
～ 真庭市と小学校等でのバイオマスエネルギーの活用 ～ 真庭市長 太田 昇

真庭市役所本庁舎は、

木（バイオマス発電の電気とチップなどを使ったバイオマスボイラーの熱）

太陽（敷地内の太陽光発電）

人で動いています。
(地域由来の再生可能エネルギー100％使用)



1 真庭市の姿

【概要】
 平成17年3月31日、「真庭郡勝山町、落合町、湯原町、
久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村及び上房郡北
房町」の９町村が合併し、「真庭市」として誕生した。

【地勢的概況】
 面積：約828㎢（東京都23区1.3倍）
（南北50km 東西30km）
（県下１位、県土の約11．6％）

 気候：北部・豪雪／南部・温暖少雨

 標高：最低110m／最高1,202m
（人家では553m 蒜山）

 土地利用：山林79.2％・田畑8.2％
宅地1.7％・その他10.9％

 合併から11年が経過し、多彩性を生かした広域行政を推進
し、「ひとつの真庭」として自立し合併効果を生み出している。
一方、人口減少・高齢化、交付税特例措置の廃止対応や
公共施設の統廃合等の課題も山積している。

 人口 47,122人（東京都23区内人口の約200分の1）
（平成29年2月1日現在 住民基本台帳より）
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【安全】
 活断層がない

 震度4以上の地震がほとんどない

 災害が少ない



1 真庭市の姿

【自然的条件】
 古くから旭川流域でつながる真庭地域は、上流から下流がそれぞれの個性ある自然環境
に恵まれており、多彩な地域資源を生かした大きな発展が可能である。

 活断層がなく、地盤が安定しており、災害が少ない。

■北部
蒜山三座（ひるぜんさんざ）
蒜山高原など牧歌的な高原風景

（蒜山高原）

■南部

平坦地、吉備高原、農地及び

商・工業地、北房ほたる・醍醐桜、

■中部
森林資源、小規模盆地
湯原温泉郷、勝山のれんの街

（勝山のれんの街）（湯原温泉郷）

(久世・旧遷喬尋常小学校 )

（美甘・クリエイト菅谷）

(落合・醍醐桜) （北房ほたる）

（蒜山三座）
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多彩な
地域性

多様な
地域資源

２真庭市の地域戦略～行政経営の理念～
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＋ ＋ 住民の
強い思い

中山間地域の制約と課題は不利なのか・・・・？少子高齢化・地理的不利
→皆が課題と思うものこそ宝。逆手にとる地域戦略

真庭ライフ
スタイルを実現

少子 →少ないからこそできる個性に合わせたきめ細かな教育・広い環境
高齢化 →知恵と経験のある人がたくさんいる
中山間地 →豊かな自然。選ばれた人が住む。

精神的な安らぎ。地域の自立性の高さ。
山はお荷物 →宝の山。エネルギー資源の宝庫。エネルギー自給。

エネルギー・雇用・産業・観光事業等の創出を実現。

行政による条件整備・サポート

【地域戦略と総合計画】



しごと
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雇用創出

真庭ライフスタイル
実現の推進力

ひと

都市部 シティプロモーション 真庭市場 交流定住なりわい塾・起農塾観光

豊かな森林資源等を活かし
バイオマス発電を核とした地
域全体での資源循環・活用

【小さな里山資本主義と大きな里山資本主義】

２ 真庭市の地域戦略～すべての「地域資源」を活かす

大きな里山資本主義

生ごみ・糞尿エネルギー

地域特色

市内外の人に選ばれる
魅力あるまちをつくる

小さな里山資本主義

歴史・文化

地域資源

木質資源

豊かな人材

「里山資本主義」と呼ばれる真庭市の取り組みは、地域の生活や文化に根差した「真庭ライフスタイル」の古くて
新しい価値観に基づき、豊かな地域資源を活かした地域内・都市部との連携により、まちづくりに取り組む。
バイオマス発電に代表される「大きな里山資本主義」と各地域の特色や資源を活かす「小さな里山資本主義」
が相互に連携しあい相乗効果を生みながら、地域振興と交流定住を推進している。

蒜山地域

湯原地域

久世地域
北房地域

美甘地域 勝山地域

真庭ライフスタイルの実現

落合地域

歴史・文化
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「新エネ百選」認
定
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2009.12「新エネ大賞選」
最高賞受賞

2011.2「産業観光まちづくり大賞」
奨励賞受賞

2013.3「WATT SENSE AWARD 
2012」優秀賞受賞

2010

真庭バイオマテリ
アル(有)

「三井造船真庭エタ
ノール製造実証プラン

ト」建設

「真庭バイオリ
ファイナリー事業
部会」発足

「真庭バイオマス
集積基地」建設

2009.4稼動

2011 2012 2013

真庭市バイオマス

産業杜市構想策定検
討委員会

「真庭バイオマス発電事
業推進協議会」発足

2012.8

2012

再生可能エネルギー固定

価格買取制度施行

「真庭バイオマスラ
ボ」開所 2010.4

「真庭市バ
イオマスリ
ファイナリー
事業推進協
議会」発足

2010.6

真庭バイオマス
発電（株）
2013.2

2014

バイオマス産業都市
認定

2014.3

真庭バイオマス発電
稼働開始

2015.4

バイオマス

タウン真庭推
進協議会

「木質資源安定供
給協議会」発足

2013.3

生ごみ資源化

促進モデル事業
2011～

21世紀の
真庭塾

エコ発電
開始

2015

【地域資源（農林畜産業・森林・川・里山文化）＋「住民の力」→バイオマス産業のまち】
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３バイオマス産業杜市真庭の戦略 ～これまでの歴史～

真庭バイオ
ケミカル(株)

2015.3



3 地域資源を活用した「しごと」づくり

【バイオマス産業杜市の推進（平成26年3月 バイオマス産業都市認定）】

「自然」、「連携」、「交流」、「循環」、「協働」の５つのキーワードを踏まえ、以下の４つのプロジェクトを重
点的に展開し、多様な事業の連携・推進により「真庭バイオマス産業杜市」を目指す。

H27年4月稼働

バイオマス

産業杜市

真庭バイオマス

発電事業

木質バイオマス

リファイナリー事業

有機廃棄物

資源化事業

産業観光

拡大事業

【4つのプロジェクト】

高付加価値新素材
の開発など

生ごみ資源化事業と
農業との連携

バイオマスツアーや
ペレットクッキー
（福祉作業所）
CLTチョコレートの
製造販売
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1 2 3 4

●ジャパン・レジリエンス・アワード2016
バイオマス大賞 グランプリ
先進エネルギー自治体大賞 金賞

3 バイオマス産業杜市真庭の戦略



木質エネルギー自給率；11.6% ⇒ 約32％

林地残材整理が促進⇒山がきれいに！

CO2削減量 ⇒ 67,000ｔ-CO2見込み

稼働１年目（H27.7月～H28.6月実績）

売上；約23億円
（未利用木：一般木＝4：6）

燃料購入；約13.5億円

石油代替；21.5億円相当
※灯油価格H29.3現在77 円/ℓで算出

【稼働状況】
運営：地域内林業・木材業関係者と市で会社を設立・運営
規模：10,000KW（地域の未利用材、製材端材、樹皮を活用）

稼働率：98.5％（初年度計画稼働率70%）

利用燃料：木質バイオマス約106,000t/年（計画148,000t/年，含水率50％）

発電量：約82,000MWh（非常に順調に運転、大きなトラブルなし）

未利用や産廃処理（処分費相当1億円以上）されていたものが、
資源として有価で取引！ ⇒素材業者約20社、製材会社約30社の利益向上

さらに山林所有者へ燃料代のうち500円/tの還元を実現！
→合計還元見込額 約5,600万円（H26.10～H29.3）

今後の展開 ①発電電力の一部を地域内で利用、②収益の一部を林業・木材産業の活性化（人材育成等）に活用

発電所（直接） 15人

林業木材業（間接） 33人
新規雇用

約50名

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所
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【真庭バイオマス発電所】

３バイオマス産業杜市真庭の戦略 ～エネルギー自給と経済・雇用創出～



目的 設備名（導入数） 用途（箇所数）

発電 発電用蒸気ボイラ（2） 自社利用・売電（1）売電（１）

熱利用 蒸気ボイラ（10） 木材乾燥（9）

コンクリート製品養生（1）

温水ボイラ（15） 温泉、プールの加温（3）

ビニールハウスの加温（8）

施設冷暖房（4）

ストーブ（191） 民家、事務所等の暖房（ペレット111 薪80）

農業・家庭等の設備導入一覧（平成29年3月末現在真庭市把握台数）

民間事業所、公共施設での熱利用や一般家庭でのストーブ利用など産業部門から民生部門ま
で設備導入の拡大と支援。

【産業・家庭等の木質バイオマス熱利用】

農業用ハウスの加温 製材所等の乾燥熱源

家庭用ペレットストーブ

市役所の冷暖房
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３バイオマス産業杜市真庭の戦略 ～①市民や事業者への普及～

化石燃料に依存しない自立型の地域へ⇒ 地域資源の利用が各産業・家庭にも拡大。
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３バイオマス産業杜市真庭の戦略 ～②学校現場への普及と活用～

【バイオマス普及啓発活動】

【木質バイオマスの利活用】

バイオマスの利活用推進、理解醸成、そしてバイオマス産業杜市
“真庭”の将来イメージの実感や次世代への継承を目的に、関係
団体と行政が中心となり、市内の小中学生、高校生及び市民団
体を対象とした、出前授業、企業見学等を実施しています。

普及啓発活動の実施状況

H26年度 H27年度 H28年度

13校467人

11団体168人

15校561人

19団体322人

12校444人

14団体339人

資源循環型社会の構築に向け、木質バイオマス資源の活用
にも積極的に取り組んでおり、公共施設へのバイオマスストー
ブ・ボイラの導入も進んできています。

導入実績：小学校ペレットストーブ11台、公共施設の冷暖
房バイオマスボイラ３カ所（今後の予定：新設小学校におい
てバイオマスボイラ１カ所導入予定）

出前授業の様子

工場見学の様子液肥活用の畑で収穫体験
※人数は、のべ人数で表記。

木くずからできた燃料を活用

市内小学生の高学年で地域のバイオマスの取り組みを学習する⇒ 郷土理解と誇り・愛着の醸成。



ｚ

ｚ

真庭観光連盟の運営により、真庭市と連携して、急増するバイオマス事業や関連施設の視察者への対応を図

るとともに、真庭地域の取り組み全体を情報発信する戦略として、平成18年12月から 「バイオマスツアー
真庭」を実施。運行バス・印刷物にＪクレジットを活用したカーボンオフセットを実施し、環境に配慮したツアーを
展開。４割以上の参加者が宿泊され、旅館や飲食店への波及効果も生まれる。

３バイオマス産業杜市真庭の戦略‐④全国各地・海外から真庭へー
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平成21年度 第14回新エネ大賞（経済産業大臣賞）受賞

平成22年度 第4回産業観光まちづくり大賞（奨励賞）受賞

平成24年度 WATT SENSE AWARD 2012 （優秀賞）受賞

平成28年度 第2回ジャパン・ツーリズム・アワード受賞

バイオマスツアー受賞歴

・バイオマスツアー実績数： 1866団体 20698人
（H18年12月～H28年3月）

※うち、335人がアジア、ヨーロッパ、アフリカ等の外国人参加者

【産業観光ツアー 「バイオマスツアー真庭」】

バイオマスツアーの様子

ペレットクッキー
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●H26（推計値）

・バイオマス利用量約4万3千t/年→ チップ価格を12,000円/tの想定で約５億円地産地消
・原油代替量約15,700KL/年 → 灯油を77円/Lと想定すると約12.1億円に相当
●H27（推計値）※真庭バイオマス発電所稼働後
・バイオマス利用量約15万t/年 → チップ価格を12,000円/tの想定で約17億円地産地消

・原油代替量約42,200KL/年 → 灯油を77円/Lと想定すると約32.5億円に相当

【市内全域の木質バイオマスエネルギー利用量・経済・雇用・二酸化炭素削減効果】

全
体
経
済
効
果

※H24年度真庭地域エネルギー関連調査による計算方法を活用した推計値（Ｊジュール＝エネルギー単位、ｔ‐CO2＝二酸化炭素重量）
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項目 H24（調査値） H26（推計値） H27（推計値）

バイオマス利用量 約43,000 t/年 約43,000 t/年 約145,000 t/年

エネルギー投入量 約596,000 GJ/年 約600,000 GJ/年 約1,611,000 GJ/年

原油代替量 約15,600ｋL/年 約15,700ｋL/年 約42,200ｋL/年

CO2削減効果 約40,000 t-CO2/年 約41,000 t-CO2/年 約101,000 t-CO2/年

実
雇
用
効
果

・バイオマスツアーガイド → ３人＋α
・真庭バイオマス集積基地 → 17人
・バイオマス発電所 → 15人（新規）
・バイオマス発電事業に係る関連事業 → 15人程度（新規）
⇒バイオマス関連雇用創出：50人以上

※平成27.12現在 真庭市聞き取り調査による

３バイオマス産業杜市真庭の戦略 ー経済・環境・雇用効果－

※灯油価格H29.3現在77円/Lで算出

多大な経済効果・地域で回る経済の実現 ⇒ エネルギー自立による誇りと安心へ



鉄骨は木造の2.4倍、鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造は木造の3.5倍

出典：建設時における木造住宅の二酸化炭素排出量（ウッドマイルズ研究会）

木造 コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 構造平均

木材 10,611.87 1,006.30 411.67 914.82 4,253.90

鋼材 3,876.49 37,472.72 41,672.25 54,916.91 27,781.50

コンクリート 12,363.23 54,436.97 22,742.06 53,361.70 27,569.21

合計 26,851.59 92,915.99 64,825.98 109,193.43 59,604.61

比率 1.00 3.46 2.41 4.07 2.22

住宅1棟（床面積125.86㎡）を建設する際に使用する主要構造材料の構法別製造時二酸化炭素排出量（㎏-CO2）

４ 新構造材ＣＬＴー木材産業の新市場へ拡大－
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CLTとは、
Cross Laminated Timber
の略称。
欧州で発達し、中層住宅の材料
として使用されている。H28年4月、
建築基準法に基づく告示が交付・
施行されたことより、構造材として
使用することが可能となった。

【新たな構造材CLT（直交集成板）】

建設物の構造別二酸化炭素排出量の比較

CLTのメリット

ＣＬＴパネルの構造

①パネル構造のため工期を短縮でき、
廃材も少ない。

②分厚い構造材のため高い耐震性。
③直交構造により通常の木材よりも伸縮
性が少ないので寸法安定性が高い。

④鉄筋コンクリート造、鉄骨造に比べ、
軽量で基礎の規模を縮小でき、
CO2排出量が少なく地球にやさしい。

⑤高い断熱性により温度変化が少なく、
快適な環境空間。



【CLT活用事例】

CLTの市営住宅
（Ｈ27年4月入所）

真庭市役所前バス待合所
（国内初のＣＬＴ建築物）

H26年 真庭市役所前バス待合所

H27年 市営住宅（CLT構造・3階建）×1棟
木材組合共同住宅（CLT構造・3階建）×2棟

H28年 ビジネスホテル（木造軸組+CLT・2階建）×1棟

落合総合センター（一部木造・2階建）×1棟

こども園（木造・平屋建）×1棟

建築実績

ＣＬＴ工場のカンナ屑（燃
料）を発電所へ送り、発電所の
蒸気（熱）をＣＬＴ工場に送
り木材乾燥に活用

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所

市内ビジネスホテル
（平成28年4月営業開始）

天の川こども園
（Ｈ28年4月開園）

木材組合共同住宅
（平成28年4月開所）

落合総合センター
（平成28年4月開所）

ＣＬＴ専用工場

13

４ 新構造材ＣＬＴ－市内ＣＬＴ工場・建築物－

18回木材活用コンクール
全国木材組合連合会会長賞

Ｈ28年木材利用優良施
設表彰 農林水産大臣賞

Ｈ27年度全建賞受賞
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「ＪＲ久世駅」の一角に建つトイレを建替え、久世駅CLT建築物（愛称 木テラス）が平成29年3月24日に完成。
CLT（直交集成版）の構造物を多くの人に見て体感していただくことを目的に、トイレに留まらず、更衣室スペース、ベンチ、サ
イクルラック、観光掲示板等の様々な用途を備えている。
女性目線で使いやすいトイレにするため、女性建築家を対象に建築設計コンペを行いデザインを決定した。

４ 新構造材ＣＬＴを活用した新たな施設

【久世駅CLT建築物 愛称:木テラス】

29年3月20日には「初公開」完成記念イベント、
CLT建築物見学ツアーを開催し、広くPR。

木テラス



北房小学校・北房こども園
（H30年4月オープン予定）

中央図書館（一部CLT）・ボイラー棟（ＣＬＴ構造）

15

中央図書館（リノベーション）
（H30年4月オープン予定）

４ 新構造材ＣＬＴ－今後の展開ー

北房地域の5つの小学校を一つに統合し、新たに北

房小学校を新設し、同敷地内に認定こども園と放課
後児童クラブを併設する。

勝山振興局(庁舎)を中央図書館に用途変更し、内部の間
仕切り壁にＣＬＴの使用を予定。

現在の勝山庁舎 勝山町並み保存地区北房小学校（一部CLT）

北房こども園（CLT構造）

全国各地での今後の展開

・県内外の官民施設へCLTの利用拡大！
・福島県復興公営住宅にＣＬＴの導入決定！
・オリンピック、輸出なども視野へ供給体制の構築を開始！
・CLTに関する技術開発を開始！



5 少子高齢化社会へ挑戦のカギ ～「ひとを育てる」～

「真庭市未来を担う人応援基金」 【１０億円基金】
あらゆる分野で活躍する人を育てていくことを目的に、約10億円の基金を積み立て、平成28年度
には市民全般より事業内容を公募し、平成29年度より実施してる。真庭市でもっとも大切な 「ひと」
を育てることが、真庭市の未来を育てることという理念の基に 個々の「真庭ライフスタイル」を応援する。

頑張る保育士応援事業
企業人材スキルアップ

支援事業
卒業生への贈り物事業

・市内の保育施設に勤務し
ている保育士を、奨学金返
済支援により応援する。

・市内事業所の従業員のスキ
ルアップのため、スキルアップを
目的とした研修会の開催や、
講師派遣を支援。

・人生の節目を迎える小中学
校卒業生に、未来を考える、
読書に親しむ習慣づくりの一
助として、「本」を贈る事業

人口減少・少子高齢化社会へ挑戦の「カギ」・・・・・
真庭市の価値を次世代に引き継ぐため～「ひと」を育てること～

22年 23年 24年 25年 26年 27年

15歳～49歳女性人口 7,425 7,271 7,046 6,897 6,784 6,635

出生数 351 307 334 317 327 325

合計特殊出生率 1.77 1.68 1.93 1.86 2.07 2.21

H27年の合計特殊出生率＝２．２１（真庭市独自推計）・・・・全国トップレベル

【合計特殊出生率の参考数値】 H27年国：１．４６ 岡山県：１．４９

○「ひと」を育てる事業

○合計特殊出生率の伸び

インターンシップ
奨励事業

・市内中小企業、農業団体、
医療福祉関係者等へのイン
ターンシップを推奨するため、
交通費等を補助する。



5 少子高齢化社会へ挑戦のカギ ～「ひとを育てる」～

○里山からの贈り物事業
子の誕生に際し、市内在住者の子に「木のおもちゃ」をプレゼントするもの。
幼少より木に触れることで感性を養い、地域への愛着を育て、さらに市内障がい者就労施設
と連携し製品を制作する事により、障がい者の自立を促進することを目的とする。

○旭川荘真庭地域センター
○真庭いきいき会
○コスモスワーク

真庭市内障がい者就労施設と連携

○真庭なりわい塾
「真庭なりわい塾」は、真庭市中和地域をフィールドに、農山村における新たな生き方と多様な働
き方を模索し、創造する人材育成塾。 幅広い世代、弁護士など様々な職種の受講者が、毎月、
県内や大阪、京都から通っており、里山資源の活用や有機農業、地域づくりについて、地域で活
動しながら学んでいる。平成28年度5月より開講し、H28年H29年はそれぞれ25名の受講。
）

http://maniwa-nariwai.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/聞き書き風景.jpg
http://maniwa-nariwai.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/赤井氏.jpg


真庭ライフスタイル＝地域資源を生かした、新しい価値観による生活スタイル

● 地方にあって、都市部にないもの
人のつながり、だれもが活躍できる機会、自然、里山文化、高齢者の知恵
（金銭に換算できない豊かさ、価値）
● 特に真庭にあるもの
住民の自主性、安全安心、多彩な地域（たくさんの選択肢の中から自ら選ぶ）

しごと・教育・子育て支援・利便性 これらを中山間地域につくり出すことで、
真庭市の課題を克服していく＝「真庭モデル」地方創生の柱

過疎地域・中山間地域には、たくさんの地域資源「文化・ひと・自然」がある
⇒ 住んでいるひとの「個性と能力」を生かすことができる
「だれもが地域の財産として活躍できる」＝豊かな生活

住民が自信と
希望をもって
生活できるまち

人口
減少

地域産業
の衰退

耕作
放棄地

自信と誇
りの喪失
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6 まとめ． 「地域資源＝宝」を磨き、各々が輝ける地域へ



真庭市役所

〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2

TEL； 0867-42-1111

URL； http://www.city.maniwa.lg.jp/

「バイオマスツアー真庭」 問い合わせ先

（一社）真庭観光連盟

〒717-0013 岡山県真庭市勝山 420-2（JR中国勝山駅舎内）

TEL； 0867-45-7111

URL； http://www.biomass-tour-maniwa.jp/

ご清聴ありがとうございました。
まにぞう

ご清聴ありがとうございました。
「ふるさと納税」をよろしくお願いします。
心をこめて、真庭の名品をお届けします。

ぜひ、真庭へお越しください。
おもてなしの心でお迎えします。

真庭市キャラクター
「まにぞう」の応援を
お願いします。


