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 項  目 

1. 取組の背景と課題 

2. 課題解決のためのシステムと構築 

3. システム運用と結果 

4. 地域産業と効果 

5. 地域との関わり 

6. 最上町が目指す環境とエネルギー 

 



1. 背景  一斉に行われた拡大造林  
昭和50年前後に、牧野の高度利用による拡大造林が町内一斉に行われたが、その後森林整
備（間伐）が進まなく、荒廃した森林の状況にある。 
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年次別造林面積（単位：ha） 牧野造林 

一般造林 

1,079ha 

258ha 

合計 1,337ha 

農耕用家畜から機械化への歴史的な変換により牧野の利用が家畜の餌場としての利用されない 





平成１７年次現在の要間伐面積 

抽出条件   
５ha以上の地続きの要間伐地 
林齢35年生以上の人工林地         

箇所数 71 
最小面積（ha） 5.09 
最大面積（ha） 150.99 
平均面積（ha） 19.37 
合計面積（ha） 1,375.60 

森林整備（間伐）が必
要とされる区域  

 1. 背景 一斉に行われた拡大造林【その後】  



1. 課題 山の資源を動かすことを可能にする 

補助事業の活用と、間伐材の利用で、森林所有者が負担
金の拠出無しで間伐事業ができる仕組みを作る。 

間伐材を燃料利用し現金収入に繋げる。 
（可能になれば森林整備間伐が進む） 

一般的な理由  外材の価格に押され安価になり木材に魅力がない。 
           労働分配が森林整備に薄くなった。（山仕事に出向くことがなくなった） 

         経済的に森林整備に投資を行う余裕がなくなってきている。                

間伐が進まない 課
題 



 
    バイオマスエネルギー地域システム化実験事業（H17～H21・委託事業）  

 地域の特性に適合したバイオマスエネルギーのトータルシステムの実証試験。 

 収集運搬からエネルギ－転換、エネルギー利用に至る物流、経済的及び運転と技術等のデータの収集 

 ・蓄 積・分析を行い、バイオマスの地産地消・地域循環型社会の実現とバイオマスエネルギーの信頼を 

  目指す。 

カテゴリー１ 
収集システム 

カテゴリー２ 
エネルギー転換 

カテゴリー３ 
エネルギー利用・最終利用 

廃食油・食品廃棄物
の収集システム 

木質バイオマス収集シ
ステム 

建築廃材収集システム 

液体燃料製造装置 
（発酵等） 

気体燃料製造装置 
（ガス化等） 

チップ製造装置 
（直接燃焼等） 

燃料利用 

ガスエンジンコジェネ
システム（電気・熱） 

施設内熱利用 

2.システムの構築  バイオマス収集～転換～エネルギー利用 



2. システムの構築  最上町地域システムフロー 

ＧＩＳシステムによる支援 伐採収集運搬システム チップ加工システム エネルギー利用システム 

 中長期的な計画支援 

 作業計画の支援 

 賦存量の把握 

 高性能林業機械と効率

的な施業 

 列状間伐 

 作業路の新設と活用 

 所有権と利用権の分離 

暖房・冷房・給湯  間伐材をチップに加工 

燃焼による温水の生成 



2008 

最上町バイオマスＧＩＳによる中期計画 

2-１ ＧＩＳシステムの支援（計画的な施業と収集） 
中期的計画 
年次的収穫（間伐）区域の設定 
収穫量の把握と収穫コストシミュレーション 

2009 

2010 

年次 間伐面積m2 間伐材積m3 

2008 12.3ha 1,230 
2009 11.8ha 1,180 
2010 11.1ha 1,110 
実績 面積１ha当たり100m3の材積 

個人所有の林地（30～35筆程度）を団地化して施業に入る。 
 



作業路なし 作業路開設 

面積割合 材積 面積割合 材積 

収穫量 59.3（％） 842（m3） 94（％） 1,334（m3） 

切捨量 40.7 577 6.0 85 

計 100.0 1,419 100.0 1,419 

作業路と収穫量 

間伐材を燃料として利用すること
から同じ区域からであれば収穫量
（率）を上げる必要がある。 

施業の団地化 
作業路の開設（共同利用） 
施業の効率化 
 高性能林業機械の利用 
（若者の就業・安全な作業） 
 

利用権と所有権の分離 
例：所有者 ２６者 

 
地域との合意形成 

 

2-2 ＧＩＳシステムの支援（団地の形成と収集量） 



造材 

木寄せ 

木寄せ 

木寄せ 

伐採 

集材 
集材 

集材 

チッププラント 
運材 

（林道・作業道） 

（作業路） 

山土場 

集約をして団地化施業 
列状間伐（１伐３残） 

伐採 伐採 
造材 

造材 

2-2 ＧＩＳシステムの支援  山林の集約化と列状間伐の合意形成  



スイングヤーダ 

2-2 伐採収集運搬システム 
（効率的な収穫システム） 

林業が成り立たないとバイオマスエネルギーは成り立たない。 

・作業の効率化と安全性 
・魅力ある林業と若者の就業 

造材を行うハーベスタ 



○山土場から直接搬入 

○前処理無しで丸太を直接投入 

○様々な樹種や部位に対応処理 

木材からエネルギーとして 
利用できるチップに換えること。 

１次破砕機に投入する様子 

2-3 チップ加工システム  
 （原料に適応した機械の選定） 

２次破砕機 

原材料の木材は何を使うのか 



福祉センター 
・暖房 
・冷房 

ボイラシステム 

園芸ハウス 

既設化石プラント 

左：550ｋｗ 
中央：700ｋｗ 
右：900ｋｗ 

最上病院 
健康センター 

老人保健施設 老人集合住宅 

 エネルギーの利用・最終利用システム 

・暖房 
・冷房 
・給湯 

特別養護老人ホーム建設中 
（木造平屋建て） 暖冷房給湯 左：550ｋｗ 

中央：700ｋｗ 
右：900ｋｗ 

園芸ハウス 

福祉センター 

・暖房 
・冷房 

ボイラシステム 

特別養護老人ホーム 
 暖冷房給湯 

最上病院 

老人保健施設 
老人集合住宅 

・暖房 
・冷房 
・給湯 

既設化石プラント 

  



木質バイオマスの収穫から燃料供給まで 

        林  業 
    （素材の生産） 

 製材業 
（建築用材の生産） 

地域産業としての根付き、資源の循環と安定供給・社会への貢献 

バイオマスの収集確保 

作業の集約と高効率化 

 新たな起業 
（間伐からチップ製造・供給） 
（株）もがみ木質エネルギー 

効果：雇用の確保 
課題：経済的安定が必要 

4. 地域産業と効果【ＷＳ＆Ｄ構想】 



4. 地域産業と効果 地域経済の循環 

地産地消・地域循環型社会の実現（物流と経済） 
カテゴリー１ 

収集システム 

カテゴリー２ 
エネルギー転換 

カテゴリー３ 
エネルギー利用・最終利用 

廃食油・食品廃棄物
の収集システム 

木質バイオマス収集シ
ステム 

建築廃材収集システム 

液体燃料製造装置 
（発酵等） 

気体燃料製造装置 
（ガス化等） 

燃料利用 

ガスエンジンコジェネ
システム（電気・熱） 

施設内熱利用 
チップ製造装置 
（直接燃焼等） 

間伐材（山側の仕事） 燃料チップの製造 バイオマスボイラと熱利用 

重油消費量の削減 
 （38,663,000円相当） 

燃料チップの製造委託 
 定額 26,000,000円／年 

間伐経費の一部に充当 
 山林の整備 



バイオマスボイラの運営（効果と経費） １ 

種  類 化石燃料等の削減 CO2削減効果（ｔ） 削減金額（円） 

 ウエルネスプラザ Ａ重油 118,911 ㍑ 493 18,191,100 

 ウエルネスプラザ ＬＰガス 6,124 ㎥ 38 3,000,760 

 いきいきハウス Ａ重油 15,690 ㍑ 43 1,648,080 

 給食センター灯油 10,496 ㍑ 26 1,049,600 

 紅梅荘 Ａ重油 114,400 ㍑ 310 11,440,000 

 紅梅荘 灯油 5,207 ㍑ 13 520,700 

 紅梅荘 ＬＰガス 3,640 ㎥ 23 1,783,600 

施設電気使用料 336,796 kwh ▲189 

  合     計 37,633,840 

稼動前と比較した削減効果（平成25年度） 



バイオマスボイラの運営（効果と経費） ２ 

項   目 金  額（円） 備      考 

 燃料チップ供給委託料 24,000,000 供給量：1,804,413㎏ （含水率57.4％） 

 日常管理業務委託料 2,452,000 日常点検・清掃業務 

 定期保守管理調整業務委託料 4,608,450 定期保守メンテナンス・暖冷切り替え調整 

 電気保安調整委託料 163,800 

 ボイラシステム稼働電気料 5,997,937 336,796kwh 

 燃焼灰処理委託料 591,675 8,050㎏／年 約670㎏／月 

 煤煙測定検査料 252,000 ２回／年 

    合    計 38,065,862 利用施設が利用割合で負担（紅梅荘は設備更新
の積立を負担に加算している） 

バイオマスボイラの運営経費（平成25年度） 

燃料削減効果（金額）をもって運営経費を賄うことの意義が問われる可能性がある。 
 環境効果（CO2削減）をどのように評価するか、地域にどのように説明できるか。 
 森林整備（間伐）の促進が直接的に効果として表せない。 
 雇用の確保が具体的表現で出てこないので効果として表現しにくい。 



 
 技術的な関係 

• トラブルがあると関係なくてもその要因になってしまう。 
• 失敗を前提とした質問。「実験だとすれば、失敗したら誰が責任

を取るのか」 

• 安定した含水率が保てれば事業は成功といえる。 

 地域との関係 

• 町民に何が返せるのか、具体的なものが必要。（町民に事業の
理解をしていただくためには絶対必要となる。） 

• 実験後どうなるか分かり易く示す。（例：経済循環、資源循環） 

• 町民にとって利益は何があるのか。（総論と各論） 







6. 最上町が目指す環境・エネルギー政策 

○地域産業として拡大 

○林業と若者の就業 
高性能林業機械と林業後継者 
 ・魅力ある職業 ・作業の安全確保 ・重労働からの開放  

○木質バイオマスエネルギーと産業 

○最上町スマートコミュニティ構想と推進 

エネルギー生産・供給（エネルギーサービス会社） 
バイオマスエネルギー利用が地域産業を活性化させる 

今後計画されている再生可能エネルギー施設 
 ・ペレット製造工場の新設（出口政策（需要先）が必要） 
 ・地域暖房熱供給の事業化と実施（需要先の確保） 

2020年までに年間エネルギー消費量に対して、エネルギー効率を20％高め、積極的に再
生可能エネルギーの比率を20％に高める。 

最後に【自治体の場合】 
NEDO事業をどのように地域のために利用するか 



ご清聴ありがとうございました 
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