
資料１
月日 活動内容

6月30日 K電力面談(中坊）
7月1日 草原再生OP組合役員会(中坊・吉田）
7月2日 ～7/4阿蘇中央高校インターン受入、阿蘇青少年交流の家運営協議会(中坊）
7月4日 林野庁地域内エコシステム検討委員会(中坊・薬師堂)
7月5日 熊本銀行・R社会議(中坊)
7月6日 ～7/7東京出張・K電力と会議・MURC　織田氏面談(中坊)

7月10日 一の宮郵便局　年賀寄付金監査(中坊)
7月13日 阿蘇火山博物館会議(中坊)
7月15日 R社会議会議(中坊)
7月17日 法務局相談・火の国未来づくりネットワーク会議(中坊)
7月18日 草原再生OP組合総会(中坊・吉田)
7月19日 ～7/20BINシンポジウム＠東京(中坊)、草原再生協議会幹事会(吉岡）
7月21日 Bess熊本イベント・台風のため中止
7月22日 法務局相談(中坊)
7月24日 ～7/28東京出張・三菱UFJ織田氏面談(中坊)、モーモーフェスタ会議(吉田）
8月1日 ～8/5東京出張・ペレットクラブ小嶋氏と面談・会食・ＤＬＤ・三菱UFJ訪問・林野庁地域内エコプロ委員会(中坊)
8月7日 ～8/12休暇(中坊)
8月8日 グリーンピア南阿蘇現地確認(吉岡)

8月13日 ～8/15お盆休み
8月16日 NEDOメタンFS事業ヒアリング(薬師堂・中坊)
8月19日 野草資源小委員会(中坊・吉田)
8月20日 ～8/21東京出張・災害被災木等活用実態調査支援事業　第１回　検討委員会＠東京(中坊)
8月24日 モーモーフェスタ（雨天中止）
8月26日 地域内エコシステム委員会(中坊・吉岡)
9月3日 大木町　くるるん・みやま市　るふらん視察(中坊)
9月4日 長岡氏面談(中坊)
9月5日 再エネコンシェルジュ＠福岡(中坊)
9月6日 日奈久バイオマス面談(中坊)
9月8日 R社会議(中坊)

9月10日 法務局・熊本県立大学(中坊)
9月11日 阿蘇市役所バイオガス協議(中坊)
9月12日 ㈱K社　視察立ち合い(中坊)
9月14日 阿蘇火山博物館会議(中坊)
9月18日 軽減税率制度説明会（藤田）、当真氏面談(中坊)
9月20日 大津町・ハンドパレット引取・薬師堂理事長面談(中坊)
9月24日 行政書士と面談＠K社(中坊)
9月25日 岩手大学視察受入(中坊)
9月26日 ～9/27東京出張・A社面談・ＮＥＤＯヒアリング・T社会議(中坊)
9月27日 草原再生協議会幹事会(吉岡）
10月1日 岡本酒店・（株）K社　面談(中坊)
10月2日 未来館説明会　Ｃ会議室(中坊)
10月4日 大津倉庫(中坊)
10月6日 法務局　松岡氏面談(中坊)
10月7日 熊本県立大学(中坊)
10月9日 ～9/10東京出張・K電力面談・JWBA会議・MURC 織田氏と面談(中坊)

10月11日 理事会
10月17日 山モン女子会(森本・吉岡)
10月19日 紙漉き見学・大津倉庫・ブロックチェーンカンファレンス・薬師堂理事長面談(中坊）
10月21日 阿蘇地域振興局・再エネコンシェルジュD社面談(中坊）
10月23日 ～10/25薪視察出張(中坊）
10月28日 A牧場と面談予定(中坊）
10月29日 ひおき地域エネルギー視察(中坊）
10月31日 阿蘇市ふるさと納税面談(中坊・森本）、着火剤原料引渡(中坊）
11月1日 K社・N社面談・メカサービス面談(中坊）
11月5日 再生敷料視察対応(薬師堂・中坊）
11月6日 阿蘇森林組合面談・メカサービス面談・K電力面談・いのり薪視察・博多宿泊(中坊）、薪配達補助(吉田)
11月7日 バイオマス関係機関連絡会議・バイオマスセミナー・熊本－羽田(中坊）

11月11日 阿蘇森林組合　相談・R社会議・南阿蘇村村長面談(中坊）、尾ヶ石保育園（吉岡）
11月13日 熊本銀行　梅木氏面談(中坊）、薪配達補助（吉田）
11月14日 再エネコンシェルジュ＠佐伯市(中坊）、阿蘇法人会税を考える週間講演会（藤田）
11月15日 竹原牧場・法務局・阿部先生・大津杉水・薬師堂理事長(薬師堂・中坊）
11月16日 暖談の会(中坊・森永・吉岡・吉田）
11月17日 ML移行作業・農研センター作業(中坊）
11月18日 和紙原料仕入（吉田）
11月19日 阿蘇草原再生協議会作業部会(中坊）、年末調整説明会＠阿蘇税務署（藤田）
11月20日 内野氏面談(中坊）
11月22日 A牧場と面談＋（株）K社(中坊）
11月23日 ～11/24波野工事
11月25日 熊本銀行(中坊）、グリーンピア南阿蘇（吉岡）
11月26日 林野庁現地ヒアリング・熊本県立大学ヒアリング(薬師堂・中坊）
11月27日 紙すき機材引取(LABみなみ阿蘇)（吉田）
11月29日 熊本県循環社会推進課協議、熊本県総合エネルギー計画会議、ドローンデモ(中坊）、紙漉きテスト@南阿蘇（吉田）

11月30日 南阿蘇村ストローベイルハウス跡地下見、原木買取現地確認(中坊）



12月3日 青少年交流の家協議(中坊）
12月4日 阿蘇テレワークセンター面談、火の国ブロック会議(中坊）
12月5日 暖談の会会場下見（吉岡・吉田）
12月6日 幹事会(阿蘇草原再生協議会)と合同小委員会(中坊）
12月7日 暖談の会（中坊・森永・吉岡・吉田）
12月8日 草原合同シンポジウム参加(中坊）

12月10日 波野作業(中坊）
12月11日 G議員面談(中坊）
12月12日 南阿蘇片付け・鍵返却（吉岡）、波野小学校放課後子ども教室（吉田）
12月13日 K電力(中坊）
12月15日 I区長面談(中坊）
12月16日 M氏面談、T氏面談(中坊）
12月17日 阿蘇市商工会、C市議面談(中坊）
12月18日 沢畑会長と面談、S市議面談(中坊）、薪配達補助（森本）
12月19日 ～12/21東京出張(中坊）
12月20日 ～12/21ストローベイルハウス撤去作業
12月22日 ～12/24北海道出張(中坊）
12月25日 ～12/26再エネコンシェルジュ壱岐対馬(中坊）、NTT電話線修理
12月28日 A牧場と面談(中坊）
12月30日 波野作業(中坊）

1月7日 九州経済産業局(中坊）
1月8日 椛田先生と面談(中坊）
1月9日 M氏・阿蘇市面談、阿蘇市役所(中坊）

1月10日 石橋先生と面談、熊本労働局職業対策課(中坊）、薪配達補助（吉岡）
1月14日 D社面談(中坊）
1月16日 九州地域エネルギーシステム連絡会議(中坊）
1月17日 K社面談(中坊）
1月21日 地域内エコシステム検討委員会(中坊・吉岡）、阿蘇JC賀詞交歓会(中坊）
1月22日 （株）K社　現地立ち合い(中坊）
1月23日 ～1/24東京出張（中坊）
1月25日 N社　新年会(中坊）
1月27日 ～1/29東京・福島出張
1月30日 阿蘇小学校紙漉き（吉田）
1月31日 阿蘇草原に係るGIS面談(中坊・吉田）、藤岡氏と面談(中坊）
2月1日 ～2/2大阪出張(中坊）
2月4日 阿蘇草原再生協議会作業部会(中坊）

2月10日 地域振興局、A牧場と面談(中坊）、野草資源小委員会(中坊・吉田）
2月11日 竹原理事面談(中坊）
2月12日 ～2/14福島出張(中坊）
2月14日 山もん座談会(中坊）
2月17日 N社面談、理事会(中坊）
2月18日 原田氏協議＠福岡空港(中坊)
2月19日 第16回地域エネルギー・温暖化対策推進会議(中坊)
2月20日 草原環境学習小委員会(吉岡)、環境省阿蘇事務所面談(中坊)
2月22日 K社新年会(中坊)
2月26日 ～28日東京出張(中坊)
2月28日 草原再生協議会幹事会（中止・書面決議）
2月29日 メカサービスと協議・大津町交流会館で面談(中坊)
3月2日 青少年交流の家　業務効率化委員会・M社協議(中坊)
3月3日 波野作業(中坊・森永)、井芹氏面談、阿部教授面談(中坊・吉田)
3月4日 県庁・熊本銀行・阿蘇テレワーク(中坊)
3月9日 阿蘇市市民環境課協議(中坊)

3月10日 A社協議(中坊)
3月14日 地域内エコシステム委員会(中坊)
3月17日 原田先生スカイプ会議(中坊)
3月19日 スカイプ会議　ニプロン・県庁訪問(中坊)、業務日誌作成（中坊・森本・吉岡）
3月23日 林野庁検査(中坊)
3月24日 総務省ヒアリング対応(中坊)
3月26日 K電力・県庁検査(中坊)
3月27日 A社・石橋先生面談・A牧場面談・報告(中坊)
3月28日 N社　会議(中坊)
3月30日 テレビ会議（K電力・東光高岳）(中坊)
4月6日 熊本県循環社会推進課(中坊)
4月7日 南阿蘇村面談(中坊)
4月8日 K社(中坊)

4月10日 K電力ZOOM会議(中坊)、尾が石保育園チェーンソー指導(中坊・森永)
4月16日 テレビ会議(中坊)
4月17日 山本氏面談(中坊)
4月18日 N社面談(中坊)
4月21日 K社テレビ会議(中坊)
4月22日 阿蘇市商工会・環境省テレビ会議(中坊)
4月23日 くぬぎの森協議、K社面談(中坊）
4月24日 阿蘇市住環境課面談(中坊)
4月25日 鹿児島出張(中坊)
4月26日 K社・松村氏テレビ会議(中坊)



5月2日 K社面談(中坊)
5月11日 M社面談(中坊)
5月12日 K電力会議(中坊)
5月13日 小国町役場　スカイプ会議(中坊)
5月22日 南阿蘇村政策企画課面談(中坊)
5月23日 N社、KFWA運営委員会(中坊)
5月25日 テレビ会議(中坊)
5月26日 熊本銀行(中坊)
5月28日 O社面談、Y議員面談(中坊)
5月29日 阿蘇市役所　総務課(中坊)
5月30日 K電力テレビ会議(中坊)
6月1日 阿蘇市商工会面談(中坊)
6月2日 アポロ興産面談(中坊)
6月4日 M氏面談(中坊)
6月6日 KBF理事会テレビ会議
6月7日 ～6/10東京・福島出張(中坊）

6月12日 K社面談、バイオマスレジン熊本面談(中坊）
6月15日 鹿児島出張(薬師堂・中坊・松村）
6月16日 M社テレビ会議(中坊）
6月17日 草原学習館幹事会（森本）
6月18日 K社・F社テレビ会議(中坊）、NPO法人ふるさと創生面談（中坊・森本）
6月19日 草原再生OP組合役員会(中坊・吉田）
6月20日 K電力定例会議・会計監査(中坊）
6月23日 F社テレビ会議(中坊）
6月24日 熊本県立大学・A社面談、草原再生協議会作業部会、阿蘇市農政課(中坊）
6月25日 南阿蘇村地域循環共生圏会議(中坊）
6月27日 KBF第１７回通常総会（オンライン開催）



伐採の実演

2019年11月16日（土） 暖談の会 開催レポート

阿蘇市の熊本YMCA尾ヶ石保育園で開催した暖談の会には、熊本県内外より21名の方にご参加

頂きました。講師のNPO法人ふるさと創生の山部さん、佐藤さんによる伐採の実演やチェー

ンソー講習、林業・森林についての講話、薪割り体験を行いました。

当日の様子とアンケート結果をご紹介します。

保護メガネや防護服、
イヤーマフなど。
チェーンソー使用時に
身を守ります。

この日のメニューは団子汁、おにぎり、焼き芋。
ゆっくり食事をとりながら、良い交流の時間となりました。

チェーンソーを使って木を切り倒す様子を見せて頂きました。
その後に行われた解説も皆さん興味深い様子で聞いておられました。

エンジンのかけ方・止め方、切るときの刃の入れ方など、実際に見せて頂きながら
学びました。講習会の後は実践。皆さん上手に切っておられました。

チェーンソー講習

昼食

資料２
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普通
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た
理解できなかった

アンケート結果

・説明が分かりやすく、ていねいで理解しやすかった。

・チェーンソーの使い方が分からなかったので助かった。

・デスクワークの毎日なので自然の中での薪作りは満足

だった。

・知識も増えたし、疑問点も聞けた。何より共通の目的

を持った人たちと知り合えたのが 良かった。

・水害等の実例を交えて話をして頂き分かりやすかった。

・山が崩れる理由を知ることができた。

・最近の災害は流木で大災害になっているのをニュース

で知り何とかならないものかと感じていたところだった

ので話を聞けてよかった。

・チェーンソーや斧、薪ストーブのメンテナンス講習会 ・たくさん薪が欲しい
・もう少し回数を増やしてほしい ・飲み会やBBQなど
・ストーブでの薪の積み方を知りたい

＜全体の感想＞

＜林業・森林についての講話の感想＞

＜今後企画してほしい講習会や内容＞

この活動は熊本県水とみどりの森づくり税を活用しています。

作った薪は
分配して
お持ち帰り
頂きました。

斧を使った
薪割りも

子供でも扱い
やすい、
スマートスプ
リッターでの
手動薪割り

薪割り機を
使って

ご協力ありがとうございました！

薪割り
体験



2019年12月7日
暖談の会
開催レポート

講師の指導の下、実際に木を切ってみることに。
慎重に刃を入れていきます。

＊立木の伐採
まずはプロによる実演から。
倒れたとき他の木に当たらないよう、倒れては
いけない方向からは重機で支えています。

倒したあとは、チェーンソーで
枝を切り落とします。

講師①：山部さん
今回も林業や森林に関する
様々なお話をして頂きました。

講師②：佐藤さん
伐採実演やチェーンソーの
指導などをして頂きました。

チェーンソーの使い方を
教わり、実践。
子どもや初めての方も
スタッフの指導の下
挑戦していました。

南阿蘇村のグリーンピア南阿蘇で開催した暖談の会には、熊本県
内外から22名の方にご参加頂きました。
講師のNPO法人ふるさと創生の山部さん、佐藤さんによる伐採
の実演や指導、チェーンソー講習、林業・森林についての講話、
薪割り体験を行いました。
当日の様子とアンケート結果をご紹介します。

資料２



＊昼食の時間
温かい豚汁で暖を
取りながら交流。
参加者同士の情報
交換の場にもなって
います。

薪割り機、スマートス
プリッター、斧を使い
薪割りを行いました。

最後になりましたが、参加者の皆様の
自己紹介を行いました。
薪ストーブ歴や今回の会の感想など、
様々なことをお聞きすることができまし
た。

寒い中での開催となりましたが、たくさ
んのご参加ありがとうございました。

非常に満足

80%
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20%
非常に満足

満足

普通

やや不満

不満

よく理解できた

80%

やや理解できた

7%

普通

13%

よく理解できた

やや理解できた

普通

あまり理解できな

かった
理解できなかった

アンケート
結果

・薪の質、話、情報交換もできた。
・木を切り倒す作業など、普段見ることのないこと
を見学できたり、チェーンソーの使い方も教えて
もらい、とても良かった。

・話を聞いて最近の大雨・地震災害の理由がよく
分かった。

・薪を多く持ち帰ることができてよかった。

・薪を切ったあとの薪小屋やストーブの
ことについて、情報交換や講習、ワーク
ショップなどあると嬉しい。

・薪ストーブの薪の組み方を知りたいの
と、実際に山の中での仕事も見てみたい。

・自然の大切さ、林業の可能性等のお話。

この活動は熊本県水とみどりの森づくり税を活用しています。

感想 今後企画してほしい内容

今回の暖談の会の満足度について 森林を整備することが災害に強い森づくり
につながることが理解できたか？
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熊本県木質バイオマス視察研修ツアー 

実施報告書 

■開催概要

実 施 日：2019 年 6 月 20 日（木）～6 月 22 日（土） 

参加者数：28 名（事務局 9 名含む） 

実施体制：＜視察研修主催＞九州薪・木質ペレット活用協議会（KFWA） 

NPO 法人九州バイオマスフォーラム（KBF） 

＜ツ ア ー 主 催＞株式会社山一観光 

＜協 力＞NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク(BIN) 

(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会(JWBA) 

(一社)日本有機資源協会（JORA） 

■スケジュール

日程 時間 視察先 

＜1 日目＞ 

6 月 20 日（木） 

13：30～14：10 河津造園（株） 

15：00～16：00 木場木材工業（株） 

＜2 日目＞ 

6 月 21 日（金） 

9：30～10：50 有明グリーンエネルギー 

11：30～12：30 バンブーエナジー 

16：20～17：20 日本フォレスト天ヶ瀬発電所 チップ工場 

＜3 日目＞ 

6 月 22 日（土） 

9：30～10：40 小国町立病院（木質チップボイラー） 

11：00～11：40 学びやの里木魂館 

13：30～14：00 南小国町ガス化発電施設（大仁産業） 

資料 3 
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■視察内容

１）河津造園株式会社 （ペレット工場） 

木くずリサイクル事業・木質製品流通事業・造園事業を行っている。木くずリサイクル事業は樹木の

伐採或いは、剪定等から発生する木くず、建築廃材などを破砕チップに加工し、これらを畜産の敷料、

たい肥、再生可能な地産エネルギー（バイオマス発電用燃料）として、地球環境保全の立場でリサイク

ル（再生）している。木質製品流通事業は薪の製造・木質ペレットの製造販売を行っている。造園事業

は個人庭園の設計・施工から、公共緑化工事、道路美化環境管理・保全等、環境緑化事業に参画してい

る。 

■アンケート結果

非常に参考になった 5 

参考になった 8 

普通 1 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・廃棄物系の木質バイオマスの施設やペレットの成形、破砕機及び破砕後の選別で製品を選別する状況

の確認が直にできましたので良かったと思います。 

・ペレットの状況や、問題点、河津造園さん自身が困っている面なども知れてよかった。 

・薪用原木は不足しているとのことだったが、産廃の木材でうまくカバーできないか？ 

・社長だけでなく職員一人一人が自分達の仕事に意義を感じているように感じたのが印象的でした。 

33%

56%

11% 0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならな

かった

木質チップの製造ライン 

オガ粉のストックヤード ペレットの袋詰め装置 

オガ粉製造ライン 
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２）木場木材工業株式会社 

ウッドチップ製造・販売、丸太の買取・解体木材の有料処理、山林整備事業、薪の製造・販売を行って

いる。チップ工場では、間伐材や林地残材の皮を剥いて切削方式で高品質で不純物のないバージンチッ

プを生産し、製紙用や木質バイオマス発電用に出荷している。原木は、山林から伐採される雑木（一部自

社でも素材生産を実施）や、工事に伴ない発生する産廃木くずの雑木を買い取りしている。また、竹材の

買取もおこなっており、竹材で製紙原料用のチップを生産している。最近では、ボイラー用の燃料として

の試作にも取り組み始めた。 

■アンケート結果

非常に参考になった 6 

参考になった 3 

普通 0 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・製紙会社へのチップ製造の実際から原木を管理する大規模な土場管理を直接確認でき、在庫管理の実

際や販売管理に至るまでの業務への理解が深まりました。 

・チップや燃料、パルプ両方の市況や状況、質と価格のバランスのあり方も参考になりました。 

・原木を余すことなく販売しており見習う点が多かった。 

・製紙用と燃料用を厳しく管理されている。 

・大変丁寧に説明を頂き、木場木材工業さんがどのような仕事をされているのかがよく分かり勉強にな

りました。発電プラントへの燃料供給にあたり、45%よりも乾燥しているものを納品しても喜ばれない

という点に驚きました。 

67%

33%

0%0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

原木のストックヤード 竹材のストックヤード 

製紙用のチップ 薪製造の様子 
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３）株式会社有明グリーンエネルギー （木質バイオマス発電所） 

木質バイオマスによる発電事業を行っている。荒尾バイオマス発電所では、森林整備に伴う間伐材な

どの林地未利用材と製材所から排出される背板や樹皮・端材等の残材、及び木造家屋解体時の廃材をチ

ップ化した木質バイオマス燃料のみを使用し、年間約 8,800 万キロワット（一般家庭約 2 万４千世帯分

相当）の発電を行います。  

■アンケート結果

非常に参考になった 2 

参考になった 5 

普通 2 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・BTG プラントの炉床の燃焼状況まで確認することができました。また制御室で監視されているデータ

から安定的に操業されていることも確認できました。 

・とても余裕がある、お金のある発電所です。 

・2 号機が入ってからの近況を知る事ができ、参考になりました。 

・PKS を使わずに国産燃料でカロリー確保する点が新鮮でした。 

22%

56%

22%
0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

チップ投入口 

チップのストックヤード 

発電プラント 

発電所のビデオ映像での紹介 
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４）バンブーエナジー株式会社 （竹・バークのバイオマス発電所） 

バンブーフロンティア株式会社・バンブーエナジー株式会社・バンブーマテリアル株式会社の 3 社が

連携し、竹の包括的活用を行っている。バンブーフロンティア株式会社に集められた竹のうち、表皮・

解繊材・チップの幹材は建材に加工するためにバンブーマテリアル株式会社へ、枝葉をチップにしたも

の（および杉バーク）は燃料とするためバンブーエナジー株式会社へそれぞれ送られ、余すことなく活

用されている。バンブーエナジー株式会社では、竹・バークを活用したバイオマスエネルギーの熱・電

併給を行い、バンブーマテリアル株式会社の建材製造に要するエネルギーとして全量供給されている。 

■アンケート結果

非常に参考になった 6 

参考になった 3 

普通 1 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・竹集荷の面、コールバッハの状況も良く分かり参考になりました。 

・竹の製品需要があれば、まさに夢のようだ。 

・バンブーエナジー・バンブーマテリアル・バンブーフロンティアで、地域ぐるみでマテリアル利用とエ

ネルギー利用とを統合的に進める構想に大変感銘を受けました。日本発の ORC という点も印象的でし

た。 

60%
30%

10% 0%0%
非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

買取られたバークが積まれている 原料の投入口の様子 

プラントの説明の様子 バンブーマテリアルの製品サンプル 
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原木置き場で発生するバークと破砕機 

（ユンボのアタッチメント） 

５）日本フォレスト株式会社 天瀬工場 

天瀬工場では、間伐由来の山林未利用材を主体とした木質バイオマス発電所に最適な切削チップを製

造している。FIT 制度が始まってから西日本で最初に稼働を開始した㈱グリーン発電大分の 5,700kW

発電所と隣接しており、年間約 6 万トンの全量を製造・供給し、森林再生・安定供給の重役を担ってい

る。また、場内で自然剥離されたバーク類も全量チップ化し、バイオマス発電燃料として利活用され

る。 

■アンケート結果

非常に参考になった 3 

参考になった 4 

普通 0 

あまり参考にならなかった 3 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・発電設備はあまり見れなかった。 

・数年ぶりだったのですが、チップ作り、乾燥面などの工夫など、参考になりました。 

・一般的な説明より質疑応答の時間を多く取って欲しかった。 

・これまで何回か訪問しましたが、今回初めて下まで入ることができて新鮮でした。災害処理木の扱いに

ついても、貴重な経験を知ることができました。 

30%

40%

0%

30%

0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

原木のストックヤード 

チップのストックヤード 

発電所全景 
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６）小国公立病院 （木質チップボイラー） 

平成 28 年度に、老健施設の敷地内に木質チップボイラーを導入。ボイラー設備は出力 550kW の木質

チップボイラーで、小国公立病院、おぐに老人保健施設に熱供給（給湯及び暖房）ができるようになった。

燃料には、小国郷産の原木を活用し、郷内の事業者からチップを購入することにより、炭素の内部循環と

ともに、経済の内部循環も期待できる。 

※視察当日は、担当者と連絡調整がうまくいかず、外観を見ることしかできませんでした。（参加者の方には申し訳ありま

せんでした。） 

■アンケート結果

非常に参考になった 1 

参考になった 1 

普通 1 

あまり参考にならなかった 4 

参考にならなかった 3 

【意見・感想】 

・見れずに残念！電気代のみならず、病院側の配管状況も見直してほしいですね。 

・実際運用している方の話が聞けなかったのが残念。 

・話は興味深かった。 

・温水循環装置におけるインバータ制御の有無で大きくコストが異なることを知りました。また、補助金

で施設導入した場合に、改修等で身動きが悪くなることも知りました。 

10%

10%

10%

40%

30%

非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

木質チップボイラー外観の様子 トモエテクノチップボイラー 
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７）学びやの里木魂館 （薪ボイラー・木の駅プロジェクト） 

宿泊や研修施設があり、各種受付と売店も備えた施設。 

木の駅プロジェクトとは森（森林整備）と人（地域経済）が元気（活性化）になるシステム。地域にある

間伐材や林地残材といった有効活用されていない森林資源を、山林所有者や森林ボランティアが「木の

駅」に出荷し、地域通貨（モリ券）を対価として得ることで、森づくりと地域活性化、ひいては木質ボイ

ラーの燃料(薪)として使用することで地球温暖化防止を目指す取り組みである。 

木魂館では、木の駅プロジェクトによって出荷された木材を薪に加工し、薪ボイラーの燃料として使用。

薪の燃焼によって生じた熱を給湯・温泉の昇温に利用している。また、導入されている薪ボイラーは、屋

根に太陽光パネルを設置し、停電時でもボイラー稼働に必要な電力を自給することで、災害対策用の施

設としての役割も持っている。 

■アンケート結果

非常に参考になった 4 

参考になった 3 

普通 2 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・木の駅の実状やボイラー運用の工夫や問題点なども大変参考になりました。 

・黒字で経営されている点がとにかく印象的でした。 

45%

33%

22%
0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

薪割のデモンストレーション 薪ボイラーで昇温している博士の湯 
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８）大仁産業 （ガス化発電施設） 

南小国町・小国町の間伐材を燃料に活用し、発電している。リプロ社（ドイツ製）の木質ガス化装置を

導入しており、発電出力は 49.9kW（仕様値）。固形バイオマス燃料（木質チップ等）から可燃性合成ガ

スへと変換させ、再生可能エネルギーの電力と熱を供給する。２段階でガス化するので、タール処理が炉

内で完結し、検出限界以下。ガス化炉から排出される合成ガスにタールは発生しない特徴がある。発電で

発生する熱はキクイモの乾燥や今後、熱利用が安定稼働したらビニールハウスでのマンゴー栽培を検討

している。 

■アンケート結果

非常に参考になった 4 

参考になった 4 

普通 0 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・タールの写真を撮れた。 

・チップ DRYER や、ガス化発電の今の状況、杉での問題点も少し分かり、大変良かったです。 

・社長が中心となって、施設整備も含めて、「手作り」で事業に取り組まれている点に大変感銘を受けま

した。燃料品質確保の取組も大変勉強になりました。 

50%50%

0%0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

木質ガス化装置 発電機 

チップ化設備 チップのストックヤード 
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６）講演会・懇親会 

第 1 部 6 月 20 日（木）17：00～21：00 

会場：富士ホテル 宴会場 

＜プログラム＞ 

時 間 内  容 

17:00- 乾杯挨拶 事務局長 中坊 真 

17:00-18:00 
森のエネルギー研究所 佐藤 政宗氏  

「国内の小規模木質バイオマス発電について」 

18:00-18:20 乾杯後しばらく歓談・食事 

18:20-18:50 
中外炉工業 理事 笹内 謙一氏  

「竹・バークを使ったバイオマス発電（バンブーエナジー）」 

18:50-19:00 質疑応答・休憩 

19:00-19:40 
ダレスサンドロジャパン 代表取締役 鵜池 俊幸氏 

「ブリケット生産、木質バイオマスボイラー事例紹介」 

19:40-19:50 質疑応答・休憩 会場設営 

19:50-20:25 

パネルディスカッション  コーディネーター 

KBF 理事長 藥師堂謙一氏 

パネラー 笹内謙一氏、鵜池俊幸氏、佐藤政宗氏 

20:00-20:45 

（45 分） 

パネルディスカッション 

・コーディネーター 森のエネルギー研究所 佐藤政宗氏 

・パネラー 山本知治氏、寺岡行雄氏、菊島大二郎氏、薬師堂謙一氏 

20:25-21:00 歓談・交流（自由時間） 

21:00 閉会挨拶 KBF 理事長 藥師堂 謙一氏 

森のエネルギー研究所 佐藤氏の講演の様子 中外炉工業 笹内氏の講演の様子 

ダレスサンドロジャパン 鵜池氏の講演の様子 パネルディスカッションの様子 
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■アンケート結果

1）森のエネルギー研究所 佐藤政宗氏 「国内の小規模木質バイオマス発電について」 

非常に参考になった 5 

参考になった 4 

普通 1 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・ガス化発電設備の評価を全体的な立場から評価し、事業として成立させる点まで踏み込んだ内容でし

たので大変参考になりました。 

・現状のガス化発電をマイナス面も含めてしっかり調査されていて参考になった。 

小型ガス化発電を綿密に調査されており、貴重な情報を頂いた。 

・経済性について大きな課題がある事が分かった。課題が明瞭になることが必要と感じました。 

・中核となる燃料生産基地を作ることで品質確保と低コスト化を図るアイディアに大変興味を持ちまし

た。 

2）中外炉工業 理事 笹内謙一氏 「竹・バークを使ったバイオマス発電（バンブーエナジー）」 

非常に参考になった 7 

参考になった 3 

普通 1 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【ご意見・感想】 

・竹・バークの破砕や燃焼の難しい課題をクリアされているとのことで大変興味を持ちました。今後実際

に設備の稼働状況を確認させて頂けますと幸いです。 

・南関の状況は気になっていたので、詳しく聞けて良かった。 

・竹もバークも未利用扱いになれば良いのだが。 

・バークと竹の組合せの様に他の組合せが課題の解決になればいいと思いました。 

・バンブーを今後進めていくので、とても参考になりました。 

・竹とバークを組み合わせることで、双方の欠点が補われる点に大変興味を引かれました。 

50%
40%

10% 0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

64%

27%

9% 0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった
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3）ダレスサンドロジャパン 代表取締役 鵜池俊幸氏 

「ブリケット生産、木質バイオマスボイラー事例紹介」 

非常に参考になった 4 

参考になった 4 

普通 2 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・チップとペレット以外にブリケット燃料のご紹介頂き、新たな選択肢となりうる可能性を実感しまし

た。 

・ブリケットを知ってもらえるチャンスが広がりました。 

・日本国内でブリケット需要が伸びれば面白いかも。 

・サンプルを初めて見ました。ヨーロッパとの違いを感じました。 

・未利用の未利用材を活用できるブリケットの可能性について大変興味を持ちました。 

●パネルディスカッション

非常に参考になった 3 

参考になった 5 

普通 3 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・議論が全体として偏った感じがしました。もう少し会場全体で参加できる場であった方が良かったと

思います。 

・議論の方向性が見えなくなる場面を時々感じました。 

・意見交換もでき、充実しました。 

・熱利用がキーとなることが分かりました。 

・それぞれの報告をよりよく理解することができました。 

40%

40%

20%
0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

27%

46%

27%

0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった
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第 2 部 6 月 21 日（金）18：00～21：00 

会場：かんぽの宿 日田 

＜プログラム＞ 

時 間 内  容 

17:00-17:45 KFWA 通常総会･終了後会場設営、講演会開始 

18:00-18:20 乾杯のあいさつ､しばらく歓談・食事 

18:20-18:50 中外炉工業 理事 笹内 謙一氏  「EU のバイオマス最新事情」 

18:50-19:00 質疑応答・休憩 

19:00-19:30 
NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク 代表 泊みゆき氏 

「日本国内の木質バイオマスの状況と課題」 

19:50-20:00 質疑応答・休憩

20:00-20:30 
 鹿児島大学 農学部 教授 寺岡行雄氏  

「モウソウチク林資源と竹材の生産」 

20:45-21:00 歓談・交流（自由時間） 

21:00 閉会挨拶 KBF 理事長 藥師堂 謙一氏 

■アンケート結果

1）中外炉工業 理事 笹内 謙一氏  「EU のバイオマス最新事情」 

非常に参考になった 5 

参考になった 5 

普通 1 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・ヨーロッパのガス化設置事例はあまり見たことがなかったので、参考になりました。 

・翌日訪問した大仁産業さんも採用している 2 段階ガス化炉で、サイズ問題がクリアできるという点に

興味を引かれました。また、欧州内でもイタリアのペレットは品質（？）が今ひとつという点に、単純

に日欧で比較することは思考放棄であると感じました。 

NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク 

泊氏の講演の様子 

KFWA 総会の様子 

46%

45%

9% 0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった



14 

2）NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク 代表 泊みゆき氏 

「日本国内の木質バイオマスの状況と課題」 

非常に参考になった 5 

参考になった 5 

普通 0 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・国や関係機関にも提言されてるので、非常に参考になる話でした。 

・いつもながら、「泊節」に気が回っていなかったことを思い出すことができ、頭がほぐすことができま

した。 

3）鹿児島大学 農学部 教授 寺岡行雄氏  「モウソウチク林資源と竹材の生産」 

非常に参考になった 6 

参考になった 5 

普通 0 

あまり参考にならなかった 0 

参考にならなかった 0 

【意見・感想】 

・竹の可能性へのヒントにもなり、また取り組むべき課題も分かり参考になりました。 

・竹についての理解が広がり・深まりました。実は竹については知られていないことが多いという点が新

鮮でした。 

50%50%

0%0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

55%
45%

0%0%0% 非常に参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった
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今回のツアー全体の総合評価について 

非常に満足 8 

満足 6 

普通 1 

やや普通 0 

不満 0 

【意見・感想】 

・様々な業種の方と交流を持つ事ができ、貴重な体験となりました。今後とも参加頂けますと幸いです。 

・新たに学べたことが多く、考えを改める機会を得ることができました。 

・河津造園様の近況も久しぶりに知る事もでき、又、木場様の所は、金額的な情報や内容をすべて話して

もらえて、バイオマスに限らず、木材に関しての状況を本当に詳しく知れました。チップボイラーは残

念でしたが、システム見直しがすすめばと思います。薪ボイラーの困り事なども分かり良かったです。

何よりも、状況を楽しみにしていたので、参加できて良かったです。 

・温泉が最高に良かったです！ 

・毎度のことながらスムーズな段取りで快適に参加させて頂きました。ありがとうございます。 

・実サイトを見せて頂き、第一人者のお話が聞けて勉強になりました。 

・途中からの参加でしたが、現在のバイオマス等の情報を手に入れられ満足です。 

・短い時間でしたが大変勉強になりました。 

・講演会について、どの話も内容のある話題でしたが、酒と食事をしながらでは、話を理解しづらいと感

じました。資料をじっくり見ながら話を聞きたいと思いました。食事をしているとつい周りの人との会

話がすすみますので、せっかくの話をよく聞けないことがありました。 

・視察・講演会ともに非常に盛りだくさんで、大変勉強になりました。 

食事について

●6 月 20 日（木）の夕食 富士ホテル

非常満足 4 

満足 5 

普通 1 

やや普通 0 

不満 0 

【意見・感想】 

・ゆっくり食べれていないので。 

・夕食時に講演会はきついです。 

・美味かったです。 

53%40%

7%
0%0% 非常に満足

満足

普通

やや普通

不満

40%

50%

10%0%0% 非常に満足

満足

普通

やや不満

不満
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●6 月 21（金）の昼食 きくすいの里 

非常満足 3 

満足 4 

普通 1 

やや普通 0 

不満 0 

【意見・感想】 

・量が多かった  ・おいしかった。 

 

●6 月 21 日（金）の夕食  かんぽの宿 日田 

非常満足 2 

満足 4 

普通 3 

やや普通 1 

不満 0 

【意見・感想】 

・魚がおいしかった。  ・量が少なかったと思います。 

・くつろいで飲んだり食べたりする時間がほしい。 

 

●6 月 22 日（土）の昼食 学びやの里 木魂館 

非常満足 2 

満足 4 

普通 0 

やや普通 0 

不満 0 

【意見・感想】  

・食事は大変おいしかった。次は赤牛食べたいです。 

 

今回のツアー・講演会を、どちらでお知りになりましたか？                      

 

HP 3 

チラシ 1 

facebook 1 

知人 3 

メルマガ 0 

ニュースレター 1 

その他 2 

 

37%

50%

13%
0%

非常に満足

満足

普通

やや不満

不満

20%

40%

30%

10%
0%

非常に満足

満足

普通

やや不満

不満

33%

67%

0%0%0%
非常に満足

満足

普通

やや普通

不満

28%

9%

9%27%

0%

9%

18%
ＨＰ

チラシ

facebook

知人から

メルマガ

ニュースレター

その他
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