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「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／実証事業（助成事業）」説明資料 

作成要領 
 

「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／実証事

業」として実施するにふさわしい事業であるかの判断材料として、「説明資料」と「プレゼン資料」

を作成していただきます。 

地域自立システムとして、想定している「実証事業」の概要、全体システム構成等を、図表を用い

てわかりやすく記載してください。 

1. 実証事業の概要 

2. 提案するシステムについての工夫の検討結果 

（原料調達、エネルギー利用、エネルギー変換、システム全体） 

3. 今回のサイトにおける事業性評価 

4. まとめ 

 

事業性評価(FS)を元に「実証事業」として提案するシステムの 4 つの項目（原料調達、エネルギー

利用、エネルギー変換、システム全体）について検討内容と工夫を示してください。その検討結果を

材料に、想定している「実証事業」について説明ください。 

さらにバイオマス事業普及拡大への貢献として、同じような条件の他地域へ同様のシステムを展開

する場合の事業性評価について記載ください。 

 

実証事業の説明資料の文量については、３０頁程度としてください。 

実証事業のプレゼン資料については、２０分程度の発表時間を目安に作成してください。 

なお、詳細なデータを添付したい場合は、「別添」として「説明資料」に添付ください。 

 

１．実証事業の概要 

(1) 提案者(事業者)の概要 

提案者(事業者)の概要を記載ください。資本金、従業員数、年間売上、事業内容などについ

て、記載してください。 

 

(2) 提案者(事業者)および地域における「課題」 

地域の「課題」や提案者(事業者)の「課題」を整理し、解決のための手段などを記載してく

ださい。 

 

(3) 提案者(事業者)および地域の「強み」 

想定している「バイオマスエネルギー事業」に対して、提案者(事業者)や地域の「強み」に

ついて記載ください。 

 

(4) 地域自立システムの概要 

想定している「地域自立システム」の概要について、図を用いてわかりやすく記載してくだ
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さい。 

また、「地域自立システム」として地域の他事業との連携がある場合は、事業性評価の対象

範囲と境界（図を使い）を明確に記載してください。更に、全体システム構成がわかるように

してください。 

 

２．提案するシステムについての工夫の検討項目と検討結果 

（原料調達、エネルギー利用、エネルギー変換、システム全体） 

 

提案される「実証事業」を行う上で必要な地域自立システムとしての４つの検討項目について、

検討内容および結果を記載ください。 

 

(1) 原料調達の工夫 

① 実証事業の事業性評価(FS)に必要な検討項目と結果について 

バイオマス原料の調達可能量、調達価格、バイオマスの輸送費の検討など事業性評価に必要

な検討項目と結果を表にして記載ください。 

検討結果(例） 

検討項目 検討結果 

使用するバイオマス種 木質チップ 

調達可能量 XXXX t/year 

調達単価 XXXXX 円/ton 

想定する輸送費 XXXX 円/t･km 

季節変動幅 ±XX % 

・・・  

※ バイオマスが複数種ある場合は、それぞれについて記述 

 

② 各項目の算定根拠について 

①の各項目の算定根拠を記載ください。 

 

③ 安定的な原料調達を実現するための工夫について 

例えば１０年後、２０年後を見据えた長期的な視点での原料調達の見通し、リスクの洗い出

しとそれに対する対策など、安定的かつ低コストでの原料調達を実現する工夫を記載くださ

い。 

なお、工夫することによるアドバンテージについて定性的なメリットや可能ならば定量的な

メリットを記載ください。 

（調達量の変動に対する代替原料の確保についての検討、原油価格の変動などに対する影響

度の検討など） 

 

(2) エネルギー利用の工夫 

① 実証事業の事業性評価(FS)に必要な検討項目と結果について 

エネルギー需要量の検討、エネルギー利用設備初期費用・運用費用の検討、副生物の処理／
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利用形態（燃焼灰や消化液など）の検討など事業性評価に必要な検討項目と結果を表にして記

載ください。 

検討結果（例） 
検討項目 検討結果 

エネルギー利用形態 温水（90℃） 

エネルギー需要量 XXXX kW 

供給単価 XXXXX 円/ton 

設備費用（初期費用） XXXXX 円 

設備運用費 XXXXX 円/年 

副生物 焼却灰 

副生物発生量 XX ton/年 

副生物処理費 XX 円/年 

・・・  

※ エネルギー利用先、副生物が複数種ある場合は、それぞれについて記述 

 

② 各項目の算定根拠について 

①の各項目の算定根拠を記載ください。 

 

③ 安定的かつ効率的エネルギー利用を実現する工夫について 

例えば 10年後、20年後を見据えた長期的なエネルギー利用の見通し、熱需要の発掘や創出

および集約化など安定的かつ効率的なエネルギー利用を実現する工夫を記載ください。 

なお、工夫することによるアドバンテージについて定性的なメリットや可能ならば定量的な

メリットを記載ください。 

 

(3) エネルギー変換技術の工夫 

① 実証事業の事業性評価(FS)に必要な検討項目と結果について 

エネルギー変換設備初期費用・運用費用の検討、設備運転体制の検討など事業性評価に必要

な検討項目と結果を表にして記載ください。 

検討結果（例） 
検討項目 検討結果 

エネルギー変換設備 ボイラ・タービン設備 

設備容量 XXXX kW 

メンテナンス費用 XXXX 円/年 

人件費 XXXX 円/年 

運転体制 X 人×3交代 

・・・  

 

② 各項目の算定根拠について 

①の各項目の算定根拠を記載ください。 
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③ エネルギー変換設備の効率向上や安定稼働を実現する工夫について 

エネルギー変換設備の効率向上や安定稼働への取り組みなどエネルギー変換設備の工夫を

記載ください。 

なお、工夫することによるアドバンテージについて定性的なメリットや可能ならば定量的な

メリットを記載ください。 

 

(4) システム全体の工夫 

地域との連携による継続的な事業の実現や、事業を通じた地域への貢献および既存の事業へ

の寄与など、システム全体の検討について記載ください。 

 

① 検討対象とした地域の自治体や事業者などとの連携について 

自治体や事業者などの連携について記載ください。連携先との合意形成の工夫(Win-Win 関

係にするための工夫)などについて説明ください。 

 

② 対象事業が地域に与える効用について 

実証事業を行うことによる地域貢献（連携した自治体や事業者などのメリットやエネルギー

自給率の向上、ＣＯ2削減効果、新規設備投資の抑制効果など）について記載ください。 

 

③ 地域との連携による事業の継続性について 

地域の将来像（将来のバイオマス原料やエネルギー需要予測など）に関連付けて継続的な事

業の実現性について記載ください。 

 

④ 地域と特性の活用について 

対象とした地域の特性（強み）について記載ください。ほかの地域に無いメリットを本実証

事業にどのように取り入れたかの工夫について記載ください。 

なお、工夫することによるアドバンテージについて定性的なメリットや可能ならば定量的な

メリットを記載ください。 

 

３．今回のサイトにおける事業性評価 

事業性評価の検討結果を踏まえ、今回のサイトでの事業について、以下の項目を記載ください。 

 

(1) 事業スケジュールの策定 

事業運営開始までの手順とスケジュールを明確化してください。 
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（記載例） 
実証事業スケジュール 

 

 

(2) 実証事業の費用 

実証事業に必要な費用について、事業期間の年度展開を含んだ費用内訳を記載ください。ま

た、助成対象外(提案者の自己負担分)の費用についても合わせて記載ください。 

 

（記載例） 

実証事業の費用 

総額 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

Ⅰ.機械装置費
１.土木・建築工事費 (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円
2. 機械装置等製作・購入費 (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円
3.保守・改造修理費  (助成対象) 千円
　　　　　　　　　　　　  (対象外) 千円

千円

Ⅱ.労務費
1.研究員費 (助成対象) 千円
　　　　　　　 (対象外) 千円
2.補助員費 (助成対象) 千円
　　　　　　　 (対象外) 千円

Ⅲ.その他経費
1.消耗品費 千円
2.旅費 千円
3.外注費 千円
4.諸経費 千円

千円
Ⅳ.委託費・共同研究費

1.委託費・共同研究費 千円
千円

合計 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ) 千円

助成金予定額 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)の
　内対象額 × 2/3

千円

項目

 

なお、本検討においては土地購入費、土地造成費は除き、システムを運用するために必要な

設備の購入、設置および建設をイニシャルコストとしてください。 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

設備建設・設置

設備設計

試運転

実証運転

実施項目
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(3) 実証事業開始後の収入と支出の明示、収支計算 

事業開始後の年単位での収入と支出を記載ください。逆有償（処理費として有価で引き取る

もの）の原料については収入として扱ってください。 

（記載例） 
事業収支 

総額 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

収入 千円

売電収入 千円

売熱収入 千円

副生物収入 千円

支出 千円

原料調達費 千円

設備メンテナンス費
  （設備清掃）

千円

設備メンテナンス費
  （消耗品交換）

千円

光熱費 千円

人件費
 ( ○人×○○○万円/年)

千円

減価償却費

その他 千円

収支 (収入－支出) 千円

項目

 

（4）事業性評価 

提案される事業について、補助金なし、補助金（１／３、１／２、２／３）についての感度解

析を行ってください。 

 

（例）事業開始後（10年程度）のキャッシュフロー 
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(5) 実証事業の実施体制 

実証事業の実施体制を記載ください。 

 
（記載例） 

実証事業の実施体制 

 

 

(6) 事業性評価 

(1)、(2)、(3)の検討を加味し、今回のサイトで事業を運営した場合の事業性評価を行ってく

ださい。その際に、外部環境や現地環境の変化も織り込み、１０年後程度においても事業の継続

が可能なことを示してください。 

 

４．まとめ 

提案される実証事業の事業性評価の結論を含めて簡潔にまとめてください。 

 

５．今後の事業展開 

今後の事業展開について、地域への貢献（自治体や地元企業との連携）、自社事業への貢献、継

続性などについて記載ください。 
 
 

【補足資料】 

補足説明として、将来構想の詳細や技術的な根拠（計算式等）などについて記載ください。 
 

 

 

 

 

～ 以 上 ～ 

実施者： ○○○○(株)
主な実施（担当）項目：
・実証設備の計画/設計
・実証設備の建設
・原料調達の検討
・○○○○の実証
・事業採算性評価

実施者： ○○○○(株)
主な実施（担当）項目：
・実証試験におけるデータ解析

NEDO
助成（2/3)

委託
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