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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力

1.     事業化可能性調査（フィージビリティスタディ調査）

【2020年度】

民間企業 山梨県
排熱利用による農業事
業性評価と造林事業調
査報告書

古屋製材が検討している早生樹栽培および、木質バイオマス発電
プラントへの融資を金融機関に判断いただくための資料作成を行っ
た。

実現に向けて継続検討中である。

みどり市 群馬県
令和2年度　みどり市木
質バイオマス利用可能
性調査業務

木質バイオマス利用を推進するみどり市での木質資源量と木質バ
イオマス利用の検討を行った。森林組合や自伐林家へのヒアリン
グ、また既存の製材工場・ペレット製造工場の調査を通じ、チップ利
用や一般市民が参加可能な木の駅プロジェクトなどの提案を行っ
た。

有望な公共施設への木質バイオマス
ボイラー導入を提案し、来期にさらなる
具体的な検討につなげた。

池田町 福井県
R2年度　池田町木質バ
イオマス熱供給インフ
ラシステム構築業務

長期的な森林管理・利用を目指し「木望の森100年プロジェクト」を
計画する池田町において、木質バイオマスを活用したエネルギー転
換のプラン策定を行った。新設する公共施設のZEB化とエネルギー
マネジメントシステムの導入、複数の公共施設を熱導管で接続した
エネルギー供給網の構築、町内外の木質バイオマス燃料の調達手
法などの検討を実施した。

新設予定の公共施設のZEB化の仕様
洗い出しと周辺の有望な既存施設の
選定を行い、新設に合わせてエネル
ギー供給網の導入がなされる予定であ
る。

株式会社
那須環境

技術センター
栃木県

地域再生可能エネル
ギー活用による「那須
塩原市地域循環共生
圏」構築支援業務

CO2ゼロ宣言を表明した那須塩原市での再エネ導入計画策定業務
のうち、木質バイオマスの調査と再エネや地域新電力など全般的に
関わるアドバイザーを担当した。「地域課題を解決」に向けた視点か
ら、各種の再エネの地域波及効果を試算し、それぞれの再エネが
地域にもたらす便益を定量的に算出した。

短期・長期での導入可能な再エネ事業
を検討した。特に木質バイオマス分野
では、公共施設でのESCO事業者によ
るチップボイラー導入を提案し、具体的
な検討に着手する予定である。

氷見市 富山県

地域活性化と地域課題
解決を目的とした未利
用バイオマス資源の活
用による各種再生可能
エネルギー導入に向け
た事業化可能性調査
業務委託

富山県氷見市における未利用バイオマス資源（バイオガス、
木質バイオマス、廃食用油の3事業）の活用による各種再生可

能エネルギー導入に向けた事業化可能性調査を実施した。外部8

社と委託や協力を頂いて業務を遂行し、電力デマンドや下水道の試
算、航空写真による木質資源量の推定、バイオディーゼル発電によ
る電気自動車の運行試算、電気自動車による交通システムの検
討、電気自動車の走行試験を行った。また、市内の高校生とも連携
した普及啓発事業として、廃食用油から製造したバイオディーゼル
燃料によるクリスマス電飾のイルミネーションなどを行った。

バイオガス、木質バイオマス、廃食用
油の原料の賦存量・利用可能量を調査
し、バイオガスはメタン発酵施設を下水
処理場へ、木質バイオマスは小型ガス
化熱電併給設備を公共及び民間の施
設へ、廃食用油はバイオディーゼル製
造設備とバイオディーゼル発電設備を
市庁舎などへ、各々導入した場合の事
業性評価を試算した。この結果も踏ま
えて、小規模分散型のエネルギー活用
モデルを継続して検討している。

株式会社
野村総合
研究所

山梨県
CO2ゼロ農作物のブラ
ンド化事業

環境省「地域におけるESG金融促進事業」に採択された山梨

中央銀行様でのESG地域金融の融資対象として、山梨県北杜
市にある大規模園芸施設を選定し、木質バイオマスボイラの
導入検討を行った。地域課題解決の観点から、当該施設より
生じる農業残渣と周辺の果樹園より生じる剪定枝について燃
料としての利用可能調査を行い、再生可能エネルギーを利用
した農産物のブランディングについて併せて検討し、実現に
向けた事業計画を策定した。

導入に向けた技術的課題を精査し、実
現に向けた支援を継続していく。

白川町 岐阜県
循環型森林社会構築
事業木質バイオマス利
用促進計画策定業務

地域の林業・木材産業の現状把握から、木質バイオマスボイラー及
び熱電併給設備導入について役場を含めた熱需要施設10施設（公
共・民間）を対象に導入可能性調査を行った。
また、林内に放置されている林地残材量を想定し、回収する仕組み
についての事例収集を行った。

最も熱需要が多い民間施設でも経済
効果は出にくい結果となったため、改
善するための条件を整理するととも
に、役場新庁舎への設備導入試算とア
ドバイスを行った。
林地残材回収の仕組みについては地
域で実施する場合の考え方について
整理した。
また、地域の素材生産量が少ないこと
が課題となっていたため、素材生産量
を増やすための方法や考え方を整理し
た。

日本環境技研
株式会社

福井県
越前市脱炭素型地域
循環共生圏モデル形
成調査業務委託

越前市内に令和6年度に開業予定の新幹線新駅、越前たけふ駅

周辺100haを「RE100エリア」として設定。このエリアへの再
エネ電力・熱供給の可能量と方策について、木質バイオマス
を中心に試算結果を整理した。また、地域への経済波及効果
を取りまとめた。

越前市では、RE100エリアの実現に向
けて継続的に検討を行う予定であり、
第1弾の事例としては今後開業予定の
道の駅等での再エネによる電力自給
が想定されている。このような新設施
設の設計や、RE100を目指す工場等の
企業誘致計画立案に、今回の調査が
活かされる見込みである。

小川町 埼玉県

小川町における森林及
び木質バイオマス活用
のための事業化計画
策定業務委託

森林・林業、有機農業、観光等の小川町固有の地域資源と人材を
活用した地域循環共生圏づくり～特に小規模林業と木質バイオマ
ス利用を推進するための事業化可能性調査。川上・川中・川下・そ
の他関連分野に関して、徹底的なヒアリングと現地調査を交えた調
査検討を行った。事業推進のベースとして、小川町、㈱竹中工務
店、地元NPOの3者間で締結された連携協定がある。

中部大学との連携を通じて、一般的に
入手可能な航空レーザー測量データ
等を活用した森林資源の見える化と利
用可能量の算定を実現。地域内のチッ
プや薪の生産・流通実態を把握し、改
修が予定されている公共施設等への
木質バイオマスボイラー導入の概念設
計等を行った。また、地域内の川上・川
中・川下の事業者や活動団体が参加
する協議会及びワークショップの開催
を通じて、各主体の参加意欲を引き出
し、次年度以降の実証事業や協議会
活動の継続・発展へとつなげた。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

【2019年度】

民間企業 沖縄県
石垣島における森林資
源量調査業務

石垣市での木質バイオマス事業の実施に向けた森林資源量把握
調査を実施した。現地でのプロット調査による資源量の詳細調査を
行った。

これまで島内の森林資源量の調査は
行われていなかったため、お客様にも
自治体にも森林組合にも喜んでいただ
いた。今後は資源利用がほとんど行わ
れていない課題に対し、アクションを検
討している。

阿蘇市 熊本県
再生可能エネルギー電
気・熱自立的普及促進
事業業務委託

阿蘇市の温水プール・温泉施設「アゼリア21」へのボイラー導入を
主軸としたFS調査を実施した。アゼリア21へのバイオマス利用体制
の構築と阿蘇市全体のボイラー導入のポテンシャルを調査した。

アゼリア21のボイラー導入最適規模、
最適な利用体制を提示し、最短3年で
投資回収可能な事業性が試算された。
市内にも熱需要の高い温泉旅館・ホテ
ルが確認され、今後のバイオマス利用
の水平展開についても構想を提示し
た。

中予
山岳流域林業
活性化センター

愛媛県
久万高原町木質バイオ
マス利用可能量調査業
務委託契約書

久万高原町では年間素材生産量が20万m3近くあり、林業や木材産
業が盛んであることから、バークも多く発生している。バークは一部
を除いて産廃処理されていると考えられ、町内の原木市場や製材
工場の経営を圧迫する要因となっている可能性がある。本調査で
は町内のバーク発生量を調査し、燃料利用のためのボイラー検討
を行った。

7製材工場3原木市場および町内の
バーク処理業者へヒアリングを行った
結果、町内全体で5,423tのバークが発
生量があると推計した。処分方法は堆
肥業者への販売以外にも、バイオマス
発電所等へ販売している事例もあった
ことから、現時点では製材工場・原木
市場の経営を圧迫している可能性は低
いと判断した。
　ヒアリングの際に入手したバークは目
視による形状分析を行い、水分を計測
した。この結果をもとに現時点で導入
可能性あるボイラーメーカーを選定し
た。

御杖村 奈良県
御杖村木質バイオマス
資源の利活用事業化
計画策定業務

全面積の88％が林野である御杖村では、森林整備の遅れと担い手
不足が深刻な問題となっている。村内に需要（熱需要）があり、かつ
シンプルな形で村内事業者や村民が主体的に関わることができる
木質バイオマス資源のエネルギー利用のスキーム構築を目指し
て、調査を実施した。川上ではGISを用いた森林資源量の推計、川
中では御杖村に適したバイオマス燃料種の検討とコスト試算、川下
では熱需要施設を抽出し、ボイラー導入検討を行った。

川上では御杖村が自伐型林家の育成
に注力していることから、高性能林業
機械を所有していない場合でも施業可
能な範囲を設定し、GISを用いた森林
資源量を推計した。その結果、利用可
能な総森林資源量は130,878m3である
と判明した。川中ではチップと薪の検討
を行い、製造コスト試算を実施し、地域
で小規模に始められる薪が最適である
と判断した。川下では導入候補を3施
設抽出し、最も有望な温浴施設を対象
に詳細な検討を行った。その結果、バ
イオマスボイラーに転換した際に若干
ではあるが、施設の収支が改善する見
込みとなった。

甲斐市 山梨県

甲斐市バイオマス産業
都市構想・再生可能エ
ネルギーを活用した熱
供給設備導入調査、事
業化計画策定業務

市内で計画されている民間事業者による木質バイオマス発電所建
設に合わせ、本発電所の排熱を利用した周辺公共施設への熱供給
事業を行うにあたり、各公共施設における年間の詳細な熱需要を
測定し、排熱エネルギーの利用可能量の予測、最適な熱利用配
分、適切な設備選定と導入計画の検討を行い、事業性調査並びに
設備導入計画を策定した。（令和元年度及び2年度の2か年事業）

国内ではほとんど例の無い約7000kW
級木質バイオマス発電所からの排熱利
用について、発電所等関係者と協調し
ながらシステム検討を進め、2022年頃
の発電所稼働に合わせて熱供給の開
始を目指す。

山武市 千葉県
山武市脱炭素型地域
づくりモデル形成事業
調査業務委託

この地域の森林は溝腐れ病被害が蔓延し、活用方法の検討が喫
緊の課題となっていた。さらに、甚大な台風被害を受けた地域で
あったため、環境省事業「地域の多様な課題に応える脱炭素型地
域づくりモデル形成事業」を活用し、被害木数量の推計や燃料活用
としてのバイオマス熱電併給設備の導入可能性調査を実施した。ま
た、非常災害時のエネルギー確保の課題や、地域の経済状況を改
善するための手段として、地域新電力会社立上げの可能性につい
ての調査も行った。同時並行で実施した協議会運営においては、地
域事業者との情報交換や、熱電併給設備導入現場への視察、地域
エコツアーを開催し、事業実現に向けた可能性や地域課題解決の
可能性についての様々な検討を行った。

引き続き地域の事業者と情報交換を行
い、地域新電力会社立上げに向けて
検討を進めていく。また、地域課題の
一つである川上分野においても、地域
と情報交換を行い、統合して地域課題
を解決するための仕組みづくりを検討
していく。

陸前高田
しみん

エネルギー
株式会社

岩手県

脱炭素による「ノーマラ
イゼーションという言葉
のいらないまちづくり」_
可能性調査事業

陸前高田市で地域新電力会社である「陸前高田しみんエネルギー
㈱」が2019年6月に設立されたことをきっかけに、地域での新たな再
エネ活用推進方策を立案した。具体的な調査内容としては、市内の
温泉への薪ボイラー導入の経済性試算や、農業テーマパークへの
ガス化熱電併給試算を行った。また、イベントでの「薪ボイラー足
湯」の提供や、地域おこし協力隊と連携し、森林整備に興味を持つ
市民向けの「木の駅体験会」を実施し、木質バイオマスのエネル
ギー利用についての市民の関心を高めた。

次年度に木の駅事業を継続して実施
する方向で検討を進めるほか、商業施
設への薪ストーブ導入を皮切りにした
薪需要の開拓を地域の関係者と共に
進めていく予定である。

御所市 奈良県

木質バイオマス活用を
通した御所版地域循環
共生圏モデルの構築
事業

御所駅前の再生プロジェクトの一環として、御所市の歴史に溶け込
む薪利用を検討した。薪利用先は再生予定の廃銭湯「宝湯」のほ
か、市内温浴施設や福祉施設を含む。本事業で実施した内容は、
大きく分けて(1)御所市内の森林資源賦存量・利用可能量や原木調
達主体の検討、(2)薪製造に必要な設備や運用体制・事業採算性の
検討、(3)薪ボイラー導入の規模・機種選定や事業採算性の検討の
３点である。

事業化に向けた課題が明確化された
ほか、事業実施前から有していた周辺
地域のネットワークを活用し、ステーク
ホルダーを広げながら合意形成を進め
た。当初想定していたよりも燃料確保
のルートが広がったとともに、薪事業や
ボイラー導入への賛同者の輪が広がっ
た。今後は、本事業で検討したデータ・
情報をベースに、施設所有者・管理者
らをはじめ事業化の意思決定に関わる
主体とより密な議論を進めつつ、市外
との連携も進めながら御所版地域循環
共生圏モデルの構築に向けて尽力して
いく。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

下北山村 奈良県
再生可能エネルギー電
気・熱自立的普及促進
事業

自伐林業関連の移住者が集まり始め、林業を軸としたさまざまな地
域活性化の取組みが進む下北山村において、「移住者が村で生計
を立て、暮らし続けていくための一つの手段」としての薪事業を検討
した。薪製造事業ならびに村の温浴施設等でのボイラー事業の採
算性をとりまとめ、計画の具体化を進めたとともに、地域での学習
会・薪製造の試行なども実施し、小さな動きを積み重ねた。

薪利用のイメージや地域住民にとって
のメリットを視覚的に分かりやすく取り
まとめたパンフレットを作成するなどし
て、地域内での合意形成を様々な面か
らサポートした。また、「薪事業と自伐
林業で生計は立てられるのか」という
テーマに対し正面から向き合い、試算
を行うことで、薪事業の位置づけが明
確になった。

株式会社
信州のもり

長野県
松川町木質バイオマス
事業計画策定の補助
支援業務

松川町の公営温浴施設について、下伊那地域の木材を活用して木
質バイオマスボイラー導入に向けた事業化可能性調査を行った。当
社は地元コンサルティング企業の下請けとして熱利用状況の現地
調査、導入プランの作成と収支イメージの作成を行った。

地元企業と連携により、具体的な導入
プランを提案することができた。今後、
自治体にて導入の具体化を行うことと
なった。

民間企業 岩手県
分散型エネルギー供給
事業導入計画策定業
務

市内の公共施設のエネルギー需要調査を行い、小規模CHPもしく
はボイラー導入の可能性を比較検討した。また林業事業者へのヒ
アリング等から今後の増産及び価格低減にむけて必要な施策を提
案した。

元請企業から提出された事業プランを
市役所庁内で検討することとなった。

民間企業 東京都
木質バイオマスエネル
ギー事業化検討調査
業務の委託

木質バイオマス小規模ガス化発電の事業化に向け、燃料調達可能
量の評価を行った。統計調査や地元の林業・素材生産関係者への
ヒアリングを行い、森林資源の賦存量や調達可能量の評価を行うと
ともに、ガス化発電事業に必要な燃料の質・量を確保するための方
策について整理した。

ヒアリング調査時に確認した事項の妥
当性について、社内データを活用して
第三者の目線から評価を行ったこと
で、長期展望と将来のリスクを想定す
ることができた。

【2018年度】

厚岸町 北海道

厚岸町一次産業を繋ぐ
資源循環型木質バイオ
マス利活用計画策定事
業

町内の森林資源量を把握し、持続的な利用可能量を試算した。燃
料製造・調達の検討では薪・チップ・ペレットに加えおが粉の利用可
能性について検討した。また、木質バイオマス導入施設は公共施設
3施設を対象とし、導入によるコストメリットやCO2削減効果等を試算
した。これらの調査結果をもとに木質バイオマスの全体システムを
構築し、その際の地域経済効果も算出した。

町有林由来の木材のうち、パルプ材・
林地残材の一部は利用可能性があり、
木質バイオマス燃料は現行条件であ
ればチップが最適であるという結果が
示唆された。また、3施設中2施設で木
質バイオマスボイラー導入を導入する
ことにより、ランニングコストが削減でき
る見込みとなった。

一般社団法人
日本有機資源

協会
鳥取県

北栄町バイオマス産業
都市構想策定支援業
務

北栄町におけるバイオマス産業都市構想の原案作成を行った。地
域のバイオマス利用の現状と課題の整理、目指すべき将来像と目
標の設定、事業化プロジェクトの内容作成を行った。

構想原案に記載した事業化プロジェク
トのうち、木質バイオマスに関わる①燃
料製造プロジェクト、②熱利用プロジェ
クト、③熱電併給プロジェクトの実現に
向け、引き続き詳細な検討を行ってい
る。

まんのう町 香川県
平成30年度まんのう町
里山資源有効利用促
進事業調査業務

町内の里山資源の有効利用を目的として、町内での新たな薪製造
および温浴施設への薪ボイラー導入について事業性を検討した。ま
た、その結果に基づき薪ボイラー設備の基本設計を行った。

2019年度以降に本事業での設計内容
に基づき、薪ボイラー設備の導入に向
けた実施設計を行うこととなった。

一般社団法人
日本森林技術

協会
東京都

平成30年度地域内エコ
システム構築における
木質バイオマス賦存量
及び利用可能量調査
業務

木質バイオマスエネルギーの活用を通じた地域内資源と経済の循
環の仕組み「地域内エコシステム」の構築および定着のための調査
検討を行った。（林野庁補助事業）

2018年度に引き続いて2地域のフォ
ローアップを行ったほか、新たに８地域
での木質バイオマス利用について具体
的な試算や検討を行い、地域関係者
への理解と取り組み意欲の醸成を図っ
た。

一般社団法人
日本有機資源

協会
大分県

H30竹田市支援業務に
係る業務

市内での木質バイオマス資源利用を川上～川下まで調査し、その
事業性を検討した。
バイオマス産業都市の認定に向けた市内状況の整理を行った。

既に木質バイオマスボイラが入ってい
る温浴施設は新たに高効率なボイラへ
更新予定となっている。
市内で木質バイオマス資源を利用する
ためには、原木の流通と燃料製造の整
備が不可欠であることを明らかにした。

ワタミファーム
＆エナジー
株式会社

大分県

大分県臼杵市における
木質バイオマスの熱エ
ネルギー有効活用の
事業性評価（Ｈ30年度）

地域電力会社として地産地消型の電力供給事業を目指す「うすきエ
ネルギー株式会社」に対し、市内の食品工場及びスイミングスクー
ルへの安価な建築廃材チップ等を燃料としたチップボイラー導入
ESCO事業と、養殖事業における未利用間伐材を用いたガス化熱
電併給事業の経済性試算を行った。また、コンテナ型乾燥機を用い
たチップの乾燥試験・チップのふるい試験等も行い、事業構築にあ
たり課題となる要素を抽出した。

ガス化熱電併給事業については、林業
や電力供給事業とも連携する形でのビ
ジネスモデルとすることで事業化の見
通しが立ち、45kW規模のガス化熱電併
給プラントを2019年度中に1基導入す
る方向で検討中である。食品工場及び
スイミングスクールについては年間の
稼働率の低さが主な要因となり投資回
収年数が長期にわたると見込まれる結
果となったものの、市民出資等の方策
を含め引き続き導入方策を検討してい
る。

民間団体 熊本県

特別養護老人ホーム
の新設工事に伴うチッ
プボイラー導入に関す
る調査事業業務

新設する福祉施設へのチップ（準乾燥チップ）ボイラー導入に関す
る事業性評価を調査した。また、山側については森林組合との協議
を通して必要な森林情報の把握とその利用計画を策定した。

新設する福祉施設へのチップボイラー
の導入方法として、複数ケースを検討
した。
福祉施設に単独でチップボイラーを導
入するケースは、最終収支が小さく、投
資回収年数が長くなるため、事業化に
至らなかった。交流センターと福祉施
設の中間に位置する民間事業者から
交流センターと福祉施設の２ヶ所へ熱
供給する場合は、町と協議した枠組み
をベースに検討したが、結果は、民間
事業者の最終収支が赤字になってしま
うため、こちらも事業化に至らなかっ
た。

3 



発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

山江村 熊本県

平成30年度木質バイオ
マス資源の持続的活用
に向けた設備導入計画
策定業務

山江村内の森林資源を活用した木質バイオマス事業の計画策定を
行った。村内の森林資源の利用可能性調査、村内で木質燃料製造
を行った場合の製造コスト試算、村内の温浴施設「山江温泉ほた
る」へ木質バイオマスボイラーを導入した場合の経済性試算を行っ
た。また、木質バイオマス事業の事業イメージをより具体的にするた
め、先進地視察を行った。

村内で事業化可能性のある薪とチップ
の2つの燃料種の検討を行い、経済的
にはどちらの燃料種も事業化可能であ
ること、自動投入であり化石燃料代替
率がより高いのはチップボイラーである
ことを示した。今後はチップ事業の実現
を目指し、山江温泉ほたるへのチップ
ボイラー導入に向けた設計、村内での
チップ製造の具体的検討を行っていく
予定である。

民間企業 鳥取県
技術動向調査・経済性
試算・乾燥試験調査等

鳥取市内のクリーニング工場にバイオマス蒸気ボイラーを導入し、
チップの他に廃菌床、剪定枝やバークなどの廃棄バイオマスを燃料
とした熱供給事業を行うことを目標とする。廃菌床は、同工場を運
営している社会福祉法人が保有するきのこハウスから発生してい
る。発生量や性状が変動する廃棄バイオマスを破砕、乾燥し、最適
な組合せとなるよう燃料を製造し、本ボイラーへ供給するところも念
頭に置き、事業性評価を行う。

調査の結果、廃菌床と建廃チップを燃
料とし、固定床タイプの蒸気ボイラーを
採用し、廃菌床はビニールハウスで予
備乾燥するシステムを選定した。社会
福祉法人が事業者となった場合、投資
回収年数は8.9年となった。本結果を社
会福祉法人へ説明したところ、2019年
度の実証事業に申請することで合意で
きた。

白馬村 長野県

白馬村公共施設におけ
る木質バイオマス発
電・熱利用設備導入計
画策定業務

村内の森林資源を活用してチップ及び薪への燃料化及び公共施設
（庁舎、温水プール、ロードヒーティング）におけるボイラーでの熱利
用及び熱電併給事業について検討を行った。

2021年を目途に公共施設に先導的に
導入していくことを目標に、燃料供給体
制の整備や導入設備について検討を
進めることとなった。また、民間施設へ
の波及を目指していくための働きかけ
も並行して進めていく。

任意団体
南丹木質
バイオマス
普及の会

京都府
木質バイオマス発電熱
利用システム導入可能
性検討事業

南丹市内の間伐材を京都市内の工場でペレットに加工し、市内の
温浴施設「スプリングスひよし」にてペレットを燃料にしたガス化熱電
併給を行う際の事業性試算を行った。ガス化発電規模は40kWと
180kWの2機種を比較した。

現状の素材生産状況・ペレット価格を
鑑みると事業性は厳しいものの、温浴
施設への売熱を行った上で「バイオマ
ス発電でできた電力を現状の従量料金
よりも2倍程度高く購入しても良い」とい
う企業や家庭を顧客として見つけること
ができれば事業として成り立つ可能性
があることを示した。今後も継続して地
域の関係者を中心に熱利用も含め事
業化を検討していく状況である。

株式会社
リトル・トリー

山梨県

平成30年度水源地道
志村の森林資源を活
用した複数公共施設へ
の木質バイオマスエネ
ルギーシステム構築調
査

村内で生産された木質バイオマスをチップ化、熱電併給プラントで
消費し、余剰熱を村内の複数の公共施設へ地域熱供給を行うこと
を検討した。

実施にあたっては資金面の課題がある
が、森林環境譲与税などの活用を含め
て提案を行った。

株式会社
バイオマス

アグリ
ゲーション

長崎県
対馬市木質バイオマス
エネルギー導入計画策
定支援業務

対馬市における木質バイオマス利用検討において、地元の燃料供
給体制の調査を行った。

現地ヒアリングを通して、現地の木質
バイオマス燃料流通に関する実態を整
理し、今後の体制構築について検討し
た。

民間企業 東京都

木質バイオマス事業と
組み合わせた総合的な
木材利用事業の検討
調査ーモデル試算業務

①製材所におけるバイオマスガス化熱電併給、②工場におけるバ
イオマス蒸気供給、③病院・福祉施設等におけるバイオマス温水供
給という３つのモデル事業を設定し、それぞれについて事業性評価
を行った。

事業採算性を左右する様々な変数、例
えば燃料費や運転時間について、単一
の値でなく複数の値を算入した感度分
析を行い、「どうすれば事業として成立
するのか」という視点で検討を深めた。
また、製材所における端材利用と木材
乾燥への熱利用をガス化CHPで行うと
いう新しいモデルの可能性を探索し、
事業成立に必要な条件を整理した。

日本環創研
株式会社

群馬県
神流町資源活用による
地域創エネルギーを用
いた経済活性化事業

神流町内の宿泊温浴施設「古民家の宿　川の音」で、木質チップを
燃料としたガス化熱電併給を行う際の事業性試算を行った。燃料で
あるチップは神流町内の間伐材の利用を想定し、チップ工場の新規
設営の検討、チップ製造コストの試算を行った。

現状条件での経済性試算結果は事業
化には厳しい結果であったが、間伐材
と比較して安価に入手可能性がある支
障木の利用や、他施設や農業ハウス
への熱供給を行い収入を増加させるな
ど、経済性を改善する提案を行った。
今後も事業化に向け検討を継続する
状況である。

山室木材工業
株式会社

滋賀県

バイオマスエネルギー
の地域自立システム化
実証事業/地域自立シ
ステム化実証事業/産
業拠点において低質バ
イオマスを段階的利用
する熱電自給・小規模
熱利用システムの事業
性評価（ＦＳ）

滋賀県にてパレットおよび木質チップを製造する工場において、木
質チップを燃料とした蒸気ボイラーを導入し、製品乾燥および事務
所冷暖房等の工場内での熱利用を行うシステムについて検討を
行った。また、グループ会社の経営する農業ハウスにおいて小型木
質チップボイラーの導入を検討した。

熱利用システムの導入モデルケースを
複数案検討してそれぞれ具体的なコス
ト試算を実施し、導入システムを選定し
た。また、小型木質チップボイラーでは
同社の製造する破砕チップを使った燃
焼実験を行い、有効性を確認した。導
入条件を整理して報告書を取りまとめ
た。

【2017年度】

久万高原町 愛媛県
平成29年度久万高原
町木質バイオマス利用
実現性調査業務委託

全国でも有数の林業地での木質バイオマス利用実現性調査を行っ
た。統計資料および林業関係者へのヒアリングから、木質バイオマ
ス資源量を調査し、影響因子を考慮し、利用可能量等を推定した。
バイオマス燃料に関する調査では、既存製造事業者からの調達と
新規製造の両方から検討した。バイオマス利用設備導入に関する
調査では役場庁舎と町立病院・老人保健施設を対象に、熱・熱電併
給について検討した。

エネルギー利用に十分なバイオマス資
源量が存在することが明らかになり、
各種木質バイオマス燃料について検討
した結果、天然乾燥による準乾燥チッ
プの製造可能性が示唆された。また、
設備導入では町立病院と隣接する老
人保健施設への熱供給であれば、ラン
ニングコストを低減できる試算結果と
なった。以上の結果を受けて、来年度
は木質バイオマス勉強会を開催し、バ
イオマス利用に向けての理解を深めて
いく予定である。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

檜原村 東京都
木質バイオマス資源活
用計画策定業務委託

平成30年度から村内福祉施設でチップボイラーが稼働し始めるた
め、チップ製造・販売事業の検討を行った。また、薪とチップの村外
への利用拡大を見据え、それらの認証事業、販売事業の可能性に
ついても調査した。検討結果を踏まえ、木質バイオマス資源活用計
画（案）として取りまとめた。

チップ製造事業については関係者間で
の調整・情報共有により、チップ製造設
備が設置され、平成30年度から村内福
祉施設でのチップの活用が開始される
予定となっている。また、薪及びチップ
の製造・販売事業を6次産業に発展さ
せるため、事業スキームや認知度向
上、拡販への貢献を目指したブランド
化の方向性について提案を行った。

羽後町 秋田県

羽後町木質バイオマス
の持続的活用による再
生可能エネルギー導入
策定事業業務委託

町内の森林資源によるペレット製造システムは確立するため、本事
業では、町内にあるバイオマスの利活用システム構築に向けた調
査・検討を行った。具体的には、町内にある森林資源の利用可能量
について調査し、ペレット製造事業の経済性試算を行い、町内にお
けるペレット焚燃焼機の導入検討を行った。

本事業で設立した協議会において、次
年度以降も木質バイオマス普及に関す
る検討を継続する。また、ペレットの製
造試験を継続する意向もあり、今後も
支援を続けていく。

鹿角市 秋田県
木質バイオマス設備導
入診断調査業務委託

市内にある豊かな森林資源の有効活用を目的とし、市内の民間施
設（温浴施設・福祉施設）を対象とした木質バイオマスボイラーの導
入検討と概念設計を実施した。

次年度以降も木質バイオマスボイラー
導入に向けた検討を官民連携で継続
することとなった。

東広島市 広島県

東広島市木質バイオマ
ス資源の持続的活用に
よる再生可能エネル
ギー導入計画策定業
務

2017年5月に竣工した賀茂バイオマスセンター（チップ・ペレット・薪
製造施設）をコアとして、川上分野での実態調査（特に市内の森林
の大部分を占める天然林）と、川下分野では需要先（温水プール）
での燃料形態ごとの木質バイオマスボイラーの概念設計を実施し
た。

川下分野では、次年度以降、本調査結
果を踏まえて木質バイオマスボイラー
の基本設計及び詳細設計が行われる
予定である。さらに、次年度には森林
組合がコアとなり、地域の森林整備と
雇用拡大を目的として、本格的な調
査・実証事業へと進む予定である。

中之条町 群馬県

中之条町有施設におけ
る木質バイオマス熱利
用事業化計画策定事
業

町内民有林にある森林資源の有効活用推進を図るため、町内にあ
る森林資源の利用可能量を調査し、木質バイオマス燃料（チップ、
薪、ペレット）の製造事業や町内公共施設8か所における木質チップ
ボイラー導入の検討を行った。また、木質チップボイラーの導入が
有望視された公共施設３か所の導入計画を策定した。

平成30年度より、木質チップボイラー
の導入が有望視された公共施設3か所
において設備導入のための設計を行
い、順次設備設置工事を行う。平成31
年度内には当該施設3か所にチップボ
イラーを導入し、運用を開始する予定
である。

高浜町 福井県

平成29年度高浜町木
質バイオマス熱電併給
事業に向けた検証業務
及び基本設計業務

嶺南地域の間伐材を活用した200kW級のバイオマス熱電併給事業
と付帯するチップ製造事業、温浴施設への熱供給事業について、
チップ製造と発電の実機試験を通じて事業計画策定と基本設計を
行った。実機試験は、原木乾燥試験による乾燥条件の把握、チップ
製造と乾燥の試験を通じて低コストな乾燥チップ製造の機器選定や
コスト試算、また発電実証試験では発電能力の把握を行った。

実機試験を通じ、原木乾燥による水分
管理やチップ乾燥の手法やコストを整
理した。また熱電併給プラントの主流で
あるガス化方式で求められるチップ品
質を明らかにした。以上より、一定の採
算性を確保した事業計画をとりまとめ
た。今後資金調達の検討を行い事業
開始のタイミングを探ることとなった。

株式会社
ログウェル日本

木質バイオマス資源の
持続的活用による再生
可能エネルギー導入計
画策定事業の一部受
託業務

北海道大樹町内8施設への木質チップボイラーの導入検討を行っ
た。対象施設は地区ごとに集中しているため、各施設へ導入する
「個別管理方式」、地域熱供給を行う「集中管理方式」の2方式で調
査し、イニシャルコスト・ランニングコストを算出した。また、この結果
をもとに、ボイラー導入による地域経済への波及効果についても検
証した。

ボイラー導入に適した燃料水分・方式・
化石燃料代替率を明らかにした。ま
た、本調査の全対象施設へのボイラー
導入が実現した場合の地域経済効果
を算出し、同町における導入事業の重
要性を示した。

石川町 福島県

母畑湖畔での住民参
加型薪製造・エネル
ギー供給事業の事業
性評価

石川町の民有林資源（森林面積5,856ha）は、東日本大震災・福島
第一原発による影響で減産しており、資源成長量年間20,934㎥を利
用促進するための段階的なバイオマス事業の計画策定を行った。

「木の駅」と薪製造事業を立ち上げ、薪
を中心にした燃料加工システムを構築
し、公共施設での需要創出と連動した
段階的規模拡大を計画した。エネル
ギー供給設備導入候補先は、2箇所の
公共施設で薪ボイラーや、ガス化発電
設備、チップボイラーシステムによる計
画を策定し事業化への足掛かりとし
た。

竹田市 大分県

H29竹田市分散型エネ
ルギーインフラプロジェ
クト・マスタープラン策
定事業に係る調査及び
報告書作成支援業務
のうち熱需要及びプラ
ント立地等に関する業
務

バイオガス専門企業と協働し、木質バイオマスとバイオガスの両事
業の実現可能性について調査を行った。弊社は熱需要施設の分析
と評価を行い、バイオガス発電施設の構成案、木質バイオマスの熱
利用案、立地候補エリアの立案を行った。

現地の事情に合わせた構想に基づき、
市や関係者との調整を行い、バイオガ
ス、木質バイオマスを包括したトータル
のコーディネートを行った。

新穂森林組合 新潟県

佐渡地区森林組合連
合協議会を軸とした離
島におけるペレット製
造及びペレットボイラー
導入の事業性評価業
務

島内4つの森林組合が、高性能林業機械の共同利用や管轄区域を
またいだ施業箇所の融通といった連携を進めて地産地消型のペ
レット製造事業を行うことを目標に、島内の民間ホテル2か所・福祉
施設2か所を対象とした経済性試算とCO2削減効果の試算を行っ
た。

ホテル・福祉施設におけるランニングコ
ストを現状より低下させる条件を明らか
にした。今後、森林組合を中心に佐渡
島内でのバイオマス熱利用・熱電併給
の事業化に向けた関係者調整を行い、
2～3年後の事業化を目指していく。

天川村 奈良県
天川村木質バイオマス
利活用計画策定業務

持続的に利用可能な木質バイオマスの資源量把握、及び村内の公
共施設のうち燃料消費量の多い洞川温泉センター、薬湯センター
みずはの湯に対して薪ボイラー導入時のCO2削減効果及び経済性
試算を行った。また、平成31年度に整備予定となっている小規模多
機能型居宅介護施設についても試算を行った。そして、地域の省エ
ネ・再エネ等行動計画案を作成した。

温泉施設への薪ボイラー導入時の採
算確保が可能となる条件を明らかにし
た。さらに、未利用間伐材だけでなく、
公共工事由来等の支障木の活用時に
は、さらに採算性が向上する可能性が
示唆された。この結果をもとに、2019年
度以降に福祉施設への薪ボイラー導
入、温泉施設のうち1施設への薪ボイ
ラー導入を村として目指す。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

京丹波町 京都府

平成29年度京丹波町
木質バイオマスエネル
ギー導入可能性調査
業務

次の４項目に関する詳細調査を実施した。①既存の地域熱供給施
設（500ｋW）の稼働・運転状況のチェックと改善提案、及び余剰能力
を前提とする農業ハウス等の導入検討。②町内での新規導入検
討。③現状のチップ供給体制の改善提案。④周辺の先進事例調査
と地域での応用・連携方法の提案。

既存の地域熱供給施設の課題に対し
て、専門家の視点から問題点を整理
し、解決に向けた実践的なアドバイスを
行った。また既存の地域熱供給施設の
抱える課題を踏まえ、町内での新規導
入FSには乾燥チップの利用を併せて
検討した。

南関町 熊本県
南関町木質バイオマス
エネルギー導入計画策
定業務

木質バイオマスの供給側として、南関町における木質バイオマス資
源の賦存量、森林組合による施業及び搬出状況を調査し、また町
内及び近隣の製材所やチップ製造事業者の調査を行った。一方、
需要側は、町内の温浴施設や福祉施設などの熱需要調査と、現在
基本計画が立てられている町の新庁舎の空調負荷調査を行い、
チップによる熱供給および熱電併給設備の可能性評価を行った。

町内の木質バイオマスを利活用するた
めの将来像にもとづき、スタートとして
町の福祉センターでの事業性評価を行
い、次のステップである事業計画、それ
に必要となる地域アライアンスなどの
枠組みを提案した。

【2016年度】

塩尻市 長野県
平成28年度木質ペレッ
ト製造及び普及のため
の調査業務委託

H27年度に実施したペレット製造に関する基礎調査（製材工場調
査、ペレット製造試験、家庭でのペレット試用）を継続し、各調査をよ
り詳細に行うと共に、ペレット製造事業計画の検討を行った。

調査結果に基づき、塩尻市で持続可能
なペレット製造事業の検討が行われる
予定である。

智頭石油
株式会社

鳥取県
バイオマスボイラーの
熱需要先調査等一式
業務委託

木質バイオマスボイラーを用いた熱需要先調査として、産業用施設
を対象に各施設の熱需要把握、最適導入規模の検討と経済性試
算(ESCO事業の検討を含む)を行い、有望施設の選定を行った。

ESCO事業を前提とした有望導入先を
選定し、化石燃料価格の変動に応じた
事業性を明らかにした。

鹿児島市 鹿児島県
木質バイオマスボイ
ラー導入診断調査業務

スパランド裸・楽・良への木質バイオマスボイラーのモデル的導入に
向け、施設における熱利用の状況や燃料の調達方法、木質バイオ
マスボイラーの規模、設置・維持管理コスト、温室効果ガスの削減
効果などの調査を行った。

近隣のチップ製造事業者（市外）から安
価に乾燥チップを調達できる見込みが
あり、比較的早期に投資回収が可能と
考えられた。将来的に市内での燃料供
給体制を構築すべく、引き続き、検討を
行う予定である。

東かがわ市 香川県
平成28年度東かがわ
市木質バイオマスボイ
ラー導入等検討業務

・市内で手入れの遅れている里山を整備し薪を製造・販売している
地域団体の活動を調査し、現在の薪製造コストを明らかにするとと
もに、
将来的に当該団体による持続的な整備のために必要となる条件を
整理した。
・市内の公共施設での木質バイオマスボイラーの導入可能性調査
を行った。

民間団体による里山整備をすすめるた
めの将来的な施業シュミレーションを
行った。また、木質バイオマス利用設
備の最適な導入規模および条件を検
討し、地域の取組に沿った具体的な木
質バイオマス利用提案を行った。さら
に、森林資源の活用および木質バイオ
マス利用と連携した地域づくりの取り組
みについて他地域事例を参考に提案
を行った。

原村 長野県

原村生産木材提供事
業を活用した森林整
備・バイオマス活用の
計画策定業務

村有林および私有林の整備をすすめるための方策検討、「原村生
産木材提供事業」のニーズ調査、村内公共施設における木質バイ
オマスを含んだ多様な再生可能エネルギーの活用とその最適な組
合せの検討を行った。

村有林では今後「更新伐」を行っていく
ことで高齢化した林齢を更新し、持続
的な森林経営を目指すとともに希少種
の保護や生物多様性の向上に貢献す
る。更新伐によって出材された木材は
木質バイオマスとしても活用され、生産
木材提供事業を通して村民に提供され
ると同時に、村としても一定量を確保し
て将来村内の公共施設で木質バイオ
マスボイラーを導入する際に必要な量
を賄うことができるようにした。また村
内公共施設においては「樅の木荘」や
「役場および周辺施設」が再生可能エ
ネルギー導入に適していることがわか
り、木質バイオマスに加えて太陽光や
温泉熱などを活用していくこととなっ
た。

東近江市 滋賀県

再生可能エネルギー普
及促進業務（薪を中心
とした再生可能エネル
ギー利用促進事業）

原材料調達FSならびに市内公共施設3カ所について、薪ボイラー・
BDFコジェネ機器を併せた設備導入FSを実施した。

次年度以降に、市有の教育施設に薪
ボイラーを熱源とした冷暖房システム
の実施設計・導入が行われる予定であ
る。

日南町 鳥取県

日南町木質バイオマス
資源の持続的活用によ
る再生エネルギー導入
計画策定業務

賦存量・利用可能量調査及び運動型健康増進施設・野菜生産ハウ
ス等への木質バイオマスボイラー導入等の事業化可能性調査を
行った。また、住民説明会での事業説明・意見交換を行い、木質バ
イオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画案
の作成を行った。

調査結果及び住民や関係事業者の意
向を基に課題と対応策案を提案した。
また、関係者の事業への理解状況等も
踏まえ、ロードマップ案の作成を行っ
た。運動型健康増進施設・野菜生産ハ
ウスへの木質バイオマスボイラー導入
に向けて、課題への対応を進めていく
必要がある。

中川町 北海道

平成28年度中川町「二
酸化炭素排出抑制対
策事業費等補助金」調
査事業　木質バイオマ
ス資源の持続的活用に
よる再生可能エネル
ギー導入計画策定事
業

公共温泉に薪ボイラーを導入するためのFS調査。川上（賦存量、利
用可能量調査）、川中（薪製造事業検討）、川下（薪ボイラー導入診
断、経済性収支試算、基本設計）までの総合的な基礎調査を実施し
た。
またFSに並行し、外注事業者との連携のもと、地域起業家を育成す
るためのローカルベンチャースクールを開催した。

薪ボイラー設備導入のための詳細設
計が行われる予定である。

小田原市 神奈川県
小田原市木質バイオマ
スエネルギー導入計画
策定業務委託

地域の発電事業者、地場産業と協力した木質バイオマス事業の検
討。食品加工工場、福祉施設などを対象として木質バイオマス利用
による化石燃料代替や発電事業について検討を行った。

熱利用や熱電併給による木質バイオマ
ス利用の事業化にむけて、導入対象と
なる施設の目安や採算性試算を行い、
来期への検討へつなげた。
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山口市 山口県
山口市木質バイオマス
利活用計画策定に係る
基礎調査等業務委託

航空写真による林相判読、その他の解析及び現地調査等に基づき
賦存量調査を実施した。併せて、調査結果と関係者へのヒアリング
等を基に利用可能量を算定した。また、木質バイオマス資源の活用
に関する提案業務として市内温泉施設、公共施設等へのチップボイ
ラーの導入検討を行った。

航空写真による林相判読を行い、現地
概況調査によって実際の森林分布状
況を確認することで、より精度の高い
木質バイオマス資源量を把握すること
ができた。また、チップボイラー導入対
象の温泉施設では設備の規模や配置
等について検討を行い、設計の与条件
を提案した。

東峰村 福岡県

平成28年度福岡県エ
ネルギー利用モデル構
築促進事業東峰村地
産地消型木質バイオマ
ス利活用可能性調査
業務委託

村内に豊富に賦存する森林資源の有効活用を目的に、地域内の木
材生産状況の調査、村内熱需要施設への木質バイオマスボイラー
導入可能性調査を実施した。

村内の素材生産状況と熱需要の現状
を明らかにするとともに、2017年度から
村内に進出する木材加工工場への原
料供給可能性も加味した木材利用計
画の基礎資料を整理した。

北村技術株式
会社

青森県
西目屋村バイオマス産
業都市構想策定業務

青森県西目屋村における木質バイオマスの利用に特化したバイオ
マス産業都市構想の策定を行った。

バイオマス産業都市構想の申請は平
成29年度の夏に行う予定である。
西目屋村バイオマス産業都市構想内
において公表する事業化プロジェクト
は、既に官民連携で取組が進んでお
り、当該地域における構想の実現可能
性は極めて高い。

民間企業 福岡県
木質バイオマス発電燃
料調達に向けた基礎調
査

福岡県における木質バイオマス発電事業のための燃料調達に関し
て、隣接する大分県を中心に基礎調査を実施。

大分県内の木材市場にヒアリング調査
を実施したが、福岡県内の近接地域で
木質バイオマス発電の計画が進行い
ていることが明らかになったため、基本
的に事業化を断念。

民間企業

平成28年度木質バイオ
マス利用支援体制構築
事業　木質バイオマス
熱電併給支援事業

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会が林野庁から受
注した小規模木質バイオマス発電の事業化支援を専門委員として
熊本県の民間企業を対象に実施した。

木質バイオマス発電の事業化に向けて
調査を実施したが、検討段階の初期で
あったためにまずは事業化に必要な事
項とスケジュールの明確化を行った。

飯能市 埼玉県
西川材バイオマス利用
システム調査業務

「西川材」ブランドで知られる市内の林業、製材業の現状を調査し、
市内の公共施設に熱電併給プラントを導入し高品質チップを利用す
る計画、バイオマスボイラーを導入し低品質チップを利用する計画
づくりを行った。

バークをチップ化することによるチップ
ボイラーの利用が有効であるが、熱電
併給プラントはチップ価格の面で採算
性が高くないことがわかった。チップボ
イラー導入の対象施設では、既存のボ
イラー老朽化が顕著になっており、今
後ボイラー更新を検討していくことと
なった。

臼杵市 大分県

平成28年度臼杵市木
質バイオマス小型熱電
併給システム導入計画
策定委託

森林バイオマスのエネルギー利用を契機として、森林の整備、流通
促進のための中間土場の整備を図りつつ、地域における電気熱エ
ネルギーの地産地消による波及効果を目指すため、最適な森林バ
イオマスのコージェネレーションシステムの導入検討を行った。具体
的な検討内容として、現在の森林からの賦存量及び未来に目標と
する森林の状態に向けての賦存量と雇用者数を算出し、カスケード
センターと呼ばれる中間土場の類似事例を調査し、臼杵市の現状
とニーズに合致した機能用途の在り方を検討して方向性を定め、丸
太のチップ加工とチップの購入を比較し、燃料の入手方法を検討し
た。
また、木質チップによるガス化コージェネレーションシステムの機種
選定を行い、2種類のチップを用いて秋田のプラントにて2日間の試
験運転を行い、良好な結果を得られた。さらに、複数の導入候補施
設において施設概要、需要調査を実施し、導入数増大によるコスト
削減を検討することで、初期の導入段階から階段状に展開する順
番を検討し、事業を軌道に乗せるスケジューリングを行った。
以上より、事業主体の構造仕組みと構成を検討し、特定目的会社を
設立する方針を策定した。

既にうすきエネルギー株式会社の設立
により電力小売事業がスタートしてお
り、特定目的会社設立準備と初期ス
テージの予算化の検討に入った。

2.　バイオマス事業化構築総合支援業務

【2020年度】

民間企業 岡山県
林業・エネルギー事業
に関わる基礎調査

バイオマス発電事業への出資を検討するクライアント企業に対し
て、主に燃料供給面でのデューデリジェンスとして県庁へのヒアリン
グを実施し報告した。

クライアント企業は木質バイオマス発
電事業への出資参画を表明。

【2019年度】

民間企業 その他

自治体等の地域で検
討されている木質バイ
オマスの調査事例収集
ととりまとめ

自治体が過去に行っている木質バイオマスエネルギーに関するFS
調査の事例収集を行った。

クライアント企業において事業化検討
を継続することとなった。

民間企業 鹿児島県
木質バイオマス発電事
業の事業化支援業務

木質バイオマス発電所の燃料調達に必要な業務支援を実施した。 周辺の原木の競合状況の整理や燃料
調達に関する交渉等を支援した。

民間企業 東京都
木質バイオマス関連事
業の事業化に関するア
ドバイザリー業務

全国各地でのバイオマス発電事業化の検討初期段階において現地
同行やアドバイスを行った。また小規模熱電併給および熱利用事業
への展開について市場動向や顧客ニーズ、アプローチ戦略につい
てまとめたマスタープラン案を作成した。

一部の検討地域では現地事業法人を
設立し、事業化に向けて進むこととなっ
た。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

三菱UFJ
リサーチ＆
コンサル
ティング

株式会社

東京都

令和元年度地域におけ
るESG金融促進事業
「福祉施設と温浴施設
が連携した薪製造・薪
ボイラー導入による地
域コミュニティ活性化事
業」支援業務

環境省「地域におけるESG金融促進事業」に採択された東和銀行様
での「福祉施設と温浴施設が連携した薪製造・薪ボイラー導入によ
る地域コミュニティ活性化事業」の検討支援を行った。
東京都昭島市を一つのモデルケースとして障害者福祉施設での
「薪事業創出」における就労支援の実現方策、薪製造事業に関わる
地域ネットワークの新たな創出、温浴施設におけるCO2排出削減及
び災害時のレジリエンス向上につながる事業モデルを試算・提言し
た。また、このモデルケースについて東和銀行の営業エリア内にお
ける同様のモデル展開に向けたマーケティング調査と今後の展開
方法について検討した。

今回検討したモデルを足掛かりに、営
業エリア内での普及に向けてESG金融
の取り組み促進へ向けた仕組みづくり
を図っていく予定となっている。

民間企業 東京都
バイオマスボイラー導
入実現調査（前半分）

民間会社が自治体へ働きかける、熱エネルギー供給事業の実現化
の支援を行う。施設の熱需要を計測して、最適な木質バイオマスボ
イラを選定し、事業可能性を試算する。最終的には導入のための手
続きや設計も行う。

2020年度も引き続き進行中。

民間企業

第一期木質バイオマス
発電事業（5ヶ所）
デューデリジェンス業
務

クライアントの投資候補先企業のバイオマス発電プロジェクトに関す
る燃料調達、発電技術、収支計画面のデューデリジェンスを行っ
た。

超短期業務というニーズに対し、社内
リソースを活用して顧客満足の高いア
ウトプットを提出した。

社会福祉法人
ウイズュー

鳥取県
廃菌床乾燥試験及び
廃棄物対策に関する外
注業務

本事業では、建廃チップや廃菌床を燃料とした蒸気ボイラーをク
リーニング工場へ導入し、2020年度末までに試運転を完了させる。
当社は、関係者との調整業務や廃菌床の乾燥試験などの支援業
務を行った。

蒸気ボイラーの導入に向けて、引き続
き支援業務を実施している。

【2018年度】

日本コムシス
株式会社

鹿児島県

木質バイオマス発電事
業化に向けた支援業務
委託(鹿児島県南薩地
域）

鹿児島県某市での木質バイオマス発電事業に向けた燃料調達の
支援を実施した。

発電所で必要な燃料量の協定を結び、
燃料調達計画を作成するとともに、木
質資源供給協議会の設立支援を行っ
た。

民間企業 山梨県
2000kW級発電所開設
のための支援業務

バイオマス発電事業における燃料供給調査分析と金融機関向け報
告書作成の業務を行った。

バイオマス発電事業の安定稼働のた
めに必要な燃料調達の条件整理や事
業性評価を行った。

民間企業 埼玉県
民間企業敷地内におけ
るバイオマス発電事業
化可能性調査

剪定枝を原料とした木材ガス化発電装置の導入可能性調査を行っ
た。規模の選定、事業収支の検討、法律の適用について調査した。

剪定枝の入手可能量から算出し、ある
メーカーの300kWの導入について提案
を行った。法律上の問題点を妥協案と
共に提案した。次の段階に進めるため
に、顧客関係者を集めた協議を行う事
になった。

枕崎
バイオマス
エナジー
合同会社

鹿児島県

木質バイオマス発電事
業化に向けた支援業務
委託（鹿児島県南薩地
域）

鹿児島県某市で計画されている木質バイオマス発電の発電所の出
力制御対応として地域バイオマス認定を受けられるよう、手続きを
行った。また、燃料乾燥の試験や流通状況の整理等を行った。

地域バイオマス認定については「再生
可能エネルギー農山漁村活性化協議
会」の設立を支援した。また、燃料乾燥
の試験を補助し、次年度以降も継続的
に試験を行うこととなった。

【2017年度】

鹿児島市 鹿児島県
木質バイオマス熱導入
促進調査業務

木質バイオマスボイラーの導入に向け、市周辺の素材生産業者へ
の供給可能量調査と市内の需要調査を実施した。

燃料供給量、需要先共に有望な事業
の存在が明らかになった。

東峰村 福岡県

木質バイオマスボイ
ラー導入のための東峰
村型小規模木材生産
システム構築事業業務
委託

平成28年度の調査をうけ、安価な木質バイオマス燃料供給に向け
て、本事業では木材生産体制の強化を目的とした東峰村型小規模
木材生産システムの検討を行った。、村民への木質バイオマスに関
するアンケート調査をつうじて、小規模木材生産システムの構築を
行った。

村民アンケートでは回答率は高くな
かったものの、その内容はバイオマス
利活用事業に賛同する意見が大半を
占めた。この結果をもとに、小規模木
材搬出システムと木の駅プロジェクトを
組み合わせた、「東峰村型小規模木材
生産システム」を構築した。

【2016年度】

民間企業 群馬県
群馬県内における木質
チップ製造事業検討調
査業務（第1段階）

地域の事業者が集まり設立した新会社での2,000kW未満級バイオ
マス発電の事業化検討を実施。年間3万トンの集材及びチップ製造
コスト試算、発電所の経済性試算を行った。

蒸気タービン発電だけでなくガス化発
電も視野に入れた上で、今後も継続し
て事業化検討を行っていく。

富士見湯 東京都
薪ボイラー運用支援業
務

昭島市内の民間銭湯「富士見湯」に平成28年3月に導入された薪ボ
イラーへ、地域からの木材の安定供給が可能となるよう、材の調達
手配や薪運搬の支援・関係者紹介といったコーディネートを行った。

多摩地域の支障木・間伐材等を主な材
料として、平成29年度より、100t/年規
模で民間銭湯でも経済的に成り立つ価
格での薪供給を開始できる見込であ
る。

民間企業 東京都
平成28年度アドバイザ
リー業務契約書

木質バイオマス熱電併給の事業化に関するアドバイザリー業務 他地域水平展開を前提とした,熱電併
給事業の開発推進に必要な技術情報
などの提供により、クライアント企業に
より複数地域で事業開発を継続してい
る。

民間企業 山梨県
1万kw発電所開設のた
めの支援業務契約書

木質バイオマス燃料調達のアドバイスと行政ならびに銀行融資先に
提出する木質バイオマス燃料調達計画の報告書作成業務。
木質バイオマス燃料の利用可能量調査、調達可能量調査、調達方
針作成等。

木質バイオマス燃料調達の調査力と利
用可能量調査、調達可能量調査、計画
策定力。
行政ならびに銀行融資先調整力。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

3. 　バイオマスエネルギー利用研究開発・実証試験業務

【2019年度】

津別町森林
バイオマス
利用推進
協議会

北海道
津別町木質チップ製造
実証試験業務委託

追上材やパルプ材を原料する場合のチップ製造試験を行った。複
数のメーカーへヒアリングを行い、製造条件に適合するメーカーへ
チップ製造試験を打診し、そのうち2社のチッパーで試験した。製造
されたチップは目視での形状把握等を行い、製造されたチップ品質
について評価した。

チッパー機の構造や製造されたチップ
の形状等を整理・比較したことで、メー
カーごとの特徴を明確にすることがで
きた。また、町内で実演会を開催し、関
係者への理解を深める一助となった。

民間企業 大分県
ガス化発電プラントの
連続稼働運転状況解
析業務

民間会社へ小型木材ガス化発電装置の導入支援を行った。代理店
が持つ試験用機器を使って、原料となるチップのサンプルを持ち込
んで実際に発電させ、動作確認･発電出力変動･原料消費量等の測
定を行った。数日間の連続運転による実証で装置の機能を評価し
た。

メーカ側の協力が弱く測定できない要
素があったが、仮定した場合を含めて
原料の装置への適合性を評価し、装置
の導入に至った。

【2018年度】

林野庁 東京都
「地域内エコシステム」
技術開発・実証事業

堆積した湿潤チップの上下方向に温風を通して乾燥するバッチ式箱
形積層通風乾燥機について、基本構造・構成を変更せずに、「乾燥
効率向上」と「水分の均等化」に繋がる操業方法の改善策を開発し
た。

乾燥機出口の通気の湿度により送風
量を変更する制御など、簡単なシーケ
ンス制御を組み込むことで省エネル
ギー化をすることが可能であることを確
立した。

国立
研究機関法人

農業・食品
産業技術

総合研究機構

長野県

日本ワインの競争力強
化に向けたブドウ栽培
及びワイン醸造技術の
実証研究

3か年の研究事業の最終年度として、ブドウ栽培用ハウスに導入し
た木質バイオマス加温機の稼働状況を分析し、加温効果を検証す
るとともに、今後に向けた課題と対応策を検討した。

ブドウ剪定枝のチップ燃料化からブド
ウ栽培用ハウス加温用のチップボイ
ラー導入及び運用までをマニュアルと
してまとめ、本取り組みの波及を促進し
ていく。

長野県野菜花き
試験場

長野県

平成30年度農業用バイ
オマスボイラー開発の
ための燃焼制御装置
性能調査業務委託

農業用薪温風器開発のため、昨年度の実証で課題であった着火～
燃料初期の安定化のため、制御機能を新たに追加しハウス内で燃
焼試験を行った。制御パラメーターの最適化、各種データを取得、
分析を行い制御性能を調査と製品化に向けた課題の抽出を行っ
た。

性能面では着火～燃焼初期の安定化
が図れ、農業用薪温風器として満足の
いくアルゴリズムが開発できた。

【2017年度】

国立研究開発
法人農業・食品

産業技術
総合研究機構

長野県

日本ワインの競争力強
化に向けたブドウ栽培
及びワイン醸造技術の
実証研究

前年度事業でハウスに導入した木質バイオマス加温機の稼働状況
を調査し、加温機の通年での燃料使用量の推計ならびに安定稼働
に必要な対応策を検討した。

農地で発生した剪定枝のみを用いて、
加温機がハウス保温の用途で使用す
る燃料を全て代替できるか、運転方法
と併せて検討・調査を行う予定である。

長野県野菜花き
試験場

長野県

平成29年度農業用バイ
オマスボイラー開発の
ための燃焼制御装置
性能調査業務委託

農業用薪温風器開発のため、昨年度開発した燃焼制御機能をさら
に改善し、ハウス内で燃焼試験により、制御パラメーターの最適
化、各種データを取得、分析を行い制御性能を調査と課題抽出を
行った。

室温制御性能は満足いくアルゴリズム
が開発できた。長野県の標準的なハウ
ス規模および育成条件に適した薪温風
暖房器の仕様を整理した。次年度は実
証試験により、より実践的な検証を行う
予定。

【2016年度】

新上五島町 長崎県
新上五島町森林素材
生産実証実験業務委
託

町内（島内）でのチップ工場の建設を目標とした、素材生産から原
木運搬、チップ加工までの実証試験と、海上輸送を前提としたチッ
プ販売に関する調査。

素材生産体制に必要な事項の整理、
チップ工場建設に向けた基礎資料を整
理した。

フォレストテクノ
ロジーサービス

株式会社
群馬県

木材需給情報システム
の開発調査補助業務

木材需給管理システム開発をベースとした群馬県域の木材需給量
拡大戦略に向けた試験研究支援

SCMシステムの設計にかかわる各要
素の定義化支援

長野県野菜花き
試験場

長野県

平成28年度農業用バイ
オマスボイラー開発の
ための燃焼制御装置
性能調査業務委託

農業用薪温風器開発のため、燃焼制御機能を付加した市販温風器
を使用したハウス内で燃焼試験により、制御パラメーターの最適
化、各種データを取得、分析を行い制御性能を調査と課題抽出を
行った。

実用機開発に向けての課題抽出と対
応策の提案ができた。

西目屋村 青森県
薪製造事業調査委託
業務

本業務は、平成29年度より薪ボイラーの運用が始まる青森県西目
屋村において、薪ボイラー用の薪を製造する体制を整備するため
の実験・検討を行った。具体的には、樹種（針葉樹・広葉樹）別、薪
の長さ（薪ボイラー用80cm・薪ストーブ用40cm）別に薪製造を行い、
1日における製造量や投下労働量、コストを測定した。また、その結
果を基に製造コストをシミュレーションした。

本試験では薪製造を効率的に行うため
の体制を検討してきた。その結果、1人
あたり実材積3.5m3/日の針葉樹薪を
製造できるようになった。
平成29年度には、西目屋村において薪
製造・販売事業を行う会社が設立す
る。その会社では本試験で検討した薪
製造体制をベースとし、事業を展開し
ていく。

国立研究開発
法人農業・食品

産業技術
総合研究機構

長野県

日本ワインの競争力強
化に向けたブドウ栽培
及びワイン醸造技術の
実証研究

ブドウ栽培で発生する剪定枝の有効活用を目指し、剪定枝を原料と
した乾燥チップ・ペレットの製造試験、燃焼試験を実施し、ブドウ栽
培用ハウスを加温するために適した燃料及び加温機を選定した。

ブドウ剪定枝のみを原料とした、破砕
チップに近い形状のものでも、メーカー
側の対応次第で小規模なチップボイ
ラーでも燃焼可能であることを確認し
た。また選定した燃料の製造に適した
破砕機ならびに木質バイオマス加温機
をハウスに導入した。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

4.     木材資源収集システムシミュレーション・実証業務

【2020年度】

北海道庁 北海道

令和２年度（2020年度）
木質バイオマス資源活
用促進事業
（低コスト集荷・搬出拠
点効果検証事業）委託
業務

北見・網走地域では木質バイオマス需要が高まっていることから、
林地未利用材を低コストかつ安定的に供給するための体制構築が
必要である。過去の検討結果より林内に少量分散している林地未
利用材を有効活用するためには集荷・搬出拠点（中間土場）が必要
であり、集荷～燃料供給までのコスト分析・課題を検証し、その結果
を踏まえた中間土場の運用提案を行った。

林地未利用材の集荷・中間土場までの
運搬、中間土場におけるチップ製造、
需要施設までのチップ供給について2
パターンの実証試験を行い、各工程に
おけるコストと課題を把握した。実証試
験のコストと中間土場未設置の場合の
コストを比較したところ、前者のコスト削
減効果が見込める結果が得られた。こ
れもとに北見・網走地域における効果
的な中間土場あり方を整理し、運用提
案を行った。

西川地域
スマート林業

協議会
埼玉県

令和2年度スマート林
業効果検証・報告書作
成業務委託

埼玉県飯能市を中心とする西川林業地において、R2年度の林野庁
事業として採択された「令和2年度スマート林業構築普及展開事業」
に対しての効果検証・報告書作成業務を受託。3Dレーザーによる
森林計測(木・地形)や、作業道作設のシミュレーションといったス
マート林業システム導入による生産性向上等の効果検証、課題整
理、報告の支援を行った。

従来手法と新手法での工数比較･整理
(例：毎木調査時に、現地での3Dレー
ザー計測に要した時間と解析時間)や、
地域関係者の意見交換等の支援を行
い、地域でのスマート林業活用の方向
性を整理できた。また、西川スマート林
業協議会は令和3年度も林野庁スマー
ト林業構築普及展開事業に採択されて
おり、森林資源把握の高度化(地上
レーザー、ドローン)や、丸太検知シス
テム・原木市場WEB入札システムにつ
いても整備を行い、西川地域において
技能者育成と継続的な技能者育成体
制の構築を行っていく。

【2018年度】

民間企業 北海道

燃料材の調達可能性
に関する調査および事
業候補地周辺における
森林資源量調査業務

北海道某市での木質バイオマス発電事業に向けた燃料調達の可
能性について、現地ヒアリングに加え、3DWalkerでの森林資源量の
把握を行った。

木質バイオマス発電事業に関わる事業
者に対して燃料供給の実態を明らかに
し、周辺事業者に増産の意向があるこ
とを明らかにした。森林資源量につい
ても精度の高い情報の取得ができた。

【2016年度】

王滝村 長野県

平成28年度王滝村木
質バイオマスエネル
ギー導入計画策定業
務

林地残材の有効活用を図るべく、利用可能な資源量の推定、林地
残材の搬出実証試験、林地残材のチップ化実証試験を行った。ま
た、バイオマス発電事業および熱利用事業の事業性を評価した。

従来林地残材となっていた材や枝葉を
燃料用チップとして供給するチップ製造
事業に取り組む方針を決定した。

5.     森林づくり関連計画策定業務

【2020年度】

厚真町 北海道
地域おこし企業人交流
プログラム

被災森林の状況を把握するため、森林簿と小班や土砂堆積箇所等
のGISを組み合わせ、特殊地拵え対象地を抽出した。

特殊地拵え対象地を抽出した後、対象
外地を除外し、さらに路網計画等と照
らし合わせることで、年度別の施業予
定地を選定した。

熊本市 熊本県
熊本市健全な森づくり
推進計画（仮称）策定
支援業務委託

森林環境譲与税の運用や、森林経営管理法に基づく新たな森林管
理システムの運用に当たって、森林の現状に応じた効果的な森林
整備を計画的に行うことを目的とした「熊本市健全な森づくり推進計
画の作成。

熊本市としても初めてとなる市の森林
に関する計画の作成業務であったが、
関係者との協議の結果を踏まえ、「熊
本市健全な森づくり推進計画を完成さ
せることができた。また、概要版やノベ
ルティ、展示パネル、すごろくといった
市民への普及を目的とした成果品も市
の意向に沿って作成した。

湯前町 熊本県
湯前町森づくり構想作
成業務委託

現在の情勢と将来を考え、中長期的に森林政策を推し進める必要
があるため、町の森づくりの基本方針となる「湯前町森づくり構想
（仮称）」を策定した。

策定委員会での意見やヒアリング調
査、文献調査を加味し、具体的かつ実
現性のある構想を作成することができ
た。また、平成27年度に作成した「湯前
町町有林管理計画書」の計画と現状の
比較もその実効性を示唆する重要な資
料となった。

諸塚村木質
バイオマス
発電事業

検討委員会

宮崎県
諸塚村における木質バ
イオマス資源利用可能
性調査業務

森林資源量調査を実施した。
諸塚村で施業を行う林業経営体に対しヒアリングを行い、素材の流
通状況とエネルギー利用に向け低質材を今後利用可能か資源量を
調査した。

素材の生産状況及び流通量、輸出の
影響や新型コロナウイルスによる影響
などを幅広くヒアリングし、地域内の林
業の現況を把握した。
近隣でバイオマスエネルギー利用を行
う場合の供給可能性や価格、事業者
の意向を聞き取り、今後のエネルギー
利用検討に向けた基礎情報を明確にし
た。

山武市 千葉県
山武市地域林政アドバ
イザー業務委託

「スギ非赤枯性溝腐病」や「令和元年房総半島台風」の影響で荒廃
する森林の対策を整理し、今後の地域の森林・林業の方向性につ
いて計画策定を行うために、必要な情報の整理や、山武市森林づく
り審議会の準備等を行った。

関係事業者へのヒアリングや台風被
害森林の現地調査による現状把握を
行い、市内関係者で構成する森林づ
くり審議会の準備会を開催した。ま
た、次年度以降に開催する森林づく
り審議会での審議内容や進め方を整
理した。
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【2017年度】

ランドブレイン
株式会社

滋賀県

「湖南市木質バイオマ
ス再生可能エネルギー
導入策定業務」に係る
業務

湖南市の生産森林組合の活動促進、および搬出材の循環利用を
目的としたFS調査を行った。森林資源量や地域林産業・木質バイオ
マス利用の現状を調査するとともに、地域住民や生産森林組合が
主体となって新たな資源利用のスキームを構築する方法について
検討を行った。

地域協議会を開催し調査結果を共有し
たことで、森林に関わる事業者や地域
住民が話し合う機会となり、次年度以
降の協議会の継続方針が決定した。ま
た、関係者で継続的に森林資源利用ス
キームの構築に向けて取り組んでいく
こととなった。

6.     バイオマス技術・マーケティング調査

【2020年度】

民間企業 東京都
ストリートデザイン社製
木材炭化・ガス化発電
システムの技術評価

お客様が投資をする予定となっていたガス化発電システムの技術
に対して、デューデリジェンス評価を実施した。具体的には、対象プ
ラントメーカーからの基礎資料からの技術評価、ヒアリングによる評
価、既存プラントの現地調査を行った。メーカーからの提出資料は
不十分で、既存プラントも工事中の状態であったが、弊社のガス化
発電の技術開発の経験や木質バイオマス利用設備の多くの設計・
施工監理経験から、設計に対する熟度を推測してそれを評価として
まとめた。

お客様の投資判断に大きな影響力を
与えていく材料を提供できた。調査対
象メーカーに対して、技術アドバイスを
提供することとなった。

民間企業 その他

木質バイオマスガス化
発電の炭化物利用現
況調査および事業候補
地検討業務

木質バイオマスガス化発電事業の候補地を選定するために、全国
の木質バイオマスガス化発電所へのアンケート調査を実施し、運営
における現況や事業費用について把握した。
また、燃料調達が可能と思われる地域を抽出するために、全国市
町村の森林資源量調査から燃料とするチップ供給価格の推定を
行った。

アンケート結果を基に全国のガス化発
電事業の状況を把握した上で、燃料調
達が可能と想定する事業候補地域上
位５地域の燃料調達状況について言
及し、事業を実施する上での地域への
提案方法についても示した。

【2019年度】

民間企業 その他

自治体等の地域で検
討されている木質バイ
オマスの調査事例収集
ととりまとめ

木質バイオマスのガス化発電事業について、過去の失敗事例につ
いてその概況と原因についてレポートした。

過去の事例を参考に計画が進行して
いる。

民間企業 東京都
木質バイオマス事業化
に関する調査

林業・木材産業からバイオマスエネルギー業界までの現状について
トレンドと事業参入可能性についてレポートした。また木質バイオマ
ス発電事業の典型的なモデルを提示し事業検討の材料を提供し
た。

事業化にむけて検討を前進した。

横浜国立大学
（破発注元：

一般財団法人
環境対策
推進財団）

鳥取県

持続可能なバイオマス
事業のための統合的
評価モデルに関する研
究

横浜国立大学等と連携し、木質バイオマスに関する基盤情報モデ
ル構築に取り組んだ。本テーマにより2020年度及び2021年度の環
境研究総合推進費の採択を目指したが、2次審査の結果、不採択と
なった。

地域の情報を提供することで民間事業
者が発電や熱供給事業などを行う、ま
た自治体がこれらの事業を後押しする
材料の一つを提供した。

【2018年度】

東広島市 広島県
東広島市菌床きのこ・
たい肥化プロジェクト事
業化計画策定業務

東広島市バイオマス産業都市構想に基づいた利活用の調査とし
て、市内で新設計画のある菌床きのこ工場及びたい肥工場の事業
化支援を実施。
実施内容としては、市内のきのこ・たい肥流通状況の把握・事業計
画の精査・利用可能な補助金探索などを行った。

市内のきのこ・たい肥生産業者及び需
要者へのヒアリング調査等を行い、事
業計画と市内の流通状況の差異を提
示、計画の改善点を明らかにした。

民間団体 その他
バイオマス改質燃料の
ＣＯ2削減効果に関する
調査

バイオマス改質燃料を海外から調達する場合のCO2排出量に関わ
るデータ等を取得し、そのCO2削減効果を推計した。また、次年度
に実施予定の詳細調査について調査計画書を作成した。

関係者への聞き取り調査等を実施し、
現状のバイオマス改質燃料の市場動
向やコスト、技術開発状況、CO2削減
効果の推計に資する情報を入手し、整
理することができた。次年度、詳細調
査が予定されている。

【2017年度】

大分県 大分県
平成29年度木質バイオ
マス燃焼灰有効利用調
査研究事業

過去2ヵ年の調査結果を受けて、燃焼灰の流通に向けた市場調査
および加工に関する検討、農林業分野での燃焼灰施肥試験を実施
した。
燃焼灰の流通に向けた市場調査からは、代替対象として「消石灰」
が有力であると判明した。
また、そのためには加工に関して、分級機・ふるい機が必要という
結果を得た。
農林業分野での燃焼灰施肥試験より、林業分野では苗木の成長休
止期間と重なったこともあり、成長に関する影響は見られなかった。
農業分野では4品目で試験を実施し、多くの調査項目で施用区が慣
行区を上回る結果となったことから、燃焼灰の施肥が生育に貢献す
る可能性が示唆された。

燃焼灰の有効利用について、代替対
象は「消石灰」、加工方法は「分級機・
ふるい機」が有力であることが判明し
た。加えて、農林業分野では燃焼灰施
肥による農作物・苗木ともに成長への
悪影響は見られなかったことから、今
後も引き続き実用に向けた検討を進め
ていく予定である。

【2016年度】

大分県 大分県

平成28年度木質バイオ
マス燃焼灰有効利用調
査研究研究事業委託
業務

大分県日田市を中心に製材工場から大量に発生する燃焼灰の有
効利用に関する調査。昨年度までの実態調査に続き、需要先の開
拓を目的に調査を実施。

林業や農業分野での肥料としての利用
可能性が示唆され、実際の流通体制
構築に向けての課題整理を行った。
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7.   再生可能エネルギー利用調査・計画

【2020年度】

株式会社
野村総合
研究所

群馬県
「災害対応型の太陽光
発電・蓄電池等による
電力自給」モデル事業

環境省「地域におけるESG金融促進事業」に採択された東和銀行様
での「医療・福祉施設を対象とする『災害対応型の太陽光発電・蓄
電池等による電力自給』モデル事業」の検討支援を行った。
群馬県内の高齢者福祉施設をモデルケースとして、太陽光発電設
備及び蓄電池の導入による電力の自家消費システムによって、
CO2排出削減及び災害時のレジリエンス向上につながる事業モデ
ルを試算・提言した。また、このモデルケースについて今後の展開・
普及に向けたツールの検討・作成を行った。

今回検討したモデルを足掛かりに、営
業エリア内での普及に向けてESG金融
の取り組み促進へ向けた仕組みづくり
を図っていく予定となっている。

【2019年度】

岸田木材
株式会社

富山県
CO2削減ポテンシャル
診断事業における計
測・調査業務

岸田木材㈱の環境省「CO2削減ポテンシャル診断事業」応募を支援
し、採択を受けた。診断内容としては、木材乾燥用に現在使用して
いる灯油焚きの蒸気ボイラーを木質バイオマスボイラーに代替する
際の経済性試算を、1時間単位の蒸気消費量計測結果を踏まえて
行ったほか、太陽光発電の設置可能性検討、工場内各機器の省エ
ネ方策の検討等を行った。

最も有望な方策として考えられた、工
場内で発生する樹皮を主燃料にしたバ
イオマスボイラーの導入について継続
的に検討している。

有限会社
浪川荘

千葉県
CO2削減ポテンシャル
診断事業における計
測・調査業務

ホテル浪川荘の環境省「CO2削減ポテンシャル診断事業」応募を支
援し、採択を受けた。診断内容としては、大浴場の給湯・昇温熱源
としているプロパンガスを木質バイオマスボイラーに代替する際の
経済性試算や、太陽光発電・蓄電池等の導入時の経済性試算、夏
場のピーク時における空調による電力負荷の実測結果に基づく省
エネ方策の検討等を行った。

有望な方策として考えられた、バイオマ
ス熱電併給設備の導入、及び太陽光
発電＋蓄電池の導入について、他社
が設置する形態も含めて継続的に検
討している。

【2017年度】

学校法人
近畿大学

福岡県

嘉麻市　バイオマス固
形燃料（バイオコーク
ス）事業化可能性調査
委託

福岡県嘉麻市内においてRDF製造プラントに代わりゴミを原材料と
するバイオコークス製造プラント新設を目指し、主として他地方の既
存需要先（工場・清掃工場）に販売するための製造コスト・輸送コス
ト試算と、実際の利用可能性に関して調査を実施し、建設費及び年
度ごとの収支を整理した。

各種のゴミを原材料とするバイオコーク
ス製造プラントを平成31年度に稼働さ
せることを目標に、平成30年夏に実証
試験及び設計を行う方向で検討中。

【2016年度】

学校法人
近畿大学

福岡県

嘉麻市　バイオマス固
形燃料（バイオコーク
ス）販売のための流通
調査

平成27年度に引き続き、嘉麻市において一般家庭ごみを原料とす
るバイオマス固形燃料(バイオコークス)のマーケティング調査を行っ
た。石炭コークスや薪・チップとの代替を想定し、4分野6施設にヒア
リングを行った。

九州内の木質バイオマス発電所にお
いて、将来的に木質チップ燃料乾燥熱
源としてバイオコークスを利用する可能
性が示唆された。今後詳細にヒアリン
グを行い、具体的な活用方策を検討し
ていく予定である。

近畿大学
バイオ

コーコス
研究所

大阪府
バイオコークスに関す
る各種調査

近畿大学医学部の移転に伴い堺市の泉ヶ丘駅前で計画されている
地域熱供給プロジェクトの一環として、バイオコークスを用いた熱供
給事業の経済性試算を行うに当たり周辺地域におけるバイオコーク
ス原材料の収集可能性調査を実施した。大阪府内における剪定
枝・支障木等の利用可能量、及び堺市内外の食品工場系廃棄物の
利用可能量を現地ヒアリングをもとに具体化し、製造コスト試算を
行った。

バイオマス資源の調達先について全く
あてのない状態から、バイオコークス
原材料として適性のある廃棄物が発生
している事業者から提供に前向きな回
答を引き出すことに成功した。地元関
係者と協力しながら事業化への具体的
な道筋を共有するに至らしめ、次年度
以降の検討に繋げた。
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8.　バイオマス導入診断・設計・工事監理

【2020年度】

津別町 北海道
木質バイオマスセン
ター基本設計業務

木質バイオマス燃料として使用するチップの製造ラインを設計する
業務。林地未利用材を受け入れる保管ヤードやトラックスケールな
ど全体の配置や、原木を破砕するチッパーの選定、破砕後のチップ
を分級する篩機、分級後のチップを運搬するコンベヤについて基本
設計を行った。

基本設計の結果を受け、チップ工場の
建設へ向けて令和3年度に実施設計に
進み、令和4年度にチップ工場を建設
予定である。

甲斐市 山梨県

甲斐市バイオマス産業
都市構想・再生可能エ
ネルギーを活用した熱
供給設備導入調査・事
業化計画策定業務（令
和２年度事業）

市内で計画されている民間事業者による木質バイオマス発電所建
設に合わせ、本発電所の排熱を利用した周辺公共施設への熱供給
事業を行うにあたり、各公共施設における年間の詳細な熱需要を
測定し、排熱エネルギーの利用可能量の予測、最適な熱利用配
分、適切な設備選定と導入計画の検討を行い、事業性調査並びに
設備導入計画の検討を行った。（令和元年度及び2年度の2か年事
業）

国内ではほとんど例の無い約7,000kW
級木質バイオマス発電所からの排熱利
用について、発電所等関係者と協調し
ながらシステム検討を進め、現在建設
を予定している発電所稼働に合わせて
熱供給の開始を目指す。

中之条町 群馬県

令和２年度中之条町六
合支所木質バイオマス
ボイラー導入工事工事
監理業務

令和元年度に続き、六合支所での木質バイオマスボイラー導入と暖
房設備の改修（蒸気配管から温水配管への切り替え）の工事監理
を実施した。厳冬期に入る直前の12月に竣工し、冬季の暖房を途
切れなく実施することができた。

町の策定した木質バイオマス利用計画
の策定から設計、工事まで4年間にわ
たって導入に関わり、3台の木質バイオ
マスボイラーが稼働することとなった。

小菅村 山梨県
小菅の湯薪ボイラー導
入設計アドバイザリー
業務委託

令和3年度に薪ボイラーの導入を予定している小菅の湯について、
既存の設計図書より補助金申請に向けたアドバイザリー、図面作
成を実施した。

補助事業の要件に即した設計の見直
し、付帯工事の検討を行い、スムーズ
な導入に向け資料作成を行った。

【2019年度】

民間企業 山梨県 ボイラー診断

建て替え予定の中学校・ゴルフ場の２か所へのバイオマスボイラー
導入診断を行った。薪・チップ・ペレットの比較を、様々な試算条件
のもとで実施し、事業採算性が確保可能な事業ケースについて幅
広く検討を行った。試算結果はバイオマス利用の意義と併せて施設
管理担当者に報告し、今後前向きな検討を進める上での起点となっ
た。

中学校については現状基本設計段階
であるが、教育施設の熱需要について
先行文献を幅広く整理し、社内データと
組み合わせることで、限られたデータ
の中で妥当性の高い試算を実施した。

中之条町 群馬県

令和元年度中之条町
役場・中之条町保健セ
ンター木質バイオマス
ボイラー導入工事　工
事監理業務

一昨年度の調査を受け、公共施設5施設への3台の準乾燥チップボ
イラー導入が決定し、昨年度の設計業務に続き、今期はチップボイ
ラーを2か所導入する工事の工事監理を担った。単なる工事監理だ
けでなく、試運転やチップ品質の確認など全体にわたりアドバイスを
実施し、欧州製の高効率チップボイラーを円滑に稼働に導くことが
できた。令和2年にも、さらに1台が公共施設の暖房として導入され
る予定である。

準乾燥チップボイラーの能力を最大限
発揮するよう、高効率なシステムの導
入となる実施設計と工事監理を実施
し、円滑な稼働開始を実現した。また、
試運転での調整やチップ品質の確認な
ど、バイオマス利用に必要な周辺事項
の整理も行った。

【2018年度】

中川村 長野県
平成30年度望岳荘木
質バイオマスボイラー
実施設計業務委託

村内の温浴施設である望岳荘への薪ボイラー導入の実施設計を
行った。並行して開始される「木の駅プロジェクト」や薪製造事業の
関係者と協議し、最適な配置を提案した。

ポンプ制御・断熱仕様等に配慮しラン
ニングコストの抑制を加えた設計を実
施した。来年度は本事業に基づく薪ボ
イラー設備を導入予定である。

民間企業 兵庫県
湊山温泉薪ボイラーシ
ステム設計支援・導入
支援業務

狭小地に立地する民間温泉へ、製材端材等を燃料にした薪ボイ
ラーで既存都市ガスボイラーを代替するための事業計画の立案を
行った。規模選定にあたっては時間帯別の都市ガス消費量を推計
し、薪ボイラー新設時のフロー図なども作成した。

燃料の代替率7割、5年程度での投資
回収が見込める試算結果となったこと
から、引き続き導入に向けて検討中で
ある。

やまなし木質
バイオマス

協議会
山梨県 簡易ボイラー診断

山梨県内の温浴施設2施設、工場1施設に対して、バイオマスボイ
ラー導入時の経済性簡易試算を行うとともに、試算結果について現
地関係者への報告会を行った。

経済性や安定した燃料供給といった課
題から現状で今すぐの導入とはならな
いものの、広域連携等の方策を含め引
き続き導入方策を検討していく。

中之条町 群馬県
中之条町公共施設木
質バイオマスボイラー
導入事業設計業務

昨年度の調査を受け、公共施設5施設への3台の準乾燥チップボイ
ラー導入の設計業務を行った。チップボイラーは2019年に2台、
2020年に1台と順次導入される予定である。

準乾燥チップボイラーの能力を最大限
発揮するよう、高効率なシステムの導
入となる実施設計を行った。また、チッ
プ供給事業者との協議など、バイオマ
ス利用に必要な周辺事項の整理も行っ
た。

加美町 宮城県
陶芸の里温泉交流セン
ター木質ボイラー導入
調査・基本設計業務

加美町の温泉宿泊施設「陶芸の里　ゆ～らんど」への薪ボイラー導
入に向けた調査・基本設計を行った。適切な薪ボイラー規模の算
出、薪ボイラー機種の比較及び選定、設備条件の設定、設備配置
図の作成、ランニングコストの経済性試算を行った。

今後は実施設計を行っていく予定であ
る。

中川村 長野県
木質バイオマスボイ
ラー導入による経済効
果調査業務

木質バイオマスボイラー導入による、村内の原木供給者・薪製造団
体・温浴施設（薪利用者）への経済効果を試算した。

来年度は施設への薪ボイラー設備を
導入予定である。
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【2017年度】

小川村 長野県
小川村木質バイオマス
利用計画策定業務

小川村では、森林整備の促進のために木質バイオマス循環利用の
仕組み「おがわ森のめぐみプロジェクト」に取り組んでいる。このプ
ロジェクトのさらなる拡大のため、公共施設への木質バイオマスボイ
ラー導入について事業化可能性調査および基本設計を行い、木質
バイオマス利用計画を取りまとめた。

次年度以降の具体的な導入に向けた
基礎資料を作成した。

やまなし
木質バイオマス

協議会
山梨県

専門技術者派遣事業
（簡易ボイラー診断）

フルーツ温泉ぷくぷく（日帰り温泉施設）でのバイオマスボイラー導
入のための簡易診断を行った。

山梨市全体でのバイオマス利用システ
ムの構築の検討を含め、引き続き導入
検討を行う予定である。

やまなし
木質バイオマス

協議会
山梨県

専門技術者派遣事業
（簡易ボイラー診断）

甲府市リサイクルプラザ（温浴・運動施設）へのバイオマスボイラー
導入のための簡易診断を行った。

環境教育への活用を主目的に、小規
模利用のモデルとしてまずは薪ボイラ
導入に向けて引き続き検討を行ってい
く予定である。

筑北村 長野県

平成29年度筑北村木
質バイオマス循環自立
創生事業
【西条温泉とくら木質バ
イオマスボイラ導入可
能性等調査】業務委託

村内の温泉宿泊施設「西条温泉とくら」への木質バイオマスボイラ
導入に向け、燃料種類の検討および基本設計を実施した。

村内での雇用ならびに地域経済への
波及効果等の面から木質バイオマス燃
料としての薪の優位性が示された。平
成30年度は当施設への薪ボイラ導入
事業の実施設計を行う予定である。

【2016年度】

西目屋村 青森県
もりのいずみ薪ボイ
ラー施設整備設計業務

村内の温浴宿泊施設「グリーンパークもりのいずみ」への薪ボイ
ラー導入における実施設計を行った。

薪ボイラーの利用効率を高め、利用者
にとって使いやすくするための最適な
設計を行った。

五ヶ瀬町 宮崎県
平成28年度木地屋薪
ボイラー導入基本計画
作成業務

ごかせ温泉森の宿「木地屋」への薪ボイラー導入を進めるにあたっ
て、薪の調達（量・コスト）及び貯蔵に関する調査を行った。また、熱
利用設備として、薪ボイラーのメーカー検討や規模選定などを行っ
た。更に、施設の配置や地質等の解析を行い、基本計画を作成し
た。

設計のための与条件を決定するため、
機械室設置場所やボイラーメーカー、
事業費、事業性試算等の検討を行っ
た。この条件を基に設計、工事を実施
し、平成29年度6月末に竣工した。

中川村 長野県
平成28年度バイオマス
ボイラー導入検討業務

村内の温浴宿泊施設に薪ボイラーを導入するため、ボイラー規模
や設置場所、概算費用等について整理を行った。

薪ボイラー導入の実施設計に向けて村
内で調整中。

西目屋村 青森県
もりのいずみ薪ボイ
ラー施設整備施工監理
業務

村内の温浴宿泊施設「グリーンパークもりのいずみ」への薪ボイ
ラー導入工事における工事監理業務

設計意図を反映し利用者にとって使い
やすくエネルギー効率の良い薪ボイ
ラーシステムを完成させた。

9.  政策提言及び基礎調査

【2020年度】

林野庁 東京都
「地域内エコシステム」
構築事業

農水省及び経産省が共同提案した木質バイオマスの「地域内エコ
システム」を構築・定着させていくため、全国で18地域を公募のうえ
地域協議会の立ち上げと運営支援を実施した。またこれまでの取
組みから得られた知見をもとに「地域内エコシステム」のモデルを提
案しリーフレットにまとめた。地域関係者が自ら事業化に取り組む主
体性を育てるとともに、協議会運営や実地調査等を通して得られた
成果や課題については、Webを介して広く周知した。

対象地域のそれぞれの事業検討
フェーズやニーズに合わせて必要な調
査や施策を実行し、事業化に向けて前
進させた。

一般社団法人
日本木質

バイオマス協会
東京都

令和２年度「地域内エ
コシステム」サポート業
務のうち木質バイオマ
ス熱利用・熱電併給効
率化実態調査支援事
業のうち先行事例の実
態調査・分析業務

林野庁補助事業である「木質バイオマス熱利用・熱電併給効率化
実態調査支援」の現地調査を担当した。木質バイオマスボイラーの
導入箇所へのアンケートと実地調査を通じて、導入による化石燃料
削減効果の傾向や安定稼働に向けた課題や優良事例のとりまとめ
を行った。

まだ導入ノウハウが一般化されていな
い中で、発生するトラブルや運営の体
制構築の必要性などを明らかにし、ま
た技術マニュアルの作成にも参加し
て、今後の導入を検討する人たちへの
参考資料として作成を行った。

【2019年度】

林野庁 東京都
「地域内エコシステム」
構築事業

農水省及び経産省が共同提案した木質バイオマスの「地域内エコ
システム」を構築・定着させていくため、前年度に引き続き、全国で
15地域を公募のうえ実現可能性調査（FS）及び地域協議会の立ち
上げと運営支援を実施した。地域関係者が自ら事業化に取り組む
主体性を育てるとともに、FSを通して得られた成果や課題について
は、成果報告会を開催して広く周知した。

対象地域のそれぞれの事業検討
フェーズやニーズに合わせて必要な調
査や施策を実行し、事業化に向けて前
進させた。

一般社団法人
日本木質

バイオマス協会
東京都

平成31年度「地域内エ
コシステム」サポート事
業のうち木質バイオマ
ス熱等面的供給実態
調査支援事業のうち先
進事例の実態調査・分
析業務

木質バイオマス熱利用・小規模発電を推進するための、効率的な
チップの製造プロセスや面的な供給体制について10か所の実態調
査を通じて、事例や課題を整理した。林野庁・木質バイオマスエネ
ルギー協会・有識者らと協議し、ガイドブックの作成・頒布を行った。
木質バイオマスエネルギー協会からの外注業務であり、当社は実
態調査を担当した。

現地での実態調査を通じて、円滑な
チップ製造・利用のノウハウや注意事
項をわかりやすくガイドブックとして取り
まとめた。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

【2018年度】

林野庁 東京都
熱電併給及び電気の
自家利用等実態調査
支援

国内の小規模熱電併給および電気の自家利用の事例調査を実
施。前者については一定期間以上の稼働実績を有する事例を対象
に、アンケートとヒアリング調査を実施し、コスト分析と課題の把握を
行った。後者は市場や利用実態を把握するため、関係機関へヒアリ
ング調査を実施した。

小規模熱電併給の運用上の課題に対
する対策を整理し、それらをもとに採算
性の合う事業モデルを検討した結果、
熱利用が必須であるということが示唆
された。また、調査結果をまとめたガイ
ドブックを作成した。

【2017年度】

林野庁 東京都

平成29年度　新たな木
材需要創出総合プロ
ジェクト事業費補助金
（木質バイオマス利用
支援体制構築事業のう
ち地域内エコシステム
の構築）

農水省及び経産省が共同提案した木質バイオマスの「地域内エコ
システム」を普及拡大させていくため、全国で3地域を公募のうえ実
現可能性調査（FS）を実施した。またFSを通して得られた成果や課
題について成果報告会を開催し、広く周知を行った。

全国から公募のうえ「北海道夕張市」
「岐阜県関市」「鳥取県智頭町」の３地
域で木質バイオマスの小規模な熱利用
及び熱電併給事業の実現可能性調査
を実施、それぞれの地域で地域協議会
を通した合意形成を図りながら、事業
実現のための検討を次のステップに進
めた。また小規模利用に特有な課題や
それをクリアするための提言をまとめ、
次年度以降の「地域内エコシステム」
構築事業の継続につなげた。

林野庁 東京都

新たな木材需要創出総
合プロジェクト事業のう
ち発電・熱電併給等推
進のための調査支援

全国で稼働している木質バイオマス発電所に対して、そのランニン
グコストや運用上の課題をアンケートまたはヒアリングにて調査し
た。調査結果は成果報告会をもって公表した。

16の木質バイオマス発電所でランニン
グコストの分析を実施し、蒸気タービン
発電では一定の事業採算性と安定稼
働ができていることが明らかになった。
ガス化発電に関しては事業採算性も稼
働状況も安定しておらず、黎明期であ
ることが示唆された。また、ヒアリング
調査によって発電所が実施する運用上
の工夫や取り組みについても明らかに
なった。

【2016年度】

林野庁 東京都
木質バイオマスエネル
ギーを活用したモデル
地域づくり推進事業

平成25～28年度に実施された林野庁による全国9事例「モデル地域
づくり推進事業」の評価を実施。この結果をとりまとめ、シンポジウ
ムと報告書で公開した。

「モデル地域づくり推進事業」の成果と
課題が把握され、シンポジウムを通じ
て一般に共有がなされると共に、木質
バイオマスの活用指針となる報告書を
作成することができた。

 10.　地域システム構築支援・活動団体事務局運営

【2019年度】

池田町 福井県
地域おこし企業人交流
プログラムによる社員
派遣に関する協定

「地域おこし企業人」制度を活用し社員を町役場に派遣した。町の
山林を活かす観点から、森づくり・仕事づくり・暮らしづくりにおける
ビジョンを総合的に定める「木望の森100年プロジェクト」の基本構
想策定を支援した。

ビジョンを定め、新庁舎周辺施設への
バイオマスエネルギー導入を始めとす
るプロジェクトが始動し、町役場内に
「木望の森づくり課」が設置された。

白川町 岐阜県
木質バイオマス事業検
討業務

地域の既存バイオマス発電所の数年後のFIT終了後のあり方を議
論する検討委員会に参画し、情報提供および議論のサポートを
行った。

発電所の事業方向性に結論をつけ、翌
年度により地域全体でバイオマス利用
を普及拡大させるための詳細調査を行
うこととなった。

【2016年度】

宮城県 宮城県
平成28年度素材新流
通システム調査・検討
業務

宮城県内における今後の素材需要の情勢変化に対応しつつ、県内
の素材生産量の増大と持続可能な林業経営の実現に寄与する、従
来の「直送」と「共販」システムを補完する第三の素材流通システム
の構築に向けた調査を行った。

現在の素材流通実態における課題を
明らかにし、製材・合板等の用途・地域
別での改善方策や直送需給調整機能
を補完する情報システムの活用等につ
いて提言した。一部地域での実証事業
の実施等を行うことを含め、引き続き関
係者間で協議を進めていく予定。

新城市 愛知県
森林資源活用サプライ
チェーン構築支援業務
委託

温泉街への木質バイオマスボイラー導入に向け、地域の森林林
業、木材、観光、行政などの多様な関係者が集まり、解決すべき地
域課題や今後各々が実施していくことについて話し合い、合意形成
を行った。

温泉街に薪ボイラーを導入することを
契機に、森林資源の活用、環境教育や
木材利用意識の醸成、地域の観光とも
連携をとり総合的に地域の活性化を進
めていくこととした。またそのための各
自の役割についても話し合い、協力し
て推進することとなった。平成31年度
の事業開始に向けてより具体的な協議
を進めるべく、平成29年度は協議会を
発足させる。
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発注者 都道府県 実施業務名 業務の内容等 実現力 業務細目

11.   補助制度・クレジット活用支援

【2020年度】

学校法人
自由の森学園

埼玉県
薪ボイラー導入補助金
獲得支援業務

約160名が生活する自由の森学園中・高の学生寮に、給湯・暖房の
熱源となる薪ボイラーを導入してA重油・LPGボイラーの代替とする
事業について、設計・工事監理の支援、及び環境省補助金の申請
支援業務や試運転調整を行った。事業の実施にあたっては、地域
に根差した地産地消のバイオマス活用を実践中の飯能木質バイオ
マスエネルギー協議会と連携した。

地域のケヤキ製材端材、及び間伐材
を 主 燃 料 と す る 平 均 熱 出 力 21 万
kcal/h(244kW)の薪ボイラーを導入。総
工費税込約5,000万円(うち、環境省補
助で約1,480万円+県補助約450万円)
で、災害による停電時でもLPG･ｶﾞｿﾘﾝ
兼用発電機で薪ボイラーの稼働と最低
限の学生寮の電気を賄うシステムを構
築。2021年1月より本格稼働を開始し、
同年2月及び3月のA重油･LPG代替率
は90％を超え、ほぼ全てを薪ボイラー
で賄うことに成功。通年では約100t/年
を超えるCO2削減を達成見込みであ
り、薪くべに携わる生徒への環境教育
の効果も大きい。

民間企業 富山県

自治体向け営業活動
の支援業務として情報
収集、計画立案および
営業用資料作成の業
務

令和3年度の概算要求時、当初予算決定時、令和2年度の第三次
補正予算決定時において、再エネ導入に係る補助金情報を整理
し、営業資料を作成した。

同社の営業資料として活用されてい
る。

【2019年度】

佐渡国仲
福祉会

新潟県
バイオマスボイラー導
入にかかる助成金申請
支援業務

平成27年度にペレットボイラー・太陽光発電を導入した福祉施設に
おける、燃料消費量調査を行い、導入後の効果検証を継続実施し
た。

平成30年度に同島内の宿泊施設にペ
レットボイラーが導入される等、
地域内での普及促進に繋がる事例とし
ての機能を果たしている。

【2018年度】

一里野高原
ホテルろあん

石川県
一里野高原ホテルろあ
んにおける薪ボイラー
導入支援業務

石川県白山市の民間温泉旅館である「一里野高原ホテルろあん」
に、給湯・昇温用の60kW薪ボイラーを導入するにあたり、中小企業
庁「ものづくり補助金」の申請を支援した。また、クラウドファンディン
グにより薪ボイラーに付帯する貯湯槽等導入の資金調達支援を
行った。

ものづくり補助金の採択を受け、2019
年1月より薪ボイラーが稼働を開始し
た。地域の間伐材をホテル従業員の手
で薪に加工しくべていくという、白山市
で行われた「地域内エコシステム」を具
現化する取り組みとして注目を集めて
いる。また、60kWで初期投資約600万
円(10万円/kW)という、民間主導のロー
コスト導入モデルを実現している。

【2017年度】

社会福祉法人
みぶ福祉会

広島県
仁愛園へのペレットボ
イラー導入計画

養護老人ホーム「仁愛園」へ熱供給を行うペレットボイラーの導入に
あたり、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再生可能エネ
ルギー電気・熱自立的普及促進事業）への申請及び事業実績報告
を支援した。

補助金採択により、130kWのペレットボ
イラーの設備導入が実現。現在、給
湯・暖房への熱源として順調に稼働中
である。

道志村 山梨県
道志の湯・バイオマス
ボイラー使用状況報告
書作成業務委託

平成23年度に薪ボイラーを導入した道志の湯における、薪と重油の
それぞれの消費量調査を行い、導入後の効果検証を継続実施し
た。

国庫助成事業活用により求められる導
入効果の継続的検証のための支援を
行った。

ESカーボン
クレジット
合同会社

東京都
大 船 渡 温 泉 ・ 西 目 屋
村・新郷村排出削減事
業創出支援

これまで弊社がバイオマスボイラーの導入に関わった東北地方の3
つの施設(青森県西目屋村 グリーンパークもりのいずみ、青森県
新郷村 新郷温泉館、岩手県大船渡市 大船渡温泉(㈱海楽荘))に
おいて、J-クレジット制度を活かしたCO2排出量取引を可能にする
べく、Jクレジット申請手続きの支援を行った。

西目屋村、新郷村、㈱海楽荘の3施設
ともにJクレジット制度への申請が承認
され、プロジェクトとして登録された。大
船渡温泉においては、このプロジェクト
登録を活かして「Do Your Part！三陸
復興国立公園の自然を守る取組の
キャンペーン」に賛同し、CO2削減で生
じた金銭的メリットを広く環境保全の普
及啓発に繋げていく取り組みを支援す
ることに繋がっている。

【2016年度】

道志村 山梨県
道志の湯・バイオマス
ボイラー使用状況報告
書作成業務委託

平成23年度に薪ボイラーを導入した道志の湯における、薪と重油の
それぞれの消費量調査を行い、導入後の効果検証を継続実施し
た。

国庫助成事業活用により求められる導
入効果の継続的検証のための支援を
行った。
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12.   普及啓発

【2020年度】

奈良県 奈良県
令和2年度 地域内エ
コシステム構築支援業
務委託

奈良県内で小規模な木質バイオマス熱利用の「地域内エコシステ
ム」の導入を推進するにあたり、県内の市町村や企業を集めて講演
やワークショップを行った。またバイオマスボイラーの導入簡易診断
を行い、その結果を共有した。

引き続き県内での地域内エコシステム
の実現に向けて関係者への普及啓発
を行う。

【2019年度】

中川町 北海道
第１回木質バイオマス
研修会

木質バイオマスに関する勉強会の講師を務め、中川町のバイオマ
スの利用状況や先進事例の紹介を行った。

町内施設への薪ストーブ導入可能性を
検討し、地域への波及効果等を説明し
た。また先進事例を紹介することで、地
域での薪利用の可能性や普及啓発に
貢献した。

平取町 北海道
平取町木質バイオマス
利活用推進支援業務
委託契約書

過去の調査結果と地域関係者へのヒアリングをもとにしたチップ製
造コスト試算を行った。また、町立病院へ導入するバイオマス利用
設備の選定委員会にバイオマスの専門家として参加した。

過去の調査結果と地域関係者へのヒ
アリングをもとにすることで、地域条件
に適合したチップ製造コストを試算し
た。また、選定委員会では事前にバイ
オマスに関する基礎知識に関する講習
を行い、設備選定のための判断材料を
提供した。

中川町 北海道
第2回木質バイオマス
研修会

木質バイオマスに関する勉強会の講師を務め、中川町のバイオマ
スの利用状況や先進事例の紹介を行った。

薪の高付加価値化のための製造方法
を検討し、地域への波及効果等を説明
した。また、先進事例を紹介すること
で、地域での薪利用の可能性や普及
啓発に貢献した。

【2018年度】

三菱ＵＦＪ
リサーチ＆コン
サルティング

株式会社

埼玉県

平成30年度新エネル
ギー等の導入促進の
ための公報等事業（再
エネコンシェルジェ事
業）業務支援

資源エネルギー庁「再エネコンシェルジュ事業」の一環として開催さ
れた「事業計画策定支援研修会」において講師をつとめた。

地域の参加者から出た再エネ事業の
アイディアについて意見交換を行った。
今後の具現化を目指していく。

【2017年度】

北海道 北海道
北海道アドバイザリー
業務

バイオマス利活用において、導入段階に至っていない取組や構想
を有する市町村に対して、課題解決につながるよう指導・助言を
行った。

過去に木質バイオマス調査をした自治
体に対し、その調査結果を踏まえ、より
現実性の高い事業モデルについて提
案した。

【2016年度】

天草流域森林・
林業活性化セン

ター
熊本県

木質バイオマスボイ
ラー導入に関する基礎
調査

簡易ボイラー導入診断３件と講演を行った。 簡易ボイラー導入診断によって、地域
内の熱需要先での木質バイオマスの
利用可能性が示唆され、また講演の実
施によって地域事業者の意欲向上に
つながった。

北海道 北海道
北海道流通体制構築
促進会議アドバイザ
リー業務

道内3地域での木材流通体制構築促進会議に参加し、検討のため
の支援を行った。

全国の参考事例等の紹介や助言によ
り、木材流通体制構築のための支援を
行った。

17 
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◇企画・その他業務

●愛知万博・地球市民村へのバイオマス関連出展

愛知万博・地球市民村「光と水のエネルギー広場」で木質バイオマスのエネルギー利用を紹介するため、

ペレットストーブの実演展示を行いました。

●パンフレット作成

・富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合様（ユーザー向けペレットストーブ・ボイラーパンフレット）

・環境省（木質バイオマスストーブ環境ガイドブック作成）

・株式会社 Hibana 様（ペレットボイラー導入ガイド）

・NPO 法人 緑化推進環境改善協会様（伊那谷森林バイオマス研究会様向け）

・山梨木質バイオマス利用研究会様

・新エネルギービジョン関連 概要版作成（自治体様）

・バイオマスタウン構想 概要版作成（自治体様）

・長野県上伊那森林組合様（ペレット普及用パンフレット）※株式会社森のいいこと

・愛知県 豊根村（ペレット普及用パンフレット）※株式会社森のいいこと

・日野地域エネルギー協議会（省エネ普及パンフレット）※株式会社森のいいこと

・東京都青梅市 環境フェア バイオマス普及パンフレット※株式会社森のいいこと

◇木材資源収集・利用研究開発実証業務等の紹介

山側での実証例①：簡易集材機を用いたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・集材研修 

（平成 27 年度：自伐型林業技術研修業務 於埼玉県小鹿野町） 

燃料加工の実証例：タンコロ（根元部）の薪加工実証調査 

（平成 27 年度：薪製造事業調査委託業務 於青森県西目屋村） 

山側での実証例②：無人・自動で作業道を走行可能なシステム開発 

（平成 24～27 年度： 未利用間伐材収集効率化の研究開発） 

利用実証例：低コストでメンテナンスが容易なガス化発電システム開発 

（平成 25～27 年度：木質バイオマス加工・利用システム開発事業） 



都道府県別　索引

都道府県 発注者 実施業務名 年度 頁

国・官庁 林野庁 「地域内エコシステム」構築事業 2020 14

国・官庁 林野庁 「地域内エコシステム」構築事業 2019 14

国・官庁 林野庁 「地域内エコシステム」技術開発・実証事業 2018 9

国・官庁 林野庁 熱電併給及び電気の自家利用等実態調査支援 2018 15

国・官庁 林野庁 平成29年度　新たな木材需要創出総合プロジェクト事業費補助金
（木質バイオマス利用支援体制構築事業のうち地域内エコシステムの構築）

2017 15

国・官庁 林野庁 新たな木材需要創出総合プロジェクト事業のうち発電・熱電併給等推進のための調査支援 2017 15

国・官庁 林野庁 木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 2016 15

国・官庁 林野庁 木質バイオマス加工・利用システム開発事業 2015

国・官庁 林野庁 木質バイオマス加工・利用システム開発事業 2014

国・官庁 林野庁 平成23年度木質系震災廃棄物等の活用可能性調査（宮城県域調査） 2011

国・官庁 林野庁 平成23年度地域材供給倍増事業費補助金（木質バイオマス利用に係る環境影響評価調査等支
援）のうち指導研修会等の実施

2011

国・官庁 林野庁 平成23年度地域材供給倍増事業費補助金（木質バイオマス利用に係る環境影響評価調査等支
援）のうち環境影響評価調査

2011

国・官庁 林野庁 社会的協働による山村再生対策構築事業（山村再生支援センター）のうち
①森林資源の利用によるCO2排出削減実績等の販売
②木質バイオマスの安定供給

2009

国・官庁 林野庁 （CO2排出削減のための木質バイオマス利用拡大対策のうち）木質バイオマス利用拡大定着化 2009

国・官庁 林野庁 木質バイオマス利用加速化事業費のうち、木質ペレット等地域流通整備事業 2009
～2010

国・官庁 林野庁 木質バイオマス利用加速化事業費のうち、木質エネルギー技術高度化 2008
～2010

国・官庁 林野庁（事務局：㈱イーエムエ
ス）

平成25年度木質バイオマス加工・利用システム開発事業 2013

国・官庁 環境省 平成24年度　木質バイオマスを燃料とするストーブの大気環境に係る調査検討業務 2012

国・官庁 環境省 平成23年度地球温暖化対策と大気汚染防止に資するコベネフィット技術等の評価検討業務 2011

国・官庁 国土交通省 国営昭和記念公園における再生可能エネルギー活用技術実証研究 2012

国・官庁 国土交通省 都市内緑地から発生するバイオマス活用方策基礎調査検討業務 2011

北海道 中川町 第１回木質バイオマス研修会 2019 17

北海道 中川町 第2回木質バイオマス研修会 2019 17

北海道 中川町 平成28年度中川町「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」調査事業　木質バイオマス資
源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業

2016 6

北海道 平取町 平取町木質バイオマス利活用推進支援業務委託契約書 2019 17

北海道 民間企業 燃料材の調達可能性に関する調査および事業候補地周辺における森林資源量調査業務 2018 10

北海道 株式会社イワクラ 木質ペレットに関するマーケティング調査業務委託業務 2009

北海道 株式会社イワクラ 新連携支援計画事業 2008

北海道 株式会社イワクラ 新連携支援計画事業 2008

北海道 厚岸町 厚岸町一次産業を繋ぐ資源循環型木質バイオマス利活用計画策定事業 2018 3

北海道 厚真町 地域おこし企業人交流プログラム 2020 10

北海道 津別町 木質バイオマスセンター基本設計業務 2020 13

北海道 津別町森林バイオマス利用推進
協議会

津別町木質チップ製造実証試験業務委託 2019 9

北海道 特定非営利活動法人もりねっと
北海道

木質バイオマス利活用事業調査業務 2013

北海道 特定非営利活動法人もりねっと
北海道

平成25年度森林バイオマス循環モデル構築業務 2013

北海道 北海道庁 令和２年度（2020年度）木質バイオマス資源活用促進事業
（低コスト集荷・搬出拠点効果検証事業）委託業務

2020 10

北海道 北海道 北海道アドバイザリー業務 2017 17

北海道 北海道 北海道流通体制構築促進会議アドバイザリー業務 2016 17

北海道 北電総合設計株式会社 江丹別市民交流センター木質バイオマスボイラー導入設計補助業務 2014

青森県 北村技術株式会社 西目屋村バイオマス産業都市構想策定業務 2016 7

青森県 一般財団法人ブナの里白神公
社

木質バイオマスエネルギー利用可能性調査 2014

青森県 新郷村 新郷温泉館木質ボイラー設備及び建屋建築工事監理業務 2015

青森県 新郷村 新郷村木質バイオマス利活用システム導入可能性調査設計業務 2014

青森県 西目屋村 薪製造事業調査委託業務 2016 9

青森県 西目屋村 もりのいずみ薪ボイラー施設整備設計業務 2016 14

青森県 西目屋村 もりのいずみ薪ボイラー施設整備施工監理業務 2016 14

青森県 西目屋村 子育て定住エコタウン構想FS調査業務 2015

青森県 西目屋村 木材搬出事業調査業務 2015

青森県 西目屋村 薪製造事業調査委託業務 2015

青森県 青森県 森の再生可能エネルギー導入促進事業業務委託 2013

青森県 青森県 木質バイオマス燃料ビジネスモデル形成事業　木質ペレット委託調査 2008

青森県 青森県西北地域県民局 西北地域木質バイオマス普及推進事業　ペレットボイラー活用委託調査 2008

青森県 有限会社白神アグリサービス 環境省「地域主導型再生可能エネルギー事業化検討・事業計画策定業務」に付随する木質バ
イオマス熱利用システム導入検討業務

2014

青森県 有限会社白神アグリサービス 環境省「地域主導型再生可能エネルギー事業化検討・事業計画策定業務」に付随する木質バ
イオマス熱利用システム導入検討業務

2015

岩手県 民間企業 分散型エネルギー供給事業導入計画策定業務 2019 3

岩手県 一関市 一関市バイオマス産業都市構想策定支援業務 2015

岩手県 葛巻林業株式会社 木質バイオマス等自然エネルギーの熱利用展等の企画運営業務にかかる企画・運営管理 2012
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都道府県別　索引

都道府県 発注者 実施業務名 年度 頁

岩手県 株式会社アメリカ屋 産学連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(東大＠大槌町、福島) 2014

岩手県 株式会社海楽荘 バイオマスボイラー導入に係る助成金申請支援業務 2014

岩手県 株式会社海楽荘 バイオマスボイラー導入に係る助成金申請支援業務 2014

岩手県 株式会社地域システム研究所 西和賀町新エネビジョン策定業務 2013

岩手県 北上森林組合 夏油温泉郷木質バイオマス導入計画作成業務 2013

岩手県 陸前高田しみんエネルギー株式
会社

脱炭素による「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」_可能性調査事業 2019 2

宮城県 加美町 陶芸の里温泉交流センター木質ボイラー導入調査・基本設計業務 2018 13

宮城県 宮城県 平成28年度素材新流通システム調査・検討業務 2016 15

宮城県 七ヶ宿町 平成15年度七ヶ宿におけるバイオマスエネルギーシステム導入可能性調査 2003

秋田県 アイ・エム・サービス株式会社 地産エネルギー事業推進調査業務委託 2012

秋田県 民間企業 福島県白河地域及び秋田県秋田中央地区におけるFTD製造設備に係る助成制度活用支援業
務

2009

秋田県 羽後町 羽後町木質バイオマスの持続的活用による再生可能エネルギー導入策定事業業務委託 2017 5

秋田県 鹿角市 木質バイオマス設備導入診断調査業務委託 2017 5

秋田県 平鹿町きのこ培養センター利用
組合

H26年度「エネルギー使用合理化事業者支援事業」実績報告書作成支援業務 2014

山形県 NPO法人NPOバイオマスもがみ
の会

森林バイオマス事業化検討支援業務 2013

山形県 NPO法人NPOバイオマスもがみ
の会

最上地域における自治体の再生可能エネルギー導入方針調査業務 2012

山形県 NPO法人環境ネットやまがた 平成24年度　農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援 2012

山形県 やまがた自然エネルギー株式会
社

平成27年度木質バイオマスエネルギー関連調査支援業務 2015

山形県 金山町 金山町地域新エネルギービジョン（木質バイオマス導入プロジェクトに係る詳細ビジョン）策定等
業務

2006

山形県 高畠町 浜田広介記念館木質ボイラー等導入基本設計業務 2011

山形県 小国町 小国町木質バイオマスエネルギー利用計画策定事業 2006

山形県 鶴岡バイオマス協議会 平成26年度鶴岡バイオマス協議会調査 2014

福島県 いわき地域産学官ネットワーク
協会

木質バイオマスペレットボイラー導入調査事業総括業務 2005

福島県 いわき市 木質ペレット普及研究会運営支援事業 2007

福島県 いわき市 いわき市における木材産業振興に対する行政のあり方(施策・支援策等)に関する提言 2007

福島県 民間企業 福島県白河地域及び秋田県秋田中央地区におけるFTD製造設備に係る助成制度活用支援業
務

2009

福島県 遠野興産株式会社 木質資源利用ニュービジネス創出モデル実証事業に係る調査
～間伐未利用材の効率的収集・輸送方法構築及び多目的利活用に関する実証事業～

2009

福島県 遠野興産株式会社 外食産業バイオマス利用いわき地域協議会運営業務 2009

福島県 遠野興産株式会社 木質バイオマス実証ニュービジネス事業に係る調査委託 2008

福島県 遠野興産株式会社 平成19年度木質バイオマス利活用地域モデル実践事業に係る調査委託 2007

福島県 株式会社三菱総合研究所 木質バイオマス燃料調達等に関する調査 2012

福島県 古殿町 古殿町森林資源活用事業検討委員会運営業務 2012

福島県 国立大学法人東京大学 南相馬市における森林事業再生のうち収穫作業システム実証請負業務 2012

福島県 自然エネルギー・コム バイオマス活用プラン策定調査業務 2004

福島県 石川町 母畑湖畔での住民参加型薪製造・エネルギー供給事業の事業性評価 2017 5

福島県 南会津町 地域新エネルギービジョン策定事業事業化フィージビリティスタディ調査
「木質バイオマスエネルギーの事業化を目指して」

2008

福島県 福島県 木質バイオマスプラント整備可能性調査　業務委託 2012

福島県 民間企業 木質バイオマス関連事業に関するコンサルティング業務 2013

福島県 民間企業 しいたけ原木の除染技術と流通整備のコンサルティング業務 2012

福島県 民間企業 木質系震災廃棄物等を活用した熱・電併給システムの設備構成等に関する調査 2011

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市 四季彩館・三太の湯における木質チップボイラー建設工事実施設計支援業務 2014

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市木質バイオマス活用事業基本設計業務委託 2012

茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市地域新エネルギービジョン策定調査業務委託 2010

茨城県 日立建機株式会社 木質パレットに関する利活用状況調査 2007

茨城県 日立建機株式会社 バイオマス利活用基礎調査 2006

茨城県 美和木材協同組合 バイオマスボイラーを用いた協同組合型木材乾燥事業化フィージビリティスダディ調査業務委託 2008

栃木県 株式会社アイ電子工業 移動式ペレット造粒工場を用いた農業系残渣・未利用竹の熱利用システム構築及び移動式ペ
レット造粒工場レンタル事業化調査業務

2009

栃木県 株式会社トーセン 木材乾燥設備整備におけるバイオマスボイラー設置にかかる助成金獲得支援業務 2008

栃木県 株式会社那珂川バイオマス 平成26年度木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 2014

栃木県 株式会社那珂川バイオマス 平成25年度木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 2013

栃木県 株式会社那珂川バイオマス 平成27年度木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 2015

栃木県 株式会社那須環境技術センター 地域再生可能エネルギー活用による「那須塩原市地域循環共生圏」構築支援業務 2020 1

栃木県 栃木県 栃木県森林バイオマス（林地残材）利用可能量詳細調査及び実証試験調査（平成21年度「緑の
分権改革」推進事業）業務委託

2010

栃木県 那須町 小規模熱源供給システム導入診断業務委託 2014

栃木県 那須町 那須町木質バイオマス調査業務委託 2013

栃木県 那須野ヶ原土地改良区連合 平成21年度　500kW級ユニット標準化による経済的木質ガス化コージェネレーションシステム事
業化調査

2009

群馬県 NGO団体 上野村の資源調査と実施計画書の作成業務 2010

群馬県 特定非営利活動法人NPOぐんま 群馬県における「農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査事業」のうち木質バイオマスに
かかる調査及び報告書の作成、また付随するその他関連業務

2012

群馬県 特定非営利活動法人NPOぐんま 梅剪定枝の農業用ビニールハウス・温浴施設等への熱源利用可能性調査支援 2007
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都道府県 発注者 実施業務名 年度 頁

群馬県 フォレストテクノロジーサービス
株式会社

木材需給情報システムの開発調査補助業務 2016 9

群馬県 みどり市 令和2年度　みどり市木質バイオマス利用可能性調査業務 2020 1

群馬県 民間企業 群馬県内における木質チップ製造事業検討調査業務（第1段階） 2016 8

群馬県 株式会社吾妻バイオパワーの協
力により当社で実施

間伐材・林地残材のチップ燃料化実証試験 2010

群馬県 株式会社野村総合研究所 「災害対応型の太陽光発電・蓄電池等による電力自給」モデル事業 2020 12

群馬県 群馬県 赤城山南面地域における木質バイオマス利活用事業化に係る調査業務委託 2007

群馬県 県産材加工協同組合 試験分析及び研究「林地残材フル活用実証事業　林地残材にさせない群馬モデル構築に向け
た利活用実証事業」のうち
①実証試験計画策定②実証試験データ収集
③実証試験データ解析・成果とりまとめ

2010

群馬県 前橋市 前橋市地域新エネルギー詳細ビジョン策定等業務委託 2007

群馬県 中之条町 令和２年度中之条町六合支所木質バイオマスボイラー導入工事工事監理業務 2020 13

群馬県 中之条町 令和元年度中之条町役場・中之条町保健センター木質バイオマスボイラー導入工事　工事監理
業務

2019 13

群馬県 中之条町 中之条町公共施設木質バイオマスボイラー導入事業設計業務 2018 13

群馬県 中之条町 中之条町有施設における木質バイオマス熱利用事業化計画策定事業 2017 5

群馬県 日本環創研株式会社 神流町資源活用による地域創エネルギーを用いた経済活性化事業 2018 4

埼玉県 ときがわ町（埼玉県旧都幾川村） ときがわ町地域新エネルギービジョン策定等業務（重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査） 2005

埼玉県 民間企業 趨勢興産様敷地内におけるバイオマス発電事業化可能性調査 2018 8

埼玉県 ワタミ株式会社 森林資源活用可能性調査 2010

埼玉県 学校法人自由の森学園 薪ボイラー導入補助金獲得支援業務 2020 16

埼玉県 埼玉県教育局 森づくりを学ぶワークショップ講師 2012

埼玉県 三・両地域協議会 自伐型林業技術研修業務 2015

埼玉県 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

平成30年度新エネルギー等の導入促進のための公報等事業（再エネコンシェルジェ事業）業務
支援

2018 17

埼玉県 小鹿野町 木質バイオマスボイラー導入を通じた自立的な低炭素地域づくり事業化計画策定業務 2015

埼玉県 小川町 小川町における森林及び木質バイオマス活用のための事業化計画策定業務委託 2020 1

埼玉県 西川地域スマート林業協議会 令和2年度スマート林業効果検証・報告書作成業務委託 2020 10

埼玉県 秩父市 秩父市緑の分権改革推進事業調査分析業務 2010

埼玉県 秩父市 秩父市新エネルギービジョン策定業務 2008

埼玉県 中央開発株式会社 平成24年度水源地域実態調査業務 2012

埼玉県 特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉

薪による熱供給事業化可能性調査業務委託 2013

埼玉県 特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉

木質バイオマスボイラー導入候補先調査 2013

埼玉県 特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉

埼玉県内の農林業地域における再生可能エネルギー賦存量・利用可能量調査及び事業化検
討調査業務委託

2012

埼玉県 特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉

木質バイオマスボイラー導入候補先調査 2012

埼玉県 飯能市 西川材バイオマス利用システム調査業務 2016 7

千葉県 NPO法人元気森守隊 国民参加による間伐及び間伐材の利用促進事業支援 2011

千葉県 山武市 山武市脱炭素型地域づくりモデル形成事業調査業務委託 2019 2

千葉県 株式会社エス・アール・シー 千葉県農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援 2012

千葉県 国立大学法人千葉大学 平成27年度木質バイオマスエネルギー活用したモデル地域づくり推進事業 2015

千葉県 国立大学法人千葉大学 平成26年度木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 2014

千葉県 山武市 山武市地域林政アドバイザー業務委託 2020 10

千葉県 山武市 木質バイオマス利活用調査業務委託 2014

千葉県 山武市 山武市新エネルギービジョン策定業務委託 2008

千葉県 農業生産法人株式会社千葉農
産

畜産・食品廃棄物バイオマスを原材料とする小規模発電及び廃熱を利用した農業・漁業・木材
加工業の複合事業化調査

2014

千葉県 民間企業 「市原市次世代農業導入支援事業」に係る小規模木質バイオマス発電に関する技術調査業務
委託

2015

千葉県 有限会社浪川荘 CO2削減ポテンシャル診断事業における計測・調査業務 2019 12

東京都 ACｱﾋﾞﾚｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 中国の研究機関における環境対策（防塵対策）研究報告書の和訳業務 2008

東京都 ESカーボンクレジット合同会社 大船渡温泉・西目屋村・新郷村排出削減事業創出支援 2017 16

東京都 NPO法人環境自治体会議環境
政策研究所

八王子市再生可能エネルギー導入可能性調査業務 2012

東京都 NPO法人環境自治体会議環境
政策研究所

バーチャルエネルギーハウス作成支援事業 2006

東京都 あずさ監査法人 木質バイオマスを活用した地域熱電供給システムにおけるPFI手法導入モデル調査研究に関す
る調査委託業務

2004

東京都 おうめ環境市民会議 － 2009

東京都 とうきょう森林産業研究会 SWC（スカイ・ウッド・シュート）による間伐材の搬出実演等 2008

東京都 富士見湯 薪ボイラー運用支援業務 2016 8

東京都 民間企業 ストリートデザイン社製木材炭化・ガス化発電システムの技術評価 2020 11

東京都 民間企業 木質バイオマスエネルギー事業化検討調査業務の委託 2019 3

東京都 民間企業 木質バイオマス関連事業の事業化に関するアドバイザリー業務 2019 7

東京都 民間企業 バイオマスボイラー導入実現調査（前半分） 2019 8

東京都 民間企業 木質バイオマス事業化に関する調査 2019 11

東京都 民間企業 木質バイオマス事業と組み合わせた総合的な木材利用事業の検討調査ーモデル試算業務 2018 4

東京都 民間企業 平成28年度アドバイザリー業務契約書 2016 8
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東京都 一般財団法人新エネルギー財
団

平成24年度国際エネルギー使用合理化等対策事業　「バイオマス等再生可能エネルギー研究
人材育成事業」に係る「バイオマスエネルギー利用に関する成功事例作成業務」

2012

東京都 一般社団法人　日本木質バイオ
マス協会

平成31年度「地域内エコシステム」サポート事業のうち木質バイオマス熱等面的供給実態調査支
援事業のうち先進事例の実態調査・分析業務

2019 14

東京都 一般社団法人多摩地域活性化
センター

平成25年度地域における市場メーカーニズムを活用した取組モデル事業の実施における「東京
都檜原村産薪利用促進事業」の事業運営支援業務

2013

東京都 一般社団法人日本森林技術協
会

平成30年度地域内エコシステム構築における木質バイオマス賦存量及び利用可能量調査業務 2018 3

東京都 一般社団法人日本木質バイオマ
ス協会

令和２年度「地域内エコシステム」サポート業務のうち木質バイオマス熱利用・熱電併給効率化実
態調査支援事業のうち先行事例の実態調査・分析業務

2020 14

東京都 奥多摩町 奥多摩町木質バイオマス流通システム整備業務委託 2013

東京都 奥多摩町 奥多摩町木質バイオマス利活用システム実証業務委託 2012

東京都 奥多摩町 奥多摩町木質資源地域循環システム構築業務委託 2011

東京都 奥多摩町 奥多摩町木質バイオマス利活用可能性調査委託 2010

東京都 奥多摩町 奥多摩町温泉もえぎの湯木質バイオマスボイラー導入設計監理委託 2010

東京都 奥多摩町 奥多摩温泉もえぎの湯木質バイオマスボイラー導入基礎調査委託 2009

東京都 学校法人東京農業大学 社会的協働による山村再生対策構築事業（山村再生支援センター）のうち
①森林資源の利用によるCO2排出削減実績等の販売に関する事務局支援業務
②木質バイオマスの安定供給に関する事務局支援業務

2010

東京都 株式会社TALO都市企画 稲城市南山東部地区木質バイオマス利活用調査委託 2011

東京都 株式会社TALO都市企画 稲城市南山東部地区における剪定枝利活用実証事業 2012

東京都 株式会社UFJ総合研究所 里山の有効なエネルギー利用モデル確立事業調査支援 2002
～2004

東京都 株式会社日比谷アメニス 平成21年度剪定枝のペレット化及びBTL化事業化可能性調査支援業務に関する調査 2009

東京都 協同組合東京の木で家を造る会 平成19年度木材加工施設整備基礎調査委託 2008

東京都 協同組合東京の木で家を造る会 平成19年度木材加工施設整備設置概要調査委託 2008

東京都 三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社

令和元年度地域におけるESG金融促進事業「福祉施設と温浴施設が連携した薪製造・薪ボイ
ラー導入による地域コミュニティ活性化事業」支援業務

2019 8

東京都 社団法人日本林業経営者協会 木質バイオマスのエネルギー利用の可能性調査（東京都への提案資料作成予備調査業務） 2009

東京都 青梅市 青梅の森幹線通路整備方法検討および整備実施業務委託 2014

東京都 青梅市 青梅の森伐採木搬出業務委託 2014

東京都 青梅市 青梅の森幹線通路整備方法検討および整備実施業務委託 2013

東京都 青梅市 青梅の森原木供給協定支援業務委託 2013

東京都 青梅市 青梅の森木質バイオマス利活用実証実験業務委託 2012

東京都 青梅市 青梅の森運営協議会（仮称）設置に向けた支援業務委託 2012

東京都 青梅市 青梅の森伐採木搬出実証事業業務委託 2011

東京都 青梅市 青梅の森通路設計委託 2010

東京都 東京都 平成17年度三宅島災害復旧に係るエネルギー活用調査 2005

東京都 独立行政法人科学技術振興機
構

次世代型無煙薪ストーブのための除煙ユニットの開発 2014

東京都 日の出町 日の出町地域新エネルギー詳細ビジョン策定等事業調査業務委託 2005

東京都 日の出町 日の出町地域新エネルギービジョン策定等事業調査業務 2004

東京都 日本の森を育てる薪炭利用キャ
ンペーン

日本の森を育てる薪炭利用キャンペーン事務局 2006～

東京都 日野地域エネルギー協議会 運営サポート 2004～

東京都 日野地域エネルギー協議会 平成19年度主体間連携モデル推進事業委託業務（省エネ家電②） 2007

東京都 八王子市 剪定枝等のエネルギー化実証事業支援業務委託 2011

東京都 八王子市 剪定枝等のエネルギー化実証事業支援業務委託 2010

東京都 木構造振興株式会社 木質ペレット需給構造調査委託 2006

東京都 有限会社東京木質資源活用セ
ンター

農業系残渣と林地残材の混合ペレット燃料製造・利用システム構築事業調査委託
（バイオマス等未活用エネルギー事業調査）

2008

東京都 檜原村 木質バイオマス資源活用計画策定業務委託 2017 5

東京都 檜原村 木質バイオマス及び再生可能エネルギー整備計画策定業務 2015

東京都 檜原村 薪ストーブ普及啓発・モニター調査業務委託 2013

東京都 檜原村 薪需要拡大推進業務委託 2013

東京都 檜原村 カーボン・オフセットクレジット販売推進業務委託 2013

東京都 檜原村 薪燃料利用拡大促進事業業務委託 2012

東京都 檜原村 木質バイオマス利用普及啓発業務委託 2012

東京都 檜原村 薪燃料製造施設運営支援業務委託 2011

東京都 檜原村 地球環境保全PRブース設置運営業務委託 2011

東京都 檜原村 薪燃料製造施設設置及び市場構築業務委託 2010

東京都 檜原村 檜原村地域新エネルギー事業化可能性調査委託 2009

東京都 檜原村 檜原村バイオマスタウン構想策定委託 2009

東京都 檜原村 檜原村新エネルギー詳細ビジョン策定委託 2008

神奈川県 小田原市 小田原市木質バイオマスエネルギー導入計画策定業務委託 2016 6

神奈川県 神奈川県 津久井地域木質バイオマス利用事業化フィージビリティスタディ調査に係る調査 2004

神奈川県 神奈川県県央地域県政総合セ
ンター

平成27年度厚木市七沢地域木質バイオマス資源量調査委託業務 2015

神奈川県 相模原市 相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯をモデルとする木質バイオマス熱利用システムの導入
可能性調査業務委託

2015

神奈川県 相模原市 平成26年度木質バイオマス利活用に関するアドバイザリー業務委託 2014

神奈川県 相模原市 平成25年度木質バイオマス利活用に関するアドバイザリー業務委託 2013

神奈川県 日本ミクニヤ株式会社 神奈川県内における農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査業務に関する調査委託 2012

神奈川県 民間企業 横浜市生ごみ（せん定枝）資源化調査 2006
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新潟県 株式会社アール・ケー・イー こども自然王国等における熱源設備熱負荷測定等調査業務　測定業務 2014

新潟県 株式会社アール・ケー・イー 下水熱ヒートポンプと木質ペレットボイラー等の複合活用による温浴施設への熱供給事業　調査
業務(経済産業省　再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証事業　案件形成調査事

2013

新潟県 株式会社アール・ケー・イー ペレット工場建設及びペレットボイラー導入支援業務 2010

新潟県 株式会社アール・ケー・イー 化石燃料(コークス)代替のためのバイオコークス製造・地域利活用可能性調査 2009

新潟県 株式会社アール・ケー・イー ①新潟県内のペレット市場調査業務
②新潟県内のペレット市場調査結果　図示及び報告書取りまとめ業務

2009

新潟県 佐渡国仲福祉会 バイオマスボイラー導入にかかる助成金申請支援業務 2019 16

新潟県 財団法人雪だるま財団 雪･バイオマスエネルギー等ハイブリッドシステム導入可能性調査 2001
～2002

新潟県 新穂森林組合 佐渡地区森林組合連合協議会を軸とした離島におけるペレット製造及びペレットボイラー導入の
事業性評価業務

2017 5

新潟県 中越よつば森林組合 弥彦村森林資源等調査業務委託 2015

新潟県 柏崎市 柏崎海洋センターへの再生可能エネルギー熱利用複合システム導入に向けた事業化可能性調
査業務委託

2014

新潟県 民間企業 平成18年度佐渡市地域新エネルギービジョン策定支援業務 2006

新潟県 民間企業 佐渡市地域新エネルギービジョン策定事業支援業務 2005

富山県 民間企業 自治体向け営業活動の支援業務として情報収集、計画立案および 営業用資料作成の業務 2020 16

富山県 株式会社野手組 木質バイオマス事業化に係る調査検討業務(農商工連携ファンド事業関連) 2011

富山県 株式会社野手組 木質ペレット焚温風発生機の実証実験業務 2012

富山県 岸田木材株式会社 CO2削減ポテンシャル診断事業における計測・調査業務 2019 12

富山県 氷見市 地域活性化と地域課題解決を目的とした未利用バイオマス資源の活用による各種再生可能エネ
ルギー導入に向けた事業化可能性調査業務委託

2020 1

富山県 氷見市 市民プール木質バイオマスボイラー導入事業可能性調査（FS調査）業務委託 2013

富山県 富山県林業構造改善協議会 講師派遣及び富山県西部森林組合（木粉施設）経営診断業務 2009

富山県 民間企業 富山県「緑の分権改革」推進事業　木質バイオマス機器等導入診断指導 2010

石川県 一里野高原ホテルろあん 一里野高原ホテルろあんにおける薪ボイラー導入支援業務 2018 16

石川県 三谷産業イー・シー株式会社 木質バイオマス関連事業アドバイザリー業務 2012

石川県 三谷産業株式会社 木質バイオマス需要拡大支援業務 2014

福井県 池田町 地域おこし企業人交流プログラムによる社員派遣に関する協定 2019 15

福井県 高浜町 平成29年度高浜町木質バイオマス熱電併給事業に向けた検証業務及び基本設計業務 2017 5

福井県 池田町 R2年度　池田町木質バイオマス熱供給インフラシステム構築業務 2020 1

福井県 中西製材株式会社 木くずのペレット化による工場内プロセス熱利用システムの導入実証試験事業に係る研究業務 2009

福井県 中西製材株式会社 木屑のペレット化による工場内プロセス熱利用システム導入実証試験事業に係る研究業務 2007

福井県 中西製材株式会社 木くずのペレット化による工場内プロセス熱利用システム実施設計業務 2004

福井県 日本環境技研株式会社 越前市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成調査業務委託 2020 1

山梨県 民間企業 排熱利用による農業事業性評価と造林事業調査報告書 2020 1

山梨県 民間企業 ボイラー診断 2019 13

山梨県 民間企業 2000kw級発電所開設のための支援業務契約書 2018 8

山梨県 民間企業 1万kw発電所開設のための支援業務契約書 2016 8

山梨県 やまなし木質バイオマス協議会 簡易ボイラー診断 2018 13

山梨県 やまなし木質バイオマス協議会 専門技術者派遣事業（簡易ボイラー診断） 2017 14

山梨県 やまなし木質バイオマス協議会 専門技術者派遣事業（簡易ボイラー診断） 2017 14

山梨県 やまなし木質バイオマス協議会 専門技術者派遣業務 2014

山梨県 株式会社電通 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合地域新エネルギービジョン策定等事業に関する調
査業務

2004

山梨県 株式会社リトル・トリー 平成30年度水源地道志村の森林資源を活用した複数公共施設への木質バイオマスエネルギー
システム構築調査

2018 4

山梨県 株式会社日本総合研究所（発注
元：甲斐市）

甲斐市における木質バイオマス発電所におけるエネルギー供給システムの調査検討 2015

山梨県 株式会社野村総合研究所 CO2ゼロ農作物のブランド化事業 2020 1

山梨県 弦間林業 林野庁先進林業機械改良・新作業システム開発事業のうち作業システム導入支援事業 2011

山梨県 古屋製材株式会社 データ分析及び研究 2014

山梨県 古屋製材株式会社 多形状バイオマスガス化発電・未利用間伐材収集効率化の研究開発 2013

山梨県 古屋製材株式会社 多形状バイオマスガス化発電・未利用間伐材収集効率化の研究開発 2012

山梨県 古屋製材株式会社 独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構への事業提案支援業務 2006

山梨県 甲斐市 甲斐市バイオマス産業都市構想・再生可能エネルギーを活用した熱供給設備導入調査・事業化
計画策定業務（令和２年度事業）

2020 13

山梨県 甲斐市 甲斐市バイオマス産業都市構想・再生可能エネルギーを活用した熱供給設備導入調査、事業
化計画策定業務

2019 2

山梨県 甲斐市 甲斐市バイオマス産業都市構想策定業務委託 2015

山梨県 山梨バイオマス利用推進地域協
議会

地域資源利用型産業創出緊急対策事業　農山漁村地域資源有効活用推進事業
「飲料製造工場への地域の木質資源を活かした熱電併給事業」
事業計画策定支援、及び実証試験支援

2010

山梨県 山梨バイオマス用推進地域協議
会

間伐材・林地材集材・運搬・チップ化実証分析　事前シミュレーション・情報分析業務 2009

山梨県 山梨県 「清里の森」木質バイオマス・太陽光利用システム導入検討調査業務 2014

山梨県 山梨県総合農業技術センター バイオエタノールプラント建設費試算 2007

山梨県 山梨県森林整備加速化・林業再
生協議会

平成25年度山梨県県産材活用促進対策調査業務委託 2013

山梨県 小菅村 小菅の湯薪ボイラー導入設計アドバイザリー業務委託 2020 13

山梨県 丹波山村 丹波山温泉薪ボイラー導入工事実施設計及び管理委託業務 2015

山梨県 丹波山村 温泉薪ボイラー導入にかかわる基本設備設計業務 2014
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山梨県 丹波山村 平成24年度「緑の分権改革」条件不利地域課題解決モデル実証 2012

山梨県 道志森林再生協議会 「新しい公共事業」における調査等業務委託 2012

山梨県 道志森林再生協議会 「新しい公共事業」における調査等業務委託 2011

山梨県 道志村 道志の湯・バイオマスボイラー使用状況報告書作成業務委託 2017 16

山梨県 道志村 道志の湯・バイオマスボイラー使用状況報告書作成業務委託 2016 16

山梨県 道志村 道志の湯・バイオマスボイラー使用状況報告書作成業務委託 2015

山梨県 道志村 道志の湯における木質バイオマスボイラー導入事業に伴う支援業務委託 2011

山梨県 道志村 木質バイオマス利活用システム構築業務委託 2010

山梨県 道志村 林業再生・新産業創設調査・研究委託業務 2009

山梨県 南アルプス市 南アルプス市バイオマスタウン構想策定業務委託 2010

山梨県 南アルプス市 平成21年度　南アルプス市地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等業務 2009

山梨県 南アルプス市 南アルプス市木質バイオマス資源賦存量予備調査業務 2008

山梨県 南アルプス地域雇用創造協議会 自然エネルギー及び自然エネルギー活用人材育成セミナー 2014

山梨県 南アルプス地雇用創造協議会 自然エネルギー及び自然エネルギー活用人材育成セミナー 2015

山梨県 日本電力株式会社 スマートフォレストリー事業 2012

山梨県 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有
財産保護組合

森林バイオマス実施計画等策定 2006

山梨県 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有
財産保護組合

富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合地域新エネルギー
ビジョン策定等事業業務委託

2005

山梨県 富士吉田市二ヶ村恩賜県有財
産保護組合

平成26年度木質バイオマス活用推進計画作成委託 2014

山梨県 民間団体 木質バイオマスストーブカタログ作成業務委託 2011

山梨県 木netやまなし推進協議会 平成23年度森林づくり国民運動推進事業委託 2011

山梨県 有限会社ふるや 平成23年度　間伐材・林地材集材・運搬・チップ化実証分析業務 2011

山梨県 有限会社古屋製材所 林地残材フル活用のための効率的な収集と輸送方法の確立に関する実証事業 2010

山梨県 有限会社古屋製材所 木質資源利用ニュービジネス創出モデル実証事業に係る調査
（工場破砕・現地破砕の能率的な連携による林地残材チップ化事業）

2009

長野県 国立研究機関法人農業・食品産
業技術総合研究機構

日本ワインの競争力強化に向けたブドウ栽培及びワイン醸造技術の実証研究 2018 9

長野県 一般社団法人塩尻振興公社 木質バイオマス熱電併給システムの運営コストに関する評価検討 2012

長野県 栄村 平成26年度村単木質チップボイラー導入簡易診断業務 2014

長野県 栄村 平成25年度木質チップボイラー導入事業　実施設計・施工監理委託業務 2013

長野県 栄村 平成24年度木質バイオマスボイラー導入診断調査委託業務 2012

長野県 塩尻市 平成28年度木質ペレット製造及び普及のための調査業務委託 2016 6

長野県 塩尻市 平成27年度木質ペレット製造及び普及のための調査業務 2015

長野県 塩尻市 平成26年度木質バイオマスボイラー導入診断業務委託 2014

長野県 塩尻市振興公社 熱利用システムに関する実施プラン策定のための詳細検討業務 2013

長野県 塩尻市振興公社 木質バイオマス発電事業における燃料受入及び品質管理に係る調査・検討委託 2013

長野県 王滝村 平成28年度王滝村木質バイオマスエネルギー導入計画策定業務 2016 10

長野県 株式会社エス・アール・シー 長野県農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査 2012

長野県 株式会社コヤマ NEDO FS調査事業　調査委託 2010

長野県 株式会社信州のもり 松川町木質バイオマス事業計画策定の補助支援業務 2019 3

長野県 宮田村 平成20年度宮田村地域新エネルギービジョン策定等業務 2008

長野県 駒ヶ根管工業株式会社 美篶プラムの里機械室設計費 2014

長野県 原村 原村生産木材提供事業を活用した森林整備・バイオマス活用の計画策定業務 2016 6

長野県 高山村 平成25年度蕨温泉ふれあいの湯　木質バイオマス利活用調査委託業務 2013

長野県 国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構

日本ワインの競争力強化に向けたブドウ栽培及びワイン醸造技術の実証研究 2017 9

長野県 国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構

日本ワインの競争力強化に向けたブドウ栽培及びワイン醸造技術の実証研究 2016 9

長野県 小諸市 平成22年度小諸市緑の分権改革推進事業
バイオマス資源とエネルギー需要の調査業務委託

2010

長野県 小川村 小川村木質バイオマス利用計画策定業務 2017 14

長野県 小川村 平成25年度小川村老人福祉センター（小川荘）木質バイオマス導入診断調査業務 2013

長野県 小川村 平成21年度小川村地域新エネルギービジョン策定等業務 2009

長野県 上伊那森林組合 上伊那木質バイオマスエネルギー事業化可能性調査委託業務 2002
～2003

長野県 上伊那森林組合 平成15年度ペレット標準化試験調査 2003

長野県 上小地域森林整備加速化・林業
再生協議会

平成21年度　林業再生推進活動事業　木質バイオマス利活用調査業務委託 2009

長野県 諏訪地区林業再生協議会 諏訪地域における木質バイオマス利用可能システム調査業務 2013

長野県 泰阜村 平成18年度泰阜村地域新エネルギービジョン策定事業 2006

長野県 筑北村 平成29年度筑北村木質バイオマス循環自立創生事業
【西条温泉とくら木質バイオマスボイラ導入可能性等調査】業務委託

2017 14

長野県 筑北村 筑北村健康館バイオマスボイラー導入診断調査業務委託 2010

長野県 中川村 平成30年度望岳荘木質バイオマスボイラー実施設計業務委託 2018 13

長野県 中川村 木質バイオマスボイラー導入による経済効果調査業務 2018 13

長野県 中川村 平成28年度バイオマスボイラー導入検討業務 2016 14

長野県 中川村 中川村森林バイオマス活用構想策定調査業務 2015

長野県 中川村 平成15年度中川村地域新エネルギービジョン策定等事業調査業務 2003

長野県 朝日村 朝日村地域新エネルギービジョン策定等事業委託業務 2005

長野県 長野県 木質バイオマスエネルギー導入による低炭素化と観光活性化に向けた可能性調査と事業計画
の策定業務

2015
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長野県 長野県野菜花き試験場 平成30年度農業用バイオマスボイラー開発のための燃焼制御装置性能調査業務委託 2018 9

長野県 長野県野菜花き試験場 平成29年度農業用バイオマスボイラー開発のための燃焼制御装置性能調査業務委託 2017 9

長野県 長野県野菜花き試験場 平成28年度農業用バイオマスボイラー開発のための燃焼制御装置性能調査業務委託 2016 9

長野県 長野県野菜花き試験場 平成27年度農業用バイオマスボイラー開発のための暖房機能力調査業務委託 2015

長野県 長野市 長野市バイオマスタウン構想策定支援業務委託 2009

長野県 楢川村 楢川村地域新エネルギービジョン策定調査業務 2004

長野県 南木曽町 平成24年度　自然エネルギー自給コミュニティ創出支援事業 2012

長野県 白馬村 白馬村公共施設における木質バイオマス発電・熱利用設備導入計画策定業務 2018 4

岐阜県 白川町 木質バイオマス事業検討業務 2019 15

岐阜県 岐阜県 木質バイオマス利用事業化調査業務 2009

岐阜県 岐阜県 破砕試験・林地残材利用システム構築業務 2008

岐阜県 南ひだウッド協同組合 平成23年度木材加工流通施設等整備加速化事業計画に係わる経営診断書作成業務 2010

岐阜県 南ひだウッド協同組合 ペレット製造施設建設事業の事業診断 2008

岐阜県 白川町 循環型森林社会構築事業木質バイオマス利用促進計画策定業務 2020 1

岐阜県 美輝の里 ペレットボイラー導入に係る設計・施工監理業務 2008

岐阜県 木質燃料株式会社 飛騨地域における木質バイオマスの利用可能量の調査及び資源の収集・運搬に係る経済デー
タ収集事業業務委託

2009

静岡県 株式会社安藤・間 浜松市天竜区の森林資源活用調査業務 2013

静岡県 社団法人静岡県環境資源協会 農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業　業務委託 2012

静岡県 小山町 平成26年度木質バイオマス発電事業可能性調査業務委託 2014

静岡県 小山町 平成25年度木質バイオマス発電事業可能性調査業務委託 2013

静岡県 静岡県中小企業団体中央会（天
竜木質バイオマス研究会）

木質ペレット生産における原料調達コストの低減化に関する提言 2009

静岡県 藤枝市 平成27年度藤枝市省エネルギー機器等導入事業化調査業務委託契約書 2015

愛知県 愛知県 ペレットの普及促進に関する調査 2007

愛知県 愛知県 三河山間地域木質バイオマスエネルギー利活用事業調査委託 2006

愛知県 株式会社シーテック バイオマス直噴燃焼式高効率小型発電システムの研究開発木質バイオマスエネルギー利用実
態調査

2006

愛知県 株式会社シーテック マイクロ波を利用した木質バイオマス液化プロセスの開発におけるバイオマスコンバイドプロセス
に関する調査

2005

愛知県 株式会社シーテック 移動式小型バイオマスガス化発電実証試験事業調査に関する調査業務 2003

愛知県 新城市 森林資源活用サプライチェーン構築支援業務委託 2016 15

愛知県 新城市 新城市温泉加温施設更新調査業務委託 2015

愛知県 設楽町 設楽町木質バイオマス利活用重点調査委託 2009

愛知県 設楽町 設楽町新エネルギービジョン策定業務 2008

愛知県 豊根村 平成21年度木質ペレット普及促進業務 2009

愛知県 豊根村 ①灰の利活用方法の検討②木質ペレットボイラー導入診断 2008

愛知県 豊根村 木サイクル推進プラン策定業務 2002

三重県 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

奥伊勢フォレストピアのバイオマスボイラーにかかわる技術分析資料の作成 2014

滋賀県 山室木材工業株式会社 バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業/地域自立システム化実証事業/産業拠
点において低質バイオマスを段階的利用する熱電自給・小規模熱利用システムの事業性評価

2018 4

滋賀県 ランドブレイン株式会社 「湖南市木質バイオマス再生可能エネルギー導入策定業務」に係る業務 2017 11

滋賀県 関西産業株式会社 もみ殻の固形燃料化による熱利用システム事業化調査（バイオマス等未活用エネルギー事業調
査）

2008

滋賀県 甲賀市 甲賀市木質バイオマス利活用事業化可能性調査業務（バイオマス等未活用エネルギー事業調
査）

2007

滋賀県 甲賀市 甲賀市地域新エネルギービジョン策定調査業務委託 2006

滋賀県 高島市 高島市新エネルギービジョン策定業務 2007

滋賀県 山室木材工業株式会社 木屑燃焼熱利用木材乾燥事業における研究業務 2010

滋賀県 山室木材工業株式会社 木屑燃焼熱利用木材乾燥事業における支援業務 2012

滋賀県 山室木材工業株式会社 木屑燃焼熱利用木材乾燥事業における支援業務 2011

滋賀県 滋賀県森林組合連合会 平成27年度林業パワーアップ・木質バイオマス搬出促進事業業務委託 2015

滋賀県 東近江市 再生可能エネルギー普及促進業務（薪を中心とした再生可能エネルギー利用促進事業） 2016 6

京都府 株式会社 Hibana 京都市ペレットボイラー普及事業におけるサポート業務 2011

京都府 宮津市 宮津市木質バイオマス活用ビジョン策定業務委託 2008

京都府 京丹波町 平成29年度京丹波町木質バイオマスエネルギー導入可能性調査業務 2017 6

京都府 任意団体南丹木質バイオマス普
及の会

木質バイオマス発電熱利用システム導入可能性検討事業 2018 4

大阪府 株式会社シーエムシー出版 木質バイオマス発電・熱利用事業に関する執筆業務 2014

大阪府 近畿大学　バイオコーコス研究
所

バイオコークスに関する各種調査 2016 12

大阪府 千早赤阪村 公共施設への複合・集約的な再エネ設備導入による循環型地域づくり先導事業 2015

兵庫県 民間企業 湊山温泉薪ボイラーシステム設計支援・導入支援業務 2018 13

兵庫県 株式会社地域計画建築研究所 北但東部森林組合ペレット製造施設整備工事実施設計業務委託 2009

兵庫県 多可町 木質チップボイラー設置工事にかかる設計・監理業務 2009

兵庫県 兵庫県森林連合組合会 木質バイオマス発電用燃料への利用に向けた調査事業 2013

兵庫県 豊岡市 シルク温泉やまびこペレットボイラー設備工事設計監理業務 2009

兵庫県 豊岡市 豊岡市木質バイオマス利活用事業化可能性調査事業（バイオマス未活用エネルギー事業調査
事業）

2008

兵庫県 北播磨県民局（兵庫県） 木質チップの需要拡大調査 2008

奈良県 御所市 木質バイオマス活用を通した御所版地域循環共生圏モデルの構築事業 2019 2

奈良県 下北山村 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 2019 3
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奈良県 御杖村 御杖村木質バイオマス資源の利活用事業化計画策定業務 2019 2

奈良県 天川村 天川村木質バイオマス利活用計画策定業務 2017 5

奈良県 東吉野村 東吉野村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託 2008

奈良県 奈良県 令和2年度　地域内エコシステム構築支援業務委託 2020 17

和歌山県 株式会社かつら木材商店 ヒノキの樹皮を主燃料として使用する高効率な直接燃焼による熱利用の実証実験にかかる報告
書とりまとめ業務

2009

和歌山県 北山村 おくとろ温泉「きたやま」への木質チップボイラー導入可能性調査 2006

和歌山県 和歌山県 平成25年度木材生産流通加工研修受託 2013

鳥取県 民間企業 技術動向調査・経済性試算・乾燥試験調査等 2018 4

鳥取県 一般社団法人日本有機資源協
会

北栄町バイオマス産業都市構想策定支援業務 2018 3

鳥取県 横浜国立大学（破発注元：一般
財団法人環境対策推進財団）

持続可能なバイオマス事業のための統合的評価モデルに関する研究 2019 11

鳥取県 株式会社オロチ 平成25年度木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業調査委託 2013

鳥取県 社会福祉法人ウイズュー 廃菌床乾燥試験及び廃棄物対策に関する外注業務 2019 8

鳥取県 智頭石油株式会社 バイオマスボイラーの熱需要先調査等一式業務委託 2016 6

鳥取県 日南町 日南町木質バイオマス資源の持続的活用による再生エネルギー導入計画策定業務 2016 6

鳥取県 日南町木質バイオマス利用協議
会

鳥取県木質バイオマス発電・熱供給等事業化調査業務 2011

鳥取県 日南町木質バイオマス利用協議
会

鳥取県農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査業務 2012

島根県 株式会社コガワ計画 木質バイオマス発電事業化に関するコンサルティング・支援業務委託（第１段階） 2014

岡山県 民間企業 林業・エネルギー事業に関わる基礎調査 2020 7

岡山県 株式会社西粟倉・森の学校 ニシアワー製造所における木くずの有効利用に関する研修講師費 2011

岡山県 有限会社古谷工務店 岡山県美咲町ペレットESCO事業実施支援 2008

広島県 社会福祉法人みぶ福祉会 仁愛園へのペレットボイラー導入計画 2017 16

広島県 医療法人明和会 老人保健施設あけぼのへ給湯用ペレットボイラー導入及び特別養護老人ホーム「正寿園」への
熱供給事業に伴う補助金申請業務支援費

2015

広島県 東広島市 東広島市菌床きのこ・たい肥化プロジェクト事業化計画策定業務 2018 11

広島県 東広島市 東広島市木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定業務 2017 5

広島県 廿日市市 廿日市市木質バイオマス利活用可能性調査業務 2011

山口県 株式会社一村製作所 平成22年度資源循環型地域活力向上対策事業　設計施工管理業務 2011

山口県 株式会社安成工務店 平成22年度山口県全域を対象とした「総合的複合型バイオマスエネルギー地産地消社会システ
ムの構築」実証実験事業支援業務

2010

山口県 山口県 平成26年度木質ペレットボイラー導入可能性調査業務 2014

山口県 山口県 平成25年度木質ペレット・ボイラー導入促手法の開発及び導入可能性調査業務 2013

山口県 山口県 平成25年度園芸用木質ペレット加温機開発に係る評価業務 2013

山口県 山口県 平成25年度木質ペレット・ボイラー普及要員研修 2013

山口県 山口県 公共施設等への森林バイオマスエネルギー導入推進業務 2006

山口県 山口県 公共施設等への森林バイオマスエネルギー導入事業調査業務 2004

山口県 山口県森林組合連合会 平成26年度木質ペレット・ボイラー導入促進人材育成事業に係る研修業務 2014

山口県 山口県森林組合連合会・株式会
社安成工務店・エックス都市研
究所（発注元：山口県）

木質バイオマスペレット利用（製造～熱利用）システムの平成19年度実施計画に係る委託業務 2007

山口県 山口県森林組合連合会・株式会
社安成工務店・エックス都市研
究所（発注元：山口県）

平成19年度山口全域を対象とした「総合的複合型森林バイオマスエネルギー地産地消社会シス
テムの構築」実証実験事業支援業務

2007

山口県 山口県森林組合連合会・株式会
社安成工務店・エックス都市研
究所（発注元：山口県）

平成20年度山口全域を対象とした「総合的複合型森林バイオマスエネルギー地産地消社会シス
テムの構築」実証実験事業支援業務

2007

山口県 山口県森林組合連合会・株式会
社安成工務店・エックス都市研
究所（発注元：山口県）

平成21年度山口全域を対象とした「総合的複合型森林バイオマスエネルギー地産地消社会シス
テムの構築」実証実験事業支援業務

2007

山口県 山口市 山口市木質バイオマス利活用計画策定に係る基礎調査等業務委託 2016 7

山口県 山口市 林業流通関係者ヒアリング調査業務 2010

山口県 周南市 周南市森林づくり基本計画策定業務委託 2010

山口県 中電技術コンサルタント株式会
社

農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業支援業務 2012

山口県 中電技術コンサルタント株式会
社

スマートコミュニティ構想支援事業等 2012

徳島県 徳島県 ①平成21年度緑の分権改革推進事業・木質資源エネルギー化調査（ボイラー規模及び普及効
果調査業務）
②平成22年度製造コスト及び搬出システムコスト調査事業

2010

徳島県 徳島県木材組合連合会 平成24年度木質バイオマスボイラー等導入推進業務（三好市） 2012

香川県 まんのう町 平成30年度まんのう町里山資源有効利用促進事業調査業務 2018 3

香川県 東かがわ市 平成28年度東かがわ市木質バイオマスボイラー導入等検討業務 2016 6

愛媛県 NPO法人環境自治体会議環境
政策研究所

愛媛県内子町バイオマスタウン構想策定事業支援業務 2006

愛媛県 NPO法人環境自治体会議環境
政策研究所

内子町バイオマスエネルギー利活用調査支援業務 2005

愛媛県 宇和島市 宇和島市地域新エネルギービジョン策定事業委託業務 2006

愛媛県 久万高原町 平成29年度久万高原町木質バイオマス利用実現性調査業務委託 2017 4

愛媛県 中予山岳流域林業活性化セン
ター

久万高原町木質バイオマス利用可能量調査業務委託契約書 2019 2
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愛媛県 民間企業 平成26年度愛媛県森林そ生緊急対策事業木質バイオマスエネルギー導入促進支援（実現可能
性調査）業務委託

2014

高知県 高知県 平成23年度木質バイオマスエネルギー地域利用等促進事業委託業務 2011

高知県 高知県 グリーン熱証書発行事業 2011

高知県 高知県 グリーン熱証書発行事業 2010

高知県 民間企業 高知県津野町バイオマスタウン構想策定調査 2008

福岡県 民間企業 木質バイオマス発電燃料調達に向けた基礎調査 2016 7

福岡県 嘉麻市 嘉麻市バイオマス固形燃料製造のための資源量調査 2015

福岡県 学校法人近畿大学 嘉麻市　バイオマス固形燃料（バイオコークス）事業化可能性調査委託 2017 12

福岡県 学校法人近畿大学 嘉麻市　バイオマス固形燃料（バイオコークス）販売のための流通調査 2016 12

福岡県 東峰村 木質バイオマスボイラー導入のための東峰村型小規模木材生産システム構築事業業務委託 2017 8

福岡県 東峰村 平成28年度福岡県エネルギー利用モデル構築促進事業東峰村地産地消型木質バイオマス利
活用可能性調査業務委託

2016 7

福岡県 福岡市 木質バイオマス活用に関する基礎調査業務委託 2014

長崎県 雲仙森林組合 木質ペレット製造に関する需給可能性調査業務 2012

長崎県 株式会社バイオマスアグリゲー
ション

対馬市木質バイオマスエネルギー導入計画策定支援業務 2018 4

長崎県 新上五島町 新上五島町森林素材生産実証実験業務委託 2016 9

熊本県 阿蘇市 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業業務委託 2019 2

熊本県 民間団体 特別養護老人ホーム延寿荘の新設工事に伴うチップボイラー導入に関する調査事業業務 2018 3

熊本県 熊本県 手引書「木質バイオマスに関する基礎知識とボイラー導入に関する留意点」作成業務 2013

熊本県 熊本県 木質バイオマス燃料低コスト化システムモデル調査委託 2012

熊本県 熊本県 「緑の分権改革」推進事業（熊本県内における木質バイオマス利活用調査）業務委託 2010

熊本県 熊本市 熊本市健全な森づくり推進計画（仮称）策定支援業務委託 2020 10

熊本県 山江村 平成30年度木質バイオマス資源の持続的活用に向けた設備導入計画策定業務 2018 4

熊本県 小国町 小国町木魂館温泉施設木質バイオマスボイラー導入監理委託 2015

熊本県 小国町 木魂館温泉施設木質バイオマスボイラー導入事業実施設計業務 2014

熊本県 小国町 木質バイオマスボイラー導入事業基本設計業務委託 2013

熊本県 上球磨地区林業振興推進協議
会

湯前・水上地域における木質バイオマス活用計画策定調査業務 2013

熊本県 大津町 大津町地域循環型再生可能エネルギー事業調査業務 2015

熊本県 天草流域森林・林業活性化セン
ター

木質チップボイラー導入促進支援業務委託 2012

熊本県 天草流域森林・林業活性化セン
ター

木質バイオマスボイラー導入に関する基礎調査 2016 17

熊本県 湯前町 湯前町森づくり構想作成業務委託 2020 10

熊本県 湯前町 湯前町有林管理計画作成業務委託 2015

熊本県 南阿蘇村 平成18年度南阿蘇村木質バイオマス利活用調査事業業務委託 2006

熊本県 南関町 南関町木質バイオマスエネルギー導入計画策定業務 2017 6

大分県 竹田市 H29竹田市分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業に係る調査及び報
告書作成支援業務のうち熱需要及びプラント立地等に関する業務

2017 5

大分県 民間企業 ガス化発電プラントの連続稼働運転状況解析業務 2019 9

大分県 ワタミエコロジー株式会社 臼杵市における木ガスバイオガスハイブリッドシステム導入可能性調査資源 2014

大分県 ワタミファーム＆エナジー株式会
社

大分県臼杵市における木質バイオマスの熱エネルギー有効活用の事業性評価（Ｈ30年度） 2018 3

大分県 一般社団法人日本有機資源協
会

H30竹田市支援業務に係る業務 2018 3

大分県 臼杵市 平成28年度臼杵市木質バイオマス小型熱電併給システム導入計画策定委託 2016 7

大分県 大分県 平成29年度木質バイオマス燃焼灰有効利用調査研究事業 2017 11

大分県 大分県 平成28年度木質バイオマス燃焼灰有効利用調査研究研究事業委託業務 2016 11

大分県 大分県 木質バイオマス燃焼灰有効利用調査研究事業委託契約書 2015

大分県 竹田市 平成24年度施行木質バイオマスボイラー事前調査業務 2012

大分県 民間企業 ペレット加工・流通システム、バイオマス熱電併給システム事業導入に向けた事業化可能性調査 2015

宮崎県 延岡市 「緑の分権改革」推進事業県北プロジェクト実証・検証委託業務 2010

宮崎県 宮崎県 森林バイオマス利活用普及促進事業業務の委託 2013

宮崎県 宮崎県 平成24年度森林バイオマス利活用普及促進事業業務委託 2012

宮崎県 宮崎県 平成23年度森林バイオマス利活用普及促進事業業務委託 2011

宮崎県 宮崎県 平成22年度効率的な木質バイオマス収集・運搬システム実証調査事業に関する試験及び検証
業務の委託

2010

宮崎県 宮崎県 県産木質バイオマスを使用した施設園芸用加温機の普及・拡大に向けた調査 2010

宮崎県 宮崎県 平成21年度木質バイオマス活用普及指針策定事業に関する業務 2009

宮崎県 五ヶ瀬町 平成28年度木地屋薪ボイラー導入基本計画作成業務 2016 14

宮崎県 諸塚村木質バイオマス発電事業
検討委員会

諸塚村における木質バイオマス資源利用可能性調査業務 2020 10

宮崎県 日之影町 平成27年度宮崎県森林整備加速化・林業再生事業（交付金）日之影町温泉駅ボイラー木質化
実施設計・工事監理委託業務

2015

宮崎県 日之影町 平成26年度日之影温泉駅ボイラー木質化事業基本設計委託業務 2014

鹿児島県 民間企業 木質バイオマス発電事業の事業化支援業務 2019 7

鹿児島県 屋久島町 屋久島町地域新エネルギービジョン策定調査業務委託 2008

鹿児島県 株式会社鹿児島経済研究所 「公募型処遇改善支援事業」における木質バイオマス燃料需要調査業務におけるアドバイザー 2015

鹿児島県 鹿児島市 木質バイオマス熱導入促進調査業務 2017 8

鹿児島県 鹿児島市 木質バイオマスボイラー導入診断調査業務 2016 6

鹿児島県 日本コムシス株式会社 木質バイオマス発電事業化に向けた支援業務委託(鹿児島県南薩地域） 2018 8
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都道府県 発注者 実施業務名 年度 頁

鹿児島県 枕崎バイオマスエナジー合同会
社

木質バイオマス発電事業化に向けた支援業務委託（鹿児島県南薩地域） 2018 8

鹿児島県 有限会社フェルナンデ 屋久島CO2削減対策モデル事業　支援業務 2009

沖縄県 民間企業 石垣島における森林資源量調査業務 2019 2

その他 JFEテクノリサーチ株式会社 草本系バイオマスエタノール発酵残渣の利用可能調査（その1、その2） 2012

その他 NPO法人バイオマス産業社会
ネットワーク(BIN)

全量買取制度に関する調査業務 2010

その他 財団法人名古屋都市産業振興
公社

木質バイオマス由来薬用物質のマーケティング調査 2005

その他 一般社団法人　日本木質バイオ
マスエネルギー協会

平成27年度木質バイオマス利用支援体制構築事業木質バイオマス
燃料供給・サプライチェーンに関する調査

2015

その他 各事業者（市町村、セミナー開催
企業等）

木質バイオマス普及に関する講演・セミナーの開催 2014

その他 株式会社FTカーボン 国内クレジット制度申請サポート業務 2012

その他 株式会社ログウェル日本 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定事業の一部受託業
務

2017 5

その他 国土総合政策研究所河川環境
研究室

河川内樹木等のバイオマス活用に関する予備調査業務 2012

その他 財団法人新エネルギー財団 「アジア・バイオマスエネルギー協力推進事業」に係る「日本のバイオ燃料に関するデータベース
作成のための調査業務」

2007

その他 財団法人新エネルギー財団 平成23年度「東アジア・バイオ燃料データベース」における「日本のバイオ燃料に関するデータ
ベース情報更新業務」

2011

その他 自主開催 森林バイオマス実践シンポジウム・交流会の開催 2011

その他 東崎実業有限会社 中国昆明市科学局訪日視察団の川崎市環境視察通訳業務 2008

その他 民間企業 木質バイオマスガス化発電の炭化物利用現況調査および事業候補地検討業務 2020 11

その他 民間企業 自治体等の地域で検討されている木質バイオマスの調査事例収集ととりまとめ 2019 7

その他 民間企業 第一期木質バイオマス発電事業（5ヶ所）デューデリジェンス業務 2019 8

その他 民間企業 自治体等の地域で検討されている木質バイオマスの調査事例収集ととりまとめ 2019 11

その他 民間企業 平成28年度木質バイオマス利用支援体制構築事業　木質バイオマス熱電併給支援事業 2016 7

その他 民間団体 バイオマス改質燃料のＣＯ2削減効果に関する調査 2018 11

その他 民間企業 木質バイオマス発電事業化支援業務における重要事項調査 2015

その他 民間企業 労働者派遣契約 2015

その他 民間企業 小規模バイオマスプラントの技術・コスト実態調査業務委託 2015

その他 民間企業 木質バイオマス発電事業の事業化に関するアドバイザリー業務 2015

その他 民間企業 1万kw級発電所開設のための支援業務にかかわる覚書 2015

その他 民間企業 戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業（／多形状バイオマスガス化発電・未利
用間伐材収集効率化の研究開発）

2015

その他 民間企業 小規模木質バイオマス発電事業化のための森林資源量調査業務委託 2015

その他 民間企業 木質バイオマス熱電併給・事業化に向けた支援業務委託 2015

その他 民間企業 欧州ガス発電化技術調査・評価の業務委託について 2015

その他 民間企業 海外メーカー製木質バイオマスガス化プラントに対する技術評価、海外メーカーの信頼性調査 2015

その他 民間企業 バイオマスボイラー導入にかかる助成金申請支援業務 2015

その他 民間企業 映像ナレーション作成業務 2015

その他 民間企業 木質バイオマスポテンシャル調査 2014

その他 民間企業 新規事業　事業構想策定業務 2014

その他 民間企業 平成26年度里地里山等地域の自然シンボルと共生した先導的な低炭素地域づくりのための事
業化計画の策定・ＦＳ調査委託業務

2014

その他 民間企業 木質バイオマス熱利用事業計画書策定業務 2014

その他 民間企業 木質バイオマス発電業務 2014

その他 民間企業 熱電併給システム事業化のためのマーケティング調査 2014

その他 民間企業 A社バイオマス発電事業支援 2014
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