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      テーマ「最近の木質チップ需要の動向について」 
 
Ⅰ 理事長挨拶 
 本日は、大変お忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 
開催に当たり一言ご挨拶申し上げます 
さて、景気は相変わらず先の見えない状況にあり、とりわけ住宅建設の低

迷は、木質チップの原料確保に大きな影響を及ぼし大変憂慮しているところ

であります。 
一刻も早い景気の回復を願うものであります。 
一方、先の選挙で民主党を中心とした政権が誕生し、地球温暖化防止対策

として 2020 年までに 1990 年比で２５％の温室効果ガスの削減が目標として

宣言されました。  
具体的な内容は、まだ提示されておりませんが、これからの低炭素社会を

構築するためには、バイオマスエネルギーの活用が益々重要となることにな

ります。 
そういう意味では、元来木質バイオマスチップを製造する我々業界といた

しましては、長年培ってきた技術や経験を駆使し、国の施策に協力する大き

なチャンスが与えられると大いに期待をしているところであります。 
本日のユーザー様との懇談会は、4 回目を迎えることとなりました。 
今、各地で木質バイオマス発電の建設が進められておりますが、今後益々



需要が高まる木質チップの動向を中心にご討論を頂ければと思っております。 
なお、従来、サーマル部会とマテリアル部会の懇談会を個々に開催してお

りましたが、今回は、合同で開催することいたしました。 
また、国からは、国土交通省、経済産業省、環境省、林野庁の担当者をお

迎えしております。 
今後の環境対策についてのお話もお伺いできればと思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 
最後になりますが、本日の懇談会が実り多きあるものをご期待しご挨拶と

いたします。 
ありがとうございました。 

 
Ⅱユーザー代表挨拶  
１ 日本繊維板工業会 涌田専務理事 

  日頃は、行政や連合会の皆様にお世話になり、この場を借りて御礼を申し 
上げます。 

  本年の前半で住宅建設が対前年度比７３％に減り、我々業界は、対前年度

比 84％となっており、厳しい状況となっている。 
  家が建たないからチップの発生が芳しくなく入手が困難になっている。 
  その件について自由討論の中での討議を期待している。 

今年、バイオマス活用推進基本法が成立し、業界が取り扱う原料のバイオ

マスチップが基本法の中で位置づけられた。 
  基本法では、バイオマスの活用が定義されており、特に第 8 条では「バイ 

オマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用さ 
れる」としている。 

  今後、マテリアル利用についても法整備されることを期待している。 
    
２ 住友大阪セメント 水木リーダー 

  只今、サーマルユーザーとしてご指名がございましたので、高いところで

はございますが一言ご挨拶申し上げます。  
 本日は連合会の「懇談会」にお招きに預かり有難うございます。平素は「本

連合会ならびに行政様にはご尽力頂いておりますこと、この場をお借りして

お礼申しあげます。  
 現在、各業種とも景気動向に困惑している状況、日夜、皆様取り組まれて

いるかと思います。先般の政権交代に伴い将来の景気に向けて舵取りがなさ

れています。 
セメント業界においての需給バランスは、他業界と比べ、影響度が次第に



出始め、年間の国内販売数量も 4 千万ｔと冷え込み、各社も更に経営態勢の

強化を余儀なくされています。  
 現在、木材リサイクルの需給バランスも崩れており、品位・数量ともに選

択が難しい状況となっています。  
 是非とも、リサイクルの分野でも早期に景気回復が現実になるよう切実に

期待しているところであります。  
 本日お越しの行政様、皆様、引続きよろしくお願い致します。短い挨拶で

はございますが、挨拶にかえさせて頂きます。 
 
Ⅲ 出席者紹介          紹介者 弘山事務局長 
  
Ⅳ 最近の動向状況 
 １ 住宅の状況           関東協会 
（１）住宅の着工状況について     

    平成 21 年 8 月の新設着工戸数は 6 万戸の水準を割り込み、9 ケ月連続

の減少で、前年同月比では 38.3％減と大幅減である。 
    季節調整済み年率換算値も 67 万 6,000 戸と、改正建築基準法が施行さ

れた 19 年の 8，9 月の最低水準を更新して、過去最低値となった。 
    新設戸数では平成 18 年の 129 万、19 年の 106 万でこれは、姉歯ショ

ックの影響である。 
    平成 20 年はチョット持ち直して 109 万である。平成 21 年は、52 万 2

千戸、前年同期は、73 万 7 千戸で前年比 3 割減となっている。 
    新築着工で注目するのは、利用関係別で持家が 21 年で 18 万 5 千戸、

前年20年の21万4千戸に比して86.4％で14％程度の落ち込みであるが、

他の落ち込みのひどいマンション関係に比べれば健闘している。 
    過去の着工を見ると、1995 年 147 万戸、以降 2001 年まで 110 万戸位

がしばらく続いて、2004 年から 2006 年までやや持ち直した。これは住

宅減税や補助が大きな要因となったと思われる。 
    2007 年は、姉歯問題で 106 万、2008 年 110 万となりこの調子で行く

と本年（21 年）は、80 万戸位の着工と推測される。 
（２）住宅ストック 

    5 年ごとの住宅ストック調査で平成 15 年の総住宅数は、5387 万戸で今

年（21 年）の住宅数は 6000 万戸位と承知しているが、正確には皆さん

が調べられたらと思う。 
    新耐振基準法が施行された 1981 年以前に建てられた住宅は、1757 万

戸（37.6％）で耐用年数が過ぎた住宅がある。 



    ここで注目するのは、持家の中の木造住宅であるが、2186.1 万戸であ

るが、終戦前から 1981 年までは 1100 万戸程度あり、今後解体の対象と

なる家屋と言える。     
（３）A 社における建設副産物発生量実態調査 

平成 12 年に木造家屋、22 現場を対象に調査した結果、新築系で 1 棟

（155 ㎡）当たりからの木質廃棄物は、808ｋｇでその後もほぼ同程度で 

発生されている。 
解体系では、１棟 100 ㎡からは、木質が 8.6ｔ、9.3％となっている。 

これを基準にすると今後 1100 万戸が解体の対象家屋となっているので、

１棟当たり 10ｔの木質が発生すると 1 億 1000 万トンが発生すると予測

される。 
 
２ 北日本協会             
（１）廃木材の確保状況と処理価格の動向 
   北日本エリアの繁忙期が 4 月～8 月で集中するところであるが、これは

地域的な関係とも考えられるが、繁忙期であるにも拘らず 30％前後の落

ち込みがある。また、落ち込みの大きいところでは、50％というところ

も数社見受けられる。 
   これらの動向等については、7 月から 8 月にかけて全会員を対象に、ま

た、近くの非会員には取り扱いについて訪問調査した結果である。 
処理価格については、地域別について取りまとめているが、大都市圏

部分での宮城県や福島県或いは新潟については、処理価格が下落傾向に

ある。 
特に今年は、発生量が少ない状況の中で物の取り合い状態となり、当

然ながら価格競争が各地で発生している。 
処理価格は、大都市圏仙台近郊ではここ 3 年間位競争が続き、ダンピ

ングによりやむなく破砕機を休業する業者もぼちぼち出始めてきており、 
会員会社にも若干影響が出ている。 

（２）マテリアル向けの供給状況と価格動向 
マテリアルでボード関係は、今年度初頭北日本地域では工場が 50％の 

稼働率となり、工場間で差が生じた。 
そのため、すべての工場でチップの受け入れ制限があり、一時戸惑    

う場面もあったが、ストックヤードの大きい工場への出荷が出来たこと

により大きな混乱は起きなかった。 
今現在は、稼働率が若干回復してきており 50％が 80％程度まで向上し 

ている。 



しかし、地域柄チップ（マテリアル、サーマル）は、冬場の確保が 
課題で、受け入れ制限をかけた工場は、冬場の確保に必死になっている

のが現状となっており、そのため一時的であるが高いコストでの原料調

達が余儀なくされている。 
その他北日本エリアにおいては、酪農が多く存在していることからオ

ガ粉や堆肥原料が不足している状況にある。 
（３）サーマル向け供給状況と販売価格の動向 
   受け入れは、この経済状況にてユーザーの工場稼働率が下がっている

中で、最もコストが安価なバイオマスボイラーを優先稼動させているこ

とから、一部やや数量を落としながらも比較的安定的に行われている状

況にある。 
最近の状況は、自然木系の生木チップが解体材よりも目立つようにな

り、北日本とくに北東北では生木を扱えるボイラーが少ないこともあり、

生木チップが飽和状態にある。 
   最近は、河川敷等の整備が進み、それに伴い支障木等の発生量が増加

しており、生木チップが過剰になった理由でもある。 
   販売価格については、輸送費の問題もあり若干高くなった地域もある

が、比較的安定化している。 
   しかし、現在の経済状況からしてマテリアル、サーマル共チップの値

上げは困難な状況にある。 
 
３ 関東協会            
（１）廃木材等の確保状況と処理価格の動向 
  入荷・出荷のグラフの説明、平成 16 年から 20 年までの入出荷量は右肩

上がりで増加しているが、17 年から 18 年にかけては、会員数６社が増加

したことから数字が若干増加している。 
  18 年以降は会員に変動は無いのでベースはそのまま 18 年から 19 年にか 

けては、入荷量は減少しているが出荷量が増加している。これはタイムラ 
グの問題もあるが、各社とも選別が徹底されたことにより、焼却処分され 
ていた物が、チップ製品として出荷されたためと考えている。 
廃木材の確保状況は、20 年は、各社とも入荷量が落ち込んだとの実感を

持っているところが多いが、データ上は入荷・出荷とも若干であるが増加

傾向にあり、入荷で 4.7％、出荷で 4.6％増となっており、協会員の処理量

は約 90 万トンとなっている。 
 この量は、関東全域で約 80％占めていると言われている。 
21 年度は、大幅に減少しておりこれまで上半期で報告のあった 18 社だけ



の集計だが前年比 19％の減となっている。また、出荷量を見ても 9.6％の

減となっており、かつてないほどの大幅な減少となっている。 
（平成 20 年のグラフの説明）月毎では例年 3，4、9，10 月に建築物の解体

が盛んとなり、入荷量のピークが来るが 3，4 月は各社とも極端に入荷が減

少したため、全体に影響が出ている。 
 ごく最近の 9、10 月は地域により格差はあるが、若干上向きの傾向があ

るとの印象があるとの報告が寄せられているので今後に期待している。 
 一方処理価格は、関東地域をみると今年の初頭大きく値崩れし、地域格

差はあるがこの 1 年で半値以下になったとの報告も寄せられている。 
 チップの販売価格は、全体的に上昇し若干の値上げ傾向にあり、個別で

は、かなりの高値で取引をした事例もあるが、アンケートや調査の過程で

の平均値をみるとそれほど大きく変わった結果にはなっていない。 
  

４ 東海協会          
（１）廃木材の確保状況と処理価格の動向 

 東海地区は、トヨタ関連に関与した企業が相当落ち込んだ。リーマン

ショックから新築住宅の着工件数も減少しており、当然廃木材の発生も

減少し、昨年比で 10％程度の落ち込みがみられる。 
（２）マテリアルの動向 

ユーザーは、国内産のチップの使用量を抑えているが、円高の影響で

輸入チップを多く活用している。 
販売価格は、針葉樹チップが 10％程度の値下がり、解体チップは、数％

の値下げとなっている。 
（３）サーマルの動向 

ユーザーの使用量が減少しているので、チップ原料の入荷は減少して

いるもののバランスは取れているが、冬季の供給に不安がある。 
価格については、特に変動はない。 

 
５ 中四国協会         
（１）廃木材の確保状況と処理価格の動向 

   中四国も各協会と同じような状況である。 
   上半期(4～7 月)の廃木材の受け入れ量は、昨年の同期対比でみると全体

的に 2～3 割の減少傾向にある。 
   地域別では山陽地域で昨年同様 2～3 割減、山陰地域では昨年と同じよう

に推移し、数量は確保出来ている。 
（２）マテリアルの動向 



  チップの供給先は心配していないが、チップの原料となる廃木材の処理

量が減少している。 
  チップの生産量は、解体木屑に依存しているところは、景気の冷え込み

により処分量が減少傾向にある。 
  また、サーマル用のチップ単価が上昇したことにより、従来マテリアル

に供給していたチップがサーマルに流出している状況にある。 
 
６ 九州環境ネットワーク   
  九州地区も他と同じように建設業が落ち込んでいるため 3 割減の建設発

生に留まっている。 
  ユーザーの市場も停滞しているので低いところでバランスが取れている。 
  サーマルについては、他の地域と異なってユーザーが少ないが、日田ウ

ッドパワーで使用量が大きいため、数量を集めているのでそちらに流れて

いる。その他のユーザーは順調に稼働しているがチップに余剰が出ている。 
処分費は、安定して価格の値下げには至っていない。 

 
Ⅴ ユーザーの最近の動向 

１ B 社 
  北海道でパーティクルボードを製造している唯一の工場である。昭和 48
年から建築解体廃材を原料として使用している。 
住宅の着工件数は、全国では 70.8％であるが、北海道は、59.2％と着工

件数が落ちている。 
そういうことで、家屋の解体も落ち込んでおり、処理業者も解体材を集

めるのに四苦八苦している。 
原料チップの入荷減少に至った要因としては、 
１ 平成 19 年頃から本格化したバイオマスリサイクルによるバイオマ

ス発電によってチップの購入価格の値上げ 
２ リーマンショックにより建築着工数の落ち込みから解体材の発生が

少ない。 
３ 北海道は、畜産が盛んで解体材をオガ粉にし、寝藁、敷き藁として

利用している。 
 等である。 

今年になって一番の大きな問題は、処理業者の間で処分価格の値下げ

の他、無償化という動きもみられ、この傾向は、ユーザーにとって危機感

を感じている。 
法律の精神からして大きな問題で、適正処理を阻害している。 



まず、解体業者は、処理場処分料の無償化により、ハウスメーカーやゼ

ネコンから解体費の値下げを要求されることから利益が出ない。そこでコ

ストを下げるためミンチ解体が復活することになり廃材の品質が粗悪にな

る。 
１次選別、2 次選別後、品質の良いものは価格の良い敷料に、悪いものは、

原料にということで品質の悪化等に危機感を感じている。 
我々は、当協会の正会員では無いが、取引先の処理業者の何社かとﾈｯﾄﾜｰ

ｸ作りの協議をしている。 
本日お見えの環境省さんにおかれましては、ここまで成長したリサイク

ルの輪を逸脱しない仕組み作りを見直してほしい。そして、解体事業者、

処理業者の実態を見てもらいたい。 
現状の状況が続けばリサイクルが崩壊しかねないと危惧している。 

 
２ C 社 

関東と大阪でボードを製造している。関東と大阪の工場がどういう状況

下であるかをお話してみたい。 
現状、関東地区ではサーマル用燃料チップ価格がボード用チップ価格よ

り高い異常な状況になっている。 
 本来ボード用チップ（マテリアルリサイクル用原料）は、チップの品質

がサーマル用燃料チップより良好なのでボード用チップ価格は燃料チップ

価格より高いのが常識である。 
このため、ボードメーカーの経営を圧迫するような事態が生じ、この傾

向はこれからも変わらないと思っている。 
これに対する対策としては、中々有効な手立てが無いし安定的な調達に

懸念を抱いている。 
つくば工場は、１週間程度稼働を休止している。 
大阪は、住宅の着工が落ち込んでいる関係から解体材が顕著に減少して

いる。 
堺工場は、やはりつくば工場と同じく月の内１週間程度の休止をしてい

る。またサーマルチップの価格は、関東ほど高くないので比較的上質のサ

ーマル用のチップを原料として使用している。 
昨年から今年の前半にかけてサーマル用のチップの需要が増しているが、 
生木も使用していたが、ユーザーが生木のチップの受け入れを制限して

おり、生木のサーマル用チップがだぶついてきている。 
現在の景気が継続すると製紙業界での使用が抑制されることから、サー

マル用のチップは多少だぶつく可能性がある。 



 
３ D 社 

   パーティクルボードの生産工場は、山口の平生工場、福井県敦賀、関東

圏では、グループ会社で小名浜合板があるが、各地区のチップの集荷状況

は、若干下がっている。 
   今後は、冬場に向かって燃料用に回る量が増加するのでボード用チップ

の入荷量が落ち込むし、市場に出回る量も減少してくる関係から備蓄を行

いたいが、福井や東日本の小名浜については、思っているほど集荷できな

い状況からマテリアルリサイクル用チップについて非常に危機感を持って

いる。 
   我々は国内のパーティクルボードと海外からのパーティクルボードで化

粧材（約１０％）を輸入し販売している。 
この理由は、コストの面で海外製品に求めていることと国内用のパーテ

ィクルボードの供給体制が安定していないことによる。 
現在の経済状況下で住宅の着工数が増加することは考えられないが、国

内におけるパーティクルボードの安定供給のため、マテリアルチップをボ

ード用に供給する体制を図り、製品の安定販売に寄与してほしい。 
 

４ E 社 
チップが生命線で、トップダウンで原材料の確保を最優先としている。

そしてチップを加工して製品化し販売する。 
一時、チップの入荷が停滞し工場の生産が停止した経緯がある。したが

ってチップが無いと事業が出来ないので各方面に対し供給先を探すことに

なる。 
要は、チップ業者との信頼関係を築き、パーティクルボードの製品化に

支障があるような場合は、どうやれば製品化できるかを業者と協議するな

り、ボード製品の生産装置を変えるなりすることを考えている。 
いずれにしても量が減少しているので、無くなってから考えるのでなく

ボードの価格等出来る対策は実行している。 
今後は、チップの取り合いでなく共有化が出来れば望ましい。 

 
５ F 社 

岡山と関東の茨城県、最近は福島県にある会社をグループ化した。 
木質系の工場は、マテリアルとサーマルとして年間 3 社併せて原料とし

て 1 万トン程度、燃料として 1 万数千トン使用している。 
３工場は、3 地域協会に属しておりそれぞれの地域の需給動向をみると供



給と需要とが地域によって温度差がある。 
供給側は出来る範囲で製造し需要側は出来るだけ品質の良いものを安く

という希望があるがちょっと難しい面もある。 
また、品質面においてボード製品に適した原料調達に危機感を持ってお

り、先行きが不安であるが、業者と協力して良いリサイクル品を製品化し

てゆくこととしている。 
ただ、実態の不明な処理業者がタケノコのように誕生している状況から 

  製品に適したチップが手に入るかを危惧している。 
   今後は、林地残材等で製品化することも考えているし、同じような悩み

を抱えているユーザーと協力してこの問題を解決してゆきたい。 
 
６ G 社 

   ボイラーの燃料は、建設系の廃材を利用しているが、毎年毎年使用量と

供給量が乖離し、物の入荷が減少する傾向がみられ問題となっている。 
現在、建設系の水分が少ないチップを使用しているが、今後は、間伐材

や林地残材を活用し供給量の安定を図ることにしたい。 
ここ半年は、関東方面や中京地区は、昨年に比べると供給量が回復して

いる傾向がみられるが、時として不足気味のこともある。 
今後も入荷量に増減は避けられない状況がみられることも考えられるが、

全体のバランスを取りながら継続的に対応してゆきたい。 
 

７ H 社 
会社としての立場をお話したい。 
サーマル利用の中でメーカーが全部の事業として活用しているのとは異

なり、当社は、純粋に売電のための発電所を福島の白河、山口の岩国、九

州大分の日田に立地している。 
先ほど九州環境ネットワークのお話もあったが、日田ウッドパワーが最

大の使用量となっている。 
売電事業として必要とする木質チップ量は一定しており、九州地区にお

いて必要量は確保されている。 
チップの供給側に理解してもらいたいのは、通常のメーカーと異なり生   
産調整等のない安定事業者であることを念頭にお付き合い願いたいと思

っている。 
私共は、単にバイオマスを有効活用するという立場から売電のみ事業と

しているが、グリーン電力ということで貢献している。 
大きな建設作業所では、グリーン電力を使用していると聞いているにも



かかわらず、スーパーゼネコンが建設工事から発生している廃木材が、ど

の程度リサイクルに回っているか不明な点がある。 
   従って、もう少し発生時点から有効なリサイクルの流れを整備されるよ

う期待している。 
 
８ I 社 

  当社は、春先からチップの入荷は比較的順調であった。 
  一つは、製紙各社が不況で減産しボイラーの停止もあり、入荷を抑えてき

ためと考えている。 
   6 月くらいから順調な入荷になっている。 

(ボードメーカーが購入抑制したため)原料チップの購入依頼が来たが、サー

マル燃料用とは価格帯が違うため、断った。コストが合わない。 
   他社が入荷止めをする中、当社は入荷を抑制しなかったため、関東地区

や東北地区からは比較的順調に燃料チップは、入荷された。 
   しかし、これから冬場に向けての入荷が減少するのではないかと危惧し

ている。 
 
９ J 社 

   静岡県の島田市で工場を構えており、製品は、ライナー原紙やクラフト

等で原料はチップを使用している。 
2007 年のバイオマスボイラーの建設ラッシュ以降燃料チップ需要の高ま

りを受けて集荷に非常に苦労している。 
我々は製品の産業紙、いわゆる段ボールを古紙として回収し、原料とし

て再利用するという特性を生かし製品化している。 
   これからもチップを原料としてまた古紙として再利用できるようなシス

テムを今後継続して行きたい。 
 
１０ K 社 
   当社の発電所は、茨城県に立地しておりチップを燃料としたバイオマス

発電で、2005 年に稼働を開始したが、燃料の品質に非常に苦労している。 
稼働開始当時のチップの生産体系は、解体系が 7 割、伐採系が 3 割程度

であったが、解体材が中々入荷しないという現状であった。 
このため県外から調達し、木質以外の畳、オガ粉、大豆の絞りかすも燃

料にするなど安定集荷に非常に苦労している。 
品質は、伐採材が増加したので乾燥系のトラブルや発熱の問題もある。

特に、生木は含水量も高く形状もばらばらでコンベアーボイラーの補修 



を頻繁にするなどの状況になっている。 
 
休憩 

 
１１ 国行政関係 

今後の事業計画 
具体的な対策はまだ決まっていない 

１ 温室効果ガス 25％削減ということで、国産材自給率を５０％活用すると

いう目標が掲げられているので、対策の強化が課題となる。 
  公共施設の木造化なども活用の一部 
２ バイオマス利用について今回の補正事業では、経産省の予算と一緒に石

炭火力に対する補償の推進をかかげている。 
３ 国内クレジット制度 
  チップボイラー導入に対してこの制度をアピールし、企業と連携して取

り組むことなどを考えている。 
以上の対策の前提として材料の確保が課題であり、森林吸収減対策とし

ては、間伐材対策があるが、現在切り捨て間伐材が非常に多く年間約 2,000
万㎥の林地残材が発生している。 
今後如何に有効利用して行くかが課題で、石炭火力には木質チップとの

混焼やチップ燃料としての利用、ボード原料として優先的に利用する等を

考えている。 
 
質問    
間伐材を活用する趣旨は理解できるが、実際に山から搬出する手段がない。 

森林組合は全くやる気がないし、やるにはコストが全く合わない 
今は、間伐までは補助金が出るが、その後の搬出からは無いということだ

が国として補助金等を活用する考えはあるか 
回答 
今、具体的な対策は無い 
富士通総研のカジヤマ氏が国家プロジェクトの一員として、国の特別公務

員に採用され、大臣や副大臣と一体となって森林の整備対策や森林組合対策

も含め林野庁と一緒に考えてゆくこととなっている。 
当面は 21 年度補正予算で、間伐を促進し植林や路網の整備などを行ってゆ

く。また、森林組合で機械を使用しての有効性等運用面で検証して行くこと

としている。 
意見 



 当業界でも四国で間伐材を使用しているメーカーがいる。山側の方の認識が

低く理解を得るのが非常に難しいという話である。 
つまり山側の方は、用材以外の廃棄材が利用されているとは思っていない。

そこで、山側の方には工場見学してもらい利用方法について説明している。 
今後林野庁は、山主に対し用材以外の利用方法等についてのＰＲや啓発等

の仕掛け作りを考えてもらいたいし、我々業界としても協力して行きたい。 
 

B 社 
林野庁で木質資源利用のニュービジネス創出モデル事業を打ち出し、全国

木材協同組合に補助金を出している。 
山側の人は、木材の利用が主であり枝や末木は金にならないので見向きも

しなかった。 
  しかし、利用方法の情報を提供し、コスト面でもメリットを感じるならば、

リサイクルがもっと進むと考えている。 
 

連合会  彦坂理事長 
  森林組合は、用材の付加価値が高いので残材についての活用は全く熟知して

いない。そこで、山から下ろした木材で用材以外は、チップ業者が破砕し、リ   
サイクル製品とするなど山側と生産側とが一体となって森林の活性化を図る

必要がある。 
  この体制作りを林野庁でやってもらいたい。 

カーボンニュートラルを達成するには、森林の整備つまり伐採と植林を交

互に行うことが重要である。 
 
Ⅵ 価格について  北日本協会   

廃木材を排出している側において処理価格の下落が生じている。チップの

販売価格が頭打ちの中で一番関わりがあるのは品質ということを考えている

が、残念ながら品質による格差付けがされていない。 
今後、サーマル、マテリアルにおいてチップ供給者側において、品質によ

る格差付けを考えているか 
E 社 
我々は、チップが生命線なので、品質が A,B とかよりも製品を作る側とし

てチップ製造メーカーに製品の紹介や品質の問題点などについて情報交換し

理解を得ている。 
当社の製品作りに使用できないチップについては、サーマル使用となるの

で業者を紹介するなどチップ業者との信頼関係創りに努力している。 



 
F 社 
原料チップについては、格差付けをしている。用材や丸太を潰したもの解

体から出てくるものに対しそれぞれ価格が異なる。 
解体材についてのランクつけは、微妙で品質によって価格の上下がある。

決定的なものは、ボイラーを著しく損傷する様な物が混入されている場合は、

当然受け入れはしない。しかし、品質が微妙な物に関しては、価格を業者と

相談している。 
 

I 社 
基本的に価格は設定していない。受け入れ基準に合わない物については、

ペナルティを課して引き取りとか、水分の高いもの（基準を超えている）は、

水分を超えた分を値引きしている。 
 

Ⅶ 国行政からの感想や意見 
環境省  
いろいろと話を聞いた中で 

１ 建設リサイクル法で廃棄物が適正な処理がなされていない 
２ 木材が、３R の精神にのっとり有効に利用されている 
木材の取扱について興味があるが、廃棄物であるので廃棄物は、適正に処

理がなされることが重要である。 
北海道の㈱イワクラの話は、環境省として事実関係を確認し、不適正な処

理にならないようなことも考えてゆく。 
 
経産省 
初めて出席し勉強になった。 
今後も引き続き参加したい。また、意見交換会などの開催の際にはぜひ参

加したい。 
 
国交省  
今日の懇談会の感想というより印象に残った件で、お聞きしたい。 
販売価格の中で輸送コストの負担が大きい。そうなると輸送距離が長くな

るとは考えにくい。 
よって、輸送コストの少ないローカルな活動になると思われる 
また、活動も全国一律でなく各地域での活動が主になると感じたがどうか 

理事長 



その件については、リサイクル率の中に縮減も含まれているが縮減は全て

無駄に焼却されている。 
そういうものは、出来るだけリサイクルしてエネルギーなどに利用したい

と考えている。今後縮減は、ゼロにしたいと考えている。 
現在廃材は、関東地区でも福島とか 100Km,200km まで輸送することがあ

る。 
近くに廃材が発生しても設備とかで処理できない場合もある。いずれにし

ても、林地残材はリサイクルに、そして跡地は植林を交互に行うことが重

要である。 
 
国交省   
チップの品質を国で統一的な規格を示すことが可能かまた、意味にあるこ

とか。 
理事長 
品質の規格はある。現在その基準を踏襲しているが、暫定的であるので今

後 JIS 規格にまでと考えている。 
このことについては、国の指導があれば良いと思っている。 

 
北日本協会   鈴木代表理事 
最近燃料チップのバイオマスボイラーが盛んになり、チップの取り合いがあ

り、品質面が曖昧になる。 
水分とかの問題があるが、量を確保する関係からそれでも受けざるを得ない 
事情がある。製紙会社サンいかがか 

J 社 
その通りで燃料としてはカロリーの問題もある。例えばカロリーの高いチッ

プと低いチップとなればそれなりの対応は出来るが、それ以外で規格を作るの

は難しい 
 
林野庁   
 遅れてきましたので、感想というよりも林野庁としての対策を申し上げる。 
 切り捨て間伐の有効利用や路網を整備しての植林と伐採、そうすると木材は

排出されるのでその活用を図ってゆく 
1 点目は、産材をフルに活用する。 
2 点目は、公共施設での木材の活用 
3 点目は、バイオマス利用を促進する。熱利用、製品としての利用、エネルギ

ーの利用等 



川上から川下までのトータルのプランとして新しい森林の再生を推進する。 
森林を再生し、地球温暖化対策として２５％の大きな目標に貢献するため、

森林吸収を図るため木材の利用を推進するなどこれからはバイオマスに貢献で

きると考えている。 


