
 

バイオマス事業先進地「真庭市」の取組み 
～バイオマスツアー真庭に参加して～ 

勝部祐治 河合和義 山村賢治  

渡辺 修 吾郷秀雄 溝山 勇 

 

１．今年度のバイオマス研究分科会の目的 

 平成 22年度からバイオマス研究分科会をスタートさせた。平成 22年度は、島根県内におけ

る木質バイオマスの活用実態を調査し、将来に向けてのり活用方策を検討した。平成 23 年度

は、木質バイオマスに市民がどのように関われるかをテーマに調査し、鳥取県智頭町の取組み

を学ぶとともに県内での適用性を考察した。 

 今年度は、全国的にもバイオマス先進地である岡山県真庭市を調査対象とした。具体的には

「バイオマスツアー真庭」という旅行商品化されたツアーに参加し、先進地を体感した。この

事例を参考に、島根県での適用性を考察する。           

 今回のツアーは、呼びかけが遅くなり、12月 19日

（水）に実施した。分科会に参加頂いたのは 6名であ

る。「バイオマスツアー真庭」は最小催行人数が 17名

とされていたので、他団体への呼びかけをして、2 名

の参加者を加え、8 名での参加となった。当日は、他

地域からの参加者 5名を加え、13名でのツアーとなっ

た。 

 

２．バイオマスツアー真庭の概要 

 真庭地域でバイオマスの取組みが始まったのは 1993 年頃、地元事業者グループが中心とな

ってスタートした。そして、バイオマスツアー真庭は 2006年 12月に「顔の見える産業観光」

として誕生した。2011年度には、1,607人のツアー参加者を記録している。今回、参加したツ

アーの内容は下記のとおりである。 

 日時  ：平成 24年 12月 19日（水）11:15～16:00 

 視察費用：5,000円／人（バス代、資料代、見学代、昼食代、ガイド代） 

 日程  ：11：15     集合、真庭市役所 

      11：30～12：30 真庭市におけるバイオマスタウン構想の概要等（市担当課） 

      12：40～13：30 勝山町町並み保存地区にて昼食、昼食後自由散策 

      13：40～14：30 銘建工業（株）本社工場 

①バイオマス発電 ②ペレット製造施設 

      14：45～15：15 真庭バイオマス集積基地 

               ①バイオマス原料の安定供給を目的とした集積施設の見学 

      15：30～16：00 真庭市本庁舎 

               ①バイオマスボイラ（冷暖房チップボイラ、ペレットボイラ） 

               ②地域資源（木材）の活用庁舎 

      16：00頃    真庭市役所にて解散 

 問合せ先：社団法人真庭観光連盟（担当：森脇） TEL 0856-45-7111 

バイオマスツアー真庭 参加者
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 配布資料：①バイオマスタウン真庭ツアーガイダンス Ａ４版 

      ②バイオマスツアー真庭見学先紹介 Ｂ５版 

      ③城下町勝山ガイドマップ 

      ④観光回廊真庭（パンフレット）、粗品：絵葉書３枚 

 視察道具：⑤ヘルメット（工場見学で着用） 

      ⑥ワイヤレスイヤフォン（説明者の声を聴きやすくする） 

 ①ツアーガイダンス  ②見学先紹介   ⑥ワイヤレスイヤフォン 

 

３．バイオマスツアー真庭の行程 

 バイオマスツアー真庭を体験した内容について、以下にまとめる。 

（１）真庭市役所に集合、バスで移動 

 真庭市役所に集合すると、真庭観光連盟の森脇氏が迎えに来られ、

ツアーが始まった。配布資料を受取り、バスの中でガイダンスが行

われた。真庭観光連盟はまだ第三種旅行業の登録をしていないため、

ツアーの募集や運営の具体的な作業は行うが、料金の授受などはバ

ス会社を通して行っていた。 

（２）バイオマスタウン構想の概要説明：真庭市職員 

 最初に、観光連盟の森脇氏が概要を説明され、次にビデオ映

像を流しビジュアルな説明が行われた。その後、真庭市バイオ

マス政策課の八木氏がパワーポイントでの説明をされた。市職

員が１名加わり、意見交換を行った。説明のポイントを以下に

示す。 

 ・真庭市の山林面積は 65,635ha。60％が人工林。人工林の

72％がヒノキ、22％がスギ。 

 ・真庭市に原木市場が 3市場ある。取扱量は約 12万 m3。岡山県の 36％を占める。 

 ・真庭市内に製材所が約 30社ある。原木仕入量は約 20万 m3、製材品出荷量は約 12万 m3 

 ・1993 年に、地元若手経営者、各方面のリーダーが中心となり「21 世紀の真庭塾」を組織

した。2002年にはＮＰＯ法人化し、真庭市のバイオマスタウンに向けた推進力になっている。 

 ・真庭市における「木質資源活用クラスター構想」 

  真庭地域では年間 78,000ｔの木質副産物（製材屑、廃材、林地残材）が発生していた。こ

れらの副産物を有効に利用できるように林業・木材産業の周辺に産業連携を構築し、木質資

源の循環系を築く構想に取組んだ。 

 ・バイオマスタウン構想（2006年） 

バイオマスツアーガイド森脇氏

概要説明を受ける参加者 

-36-



 

  木質副産物だけでなく、家畜排せつ物や食品廃棄物もバイオマスとして活用する目標を設

定し、その達成方策をとりまとめた構想を策定した。国からバイオマスタウンとしての認定

を受けた。エネルギーの地域内生産消費が拡大し、林業活性化、山村再生につながっている。 

 ・木質バイオマスの燃料活用 

  森林から排出された林地残材や製材の際に発生する木くず、樹皮などを燃料に加工し利用

している。未利用木材や廃棄物に価値を持たせる取組みを行っている。木質バイオマスの流

通体制は下図のようになっている。 

  木質副産物を「真庭バ

イオマス集積基地」に集

め、樹皮（バーク）、チッ

プ、ペレットという燃料

に加工され、発電や熱供

給にエネルギーとして利

用している。 

 木質バイオマスの設備

導入は、発電用上記ボイ

ラ(1)、木材乾燥用蒸気ボ

イラ（11）、温泉・プール

等加温用温水ボイラ（10）、

ペレットストーブ(100)、

薪ストーブ（30）となっている。ペレットストーブは年間 15台ずつ程度増加している。 

 バイオマスの利用量は 41,000ｔ/年であり、石油代替量に換算すると 15,000KL/年、CO2

削減効果は 40,000t-CO2/年となっている。バイオマス利用による経済効果は、エネルギーの

地産効果が 5億円、石油代替効果が 10億円となる。 

 [意見交換] 

 概要説明後、意見交換を行った。説明に加えて詳細にわかったことは以下のとおりである。 

 ・ペレットの製造販売について 

 ペレットの販売所は、銘建工業、道の駅、ガソリンスタンドなどである。ペレットの原料

は 90％が北欧材、10％がスギであり、これからホワイトペレットができる。フレコンパッ

クで地域価格が 20 円/kg、地域内の小売価格が 25 円/kg、地域外へは運賃が加わる。年間

12,000ｔを製造している。 

・林業従事者数について 

 森林組合組合員世帯が 4,400世帯ある。林業事業体は 20社あり、社員は 300名で年間 10

名程度増加している。森林組合従事者が 40名、木材産業従事者が 650名となる。木材産業

従事者には、バイオマスツアーガイド 3名、真庭木材集積基地に 5名が含まれる。 

・行政の役割について 

 行政は、広報・ＰＲ、価格設定の場の提供、補助金情報の提供をしている。ランニングは

民間事業で成り立たせることとし、行政は民の連携を保つ役割を果たしている。 

 

-37-



 

（３）昼食と勝山町並み保存地区の散策 

 バイオマスツアー真庭には、昼食が組み入れられている。

昼食はレストラン「西蔵」だった。ツアー参加者用の昼食が

用意されていた。 

 勝山町並み保存地区は、中国地方整備局の夢街道ルネサン

スに認定されている。「のれん」をお店や家屋に掲げる取組み

を町を挙げて取り組んでいる。 

（４）銘建工業（株）本社工場：岩元氏 

 バスで移動中に、ヘルメットとワイヤレスイヤホンを渡された。工場内は騒音があるため、

イヤホンは有効に機能したと思う。岩元氏の説明のポイントを以下に示す。 

 ・銘建工業の沿革 

  1970年から集成材の製造を開始した。乾燥した材を使って

集成材を作るが、弱い材を強い材で挟み込む構造となってい

る。建築の構造材として使われる。1994年に木質バイオマス

発電を開始し、2004年にペレット製造を開始した。 

 ・欧州材を使う理由 

  岡山県での用材生産量は 30 万 m3 である。銘建工業では

90万 m3を使うため、不足分っを欧州材で補っている。欧州材 

は、安定供給、強度・品質が安定、低価格という利点を持つ。 

 ・ペレット製造について 

  工場からカンナ屑が 130ｔ/日発生する。このうち、80t を発電に、50t をペレット製造に

使用している。4 台のペレタイザーを使い、14,000ｔ/年のペレットを製造している。ペレタ

イザーは 4ｔ/ｈの生産能力を有している。ペレットは国内で 50,000ｔ/年製造されているが、

その 17％は銘建工業のシェアである。欧州では 2,000万ｔのペレットが製造されている。 

 

・バイオマス発電について 

 発電プラントの緒元：発電容量 2,000kw 1998年から稼働、初期投資 10億円 

 燃料は、バーク（樹皮）を 10ｔ/日利用する。50％の含水率があるが、ボイラーの排熱で乾

燥させて使う。カンナ屑を 80ｔ/日利用する。合計 90ｔ/日の燃料を使う。 

 発電は、16～20t/時の蒸気を発生させ、2,000kwのタービンを動かして行う。130万 kWh/

月の発電をしている。（原子力発電の 1 時間分）夜間に 1,200kW/ｈで発電し、パナソニック

に 8円/kWhで売電している。今後、ＦＩＴ（固定価格買取制度）に切り替えたいと考えてい

る。（24円/kWhで売電できる。） 

製造された集成材と岩元氏 

ペレタイザーの構造 ペレットをフレコンに詰める装置 製造されたホワイトペレット 

レストラン西蔵の昼食 
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（５）真庭バイオマス集積基地：真庭木材事業協同組合 堀専務理事 

 米子自動車道久世ＩＣ近くに真庭市が造成した工業団地があり、その用地に「真庭バイオマ

ス集積基地」が建設されている。これを運営する真庭木材事業協

同組合は、林業事業者、製材事業者、素材事業者（チップ事業）

の 3種類の事業者が協同組合を構築したものである。一般には連

携しにくい事業者であるが、真庭市では有効な連携ができている。

この集積基地の隣接地にバイオマス発電プラントを建設する計画

を持っている。堀専務理事の説明のポイントを以下に示す。 

 ・トラックスケール 

  森林組合や製材所に対して、車単位でカードを渡している。

計測器と連動して材の重量が累積される仕組みになっている。

（車単位で集計する。）市民の持込みにも対応している。 

  材の引き取り単価は、スギ 3,000円/ｔ、マツ・ヒノキ 4,000

円/ｔ、広葉樹 5,000円/ｔとしている。 

 ・切削チップ製造ライン 

  材の投入部は 2カ所あり、背板投入部と広葉樹・針葉樹投入部 

 がある。ストックサイロは 4区画あり、菌床用粉・ボード用・製紙用１・製紙用２と別れて

いる。ラインの左側に樹皮を集めるストックサイロがある。 

カンナ屑のサイロ 燃料とするバーク→乾燥工程へ ボイラの燃料投入口 

（株）タクマ製 2,000kW 発電機制御盤 参加者の研修状況 

トラックスケール 

堀専務理事とトラックカード 

木材投入口 背板投入口 チップのストックサイロ 樹皮ストックサイロ 
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 受入れる材は、製材所の残材（背板が中心）、樹皮、山林からの残材、銘建工業からの残材

などである。チップの販売は、王子製紙（米子市）への製紙用チップ、真庭市内の燃料用チ

ップなどとなっている。25ｔトラックで、毎日 5～6台分出荷している。 

・バーク堆肥製造ライン 

 20m3/ｈの生産能力を持つバーク堆肥製造ラインも稼働している。 

・導入機材 

 集積基地には、グラップルソー2 台、フォークリフト 1 台、フォークバケット 1 台を導入

している。 

 

・初期投資額 

 チップ製造ライン、バーク堆肥製造ライン、機材、ヤードの舗装、事務所、トラックスケ

ールなど全て合わせて 3.5 億円の初期投資を行った。当初、もう少し大きな規模で計画して

いたが、鋼材などの高騰（北京オリンピックのため）があったため、現在の規模とした。 

・発電事業について 

 真庭バイオマス発電事業推進協議会で、10,000kW の発電システム導入を計画している。

年間 12万ｔのチップが必要となる。これを供給するためには現在の 5倍の原材料供給能力が

必要である。24 時間運転を行う予定。年間に 20～30 日を点検にあてる。真庭バイオマス集

積基地としては、20～22億円の売上が見込める。 

（６）真庭市役所新本庁舎：真庭市職員 川端氏 

 真庭市の新本庁舎には、チップボイラ・ペレットボイラ・吸収式冷凍機で構成される空調シ

ステムが設置されている。庁舎に向かって右側にボイラー棟があり、前面はガラス張りになっ

ており、システムの説明がガラス面に描かれている。川端氏の説明のポイントを以下に示す。 

 ・設備概要 

  チップボイラ：550kW、サイロ 27m3、燃料使用量 1.2ｔ/日→メインボイラとして使用 

  ペレットボイラ：450kW、サイロ 27m3、燃料使用量 0.6ｔ/日→バックアップとして使用 

  冬期は、チップボイラの運転のみで対応する。夏期は、チップボイラに加えてペレットボ

イラを運転し、85℃以上の湯を吸収式冷凍機に供給し冷熱を作る。春期、秋期は動かさない

時期もある。 

 

 

 

 

 

グラップルソー フォークバケットとバーク製造ライン 製造されたバーク堆肥 

真庭市総務課川端氏 ボイラ棟のガラス面の説明 チップストックサイロ 
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 ・新庁舎事業費 

  総事業費：27億 3,500万円（国庫 640,000千円、合併特例債 1,487,000千円、その他補助

金 110,700千円、基金 451,000千円、一般財源 46,300千円） 

  うちエネルギー棟：220,000千円（内機械設備 100,000千円） 

 ・チップ、ペレットの供給 

  チップ燃料は、真庭木材事業協同組合から 12.5円/kgで供給を受けている。暖房時は約 1

週間でチップを追加する。冷房時は 3日毎に追加する。ペレット燃料は、銘建工業から 20円

/kgで供給を受けている。約 2週間でペレットを追加している。 

  サイロに監視用のカメラを設置し、燃料の状況をモニタリングし発注を行っている。 

 ・国内クレジット制度の活用 

  年間に 150～200t-CO2の二酸化炭素を削減する。（株）トンボと（社）真庭観光連盟に購

入してもらっている。(社)真庭観光連盟は、バイオマスツアーでの CO2 排出量をオフセット

するサービスを提供している。 

 

４．バイオマスツアー真庭に対する考察 

 前項にバイオマスツアー真庭に参加して説明頂いた内容をまとめた。この内容を踏まえて、

以下に考察する。 

（１）バイオマスツアーの旅行商品としての収支状況 

 ツアー参加費は 5,000円/人であり、今回は 13人の参加者だったので、収入は 65,000円であ

る。そこから、バス代、昼食代、ガイド人件費、資料代、視察先の説明費用を支出することに

なる。支出する費用を概略で当てはめると、下記のような収支状況になる。 

収 入（円） 支 出（円） 摘 要 

65,000 30,000 バス代（11時～16時） 

 15,600 昼食代@1,200円 

 6,500 資料代@500円 

 12,000 ガイド人件費 

 0 視察先説明費 

65,000 64,100 合計 

 本来、最小催行人数は 17名となっていたので、13名だと収支はギリギリになると予想され

る。5,000 円の参加費は初め高いと感じたが、真庭観光連盟の利益はあまりないようなので、

参加費の額は妥当なのだと思い直した。参加者が 20人、30人となれば利益が出てくるような

旅行商品であると評価する。 

 

チップボイラ 550kW 吸収式冷凍機 ペレットボイラ 450kW 
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（２）木質バイオマスの原料集積について 

 真庭市は、木質バイオマスを集積することにおいて、以下のように有利な条件が整っている。 

 ・（株）銘建工業が存在することで、製材廃材が大量に発生する。 

 ・製材工場が 30社あり、ここからの製材廃材もバイオマスの集積に寄与する。 

 ・人工林率が高く、製材事業も一定規模で動いているため、山林から出る林地残材も安定的

に供給される。 

 ・真庭バイオマス集積基地が、事業者の協同組合により運営され、市民からの林地残材の受

入を行っている。集積基地により、チップ製造が安定的に行われている。 

 真庭市のような好条件が揃う自治体はないと考えられるが、規模を小さく設定すればそれぞ

れの条件をある程度満たす自治体はあるものと思われる。真庭市をモデルとして、他自治体へ

の適用を図ることができるものと考える。 

（３）民間主体のバイオマス活用システム 

真庭市が構築したシステムは、全て民間レベルで運営されている。地元若手経営者による 21

世紀の真庭塾を初めとして、銘建工業、製材事業所、素材事業所、観光連盟など民間事業体が

協同でこのバイオマス活用システムを作り上げたことに敬意を表したい。また、真庭市は黒子

として様々な支援を行い、民間事業体を支えている。この官民の関係にも注目したい。 

事業の計画は行政が中心に行うかもしれないが、その際に必ずプレーヤーになる民間事業者

を加え、事業実施を想定した計画を立案すべきだと考える。 

（４）国の事業の積極的な導入 

 真庭市はバイオマスに特化した施策ととり、国の事業を積極的に導入してきている。ＮＥＤ

Ｏの実証試験を入れることで、事業収支の実証を行っているし、ツアーの企画立案・実証も行

われたと聞いている。自治体が特徴をもつ取組みを一点突破で行うことで、国の支援が得られ

るものと想像できる。この姿勢も、他自治体は参考にすべきと考える。 

 

５．おわりに 

 平成 22 年度の調査では、森林整備から木質バイオマス利用までの一連の現場の実態を把握

し、産業振興としての木質バイオマス活用について考察した。平成 23 年度の研修では、木質

バイオマスに市民が積極的に関わることで、地域の自治を取り戻すことにつながり、森林を地

域に大きく貢献させることができることが理解できた。今年度は、バイオマス活用の全国の先

進地である真庭市に行き、バイオマスツアー真庭に参加することで、先進地の成長過程、現状

から未来を見据えた取組みを肌で感じることができた。 

 島根県内にも、ミニ真庭市を体現できる自治体は中山間地域を中心にある程度存在すると思

われる。森林資源は島根県にも豊富に存在するため、これを活用する方向は時流に沿ったもの

である。民間事業体が主体的に行う木質バイオマス利用に、市民が参加して森林に目を向けて

いく取組みが島根県内でも期待される。 
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