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口特集論考口

循環型まちづくりにおける木質バイオマス利用と森林管理

岩手県紫波町の事例一

Woody Biomass Utilization and Forest Management in the Development of a Recycling-oriented Town: 

A Case Study in Shiwa Town， Iwate Prefecture 

原科幸爾*

Koji HARASHINA 

I はじめに

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度 (FIT)

が2012年7月に施行されてから，木質バイオマスの利

用を取り巻く環境が急激に変化している。

木質バイオマスは低密度で分散して分布しているた

め，地域分散型の利用システムの構築が望ましい。この

ため，総務省による緑の分権改革においても，木質バイ

オマスの利用は重要なものとして位置づけられている。

ここでは，各地域が地域資源を最大限活用する仕組みを

構築し， ["地域から人材、資源、資金が流出する中央集

権型jの社会構造を「分散自立・地産地消・低炭素型」

としていくことにより、「地域の自給力と創富力(富を

生み出す力)を高める地域主権型社会」への転換を目指

すとされている。また，農水省による 2010年 12月のバ

イオマス活用推進計画においても，農山漁村の活性化や

地域の主体的な取り組みの促進が基本方針として明記さ

れている。

これらの理念に照らして考えると， FIT施行後の太

陽光発電を中心とした再生可能エネルギーバブルとも言

うべき状況においては，木質バイオマスの利用と森林管

理や地域社会との関係について再考する必要がある。地

域住民の参画や地域主権を伴わない外来型開発では問題

であり，木質バイオマス利用の量的拡大を単純に歓迎す

ることはできない。

そこで，本稿では， 2002年のバイオマスニッポン総

合戦略より前から循環型まちづくりの取り組みを行って

きた岩手県紫波町の事例を紹介し地域における木質バ

イオマス利用と森林管理のあり方について考えたい。

E 岩手県紫波町における「循環型まちづくり」

岩手県の中央部に位置する紫波町は，人口約 34，000

*岩手大学農学部 Faculty of Agriculture， Iwate University 

人の町で，総面積239km2のうち約 58%を森林が占めて

いる。紫波町では，2000年に「えこ 3ぷらんフォーラム」

を組織したのを皮切りに，循環型まちづくり(えこ 3プ

ロジェクト)の取り組みを推進してきた。「えこ 3Jと

はEconomy，Ecology， Earth Consciousの3つの頭文

字をとって命名されたものである。また，同年，今の環

境を保全・創造し， 100年後の子どもたちにより良い姿

で引き継いでいくことを宣言した「新世紀未来宣言」を

公表した。この理念のもと， 2001年には「環境・循環

基本計画」を策定した。さらに周年， ["循環型まちづく

り条例」を制定し，町民，事業者，行政が協働した有機

資源循環・森林資源循環等の各種事業を展開してきた。

2006年には岩手県で最初にバイオマスタウン構想を公

表し， 2012年には県内の市町村としては唯一のバイオ

マス活用推進計画を策定した。

循環型まちづくりの具体的な取り組みとしては，まず

2002年に建設された「えこ 3センター」を資源循環拠

点とした有機物および木質資源の循環的利用がある。え

こ3センターには，堆肥製造施設，炭化施設，およびベ

レット製造施設が整備されており，町内で発生した畜産

廃棄物や生ごみ等を用いた堆肥づくり，間伐材等を用い

た木炭生産や，町内の製材所で発生したおが屑や鈎清を

用いた木質ベレット生産を行っている。

また，林業の振興施策としては，森林資源循環構想を

打ち出し， 2000年から町産木材を使用した小学校，保

育園，駅待合施設などの公共施設(図 1)の整備を行っ

てきた。 2012年には駅前に複合施設オガールプラザが

建設され，これまでに合計で約 4，000m3の町産材が使わ

れている。さらに 2013年には町役場の新庁舎の建設が

着工される予定となっている。これらの公共施設では，

ベレットストーブ，ベレットボイラー，チップボイラ}

が整備され，町内産の木質バイオマスが暖房用の燃料と

KeyWo附s:1)岩手県紫波町， 2)循環型社会， 3)木質バイオマス， 4)森林管理， 5) ESCO 
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図1 町産木材を使用して建てられた紫波中央駅

Fig. 1 Shiwa-chuo Station. which was built from local wood. 

して利用されている。また，一般住宅に対しでも，町産

木材を活用した住宅建築に対して. 2003年から固定資

産税の減免制度を施行し 2006年からは補助金制度を

創設するなど，町産木材の利用促進を図ってきた。

E 木質バイオマスの利用と森林管理

1 紫波町地域新エネルギ一重点、ビジョン

紫波町では，これまでも林業の振興や木質バイオマス

の利用推進に取り組んできたが，なお木材価格の低迷等

による山林の放置が問題となっている。とくに林地残材

の利活用が課題である。また，数年前から松枯れの問題

が発生しており，盛岡市とあわせて松枯れの北限域とし

て，松くい虫被害対策を実施している。対策としては，

枯損木の伐採と爆蒸，薬剤lの散布等を行っているが，伐

採・爆蒸後の残材をどうするかが問題となっている。

そのような状況の中，紫波町は 2010年に NEDOの「地

域新エネルギー・省エネルギーピジョン策定等事業jに

より，木質バイオマス利活用具体化検討調査を行い.r紫
波町地域新エネルギ一重点ビジョン 1)Jとしてまとめた。

筆者は，その検討委員会に関わっていた経緯もあり，こ

こではその検討内容も含めて，木質バイオマスの利用と

森林管理体制，また今後の計画について紹介する。

2 木質バイオマス利用の具体化についての検討

検討委員会では，まず町内における林地残材の賦存量

と間伐材発生量の推定，および間伐・搬出にかかるコス

トの検討を行った。その結果，林地残材や間伐材等の

木質バイオマス利用可能量は最大でも年間に 10.000~ 

15.000m3程度であり ，大規模な木質バイオマス発電施設

等の利用は難しく，木質ボイラ一等による熱供給による

利用を優先的に検討する方が望ましいことが分かった。

また，燃料種別(薪，チップ，ベレット)や，生産量お

よび集材規模によってコストが大きく異なることが分か

った。このため，まずはコストの安い薪とチップの小規

模集材から開始し，チップの需要が年間 500トン程度に

伸びてきた段階でチップ化プラントの建設や集材システ

ムの大規模化を行う等，木質バイオマスの需要と合わせ

た長期的な戦略を構築した。このため，町内における需

要創出も同時並行的に進めていく必要がある。

そこで，既存および新規予定の公共施設などの暖房や

給湯設備について，木質バイオマスを燃料とした設備の

導入を検討した。ここでは，まず第三セクターによって

運営されている町内の大規模温泉施設であるラ・フラ

ンス温泉館への木質チップボイラーの導入を検討した。

ラ・フランス温泉館では. 2011年2月から太陽光発電，

太陽熱温泉システムおよび廃熱回収ヒートポンプを導入

し全体のエネルギー使用量の約半分をまかなってい

る。これら 3つの導入にあたっては. ESCO事業者およ

びNPO法人との間でクリーンエネルギー供給サービス

契約を締結することによって初期費用を抑え，燃料費削

減分からサービス料(保守運用・保証込み)を支払って

いる。これに加えてチップボイラーを町が購入し，熱エ

ネルギーの約 3分 1を賄うことで重油の消費量を削減す

る計画だ、った。チップボイラーは.2012年6月に導入し，

11月から稼働開始した。燃料(木質チップ)費は熱量

単位で，ボイラーの保守運用を行っている自然エネルギ

ー供給組織(図 2)に支払っており，現在 (2013年3月)

までのところ，概ね予定通りに稼働している。

この他，導入可能な公共施設の潜在需要量を試算した

ところ，約 8.000トンであり，町内で利用可能な木質バ

イオマスとほぼ同程度であることが分かった。

3 木質バイオマス利用のための森林管理体制

町内のスギ、人工林では，県の「いわて環境の森整備事

業Jによる間伐，および固と県からの補助金による松く

い虫対策としてアカマツ枯損木の伐採が行われている。

また，紫波町では.r企業の森づくり」の取り組みも推

進している。「企業の森づくり」は，企業と町，森林所

有者，およびNPO等が協定を締結して，企業による森

林管理をサポートする取り組みのことである。企業は

CSRの一環として，森林管理のための資金や労働力を

提供し町は企業と森林所有者を繋ぐことによって活動

の場となる森林を提供する。 NPOは全体のコーデイネ

ートを行い. NPOと管理指導契約を締結している森林

組合は，作業時の指導に当たる。紫波町では，この取り

組みを 2008年から実施しており，現在までに 6杜と協

定を締結しているほか. 1団体と「森づくり協定(非企

業が対象のもの)Jを締結している。協定の期間は 4年

~20 年で管理面積は. 7協定の合計で約 12haとなって

いる。
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ネート役もこの森林管理組織が担っている。自

然エネルギー供給組織は，盛岡市の ESCO事

業者が2012年9月に新たに紫波町内に設立し

た会社が該当し，バイオマス利用施設への燃料

供給，バイオマス利用設備の機器設置，保守運

用などを行っている。また，行政からの補助金

や信金・地銀からの融資を受け，設備購入のた

めの資金管理や資産管理を行うほか，環境価値

(削減クレジット，証書等)の認証や管理も行

うこととなっている。

5 紫波中央駅前エネルギーステーション計画

紫波町では， 2012年6月に完成したオガー

jレプラザ， 2013年度の町役場新庁舎建設のほ

か， 2棟の民間事業棟や分譲住宅地，公園，運

動施設等の整備を含めた駅前開発計画が進行中である。

その中で，民間事業棟のー画にエネルギ}ステーション

を設け，地域の熱供給を行うことが計画されている。木

質チップボイラ}を通年稼働させ，夏期は併設した吸収

式冷凍機による冷房を新庁舎と 2つの民間事業棟に供給

し冬季は有機ランキンサイクル (ORC)による熱電

併給を行い，新庁舎と 2つの民間事業棟， 57戸の分譲

住宅に暖房供給が可能な体制を整備する計画である。エ

ネルギーステーションの事業者は，先述した自然エネル

ギー供給組織の新設会社になる予定である。

蜘棚ぷ議時
dLーーーーーー--ーーーー白血

T 一一示玩扇盃一一一
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図2 木質バイオマス利用推進体制(紫波町， 20日)1) 

Fig. 2 A scheme for promoting the woody biomass utilization system. 

これらによって発生した間伐材・林地残材を木質バイ

オマスとして利用するための搬出作業をどうするかが課

題となるが，ひとつの成功事例として，高知県仁淀川町

のNPO法人「土佐の森救援隊」の取り組みが挙げられ

る。同 NPOでは，一般住民に林地残材の収集へ参加を

呼びかけ，バイオマス集積基地まで運んだ材を地域通貨

の形で高めに買い取るという「土佐の森方式」の集材シ

ステムを実践している。地域通貨で買い取るため，地域

経済の循環にも資する取り組みといえる。紫波町におい

ても， 2010年度から開始した 「循環型エコプロジェク

ト推進事業jの一環として，土佐の森方式を援用し，間

伐材や林地残材の搬出に対して，町内の指定庖舗で利用

可能な地域通貨である「エコ beeクーポン」を交付す

る事業を開始した。 2011年度からは，クーポンの交付

額を増額し，さらに月に一回の統一行動日を決めた「間

伐材を運び隊」の取り組みを開始するなど事業の充実を

図っている。 「間伐材を運び隊Jでは，経験者の指導の

もと，未経験者や軽トラックの非所有者であっても参加

可能である。参加者に対しては，搬出量 100kgあたり

500円分のクーポンが交付されている。現在の隊員数は，

45名 (2013年3月現在)で， r運び隊」以外の個人の搬

出もあわせて，年間 100トン程度の林地残材を搬出して

いる。

4 木質バイオマスの利用推進体制

紫波町における木質バイオマスエネルギ一利用の地域

全体での共同体制は図2を想定しており，既に一部が実

現している。ここで特徴的なのは森林管理組織と自然エ

ネルギー供給組織の存在である。森林管理組織としては，

2011年設立の紫波町農林公社が該当し，行政からの補

助金を受けながら，森林組合や NPO，個人等の森林管

理者からの材の供給に対してクーポンの形で謝礼を支払

っている。上述した間伐材・林地残材の搬出のコーデイ
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W 持続的な森林管理と地域社会の形成に向けて

紫波町における木質バイオマス利用の事例から，持続

的な森林管理と地域社会の形成の在り方について，重要

と思われる点について4つに整理して考えたい。

第一に森林管理を木材生産や木質バイオマス利用の全

体のシステムの中で位置づけ，需要の創出と一体的に考

えることが重要である。全体のシステムがうまく回らな

ければ，森林管理の部分だけでは成立し得ない。例えば，

岩手県住田町では，震災の影響で沿岸部の合板工場が閉

鎖されたことで， B材・ C材の行き場がなくなり，間伐

材が土場に貯まっていくという事態が発生した。全体の

利用システムの中に需要を位置づけることの重要性は，

他のバイオマス利用 2)においても指摘されている。

紫波町の検討委員会では，木質バイオマスの需要と供

給について， 100年後までの長期的な展望をもとに，供

給システムを需要に合わせて拡大していく戦略を立てる

ことで，効率的かっ採算性の良い仕組みを作ろうとし

た。また，事業拡大プロセスについても啓発期(-5年)， 

拡大期 (5-10年)，定常期(10年-)の 3段階に分

け，段階ごとに利用量やシステムの規模を想定した。さ

らに，将来的には広葉樹林の利用も想定する等の長期的



な森づくりとそれに従事する人づくりという視点も重要

である。

第二に多様な主体による多様な規模での森林管理とい

う視点である。林業先進国ドイツでも，大規模集約型の

林業と同時に，木材搬出のうち一定量を，農家林家と呼

ばれる小規模自営業者が担っている 3)。日本でも，事業

体による大規模集約型の林業を推進する一方で，小規模

自伐林家の育成にも日を向けるべきである。自伐林家の

育成に取り組んできた「土佐の森救援隊Jでは，誰でも

参加できる林地残材の収集運搬から始めて，農家やサラ

リ}マンなどが週末等に副業的に林業を行う副業型自伐

林家，さらにその中から専業型自伐林家を育成するとい

うステップを踏んでいる 4)。また，そこから山菜やきの

こ，エコツーリズムなどの多様な収入源をもっ「百業型

自伐林家Jという発展型も見られるようになった。紫波

町でも一般住民や企業を巻き込んだ「間伐材を運び隊」

や「企業の森づくりJの取り組みがあるが，これをどの

ように発展させていくかが今後の課題である。町内の林

家数は 1，117戸 (2010年世界農林業センサス)だが，保

有山林面積 5ha未満の小規模の兼業林家が7割を超え

ている。これを林業経営上のデメリットとみるか，豊富

な潜在的人的資源とみるかである。

第三に地域経済の循環，すなわち富を外部に流出きせ

ずに地域にお金が回る仕組みづくりである。これは自立

的経済圏を形成し，上記2点を担保する上でも重要であ

る。地域通貨の導入はその一例といえる。市場価値の低

い材を高めに買い取ることになるので，その分行政の負

担となるが，そのお金が必ず地元の商庖に戻っていくの

で地域経済活性化のための投資とも考えることができ

る。高知県の例では，地域通貨だと現金でもらうより少

し費沢に使う傾向があるという消費行動の活性化や，地

域のコミュニケーションの活性化，地域の一体感が増す

といった効果も指摘されている 4)。また，林地残材の搬

出は，地採えなど再造林のためのコスト削減につながる

ため，全体としてのメリットは大きいと考えられる。

第四に民間の ESCO事業者などをうまく活用するこ

とである。一般に，木質バイオマス利用設備導入におい

ては初期費用が高額になることが墜となっていることが

多い。資金調達，資金管理，事業計画などのノウハウや，

設備の導入や保守運営のための専門知識が必要であり，

バイオマス利用全体にわたるコーデイネート役が重要と

なる。紫波町の場合，当初の ESCO事業者は，環境へ

の貢献を意図した地元信用金庫を含めた 4者による共同

出資で設立された合弁会社であり，資金調達が比較的容

易であった。その後， ESCO事業者の100%出資によって，

紫波町内に新たな会社を設立し，自然エネルギー供給組

織を担っている。今後は，地域に根差した会社として雇

用創出など地域経済への貢献を期待したい。

V おわりに

本稿では，岩手県紫波町の循環型まちづくりを事例と

して，持続的な木質バイオマス利用と森林管理の在り方

について論考を試みた。紫波町は，近接する盛岡市のベ

ッドタウンという側面もあり，人的資源の点では恵まれ

ていると言える。また，町長の強力なリーダーシップも

大きな原動力となっている。そのため，この紫波町モデ

ルの他地域への適用可能性は限定的で、はあるが，先に挙

げた 4点に関しては示唆に富んだ事例であると考える。

紫波町の循環型まちづくりは， 2013年度の新庁舎建設

とエネルギーステーシヨン計画等，これから新しい段階

に突入する。今後とも，紫波町の取り組みを応援しなが

ら見守っていきたい。

本稿の執筆にあたって，紫波町役場の皆様には，貴重

な情報提供にご協力いただきました。末筆ながら付記し

て謝意を表します。
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Summary: Shiwa Town， in Iwate Prefecture， has been promoting recycling-oriented town development since 2000. This paper re-
views the town's woody biomass utilization and forest management system and discusses the issue of developing sustainable forest 
management based on a sustainable woody biomass utilization system. Shiwa's experience reveals that forest management should 
be an important component of an overall local woody biomass utilization system. In addition， scale factors should be considered to 
allow diversified management and diversi宣edmanagement bodies that are appropriate at scales ranging from individuals to large 
enterprises. Third， local economic circulation (i.e.，丑owsof cash or cash-equivalents within the community) should be managed to 
enhance sustainability. Finally， energy service companies (ESCO) will play a significant role in funding and coordinating the woody 
biomass utilization system. 
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