
静岡県内における木質ペレット安定供給システム（地産地消モデル）の構築（富士総業株式会社） 
 

 

 

 

 

 

 

1. 事業目的 

1.1. 背景と目的 

静岡県では、1980年代に愛知県三河港に木質ペレット供給基地を作り、西部地区の温室メロン

栽培農家約30軒の燃料として利用する計画が進んだ。県内に2社のペレット製造工場もできたが、

化石燃料の価格が落ち着き、また当時のボイラー性能の未熟さもあり、3年間ほどで化石燃料に移

行していった苦い経験があった。それゆえ、21世紀を迎えて環境意識の高まりと森林資源の活用

を推進するうえで木質ペレットの有効性が叫ばれながらも、事業としての進展がなかった。 

しかし、2008年の原油高騰時に、当時を知るメロン栽培農家から利用実証の申出があり、ボイ

ラーメーカーがこれに応え、現在6軒の農家（年間約800ｔ）の利用が始まっており、潜在的な市

場が拡がる可能性がでてきた。同時に、燃料の安定供給を支援する組合も発足したが、これらの

木質ペレット燃料は、主に岡山県真庭市から遠距離輸送を行っていることから、県内で木質ペレ

ット製造工場の稼働がまたれていた。 

こうした近年の経過を踏まえ、平成22年度中に、当社富士総業が小山町にて2,000t/年規模のペ

レット工場の建設を計画し、同時に浜松市が1,000t/年規模のペレット工場の建設を予定している

ことから、本事業では、さらなる木質ペレット燃料の利用を喚起し、製造工場と需要家を安定価

格、安定供給で結ぶ仕組みを急いで整備する必要に迫られ、事業申請をおこない認可された。 

本事業では、静岡県内における木質ペレット燃料の市場を調査し、そこへ向けて地産地消モデ

ルとなる仕組みを構築し、それを関係者の共通認識とするために実施することとした。 
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2. 事業実施目標 

2.1. 課題 

2.1.1  製造原価低減化のためのさらなる需要拡大 

今年度建設を行う2工場から出荷される木質ペレットの販売価格を低く抑え、ニーズに見合った

ものにし、安定した供給を行うためには、工場稼働率を向上させて、製造原価を低減化できるよ

うにする必要がある。このため、需要をさらに拡大することが望まれている。 

2.1.2  安定供給のための流通システムの最適化 

地域の需要拡大を先行して実施し、地域における2工場の建設で、3,000t級の地産地消システムの

完成へのステップを踏み出すことができたが、需要先の季節変動を予測した貯留システムの検討

と合理的な配送システムの検討が必要になっている。 

 

2.2. 目標 

2.2.1  年間 2,200ｔ分の需要開拓の目処をつける 

２工場体制により生産可能な3,000t/年に見合う需要として、新規に2,200t/年分の需要開拓を

行う。 

2.2.2  年間 3,000tの木質ペレットの地産地消型最適流通システムの設計 

静岡県内における木質ペレットの地産地消型、2工場3,000ｔ/年供給―流通―需要システムを完

成させるため、季節変動による需要変動や突発的な変動に耐えられる貯留システム、積み替えに

よる輸送効率の向上を図るための中間拠点など、安定供給と全体コスト、輸送によるＣＯ2発生量

の 小化を図るため、合理的なシステム設計を行う。 
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3. 事業概要 

3.1. 事業実施内容 

3.1.1  検討委員会の設置と運営 

・行政関係者や森林関係者、専門家等により構成された検討委員会を設置し事業を客観的に評価、

助言を得た。 

3.1.2  事務局の設置と運営 

・事業を推進する事務局を設置した。静岡県は東西に長いため、東部・中部・西部のエリアに分

け、各担当をつけた。 

なお、東部・中部・西部の行政区分は以下の通り。 

【東部】小山町 御殿場市 裾野市 三島市 長泉町 清水町 函南町 沼津市 富士宮市 富士市 

【西部】御前崎市 菊川市 掛川市 森町 袋井市 磐田市 浜松市 

【中部】静岡市 藤枝市 焼津市 吉田町 川根本町 島田市 牧之原市 

・事業主体は富士総業だが、事業を広く推進、活動を広げるために事務局を｢静岡県木質ペレット

コンソーシアム｣とした。 

3.1.3  ＰＲ・啓蒙・普及活動 

・パンフレット、ポスター、ホームページを作成した。 

・セミナーを東部と中部で開催し、告知のためチラシを作成した。 

・新聞やラジオ、イベント関係WEBなどのパブリシティを活用した。 

3.1.4  マーケッティング調査 

・ユーザーターゲット調査とリスト化、及びプライオリティ付けを行った。 

・プライオリティの高いターゲットにアンケート調査を行った。 

・導入意向や関心の高いターゲットにインタビュー調査を行い、具体的な導入診断調査、提案活

動を行った。 

3.1.5  年間 3,000tの木質ペレットの地産地消型最適流通システムの設計 

・先進事例調査として京都、高知、新潟、岡山の取り組みを調査した。 

・ 適流通システム設計を行った。 

・遠距離輸送のための中継拠点の検討を行った。 

・貯留システムの検討を行った。 

 

※計画変更点 

今回の事業主体は、富士総業株式会社だったが、任意の事業推進団体として「静岡県木質ペレ

ットコンソーシアム」とし、活動した。事由は以下の３点。 
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・事業主体である「富士総業株式会社」名でマーケティングを行うことに抵抗感があったこと。 

・特に自治体の協力（検討委員会への参加、普及先の紹介等）が得にくく情報の共有が見込めな

かった。 

・官、民、企業が公開できる情報を共有し、規模のメリットを生かせる一定のマーケットを目指

す必要があった。 

 

3.2. 木質ペレットの背景 

3.2.1  静岡県の森林 

県土面積778千haのうち499千ha、森林で64%を占めている。平成20年度では、このうち72%が個

人等が所有する私有林となっている。森林所有者の内訳は私有林が357千ha、市町村有林等で38

千ha、県有林8千ha、国有林90千ha。平成14、15年度の静岡県の調査によると、手入れが必要な人

工林の内、近年手入れが行われていない森林が27％、そのうち23％が下草の消滅した荒廃した森

林としている。 

 

（１）東部 

伊豆半島の天城山系は天然のブナ林などが残る自然豊かな森林が特徴となっている。富士山は

広大な裾野を持ち変化に富む植生が特徴で、山麓には戦後植林された人工林が広がっている。 

（２）中部 

南アルプス3,000m級の山々が広がる大井川源流の南アルプスは、林野庁の管轄は静岡森林管理

署となる。静岡流域は、興津川上流の大平国有林、安部川上流域の梅ヶ島国有林、大井川流域の

大代国有林千頭山国有林等の30,398ha。また、大井川上流には南アルプス南部光岳森林生態系保

護地域が広がっている。 

（３）西部 

天竜川流域はスギ・ヒノキの人工林が広がる、日本有数の先進林業地域で、天竜美林のブラン

ドで全国に知られている。林野庁の管轄は天竜森林管理署。森林面積は134,719haで、県森林面積

の27％を占めている。このうち、国有林は、4市1町合わせて22,676ha。拡大造林により人工林比

率が高く、急峻な地形が特徴となっている。また、製材が盛んな天竜地域では、大量の樹皮が出

るが十分な利用がされていない。 
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図表 3-1 静岡県の森林（静岡県の森林／しずおか木使いネットより） 

 

3.2.2  静岡県の産業と景況 

（１）東部 

御殿場、裾野、三島、沼津市といった地域には、首都圏からの交通アクセスが良いことや地下

水を豊富に利用出来ることなどから、大手メーカーの工場が立地している。富士地域は、富士山

の豊富な水源をもとに製紙・化学工業が発達し、紙・パルプの出荷額は全国トップシェアとなっ

ている。御殿場など標高の高い地域は冬期が厳しく、別荘地などで薪ストーブの設置が多く見ら

れる。平成20年度の観光客数では、東部が27.0％で1億3824万人、全国順位では5位となっている。

次いで伊豆、中部となっている。富士山が 大の観光資源となっていることが伺われる。静岡県

統計センターの「地域別の指標と特徴」によると、富士地域の宿泊客数は153万7千人、観光交流

客数は2,766万3千人で富士山の人気が続いているとしている。 

（２）中部 

静岡市は、行政、商業都市であり、家具、雛具、サンダル等の伝統産業が集積している。清水

港は、周辺に木材、造船、石油、アルミ等の臨海型工業が立地しており、国際貿易港として発展

してきた。焼津港は、かつお、まぐろの水揚げ基地で水産加工業が集積している。遠洋漁業では、

キハダマグロを主力とした水揚げ額が常に全国トップを誇り、これを利用したツナ缶詰の生産量

も全国一となっているほか、沿海漁業ではしらす漁や駿河湾の桜えび漁も盛んで、食品加工業が

立地している。また、牧之原台地はお茶の特産地として有名。製茶で乾燥のためにボイラーが使

われている。都市部の平野が狭い立地条件もあり、工場が少ない。 

（３）西部 

浜松市を中心とする県西部は、自動車、二輪車、楽器を中心とする工業地域として発展してき

た。現在でも、県西部は、輸送用機械、楽器の2大産業に加え、エレクトロニクスや生産用機械な
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どの機械産業の集積が進み、わが国有数の工業地域を形成している。他方、温暖な気候を活かし

たメロンや蜜柑、野菜などの農作物栽培のほか、浜名湖、遠州灘でのカキ、のり、ウナギの養殖

など、第1次産業も盛んな地域となっている。しかし、メロンやハウスみかんなどの特産物は消費

が伸び悩み、施設農業者は厳しい経営を余儀なくされている。観光産業は浜名湖周辺に集積し、

特に舘山寺温泉が有名。舘山寺は昇温が必要な冷泉となっている。近年、大手世界企業が海外へ

工場進出し、産業の空洞化が問題となっている。 

宿泊客はピーク時の80万人から、 近では50万人台へと低落傾向が続き、廃業に追い込まれた

ホテルもある。静岡県統計センター「静岡県の全国順位」でも平成20年度の宿泊客数は、「湖西

市では増加したが、浜松市、新居町では減少が目立った」としている。 

（参考 日本銀行静岡支店、静岡県統計センター） 

 

3.2.3  静岡県の木質バイオマスや森林保全等の施策 

（１）静岡県のビジョン・施策 

平成17年3月に「静岡県バイオマス総合利活用マスタープラン」を策定した。このマスタープラ

ンではバイオマスの効率的な利活用システムが構築され推進している地域を目指した構想書を策

定・公表する市町を平成22年までに10市町を目標としている。このマスタープランによると静岡

県の間伐材は未利用率が高く72パーセントにも及ぶ。搬出費用が出ないため伐り捨て間伐を行っ

ていることが伺われる。しかし、正確な把握はなされておらず、林業関係者の感覚だと未利用率

はもう少し改善され、5割程度とも言われている。 

しんきん経済研究所によると炭素換算で未利用木質系バイオマスは約2000トンとなっている。

現在、静岡県でバイオマスタウンを策定しているのは、袋井市、牧之原市、浜松市、湖西市。こ

のうち、木質バイオマスに触れているのは、袋井市と浜松市の2市。バイオマスタウンの策定はし

ていないが、掛川市では試験的な導入について触れている。 

 

図表 3-2 林地残材の利用率（静岡県バイオマス総合利活用マスタープランより転載） 

 

マスタープランでは、当初木質ペレットについては触れていなかったが、今年度11月に静岡県

の新エネルギー中間案では、新エネルギーなどの導入率を従来の倍に相当する10％以上にするこ

とを目指し、木質バイオマスエネルギーの広域利用が盛り込まれている。 

平成18年度から森林(もり)づくり県民税により10年で荒廃森林の再生12,000haを整備する「森

の力再生事業」が取り組まれ、列状間伐を行っている。林道までの搬出費用が補助されている。 
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3.2.4  静岡県の木質ペレットに関する動き 

（１）第1次ブーム 

1979年から80年にかけて第二次オイルショックでは石油価格が高騰し、木質ペレットの方がコ

スト的に有利だったため、木質バイオマスのブームが起こった。この時、静岡県内でも積極的に

ペレットボイラーが導入され、ペレット製造も行っていた。昭和56年に、愛知県三河港にペレッ

ト供給基地を建設、静岡県内のメロン農家約30軒へペレットを供給していた。しかし、原油の価

格が下がると共に、コスト競争に勝てなくなり次第にブームは消えていった。この経験が、苦い

教訓となり、林業関係者や元製造業者の間で木質ペレットの製造・利活用についていぶかる感情

が少なからず残っている。 

（２）現在の木質ペレットに関する団体・組織 

・NPO静岡県バイオマス利活用ネットワーク 

バイオマス利活用に関する情報ネットワークに関する構築、バイオマス利活用についての指導、

啓発、教育、相談、調査に関する事業を行い、地域のネットワークを形成することにより、バイ

オマスの利活用を促進し、地域コミュニティー全体の利益の増進、地球温暖化防止及び循環型社

会の構築に寄与することを目的とする。 

・有限責任事業組合（LLP）天竜木質バイオマス事業組合 

天竜地域で木質ペレットの流通を行うため、天竜商工会、NPO法人静岡森林エネルギー研究会など

７者の出資により平成20年7月に設立。岡山県で製造されたペレットを袋井市内の倉庫(200トン)

へストックし、650キロのフレンバックにてメロン農家へ配達している。 

・NPO静岡森林エネルギー研究会 

平成14年9月に設立。木質バイオマスのエネルギー利用に関する普及啓発を中心に、各種セミナ

ーの開催や、ペレットストーブの導入試験などを行っている。 

・静岡市木質バイオマス研究会 

今年、立ち上った任意団体。静岡県中部地域にペレット工場を稼動させることを主な目標とし

ている。 

（３） 近の静岡県内における木質ペレット利活用の取り組み 

２００２年 静岡森林エネルギー研究会、普及啓発活動を開始 

２００６年 静岡県環境森林部木質バイオマス活用調査 

施設園芸における木質ペレット利用可能性調査 

２００６年 浜松市バイオマス資源活用調査 

２００７年 木質ペレットボイラーの温室メロン栽培への実用化に関する研究開発 

永田農園でのペレットボイラー実証 

２００８年 静岡県温室農協６農家によるペレットボイラー稼働年間800ｔの利用が実現 

２００８年 LLP天竜木質バイオマス事業組合の発足（８００ｔの流通事業） 

２００８年 浜松市と袋井市がバイオマスタウン構想の公表 

２００９年 国内クレジットによる排出権取引（遠州木質燃料利用組合） 

２０１０年 浜松市（公設民営）ペレット工場の建設（約1000ｔ規模） 
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２０１０年 富士総業（株）ペレット工場の建設（約2000ｔ規模） 

（４）現在の消費量とユーザー 

1. ボイラー 

ペレット温水ボイラー メロン農家6軒（6台）年間ペレット消費量 800トン 

木質ペレット焚吸収式冷温水機 矢崎総業 推定年間ペレット消費量 150トン 

2.ペレットストーブ 

推定約100台 推定年間ペレット消費量 約50トン（NPO法人 静岡森林エネルギー研究会による） 

現状消費量推計 約1,120トン 

（５）静岡県のペレット工場計画 

１.浜松市のペレット工場建設 

浜松市バイオマスタウン構想を掲げる浜松市が事業主体となり、年間約800～1000トンの木質ペ

レットを製造する。龍山森林組合が委託を受け、製造。工場も龍山森林組合内に建設。来年度4

月に稼動予定。 

２.富士総業のペレット工場建設 

当社が事業主体となり、年間約2,000トンの木質ペレットを製造する。工場所在地の小山町は神

奈川県・山梨県の県境に面しており富士山麓、箱根山系、丹沢山系に囲まれた立地になる。近年

小山町でも山の荒廃が進んでいることから、民間素材生産業者を中心とした企業協業体で山を集

約化した間伐が進められている。そこから発生する材のカスケード利用において燃料利用の受け

皿として木質ペレット事業を行う。 

 廃棄物は一切使わず間伐材を原料とする。原料供給側の協業体との連携が可能なこと、富士山

箱根周辺は熱利用施設が多く需要も見込まれること、東名高速道路をはじめ輸送の便が良いこと、

以上から判断し富士総業の新事業として建設することとなった。 

 

3.3. マーケット分析と道路計画 

3.3.1  マーケットとターゲット層 

（１）東部 

富士山麓の良好な景観や冷涼な気候を背景に観光施設が立地している。温泉施設やホテル、旅

館、保養所、研修施設が多い。温泉は竹倉温泉（三島市）、朝霧温泉（富士宮市）、稲子・瓜島

温泉（芝川町）、御殿場温泉（御殿場市）、戸田温泉がある。静岡県温泉協会によると14箇所の

温泉がある。観光系グループとして御殿場高原ビールや時之栖、富士サファリパークやフジヤマ

リゾートなどの大型テーマパークがある。東部の北エリアは標高が高く冬期にストーブは欠かせ

ない。別荘地では薪ストーブを入れるユーザーも少なくない。これらのことから、温浴施設と観

光系グループでのペレットボイラーが主なターゲットとして考えられる。ペレット工場から近い

こともあり小規模施設・店舗・住宅・保養所・研修施設・別荘地でのペレットストーブの普及も

考えられる。東部地域でバイオマスタウン構想を掲げる自治体はないが、ペレット工場ができる

小山町とその近隣の市町村での導入が求められる。 
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（２）中部 

温泉は梅ヶ島温泉（静岡市北部）、接阻峡温泉（川根本町）、寸又峡温泉（川根本町）、川根

温泉（島田市）、焼津黒潮温泉（焼津市）、志太温泉（藤枝市）がある。静岡県温泉協会による

と28箇所の温泉がある。焼津、清水、沼津など近海漁業基地があり、水産加工が盛んな地域があ

る。大学や研修施設も多く試験的な導入が期待される。地域を代表する企業グループとして静鉄

グループがあり、いくつかの観光施設を運営している。ホテルや旅館などの宿泊施設は静岡市の

市街地に集中しており、導入は難しいと考えられる。 

また、牧之原の広大な茶園を背景に製茶業が盛んで、大きな乾燥施設を持つ茶園も少なくなく、

中には観光農園として経営しているところもある。これらのことから、山間地域の温浴施設や牧

之原の茶園が主なターゲットとして考えられる。また、県庁を有する行政の中心地であることか

ら、公共施設への積極的な導入が求められる。 

（３）西部 

法泉寺温泉（掛川市）の他、居尻温泉、倉真温泉、つま恋温泉、大東温泉などレジャー施設型

の温泉や日帰り入浴施設がある。浜名湖周辺には三ケ日温泉、舘山寺温泉、弁天島温泉、新居浜

温泉など、20箇所の温泉がある。その多くは冷泉で加温のためボイラーを設置している。 

農業では、温室メロンの栽培面積298ヘクタール（平成18年）で高いポテンシャルを保っている。

また天竜川の流域におけるお茶の栽培面積は750ヘクタール。荒茶生産量は680トンとなっている。

比較的平坦な海岸や都市近郊の丘陵地にゴルフ場が多く立地している。地域を代表する企業グル

ープとしてヤマハグループ、遠州鉄道グループ、天竜厚生会グループ、聖隷病院グループがある。

これらのことから、舘山寺を中心とする温浴施設、ゴルフ場、製茶工場・製茶組合、企業グルー

プ、農業施設が主なターゲットとして考えられる。また、ペレット工場ができる龍山の天竜川の

上流・下流の公共施設への導入が期待される。 

この他、東名高速道路のサービスエリアや道の駅などの集客施設へのペレットストーブ、ペレ

ットボイラーの導入は宣伝効果も高く、宣伝・普及のために有効だと思われる。 

ペレットボイラーを設置する施設として、考えられるのはカテゴリーで分けると以下のように

なる。 

【通年利用】温泉施設、温浴施設、温水プール、冷暖房の大型施設のニーズ 

温泉、ホテル旅館、ゴルフ場、水泳場、高齢者福祉施設、総合病院、商業施設、木材乾燥 

【季節利用】農業用温室、観光用温室、養殖などの農業水産のニーズ 

ハウス栽培(メロン・イチゴ・ミカンなど)、観光農業温室、農業試験場、養鰻、ストーブ 

 

3.3.2  主要道路と道路計画 

（１）現在の道路網 

国道 1号線を機軸として、バイパスや東名高速道路が整備されている。沿岸部に沿って県道が

整備されている。伊豆半島は地形の制約を受け、アクセスがしやすいとは言えない。東部は神奈

川県、山梨県へのルートがあり、主要な道路が東西・南北双方にアクセスしやすい。中部は静岡・

清水に主要道路が集中し、山間部へのアクセスは悪い。西部は浜松市と周辺で密になっているも
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のの、山間部へのアクセスは国道152号線と国道362号線がメインとなっている。全体的に東西

交通が重視された道路網となっている。 

ペレット工場が計画されている小山町は主要道路沿いに商業施設、観光施設が集積しているも

の、周辺の郊外には森林も多い。立地としては好条件で間伐から生産、消費までの距離はおよそ

20キロ圏内に収まる。一方、龍山町のペレット工場は都市郊外へ出るために20キロほどの距離が

ある。集材には有利だが都市近郊や舘山寺などの観光施設の集積地までは遠いと言える。 

 

図表 3-3 静岡県内の主要道路 

 

（２）道路計画 

静岡県の“みちづくり”（概ね10年間の「道路ビジョン」＋5年間の「道路重点計画」）によ

ると、静岡県内の道路整備の基本的方向を「道路マネジメントへの転換」とし、これまでの量的

充足を重視する「道路整備」から、既存道路の有効活用や環境への配慮も含めた整備・活用・保

全のバランスをとる道路行政（道路マネジメント）への転換を図るとある。詳細な計画でも、山

間部と都市部を結ぶルートはさほど強化されないため、交通事情は現在とほとんど変わらないと

思われる。 

静岡県内の新東名高速道路は平成24年度に完成予定(引佐ジャンクション～長泉沼津)となって

いる。新東名高速道路の車線数は6車線（暫定４車線）で 、 高速度が時速120キロの速度に対応

できる設計になっている。渋滞の緩和などにより定時性が確保され、安定的な輸送体制が確立で

きると期待されている。静岡県内のペレット工場で災害などの諸事情が発生し運搬できないなど

の場合でも、相互に連携することで安定供給を確保することが可能となる。 
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図表 3-4 新東名高速道路ルート図 NEXCO中日本より転載 

 

4. 事業実施の成果 

4.1. 事業実施成果 

4.1.1  推進体制 

（１）事業主体 

当事業の申請事業主体は富士総業株式会社だが、広く普及啓発を行うために、検討委員会の承

諾のもと、事務局メンバーで｢静岡県木質ペレットコンソーシアム｣を立ち上げた。 

（２）事務局体制と分担 

事務局は当事業を推進するために、計画された業務を行い、週1回の事務局会議、進捗状況の確

認と課題の解決のため、具体的な活動と意見交換を行った。 

【事務局メンバー】 

酒井章博 富士総業株式会社 全体統括、流通システム、行政等関係機関との連携 

込山正一郎 富士総業株式会社  報告資料作成、会計、東部担当 

鈴木良郎 NPO東海   中部担当 

松井隆文 LLP天竜木質バイオマス事業組合 プレゼン資料作成、西部担当 

加藤正裕 I.DE.A   プロモーション戦略、報告書作成、西部担当 

（３）検討委員会 

検討委員会は、事務局から報告を受け、基本的な理念の確認と、課題解決の方策のアドバイス

等を行った。静岡大学の松田智准教授を委員長として、静岡県、浜松市、小山町の行政担当者、

木質バイオマス事業者としてＮＰＯ、ＬＬＰ、素材生産者として北駿森林再生プロジェクト共同

企業体とNPO法人北郷創林隊が委員として参加した。 

 

委員長 松田智 静岡大学工学部准教授 

副委員長 酒井章博 富士総業株式会社 

委員 松井隆文 LLP天竜木質バイオマス事業組合 

委員 仲尾尾浩 北駿森林再生プロジェクト共同企業体 
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委員 天野伸春 NPO法人北郷創林隊 

委員 清水全  静岡県経済産業部農林業局林業振興課 

委員 小野巌  小山町農林課 

委員 松浦吉洋 静岡市経済局農林水産部中山間地地域振興課 

委員 小林和重 浜松市農林水産部森林課 

事業管理者 込山正一郎 富士総業株式会社 

事務局   鈴木良郎 NPO東海 

事務局   加藤正裕 I.DE.A 

 

4.1.2  事業の流れ 

（１）事業実施項目 

１．年間2,200ｔ分の需要開拓の目処をつける 

①マーケティング調査（ターゲット対象の抽出、アンケート調査） 

②インタビュー調査 

③木質ペレット導入診断調査 

④需要見込み客の特定と提案活動 

⑤需要形態別導入マニュアルの作成 

⑥セミナーの開催 

２．年間3,000tの木質ペレット地産地消型 適流通システムの設計 

①先進事例調査 

② 適流通システムの設計 

提案書の作成 

遠距離輸送のための中継拠点の検討 

貯留システムの検討 

（２）戦略 

民間施設と公共施設へのアプローチが異なるため、それぞれに戦略を立てた。民間施設の場合、

施設担当者またはトップに直接アプローチし、理解を得られれば導入の可能性が開け、タイムラ

グも少なく即決する可能性がある。公共施設へのアプローチでは、施設担当者・管轄する部署と

の連絡・連携はできても、年度予算の確保等に時間がかかる。また、指定管理制度の場合、直接

運営する企業等には施設整備の決定権はなく、行政との調整が必要となる。地球温暖化防止、森

林再生の意義から公共施設への導入は不可欠だと思われるが課題も多い。民間施設と公共施設へ

のアプローチに際して、ともに重要なのは世論形成や認知度である。特に、市民・県民の世論の

後押しは公共施設の設備担当者・管轄する部署が動きやすい状況をつくることにつながり、行政

トップの判断も得やすくなる。 

１．宣伝ＰＲ活動 

オイルショック時に木質ペレットの動きはあったが、県内にペレット工場がなかったことから、

木質ペレットの認知度は低いと予想された。静岡県は温暖な気候で、ペレットストーブのニーズ
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も少ない。東部には富士山麓に別荘地やリゾートがあるが、薪ストーブのニーズが高い。東部に

は薪ストーブの設置・施工を行う会社が数社あるが、ペレットストーブを扱う業者は１社しかな

い。工務店やログハウスを扱う業者も薪ストーブは扱うもののペレットストーブをうたうところ

は少ない。これらのことから、木質ペレットの宣伝ＰＲを広く行う必要があると判断した。 

・ホームページの開設と更新 

主にはホームページのテキストを定期的、自動的に巡回し、更新性の高いホームページを上位

に表示するようになっている。このため、更新することで検索エンジンのヒット率が高まる。パ

ンフレット、パブリシティ、他団体との連携等において、外部から情報収集するツールとして不

可欠である。 

・パンフレットの作成と配布 

セミナーや提案活動、イベント等で配布。本事業への信頼性を向上させ、木質ペレット工場や

木質ペレットの環境性能を押し出し、市民にもアピールする内容で世論形成・話題性を喚起する。 

・パブリシティの活用 

新聞・テレビ・ラジオの他、イベント系ホームページへのセミナー情報の投稿や環境系、森林

系の団体のホームページへの相互リンク依頼を通じて、コンソーシアムの存在と活動をＰＲした。 

・環境系、森林系の団体やＮＰＯとの連携 

県内で開催される木質バイオマスや森林系、環境系のイベント時にブース展示やパンフレット

の配布を依頼した。 

２ 民間施設へのアプローチ 

・直接アプローチ 

Ａランクのターゲットのうち、コンソーシアムのネットワークや人脈を活用して、重点的に取

り組むＡ´の民間施設へ直接、アプローチをかける。ターゲットに合う「ご提案書」として導入

説明資料を作成し、プレゼンテーションを行う。 

３ 公共施設へのアプローチ 

・直接アプローチ 

Ａランクのターゲットのうち、コンソーシアムのネットワークや人脈を活用して、集中的に取

り組むＡ´の公共施設の施設担当者・管轄する部署へ直接、アプローチをかける。東部の小山町

はペレット工場を建設する富士総業が中心となり、西部の浜松市は木質ペレット建設の事業主体

となる農林水産部森林課との協働で行う。 

・新規建設される公共施設へのアプローチ 

施設の実施設計が終了し、入札にかかった時点で、ペレットボイラーの導入を検討するのは難

しい。建設計画を総合計画やホームページ等でリサーチ、把握し担当部署へアプローチを行う。 

・ボイラーを交換する公共施設へのアプローチ 

ボイラーを交換する場合も上記と同様。公共施設の場合、信頼性が求められることから、ボイ

ラー交換時期は設置した時期や用途によってある程度の予測ができる。 

・パブリックコメントへの投稿 



静岡県内における木質ペレット安定供給システム（地産地消モデル）の構築（富士総業株式会社） 
 

静岡県や各市町村で実施されている

パブリックコメントに投稿する。しかし、

常に森林再生や地球温暖化防止、農林関

係、木質バイオマス関係に関するパブリ

ックコメントが実施されているわけで

はない。実施予定、あるいは実施されて

いるパブリックコメントをリサーチす

る。 

・議員へのアプローチ 

公共施設への導入は、予算決定を行う

議会を動かす必要がある。環境政策や森

林政策をうたう議員とコンタクトをと

り、木質ペレットへの理解と賛同を得る。 

・県知事、各市町長へのアプローチ 

静岡県や各市町村のホームページで

直接、意見を募集しているケースがある。

来年度、地方選挙がある。地球温暖化防

止、森林再生、林業振興の観点から、そ

うした政策を掲げる首長は多い。選挙を

ひとつの契機と捉え、木質ペレットボイ

ラーの利活用・普及啓蒙に関する政策提

言を行う。 

4.1.3  実施内容 

（１）ツールの作成 

・ホームページ 

ホームページを10月4日に立ち上げ、

週に1回程度の更新を行い、SEQ対策を行

った。コンテンツは、事例、工場の紹介、

静岡県内の動き、リンク集、コンソーシ

アムの活動、ニュース、コンソーシアム

主催イベント、その他のイベント。 

・パンフレット 

A4、4ページのパンフレットを制作、

印刷は1700部、1500部の配布を行った。

パンフレットは木質ペレットの説明と

意義、メリット、よくある質問のQ＆A

とした。 

ホームページ 
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・ポスターとパネル 

B2サイズのポスター1枚とパネル6枚を制作し、イベントやセミナーで活用した。 

・ご提案書 

御提案書（導入説明資料）を作成し、簡易版をホームページ上で公開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご提案書（一部抜粋） 
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（２）宣伝活動 

1.イベントへの参加とセミナー 

○宣伝活動 

セミナー告知(第1回、第2回とも) 

アットエスに掲載(静岡新聞社 情報サイト) 

「知ろう使おうバイオマスWEB」に掲載(NPO法人静岡県バイオマス利活用ネットワーク) 

エコノワWEBに掲載(静岡県西部地域環境系フリーペーパーのサイト) 

静岡県環境学習指導員メール通知（静岡県環境ふれあい室による） 

静岡県環境道場メーリングリスト 

浜松市市民協働センターメーリングリスト 

10月30日（土）31日（日）第8回しずおか環境・森林フェア ツインメッセ パンフ約100部 

静岡県バイオマス利活用ネットワークのブースにてペレットストーブの展示 県会議員と対話 

  

11月1日（月）静岡県協働の底力実行委員会 静岡県あざれあ パンフ約20部 

11月3日（水祝）天竜商工まつり浜松市天竜区二俣商店街 パンフ約100部 

コンソーシアムの紹介、ペレットストーブの実演とペレットの展示、ポスターの掲示 

 

11月20日（土）21日（日）第35回はるの産業まつり 春野地域自治センター パンフ約100部 

コンソーシアムの紹介、ペレットストーブの実演とペレットの展示、ポスターの掲示。 

浜松市の鈴木康友市長と対話 
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11月20日（土）小山町企業交流会 パンフ25部 

11月16日～18日 京都・高知調査 パンフ20部 

11月27日（土）～12月12日（日）地元の木を使いたい 静岡市女性会館 パンフ約120部 

11月26日（金）環境エネルギー/COAL＆POWER REPORT 5298号にセミナー告知掲載  

11月27日（土）日刊静岡（小山町、御殿場市、裾野市エリア）に12/1セミナー告知掲載  

11月29日（月）静岡新聞朝刊に12/1セミナー告知掲載 

12月1日（火）コンソーシアム主催セミナー 小山町総合文化会館 約60名参加 パンフ60部 

12月2日（水）静岡新聞付総合欄 セミナー12月1日の記事が掲載 

12月3日（木）岳麓新聞（小山町・御殿場市ローカル紙） セミナー12月1日の記事が掲載 

12月4日（土）田中優氏講演会 磐田市農村環境改善センター パンフ約110部 

12月4日（土）第4回富士市環境フェア 富士市産業交流展示場 パンフ約50部 

1月16 日（日）フォレストFESTA in しずおか 静岡市女性会館 パンフ約100部 

1月22 日（土）天竜川ネットワーク第1回実行委員会 パンフレット25部 

2月2日（水）浜松市バイオマス利活用セミナー 浜松市西部清掃工場 パンフ約80部 

コンソーシアムの活動を紹介 

 

2月14日（月）木暮人倶楽部 設立準備会（東京）パンフ約100部 

2月15日（火）コンソーシアム主催セミナー 静岡市女性会館 約50名参加 パンフ約100部 
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パネルの展示と講演会、ペレットストーブの展示 

 

2月17日（木）18日（金）新潟調査 パンフ20部 

2月26日（土）岡山調査 パンフ20部 

3月9日（水）エコノワ交流会 パンフ50部 

また、上記の他に静岡県西部パレット、浜松市市民協働センター、静岡県森林公園ビジターセ

ンターバードピア他、エコ系店舗等に50部を配布。また環境系、自然系の団体や個人へ30部、浜

松市環境部環境企画課へも20部の配布を依頼した。静岡県・浜松市の森林・農林関係の部署へ50

部を配布。以下で述べるペレットボイラーのプレゼンテーション時に50部を配布した。以上、パ

ンフレット配布総数は、第1回DM発送と第2回DM発送、個人渡し、を加え約1500部を配布した。 

 

（３）ユーザー対象リストアップ 

マーケットの分析とこれまでの全国の事例から、ペレットボイラーのターゲットとなるカテゴ

リーを整理した。公共施設である学校は教育委員会の管轄である上、行政の後押しが不可欠なた

め除外としてある。また、木質ペレットボイラーの特性上、サイロ等の施設が必要となるため、

都市中心部の施設は除外してある。これらを東部・中部・西部でそれぞれ担当が調査し、後に整

理・追加をした。 

各地域から抽出した可能性の も高いと思われるターゲットをAランクとし、このうち現有ネッ

トワークや人脈があり、短期間で面会、プレゼンまで実施できると判断したターゲットをA’ラン

クとした。 

また、木質ペレットの認知度を上げ、ペレットストーブの普及のため、環境意識が高く県産材

への取り組みを行っている工務店・設計事務所やログハウスの施工会社・ペレットストーブ販売

施工店・薪ストーブ販売施工店のリストアップを行い、セミナーへの参加とホームページをメー

ルで告知した。西部37通、中部16通、東部22通。伊豆地域(熱海市、伊豆の国市、伊豆市、伊東市、

東伊豆町、河津町、西伊豆町、松崎町、南伊豆町、下田市)にも10通を送信した。 
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図表 4-1  地域ごとのカテゴリー別ユーザー対象数 

 【東部】 【中部】 【西部】 計 

温浴施設 19 30 38 87 

温水プール 4 23 14 41 

福祉施設 32 29 83 144 

ホテル旅館 48 43 3 94 

ゴルフ場 2 3 16 21 

総合病院 12 2 11 25 

観光施設 12 12 5 29 

その他 29 15 14 58 

計 158 157 184 499 

 

（４）対象へのアプローチと成果 

1.ペレットボイラーの 重要ターゲット（A´）へのアプローチ 

温浴施設、福祉施設を中心に39件をピックアップし 重要ターゲットA´ランクとした。この

うち10件に直接コンタクトをとり、説明・プレゼンテーションを行った。面会に際しては、直接

トップに会えるよう調整し、現有設備の状況を調査・推定し効果測定までプレゼンできるようし

た。 

図表 4-2 A´ランクユーザー対象数 

 【東部】 【中部】 【西部】 計 

温浴施設 10 2 1 3 

温水プール     

福祉施設   1 1 

ホテル旅館     

ゴルフ場     

総合病院     

観光施設     

農業その他 2 3 30 35 

計 12 5 32 39 

 

2. A´ユーザーへのアプローチ結果 

 アプローチは継続して行っているが、2月末現在、平成23年度にボイラー導入のめどがつい

た案件は以下に示す6施設であった。 

 

・東部 

【温浴施設 1施設】ペレット消費量の見込みは年間約400トン 

自社の温暖化防止対策と地域貢献を目的に35万kcalの温水ペレットボイラー2台を導入予定。 
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【農業施設 3施設】ペレット消費量の見込みは年間約450トン 

環境に配慮した農業組合を実践しているバラ栽培農家がより一層の環境配慮型経営を目的に50万

kcalの温水ペレットボイラー3台を導入予定。 

・西部 

【福祉施設 1施設】ペレット消費量の見込みは年間約100トン 

建替えに伴い25万kcalの温水ペレットボイラーを導入。 

【農業施設 1施設】ペレット消費量の見込みは年間約120トン 

メロン農家がより環境配慮型経営を目的に25万kcalの温水ペレットボイラー1台を導入予定。 

・新規ペレット消費量の見込み計 年間約1070トン（目標2200トンに対して47％の達成率） 

3.課題 

西部の福祉施設では新築の建設計画もあったが、アプローチした時点ですでにボイラーは決定

しており、計画変更は難しい状況だった。施設の新築、ボイラー交換などのタイミングを十分リ

サーチする必要性がある。そのために、木質ペレットのPRと地域ごとのよりきめ細かい情報収集

が求められる。 

アプローチにおいては「民間」「公共」とも、現有ネットワーク・人脈及び、ここから広がる

人脈の構築が成功の秘訣であった。ここがうまくいくと、面会やその後のプレゼンをスムースに

行うことができ、ボイラーの導入まで進む可能性が高まる。 

 

4.ペレットボイラーの重要ターゲット（A）へのアプローチ結果 

温浴施設、福祉施設を中心にピックアップしたAランク49件に対し、アンケートとパンフレット、

セミナーチラシを送付し、東部8件、中部1件、西部2件、計11件の回答を得たが、いずれも導入意

向はなかった。回答率は22パーセント。 

 

図表 4-3  Aランクユーザー対象数 

 【東部】 【中部】 【西部】 計（）内は内訳 

温浴施設 9 7 6 22（44.9％） 

温水プール 1 0 1 2（4.1％） 

福祉施設 4 1 1 6（12.2％） 

ホテル旅館 3 2 0 5（6.1％） 

ゴルフ場 0 0 3 3（6.1％） 

総合病院 1 1 2 4（8.1％） 

観光施設 0 0 3 3（6.1％） 

農業その他 4 0 0 4（8.1％） 

計 22 11 16 49 
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図表 4-4 送付したアンケート 

 

記入日：平成　　　年　　　月　　　日

施設(会社）名

所在地

連絡先

連絡担当者

①現在ご使用のボイラーについてご記入ください。

熱源機器名

用途

設置場所

燃料の種類

メーカー名

型式

定格出力

毎時燃料消費量

製造年月

利用期間

利用時間

年間燃料使用量

年間燃料費

②ペレットボイラー導入の意向について（いずれかに○をお願いします。）

　1)今後あなたの施設でペレットボイラー導入のご意向がありますか？　　　

是非前向きに検討したい　　　しばらく様子見したい　　　　当面検討する予定はない　　　

　2)ご希望の方に、EメールやDMで今後セミナーや展示会等のお知らせをお送りします。

送付希望　　　　　　　　　　送付不要

アンケートの回答方法（郵送かFAX送信のどちらかでご回答ください。）

　　　郵　送　先　　：〒410-1325　静岡県駿東郡小山町一色277-2
　　㈱富士総業内　静岡県木質ペレットコンソーシアム事務局　担当：込山　

　　　FAX送信先　：0534-56-7890（㈱富士総業）

※FAXの場合は、この用紙をそのまま送信してください。

ご協力有難うございました。

　　時～　　　時 　　時～　　　時 　　時～　　　時

　　　　　　　　　KL・m3・㎏

　　　　　　　　　　　万円

　　月～　　　月

　　　　　　　　　KL・m3・㎏

　　　　　　　　　　　万円

　　　　　　　　　KL・m3・㎏

ボイラー(3)

〒

TEL：                　　      FAX：　　　　　　　　　　　　Eﾒｰﾙ：　

所属：                           　　　　　　　      氏名：

ボイラー(1) ボイラー(2)

ペレットボイラー導入に関するアンケート

　　　　　　　　　　　万円

　　月～　　　月 　　月～　　　月
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（５）アンケート結果の分析 

1. 回答者のプロフィール 

少ないサンプル数で、的確な判断はできないが、おおむねマーケット分析の結果と符合する。

特徴的だったのは、福祉施設からの回答が多かったことがあげられる。福祉施設からの回答率は6

件に対し4件の回答があり、回答全体の36.3パーセントだった。近年の高齢化によりマーケットが

広がっていることを示唆していると思われる。温浴施設からの回答は22件中、2件で、9.0パーセ

ントと回答率は低かった。 

東部の「農業その他」は、企業研修施設、企業研究所、店舗であった。東部の富士山麓周辺に

こうした研修施設や研究施設が多いことが反映された。 

 

図表 4-5 回答者のプロフィール 

  【東部】 【中部】 【西部】 計 

温浴施設  1 1 2 

温水プール         

福祉施設 4     4 

ホテル旅館 1     1 

ゴルフ場     1 1 

総合病院         

観光施設         

農業その他 2   2 

計 8 1 2 11 

 

2.回答率 

・東部 22件中、8件の回答があり、回答率は36パーセントと３地域の中で も高い。温浴施設か

らの回答を期待したが、多かったのは福祉施設で、4件すべてが回答している。 

・中部 11件中、1件の回答があり、回答率は9パーセントと３地域の中で も低い結果となった。 

・西部 16件中、2件の回答があり回答率は12.5パーセントだった。 

3.回答内容 

・データの記入 11件中、9件が記入しており、良心的に回答を頂いた。 

・設問への回答 

 1)今後あなたの施設でペレットボイラー導入のご意向がありますか？  

是非前向きに検討したい 0件 

しばらく様子見したい 3件 27.2％（東部1、西部2） 

当面検討する予定はない 8件 72.8％（中部1、東部7） 

「しばらく様子見したい」と回答した業態は東部は福祉施設、西部は温浴施設とゴルフ場だった。 

 2)ご希望の方に、EメールやDMで今後セミナーや展示会等のお知らせをお送りします。 

送付希望 １件 
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送付不要 10件 

4. 潜在需要（Aランク）の年間ペレット消費量の推測 

木質バイオマス実践情報データベース（株式会社森のエネルギー研究所）の導入事例で、木質

ペレットを使用するボイラーで性能と年間使用量の記載があるデータをピックアップしカテゴリ

ーごとに分析した。また、現地調査で得た情報も合わせ、潜在需要（Aランク）のペレット消費量

を推測した 

各地域のAランク施設の合計は、温浴施設20 温水プール2 ゴルフ場3 病院4 福祉施設7 観光施

設3 農業10 企業1 保養所2 であった。 

A'ランクへアプローチした結果、確率は約1/10であった。Aランク施設も同等として、ペレット

ボイラーの導入確率を1/10とするとほぼ6施設となる。仮に温浴施設2 温水プール1 ゴルフ場1 

福祉施設1 農業1とした場合、以下のようになる。 

温浴施設200～300トン×2＝400～600トン 

温水プール400トン×1＝400トン 

福祉施設300～400トン×1＝300～400トン 

病院300トン～400×1＝300～400トン 

農業100～400トン×1＝100～500トン 

合計1500～2200トン 

5.需要のまとめ 

既存消費量 年間800トン 

新規消費量 年間1070トン（予定） 

潜在消費量 年間1500～2300トン（推定） 

合計 年間3370～4070トン 

6.課題 

今回、福祉施設からの回答が多かったことから、少なからず高齢化社会を反映した結果となっ

た。福祉施設は今後、増加すると思われ、重要なターゲットとして考えられる。福祉施設は、温

浴設備を有するものが多く、冷暖房のニーズもあると考えられる。 

また、東部からは研修施設や研究所からの回答があり、地域特性を感じられる結果となった。 

 

（６）第1回セミナーの内容と結果 

実施日 2010年12月1日13:30～16:00 

場 所 小山町総合文化会館 

参 加 60名 

セミナー開催前にペレットストーブの実演とペレットの展示を行い、参加者と対話をした。 

◆講演1 松田智氏 静岡大学准教授 

「バイオマス利活用の本道 木質ペレットの地産地焼」 

【概要】バイオマスの有効な利用法について、具体的にデータを用いて解説した。「有効なのは

木質系バイオマスの直接燃焼」との結論を導き、そのひとつとして木質ペレット燃料を推奨した。 

◆講演2 大場龍夫氏 森のエネルギー研究所 代表取締役 
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 「木質ペレット導入事例と導入シミュレーション」 

【概要】温暖化防止や森林再生等の観点から木質ペレットが注目され、世界で生産量が増えてい

る。日本はペレットを輸入しているが、これを日本の森林資源からつくりたい。ペレットボイラ

ーを導入する上でのポイント、具体的な事例や補助金・助成金の紹介、木質ペレットに付加価値

をつけることで普及をすすめることができる。地域資源を活用し、経済を循環させ、人と人との

つながりを取り戻し、持続可能な社会を目指す。 

 

（７）第2回セミナーの内容と結果 

実施日 2011年2月15日13:30～16:00 

場 所 静岡県女性会館「あざれあ21」 

参 加 58名 

◆講演1 松田智氏 静岡大学准教授 

「バイオマス利活用の本道 木質ペレットの地産地焼」 

◆話題提供 松田直子氏 株式会社ＨＩＢＡＮＡ代表 

「京都における木質ペレットの普及活動」 

・京都の取り組みの経緯 

・ヒノコの取り組み 

・京都市の取り組み 

◆パネルディスカッション「木質ペレット導入事例と導入シミュレーション」 

・株式会社ＨＩＢＡＮＡ 松田直子氏 

・木質ペレットユーザー 寺尾巧氏 

・温室メロン農家 小林隆志氏 

・有限責任事業組合天竜バイオマス事業組合 松井隆文氏 

（８）京都府・高知県における木質ペレットの取り組み状況調査 

1.目的 

静岡県内で間伐材を原料とする木質ペレット工場が本年度末に２か所稼働開始するにあたり、

静岡県全体での流通システムを整備する事が必要との観点から、先進県である京都府ならびに高

知県の取り組み状況を調査し、今後の事業構築の一助とすることを目的に行われた。 

2.期間 平成２２年１１月１６日～１８日 

3.参加者 

富士総業㈱  込山正一郎（静岡県木質ペレットコンソーシアム事務局兼務） 

NPO法人 静岡森林エネルギー研究会 専務理事 酒井 章博 

静岡市木質バイオマス研究会 事務局 鈴木 良朗 

LLP天竜木質バイオマス事業組合 松井 隆文 

4.日程と内容 

【11月16日（火）京都府】 

・CAFÉ MILLET（市内左京区） 
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手作りのペレットバーナーによるピザ窯を見学。京都市内には他にパン屋でペレットバーナー

による石窯の利用例もあり、ペレットの多面的な利用方法として参考となった。石窯に利用して

いたペレットバーナーを改良して窯に使用している。ここでは、石窯ワークショップや料理教室

を開催し、市民から好評を得ている。集客施設でのペレット機器の利用は宣伝効果も高く、口コ

ミによる広がりも重要だと感じた。特にこうしたグルメは女性に高い人気があり、住宅の新築時

には女性の意識が大きく反映される傾向にある。子どもの出産を契機に女性の環境意識が高まる

傾向があり、木質ペレットの利活用と女性をつなぐ仕掛けとしても参考となった。 

・NPO法人京北バイオマスデザイン（市内右京区京北町） 

竹ペレット製造プラントならびに竹ペレット燃焼用バーナーを見学した。同団体は木質バイオ

マスの多面的な利活用をすすめており、間伐材等を原料とした木質ペレットとその焼却灰を利用

した肥料の生産を主な事業としている。この他、放置竹材を用いて竹繊維マットの開発も行って

いた。竹ペレットは、家畜飼料への利用に期待が高まっている。地域の産業と連携した木質ペレ

ットのあり方や、竹林問題のひとつの解決方法となると思われた。 

・森の力京都㈱（同上）ペレット工場 

同社久保社長から製造のノウハウ等を聞き、プラントの見学をした。「森の力京都株式会社」

は昨年、林業関係者によって設立された。主に京北の森林からの間伐材を原料とし、京都産のペ

レット工場となっている。今年6月に稼動、テストに2ヶ月かけ9月から製品化できるようになった。

全木ペレット1袋（10kg）450円、ホワイトペレット1袋（10kg）550円で販売している。同工場を

含め、12ヶ所で販売している。フレコンでの価格は未定。工場にリサイクル袋持参での購入する

場合、 特別価格で購入できるとしている。工場の稼動後は、環境教育やエコ商品の学習として訪

れる市民団体も多く、啓蒙・普及の場になっている。これまでペレット工場のなかった静岡県で

工場が稼動するようになると工場見学の要望が高まると思われ、受け入れ体制や説明・プレゼン

テーションの準備が必要になると思われた。大口のボイラー出口開拓が必要との認識は、静岡も

事情は同じである。今後ともアイデアを共有する等、交流を深めていくことを確認した。 

・京都ペレット町家「ヒノコ」 

今年5月にオープンした、京都市によるペレット普及啓蒙施設である当所は、町家を改造し市民

が気軽に立ち寄れる「木質ペレット」の拠点となっており、各種イベントも開催している。1階は

木質ペレット、ペレットストーブの展示や、木工品などの物販。2階は貸しギャラリー、オープン

スペスとしてセミナーや会議場、展示会に利用されている。「ヒノコ」の運営は、京都市産業観

光局林業振興課より「木質ペレット利用促進事業業務」を受託した株式会社Hibanaが行っている。

こうした行政支援が静岡県でも必要であると感じた。ペレットストーブの実機を数台稼働させて

いるため、市民の関心を引いていた。今後は京都の「北山」ブランド同様、静岡でもブランド化

展開も視野に、交流を一層深めていくこととしたい。 

【11月17日（水） 高知県】 

・ゆすはらペレット株式会社 

梼原町森林組合参事中越様に工場の概要説明をご案内いただいた。矢崎総業、梼原町、梼原森

林組合を中心とする第三セクターで運営し、2008年4月に稼動した。ペレットは町内の学校施設、

特別養護老人ホーム、温泉、養鰻場、園芸ハウス、工場施設などの冷暖房や給湯用燃料として利
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用されている。同社の製造可能量は年間1800トン。当初の計画では、初年度600トン、2年目に1200

トン、3年目に1800トンの生産を予定していたが、昨年度は600t程度であった。株主である矢崎総

業にペレット流通をほぼ委ねているため、矢崎の販売量以上生産できない事情があり、今後の生

産量拡大についても、矢崎製の農業用温風暖房機の拡販が待たれるとのこと。出口確保で苦慮し

ている現状がうかがわれた。 

・梼原町役場 

梼原町林業振興係立道(たてみち)係長様に町としてのペレット事業に対するスタンス等、ペレ

ット工場の地元自治体として施策やご意見をお聞きした。 

【11月18日 高知県】 

・南国市内ペレット貯蔵施設 

株式会社相愛の三木様のご案内により、木質ペレットの貯蔵施設を見学した。同社は今年度末

までで累計55台のペレット焚き温風機を納入予定。ペレットを年間約1200トン流通させる事業を

独自に展開。55台の大半を林野庁の加速化事業により10割補助にて納入。現在は真庭からの調達

が主だが、3年以内に順次県産ペレットに置き換えていく計画で補助を受けることができたとのこ

と。貯蔵施設は約100坪程度の広さにフレコンバックを3段積みする保管方法であった。ちなみに

真庭からの輸送は地元運送会社の帰り便を活用して運送費を抑えている。小口の配送は同社が実

施。末端販売価格は推定で35円。 

・芸西村ピーマン農家 

同じく相愛三木様のご案内により、利用先の農家を見学した。農事組合法人高知バイオマスフ

ァームを補助金の受け皿に使い、加速化事業でペレット温風暖房機器を導入したとのこと。エコ

農産品としての流通には未だ高いハードルがある。導入にあたり、地元JAや自治体が必ずしも好

意的でなく苦労があった様子だった。高知県は、ペレットの焼却灰はすべて産廃として処理する

事が義務付けられているため、調査先農家においても灰溜用のドラムタンクが置かれていた。焼

却灰の活用は、都道府県で扱いが異なる。静岡県は、産業廃棄物について厳しい傾向があり、成

分検査を行い安全性を確保し、農業や園芸に利用できるよう行政と調整していく必要を感じた。 

・高知県庁 木材産業課 

高知県の木質ペレットにおける施策、現状の課題等を伺った。高知県の将来目標は「補助金無

しでペレットの流通が成立すること」を目指しており、そのための布石作りとして、林野庁、環

境省、県単事業等を活用し山側から末端の利用先までが活用しやすいよう各事業をメニュー化し

ている。さらに、県主導で「高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議会」を2010年4月に組

織し、流通の円滑化を図っていることなどを伺った。 

5.まとめ 

今回の調査を通じ、静岡県のペレット流通整備における課題や方向性が明確化できた。現時点

でペレット工場を1カ所も持たない静岡県は、それをプラスにとらえることができる。東部の富士

総業(株)と西部の浜松市公設工場が互いに連携し、流通において補完関係を保ち、両者が共存共

栄することが必要であると考える。しかし、浜松市が建設しているペレット工場は補助金の関係

で、市内での利用が義務付けられており、こうした連携の足かせとなっている。なお、中部にお
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いても将来はペレット工場を作り東部、中部西部の３拠点で連携し、より効率的かつ安定したペ

レットの流通を目指すべきである。 

 

（９）新潟県における木質ペレットの取り組み状況調査 

1.目的 

新潟県では近年、数箇所のペレット工場が稼動している。工場相互の連携、新潟県の木質ペレ

ットの普及状況と特徴を調査した。また、ペレットストーブやボイラーを製造するメーカーにペ

レット機器の普及の課題について話を伺った。 

2.期間 平成２３年２月１７日～１８日 

3.参加者 

富士総業㈱  込山正一郎（静岡県木質ペレットコンソーシアム事務局兼務） 

NPO法人 静岡森林エネルギー研究会 専務理事 酒井 章博 

静岡市木質バイオマス研究会 事務局 鈴木 良朗 

LLP天竜木質バイオマス事業組合 松井 隆文 

I.DE.A 事務局 加藤正裕 

4.日程と内容 

【2月17日（木）】 

○合同会社木質ペレット推進協議会 

1.事業説明 

メンバー五人で立ち上げ、専任ではなくそれぞれ別に仕事がある。主に委託事業を行い事業原資

としている。個性的なメンバーでそれぞれの役割分担をしている。 

2.ストーリー性と高品質の商品 

この地域は石油の産地として知られ、「２０世紀は石油の時代、２１世紀は木質の時代」とのス

トーリーがある。モアツリーズ＋J-VERの取り組みもこのストーリーが決め手となり提携すること

になった。日比谷花壇との連携は、元々この地域の園芸農家のレベルが高いので可能となった。

この他、ユナイテッドアローズ、ANAと提携している。クレジットを買う企業としては投資額が少

なくてもイメージアップ効果がある。企業としてアピールしやすいストーリーを提案さきるかど

うかが、鍵となる。また農業利用の場合、生産される農産物が産地化され高品質であることが、

成功のひとつの条件となっている。ストーブ利用は1台あたり、1～1.5トン使う。県全体でストー

ブを50台くらいバンドリングをしている。ストーブユーザーには、モアツリーズのグッズで還元

している。個人ユーザーの場合、必ずしもお金である必要はない。ペレットストーブを使うこと

の満足度を高めるものであれば良い。 

3.山から工場、工場からユーザーへ 

山を整備して工場に入れることを前提としている。どこの山で、どこの工場で製造されたのかト

レースできる仕組みを構築している。このことが品質保証につながっている。生産者が見えるサ

イトづくりは、地産地消を目指すペレットも同様。ペレットはインターネットで買える。スタン

ドでも売っている。配送もしている。 

4.地域としてのまとまり 
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エコエネルギーの工場がトラブルで止まっているが、工場間の協定はない。それぞれのユーザー

が工場に問い合わせている。これは新潟にペレット工場が多くあることに起因していると思われ

る。 

○園芸農家2軒（チューリップと鉢物） 

さいかい産業の温風器を導入。アバウトな温度調節でもチューリップは問題ない。「プランツバ

イペレット」とブランド化して販売している。もう1軒は大型温室を採用し、温度変化が少なくな

るようにしてあった。ベースはペレットボイラーで行い微妙な温度管理は灯油ボイラーで行って

いる。温風ボイラーは温室内に設置されていた。パレットに載せたフレコンバックでペレットを

ボイラーへ供給するため、そのスペース確保や重量に耐える基礎にしてある。 

○株式会社さいかい産業 

1.開発と販売マネジメント 

さいかい産業の社長は技術面を担当し、アウトドア用品の開発・販売を行っているユニフレーム

の社長がさいかい産業のマネジメントや販売戦略を担当している。こうした二人三脚でさいかい

産業のペレットストーブが普及するようになった背景がある。銘建工業のペレットは特殊で、価

格が安く大規模用と言える。国内だけでなく、その次は輸入ペレットが控えている。太刀打ちで

きないため、小口のペレットユーザーに特化した。住み分けをすることで、国内のペレット需要

をつくる戦略をとっている。 

3.ペレット機器の効率を上げる 

ペレットストーブSS-1は熱効率86パーセントを達成している。効率を高め、ペレット消費を抑え

ることができれば、ペレットの単価が高くても釣り合う。また、単純なカロリー比較では性能を

正確に比べることはできない。置き火や輻射熱を考慮すると1.4～1.5倍程度になる。灯油80円な

らペレット67円でつりあう。口コミで広がり、年間100台程度売れている。 

4.地産地消の経済効果 

地産地消は地域で物と金がまわることが活性化へつながることに地域経済メリットがある。また、

バイオマスは地域の雇用創出に貢献できる。 

4.マーケット 

売れているのは鎌倉、山中湖など富裕層のエリア。寒冷地で開発されたため、温暖な地域では十

分以上の性能がある。このため家が広いことがひとつの条件となっている。現在、SS-1よりも小

型のペレットストーブを開発している。 

5.ペレット工場のシミュレーション 

移動式のペレット工場は100万/月でレンタルをしている。マーケットのある場所で製造するのが

前提で、55万円の売り上げがある。スタッフは研修をすることができる。ペレット工場は2000ト

ン/年が採算点の目安で、移動式では赤字となる。しかし、大規模工場とは違い赤字が目に見える

ため、事業判断がしやすい。原材料の含水率や乾燥温度などどのような調整が必要なのか、何が

問題で課題となるのか予測ができる。本工場を建設した場合のノウハウを事前に知ることができ

リスクを回避できる。 

【11月18日（金）】 

○ウッドペレット株式会社 
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概要／2基のペレタイザーで年間1,700トンを製造している。1基だと、調整や部品の交換などで生

産を止めなければならない。2基なら1基は稼動させることができるためリスクを回避することが

できる。 

1.異物処理 

天然木でも石や釘などの異物があり、多いとペレタイザーの消耗が激しくなる。250万ガウスの磁

気を当てていたが、アルミやステンレスを分別するために1万ガウスにしたところ石や砂も拾える

ことが分かった。 

2.乾燥と蒸気 

乾燥費がかかっている。10袋製造するために3袋のペレットを燃やす。乾燥温度は夏400度、冬800

度と冬の方に乾燥費がかかる。このため、夏に製造し貯留している。乾燥の過程やペレタイザー

による発熱で蒸気が発生する。この蒸気が粉末を含むため、ダクトの清掃が大変になっている。

オガ粉の含水率は8～13％が 適だが、調整は難しい。含水率がコンスタントなら良質の硬いペレ

ットを製造することができる。 

3.原材料 

原材料には困っていない。A材を伐採するために、C材も伐採する。搬出時にA材用のトラックとペ

レット用のトラックを林道に停車させ、そこで仕分けている。搬出は県の補助金が使われている。

A材が出るならC材も出る。ここでは、そうした生木が100％使われている。工場脇にはペレット用

の原木とチップの状態でストックされていた。 

○ほてる大橋 館の湯 

1.動機は環境 

ペレットボイラーにて温泉を昇温している。経営者は以前から環境に対する意識が高く、環境に

やさしいエネルギーとしてペレットに注目していた。この他、地産地消型の循環型エネルギーで

あること、CO2の削減効果とクレジット、企業のイメージアップ、地域への社会貢献が動機となっ

ている。また、価格の安定性もメリットとなっている。お客様からはやわらかいお湯で、湯冷め

しにくいと好評を得ている。 

2.置き火効果 

灯油ボイラーはバックアップとして残してあるが、動かすことはない。置き火効果があり、カロ

リー換算で約20％効率が上がる。灯油1リットル70円とすると、ペレットは60円と安い。 

3.課題 

ペレットの安定供給、品質の規格化、灰の処理が課題として感じている。灰は近くの農家が引き

取ってくれると助かるが、なかなか見つからない。農家に迷惑がかからないよう、成分分析も行

っている。 

 

（１０）岡山県の木質ペレット生産拠点の静岡との比較調査 

1.目的 

現在、静岡でも流通している銘建工業（真庭市）の木質ペレット製造工程や流通方法を調査し、

静岡にで建設予定のペレット工場と比較・検討し、課題を抽出した。また銘建工業の近くのペレ

ット利用施設を見学した。 
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2.期間 平成２３年２月２６日 

3.参加者 

富士総業㈱  込山正一郎（静岡県木質ペレットコンソーシアム事務局兼務） 

NPO法人 静岡森林エネルギー研究会 専務理事 酒井 章博 

静岡市木質バイオマス研究会 事務局 鈴木 良朗 

4.日程と内容【２月２６日（土）】 

○銘建工業株式会社 

概要／集成材製造工場で発生するカンナ屑を原料とするペレット製造過程や発電施設を見学した。

2台のペレタイザーが稼動している。 初の導入設備は、造粒後上にペレットを持ち上げて冷却

装置に投入する方法だった。次に導入した設備には改良点を加え、2階にペレタイザーを設置し

下の階の冷却装置に落とす方式をとっている。 

1.原料と品質 

銘建工業では昨年度、年間 30 万㎥の木を 24 万㎥の集成材に加工しており、6 万㎥のカンナ屑

が発生している。このうちの約 3 割をペレットに、残り 7 割を発電用に使用している。原料とな

る材は主に外国で乾燥・製材されているため製材端材が発生しない。ペレット製造に好条件な低

含水率・幹部分のカンナ屑が発生する。接着後のカンナ屑も発生し接着剤が混入しているが、灰

の調査では問題がないとのこと。原材料の多くは外材を使用し、昨年度は国産杉も使用した。杉

が入っているものとないものがあり、燃焼機器によって出荷先を分けている。製造されるペレッ

トはすべてホワイトペレットで発熱量が高い。 

2.低コスト生産と流通 

使用される原料は集成材の屑であり原料代が掛からない上、乾燥設備・コストもかからない理

想的な条件で製造されている。作業は 小人数で行われ 24 時間運転しており稼働率も高い。工

場出荷額は安く、全国各所に納入しており、昨年の生産量は 11,000～12,000ｔ。流通の方法はユ

ーザーが直接取りに行く方法と、ユーザーに直接納入する方法、中継地に納入し地元業者が各ユ

ーザーに納入する方法などユーザーによって対応を変えている。 

3.静岡県の工場との比較と見えてきた課題 

このような木材関連工場にペレット製造工場を併設するのが理想的な形であるのには間違いな

い。静岡県にはこのような大型工場はない。また中規模工場であっても、発生するおが粉は既に

畜産用に使用されているため、おが粉の確保は難しいが、静岡県の 2 つのペレット工場の計画で

は、ともに丸太からの製造で、林地残材を利用する環境意義は大きい。今回のコンソーシアムの

活動において、とくに「富士山ペレット」を燃焼して創出されるクレジットは、東京都などの「再

エネクレジット」における CSR の観点から、大きなアドバンテージがある。 

「富士山麓の森林保護に貢献しています」等のメッセージを広告に使いたい企業は、相当数い

る事は想像に難くない。CSR を謳うには、富士山に並ぶ素材は他にないと思われる。今後の課題

は、プロモーションや PR の仕掛け、企業アプローチに焦点を絞りたい。 

4.静岡県ペレットの課題 

静岡県産のペレットについては、原料と乾燥に掛かる費用を、配送に掛かる費用内に収められ

るかが大きな課題になる。また、中間貯留施設にて貯留する方法ではコストの差が埋まらない可
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能性が高い。環境意識が高く、天竜美林と富士山を抱える静岡県で森林を守る価値を理解しても

らうことが重要となる。 

○真庭市勝山健康増進施設 水夢（温水プール） 

銘建工業株式会社の坂本様のご案内により、利用先の温水プールを見学した。同施設には、真

空式温水器（定格出力238kw）を 2基備え、1基をバックアップ用として運転している。ペレット

は約3t貯留可能な半地下方式のサイロに、同施設所有の2tユニック車を横付けし直接投入して

いた。ペレット消費量はハイシーズンの冬期で500kg/日、オフシーズンの夏期は冬期の約1/3の

となり、年間消費量は約120t。同施設はペレット製造工場に程近く、直接工場へ買い取りに行く

ことで他地域よりも安い価格でペレットを調達することができている。焼却灰の処理はボイラー

メーカーが回収。燃料価格、灰の処理等、低コストで運営可能な数少ない施設の一つである。 

○真庭市山田 いちご農園 

 銘建工業株式会社様のご紹介により、利用先のいちご農園を見学した。同農園はＮＥＤＯのバ

イオマスエネルギー地域システム化実験事業の補助を受け、ペレット温水ボイラー（24万 kcal）

を導入した。ハウスの面積は約1,000ｍ2、ボイラー使用期間は11月後半～3月までの5ヶ月間で

ハウスの温度は成長段階により10度～25度、通期で約40tのペレットを使用している。 

同農園もペレット製造工場に程近く、自己所有の2tユニック車で直接工場まで買い取りに行く

ことにより、他地域よりもかなり安い価格でペレットを調達、重油よりも優位性がある。また、

燃焼灰は自己所有の田んぼに撒いている。この農場で生産されているイチゴは、バイオマス作物

ということをオリジナルシールでアピールし、それを直接販売することにより一般のイチゴより

高値で販売している。 

 この地域のように安価なペレットが手に入るところでも、他にペレットボイラーを導入してい

るのはトマト農家とぶどう農家の２軒しかない。農業へのペレットボイラーの普及については、

ボイラー導入に掛かるイニシャルコスト、調整が難しい等の理由により、普及には至っていない。 

 

4.2. 事業実施目標の達成度と評価 

4.2.1  安定供給と貯留施設 

(1)  貯留施設と標準的なモデル 

①  貯蔵施設（サイロ）とペレット使用量、輸送頻度の分析 

ペレットの大型貯蔵部（サイロ）は補給回数を減らし、結果として輸送コストの削減につなが

る。木質バイオマス実践情報データベース(株式会社森のエネルギー研究所)導入事例を分析した

ところ、ペレット使用量とサイロの容量には相関関係が見られなかった。使用量が多いからとい

って、必ずしもサイロの容量が大きいとは限らない結果となった。一方、輸送頻度（回/月）とサ

イロの容量にはある程度、相関関係があり、サイロの容量が大きいと輸送頻度が高くなる傾向が

見られた。一般的に季節変動の少ない温浴施設や温水プールではサイロの容量は大きくして輸送

コストの軽減を図り、季節変動のある農業用ハウスや温室、冷暖房にはサイロ等にかかるイニシ

ャルコストとのバランスを考慮しなければならない。 終的には、全体的な物流システムや供給
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する工場や貯留施設との運送距離、ペレットの使用量や季節変動等、総合的に判断してサイロの

容量を決定する必要がある。 

 

図表 4-6 ペレット使用量とサイロの容量 サイロ容量と使用量が記載されている事例22件 

 

 

図表 4-7 輸送頻度（回/月）とサイロの容量 サイロ容量と輸送頻度が記載されている事例21件 

 

 

②  サイロの材質と結露、ペレットの強度劣化 
ペレットのサイロとしてFRP製や鋼鉄製の製品が多い。地方独立法人北海道総合研究機構森林

研究本部林産試験場の「林産試だより2011 年 1月号」によると、以下のことを指摘している。 

・サイロ内部を常にペレットで満たしておくことが結露の可能性を低くする。 

・鋼鉄製のサイロは防錆対策・断熱を推奨。 

また、平成20年度「木質エネルギー技術高度化事業」の成果報告では、屋外サイロについて結

露の可能性はあるが大きな問題にならないだろうと報告されている。 

③  現在実施されている貯留配達方法 
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天竜木質バイオマス事業組合の協力で、静岡県西部地区のメロン農家への配送を行う輸送会社

をモデルとして実施見学を行った。また、自家製貯留施設から直接ペレットをボイラーへ投入を

している農家も見学した。 

・貯蔵施設 

650kgのフレコンバックで搬送、テント倉庫に保管している。先に入れたペレットを先だしす

るために倉庫側面に2つの扉がある。フレコンが多くなった場合、別のテント倉庫へ移し、先だ

しできるように工夫されている。3段積みとし、間にパレットをかませて荷崩れを防止している。

ペレットのサイズはフレコンバック2つが乗るよう約2,000mm×1,000mm のサイズで特注。トラ

ックからの搬入・搬出はフォークリフトで行い、出し入れでフレコンバックを傷つけないよう注

意が払われている。フレコンバックは破裂・亀裂の事故がないよう、ワンウェイを基本としてい

る。 

・各メロン農家への搬送 

6トンユニックトラックと3トンユニックトラックを使用し、6トンにはフレコンを9袋、3ト

ンには4袋を積む。6トンの場合、荷崩れ防止のため3袋目 4袋目でベルトを渡している。 

 

 

・各メロン農家への搬入 

ユニックでフレコンを釣り上げ、約7トンのサイロに投入している。釣り上げから投入、次の

フレコンのセットまでの時間は約2分で、サイロにペレットを投入する時間は短い。9袋をサイ

ロに投入する時間は到着から完了まで約22分。１人での作業を基本としており、ユニックはリモ

コンで操作し、サイロ投入口でフレコンの口を開け、投入後、フレコンにフックをかけるため作

業員は下へ降りる必要がある。 
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【サイロ方式・ホイスト方式・パレット方式の比較】 

・サイロ方式／一度の配達で連続運転が可能。運送コストがかかる。サイロ設置費用がかかる。 

・ホイスト方式／運送コストは自前。ホイストやレール設置費用がかかるがサイロより安い。ボ

イラー室に倉庫を併設する。 

・パレット方式／運送コストは自前。フォークリフトが必要。簡易な改造で可能。倉庫が必要。

パレットに載せたフレコンバックを投入口までフォークリフトで運び投入する。 
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④  その他の工夫 

・夏価格のペレットを仕入れる 

需要の少なくなる夏期に割安になったペレットをLLP天竜木質バイオマス事業組合が仕入れ、

運送会社の倉庫に保管し、10月頃から販売をすることで、ペレット工場としては夏期でも安定操

業できるメリットがあり、ユーザーは安くペレットを購入できるメリットがある。倉庫の保管料

はかかるが、大量に仕入れることで単価を低くすることができる。 

・間忙期にサイロをペレットで満たしておく 

メロン農家の場合、ボイラーを炊く時期は10月から6月。夏期はボイラーを炊く必要はないが、

台風の強風に備え、サイロをペレットで満たし重くしておくことで、風害を防ぐことができる。

また、サイロ内の空気量を減らすことで結露・湿気対策となる。7トンのサイロの場合、640kg

のフレコンバック9袋分が備蓄となる。この分のペレットを先行的に販売できるメリットがある。 

 

⑤  標準的な搬入スペースと留意点 

社団法人日本トラック協会の「トラック輸送データ集」によると、平成20年の積載量5トン未

満の車両は5,844,636 台で、全体の6,412,252 台の約 91％にあたる。また、木質バイオマス実践

情報データベース(株式会社森のエネルギー研究所)導入事例の木質ペレットボイラーを導入し、

輸送方法でトラックの積載量が掲載されているのは31件。その中で、5トン未満は20件で、全

体の約2/3を占めている。 

 

図表 4-8 標準的な搬入スペース 
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三菱、日野ともに 大地上揚程は約9.1m、ブーム長さ3.27m×7.7m、アウトリガ張出幅は 大3.4m 、

中間 2.7m 、 小 2.0mとなっている。 

(サイロは丸文製作所の「FRP製屋外用燃料タンク仕様表」及び図面、トラックはカタログ、標準

的なフレコンバックの寸法より作成。道幅は条件により異なる。) 

ここでは、標準的な必要スペースを提示するため、4tユニックトラックでの搬入と、サイロは

FRP製の 5t、7t、10t を想定し、必要な寸法を示した。運転、搬入が１人でできるようユニック

トラック車はユニックをリモコン操作できることが望ましい。 

 

(2)  使用量の変動予測 

① 温浴施設 

温浴施設の昇温負荷は、使用する湯量、つまり利用客数によって変動する。１日の中でも、午

後から夜間にかけて利用客数が増加する傾向にあり、負荷がかかる。直接的な試算はできないが、

傾向としてこられの変動とペレット使用量は連動していると考えられる。 

平成20年度の静岡県内の月別・地域別観光客数と月別・地域別宿泊客数（いずれも財団法人静

岡県観光協会）を分析すると、年度末に落ち込みがあり、５月の連休、夏休み、正月休みにピー

クが見られる。平成20年はリーマンショックがあり10月以降の客数は宿泊客数で落ち込みがある

ものの、観光客数に落ち込みは見られない。宿泊客が日帰り客になったとの見方もできるが、10

月以前の変動を見ると観光客数ではピークと下限の差は約1/2、宿泊客数では約2/3となっている。 

 

図表 4-9 静岡県内の月別・地域別観光客数 
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図表 4-10 月別・地域別宿泊客数 

 

② 農業施設 

農業のボイラー利用は、メロン、みかん、バラ等があり、それぞれ必要な気温が異なるためボ

イラーの使用期間もそれぞれ異なる。一般的にメロンは10月から6月頃、みかんは11月または12

月から4月頃、バラは12月から2月頃となっている。この他、作物や品種、農法によって必要な温

度が異なる。いずれの場合も気温差の激しい1月が加温のピークとなっている。西部・中部の平野

部はほぼ同じ気象条件だが、東部はやや気温が低い。また、西部・中部・東部いずれも山間部は

積雪があり、気温も1～2度低い。温室は、外気温だけでなく日照も重要な要素となっている。晴

天率の高い西部地域と中部・東部とではこの点で条件が異なる。 

 

図表 4-11 農家でのペレット消費 

 

③ 工場の平準的な稼働と貯留の関係 
ここでは、ユーザーとして温浴施設と農業施設が混在するケースを想定し、工場の効率的な稼

動を可能にする貯留の方法を示す。温浴施設の傾向は観光客数の傾向を参考とした。温浴施設は

連休にピークがあり、農業施設は冬期に使用が多くなる。 も消費が落ち込むのは、6月の梅雨時

と10月付近で、全体的には5月の連休を除いておおむね夏の前後に消費量が減る傾向にある。この

時、余剰のペレットを貯留し、オフシーズン価格として、先行販売するか、工場または中間貯留

施設、ユーザーが保管できれば、工場の平準的な稼動ができる。いずれにしても、十分な貯留キ

ャパシティが工場の安定操業・効率的運用の不可欠な条件となる。 
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図表 4-12 使用量の季節変動と生産量、貯留のイメージ 
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4.2.2  物流モデル 

(1)  配送イメージと貯留施設 

建設中のペレット工場と本事業でボイラー導入を決定した施設、Aランクのユーザーターゲット

は以下のようになっている。このデータと、既存ユーザー、既存貯留施設をベースに東部・中部・

西部の配送イメージを大口ユーザー、小口ユーザー別に考察する。 

 

図表 4-13 Aランクプロット図（赤い円はおおむね20km圏内を示す） 

①  大口ユーザーの配送イメージ 

・東部 

小山町に建設中の富士総業のペレット工場は、東名高速道路、国道138号、469号、246号に近く

交通アクセスが良好で、Aランクの温浴施設・観光施設・ゴルフ場等のユーザーターゲットは20km

圏内に集中している。導入を決定した温浴施設も工場から15kmの位置にある。小山町の工場は神

奈川県、山梨県と隣接しており、山梨県の山中湖のリゾート地、神奈川県の丹沢湖の温泉もほぼ

20km圏内にある。ペレット工場と導入を決定した温浴施設へはGoogle Mapによると29分かかる。

20km圏内はおおむね30分～40分程度で配達できる距離となる。 

・中部 
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中部に工場建設の計画はまだない。Aランクの施設は点在しているのが特徴で、やや沿岸部に集

中が見られる。静岡県の行政の中心地、静岡市では公共施設への導入が期待されることから、山

間地と郊外の公共施設をユーザーターゲットとして想定をする。水系では、大井川水系、安倍川

水系があり、大井川水系には国道473号、安倍川水系には国道362号が主要道路となっている。マ

ーケット的には静岡市街へつながる国道362号沿いにペレット工場の建設が想定される。仮に市街

地から15km程度の位置にペレット工場を建設した場合、東部の小山町と同様、Aランクの施設をほ

ぼカバーできる。国道1号とパイパス、東名高速道路を利用すれば東西方向へも配達は可能となる。 

・西部 

東部とは対照的に、ペレット工場とAランクの施設が離れている。龍山町に建設中の浜松市のペ

レット工場は、アクセスが国道152号しかない。木質ペレットのマーケットが熟成すれば国道362

号沿いにペレット工場の建設も想定されるが、ルートは国道152号へ合流する。新規ユーザーは直

線距離では15km程度だが、実際は21km程度あり、Google Mapによると49分かかる。西部地域は、

新規ユーザーの天竜区二俣あたりでその付近を起点に扇状にマーケットが広がっていることが特

徴で、東は沿岸部の温浴施設やゴルフ場、国道1号沿いの農業施設や観光施設、西側は浜名湖周辺

の温浴施設や観光施設がAランクとなっている。このため、中間貯留施設を整備するのが合理的だ

と考えられる。運送会社の貯留施設は沿岸部にあり、西部の東エリアをカバーすることが可能だ

と思われる。浜名湖周辺へは国道267号沿いか浜名湖北部に中間貯留施設を整備するのが妥当だと

考えられる。 

以下に東部・中部・西部の大口ユーザーの配送イメージと貯留施設の概念図を示す。留意点と

して、観光地ではシーズン中は交通渋滞による配達遅延が予想される。また観光施設等の営業が

本格化する10時は客の出入りを阻害する恐れがあるため、渋滞を避け早朝に配達するなどの配慮

が求められる。 

 

図表 4-14 大口配送イメージ 
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②  小口ユーザーの配送イメージ 

・東部 

ペレットストーブユーザーへは、10kg袋の小口販売が中心となる。現在、ペレットストーブユ

ーザーはまだ少なく、配達依頼も少ないと予想される。富士総業の場合、ペレット工場、富士総

業本社、御殿場支店での小口販売で、20km圏内の小山町、御殿場市、裾野市、長泉町と三島市の

一部までをカバーすることができる。また、神奈川県、山梨県の一部も20km圏内となる。 

・中部 

東部よりも温暖でリゾート施設や観光施設が少なく、また、平野が少ないため住宅が密集して

おり、ペレットストーブユーザーのマーケットは小さいと考えられる。中部では、ペレット工場

での小口販売に加え、行政の中心地として官民のペレットPR施設の整備が期待され、そうした施

設での小口販売が妥当だと考えられる。 

・西部 

中部と同様、ペレットストーブユーザーのマーケットは小さいと考えられる。龍山町以北は積

雪もあり、冬が厳しいため、新規移住者や天竜区内の自治センターや学校等での公共施設での利

用が考えられる。こうしたユーザーには龍山町のペレット工場での小口販売が妥当だと考えられ

る。以下に東部・中部・西部の小口ユーザーの配送イメージと販売店の概念図を示す。 

 

図表 4-15 小口配送イメージ 

ユーザーが増えた場合、道の駅やファーマーズマーケット等の集客施設での販売委託や配達も

検討課題となる。道の駅にファーマーズマーケットが併設されているところが多い。東部は御殿

場市を中心に点在し、中部・西部は山間部にも点在している。道の駅やファーマーズマーケット

が地産地消の観点から林業生産物としてペレットを取り扱うことで、地域の食とエネルギーの地



静岡県内における木質ペレット安定供給システム（地産地消モデル）の構築（富士総業株式会社） 
 

産地消を推進することができる。ペレット工場に近い農家がファーマーズマーケットへ出荷する

際にペレットを運ぶことも考えられる。 

 

③  配送事業と販売事業の主体 

大口のペレットユーザーへはフレコンバッグでの配送を前提とすると以下のような事業主体が

想定される。流通システムはペレット工場とユーザーとの距離、ペレットの生産量と配送頻度、

貯留施設の能力の条件により販売事業、配送事業の主体を考慮する必要がある。年間を通じて販

売業務や配送業務を確保することで効率的な流通システムを確立し、コストを軽減することが求

められる。 

 

 

 

 

 

 

東部のペレット工場の主体である富士総業は、小山町と御殿場市から委託を受けているリサイ

クル・廃棄物運搬業者であり、収集トラックを保有し、地域の交通事情にも精通している。ユー

ザーやユーザーターゲットが20km圏内に集中していることから、製造者である富士総業が貯留施

設を持ち直接、販売と配送を行うことが想定される。 

中部はまだペレット工場の計画はないが、ユーザーターゲットが東西に分散していることから、

販売のみを工場が行い、配送は中間貯留施設の機能を持つ運送業者等が行うのが適切だと思われ

る。 

西部は龍山のペレット工場とユーザーやユーザーターゲットが離れているため、配送は中間貯

留施設の機能を持つ運送業者等が行うのが適切だと思われる。現在、LLP天竜木質バイオマス事業

組合が袋井のメロン農家へ年間約800トンを販売している実績があるが、配送は運送会社が担当し

ている。 

小口のペレットユーザーへは10kg袋での配送を前提とすると以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

④  流通コストの削減 

1.フレコンバックの使用 

想定される物流事業の主体 
運送業者 
リサイクル/廃棄物運搬業者 
建設業者/土木業者 
トラック等リース会社 
ペレット製造者 

想定される物流事業の主体 
運送業者 

リサイクル/廃棄物運搬業者 

NPO法人/市民団体 

ペレット製造者 

ペレット機器販売者 

ペレット工場または貯留施設に近い農家 

想定される販売事業の主体 
ペレット製造者（民間・行政） 

卸業者 
NPO法人/市民団体 

ペレット機器販売者 
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ペレット650キロ入りフレコンバック2つをパレットに載せた状態でフォークリフトによる積み

替え、貯蔵、出荷する形態が も合理的である。パレットは貯蔵時の荷崩れ防止にもなる。 

2.運送会社の選定 

不定期便を多く扱う運送会社は効率化を図るため、配達スケジュールの隙間を埋める努力をし

ている。運送会社とユーザー間で合意がなされればサイロへの供給は必ずしも日時指定で配送す

る必要はない。ペレットの配送後、別の顧客の積荷を積む等、別の業務に当たることもできる。

供給時にユーザーが立ち会う必要がないため、早朝の配送も可能となり、渋滞を避けより効率的・

計画的な配送ができる。こうした理由から柔軟な対応が可能な運送会社を選定することで、配送

の効率化を図ることができる。工場または、中間貯留施設と運送会社の拠点が近いほど効率的で、

貯留施設を持つ運送会社なら、なお有利となる。 

3.使用トラックとサイロ容量 

サイロ容量が大きいほど、1回当たりの配送で多くのフレコンバックを運ぶことができ、効率化

を図ることができる。サイロの容量が5トンの場合は4トントラック、または10トントラックで2

カ所の5トンサイロを回ることも考えられる。7トンの場合は6トントラック、10トンの場合は10

トントラック、または5トントラック2回となる。サイロ容量が大きいほど、連続運転時の供給不

安や災害時の配達遅延のリスクを回避することができるメリットもある。サイロ容量が大きく、

容量が揃っていればいるほど、配送の効率化を図ることができる。 

4.先行買い付けと貯蔵施設の貯蔵能力 

温室等の農業利用や観光施設の使用量には季節変動があり、冬期に使用が多くなる。このため、

ペレット工場の回転が夏期に悪くなる傾向がある。冬期のシーズン価格とオフシーズンとの価格

差を設定しているペレット工場がすでにある。価格の安いオフシーズンのペレットを買い付け、

貯蔵施設に保管することで、ペレットの価格を抑えることができる。この際、貯蔵施設の貯蔵能

力が大きいほど、年間を通じたペレットの価格を平準化することができる。ペレット工場として

も、季節変動を吸収できるメリットがある。 

5.先行販売 

サイロの結露防止、風害対策として使用が少なくなる夏期に入った頃に、次期シーズンのペレ

ットを配送し、先行的に販売・配送する。ペレットは冬期のシーズン価格とオフシーズンとの価

格差を設定している工場があり、先行的に販売・配送することでオフシーズンの価格の安いペレ

ットをユーザーが入手できる。運送会社としても、先行買い付けと合わせると、配送ニーズの少

なくなるオフシーズンの業務を増やすことができる。 

 

⑤  想定される物流倉庫 

1.農業倉庫との併用 

静岡県は中部西部ともに茶業が盛んで、各JAでは独自に肥料倉庫を備えており、中部・西部の

マーケットエリアと重なっている。肥料が必要な時期は一般的に３月上旬の春肥施用、４月上旬

の芽出し肥施用、５月下旬の夏肥施用、７月下旬のお礼肥施用、８月下旬から９月中旬の秋肥の

施用となっている。お茶の肥料がストックされるのは、その施用の前である。９月中旬から２月
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頃までの間は、倉庫の肥料ストックが少なくなると思われ、ペレットの消費が落ち込む秋にペレ

ット倉庫として併用できる可能性がある。可能ならその分の倉庫費用を抑えることができる。 

2.廃業した工場など 

近年の経済動向により、廃業した工場がある。特に鉄工関係は、広い工場が都市部近郊に点在

している可能性がある。鉄工関係の工場には一般的にホイスト設備があり、こうした未利用工場

をペレット倉庫として利用できる可能性がある。 

 

⑥  現状での流通コストの試算 

道路状況、貯留施設、配送方法、ボイラーへの投入方法を考慮し、現状で考えられる 適な流

通コストを試算した。中部地区は、貯留施設の設置を前提とした。 

 

 

（前提条件 1日あたり10トン以上の配達量があること、中間貯留施設へは13トンの大型車が入れること、ユ

ーザーへの搬入は中型車が入れることを前提とする。） 

図表 4-16 流通コストの試算 

4.3. 本事業で得られた今後の課題 

4.3.1  木質ペレットの認知 

１.市民団体等との連携 

「3.2 木質ペレットの背景」でも明らかなように、静岡県民の環境意識や森づくりへの理解は

一定程度進んでいると言える。今年度の活動でも、こうした団体が参加するイベントでPRを行っ

てきた。しかし、森づくり団体や環境団体の中でも、名前は知っていても十分な理解があるとは

言えない現状がある。木質ペレットの認知を高めるためには、森づくりや環境等に関する市民団
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体、NPO、公益法人にアピールする必要がある。こうしたターゲットへはペレットストーブのPR

がメインとなるが、ペレットストーブの普及がペレットボイラー導入の呼び水となる可能性があ

る。 

２.パブリシティの活用 

平成23年4月、ペレット工場が稼動するようになるとマスコミが注目し、各種メディアで取り上

げられると予想される。これを契機と捉え、パブリシティを十分に活用する。ベースとなる情報

をホームページで発信し、興味・関心のある企業・個人へアピールする。ポイントとなるタイミ

ングは、工場の完成時、初出荷時、自治体首長や議員等の視察の3つが考えられる。 

３.PR拠点の設置 

「京都ペレット町家」の取り組みにあるようなPR拠点を立ち上げ、実物や運転を見学し説明を

受けられるようにする必要がある。浜松市は「浜松市エコハウスモデル住宅」が平成22年6月15

日にオープンし、市民に公開されている。浜松市地球温暖化防止活動推進センターが委託を受け

運営をしている。ここにはペレットストーブが設置されている。静岡市では、静岡市木質バイオ

マス研究会のメンバーである個人がエコハウスを建築し注目されている。エコハウスは、「第11

回しずおか新エネルギー大賞 審査員特別賞」を受賞し、それをきっかけに地元テレビ局の取材を

受けるなどすでにPR活動の拠点になりつつある。東部は、富士総業のペレット工場がその役割を

果たすことができると思われる。 

４.セミナーや見学会の開催 

工場の受け入れ体制が整い、紹介DVDなどのツールが用意できた上で、工場見学や社会見学のサ

イトに登録するなど、工場見学を推進する。補助金制度やクレジット制度等、来年度の動きはま

だ不透明だが、導入に当たり、補助金制度やクレジット・熱証書、二酸化炭素の削減量はユーザ

ーの関心事であり、行政と共にセミナーや説明会を行う必要がある。 

 

4.3.2  ユーザーの確保 

（１）対処すべき一般的な課題 

1.マーケットと情報ソースの整理 

今回の調査で潜在的な需要の情報はある程度把握できたが、県内の企業・県民は森林・環境へ

の意識が高いことから、利用先はまだあると思われる。特に、国際情勢の悪化からエネルギー転

換を余儀なくされる企業は多い。こうした需要を効率的に得るため、情報ソースを整理する必要

がある。 

・公共施設 

各自治体のホームページからピックアップする。 

・企業 

日本財団が運営する「CAPAN CSR＋」のCSRデータベースより県内企業をピックアップ。チャレ

ンジ25、チーム・マイナス6％に参加する企業等をピッアップする。 

2.ペレットストーブの宣伝普及 
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前述の「7-1木質ペレットの認知」で触れたように、森づくり団体 92団体、環境系各種団体（公

益法人等） 22団体、「しずおか優良木材の家」の協力店 46件、ペレットストーブを取り扱う

工務店、県産材の住宅づくりをうたう設計事務所、ログハウスの工務店86件に働きかける。特に

設計事務所や工務店にペレットストーブの取り扱いを依頼する。 

3.目標の設定 

自治体が設定する二酸化炭素削減目標と森林再生の目標から、木質ペレットの使用による二酸

化炭素削減と森林再生面積の割合を算定する。木質ペレットの使用量から2020年までに必要なペ

レット工場の能力と工場数を算定する。 

（２）ペレットの価格、コストの課題 

ペレット機器の導入は補助金を活用することで、導入コストの課題はクリアできる。しかし、

ペレットの価格については搬出費用、ペレット工場や配送でのコストダウン等が求められるのは

当然だが、ペレット生産量が増えるまでの数年は何らかの対策が求められる。ペレット工場の立

ち上がりの数年は、自治体や地域の有力企業がユーザーからクレジットを購入することで、結果

的にペレットのコスト軽減を図る方法が考えられる。工場のペレット生産量が増えれば、それだ

け効率的な運用ができ、単価を下げることができる。一方で原油価格との比較もなされる。WTI

原油先物価格チャート（チャート広場）によると、2008年に高騰があり、一旦下落したが、2009

年の中頃から上がりはじめ、その後上昇傾向にある。一般にペレットの価格は安定しており、今

後も原油価格が上昇すればペレット機器の導入の動機となる。 

ペレット価格の試算 

 

（原材料費9.60円/ｋｇ、木質ペレット配送コスト5円/ｋｇとする。） 

図表 4-17 工場卸価格の試算 

 

ひとつの目安として原材料費（ペレット1kgあたり換算9.6円/kg）とし、その他の消耗品・設備

維持管理費、電力及びエネルギー費用、人件費、フレコンバックによる配送コスト（およそ20km

圏内）、利子、減価償却費を試算した。特殊な例を除き、おおむね全国平均の30円/kgから35円/kg
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のコストするためには、年間2,000トンから3,000トンの生産量が求められる。ペレット消費量の

拡大はもちろんだが、コストを低減する年間を通じた平準的な製造と消費変動を吸収する貯留量、

地産地消による配送コストの削減が、コストダウンの鍵となる。 

（３）燃焼灰の再利用 

ボイラーの燃焼灰は産業廃棄物とされる他県の事例もあることから、その扱い方法について、

慎重に議論を深める必要がある。木灰の取り扱いは都道府県により多少異なるようだが、肥料と

して利用されている例は多い。蒟蒻の凝固剤、灰干しワカメ、釉薬、台所用洗剤、沖縄そばのか

ん水、藍染め、和紙の煮熟剤、味噌の種麹の製造に活用されている例がある。草木灰について基

準はないが、鶏糞、籾殻等の特殊肥料については、平成12年8月、農水省の告示があり平成12年10

月より施行されている。岐阜県ではペレットの灰を特殊肥料として活用している。静岡県ではま

だ対応がなされておらず、いずれ灰の処理は問題となる。成分検査を実施し、特殊肥料としての

活用が期待される。 
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5. 本事業を実施による将来展望 

 本事業を実施するに当たり、平成23年度以降、同事業を発展させる任意運営組織の発足につな

げることを念頭においていた。目標のとらえ方や方法論において多少の違いはあるものの、おお

むね3000トンのペレットを県内で流通させることへ、関係者の意向と基盤ができたと考える。従

って、平成23年度後以降は以下の組織を設立し、継続的な運営を実施することとした。 

展開①民間主導型普及（調整）組織の継続的運営 

市民、企業、行政による「静岡県木質ペレットコンソーシアム」を継続運営し、普及啓発と流

通ＰＲ、事業サポートを実施する。4月1日発足で準備している。 

目的と主な活動は1、木質ペレットのプロモーション事業、2、木質ペレットの利活用普及事業、

3、サポート事業を予定している。 

展開②コスト低減のための政策提言を実施する 

静岡県地産ペレット「富士山ペレット」の付加価値を研究し、補助金に頼らない事業モデルを

構築することで、安定生産体制を確立する。そのためには、「富士山ペレット」自体の環境価値

が非常に高いことを情報発信し、企業のCSR活用への展開を図ることで、唯一無二のプレゼンスを

構築していく。そうすることで、「富士山ペレット」に関係するすべての事業者に資金が還流し、 

補助金に頼らずとも自立可能なスキームが構築できる。 

その一例として、東京都や埼玉県の排出量取引制度では「富士山ペレット」を燃焼して創出さ

れる環境価値はグリーン熱証書の対象となり、圧倒的な競争力のあるCSR素材になりうることは想

像に難くない。今後、2020年25%削減へ向け、このほかにも各制度が動き出すことが予想されるが、

いずれの制度においても、「富士山ペレット」の競争優位性を高める方策を展開していきたい。 

展開③原木収集システムとの連携強化 

工場発足後の課題として、さらなる安定供給、安定価格を実施するため、原木収集システムと

の連携を強化して、ペレット工場と素材生産関係者が目標を共有することが必要となる。特に東

部においては、富士山麓での連携がカギを握ると考えられる。 

○地域連携の概念 
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