  地域内事業者への経済効果は
期待できるが、初期投資の負
担が大きい。 

 チップの品質対策に配慮が必
要。 

 設備投資が大きく、森林組合
としては専業となる事業部門
の設立も検討が必要。 

 多様なチップ需要形成による
ビジネスチャンス拡大の可能
性は高い。 

 木材流通拠点としてヤードを
活用し、地域の森林・林業再
生への波及効果も期待され
る。 

 地域のボランタリーな人材活
用への波及も期待される。 

 地域内事業者の投資リスクは
少ないが、大きな経済効果は
期待できない。 

 チップの品質対策に関する手
間、負担はない。 

 投入する人員、設備も限られ
るため、森林組合の現業の一
環としての事業参入が可能。 

 拠点集約化により、県内全域
からの原料の収集が可能。 

(*)南房総市域内の事業者による実施が想定される事業総額。袖ケ浦地区で破砕の場合は、原木の受入

～破砕～チップ運搬は袖ヶ浦地区の事業者が実施する前提で試算。 
 

４）チップ供給コスト低減にむけた取組の方向性 

燃料利用用途としてチップを利活用する場合、コスト面では大きな課題を有している。ケ

ーススタディの結果を踏まえても、全体としてスケールメリットを活かしながらコスト縮減

する方向が望ましいと考えられる。特に、フレコンバックの利用は、バラ積みで供給する場

合と比較して作業工程が多く、人件費、燃料費をはじめ全体的な費用がかかり、現実的でな

いため、バラ積み搬送実現に向けた早期の基盤整備が課題となる。 
一方、コスト面に課題はあるものの、現行の森林組合の体制を活用しつつ、小規模であっ

ても良質な木材チップを利活用する可能性が開けたと認識できることから、今後、切り捨て

間伐材にみられる林地残材等の利活用の促進といった観点から、例えば、製紙用チップ、キ

ノコ菌床用チップ、畜産用のオガ粉生産、薪ストーブ用の薪等の付加価値の高い利用につい

ても加えて検討をしていくことが望ましいと考えられる。 
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3.1.2  生産コスト削減と新規雇用の調査 
（１）生産コスト削減と新規雇用調査の概要 

１）取組の概要 

本取組では、チップ生産のコスト削減に向けて、地域からの要請の高い障害者の参画やシ

ルバー人材を活用する事業連携の構築を目指した。実際に、安房支所の指導のもと、地域の

障害者やシルバー人材を活用したチップ生産を行う実証実験を実施した。実験の結果を元に、

障害者福祉施設及びシルバー人材センターにおけるチップ生産労務への順応性や安全対策に

おける課題、また新たな社会参画の形や将来的な新規雇用に向けた可能性の検証を行った。 
 

２）検討の内容と流れ 

【実施の概要】 

 生産コストの削減のため、チップ化作業を第３者へ委託することにより、人件費の低減と

シルバー人材等との連携事業の可能性を検証 
 実際に 15 日稼働で燃料用チップを 100t 生産（50 ㎥/日処理能力） 
 専用機器の改良点や安全面の確保の検証 
 福祉事業や雇用対策との連携方策の検討 

 

【検討の流れ】 

◇ 木質チップの流通経費の増加となる一つとして、加工に係る人件費の負荷が想定される。 
◇ 当組合職員の人件費は森林施業などの業務に従事するため、簡易作業賃金と差がある。

安価に簡易作業を提供でき、地域の活動に参画している障害者やシルバー人材と連携す

る。 
◇ 障害者やシルバー人材の現状は、働く意欲があっても機会や受け皿が乏しく、一般就労

することが難しい。木質チップ加工という労務を提供することで自立を目的とした新た

な雇用を促進させるため、50 ㎥/日処理をすることができる専用の破砕機（障害者施設

は森林組合現有の小型破砕機）で 15 日間稼動させ 100t の生産を実施し、人員、品質、

作業時間等の経済性の検証及び想定し得ない事故等を未然に防ぐための安全性の確認を

行う。 
◇ チップ加工に係る一連の作業の中で、安全面を確保するための専用機械の改良検討や作

業能力を効率よく発揮できる労務分担を検討する。 
◇ 実験の結果を受けて、福祉施設支援や高齢者雇用対策などを行政福祉部局と連携して検

討を行う。 
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図表 3-22 シルバー人材事業の概要 

（出典：千葉県シルバー人材事業） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-23 対象施設の概要 

 
図表 3-24 対象施設における実施概要 

施設名等 三芳ワークセンター ふる里学舎和田浦 シルバー人材センター

作業実施場所 森林組合事務所敷地内 同施設敷地内 森林組合製材工場 
実施期間 H22.11.1 ~ 11.29 H22.11.8 ～ 12.10 H23.1.11 ～ 1.14 

実施日数（時間） 9 日間（17 時間） 17 日間（40 時間） 4 日間（28 時間） 
作業員数 施設指導員：1 名 施設指導員：1 名 2 名 

南房総市シルバー人材センター 
（福祉センター｢やすらぎ｣内） 
 

ふる里学舎和田浦 
（知的障害者入所施設）
 

三芳ワークセンター 
（精神障害者通所施設） 
 

10km 圏 

森林組合安房支所 

生産コスト
の

削減

障害者・シ
ルバー人
材の社会
的貢献

簡易労働
の

提供

安定した業
務量の確

保

障害者・シ
ルバー人
材の雇用

生産コスト
の

削減

障害者・シ
ルバー人
材の社会
的貢献

簡易労働
の

提供

安定した業
務量の確

保

障害者・シ
ルバー人
材の雇用
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施設名等 三芳ワークセンター ふる里学舎和田浦 シルバー人材センター

施設利用者：3 名 施設利用者：5 名 

使用機械 
※森林組合現有 

カルイ HNK－61 
 
 
 

共立 KCM281 
 
 
 

手塚製 HAND-26 型

 
■作業内容 

＜三芳ワークセンター・ふる里学舎和田浦＞ 
作業従事者区分 作業内容 
職員（指導員） 施設利用者が行う作業指導、安全管理、作業日報及びその他調査票等の記録

施設利用者 

①粉砕用木材の運搬 
②自走式小型チッパーを使用したチップ製造 
③振るい器を使用したチップ規格の選別 
④フレコンバックへのチップ詰め込み 

 
＜シルバー人材センター＞ 
①粉砕用木材の運搬 
②固定式チッパーを使用したチップ製造 

 
（２）生産コスト削減と新規雇用調査の結果 

１）障害者福祉施設における取組結果 

三芳ワークセンター（精神障害者通所施設）で 9 日間、ふるさと学舎和田浦（知的障害者

入所施設）で 17 日間のチップ生産労務を実施した。三芳ワークセンターでは、施設のスペー

ス上の問題から施設外作業となるため一日 2 時間程度の作業となり、9 日間の総作業時間 21
時間で 480kgのチップを生産した。ふるさと学舎和田浦では施設利用者の通常の生活訓練等

プログラムに支障をきたさない程度ということで一日 2時間程度の作業となり、17日間の総

作業時間 57 時間で 3,000kg のチップ生産を行った。 
 

図表 3-25 障害者福祉施設におけるチップ生産の取組結果 

 三芳ワークセンター  ふるさと学舎和田浦  
作業日数  9 日  17 日  
作業時間  20.7hr  56.8hr  

チップ生産量  480.6kg  3,000.0kg  
生産能力  23.3kg/hr  52.8kg/hr 

 
生産能力は 23～53kg/hr で、チッパーの能力を鑑みても低い。ただし、施設利用者の障害

程度を勘案すると数量のノルマ制の実施は困難と考えられる。また、チッパー作業の安全
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性・騒音に対する健康障害への配慮が必要なことも、取組を通じて明らかになっている。安

全対策については、破砕機投入口の仕切り版の改造等により、巻き込み防止等の効果が得ら

れている。 
施設へのヒアリングによると、安全面に配慮すれば、施設の新たな作業としては馴染みや

すいとされている。また、将来的な作業環境整備と安全に配慮した生産能力の高いチッパー

の導入次第では、3,000 円/㎥程度までコスト削減が見込めるとされている。 
 

 
図表 3-26 チップ化作業 
（三芳ワークセンター） 

図表 3-27 振るい作業 
（三芳ワークセンター） 

 
図表 3-28 生産したチップ 
（三芳ワークセンター） 

図表 3-29 チッパーの安全用仕切り版 

  
図表 3-30 資材搬入 

（ふるさと学舎和田浦） 
図表 3-31 チップ化作業 
（ふるさと学舎和田浦） 
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図表 3-32 施設へのヒアリング結果 

ヒアリング項目 三芳ワークセンター ふる里学舎和田浦 

①安全性における課

題及び改善策等 

チッパー使用時の注意点の周知徹底や

余裕のある作業スペースが必要。 
利用者にとって粉砕機の操作や使用に関し

ての留意点及び危険認識が難しい為、粉砕

機は職員のみが使用し、安全面に配慮した。

また、粉砕機に近づけないよう粉砕機を使

用する際は機械の周りを柵で囲い対応し

た。振るい作業に関しては、使用する道具

や仕事内容に危険性が少なく、特に安全面

に配慮する事は無かった。 

②障害特性による課

題及び改善策等 

集中力の低下には、職員の観察により

適宜声掛け・休憩取得・他作業への促

しが必要。継続力（体力）の低下には、

短時間の作業を複数の利用者グループ

でローテーションを行う必要がある。

記憶障害に対しては、毎回作業前に工

程の確認を必要とした。 

危険認識が難しいため、粉砕機を使用して

いる際の安全対策を行う事でチップの生産

作業に携わる事が出来る。振るい作業は使

用する道具も安全で作業内容自体も単調な

為、幅広い障害特性を持った方にも提供出

来ると感じた。チップをフレコンバックに

詰める工程では、振るい途中の物を入れて

しまうことがあるため、職員が近くにいて

確認する事が必要であった。 

③作業環境（資材・

場所等）における課

題及び改善策等 

施設敷地内で実施する場合は、低騒音

型チッパーの導入が必要。作業場所に

ついて、現時点では施設敷地内スペー

スでの実施は難しい状況。 

作業環境（粉砕機の設置場所）は利用者が

粉砕機に近づく事が出来ないように配慮す

る事は必要である。また使用する粉砕機の

規格に合った材の大きさを予め選別してお

くことが重要で、規格を超える材では破砕

機への負担や刃の磨耗が早いように感じ

た。 

④新たな取組を実施

する場合の共通的な

課題 

既存の施設内作業プログラムとのバラ

ンス調整、作業工程の明確化、施設指

導員配置バランス調整、作業スペース

の確保、既存作業との納期調整、作業

受注の継続性。 

実証試験ではチップを入れたフレコンバッ

クの移動や搬出に重機類（クレーン等）が

必要になってくる為、作業取組前に作業行

程全体を明確化し、作業導線の確認が必要

と感じた。 

⑤継続的に木質チッ

プ生産作業を請負う

事への可能性及びそ

の条件等 

定期的な作業として見込め工程も難し

くない為、小型チッパーであれば作業

可能な利用者は少なくないと感じた。

反面、小型であることで生産量があま

り高くない事もあり、生産量の増加の

依頼には応えづらい面も考えられる。

また、現在の敷地内での作業が難しい

ため、作業環境の整備が必要である。

安全面への配慮と作業環境が整う事で継続

的に実施する事は可能であると感じた。し

かし、粉砕機の使用や振るい時の確認等、

職員が必ず付き添う事が必要となってくる

為、事業者側（チップを依頼した企業）に

作業効率や大量のチップ生産量を求められ

ると対応は難しくなると感じた。 

⑥森林保全等の環境

保全事業との社会的

結び付きについての

関心 

社会的結び付きについては、利用者へ

提供する作業の増加を考える上で、事

業の中で障害者に行える工程の提供を

して頂きたいこともあり、非常に関心

を持っている。今回のチップ作業を行

い、施設利用者でも行うことが出来た

ことで、一層の関心を得ることができ

た。 

環境保全やエコに関して 近耳にする機会

が多くなっている為、ゴミの分別やリサイ

クル、節電に法人として取組んでいる。今

後も環境保全について、情報を集め取組ん

でいきたい。 
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ヒアリング項目 三芳ワークセンター ふる里学舎和田浦 

⑦利用者への工賃支

払や施設運営の財政

的課題解決に向けた

新たな取組への関心 

（施設を）地域の障害を持つ方に多く

利用していただきたいと考えている。

その為にも、支給できる工賃を確保し

たいことから、新たな取組をしていか

なければならないと考えており、新規

作業の開拓を検討している。今回のチ

ップ生産でも、現在の作業以外での発

見もあり参考にさせていただきたいと

考えた。 

年間を通じ、チップ作業を利用者に提供す

る事が出来れば、工賃として還元する事が

出来ると思う。 

⑧現行設備で実施し

た場合の木質チップ

生産量（㎥／月）及

び現行の施設作業収

入（販売収入）と木

質チップ生産価格と

の採算分岐点 

※今回の実証試験だけでは具体的な採算分岐点となる価格の明示は困難であった。但

し、ヒアリングの結果、現状では３，０００円／㎥程度を上限価格として、将来的に

作業環境の整備や安全性に配慮した生産能力の高いチッパーを使用することで、コス

ト削減の可能性は十分あると考えられる。 

⑨事業全体を通じた

感想 

・工程自体のし易さにより、大抵の利

用者が参加可能（チッパー・振るい）

・現在の作業に加えて行う場合に長時

間の作業が難しく生産量が少なくなっ

てしまう。（小型チッパー） 
・小型チッパーでは生産量が少なく手

間のみがかかってしまう。 
・利用者レベルによってはそれに係る

職員が多くなってしまう。（外作業な

為、職員が柔軟に動けずかかりきりに

なる。） 

廃材をチップにし、チップを燃料に生産を

行う事は環境面から考えると良い仕組みで

あると感じた。また、作業自体も安全面に

配慮すれば難しい作業ではない為、新しい

作業種として当事業所のように知的障害者

の施設としても入り込みやすいと思う。 

 
２）シルバー人材等との連携における取組結果 

森林組合製材工場内の既設の固定式チッパーを活用し、シルバー人材に粉砕用木材運搬と

チップ製造の作業委託を行った。2 名のシルバー人材で 4 日間の総作業時間 28 時間で 20t の
チップを生産した。既存の固定式チッパーを用いた作業は未経験でも比較的容易なため、シ

ルバー人材でも森林組合作業員と同等の生産性を発揮できることが確認された。生産性はチ

ッパーの能力次第であり、実証では 2 名で行ったが、1 名での作業対応も可能と考えられ

る。 
チップ生産に係る人件費は、シルバー人材が 1 名で対応した場合、1,547 円/t（湿潤）で、

森林組合作業員の場合、2,000 円/t（湿潤）となり、シルバー人材と連携した方が、コスト低

減となることが明らかになった。 
 

図表 3-33 シルバー人材との連携によるチップ生産の取組結果 

作業日数  4 日（28 時間） 
作業人工  2 人×4 日 
チップ生産量  60 ㎥（20t） 

 
図表 3-34 シルバー人材と森林組合作業員によるチップ化作業人件費比較 

 シルバー人材  森林組合作業員  
作業賃金単価  1,105 円/時  10,000 円/日  
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生産能力  5t/日  5t/日  
チップ化作業人件費  1,547 円/t-wet  2,000 円/t-wet  

※シルバー人材は 1名で対応することを想定 

 
図表 3-35 シルバー人材センターへのヒアリング結果 

ヒアリング項目 回答結果 
シルバー人材センター 

①安全性における課題及び改

善策等 

今回の作業において機器の材料投入口が狭く、投入される材木

が不揃いだと物によって撥ねて逆に飛んでくる場合があるの

で、投入口にカバー等を付けてはどうか。 

②作業環境（資材・場所等）に

おける課題及び改善策等 

できたチップを手動で分別しているが、多少の危険もあると考

えられるため、分別機を導入することが必要ではないか。運転

中の木片のホコリが多いのでホコリ除けのカバーが掛けられる

と良い。 
③継続的に木質チップ生産作

業を請負う事への可能性及び

その条件等 

チップ製造については、経験もほぼ不要で作業的にも比較的容

易なたため可能性は高いと思われる。 

④森林保全等の環境保全事業

との社会的結び付きについて

の関心 

間伐等の森林整備や森林の環境保全に効果のある事業として関

心がある。 

⑤事業全体を通じた感想 
チップ製造は思ったより簡単であり、非常に能率がいいのでチ

ップ利用度が高まれば成長産業になる可能性があると思われ

る。 
 
（３）福祉施設・シルバー人材等との連携方策 

実証実験等の取組の結果を受けて、チップ生産における福祉施設・シルバー人材との連携

の方策について検討を行った。以下に、連携の方向性を示す。 
 

■地域内の小口需要向きの供給における福祉施設との連携 

実証実験より、一定の作業環境整備や安全面への配慮を行えば、福祉施設におけるチップ

生産作業が可能であることが確認された。一方で、出光興産の大口向きのチップ供給におい

ては、生産能力を期待した連携は困難であるという結果であった。 
しかしながら、地域内の小口の木質バイオマスの需要向きの供給連携は十分可能であり、

具体的には、比較的安全面の心配もない薪割りを施設が担うことは有望と考えられる。木質

バイオマスを通じた施設の恒常的な社会参画の機会創出につながることからも施設側は連携

に好意的なこともあり、今後具体的な連携に結び付けていくことを目指す。 
 

■組合施設内におけるチップ生産作業のシルバー人材への一部委託 

実証実験より、組合施設内でのチップ生産作業におけるシルバー人材の活用は経済性の面

からも有効であることが確認された。組合施設内でのチップ生産作業はシルバー人材に委託

し、それによる組合作業員の余力を新たな収益確保に投入するといったことが考えられる。 
現実的には雨天時の現場作業がない日は、組合作業員が施設内でのチップ生産作業を行い、

晴天時は、組合作業員は新たな現場作業に従事し、チップ生産作業をシルバー人材に委託す

るといった連携の方向性が有効と考えられる。 
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3.1.3  流通業者との連携等によるコスト削減 
（１）流通業者との連携等によるコスト削減調査の概要 

１）取組の概要 

本取組では、現行の森林組合が利用する原木市場（袖ヶ浦木材センター）への原木輸送と

併用したチップ搬送や、県内の運送事業者の帰り便の空きトラックを活用するコスト削減に

向けた輸送実証実験を実施した。 
 

２）検討の内容と流れ 

【実施の概要】 

 空荷便の活用（トラック協会との連携） 
 ホームセンター等の流通ルートの活用可能性の検討 
 木材（原木）輸送との併用実証 

 
【検討の流れ】 

◇ 南房総地域は３方が海に面した半島地域であり、人口、産業集積度が低いため一定の輸

送量が確保しづらく、輸送の効率性が難しい。 
◇ 木質バイオマスの利活用を促進するうえで、輸送に要する費用は、重要な課題である。 
◇ 大口需要者となる出光興産㈱千葉製油所は、京葉工業地域の袖ヶ浦市に位置し、当地域

から約 80km のところにある。輸送に係るコストを低減するため、千葉市方面から半島

地域である当地域に資材等を輸配送する事業者と連携し、帰り便の空きトラックの活用

を行い、効率性、経済性及び環境性の効果を検証する。 
◇ 出光興産㈱千葉製油所は、木材の販売委託業務選定市場である袖ヶ浦木材センターと近

接しているため、出光興産㈱千葉製油所に木質チップを搬送するロールコンテナと木材

を運ぶフレーム平デッキを１セット置き、当組合が所有するアームロール車を有効に活

用し、木材出荷又は木質チップ出荷の輸送往復に係る空荷便を無くし、運搬の効率性、

経済性及び環境性の効果を検証する。 
◇ 実験終了後、データ整理及び対応方策の検討を行う。 

 

図表 3-36 トラック協会の空き便の活用 図表 3-37 アームロール車の活用 
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 Ａ＝千葉県森林組合安房支所 （南房総市和田町黒岩 380-5） 
 Ｂ＝袖ヶ浦木材センター （袖ヶ浦市川原井 2092-2） 
 ●＝出光興産㈱千葉製油所 （袖ヶ浦市中袖 3-1） 
 

 
図表 3-38 関係各所との位置図 

 

 

（２）流通業者との連携等によるコスト削減調査の取組結果 
１）トラック協会との連携の取組結果 

① 取組内容 

千葉県トラック協会を通じて、安房地域～市原地

域（千葉製油所付近）経由で運行するトラック往復便

の内、安房地域から市原方面へ空荷で向かう便をチ

ップ輸送に活用し、輸送コスト削減の可能性につい

て調査及び実証試験を行った。 
実施方法は同協会を通じて、同協会君津支部及び

房州支部に実施可能事業者調査を行い、回答を得た

事業者の中から選定して実際に試験運行を実施し

た。 
ここでは(1)ユニック車往復便の片配空荷の活用と、

(2)大型平ボディ車又は大型ウィング車往復便の片配

空荷の活用の 2 つのケースによる試験を行った。 
図表 3-39 空荷トラック活用のイメージ 
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図表 3-40 試験運行したユニック車 図表 3-41 試験運行したウィング車 

 
② ユニック車往復便の片配空荷を活用したフレコンバック輸送試験の結果 

｢木質チップ輸送実験仕様書｣により、実施可能事業者の照会を行った。回答を得た実施可

能事業者 3 社の中から輸送料が 低価格であった事業者で実際の試験運行を実施した。なお、

委託の範囲はフレコンの積込からフレコンの輸送（森林組合安房支所⇒出光興産千葉製油所）、

フレコンの積降までである。 
 

図表 3-42 見積結果 

No. 所属 金額 輸送量 円／t（※） 備考 

１ 君津支部 A 社 
※２車両可 

37,500 円／回 15 ㎥／回 8,300 円/t-wet 試験運行実施① 
２ 30,000 円／回 8 ㎥／回 12,500 円/t-wet 試験運行実施② 

２ 房州支部 B 社 42,000 円／回 8 ㎥／回 17,500 円/t-wet 見積のみ 
３ 房州支部 C 社 －（※辞退） － － － 

※チップ重量を、平均 300kg／㎥（フレコンバック 1 袋）で算出した場合 
 

試験運行の結果、7t ユニック車を利用した輸送コスト（フレコン積込、輸送、積降）は

7,700 円/t（湿潤）、4t ユニック車を利用した輸送コストは 12,000 円/t（湿潤）となった。

フレコンの輸送コストとしては割高な結果となった。 
 

図表 3-43 試験運行結果 

実施事業者 実施日 車両形状 実輸送量・重量 実輸送料（円/t） 

君津支部 A 社 
H22.12.9 7t ユニック 15 ㎥・4.9t 7,700 円/t-wet

H22.12.10 4t ユニック 8 ㎥・2.5t 12,000 円/t-wet
 

■実施可能事業者全てに実施したヒアリング結果 

 ３社全てに実施 
Q 事業者の運行状況に応じて、その往復便の片配空荷を活用し、通年契約で実施した場合の

見積額（減額の可能性）・年間の実施可能回数・指定条件等をお聞かせください。 
 A  実際に輸送してみないと分からないが検討の余地がある。（君津支部 A 社） 

 8 ㎥／回で 60 回／年の輸送が可能。輸送料については通常の 5％減額／回程度が

可能。（房州支部 B 社） 
 12 ㎥／回で 30～36 回／年程度の実施が可能。その際の指定条件として、荷積・

荷降の際の車両待機時間の縮小や輸送日の決定に余裕期間が必要。（房州支部C社）
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 実際に試験運行を実施した事業者へのヒアリング結果（君津支部 A 社） 
Q1 チップ輸送の反対便についてお聞かせください。 

 A 運搬物：空パレット・鋼材（鉄板）、輸送先：南房総市内 2 事業者、輸送ペース：約

10 回／月 
Q2 今後継続して実施した場合、往復便の片配片荷を活用することによる輸送料減額の可能

性についてお聞かせください。 
 A 輸送日程に余裕があれば、予め往復便運行のスケジュールが立てられるため、通常の

輸送料に対しての減額の可能性は検討余地がある。 
Q3 実施結果による感想をお聞かせください。 

 A 7ｔユニックで実施する場合は積込作業に 1 時間程度を要するため、納品時刻によっ

ては（現時点の製油所納品時刻は午前９時～午前１０時）前日積込が良い。 
 

③ 大型平ボディ車又は大型ウィング車往復便の片配空荷を活用したフレコンバック輸送試

験の結果 

｢木質チップ輸送実験仕様書｣により、実施可能事業者の照会を行った。回答のあった事業

者 4 社の中から 低価格者で試験運行を実施した。実際の試験運行は大型ウィング車により

実施した。なお、委託の範囲は、ユニック車の場合と同様、フレコンの積込から輸送（森林

組合安房支所⇒出光興産千葉製油所）、荷降までである。 
 

図表 3-44 見積結果 

No. 所属 金額 輸送量 円／t（※） 備考 

１ 君津支部 A 社 38,000 円／回 32 ㎥／回 4,000 円／t 試験運行実施 

２ 房州支部 B 社 42,000 円／回 32 ㎥／回 4,400 円／t 見積のみ 

３ 房州支部 C 社 35,000 円／回 16 ㎥／回 7,300 円／t 見積のみ 

４ 房州支部 D 社 40,000 円／回 16 ㎥／回 8,300 円／t 見積のみ 
※チップ重量を、平均 300kg／㎥（フレコンバック 1 袋）で算出した場合 

 

試験運行の結果、大型ウィング車を利用した輸送コスト（フレコン積込、輸送、荷降）は

4,600 円/t（湿潤）となった。ユニック車への委託と比較して非常に割安となることが明らか

になった。さらに、業者へのヒアリングの結果、条件次第では 4,000 円/t（湿潤）までコスト

低減が図れることが明らかになった。 
 

図表 3-45 試験運行結果 

実施事業者 実施日 車両形状 実輸送量・重量 実輸送料（円/t-wet）
君津支部 A 社 H23.1.28 大型ウィング 32 ㎥・8.3t 4,600 円/t-wet

 

■実施可能事業者全てに実施したヒアリング結果 

 ４社全てに実施 

Q 事業者の運行状況に応じて、その往復便の片配空荷を活用し、通年契約で実施する場合

の見積額（減額の可能性）・年間の実施可能回数・指定条件等をお聞かせください。 
 A  輸送料は通常の 13％減額／回程度が可能。（君津支部 A 社） 

 32 ㎥／回で 300 回／年程度の実施が可能。輸送料については通常の 11％減額／回
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程度が可能では。（房州支部 B 社） 
 16 ㎥／回で 60 回／年の輸送が可能。輸送料については通常の 14％減額／回程度

が可能。（房州支部 C 社） 
 ※回答無し（房州支部 D 社） 

 

 実際に試験運行を実施した事業者へのヒアリング結果（君津支部 A 社） 
Q1 チップ輸送の反対便についてお聞かせください。 

 A 運搬物：不確定（今回はガラス板を輸送）、輸送先：不確定、輸送ペース：不確定 

Q2 今後継続して実施した場合、往復便の片配片荷を活用することによる輸送料削減の可能

性についてお聞かせください。 
 A 作業方法の工夫や時間の調整などにより、若干の減額は可能。 

Q3 実施結果による感想をお聞かせください。 
 A  積込現場において、フレコンをトラックへ積み込む際の作業導線確保が難しかった

ため、積込時の周囲安全面に配慮が必要だった。また、積込に時間がかかり、納品

予定時刻（午前９時）に間に合わなかった。 
 荷積・荷降がフォーク作業のため、資格を持っている運転手に限られる。 
 納品の際に現場のパレットに積替えるため、輸送に使用したパレットの回収があ

り、そのままでは次の荷主の積込に行けない恐れがある。 
 

図表 3-46 大型ウィング車によるチップ輸送価格の将来見込み 

安房地域～千葉製油所までの木質チップフレコンバック輸送コスト 
4,600 円／t（試験結果：大型ウィング車）×13％減額（ヒアリング結果：将来減額見込）

 ＝4,000 円／t（現時点での輸送コスト 低価格の基準） 
 

④ 取組の結果 

実証実験の結果より、大型ウィング車を活用した場合には、4,000 円/t（湿潤）でのチップ

輸送が可能なことが確認された。本事業のケーススタディ結果（ケース 5）での安房地域か

ら製油所までのチップ輸送コスト（チップ積込、チップ運搬、チップ積降）3,280 円/t（湿潤）

と比較するとまだ割高な価格であるものの、現有の森林組合の体制を踏まえると連携の余地

のある価格帯と考えられる。 
ヒアリングを行った事業者の中には、今回 低価格者ではなかったことから実際に試験運

行は実施しなかったものの、32 ㎥/回・300 回/年程度の輸送が可能と答えた事業者もおり、

片配空荷活用の需要はあり、そうした事業者との連携により年間約2,800t程度のチップ輸送

が実施できる可能性も確認された。連携にはできるだけ早期のチップ輸送計画・配車計画の

策定が課題となる。 
 
（３）コンテナと木材輸送の併用実証の取組結果 

① 実証の方法 

現有のアームロール車を活用し、チップ搬送用のロールコンテナと木材搬送用のフレーム

平デッキを効果的に組み合わせることにより、木材運搬の帰り荷で木質チップを搬送するこ

とによるコスト削減効果の検証を行った。 
具体的には、出光興産㈱千葉製油所に近接する木材の販売委託業務選定市場である袖ヶ浦
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木材センターとの木材搬送の帰り荷を想定して、走行実証を行い、効果の検証を行った。 
ロールコンテナとフレーム平デッキ併用による木材運搬・木質チップ運搬のイメージを以

下に示す。 

 
図表 3-47 コンテナと木材輸送の併用実証のイメージ 

 
コンテナと木材輸送の併用による経済性の検証に際し、ここでは、併用により生じた従来

の木材運搬コストからの超過分をチップ運搬コストと見なし、実証データ等を元に算定する。

具体的な経済性検証の方法を以下に示す。 
〔従来の木材運搬〕            〔コンテナと木材輸送併用〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-48 従来の木材運搬とコンテナ・木材輸送併用の輸送パターン 

千葉県森林組

合安房支所 

袖ヶ浦木材 

センター 

千葉県森林組

合安房支所 

袖ヶ浦木材 

センター 

○B 空荷便 

○A 木材運搬 ○C 空空荷便 

○D 木材運搬 

袖ヶ浦木材 

センター 

千葉県森林組

合安房支所 

出光興産㈱

千葉製油所

②フレコン運搬 

③フレコン
積降 

④空荷便
⑥平デッキ積込 

⑦木材運搬
⑧木材運搬 

⑨木材・平
デッキ積降

⑪空荷便 

①フレコン・
ロールコンテナ 
積込 

⑤ロールコンテナ積降

⑩ロールコ
ンテナ積込 

37



南房総市域木質バイオマス利活用促進事業～京葉工業地域と南房総市域の多様な主体の連携による 
木質バイオマス利活用促進～（千葉県森林組合安房支所） 

 

 

 
≪コスト検証の考え方≫ 
併用パターンにおけるチップ運搬コスト 
  ＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪－（○A ＋○B ＋○C ＋○D ） 
  ＝①＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑨＋⑩ 
 
 コンテナ・木材輸送併用の１サイクルのコストより算定するものとする。 
 アームロール車、コンテナ、グラップル等の設備は現有のものを活用する。 
 減価償却費、修繕費、保険・税金をはじめとする固定費は、新たな投資がないことから

計上しないものとする。（製油所での「フレコン積降」は固定費も計上） 
 ○A＝⑧、○B＝⑪、○C≒②、○D＝⑦とする。 

 
 

② 取組の結果 

算定の結果、コンテナ・木材輸送併用による、チップの運搬コストは 5,739 円/t（絶乾）と

なる。本事業のケーススタディ結果（ケース 5）での安房地域から製油所までのチップ輸送

コスト（チップ積込、チップ運搬、チップ積降）6,561 円/t（絶乾）と比較して、低コスト化

が図れることが示唆された。 
内訳を見ると全体の消耗品費（フレコン代）の割合が 28%と も高い。製油所側における

バラ積み搬送での受入基盤が整備されることにより、供給コストの更なる低減が期待される。

なお、ロールコンテナはバラ積み搬送にも対応可能である。 
チップの供給コスト削減には大きな効果が確認された一方、木材の帰り荷でチップを運搬

する当輸送パターンを実施するためには、木材センターとの木材運搬のタイミングによる調

整が必要となる。千葉県森林組合安房支所での実態を勘案すると、当輸送パターンによる運

搬は年間 10 数回程度となることから、実運用上、メインの輸送パターンとしての利用は期

待できない。しかしながら、単独でのコスト低減効果は大きいことから、スポット的な運用

が期待される。 
 

図表 3-49 併用パターンにおけるチップ運搬コスト 

費目 単位 数量 
チップ輸送量 t 5.0 
人件費 円/回 3,640 
燃料費 円/回 3,285 
減価償却費 円/回 80 
定期修繕費 円/回 26 
消耗品費（フレコン代） 円/回 4,000 
保険料・税金 円/回 4 
諸経費・事業経費 円/回 3,311 
費用合計 円/回 14,347 
単価（湿潤重量ベース） 円/ｔ-wet 2,869 
単価（絶乾重量ベース） 円/ｔ-dry 5,739 
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図表 3-50 併用パターンにおけるチップ運搬コストの内訳 

 
 

  
図表 3-51 ロールコンテナでのチップ輸送 図表 3-52 ロールコンテナの積降 

  
図表 3-53 平デッキ搭載時のアームロール車 図表 3-54 ロールコンテナへのバラ積み 

 
 
 
 

人件費

25%

燃料費

23%

減価償却費

1%
定期修繕費

0%

消耗品費

28%

保険料・税金

0%

諸経費・事業

経費
23%
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２）流通業者との連携方策 

実証実験等の結果を受けて、流通業者とのチップ輸送の連携の方向性について、以下のと

おり示す。 
 

■大規模供給体制構築準備段階におけるトラック協会との連携 

取組の結果から、対象路線における運送会社の空荷便活用の需要があることが確認された。

また、大型ウィング車を活用した場合、本事業のケーススタディによる直営での輸送コスト

の 2 割増し程度の価格での委託が可能であることが確認された。さらに今回の実証ではフレ

コンでのチップ輸送であったが、ダンプ車への委託でバラ積み輸送を行った場合には、更な

る低コスト化の期待も高い。 
現有の森林組合の体制を踏まえると、出光興産の計画する大規模チップ供給の体制整備に

はまだ準備期間を有することから、準備段階において輸送の部分を一部トラック協会に委託

して実施することが有効と考えられる。 
 

■コンテナと木材輸送併用のスポット的な運用 

取組の結果から、コンテナと木材輸送併用により、チップ輸送コストの低減が図れ、さら

にバラ積みでのチップ輸送にも対応可能なことが確認された。ただし、年間を通じての木材

の帰り荷の空便の数が限られていることから、現実的にはメインの輸送パターンとはならず、

スポット的な運用により実施することになる。 
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3.1.4  受入システムの検討 
（１）受入システム調査の概要 

１）取組の概要 

本取組では、チップの需要先である製油所施設内での石炭大型ボイラー施設でのチップ受

入れシステムの検討を行った。実証事業で実際に受入れた木材チップの燃焼性の検証や、チ

ップ保管機能の検討を実施した。 
また、併せて、将来の取扱量の拡大に向けた望ましい受入システムの検討を行った。 
 

２）検討の内容と流れ 

【実施の概要】 

 需要先である製油所の石炭大型ボイラーの受入れシステムの検証 
 保管機能の検証 
 燃焼性の検証 

 

【検討の流れ】 

◇ 荷姿別（フレコン）の受入れ作業での効率性、作業性の検証と課題抽出。 

◇ 受入側保管能力の検討（燃焼量増加時の対策）。 

◇ 受入チップの品質（形状、性状、及び灰分析）の確認と燃焼量増加時での燃焼性での課

題抽出、検討。 

 

 
図表 3-55 千葉製油所内の石炭ボイラ 図表 3-56 製油所に搬送 

 
図表 3-57 出光興産千葉製油所石炭ボイラーの設備概要 

ボイラータイプ マルチソリッド循環型流動層ボイラー 
蒸発量 300t/h 
蒸発圧力 130kg/cm2g 
蒸気温度 540℃ 
NOX 130ppm 以下 
SOX 150ppm 以下 

燃料 

瀝青炭
低 S 分重油 
（余剰ガス） 
施油所内各種スラッジ 
燃料プラスチック 
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図表 3-58 流動層ボイラー概略フロー 

 
（２）受入システム調査の結果 

１）現行の受入システムの概要 

現状では製油所構内にチップヤードがないため、本事業ではフレコンの荷姿での受入とな

っている。消防法の関係で保管形態にも制限があり、届出の範囲内での区分けによる保管を

行った。 
 

図表 3-59 現行の受入システムの概要 

チップの受入形態  フレコンでの荷姿  
（製油所にヤードがないため、実証での便宜的対応）  

保管形態  大 10 ㎥単位で 3m 間隔で区分け  
（現消防届出内）  

チップの投入・燃焼  連続ではなく間欠で実施  
20t 石炭車に対してフレコン１袋を混合  

 
図表 3-60 製油所における現行のチップ受入～ボイラー燃焼までの流れ 
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２）チップ受入の結果 

事業期間において受入日数計 14日間で 231フレコン、計 71.1tのチップの受入を行った。

樹種の割合は 9 割が針葉樹で残り 1 割が広葉樹であった。 
出光興産では燃料の投入を外部委託しており、今回のチップの受入から投入についても同

事業者への委託を行った。チップ受入から投入に係る作業委託費を算出すると、8,500 円/t
（湿潤）となった。フレコンでの受入は、トラックからの荷卸ろし、保管場所への移送、保

管場所から投入口への移送、フレコン荷解き等、作業負担も多く、コスト高となることが明

らかになった。受け入れ側の生産性、経済性の面からも、バラ積みでの流通体制構築の必要

性が示唆された。 
 

図表 3-61 事業におけるチップ受入の結果 

受入期間  H22.10.15～H23.1.28  
受入日数  14 日  
受入フレコン数  231 個  
チップ受入量  231 ㎥（71.1t）  
樹種割合  針葉樹 9：広葉樹 1  
作業委託費（受入～チップ投入） 8,500 円/t-wet 

 

 
図表 3-62  

フレコンからホッパーへの 
チップ投入        

図表 3-63  
石炭と同時にベルコンで 
搬送されるチップ    

図表 3-64  
本事業で供給したチップ 

 
３）燃焼性の確認 

石炭ボイラーにおける木質チップの混焼について、一定の試験期間を設け、燃焼性の確認

を行った。石炭受入に合わせてホッパー投入された木質チップは、サイロで混合貯蔵された

後、3 日後に炉に到達するものとし、木質チップ燃焼時の炉の蒸発量、燃焼空気量、排ガス

O2 の割合等の検証を行った。 
 
木質チップ受入れ・燃焼データ（抜粋） 
 1 月 28 日午前中、木質チップ 32 袋（8,325 kg）受入れ（荷卸し） 
 1 月 28 日午後から、４日間断続的に石炭受入れに合わせ木質チップを投入 
（サイロで混合貯蔵された後、コンベアで移送される） 
 1 月 31 日午後から、石炭＋木質チップが炉内に到達し、断続的に混焼開始 
（計算上、投入から３日後に、炉での燃焼開始と推定）  
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図表 3-65 試験期間における木質チップ受入・混焼の状況 

木質チップ受入れ投入（石炭と混合しｻｲﾛへ貯蔵） 木質チップ燃焼 
投入日時 投入量（ｔ） 燃焼日時（推定） 燃焼量（ｔ/ｈ）

1 月 28 日 13:00～15:00 2.34ｔ（石炭 20ｔ:木材ﾁｯﾌﾟ 1 袋） 1 月 31 日 15:00～21:00 0.39 
2 月 1 日 13:00～15:00 2.34ｔ（石炭 20ｔ:木材ﾁｯﾌﾟ 1 袋） 2 月 4 日 15:00～21:00 0.39 
2 月 2 日 13:00～15:00 2.34ｔ（石炭 20ｔ:木材ﾁｯﾌﾟ 1 袋） 2 月 5 日 15:00～21:00 0.39 
2 月 3 日 13:00～15:00 1.3 ｔ（石炭 20ｔ:木材ﾁｯﾌﾟ 1 袋） 2 月 6 日 15:00～18:18 0.39 

1 袋≒（8.325ｔ／32 袋）≒0.26ｔ 
 
石炭燃焼量や蒸気蒸発量、燃焼空気量など、主な燃焼データのトレンドグラフを示す。図

内の赤の点線内がチップ混焼を実施している期間となる。トレンドグラフからは、今回の

1.0～1.5wt％のチップ混合割合では、通常の石炭専焼運転の範囲内に収まり、チップ混焼の

影響を定量的に評価できない程度の微変化と読み取れる。このため、試験の条件の範囲内で

は、ボイラーでの燃焼性に問題はないと判断できる。 
将来的な、年間5,000tレベルの達成に向けては、1.5wt％超えでの燃焼性を24時間連続混

焼で検証する必要がある。 
 

 
図表 3-66 試験期間の石炭ボイラー運転データトレンド 
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図表 3-67 木材チップの分析結果 
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（３）チップ受入・貯蔵・供給設備整備の方向性 
① 先進事例現地調査 

本事業の先進的類似事例である岩手県釜石市の「緑のシステム創造事業」の現地視察を実

施した。釜石市では市と新日本製鐵釜石事業所及び釜石地方森林組合の連携により、国の実

証事業のメニューを活用しつつ、年間5,000tの林地残材の石炭混焼本格稼動に向けた取組を

進めているところである。 
 

図表 3-68 釜石市緑のシステム創造事業におけるシステムフローと施設外観 

 
 

釜石事業にみる、チップの受入・貯蔵・供給設備整備をはじめとした、事業化に向けたポ

イントを以下に整理する。 
 

図表 3-69 釜石事業にみる木質チップの石炭混焼事業化のポイント 

項目 内容

素材生産と一体となった
取組 

 従来の素材生産プラス α で実施することにより、素材生産、林地残
材収集ともにコスト低減。 

 林地残材の販売収入により事業拡大が図れ、素材生産量が大幅拡大。
 林地からの切捨て間伐材等の持ち出しにより、現場の生産性が拡大。

持続可能なシステム構築  国の支援制度の活用により多額の補助金を導入しているが、インフ
ラ系のイニシャルへの投入のみで、ランニングはあくまでビジネス
ベースで実施。 

 原木の単価は石炭等価をベースに随時見直し。 
既存のチップ市場とのバ
ランス 

 製紙・ボード用チップの市場を崩さないチップの取引価格の設定と
そのための市場調査の実施。 

 製紙系では針葉樹系チップのニーズが少ないことから、本事業との
バッティングがないことを確認。 

搬出

造材
森林

●グラップル ●ダンプ車 ●グラップル ●チッパー ●ダンプ車

●ダンプ車
ブロワー乾燥

●ホイールローダー ●ダンプ車 ●ダンプ車

●コンベア

運搬

直接

搬出 積込 運搬 積下

作業道 山土場 貯木場
製材所
など

用材

積込 構内搬送 破砕原木投入 構内搬送

積下 チップ乾燥 チップ積込 チップ搬送 チップ投入

搬送 石炭混焼
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項目 内容

混焼施設構内での林地残
材集積・破砕拠点の整備 

 林地残材の直送による流通コストの低減。
 大型チッパー（MORBARK 社(米)、能力 10t/h、サイズ 50mm）の

活用によるスケールメリットを生かした破砕コスト低減。 
 余剰施設の有効活用。（原木ヤード（10,000 ㎡）、建屋） 
 SPC 設立による事業リスクの軽減。 

山側の負担の少ない受入
条件 

 山側（森林組合）は林地残材をヤードに持ち込むまでを実施。
 曲がり材、小径木、枝葉まで、多様な材を生重量ベースで受入。 
 乾燥は全て構内で対応。（チップヤード内でのブロワー乾燥）消防法

へも対応。 
環境価値による経済循環
創出 

 再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の活用を視野。 
 林地残材の販売収入と J-VER のクレジット収入により、山主への還

元を実現。 
 集約化により生産性向上と合わせて、まとまったエリアの吸収量を

クレジット化するダブルの経済的メリット創出。 
 「いわての森づくり県民税事業」（500 円/人・年）による県民一体

となった森林整備。 
 

② 本事業におけるチップ受入・貯蔵・供給設備整備の方向性 

これまでの検討結果、及び先進事例調査の結果を受けて、トラックバラ積み輸送実現と需

給調整を容易にすることを基本としたチップ受入・貯蔵・供給設備について、2 つの検討ケ

ースを作成した。 
ケース 1 は、千葉製油所構内に石炭の受入システムと同タイプの木質チップ専用のホッパ

ーと貯蔵サイロを設置し、石炭と一定比率で連続混合させて燃焼するものである。 
 

 
図表 3-70 検討ケース１（製油所構内ヤード整備） 

 
ケース２は、現在石炭の納入元である石炭バルクターミナル内に、木質チップヤードを設

置して、そこで予め石炭と一定比率に混載して製油所内に搬送するものである。 

石炭車、ﾀﾞﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ 受入れ
ホッパー

貯蔵
（ｻｲﾛ）

ｺﾝﾍﾞｱ ｺﾝﾍﾞｱ ボイラー
燃焼

【木質チップ】

チップヤード
トラック（バラ積み）、

ダンプアップ

千葉製油所構内

受入れ
ホッパー

貯蔵
（ｻｲﾛ）ｺﾝﾍﾞｱ ｺﾝﾍﾞｱ

石炭ヤード

【石炭】
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図表 3-71 検討ケース２（バルクターミナル構内ヤード整備） 

 
本事業での実証結果や検討の結果も踏まえ、今後これらの 2 ケースについて設備コストや

経済性の検討を含め、具体的な整備に向けた取り組みを進めていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受入れ
ホッパー

貯蔵
（ｻｲﾛ）

ｺﾝﾍﾞｱ ｺﾝﾍﾞｱ ﾎﾞｲﾗｰ
燃焼

【木質チップ】

チップヤード
（倉庫）

千葉製油所構内

石炭ヤード

【石炭】

石炭車にチップ
と石炭を混載

石炭車、ダンプアップ

ﾊﾞﾙｸﾀｰﾐﾅﾙ構内
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3.1.5  小口ユーザー拡大調査（地域全体の普及・啓発の実施） 
（１）小口ユーザー拡大調査の概要 

１）取組の概要 

南房総市域に賦存する木質バイオマスの有効利用を促進するためには、地域からの理解を

獲得することが重要である。このため、地域全体として、森林の保全促進を踏まえた木質バ

イオマスの利活用の促進に取組むことが求められる。また、森林組合の新しいビジネス創出

の観点からも、小口の木材燃料チップ等の需要を開拓することも期待されている。 
本取組では、小型ボイラー燃焼デモンストレーションやイベントの開催を通して、地域の

木質バイオマス利活用の普及・啓発事業を実践した。 
 

２）検討の内容と流れ 

【実施の概要】 

 小口需要者の開拓、地域全体の普及・啓発の実施 
 小型ボイラー燃焼デモンストレーション等を含めた普及イベントの開催 
 小口ユーザーを対象とするアンケート及びヒアリング調査 
 燃料チップ製造を含めた木質バイオマス燃料利用の広報戦略の検討（ＰＲパンフレットの

作成） 
 

【検討の流れ】 

◇ 大口需要者への安定供給と並行して、小口需要者の開拓を進める。 
◇ 森林保全の促進のための木質バイオマスの利活用は、市民の理解醸成が進んでいない。

まず、地域全体への普及啓発活動が必要であるため、イベントの開催や市民向けに PR
パンフレットを作成し、森林の持つ多面的機能の理解醸成や温室効果ガス吸収効果など

の有効手段としての啓発を行う。 
◇ イベントでは、木質チップの製造やチップを燃料とした小型ボイラーの燃焼デモンスト

レーションを実施する。 
◇ 来場者への木質チップや木質バイオマスの利活用に向けた意識調査を実施し、マーケテ

ィングの把握と新たな商品化に向けた検討を行う。 
◇ 都市住民の体験交流事業を通じて地域の自然と文化を守り、地域活性化を目指している

「NPO ネイチャースクールわくわく WADA」と連携して、都市住民に対して森林の持

つ多面的機能を PR するとともに、木質チップに対する関心や一般消費者層への普及展

開に向けた課題を調査する。 
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（２）小口ユーザー拡大調査の取組結果 
１）普及イベントの開催 

地域森林資源の有効活用をテーマにして、小口需要家の開拓や地域全体の普及・啓発を目

的としたイベントを開催した。 
 

■実施内容 

名称：『森の恵み』体験展示会（森林資源をテーマにした体験型普及イベント） 
日時：平成２３年２月６日（日） 午前１０時～午後３時まで 
場所：道の駅｢ローズマリー公園｣（千葉県南房総市白子 1501 番地） 

 
 
 
 
 
 
 

   ※同会場では、南房総市花の観光シーズンに合せた花をテーマにしたイベントも開催。イ

ベントの抱き合せで、より多くの来場者を見込む。 
 
内容：①大型高性能林業機械｢プロセッサ｣の操作体験 
   ②家庭用薪・チップ・ペレットストーブ及びハウス園芸用ボイラー展示 
   ＜展示事業者＞ 
    １．（株）石村工業（岩手県釜石市） 
    ２．（株）モキ製作所（長野県千曲市） 
    ３．（株）花島産業（千葉県山武市） 
   ③どんぐりなど森の資源を活用する｢森のクラフト｣作成体験 

※千葉県資源循環課バイオマスプロジェクトチームによる木質プラスチック製品

の展示及び普及・啓発コーナーを設置。 
※｢森林資源利用意識調査アンケート｣を実施。 
※小学校３年生以下の参加は保護者同伴とする。 

 

イベント開催 PR パンフレット 2,000 部とハウス園芸農家を対象とした木質バイオマスボ

イラー宣伝用チラシを作成し、森林組合関係機関、行政機関、学校、道の駅をはじめとした

市内各所で配布した。また地元新聞や市の広報紙、インターネットを通じた広報周知も行っ

た。 
 

 

NPO ネイチャースクールわくわく WADA の同時開催イベントとして、2 月 5 日（土）

～6 日（日）、1 泊 2 日の宿泊イベント『炭焼体験コース（自然の宿｢くすの木｣周辺）』

を実施。 

50



南房総市域木質バイオマス利活用促進事業～京葉工業地域と南房総市域の多様な主体の連携による 
木質バイオマス利活用促進～（千葉県森林組合安房支所） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-72 イベント PR パンフと農家用宣伝チラシ 

イベント当日は観光シーズンとも重なり、少なくとも 2,000 人以上の来場があった。特に

木質バイオマスストーブ・ボイラーへの関心は高く、当日 3 台のストーブ販売にも結びつき、

南房総市域における潜在的需要の高さが確認された。 

図表 3-73 プロセッサの試乗体験の様子 図表 3-74 ストーブ･ボイラーコーナー 

 
 

図表 3-75 薪・ペレットストーブ 図表 3-76 クラフト作成体験 

  

図表 3-77 ツガで作成したテーブルセット 図表 3-78 NPO 炭焼体験イベント 

［各所へ配布（2000 部）したイベント開催 PR パンフ（両面刷り）］ ［JA 及びハウス農家等へ配布したチラシ］
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２）意識調査アンケートの結果 

イベント来場者に対して、森林資源の利用意識調査アンケートを実施した。調査では 66
名の方から回答を得ることができた。 
アンケート結果を以下に示す。 

 
■アンケートの集計結果 
【1】あなたのことを教えてください。 
・年齢、性別 

性別 

年齢 男性 女性 無回答 総 計

10 代 0 0 0 0
20 代 0 0 0 0
30 代 5 14 2 21
40 代 3 1 1 5
50 代 5 5 4 14
60 代 9 3 8 20
70 代 2 0 3 5
無回答 0 1 0 1
総  計 24 24 18 66

 
 
・お住まいの地域を教えてください。 

住所 人数 割合

南房総市内 16 24%

館山市・鴨川市・鋸南町 16 24%

千葉県内 12 18%

千葉県外 21 32%

無回答 1 2%

総   計 66 100%

 
 
 
【2】日頃から森林を身近な存在として関心を持っていますか。 
 人数 割合

ある 40 61%

少しある 25 38%

無い 1 2%

無回答 0 0%

総  計 66 100%

 

10代,0人,0%
20代,0人,0%

30代

21人, 32%

40代

5人, 8%

50代

14人, 21%

60代

20人, 30%

70代

5人, 8%

無回答

1人, 1%

計66人

南房総市内

16人, 24%

館山市・鴨川

市・鋸南町

16人, 24%千葉県内

12人, 18%

千葉県外

21人, 32%

無回答

1人, 2%

計66人

ある

40人, 61%

少しある

25人, 38%

無い

1人, 1%

無回答

0人, 0%

計66人
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【3】今、日本の森林には未利用木材が多く残っており、石油などの化石燃料に変わるエネルギー

として、その利用に大きな関心が高まっていることをご存知ですか。 
 人数 割合

知っている 29 44%

聞いたことがある 24 36%

知らない 13 20%

無回答 0 0%

総  計 66 100%

 
 
 
 
 
【4】森林資源を燃焼してエネルギーとして利用する場合は、二酸化炭素が増えることにならない

（カーボンニュートラル）ということをご存知ですか。 
 人数 割合

知っている 23 35%

聞いたことがある 13 20%

知らない 30 45%

無回答 0 0%

総  計 66 100%

 
 
 
 
 
【5】今回展示されている薪・チップ・ペレットを使用する家庭用のストーブ又はハウス園芸用ス

トーブ・ボイラーを使ってみたいと思いますか。 
 人数 割合

使ってみたいと思う 27 41%

場合によっては使ってみたい 26 39%

使ってみたいとは思わない 12 18%

無回答 1 2%

総  計 66 100%

 
 

知っている

29人, 44%

聞いたことが

ある

24人, 36%

知らない

13人, 20%

無回答

0人, 0%

計66人

知っている

23人, 35%

聞いたことが

ある

13人, 20%

知らない

30人, 45%

無回答

0人, 0%

計66人

使ってみたい

と思う

27人, 41%

場合によって

は使ってみた

い

26人, 39%

使ってみたい

とは思わない

12人, 18%

無回答

1人, 2%

計66人
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＜森林への関心との関係性＞ 

 
※質問【2】（日頃から森林を身近な存在として関心を持っていますか。）との相関 

 
 
＜森林資源のエネルギー利用による二酸化炭素増加抑制効果に対する認識との関係性＞ 

 
※質問【4】（森林資源を燃焼してエネルギーとして利用する場合は、二酸化炭素が増え

ることにならない（カーボンニュートラル）ということをご存知ですか。）との相関 
 
 
 
 
 

21人

13人

5人

1人

6人

13人

6人
1人

0 5 10 15 20 25

使ってみたいと思う

場合によっては使ってみたい

使ってみたいとは思わない

無回答

人

ある

少しある

無い

無回答

11人

7人

9人

9人

5人

12人

2人

1人

9人

1人

0 5 10 15 20 25

使ってみたいと思う

場合によっては

使ってみたい

使ってみたい

とは思わない

無回答

人

知っている

聞いたことがある

知らない

無回答
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【6】【5】で「使ってみたい」と答えた方にお聞きします。 
【6】－①使ってみたいと思われる理由を教えていただけますか？（複数回答可） 

（n=27） 人数 

国産材・地域産材の利用促進 11 
地球温暖化対策への貢献 10 

灯油・重油価格の高騰 7 

デザイン・インテリア 6 

あたたかみ・癒し 12 

その他* 2 

無回答 2 

＊「その他」の内容  ・廃材処分 
 
【6】－②どこで使ってみたいと思いましたか？（複数回答可） 

 （n=27） 人数 

（1） ハウス園芸用製品 6 

（2） ハウス園芸用以外  

  自宅 18 

  事務所 1 

  温浴施設 1 

  工場・事業所 2 

  その他 0 

  無回答 5 

 
【7】【5】で「場合によっては使ってみたい」と答えた方で、どのような条件が備われば使ってみ

たいですか？（複数回答可） 
 

（n=27） 人数 

費用が安い 14 
利用が簡単 10 

安全で故障がない 8 

木材燃料の調達が簡単 7 

設置が簡単 5 

CO2 削減効果が大きい 3 

よくわからない 0 

その他* 2 

無回答 1 

＊「その他」の内容  ・家に設備ができれば 

14人

10人

8人

7人

5人

3人

0人

2人

1人

0 5 10 15 20

費用が安い

利用が簡単

安全で故障がない

木材燃料の調達が簡単

設置が簡単

CO2削減効果が大きい

よくわからない

その他

無回答

人

6人

18人

1人

1人

2人

0人

5人

0 5 10 15 20

ハウス園芸用製品

自宅

事務所

温浴施設

工場・事業所

その他

無回答

人

11人

10人

7人

6人

12人

2人

2人

0 5 10 15 20

国産材・地域産材の利用促進

地球温暖化対策への貢献

灯油・重油価格の高騰

デザイン・インテリア

あたたかみ・癒し

その他

無回答

人
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＜森林への関心との関係性＞ 

 
※質問【2】（日頃から森林を身近な存在として関心を持っていますか。）との相関 

 
＜森林資源のエネルギー利用による二酸化炭素増加抑制効果に対する認識との関係性＞ 

※質問【4】（森林資源を燃焼してエネルギーとして利用する場合は、二酸化炭素が増え
ることにならない（カーボンニュートラル）ということをご存知ですか。）との相関 

 

26%

20%

13%

22%

9%

6%

0% 2%

2%

森林への関心がある

31%

14%

19%

11%

8%

11%

0%

3% 3%

森林への関心が少しある

費用が安い

利用が簡単

安全で故障がない

木材燃料の調達が簡単

設置が簡単

CO2削減効果が大きい

よくわからない

その他

無回答

20%

12%

8%

32%

8%

12%

0%

4%
4%

カーボンニュートラルを知っている

35%

18%

23%

6%

12%

6%

0% 0% 0%

カーボンニュートラルを聞いたことがある

30%

20%17%

12%

7%

8%

0% 3%

3%

カーボンニュートラルを知らない

費用が安い

利用が簡単

安全で故障がない

木材燃料の調達が簡単

設置が簡単

CO2削減効果が大きい

よくわからない

その他

無回答
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■アンケートの結果・分析 
 ほとんどの回答者が森林への関心を持っている。 
 80％の回答者が日本の森林に未利用木材が多く残っており、化石燃料に代わるエネルギ

ーとして関心を集めていることを知っている。 
 55％の回答者が森林資源をエネルギー利用する場合、CO2 が増加しない（カーボンニュ

ートラル）ということを知っている。 
 80％の回答者が木質バイオマスストーブ・ボイラーの利用に関心を持っている。 
 木質バイオマスストーブ･ボイラーを利用したい理由は、「あたたかみ・癒し」が も多

く、ほぼ同列で「国産材･地域産材の利用促進」「地球温暖化対策への貢献」と続いてい

る。場所は自宅での利用が も多い。 
 条件によっては木質バイオマスストーブ・ボイラーを利用したいという回答者の、 も

多くの理由が、「費用が安い」で、「利用が簡単」「安全で故障がない」「木材燃料の調達

が簡単」と続いている。 
 森林の大切さを普及啓発することで、木質バイオマスの利用が拡大する可能性がある。 
 森林資源（木質バイオマス）のエネルギー利用による CO2削減効果を普及啓発すること

で、木質バイオマスの利用が拡大する可能性がある。 
 森林資源（木質バイオマス）のエネルギー利用による CO2削減効果を普及啓発すること

で、費用が高くても木質バイオマスの利用が拡大する可能性がある。一方で、理解が深

い人ほど、木質燃料の調達に課題を感じている。 
３）小口ユーザー拡大の方向性 

普及イベント、アンケート及び検討の結果を受けて、地域における小口ユーザー拡大の方

向性について、以下のとおり示す。 
 

■施設園芸農家における木質バイオマスボイラーの導入促進 

イベントでも、薪を自力で調達できる農家からは燃料費の大幅なコストダウンも期待でき

るとの声も聞かれるなど、施設園芸農家の木質バイオマスボイラーに対する関心の高さが覗

えた。現実的には、既存の石油系ボイラーとの併用で木質バイオマスがベース負荷分を担う

デュアル運転が有効と考えられる。地域内は施設園芸が盛んなことから今後の普及拡大が期

待される。 
今後は、モニター調査を実施するなど、普及浸透に向けた具体的取組を実施していく。 
 

■一般家庭及び別荘地等を対象とした薪・チップ・ペレットストーブの導入促進 

都市近郊で別荘地が点在するメリットを活かし、別荘地も含めた一般層における木質バイ

オマスの小口需要を形成する。石油系の暖房機器と比較して割高な木質バイオマス系のスト

ーブであるが、ターゲットを絞ることで確実な普及拡大を図る。 
 

■地域に対する森林資源の利用醸成及び認知拡大の周知・広報の継続 

アンケートの分析結果から、森林の大切さやバイオマス利用によるCO2削減効果に対する

教育・啓発を促進することで、木質バイオマスエネルギーの需要拡大につながることが確認

されている。今回のようなイベントでの普及啓発や学校教育の現場を通じて、市民の意識高

揚、理解醸成に努める。  
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 事業実施の成果 4.

4.1 事業実施成果 
本事業を通じて、事業の中核的テーマである出光興産千葉製油所における木質バイオマス

石炭混焼という新たな取組の実現に向け、連携体制基盤の強化や実証・ケーススタディを通

した検討の具体化を図ることができた。事業化においては、特に木質チップの供給コストが

大きな課題となることから、チップ生産コスト、輸送コスト低減に向けては、実証やケース

スタディを通じて、様々な低コスト化の方向性を確認することができた。 
また、事業のサブテーマでもある地域の多様な主体との連携では、木質バイオマスを通じ

た福祉分野との連携という新たなチャレンジについても、具体的な可能性を見出すことがで

き、トラック協会との連携も事業拡大の準備段階では有効な方策であることが確認された。 
さらに、温暖で木質バイオマスエネルギーの利用には馴染まないと思われがちな南房総市

域において小口の潜在的需要の高さが確認されたことも、本事業の大きな成果と言える。 
図表 4-1 事業により得られた成果 

成果 内容 
 木質バイオマス石炭混

焼実現に向けた連携体

制基盤の強化 

 出光興産千葉製油所、千葉県森林組合安房支所、南房総市、エックス

都市研究所からなるコアメンバーの連携体制の強化 
 千葉大学、千葉県、NPO ネイチャースクールわくわく WADA の側

面支援体制の構築 
 チップ供給コスト低減

に向けた方向性の確認 

 需要地近郊での破砕拠点の整備 （地域効果との兼ね合いに配慮）  
 適スペックのチッパーの選定  
 バラ積み搬送実現に向けた受け入れ設備の整備  
 ボイラーでの連続混焼実現に向けた投入設備の整備 

 地域の多様な主体との

連携方策の明確化 

 大規模供給体制準備段階におけるトラック協会との連携  
 福祉施設における薪の生産を通じた地域連携 
 組合内チップ化作業のシルバー人材への作業委託  
 地域の多様な主体との連携による新たな雇用創出効果の確認 

 小口木質バイオマスの

潜在的需要の把握 

 イベントにて３台の薪・ペレットストーブを販売  
 農業分野、別荘地などを中心に将来的なビジネスチャンスの可能性 

 
4.2 事業実施目標の達成度と評価 

本事業の実施目標の達成度と評価について以下に示す。 
図表 4-2 事業実施目標の達成度と評価 

実施目標 達成度 評価

林地残材由来の木質燃料

利用チップの安定生産及

び供給システムの確立 

 月産 200t 以上の生産･供給システムの確立に対して、事業で

は 10 日間で 92t のチップ生産を実施。 
 スポット的な供給可能性は立証できた。ただし、年間を通じ

た安定供給は今後の課題。 
 安定生産・供給システム確立には、ハード整備と合わせた仕

組みの構築が必要。 

△ 

生産及び収集運搬コスト

の削減 

 工場渡しで 10,000 円/t（絶乾）以下の目標に対して、実証事

業では間伐材運搬・チップ生産を合わせたコストだけで実費

ベースで 57,375 円/t（絶乾）と非常に割高。 
 実証で得られたデータを活用したケーススタディでは、年間

▲ 
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実施目標 達成度 評価

5,000t ベースの際に製油所内で破砕を行った場合には、

10,810 円/t（絶乾）までコストダウンが見込め、そのための

方法論が明らかになった。 

雇用の場の創出 

 障害者福祉施設における恒常的な業務としての木質バイオ

マス燃料生産参入の可能性を検証。小口需要向けの供給にお

ける連携可能性を確認。特に薪の生産が有望。 
 組合製材工場内の破砕機を利用したチップ化作業のシルバ

ー人材への委託によりシルバー人材 1 名雇用の可能性を立

証。 
 大規模供給体制構築段階においては、トラック協会への委託

によりチップ輸送を行うメリットを確認。帰り荷の空荷便利

用による運送業者の収益拡大、新たな雇用創出が期待され

る。 

○ 

製油施設で CO2削減 

 事業で目指す年間 5,000t の木質バイオマスの混焼が実現し

た際には、製油所において年間約 5,000t の CO2削減が見込

まれる。 
 事業では 71t の木質チップの混焼を実施し、約 70t の CO2
削減効果が得られた。 

 製油所における大規模な CO2 削減に貢献するシステム構築

に向けた足がかりとして、展開方策の整理ができた。 

▲ 

小口ユーザーの開拓 

 普及イベント、アンケートの結果から小口の木質バイオマス

の潜在的需要を確認。 
 イベントでは当日、3 台のストーブを販売。 
 農家からの関心も強く、またメーカーの手応えも大きかっ

た。 

○ 

○：達成 △：一部達成 ▲：一層の努力が必要 
 
4.3 本事業で得られた今後の課題 

年間 5,000 規模の石炭混焼をビジネスベースで展開するためには、バラ積み搬送実現に向

けた早期段階でのヤード整備や、大規模集荷体制実現に向けた流通基盤整備や広域連携体制

の構築が課題であることが明らかになった。また、南房総市域として地域内での波及効果が

期待される事業スキームを構築することが、地域としての課題となる。 
図表 4-3 事業により明らかになった課題 

課題 
 フレコンに依存しない流通体制の実現 
 事業化に向けた段階的な流通体制の構築 
 年間 5,000t ベースの流通基盤の整備 
 チッパー、ヤード等の設備投資負担の軽減（既存施設活用、支援制度） 
 集荷量確保のための広域連携体制の構築 
 チップ供給サイドの収益性の確保 
 南房総市域にメリットをもたらす事業スキームの構築 
 関係者の合意形成と役割の確実な実施 
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 本事業の実施による将来展望 5.

本事業により得られた知見や抽出された課題、取組成果を継承し、今後、南房総市域にお

ける木質バイオマスの利活用の促進に努める。特に、中核的テーマである出光興産㈱千葉製

油所における木質バイオマスの石炭混焼については、本格事業実施に向けた具体的な戦略づ

くりと段階的な取組の促進を図る。一方で、地域内の小口需要の拡大や多様な木質バイオマ

スの利用促進、森林の活用を通じた交流人口拡大等、事業による多様な波及効果創出に向け

た取組についても、地域内外の連携により並行して進めていくものとする。 
具体的な展開方針案を以下に示す。 

 

【展開①】南房総市域と出光興産の継続的連携による流通実証の実施 

 

 
図表 5-1 大型チッパーによる破砕 

 
図表 5-2 アームロール車によるバラ積み 

 

(実施事項・検討事項） 

 当事業のメンバーを中心とした継続的推進体制の構築  

 バラ積み搬送の試行による事業化に向けた段階的取り組みの継続  

 実証によるコスト検証と実業ベースの際の流通システム、チップの取引条件の検討 

 

【展開②】出光興産千葉製油所の受入設備の整備 

 

 
 

 

 

 

図表 5-3 出光興産燃料プラヤード（左）バルクターミナル（中）ホッパー（右） 
 

(実施事項・検討事項） 

 受入設備整備の投資効果の検証（ケース①製油所内整備方式、ケース②バルクターミナ

ル内整備方式）  

 出光興産構内破砕の可能性検討  

 施設整備における補助制度の活用検討  
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 再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度活用を想定した系統連携設備整備の検討 

 

【展開③】南房総市域木質バイオマス流通拠点整備 

 

 
図表 5-4 平久里地区ヤード 

 
図表 5-5 森林組合製材工場 

 
(実施事項・検討事項） 

 原木の貯留、乾燥（天然）、破砕の拠点整備 

 平久里の既存のヤードの拡充 

 素材等の多様な木材流通拠点として活用検討  

 施設整備における補助制度の活用検討 

 

【展開④】南房総市域における木質バイオマス利活用地域モデル構築 

 

 
図表 5-6 取組の実施による地域内収益拡大のイメージ 

 

 
図表 5-7 ペレット・チップ兼用ストーブ

 
図表 5-8 マテバシイのテーブルセット 

 

 (実施事項・検討事項） 

 地域内における多様な需要形成による全体事業コストの圧縮  

 農業用施設における薪・チップボイラーの導入促進・モニター調査  

 

石炭代替チップ 
10 円/kg 

石炭代替チップ・ボイラー用チップ
10 円/kg 

まき 50 円/kg
 

高付加価値原料 
100 円/kg ●観光収入 

● CO2 ク レ ジ ッ
ト ・ グリ ーン 熱
証書販売益 

＋ 

収益の拡大・  
収益源の多角化 
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 別荘地等への薪・チップ・ペレットストーブの導入促進  

 福祉施設における薪の生産・販売  

 道の駅等を活用した小口需要向けの流通ネットワークの構築  

 環境効果の経済価値化 

 

【展開⑤】オール千葉による取組の促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 5-9 千葉の森林とコンビナート 

 
(実施事項・検討事項） 

 安定取引協定締結に向けた千葉県全域の集荷調査  

 木質バイオマスの新たな需要の開拓  

 千葉県木質バイオマス利用連絡会（仮称）の設立  

 県の支援制度拡充（森林税、排出量取引制度）への働きかけ  

 取組の水平展開、オール千葉での間伐材収集とチップ供給体制の確立 

 
【展開⑥】観光分野との連携強化 

 

 
図表 5-10 地域住民のボランティア活動 

 
図表 5-11 観光客等のボランティア活動 

 

(実施事項・検討事項） 

 都市近郊という地域特性を 大限活用し、観光客をはじめとする域外からの来訪者のマ

ンパワーを活用  
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 森林を活用した交流人口拡大、カネ、ヒト、モノの流入創出促進  

 ボランタリーな人材の活用と対価としての地域通貨発行  

 南房総を森林ボランティアの一大活用拠点に育て上げる  

 間伐材ステーションの設置検討 
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