
自伐林家による
木質バイオマス活用推進事業

庄内総合支庁森林整備課
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事業の概要

• 平成30年度から３年計画で自伐林家が出材
した林地残材等の未利用材を、エネルギー
資源として薪ストーブ等で熱利用する仕組
みを構築し、緑の循環システムの構築及び
温室効果ガスの発生抑制を図る。

• 農業と林業の連携による農業用ハウス等で
の熱利用及び林工連携による薪ストーブの
開発を図る。
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事業の概要
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事業の展開
平成 27～29年度
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バイオマス資源熱利用推進事業
地域：遊佐地域

地域内の産業連携により、林地残材等の
バイオマス資源の熱利用システムを構築
し、地域経済の活性化を図る。
・遊佐町軽トラ林業倶楽部が木材生産

・農家がエネルギー利用

・遊佐町商工会が地域振興を実施
（ 地 域 通 貨 と し て 商 品券 を 発行 ）

酒田の森林利用循環支援事業

（元気な林家の軽トラ林業）

地域：酒田地域

森林所有者等の森林整備意欲を喚起し、
林業活動・地域経済の活性化を図り、

木質バイオマス資源等の利用を促進する。

・北庄内森林組合の組合員が間伐

・北庄内森林組合が間伐材の買取を実施

自伐林家による木質バイオマス
活用推進事業

地域：庄内北部地域（酒田市・遊佐町）

自伐林家が出材した林地残材などの
未利用材を、エネルギー資源として
薪ストーブ等で熱利用する仕組みを
構築し、緑の循環システムの構築及
び温室効果ガスの発生抑制を図る。

《令和元年度の状況》

・北庄内森林組合が仲介役

・酒田市・遊佐町の自伐林家が林地残材

等を収集

・農家がエネルギー利用

平成30～令和２年度



取組状況の説明

① 自伐林家の組織化

② 安定的な需給システムの構築

③ 実証事業の実施

④ 木質バイオマスのエネルギー利用促進
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①自伐林家の組織化
• 組織化を図るため以下の取組みを実施

情報や知識の共有化による組織化
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年度 取組み 参加者 内容

平成27年度 軽トラ林業倶楽部設立 組織化

伐倒安全研修会の実施 14名 チェーンソーの取扱い

平成28年度 林業安全講習会の実施 8名 伐木作業やメンテナンス方法

平成29年度 推進研修会の実施 22名 先進地地域事例発表など

平成30年度 研修会の実施 14名 チェーンソーの取扱いなど

令和元年度 研修会の実施 5名 チェーンソーの取扱いなど

現地講習会の実施 9名 間伐と集材の手法

令和2年度 研修会の実施 16名 チェーンソーの取扱いなど

現地講習会の実施 15名 間伐木の選定、伐倒手順など



②安定的な需給システム構築
• 未利用材の需給体制の整備を実施

2 .0m材は木質チップ製造工場へ

35㎝（曲がり材）は実証試験協力農家へ
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年度 納材林家数 搬出実績 備考

平成27年度 4名 軽トラック91台 協力農家へのみ

平成28年度 5名 99台

平成29年度 5名 23台

平成30年度 9名 201台

令和元年度 8名 200台

令和2年度 9名 131台



③実証事業の実施
• 農業用ハウスでの薪ストーブ利用等の実証
事業の実施と効果検証
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年度 農家
数

導入
台数

薪ストーブの規格
（改良点）

実証試験の検証
（燃料代の削減効果）

平成27年度 2名 2台 丸太1.5~1.8m使用可 主暖房での使用は困難

平成28年度 2名 2台 丸太1.5m使用可
7時間の燃焼時間確保

試験期間で1~6万円削減

平成29年度 2名 2台 丸太35㎝使用可
煙突と燃焼室の改良

年間で2~4万円削減

平成30年度 4名 6台 改良点なし 年間~8万円削減

令和元年度 4名 8台 改良点なし 年間~2.8万削減

令和2年度 3名 6台 改良点なし 年間~1.8万削減



③実証事業の実施
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③実証事業の実施
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平成29年度までの実施状況

栽培作物 うるい ユリ 花卉 野菜苗等

主暖房 薪ストーブ 重油ボイラー
ヒートポンプ

重油焚送付
ボイラー

小型灯油焚
温風加温機

ハウスサイズ 約60坪 約200坪 約60坪 約40坪

設置台数 1台 1台 1台 1台

開始年度 平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

終了年度 平成27年度 平成28年度 平成30年度 令和２年度



③実証事業の実施
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平成30年度の実施状況

栽培作物 花卉 野菜苗等 ばら ユリ

主暖房 重油焚送付
ボイラー

小型灯油焚
温風加温機

ヒートポンプ ヒートポンプ

使用時期 10~1月 10~3月 11~12月 1~3月

ハウスサイズ 約60坪 約40坪 約400坪 約300坪

設置台数 1台 1台 2台 2台

開始年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度



③実証事業の実施
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令和元年度の実施状況

栽培作物 野菜苗等 ばら ユリ ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘｱ等

主暖房 小型灯油焚
温風加温機

ヒートポンプ ヒートポンプ 灯油暖房

使用時期 11~3月 10~12月 11~2月 11~3月

ハウスサイズ 約40坪 約400坪 約300坪 80~120坪

設置台数 1台 2台 2台 3台（購入）

開始年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 平成26年度



③実証事業の実施
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令和２年度の実施状況

栽培作物 野菜苗等 ユリ ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘｱ等

主暖房 小型灯油焚
温風加温機

ヒートポンプ 灯油暖房

使用時期 11~3月 11~2月 11~3月

ハウスサイズ 約40坪 約300坪 80~120坪

設置台数 1台（購入） 2台（購入） 3台（購入）

開始年度 平成29年度 平成30年度 平成26年度



④木質ﾊﾞｲｵﾏｽのｴﾈﾙｷﾞｰ利用促進
• 利用促進のため以下の取組みを実施
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年度 取組み 参加者 内容

平成27年度 システム検討会 延33名 事業報告、熱利用の現状、燃料材の乾燥

推進研修会 58名 山梨県道志村の事例報告、遊佐地域の取組

平成28年度 システム検討会 11名 実証事業報告、地域での熱利用の促進

利用促進 24名 間伐材の熱利用、遊佐地域の取組、実証事業報告

平成29年度 利活用検討会 50名 これまでの取組と課題、庄内北部地域での方策

シンポジウム 54名 地域活性化策の講演（㈱リトル・トリー）

平成30年度 事業検討会 29名 事業報告、来年度事業の概要等

シンポジウム 38名 地域活性化策の講演（㈱ソマウッド）、事例報告

令和元年度 シンポジウム 69名 地域活性化策の講演（東北・広域森林マネジメント機構）、
事例報告

令和2年度 事業検討会 21名 実証事業報告、これからの取組み

シンポジウム 69名 自然を大事にした持続的森林経営の講演
（橋本光治）、事例報告



事業の定着に向けて

事業での実施から自立的活動へ
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• 実証事業の効果

試算値ではあるが燃料代削減効果が見られる
微妙な温度調節ができないため補助暖房としての利用に限定

化石燃料の価格変動リスクを軽減可能

• 自立的活動に向けて

①自伐林家の組織化
継続した多様な内容の研修やグループ化

②安定的な需給システム構築
継続性を考慮した単純な仕組みと幅広なニーズへの対応

③木質バイオマスのエネルギー利用促進
未利用材の有効な活用方法の検討や情報交換等


