
 バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、「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」をいいます。廃棄物系のものとしては、家畜排せつ物・食品廃棄物・

建設発生木材・製材工場残材・下水汚泥等があげられ、未利用のものとしては、稲わら・麦わら・も

み殻・林地残材（間伐材等）等が、エネルギー作物としては、さとうきびやトウモロコシなどの糖質

系作物やなたねなどの油糧作物があげられます。 

バイオマスタウンとは、地域において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用

までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス

利活用が行われているか、あるいは今度行われることが見込まれる地域を云います。 

 バイオマスタウンに向けた地域の“バイオマスタウン構想書”は、地域の中で、関係府省間で、そ

して全国のバイオマス利活用を進める人々の間で、情報として共有されます。  

○廃棄物系バイオマスの利活用目標値を９２％以上とします。 

○未利用系バイオマスの利活用目標値を４６％以上とします。 

○資源作物については、バイオエタノールや飼料化を目指した多収米作付け及

びＢＤＦ化を目指した菜種等の作付けによる事業化検討を行います。 

 現在利活用率８６％の廃棄物系バイオマスについては、利活用率の少ない家庭系生ごみや食品廃棄

物の堆肥化促進、廃食用油の燃料化、建設発生木材のチップ等燃料化などを行うことにより、９２％

以上の達成を目指します。 

 また、利活用率４４％の未利用系バイオマスについては、現在未利用の間伐材や果樹剪定枝等の

チップ・ペレット化等の燃料化を進めることで、全体として４６％の利活用を目指します。 

 資源作物については、エネルギー・飼料用米を作付し、バイオエタノール化による燃料化や飼料化

等を推進するとともに、菜種等のＢＤＦ燃料化も検討します。これらは転作田の新たな活用策の一つ

として検討、実施していきます。  
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出典）バイオマス情報ヘッドクォーターホームページより 

【バイオマスとは…】 

【奥州市バイオマス 利活用目標】 

 

 

 私たちのまち奥州市には、豊かな自然、豊饒の大地そして優れた先人たちの英知とたゆまぬ努力によ

り脈々と受け継がれてきた歴史、文化、伝統といった有形・無形の資源が息づいています。「歴史息

づく健康文化都市 産業の力みなぎる副県都」実現をめざす奥州市は、環境基本計画に「未来

を見つめる百年循環都市 地球と共存する奥州」を掲げ、環境に配慮したまちづくりを行っています。 

 私たちは、地域内の豊富なバイオマス資源を地域の貴重な財産として位置づけ、これまでの取組や

既存施設を最大限活用しつつ、地域固有の文化や伝統を再度見直し、新たな技術を組み合わ

せながら、バイオマス利活用の基本方針と重点プロジェクトを次のように定め、取組を進めます。 

【５つの重点プロジェクト】 
①ガス化発電施設やチップボイラ、薪ストーブ等の普及による木質バイオマス利活用システムの推進 

②多収米等の資源作物を利用した燃料及び製品利活用システムの推進 

③廃食用油に資源作物を組み合わせた新たなＢＤＦ（注１）利活用システムの推進 

④生ごみ等の減容化と堆肥化などによる製品利活用システムの推進 

⑤畜産排せつ物の堆肥化やもみがら・稲わらの耕畜連携農業など利活用システムの推進 
 注１）ＢＤＦ：バイオディーゼルフューエルの略で、生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料の総称 

 バイオマス利活用にあたり、広く薄く賦存するバイオマス資源を効率的に収集し地域内で利用

する仕組みや、事業採算を有する継続性のある仕組みにするなど、いわゆる川上から川下まで地

域社会の中で循環する仕組みを構築することが必要であり、奥州市は上記５つの重点プロジェク

トを定め事業化を目指していきます。また、バイオマス利活用は二酸化炭素削減効果などの社会

的価値を有するものであることから、行政・関係団体が主体的・先導的に取り組みます。一方、

市内のバイオマス関連事業者への必要な支援も行いながらバイオマス利活用を積極的に展開しま

す。そして最も重要な点は、バイオマスの排出者であり利用者でもある市民の協力体制の構築で

あることから、市民全体がバイオマス利活用の重要性を認識するための取組を行います。 

 このように奥州市は、行政・関係団体・事業者・市民で役割分担をしつつ、協働でバイオマス

利活用の推進に取り組んでいきます。  
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重点プロジェクト① 

 ガス化発電施設やチップボイラ、薪

ストーブ等の普及による木質バイオマ

ス利活用システムの推進 

 
 未利用バイオマスの間伐材や果樹剪定

枝、製材工場残材等をチップ・ペレット化

し、木質ガス化発電施設やチップボイラ、

ペレットストーブによる電熱供給を推進し

ます。特に間伐材利活用に継続性を持たせ

るため事業採算性を高める視点でオフセッ

トクレジット注２）制度導入も検討します。 

 また、近年、地球環境問題への関心が高

まりを見せる中、薪需要が増加していま

す。薪ストーブの普及など、地域文化に根

ざした昔ながらの地域由来木質バイオマス

の普及についても推進していきます。 

重点プロジェクト② 

多収米等の資源作物を利用した燃

料及び製品利活用システムの推進 
 

転作田等に低コスト多収米等の資源作物

を作付けし、これを原料として固体発酵技

術等を用いバイオエタノールを製造し、地

域内車両等の燃料として活用します。ま

た、バイオエタノールを燃料用以外の用途

として消毒剤等の製品化検討を進めつつ、

発酵過程で生成される発酵残さについても

高たんぱく畜産飼料や肥料、その他の資材

利用など高付加価値化した製品利用の検討

を進め、持続可能なバイオエタノールシス

テムを構築します。 

 

 

重点プロジェクト

 廃食用油に資源作物

た新たなBDF利活用
 

既に実施している公共施設

る廃食用油をＢＤＦ化

る「廃食用油資源化事業

を図ります。具体的には

廃食用油回収の効率化検討

作物の導入検討、

ＢＤＦ利用公用車

の拡大や農業機械

への利用拡大を図

ります。 

 

(燃料) 

【奥州市バイオマスタウン

バイオマス 賦存量 
現況 

利用量 

現況 

利用率 

目標 

利用量 

目標 

利用率 

主な利用

目的 

■廃棄物系■ 229,992 206,161 86.6 218,616 92.6  

家畜排せつ物 207,510 198,170 95.5 207,510 100.0 堆肥化 

生ごみ 8,192 158 1.9 2,000 24.4 堆肥化 

食品廃棄物 1,780 613 34.4 857 47.8 堆肥化 飼料化 

廃食用油 44 3 5.9 22 50.0 燃料化 

下水汚泥 4,649 2,859 61.7 2,859 61.7 堆肥化 製品化 

建設発生木材 6,719 3,660 54.4 4,670 69.5 堆肥化 燃料化 

製材工場残材 1,098 698 63.6 698 63.6 製品化 

■未利用系■ 97,942 42,299 43.6 44,899 46.0  

林地残材 8,717 0 0.0 2,000 22.9 燃料化 

果樹剪定枝 1,319 0 0.0 600 45.3 燃料化 

稲わら 69,973 25,841 37.0 25,841 37.0 飼料化 堆肥化 等 

もみがら 17,933 16,458 91.8 16,458 91.8 製品化 炭化 等 

■資源作物■ 3 3 100.0 3 100.0  

多収穫米 3 3 100.0 3 100.0 燃料化 

 合  計 327,937 248,463 61.3 263,518 65.2  

【奥州市バイオマス 現状と目標】  （単位：ｔ、％） 

注２）オフセット・クレジット（J-VER）：直接削減できないCO2の排出分を、植林やク
リーンエネルギー関連の事業などで相殺するカーボンオフセットに用いるた
めに発行されるクレジットのこと。  

【奥州市バイオマスタウン 

注）利用率は、別途算出した炭素換算量より算出している。  

 

 

(燃料) 

              新産業育成（変換技術）             生活向上（低炭素社会実現）  
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プロジェクト③ 

資源作物を組み合わせ

利活用システムの推進 

公共施設から排出され

化し公用車等で利用す

廃食用油資源化事業」の拡大事業展開

には、一般家庭からの

効率化検討、菜種等の資源

重点プロジェクト④ 

 生ごみ等の減容化と堆肥化利用な

どによる製品利活用システムの推進 
 

 現在、その多くが焼却処分されている生

ごみ系バイオマス資源は、利活用する前段

として水切り等の減容化を行います。家庭

用生ごみはコンポストにより堆肥化し、家

庭菜園や農地利用を推進します。将来的に

は事業系生ごみの堆肥化やメタン発酵施設

による電熱供給事業を検討します。 

同様に下水汚泥についても、堆肥化利用

等有効活用策の検討を行います。 

 

  

重点プロジェクト⑤ 

 畜産排せつ物の堆肥化やもみが

ら・稲わらの耕畜連携農業など利活

用システムの推進 
 

畜産排せつ物利用は、既存の堆肥化施設

の安定稼動を目指すほか、自家処理堆肥も

含めて、堆肥の農地還元が地力増進や安

心・安全な農産物供給等に果たす役割をＰ

Ｒしながら、積極的な推進を図ります。ま

た、もみがら・稲わらは、飼料・敷料等の

畜産利用を推進するほか、農業振興・畜産

振興双方のメリットとなるような耕畜連携

農業、循環型農業の推進をめざし、適正な

利用方法について検討・推進します。 

家 庭 

（ﾒﾀﾝ発酵施設） 

バイオマスタウンの地域循環イメージ】 ※凡例   バイオマス、   素材利用、  エネルギー利用 

 ５つの重点プロジェクト】 

(ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ) 


