
 

 

 

 

 

 

 

木質バイオマスエネルギー導入マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

ペレットやチップの原料となる未利用間伐材 

 

 

 

 

 

青森県 農林水産部 林政課  



  



は じ め に 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、ライフスタイル、ワー

クスタイル、社会構造、エネルギーシステム等を改めて見直し、安全で安心

できる持続可能な社会とはどのような社会かということを考える大きなきっ

かけとなりました。 

このような中、再生可能でカーボンニュートラルなエネルギー源として、

木質バイオマスが注目されています。 

本県は、森林が県土面積の約３分の２を占めるとともに、戦後植林した森

林資源が成熟期を迎えていることから、豊富な木質バイオマス資源に恵まれ

ています。 

この再生可能な資源をエネルギー源として地域で消費する仕組みづくりを

進め、地域内循環により地域に豊かさを生み出す「エネルギーの地産地消」

へつなげていくことが期待されています。 

本マニュアルでは、福祉施設や温泉施設、農業関係ハウスなどの関係者を

主なターゲットとして、木質バイオマス利用の現状や産業への導入モデルの

紹介をはじめ、県内の導入事例、必要な手続きや留意すべき点などについて

整理しています。 

このマニュアルが、地域を豊かにする木質バイオマスエネルギー導入の一

助になれば幸いです。 

 

平成２７年３月 
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第１章 木質バイオマスとは 

「バイオマス」とは、一般的に「再生可能な生物由来の有機性資源で、化石資源を除

いたもの」をいい、樹木、草本、農作物由来の燃料、人や動物の排泄物や死骸、ゴミか

ら発生するガス等があり、そのうち木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」

といいます。 

 

１－１木質バイオマスをエネルギー利用することの意義 
（１）地域の活性化 

地域に豊富に存在する未利用資源をエネルギーとして利用することで、資源の収

集や運搬、バイオマスエネルギー供給施設や利用施設の管理・運営など、雇用や新し

い産業が創られ、山村地域の活性化に貢献します。 

 
（２）森林整備の推進 

森林が持つ様々な機能を十分に発揮するためには、間伐などの適切な森林整備が

不可欠です。これらの過程で発生した未利用間伐材等が燃料として新たな価値を持つ

ことができれば、林業経営にも寄与し、森林整備の推進につながることが期待されま

す。 

 

（３）地球温暖化の防止 

木質バイオマスを燃やすことで発生する二酸化炭素は、成長過程で光合成により

大気中から吸収した二酸化炭素であることから、木質バイオマスをエネルギーとして

利用することは、大気中の二酸化炭素を増加させず、地球温暖化の防止につながりま

す。 
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１－２ 木質バイオマスの種類と特徴 

木質バイオマスはその形状によって次の種類に分類することができます。 

 

表 1-1 木質バイオマスの種類と特徴 

  

木質バイオマス 特   徴 

薪 

 

・農山村地域において最も入手し易い燃料。 

・加工のために大規模な施設を必要とせず、すぐに導入できる。 

・製品としての薪は他の燃料に比べ高価であるが、自家調達をすれば安価に

済む。 

・保管場所の確保、乾燥の期間が必要。 

チップ 

        
        
        

・木材を砕いたものがチップで、パルプ用として生産されてきた。 

・安く、入手しやすい。 

・かさばるため保管場所のスペースが大きくなる。 

・密度が低かったり水分を含んでいるため熱量が小さい。 

木質ペレット 

 
 
 
 

・木材を粉砕し、乾燥、圧縮形成したもの。 

・原料の違いから３種類に分けられる。 

ホワイトペレット：木部、全木ペレット：木部と樹皮（バーク）、 

バークペレット：樹皮 

・密度が高く熱量が大きく乾燥しているため質が一定、比較的かさばらず取

扱いが容易である。 

・加工コストがチップに比べて高く、生産工場が少ないため地域によっては

入手が困難な場合がある。一般家庭での流通体制が未整備である。 

木 炭 

 
 
 

・各地で生産される良質の燃料で、熱量が高く様々な用途に用いられている。

 

 

バーク 

  

・製材工場やチップ工場から大量に発生し、その処理が問題になった。 

・バーク堆肥としての利用や近年は燃料としての需要が出てきた。 

・粉砕し、畜舎の敷き料としての利用や、ペレットの原料としても利用され

ている。 

林地残材 

 

・林地残材は、間伐によって林地に切り捨てられた未利用間伐材や、丸太生

産の過程で発生する枝条、樹幹の梢端や曲がり部分などがある。 

・集材や運搬コストの問題から、これまで利用されてこなかった部分である。
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１―３ 木質バイオマスの生産量と価格 

（１）生産量 

近年の生産量は、ペレットで約 2,500 トン、チップは 15 万トン程度で推移してい

ます。 

表 1-2 生産量の推移 

年 次 H21 H22 H23 H24 H25 

ペレット 2,460 ㌧ 2,579 ㌧ 2,571 ㌧ 2,444 ㌧ 2,714 ㌧ 

チップ 163 千㌧ 146 千㌧ 126 千㌧ 163 千㌧ 167 千㌧ 

 
（２）重油・灯油との価格比較 

 木質バイオマスと、重油・灯油との価格比較は、熱量単価で行われることが多く、

燃料用チップの熱量単価は 3.2 円／メガカロリーで、競合するＡ重油の 9.0 円／メガ

カロリーを大きく下回っており、価格面での優位性があります。 

ペレットの熱量単価は、業務用フレコンバッグ※詰めで 9.5 円／メガカロリー、家

庭用袋詰めで 11.9 円／メガカロリーで、競合する灯油の熱量単価 10.2 円／メガカロ

リーと同程度となってます。 

 
 

※ 比較に使用した単価   
                                 

                 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1-1 木質バイオマス熱量単価比較 

 
 
 
※ フレコンバッグとは、フレキシブルコンテナバッグの略で、粒状の 

荷物等を保管・運搬するための包材で、１m3（650 ㎏）入りのものが 

主流です。  

燃料用チップ ８円／㎏

Ａ重油 
 ８０円／㍑

ペレット 
(650 ㎏ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ) ４０円／㎏

灯油 ８５円／㍑

ペレット 
(10 ㎏袋詰) ５０円／㎏

フレコンバッグ 
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薪ストーブ 

１―４ 木質バイオマス燃焼機器の種類と特徴 
木質バイオマスは、チップボイラー、ペレットボイラー、薪ストーブなどの燃焼機器

で利用します。それぞれの特徴について以下のとおりです。 

（１）チップボイラー 

チップボイラーは、チップを燃焼させることにより、

温水や蒸気を発生させる機器です。 

チップは、チップ工場からトラックで運搬しサイロに

投入され、そこからボイラーに運ばれますが、機器によ

っては無人での自動供給が可能です。 

ペレットボイラーに比べて、燃料となるチップは安価

ですが、ボイラー本体が大型かつ高価になることから、

温泉施設や温水プールなどの大型施設で使用することが

多くなっています。 

 

（２）ペレットボイラー 

ペレットボイラーは、ペレットを燃焼させることによ

り、温水や蒸気を発生させる機器で、チップボイラーと

同様に、燃料の自動供給・無人運転が可能です。 

チップボイラーと比較して小型であることから、小型

施設での使用にも適しており、福祉施設での利用が進ん

でいます。 

また、機種により、バークペレットや全木ペレットが 

使用できるもの、ホワイトペレットしか使用できないも 

のがあります。 

 

（３）薪ストーブ 

薪ストーブは、電力が不要で、古くから一般家庭で使

用され、農業分野（ハウス栽培）での利用例もあります。 

燃料を小さく割って薪にする作業や、人力で薪をくべ

る必要がありましたが、近年、長さ 80 ㎝の丸太をそのま

ま投入することが可能な機種や、燃料の投入が長時間不

要な機種が開発されています。 

チップボイラー 

ペレットボイラー 
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第２章 青森県における木質バイオマス利用の現状と可能性 

２―１ 木質バイオマス利用の現状 

平成２５年１２月現在、県内に導入されている業務用バイオマスボイラー、ストーブ

等の導入状況は次のとおりで、業種別の導入状況は、福祉施設へのペレットボイラーの

導入例が 15 件と半数近くを占めています。そのうち、西北が 8 件、上北が 4 件、三八が

2 件、中南が 1 件となっており、ペレット工場の立地位置から近距離の箇所に導入が行わ

れている傾向があります。 
 

表 2-1 青森県内のバイオマスボイラー・ストーブ等 導入箇所数 

業種 チップボイラー ペレットボイラー 薪ボイラー 農業用薪ストーブ 合計 

福祉 1 件 15 件 0 件 ―  16 件

工場 3 件 1 件 0 件 ―  4 件

温浴施設 1 件 0 件 0 件 ―  1 件

医療 1 件 1 件 0 件 ―  2 件

融雪 0 件 1 件 0 件 ―  1 件

農業 0 件 1 件 2 件 9 件 12 件

合計 6 件 19 件 2 件 9 件 36 件

 
図 2-1 青森県内のバイオマスボイラー等導入箇所の業種別分類 
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２－２ 産業での導入可能性 

 本県の産業の特色から、県内需要をある程度満たしながら県外への販売が多い農業を

はじめ、食品加工業や福祉産業などの産業での導入可能性を次のとおり整理しました。 

 

２－２－１ 農業 

 冬期の農業者の就労機会の拡大と所得向上のため、本県では地域資源を活用した冬期

のハウス栽培や冬の寒さを活用した「冬の農業」を推進しており、この分野において、

現在加温熱源として利用されている灯油や A 重油に代わって、木質バイオマスの熱利用

が可能です。 
本県においてハウス加温栽培が盛んな作物としては、イチゴ・トマト類、花卉（アル

ストロメリア、キク、鉢花など）が挙げられ、木質バイオマス機器の導入に適している

と考えられます。 
冬の農業の取組を普及・定着させ、更なる農業の活性化につなげるためにも、木質バ

イオマスを熱源とする農業用機器の導入による、燃料費の低減と商品の付加価値向上が

望まれます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 冬季の熱需要が見込める施設園芸が盛んな地域 
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２－２－２ 食品加工業 

 本県にある事業所数 1,561 事業所のうち、約 30％にあたる 437 事業所が食品加工を行

っており、これらの事業所は、三八地域・上北地域・東青地域に多く存在しています。 

地域資源の農産物に付加価値を与える食品加工業においては、加熱殺菌や加温・保温

等の熱源として木質バイオマスボイラーを用いることで、環境に配慮した商品として消

費者・バイヤーに商品の魅力を訴えることが可能となることから、燃料費の削減にとど

まらず商品そのものの売上が向上する可能性があります。 

 

２－２－３ 福祉産業 

本県の人口は 137 万人、うち 65 歳以上の人口は 37 万人で（平成 25 年 2 月時点）、本

県の人口に占める65歳以上の割合は約27%と超高齢社会となっており、その一因として、

労働力の域外流出が挙げらます。 

福祉産業において木質バイオマスボイラーを導入することで、木材搬出・燃料の加工

といった分野で雇用の創出につなげ、施設においても経営上の負担となっている燃料費

の低減も併せて図ることができます。 

行政区域別に高齢化率を比較すると、福祉施設数は中南地域が最も多く、高齢化が最

も進んでいる地域は西北地域で、以下中南、下北、上北地域と続いています。なお、西

北・上北両地域は、県内の中でも福祉施設を中心に木質ペレットボイラーの導入が進ん

でいる地域です。 

 
表 2-2 行政区域別にみた高齢化率の比較  

地域名 福祉施設数 病床数 高齢者数 高齢化率 
病床数 
高齢者数 

東青 35 棟 2,444 床 79,714 人 24.5% 3.1% 

中南 39 棟 2,744 床 75,885 人 26.2% 3.6% 

三八 32 棟 2,568 床 77,140 人 24.8% 3.3% 

西北 22 棟 1,846 床 48,070 人 30.2% 3.8% 

上北 25 棟 1,893 床 51,379 人 24.7% 3.7% 

下北 12 棟 756 床 20,580 人 25.9% 3.7% 
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２－２－４ 観光産業 

本県は本州最北端にあり、南は秋田県と岩手県に接し、残りの三方向は海に面してい

ます。秋田県との県境には、世界遺産の白神山地と国立公園の十和田湖があり、桜の名

所として有名な弘前城公園や、夏の東北三大祭りである青森ねぶたなどといった観光資

源もあり、市町村別観光入込客数によると青森市、弘前市、八戸市に観光客が集中して

います。 
本県の観光資源の一つである白神山地の観光客数を例にすると、平成 18 年頃をピーク

に、年々減少の傾向にあり、周辺地域において、地域色あふれる木質バイオマスを活用

した地域づくり、例えば、木質バイオマスボイラーを導入し、温泉・ホテルの給湯・暖

房の熱源とすることで、「エコ」「自然エネルギー」を前面に打ち出した地域づくりを来

訪者に印象づけ、観光客の増加につながることが期待されます。 

 

図 2-3 本県の観光入込客数 

 

２－２－５ 融雪 

本県は県土全体が豪雪地帯として指定されており、冬期の降雪などにより道路交通が

阻害され、日常の生活や地域の産業に支障をきたしています。この対策として、できる

限りの路線を高い水準で除雪し、冬期の交通網を確保する必要がありますが、その場合

除雪経費の負担が増加することとなります。 

人口の少ない地域において、木質バイオマスを活用した低コストな融雪システムの導

入は、除雪費による財政圧迫を軽減し、他のサービス向上につなげるためにも必要なこ

とと考えられます。 
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第３章 産業分野ごとの検討及び木質バイオマスシステムの維持・管理 

３－１ 利用例の検討 

第２章において、県内で導入実現が見込まれる、農業をはじめとする産業分野を５つ

抽出しました。これに対して熱需要施設に対するアンケートや、県内事業者へヒアリン

グをした結果を基に、産業分野ごとの利用例を設定し、経済性試算やその波及効果の検

討を行いました。 

 
表 3-1 産業分野ごとの利用例 

 産業分野 規 模 導入機器 熱利用・発電規模 利用例 

Ⅰ 
施設園芸 

（農業） 

花卉栽培 

ﾊｳｽ面積 

10 ｱｰﾙ 

薪ストーブ 

(輻射・対流式) 

熱利用 47kW×3 台 

(4 万 kcal/h×3 台) 

熱利用 

ハウス暖房 

Ⅱ 
食品加工工場 

熱電利用 

重油使用量 

60 万 L/年 

チップボイラー(蒸気)

＋ｽｸﾘｭｰ発電機 

熱利用 ： 2,500kW 

(215 万 kcal/h) 

発 電 ： 70kW 

熱利用 

工場熱源利用 

発電(自給) 

Ⅲ 福祉施設 

老人ホーム 

（50 床）  

灯油使用量 

6 万 L/年 

チップボイラー 

及び  

ペレットボイラー 

熱利用 ： 350kW 

(30 万 kcal/h) 

熱利用 

 給湯・暖房 

Ⅳ 観光施設 

重油使用量  

12 万 L/年 

 

薪ボイラー(温水) 

＋ORC 発電機 

発 電 ： 2kW 

熱利用 ： 581kW 

(50 万 kcal/h) 

熱利用 

給湯・暖房・融雪

発電(自家消費) 

施設内電力 

Ⅴ 観光施設 
重油使用量 

12 万 L/年 

バイオマスガス化炉

＋ガスエンジン 

発電機 

発 電 ： 300kW 

熱利用 ： 130kW 

(12 万 kcal/h) 

 

発電 

売電（FIT） 

熱利用 

給湯・暖房等 
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モデル Ⅰ 施設園芸用暖房利用 薪ストーブ 
  

【事業想定】 

【モデル】  花き栽培ハウス（10a） 

【利用方法】 
既存化石燃料（灯油）暖房機と併用しながら補助暖房熱源として
薪ストーブを利用 

【利用規模】 薪ストーブ 47kW×3 台 (4 万 kcal/h×3 台) 熱効率：65％ 

【用途】 

冬期 5 か月間（年間 150 日）のハウス暖房用熱源として利用 

※夜間 17 時～翌朝 6 時に、無人で電力を使わず燃焼 

※薪を 7～8 時間に 1 度程度投入を想定 

【燃料条件】 
長さ 1m 以下の丸太・薪を利用、燃料は林地残材を数か月乾燥
ないし果樹剪定枝を 1～2 年乾燥したもの 

  

【導入イメージ】 【導入技術】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
燃料 利用転換 利用用途 

樹皮等  

熱

ストーブ 暖房 

薪  蒸気ボイラー 給湯 

ペレット  温水ボイラー 売熱 

チップ  熱回収 自家消費（熱） 

  

電

気

蒸気タービン（専焼） 自家消費(電気) 

  ガス化 売電 

  バイナリ-  

  ORC  

  蒸気タービン（混焼）  

  

【試算条件】 

【初期投資】  

薪ストーブ 3 台 計 100 万円（工事費含む）  ※設備設置に伴い半額助成を想定 

【燃料消費量】 

従来利用時：化石燃料消費量 年間 15,000L(冬期間 月 3,000L)規模 

新規導入後：薪（林地残材・果樹剪定枝）利用で化石燃料 6 割分を代替(9,000L/年を削減見込) 

※薪の消費量 ： 約 32.7t/年（推計） 

【燃料費】 

・化石燃料（灯油） ： 燃料調達価格 85 円/L 

・りんご剪定枝 (長さ 1m 以下) 調達価格 6,000 円/t （Ｗ．Ｂ． 50％） 

・林地残材 (長さ 1m 以下)   調達価格 8,000 円/t (Ｗ．Ｂ． 50％) 

    ※Ｗ．Ｂ．（湿量基準含水率）：全体を 100 とした場合の水分の割合（％） 
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【経済性試算】 

【経済性・環境性の効果】 

効果 1 燃料代の削減 

・林地残材の薪を利用すると年 27 万円削減 

※初期投資費を 100 万円(助成金なし)とすると、投資回収年数は 4 年程度 

    初期投資費を 50 万円(助成金あり)とすると、投資回収年数は 2 年程度 

・りんご剪定枝を利用すると年 37 万円削減 

効果２ 地域内への還元 

・林地残材を活用した場合、年間 35 万円（見込）を、燃料代として素材生産業者等に還元可能 

・りんご剪定枝を利用した場合、年間 25 万円（見込）を燃料代として果樹園所有者等に還元可能 

・林地残材や果樹の燃料加工作業に、年 5 万円（作業 50 時間×@1,000 円/時）分の雇用創出 

・ハウスの暖房利用に森林資源を活用することで、約 2.0ha 分の森林整備に寄与 

※参考：森林整備 作業経費 62 万円/ha 

効果 3 二酸化炭素ガス削減効果（環境負荷軽減） 

・ハウス暖房用の熱源としてバイオマス燃料を利用することで年間 27.9 t-CO2 の削減見込み 

 

 

削減分 37 万円
削減分 27 万円 

地域還元分 

40 万円 地域還元分 

30 万円 
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モデルⅡ 食品加工工場におけるバイオマス熱利用及び発電の自給モデル 
  

【事業想定】 

【モデル】  燃料使用量 A 重油 60 万 L/年 (5 万 L/月)の工場 

【利用方法】 
工場稼働時間：7 時～17 時 (10 時間/日) 

年間稼働日数 300 日/年 

【利用規模】 
熱利用 チップ蒸気ボイラー4.0t/h  熱効率 70％ 

発電   スクリュー発電機 70kW 発電効率 2.0％ 

【用途】 
チップボイラーによる蒸気を工場用熱源に利用 

また、余剰蒸気を活用して、スクリュー発電機により発電を行い売電利用 

【燃料条件】 間伐材、林地残材を活用した木質チップ（Ｗ．Ｂ．40％）を想定 

  

【導入イメージ】 【導入技術】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
燃料 利用転換 利用用途 

樹皮等  

熱

ストーブ 暖房 

薪  蒸気ボイラー 給湯 

ペレット  温水ボイラー 売熱 

チップ  熱回収 自家消費（熱） 

  

電

気

蒸気タービン（専焼） 自家消費(電気) 

  ガス化 売電 

  バイナリ-  

  ORC  

  蒸気タービン（混焼）  
 

【試算条件】 

設備条件 ボイラー効率 70％ チップボイラー 換算蒸発量 4.0t/h 

ボイラー電力消費量 40kW 購入電力を使用 

発電効率 2.0％ スクリュー発電機  

発電端出力 70kW スクリュー発電機 (定格 160kW 給気圧力 0.85MPa⇒排気圧力 0.40MPa) 

運転条件 日稼働時間 10h/日 工場の稼働時間に基づく。1 日 10 時間稼働と想定。 

年稼動日数 300 日/年 工場の稼働時間に基づく。 

年間発電量 180,000kWh 

チップ発熱量 10.5MJ/kg 含水率 40%w.b 

ボイラー出力(フル稼働) 8,986MJ/h チップボイラー 換算蒸発量 4.0t/h 

時間当たりチップ消費量 1,039kg/h 蒸気出力 3.4t/h 程度で運転 

木質チップ燃料必要量 3,668t/年 含水率 Ｗ．Ｂ．40% 

費用関連 
導入費用 300,000 千円 

チップ焚き蒸気ボイラー（4.0t/h） 本体＋サイロ＋工事費含む、建屋込み 

スクリュー発電機設備  ※メーカー見積をもとに設定 

消費税率 8% 2014 年 4 月適応税率 

導入費計 324,000 千円 

設備助成 33.3％ 国庫補助を活用（民間事業者） 

助成金額 100,000 千円 国庫補助を活用（民間事業者） 

償却年数 20 年 再生可能エネルギー固定買取期間 20 年 

電気代（購入電力） 16.5 円/ｋWh 

収入関連 
A 重油削減量 570,000L/年 A 重油を現在 60 万 L 程度消費している工場が 95％代替と想定 

A 重油削減費 45,600 千円/年 A 重油 80 円/L とする 

燃料関連 チップ燃料価格 8.0 千円/t 含水率 40％W.B.換算、プラント搬入時 

その他 CO2 排出原単位 0.600kgCO2/kWh 東北電力 京都メカニズムクレジット等を反映していない調整前ＣＯ２排出量 
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【経済性試算】 

 
項目 単位 値 備考 

<<費用>>         

資本費 

減価償却費 千円/年 16,200 資本費（消費税含む）、償却年数 20 年 

減価償却費(助成金考慮時) 千円/年 11,200

固定資産税 千円/年 2,155 税率 1.40%、20 年平均 

ランニング 

コスト 

バイオマス調達費 千円/年 29,341

運転管理人件費 千円/年 3,000 運転員 1 名 

設備電気代 千円/年 1,980 チップボイラーのブロア（40kW）の消費電力 

水使用量 千円/年 ― 地下水利用のため、0 円 

諸経費 千円/年 1,000 定期点検費、ボイラー薬剤費、等 

灰処理費 千円/年 ― 灰処理費 0 円と想定 

地代 千円/年 ― 地代は発生なし設定 

【助成金無】費用合計 千円/年 53,675

【助成金 1/3 有】費用合計 千円/年 48,675

<<収入>>       

収入 
売電収入 千円/年 7,200

熱の販売収入 千円/年 45,600 A 重油削減量相当分 

収入合計 千円/年 52,800

<<年間収支>>         

年間収支   千円/年 △ 875 【助成金無し】 

年間収支(償却費除く) 千円/年 15,325 【助成金無し】 

年間収支   千円/年 4,125 【助成金 1/3 有】 

年間収支(償却費除く) 千円/年 15,325 【助成金 1/3 有】 

<<その他>>       

年間 CO2 排出削減量  t-CO2/年 108 年間発電量×CO2 排出原単位 

CO2 排出削減コスト  千円/t-CO2 451 費用合計/年間 CO2 排出削減量 

単純投資回収年数 【助成金無し】 年 21.1 イニシャルコスト÷(減価償却費を除いた場合の年間収支) 

単純投資回収年数 【助成金 1/3 有】 年 14.6 イニシャルコスト÷(減価償却費を除いた場合の年間収支) 

 

【経済性・環境性の効果】 

効果１ 燃料代の削減及びＦＩＴを活用した売電 

・食品工場で利用している化石燃料使用量 60 万 L の内 95％相当（57 万 L/年、4,560 万円相当）を、

林地残材を活用したチップ燃料（8,000 円/t）に転換することで、ランニングコストで経済的なメリット

を見込める。 

※助成金なしの場合、投資回収年数は 21 年程度 

  助成金ありの場合、投資回収年数は 14 年程度 

効果２ 地域内への還元 

・林地残材をチップ燃料として利用する場合、年間 2,934 万円（見込）を地域の素材生産業者、燃料加

工場に還元される。 

・チップボイラーの運転管理に伴い、1 名分（300 万円）の雇用創出が見込める。 

効果 3 二酸化炭素ガス削減効果（環境負荷軽減） 

・バイオマス燃料を利用することで年間 451 t-CO2 の削減見込み 
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モデルⅢ 福祉施設におけるバイオマス熱利用（暖房・給湯）モデル 
  

【事業想定】 

【モデル】  福祉施設（50 床） 老人ホーム想定 

【利用方法】 年間稼働日数 350 日/年 

【利用規模】 

熱利用 

①チップボイラー 349kW（30 万 kcal/h）規模  熱効率 80％ 

②ペレットボイラー 349kW（30 万 kcal/h）規模  熱効率 85％ 

【用途】 
①チップボイラーによる施設の暖房・給湯に利用 

②ペレットボイラーによる施設の暖房・給湯に利用 

【燃料条件】 

林地残材を活用した木質チップ（W.B.40％）を想定 

調達価格： 8,000 円/t 

県内で調達可能な木質ペレットを想定 

調達価格 40,000 円/t（40 円/kg）運賃込 

  

【導入イメージ】 【導入技術】 

 

 

 
燃料 利用転換 利用用途 

樹皮等  

熱

ストーブ 暖房 

薪  蒸気ボイラー 給湯 

ペレット  温水ボイラー 売熱 

チップ  熱回収 自家消費（熱） 

  

電

気

蒸気タービン（専焼） 自家消費(電気) 

  ガス化 売電 

  バイナリ-  

 

 
 ORC  

  蒸気タービン（混焼）  

【試算条件】 

 
項 目   単 位 チップボイラー ペレットボイラー 灯油ボイラー 備考 

定格出力   kcal/h 309,600 300,000 300,000  

    kW 360 349 349  

事業費 機器設備費用 円 45,000,000 28,000,000 8,000,000 メーカー見積をもとに設定 

  建築関係費用 円 20,000,000 5,000,000 0  

  小計 円 65,000,000 33,000,000 8,000,000  

  消費税 円 5,200,000 2,640,000 640,000 消費税率 8％で試算 

  合計 円 70,200,000 35,640,000 8,640,000  

補助率   ％ 50% 50% ―  

総負担額(税抜)   円 32,500,000 16,500,000 8,000,000  

総負担額(税込)   円 37,700,000 19,140,000 8,640,000  

減価償却年数 機械設備 年 15  

  建物 年 34  

減価償却額 機械設備 円/年 2,166,667 1,100,000 533,333  

  建物 円/年 588,235 147,059 0  

固定資産税率   ％ 1.4%  

 

バイオマス
ボイラ

貯湯
タンク

浴室の給湯

バックアップ
ボイラ

館内の暖房

上水

導入前 重油
給湯・暖房（既設）

導入後 バイオマス
給湯・暖房（新設）

灯油
ボイラ

貯湯
タンク

浴室の給湯

館内の暖房

上水

Ａ重油
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【経済性試算】 

 
・ チップボイラーを導入時、投資回収年数（減価償却含まない）は 13 年となる。 

 

【経済性・環境性の効果】 

効果１ 燃料代の削減 

・福祉施設の暖房・給湯に利用している化石燃料量 6 万 L の内 95％相当（57 万 L/年、4,845 万円相

当）を、チップ・ペレットなどのバイオマス燃料に転換することで、施設のランニングコストで経済的な

メリットを見込める。 

※チップボイラー導入時の、当時回収年数は（減価償却含まず）は 13 年程度 

効果２ 地域内への還元 

・林地残材をチップ燃料として利用する場合、年間 159 万円（見込）が地域の素材生産業者、燃料加

工業者に還元される。 

・ペレット燃料を利用する場合、年間 452 万円（見込）が地域の素材生産業者、燃料加工業者に還元

される。 
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モデルⅣ  温浴施設への薪ボイラー導入による給湯加温＋電力自給モデル 
  

【事業想定】 

【モデル】  温浴施設 （A 重油消費量 年間 12 万 L） 

【利用方法】 
稼働時間 16 時間/日 年間稼働日数 365 日/年 

燃料である薪の自動投入はできない。日中の熱需要（全体の 9
割）は薪で賄い、夜間の熱需要（全体の 1 割）は A 重油で賄う。 

【利用規模】 ORC 発電機：2kW、薪ボイラー50 万 kcal/h ボイラー効率 80％ 

【用途】 

館内の給湯と館内の暖房・融雪 

ボイラーで 80℃に加温した湯を使って発電し、発電後の 70℃の湯
を使って館内の暖房（床暖など）を行う。暖房として使用した後の
湯は融雪にも使用する。  

【燃料条件】 

薪を想定 

・消費量 316t 年（WB30％） 

・W.B.50％の時点で購入し、W.B30％まで乾燥させて使用する。 

林地残材  ：13,000 円/ｔ (乾燥後) 

りんご剪定枝：8,400 円/t (乾燥後) 

  

【導入イメージ】 【導入技術】 

 
 

 
燃料 利用転換 利用用途 

樹皮等  

熱

ストーブ 暖房・融雪 

薪  蒸気ボイラー 給湯 

ペレット  温水ボイラー 売熱 

チップ  熱回収 自家消費（熱） 

  

電

気

蒸気タービン（専焼） 自家消費(電気) 

  ガス化 売電 

  バイナリ-  

  ORC  

  蒸気タービン（混焼）  
 

【試算条件】 

【バイオマス導入前】 

年間の A 重油消費量 12 万 L × A 重油の単価 80 円/L＝960 万円 

 

【バイオマス導入後】 

※事業想定の設定に基づく 
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【経済性試算】 

 
【経済性・環境性の効果】 

効果 1 燃料代の削減 

・林地残材の薪を利用すると年 240 万円削減 

※投資回収年数は 8 年程度 

・りんご剪定枝を利用すると年 370 万円削減 

効果２ 地域内への還元 

・林地残材を活用した場合、年間 421 万円（見込）を、燃料代として素材生産業者等に還元可能 

・りんご剪定枝を利用した場合、年間 292 万円（見込）を燃料代として果樹園所有者等に還元可能 

・薪投入作業として、年 128 万円分の雇用創出 

・森林資源を活用することで、約 20.6ha 分の森林整備に寄与 

※参考：森林整備 作業経費 62 万円/ha 

効果３ 二酸化炭素ガス削減効果（環境負荷軽減） 

・バイオマス燃料を利用することで年間 299.0 t-CO2 の削減見込み 

効果４ その他 

・ORC 発電で出力 2kW の小規模発電を行い、災害時にも、自給用電力の発電が可能。 

※ORC（オーガニックランキンサイクル）発電は、水よりも沸点の低い有機媒体を用い。70℃～95℃

の温水で発電が可能 
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モデルⅤ  バイオマスガス化発電（300kW）モデル 
  

【事業想定】 

【モデル】  小規模なバイオマスガス化発電(熱電併給)システム 300kW   

【利用方法】 
ガス化発電により FIT 制度を活用した売電 

発生した熱は施設内で給湯・暖房等に熱利用 

【利用規模】 

設備仕様：バイオマスガス化炉＋ガスエンジン発電機 

発電効率 ： 24％   

熱出力： 大 51％  638kW （8 割をチップ乾燥熱源に利用） 

燃料消費量 ：0.43t/h （燃料水分量 W.B.40％）  

年間燃料使用量： 約 3,100t/年 (切削チップ：W.B.40％) 

【用途】 発電した電気は売電、回収した熱は暖房・給湯など熱需要に供給 

【燃料条件】 切削チップ限定(針状チップ不可) 

  

【導入イメージ】 【導入技術】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
燃料 利用転換 利用用途 

樹皮等  

熱

ストーブ 暖房 

薪  蒸気ボイラー 給湯 

ペレット  温水ボイラー 売熱 

チップ  熱回収 自家消費（熱） 

  

電

気

蒸気タービン（専焼） 自家消費(電気) 

  ガス化 売電 

  バイナリ-  

  ORC  

  蒸気タービン（混焼）  
 

【試算条件】 

 

項目 単位 備考 

自家消費電力 300 ｋＷ  

熱電供給時間 300 日 （年間運転日数） 

  24 時間/日  

バイオマス燃料価格 8,000 円/ｔ ・燃料チップの水分量 40％（WB） 

売電単価 40 円/kWh FIT 価格「税抜」 

売熱単価 7.7 円/kWh A 重油換算 80 円/L 相当。 

人件費 300 万円/人 設定値 

対応人数 3 人 設置値 

維持管理費割合 6 ％ 

ドイツにおける一般基準参照  

・建屋の維持管理 1％、設備維持管理 3％、 

・保健等 1％、その他諸経費 1％） 

償却年数 20 年 FIT 制度対象期間（年数均等） 
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【経済性試算】 

 

＜費用＞   金額 単位

資本費 

減価償却費 10,000 千円

支払金利（20 年平均） 1,829 千円

固定資産税（20 年平均） 5,040 千円

資本費計   16,869 千円

ランニングコスト 人件費 9,000 千円

  バイオマス燃料調達費 24,768 千円

  起動時燃料費 572 千円

  電気主任技術者委託費 500 千円

  メンテナンス費（保守・管理費） 20,000 千円

  排ガス測定費 200 千円

  灰処理費 302 千円

  諸経費 900 千円

ランニングコスト計   56,242 千円

 費用合計 73,111 千円

 

＜収入＞   金額 単位 備 考 

売電収入 売電単価 40 円/kWh 77,760 千円

燃料費削減 自社での熱利用 7.7 円/kWh 7,069 千円 重油 80 円/L 換算 

収入合計   84,829 千円

 

【経済性・環境性の効果】 

効果 1  ＦＩＴを活用した売電及び熱利用 

・ＦＩＴを活用し、約 7,800 万円の売電収入 

・廃熱を自社で利用することによる燃料費約 700 万円の削減 

※ＦＩＴとは再生可能エネルギーの固定価格買取制度のことで、再生可能エネルギーによる電力を

長期に固定した価格で電力会社に買い取ることを義務づけるもの。 

効果２  地域内への還元 

・林地残材を活用した場合、年間 2,500 万円（見込）を、燃料代として素材生産業者や燃料加工業者

等に還元可能 

効果３  その他 

・災害時にも、電力と熱の自給が可能 
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３－２ 燃焼機器の運営・維持・管理方法 

 木質バイオマス燃焼機器を持続的に使うための運営・維持・管理方法については次の

方法があります。 
 

３－２－１ 燃料の保管及び供給方法 

木質バイオマス燃料には薪、チップ、ペレットなどといった様々な形態があり、それ

ぞれに対応したボイラーが必要になります。 
（１）木質チップ燃料 

木質チップ燃料は、木材を破砕したものであり、チップ化は燃料化において最も

一般的な方法です。木質バイオマスボイラーで燃料利用する際には、チップ形状と

含水率が非常に重要です。 
チップ形状は大別して破砕チップと切削チップに分けら、切削チップは、製紙用

チップとして多く利用されているものと同じ正方形の形状であり、バイオマスボイ

ラーで利用しやすくなってます。 

 
表 3-2 チップの種類と特徴 

 破砕チップ (破砕機による) 切削チップ (チッパーによる) 
形態  

 
 
 
 
 
 

細長い繊維状 

 
 
 
 
 
 
 

薄い方形状 
製造方法 【ハンマーミル方式】 

ハンマーの打撃による衝撃力で破

砕する。 
【カッターミル方式】 
受刃と切断刃によるせん断力で破砕

する。 

カッターナイフまたはカッターディ

スクで切削する。 

機械 
耐久性 

カッターによる破砕は、石などの異

物によりカッターが破損するため、木

材の選別が必要となる。石などの異物

混入の可能性がある木材はハンマー

ミル方式が望ましい。 

カッターによる破砕は、石などの異

物によりカッターが破損するため、木

材の選別が必要となる。 

主な用途 堆肥、マルチング材、吹きつけ材 製紙パルプ用、木質ボード用原料 
燃焼機器

の利用性 
燃料供給装置でチップがブリッジ

を形成しやすいため、供給装置に工夫

を要する。 

破砕チップに比較して、取扱いが比

較的に容易である。 
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（２）木質ペレット燃料 

木質ペレット燃料は、おが粉や樹皮をペレット状に圧縮、成型した木質系固形燃料

の一種で、木質系の素材のみで成型が可能で、接合剤等の添加物を加える必要はあり

ません。 

同じ木質固形燃料である薪や炭、チップ燃料に比較して、その小粒な形状から取扱

いが容易であることが最大の利点となっています。ペレットの大きさは直径6又は8mm、

長さ 30mm 以下となっています。 

 

（３）薪 

既存の薪燃料はストーブ用の薪が大半であり、ストーブのサイズに合わせて長さ 35

～45cm 程度となっています。樹種については、主に広葉樹を含水率 15％まで乾燥し利

用されています。  

薪ボイラーは、メーカー・機種ごとに対応可能な薪の長さ、燃焼可能な含水率が存

在するため、ボイラーに適した薪の調達可否の確認が必要です。 

また、通常の運転時は無人で燃焼可能ですが、2～3時間に 1回程度の頻度で燃料投

入を手作業で行うことが必要で、対象施設の管理体制についても考慮する必要があり

ます。 

 
３－２－２ ボイラーの設置、使用及びメンテナンス 

本項では、環境に配慮してボイラーを安心・安全に使うために必要な事柄について、

設置するボイラーの規模別に整理します。 
 薪、チップ、ペレットのいずれの燃料も、維持管理に当たって化石燃料よりも手間が

かかることから、バイオマスボイラーの導入を検討する際、どのような作業が日常発生

するのかを把握することが重要です。 

 
日常管理 

（１）ボイラーの監視 

導入した木質バイオマスボイラーのプラントが正常に稼働するかどうか確認する

ためには、出力を測定して記録をつけることが非常に重要であり、記録データを頻繁

に確認・分析することは、システムで生じた問題を早く発見するために有効です。 

 
45（２）燃料監視 

木質バイオマスボイラーシステムの監視において、燃料の品質や貯蔵量、ボイラー

への供給状況を監視することが重要です。 
システムの管理者は状況（作業を行う職員数・サイロ等燃料貯蔵施設の設置場所な

ど）に応じて最も適切な監視方法を選定すべきである。監視方法の例を以下に示しま

す。 
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表 3-3 メンテナンススケジュールの一例 

メンテナンス箇所 起こりうるトラブル 部品交換頻度 

煙管 閉塞、腐食 
年次整備、 
10 年ごとの部品交換 
（腐食の状態による） 

燃焼装置 クリンカー 週毎の点検、10 年ごとの部品交換 

ストーカー 
耐火物 

故障 
腐食、割れ 

年次点検 
年次点検・頻繁でない部品交換 

モーター 断線、軸受け摩耗 5～10 年 

スクリュー 経年使用による摩耗 10 年ごとの部品交換 

チップ倉庫の床面駆
動用油圧装置のシー
ル 

故障 5 年以上 

ストーカー駆動用油
圧機器のシール 故障 5 年以上 

変速装置 故障 5～10 年 
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３－２－３ 燃焼灰の処理 

（１）森林由来の木質バイオマス 

木質バイオマスボイラーの運転により発生する燃焼灰については、林地残材等天然

の木質バイオマス燃料のみを燃焼させて得られた灰は不純物を含んでいないことか

ら、周囲の農家が土壌改良材として利用するために有償で取引されている事例が見ら

れます。 
そのような場合には、この灰は有価性があり、廃棄物には該当しないと考えられて

います。 
ただし、土壌改良材として農地への散布を行う場合、木質バイオマス燃料自体に不

純物が混入されていなくても、燃料の加工、運搬、補給などの作業工程の中で異物が

混入することも想定されるため、年 2 回程度燃焼灰の成分分析を行い、有害物質等

の混入状況を把握して、安全性を確認することが必要です。 

 
（２）建築廃材等由来の木質バイオマス 

接着剤や塗料の混入の恐れのある製材残材、重金属系の防腐剤等が浸透したおそれ

のある建設廃材については、その燃焼後に発生する灰についても「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」に基づき廃棄物として取り扱うのが一般的です。 

その際には、一般廃棄物、産業廃棄物の木くずを燃焼することによって発生した灰

は、最終処分業としての許可を持つ廃棄物業者への処理委託が必要です。 

 
３－２－４ 燃焼灰の廃棄物該当性 

 エネルギー利用設備で扱う木質バイオマスが廃棄物としての取り扱われるのか否かに

ついては、県の担当部局に確認を行う必要があります。 

仮に廃棄物として取り扱われる場合、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可が必要と

なります。 

環境省では廃棄物の判断基準として、環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

長通知（通称「規制改革通知」）を発出しているので参考としてください。 

なお、この「規制改革通知」では、未利用間伐材等のクリーンな木質バイオマスの燃

焼灰については、融雪材や土壌改良剤等としての活用が確実である場合、廃棄物に該当

しないという解釈がなされています。 
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第４章 木質バイオマス関連施設整備に係る関係法令 

木質バイオマスのエネルギー利用設備を設置するにあたって、関係する主な法規は次

のとおりです。 

表 3-1 木質バイオマスのエネルギー利用設備整備に関連する主な関係法規一覧 

法律名 概要 管轄省庁 

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律 

・産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行うものは県知事（青
森市内の場合は青森市長）の許可が必要。 

・外部から産業廃棄物を受入れ、処理する施設は県知事（青森市内
の場合は青森市長）の許可が必要。 

環境庁 

電気事業法 

・一定規模以上の発電施設については国への工事計画書の届け出
が必要。 
（蒸気タービン：ほぼすべての規模、ガスタービン：1,000kW 以上、
内燃機関：10,000kW 以上、ガスエンジン：200kW 程度）。 

・ボイラーを用いる場合は、ボイラ・タービン技術者の選任が必要。 

経済産業省 

エネルギーの使
用の合理化に関
する法律 

・エネルギーを原油換算で 1,500kL/年以上利用する施設では有資
格者が必要。エネルギー使用量の記録義務あるいは定期報告が
必要。 

経済産業省 

大気汚染防止法 
・ガスエンジンにて燃料を 35L/h（重油換算）以上、ガスタービンにて
燃料を 50L/h（重油換算）以上、あるいはボイラーで伝熱面積が 10
㎡以上の施設について、大気汚染に関する規制値がある。 

環境省 

騒音規制法 
・圧縮機、送風機などの定格容量が 7.5kW 以上、チッパーの定格出
力が 2.25ｋW 以上、砕木機を有する設備について、騒音に関する
規制値がある。 

環境省 

振動規制法 
・圧縮機、送風機などの定格容量が 7.5kW 以上、チッパーの定格出
力が 2.2ｋW 以上の設備について、振動に関する規制値がある。 

環境省 

特定工場におけ
る公害防止組織
の整備に関する
法律 

・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者を選任
する必要がある。 

経済産業省 
環境省 

労働安全衛生法 

・ボイラーの伝熱面積によってはボイラー技師が必要。廃熱ボイラー
の伝熱面積下記数値未満であれば必要ない。 
・ 6 ㎡（蒸気ボイラー） 
・28 ㎡（温水ボイラー） 
・60 ㎡（貫流ボイラー） 

経済産業省 

消防法・ 
市町村条例 

・燃料貯蔵量が 10 ㎥以上の場合は資格者が必要。 消防庁 

熱供給事業法 ・他施設へ 21GJ/h の熱供給を行う場合は許可が必要。 経済産業省 

建築基準法 
・100m2 以上の建屋の建設時、木造以外の建築物で 2 以上の階数
を有する場合）等に適用。なお、煙突については、許可・届出の必
要はないが構造基準があり、それに合致させる必要がある。 

国土交通省 
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 上記のうち、書類を提出する必要のある法規、及びその届出先・期日、許認可取得に

係る標準的な期間とその手順は次のとおりです。 

 
表 3-2 バイオマス設備導入に関連する主な関連法令と届出先等 

法規の名称 提出書類名称 届出先 期日 備考 

大気汚染防止法 
ばい煙発生施設 
設置届出書 

各地域県民局環

境管理事務所 
 ( 青森市内の場

合は青森市) 

当該施設を設置し

ようとする工事開

始の 60 日前まで

に提出 

バイオマス機器の

場合には、工事前

に届出先に事前

相談を行うことが

望ましい。 

消防法 
消防用設備等 
設置届出書 

各地域の 
所管消防署 

設置完了後 4 日

以内 

 
 

各市町村 
火災予防条例 

給湯湯沸設備 
設置届出書 

各地域の消防署

等 
個別に確認が必

要 
所管の消防署へ 
問合せ 

労働安全衛生法 ボイラー設置届 
各地域の 
労働基準監督署 

設置工事の開始

30 日前まで 

 

法律上のボイラー

に該当するか否か

判断⇒該当しない

場合は届出不要 

建築基準法 建築確認申請 
各地域県民局地

域整備部、青森・

弘前・八戸市 等

工事着工前に 
「確認申請書」を

申請 
 

※参考 
肥料取締法 
(燃焼灰の肥料活

用時) 

肥料販売業務 
開始届出書 

各地域県民局 
地域農林水産部 
農業普及振興室 

販売事業開始の 
2週間前迄に届出 

専門機関による燃

焼灰の成分分析

結果と共に登録･

届出を行う。 

 



５－１－１ 公共施設（十和田市市民交流プラザ：十和田市）

【事業概要】
市民交流プラザの設計業務を公募型プロポーザルにより募集・審査したところ、

(株)隈研吾建築都市設計事務所の提案が 優秀賞に選ばれた。その中に、「環境建築と
して、十和田市に相応しいバイオマスエネルギーを提案。バイオマスエネルギーとして、
青森県産の間伐材を使用した木質系ペレット等を燃料にする、400kw(350,000kcal/h)程
度のバイオマス温水ボイラーを採用し、主として床暖房および給湯設備に利用」という
旨の提案があった。先進地視察やトータルコストの比較、検討を重ねた結果、木質バイ
オマスボイラー導入を決定した。

種類 ペレットボイラー

メーカー 二光エンジニアリング㈱

定格出力 ３５０，０００ kcal/h

利用目的 給湯、床暖房

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由
設計事務所からの提案を受け、ペレッ

トボイラー導入済みの先進地視察へ行き、
稼働面や燃料供給面の安定性を確認する
ことができたので、ペレットボイラーを
選定した。

２ 費用
（１）イニシャルコスト

ボイラー（本体）およびサイロ

11,971千円
（２）ランニングコスト

燃料費 ：4,200千円/年(見込）
維持管理費： 500千円/年(見込）

３ 稼働状況

11月1日から翌年3月31日（5ヶ月/年）
1日13時間

４ コスト削減効果

設計時の比較資料では、イニシャル費
用、ランニング費用ともに、電気熱源よ
りは少し安価であったが、灯油熱源、ガ
ス熱源よりは高額であった。
しかし、環境への配慮や地場産業の活

性化（県産間伐材の使用）につながるな
どのトータルコストで判断した。

５ その他（利用者の感想等）

・ボイラー本体は、安定して稼働してお
り、特にトラブルもない。

・使用するペレットの樹種によっては、
煙が黒くなることがある。

・灰の処理が大変である。

第５章 県内の導入事例
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５-１-２ 公共施設（つがる総合病院：五所川原市）

【事業概要】
「五所川原市地域新エネルギービジョン」では、地域内で調達できる環境にやさしい

新エネルギー（木質系バイオマス資源等）を公共施設等へ計画的に進めることとしてい
る。
五所川原市内等に木質ペレット燃料の製造工場があることから、導入プロジェクト計

画に基づき、「つがる総合病院」へ新エネルギー機器である木質バイオマスペレットボ
イラー（給湯設備）を設置した。

種類 木質ペレット焚温水ボイラー

メーカー 二光エンジニアリング㈱

定格出力 ２００，０００ Kcal/h

利用目的 給湯

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

・取扱、火力調整等が比較的容易
・煙が少ない
・エネルギー密度が比較的高い
・輸送効率が高い

２ 費用
（１）イニシャルコスト

・ボイラー本体 2,900千円
・燃料タンク
・エアー圧送装置
（３階が設置場所） 5,898千円
・ポンプ、熱交換器
・煙道等

（２）ランニングコスト

・燃料費 3,942千円/年
・維持管理費 324千円/年

３ 稼働状況

土、日、祝日、12/29～1/3を除いた
毎日 7:30～16:00まで8時間半稼働

４ コスト削減効果

・ガス焚き 4,500千円/年
・ペレット 4,266千円/年
よって年間234千円の削減効果

５ その他（利用者の感想等）

稼働は安定している。
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【事業概要】
原油価格の高騰と地球温暖化対策に貢献する観点から、近隣地域で排出される建築

廃材等を燃料とする木質チップ焚きボイラーを導入した。

種類 チップボイラー

メーカー ㈱タカハシキカン

定格出力 ２，５６８，０００ Kcal/h

利用目的 蒸気利用

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

・燃料価格面、環境面（CO2削減）で選
定

・重油燃料の価格、供給面におけるリ
スク分散

２ 費用
（１）イニシャルコスト

330,000千円
（２）ランニングコスト

燃料費 19,000千円/年
メンテナンス費 10,000千円/年
電力、灰処理、軟水用塩

12,000千円/年

３ 稼働状況
330日/年 24時間

４ コスト削減効果
重油使用量 3～4割減

５ その他（利用者の感想等）
・チップ燃料含水率変動との燃焼効率
低下の調整に苦慮した。

・寒冷地屋外なので、配管等の凍結が
ある。

・重油ボイラーに比べ蒸気単価が安く、
削減効果は大きい

５－２ 食品加工業（太子食品工業株式会社：十和田市）
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５－３－１ 福祉・医療分野（総合リハビリ美保野病院：八戸市）

【事業概要】
病院施設で給湯・暖房のため蒸気利用している重油焚きボイラーの一部を木質チップ

ボイラーに切り替えた。

種類 炎上型貫流式蒸気ボイラー

メーカー ㈱エンバイロテック

定格出力 ４４０，０００ Kcal/h

利用目的 給湯・暖房

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

燃料価格面でチップボイラーを選定し
た。

２ 費用
（１）イニシャルコスト

・ボイラー本体 68,199千円
・チップ倉庫 7,401千円

（２）ランニングコスト

・燃料費 3,000千円/年
・維持管理費 1,000千円/年

３ 稼働状況

300日/年 8時間/日
朝夕 重油ボイラーと併用

４ コスト削減効果

・重油 11,035千円
・チップ 2,917千円
年間8,118千円の削減効果がある。

５ その他（利用者の感想等）
・ボイラーの稼働は安定している。
・ボイラー建屋がないため、厳寒期は
チップが凍結し２週間休業している。
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５－３－２ 福祉・医療分野（阿光坊の郷：おいらせ町）

【事業概要】
福祉施設で給湯・床暖房用に木質ペレットボイラーを導入した。

種類 ペレットボイラー

メーカー 二光エンジニアリング㈱

定格出力 ２００，０００ Kcal/h

利用目的 給湯・床暖房

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

・ランニングコストの削減
・CO2削減や森林整備に貢献したい。
・チップボイラーを選定したかったが、
チップを小規模ボイラーで利用する
課題が多く、ペレットを選定した。

２ 費用
（１）イニシャルコスト

総事業費 63,000千円
（２）ランニングコスト

燃料費 6,750千円/年

３ 稼働状況

365日/年 24時間/日

４ コスト削減効果

重油と比較し、年間10～15％の削減効
果がある。

５ その他（利用者の感想等）

・故障は少ない。
・特に支障のある故障はない。
・使用感は思ったより使いやすく灰の
処理も思ったより簡単で管理しやす
い。
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５－４ 民間施設（有限会社かっぱ温泉：青森市）

【事業概要】
原油価格の高騰による経費削減及び環境への配慮からチップボイラーの導入を決定した。

種類 木質チップボイラー

メーカー ㈱御池鉄工所

定格出力 ５００，０００ Kcal/h

利用目的 給湯

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

燃料価格及び供給者が青森市内にある
ためチップボイラーを選定しました。

２ 費用

（１）イニシャルコスト
・ボイラー本体 25,000千円
・ボイラー建屋 2,000千円
・電気、配管設備 8,000千円

（２）ランニングコスト
・燃料費（チップ代） 5,500千円/年
・電気料 600千円/年
・維持管理費 1,200千円/年

３ 稼働状況

365日/年 20時間/日
予備灯油ボイラー有

（ほとんど運転無し）

４ コスト削減効果

チップボイラー導入前
灯油代 12,000千円/年
削減効果 4,700千円/年

５ その他（利用者の感想等）

メーカーから建設廃材チップボイラー
の購入時、試作品納入的な要素で購入し、
試行錯誤をしながら手直しをくり返し、
現在では安定した運転をしてます。
現在ではカタログに近い能力で運転し

てますが、今後は経年での能力低下・機
器の故障及びチップによる摩耗等、経費
の増加が考えられる。
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５－５ 融雪（県道青森浪岡線：青森市）

【事業概要】

県道青森浪岡線青森市浪岡王余魚沢地内において、二酸化炭素の排出量を削減するため、
重油ボイラーを利用して道路の融雪を行っている施設に隣接して新たに木質ペレットボイ
ラーを設置し、Ａ重油と木質ペレットのハイブリッド化により、既存の重油ボイラーの制
御方法を見直すことで既存の重油ボイラーの高効率化から、更なる二酸化炭素排出量の削
減を図るものである。
また、青森県で支援している建設業の異分野進出で木質ペレット製造事業を行っている

事業者の支援につなげ、雇用の確保に結びつけることを目的とする。

種類 木質ペレットボイラー

メーカー 二光エンジニアリング㈱

定格出力 ５００，０００ Kcal/h

利用目的 ロードヒーティング

１ 木質バイオマスボイラーの種類
（チップかペレットか）の選定理由

・県内に製造者が複数社ある。
・県産間伐材の利用に寄与できる。
・規格を指定できるので安定した燃焼力を
得られる。

・自動供給が可能

２ 費用

（１）イニシャルコスト
建屋 一式 26,950千円
ボイラー本体 25,400千円
配管配線等 27,250千円
調査・設計 4,998千円

（２）ランニングコスト
燃焼費 1,399千円（H25年度）
施設維持費 5,560千円（H25年度）

※施設維持費には隣接融雪施設も含むため
ペレットボイラーのみではない。

３ 稼働状況

11月1日から3月31日まで気象観測装置
により自動稼働している。

４ コスト削減効果

Ａ重油使用換算削減量 L＝10,223ﾘｯﾄﾙ
平均Ａ重油単価 88.9円
10,223ﾘｯﾄﾙ×88.9円/ﾘｯﾄﾙ
＝ 908,824円の削減効果

５ その他（利用者の感想等）
平成２２年度から稼働しているが、今

のところ大規模な改修を要する不具合は
なく、安定した融雪効果を得ている。
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【参考】

１ 木質バイオマス供給者リスト

１－１ ペレット工場

１－２ チップ工場

会　社　名　 住　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

日東産業　株式会社 田舎館村大字前田屋敷字村元110 0172-58-2885 0172-58-2854

株式会社　新宅製材所 大鰐町大字大鰐字大鰐191 0172-48-3271 0172-48-3806

有限会社　工藤建材 三戸町大字梅内字桐萩237 0179-23-3402 0179-23-3423

新北菱林産　株式会社 八戸市大字河原木字青森谷地3 0178-29-2531 0178-29-2500

加賀木材工業　株式会社 七戸町天間館字中野50 0176-68-2033 0176-68-4539

十和田燐寸軸木　株式会社 十和田市大字伝法寺字平窪78-1 0176-28-2551 0176-28-2560

笹山木材　株式会社 五所川原市脇元字赤川257-2 0173-62-2840 0173-62-2509

株式会社　新岡組 鶴田町大字横萢字矢留崎163番地4 0173-28-2690 0173-28-2685

株式会社　曽我産業 八戸市南郷区大字中野字丑木沢41番地7 0178-82-2347 0178-82-2361

大矢建設工業　株式会社 青森市大字野沢字川部63 017-739-5205 017-739-6848

さかえ農事　有限会社 八戸市大字金浜字折場沢31番地309 0178-25-2500 0178-25-5522

株式会社　庄司興業所 八戸市大字櫛引字井ヶ月1-44 0178-27-1328 0178-27-3576

三田建材運輸　株式会社 田子町大字田子字小沼12番地3 0179-32-2535 0179-32-2442

株式会社　兼建興業 弘前市大字兼平字猿沢26番地1 0172-82-2145 0172-82-2141

株式会社　西田組 青森市大字荒川字柴田102番地1 017-739-2025 017-739-3561

株式会社　東清 八戸市大字新井田字林ノ上4番地5 0178-33-1357 ―

会　社　名 住　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

津軽ペレット協同組合 五所川原市大字神山字殊ノ峰95-9 0173-29-3313 0173-29-2435

津軽開発協同組合 中泊町大字芦野字福泊23 0173-57-2848 0173-57-4974

新北菱林産　株式会社 八戸市大字河原木字青森谷地3 0178-29-2531 0178-29-2500

株式会社　高橋 三沢市新町2-31-2171 0176-53-4175 0176-53-3432
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２ 導入相談窓口

２－１ 青森県木質バイオマスプランナー

会　社　名　等 氏　　　名 住　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

株式会社 柏崎組 太田　規章 おいらせ町立蛇71 0176-50-6511 0178-50-6510

青森県土地改良事業団体連合会 木村　純一 青森市本町2丁目6-19 017-723-2404 017-774-0658

株式会社 南建設 斎藤　孝寿 弘前市大字堅田1丁目1-4 0172-36-7000 0172-32-8558

フクシアンドフクシ建設事務所 福士美奈子 青森市緑2-16-24 017-734-6225 017-734-6225

有限会社 鎌田設備設計事務所 鎌田　英夫 青森市緑3丁目5-20 017-774-2600 017-735-3850

株式会社 旭組 藤田　　靖 弘前市神田4丁目6-27 0172-36-3251 0172-33-6017

松尾淳一級建築士事務所 松尾　　淳 六ヶ所村大字尾駮字野附108-2 0175-72-2666 0175-72-2666

菊地　正美

世永　　健

大研工業 株式会社 葛西　太生 青森市駒込月見野56-3 017-741-2169 017-741-8231

株式会社 高田工業 久保　浩幸 六ヶ所村鷹架久保ノ内49-1 0175-74-3711 0175-74-3713

有限会社 入江ポンプ 入江　政俊 平川市尾上栄松201 0172-57-2340 0172-57-5390

稲見建築設計事務所 稲見　公介 青森市佃1丁目5-7 017-742-2636 017-742-2637

苓北設備設計 株式会社 小林　一寛 八戸市田向檀ノ平10-16 0178-45-5288 0178-45-5273

有限会社 設計工房らいんあー
と

飯田　善之 青森市青葉2丁目8-6 017-729-8744 017-729-8746

荒内要建築設計事務所 荒内　　要 青森市新町1-2-5-903 017-723-4595 017-764-0233

株式会社 石川設計 上村　健一 十和田市西二十二番町2-41 0176-25-2100 0176-25-2101

蛯名　　均

村上　　弘

石田産業 株式会社 立崎　正行 七戸町野崎狐久保106-226 0176-62-2103 0176-62-9166

七尾　　仁

佐々木智也

大研工業 株式会社 野澤　健治 青森市駒込月見野56-3 017-741-2169 017-741-8231

大管工業 株式会社 福田　康則 青森市諏訪沢岩田50-4 017-726-2100 017-726-2120

株式会社 東青設備工業 亀田　繁雄 平内町大字小湊字下槻15-8 017-755-5553 017-755-5245

株式会社 弘前水道 弘前市茂森新町1丁目8-6 0172-32-8870 0172-32-8874

株式会社 大坂組 青森市諏訪沢岩田51-1 017-782-3455 017-726-7007

青森設備工業 株式会社 017-766-2421 017-766-2876青森市篠田3丁目10-2
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２－２ 青森県行政機関

２－３ ボイラーメーカー（県内で導入事例のあるもの）

チップボイラー製造メーカー 県内導入事例

㈱フォレストエンジニアリング 水産施設　１箇所

旭設備㈱ 福祉施設　１箇所

㈱タカハシキカン 食品工場　１箇所

㈱御池鉄工所 温泉施設　１箇所

㈱エンバイロテック 病院　１箇所

ペレットボイラー製造メーカー 県内導入事例

㈱タカハシキカン 福祉施設　２箇所

㈱日本サーモエナー 福祉施設　７箇所

金子農機㈱ 福祉施設　１箇所

矢崎総業㈱ 自動車部品工場　１箇所

二光エンジニアリング㈱
福祉施設　５箇所
病院　１箇所
公共施設　２箇所

蒸気利用

給湯利用

給湯・暖房利用

利用方法

－

－

暖房、給湯

利用方法

－

暖房、給湯、融雪

－

－

機　　関　　等 住　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ 所管する市町村

東青地域県民局地域農林水産部
林業振興課

青森市新町二丁目4-30 017-734-9962 017-734-8305
青森市、平内町、今別町、
蓬田村、外ヶ浜町

中南地域県民局地域農林水産部
林業振興課

弘前市蔵主町4 0172-33-3857 0172-32-8544
弘前市、黒石市、平川市、
西目屋村、藤崎町、大鰐町、
田舎館村

三八地域県民局地域農林水産部
林業振興課

八戸市大字尻内字鴨田7 0178-23-3595 0178-23-2801
八戸市、三戸町、五戸町、
田子町、南部町、階上町
新郷村

西北地域県民局地域農林水産部
林業振興課

鰺ヶ沢町本町209 0173-72-6613 0173-72-6618
五所川原市、つがる市、
鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、
鶴田町、中泊町

上北地域県民局地域農林水産部
林業振興課

十和田市西十二番町20-12 0176-24-3379 0176-22-9161
十和田市、三沢市、野辺地町、
七戸町、六戸町、横浜町、
東北町、六ヶ所村、おいらせ町

下北地域県民局地域農林水産部
林業振興課

むつ市中央一丁目1-8 0175-23-6855 0175-23-5887
むつ市、大間町、東通村、
風間浦村、佐井村

農林水産部林政課 青森市長島一丁目1-1 017-734-9517 017-734-8145 県内全市町村


