バイオマスセミナー in ほろのべ
2016 年 12 月 1 日 13：30〜15：30
幌延深地層研究センター国際交流施設 多目的ホール
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開会のあいさつ
幌延町長

野々村

仁

この季節柄、大変お忙しい時期に「バイオマ
スセミナー in ほろのべ」にお集まりいただき、
ありがとうございます。
本日は、帯広畜産大学のベンチャー企業であ
ります北海道バイオマスリサーチ株式会社の
代表取締役菊池貞雄様から「バイオガスプラン
トによる地域貢献」、続いて士幌町で先進的な
農業経営を一早くから取り組んでおられ、北海
道酪農業の近代化に大きく貢献されている鈴
木洋一様から「バイオガスプラントによる循環

幌延町長 野々村

仁

型酪農業の展開」と題してご講演をいただきま
す。鈴木様におかれましては本日のご講演のた
め遠方からお越しいただき、有難くお礼申し上
げます。
幌延町では昨年度から地方創生に向けた取
り組みの一環として、バイオマス利活用の調査
を行っているところです。本調査により、町の
創生に資する地域循環型、地産地消のバイオマ
スモデルの構築を目指しています。これまでも
地域の皆さんを対象としたアンケート調査や
ヒアリング調査、また興部町や本日お越しいた

会場の様子

だきました鈴木様が事業展開されております
士幌町、鹿追町の視察など、本構想の実現に向けて取組みを進めています。
本日の講演を通じて、バイオマスをキーワードとした地域創生について、みんなで考え
る貴重な機会にしたいと願っております。本日は宜しくお願いいたします。
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バイオガスプラントによる地域貢献
北海道バイオマスリサーチ株式会社

代表取締役

菊池

貞雄

氏

北海道バイオマスリサーチの菊池と申します。宜しくお願いいたします。昨年も幌延町
のセミナーでお話しさせていただきましたが、本日は鈴木さんの前に少しお話しさせてい
ただきたいと思います。
バイオガスプラントによる地域貢献とは
近年、弊社では九州や兵庫県などで、バイオ
ガス事業推進を支援させていただく機会が多
くなりました。これまで太陽光発電、風力発電
事業に携わっていた企業が、バイオマス事業に
入ってくるようになりました。
例えば、中国、オーストラリア、米国などの
ファンド会社と国内大手の環境エネルギー企
業、ドイツやイタリアなどのプラントメーカー
が連携し、国内各地でバイオガスプラント建設
を PR しているようです。しかし、農業につい
て突っ込んだ話をしているうちに破談となる

北海道バイオマスリサーチ
菊池

貞雄 氏

ことが多いようです。彼らは売電によるビジネ
スを前面に考えていますが、地域では家畜ふん尿を利用した地域づくりをベースにバイオ
ガスプラントを考えているため、行き違いが生じているようです。
私たちは幌延町の業務で、東京のバイオガスプラントメーカー各社を訪問しました。あ
る会社では年間 50 件の見積書を作成したが、成約は 1 件も無かったそうです。では、その
50 件について、他のプラントメーカーが建設したのかというと、ほとんど建設されていな
いとのことです。農業振興の視点を持たずに「売電ビジネスのためにふん尿をください」
では、上手くいっていないようです。
1999 年、士幌町議会の議長でいらした鈴木さんは、士幌町の政策として先駆的にバイオ
ガスプラント導入に取り組まれました。本日、ご一緒させていただくことに大変ありがた
く存じます。
バイオガスプラントの分布図
建設中も含めて、現在道内には 78 基のバイオガスプラントが建設されており、今後毎年
10 数基程度建設されると予想されます。十勝・釧路・根室・オホーツクにプラントが多い
ことが分かります。一昨日、興部町でバイオガスプラントの落成式がありましたが、ここ
は経産牛 560 頭規模のプラントです。興部町ではすでに 2 基の個別型バイオガスプラント
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が稼働しており、経営規模の大きな酪農家は自己資金でプラントを建設しています。中小
規模の酪農家については、町営のバイオガスプラントでふん尿処理を行うという行政サー
ビス的な考え方です。昨日の北海道新聞に記事が出ておりますので、ご覧いただければと
思います。
畜産バイオガスプラント建設数推移
北海道では平成 16 年に 11 基のバイオガスプラントが建設されましたが、プラントのト
ラブルや国の制度設計の問題もあり、着工件数 0 が 3 年続きました。当時は技術的に未成
熟で完成品とは言えない状況でしたが、北海道ではここで踏ん張り技術改良を継続しまし
た。同時期に九州でも多くのプラントが建設されましたが、行政では失敗事例として認識
されていたそうです。
北海道で踏ん張った代表的な方が、本日お越しいただいた鈴木さんです。本道では農業
の視点でバイオガスプラントに取り組んだのが、成功の要因ではないかと思います。九州
では売電やビジネスの視点からのアプローチであったため、採算性の面で成功しなかった
のかもしれません。
畜産バイオガスプラント発電
青色の棒グラフは個別型バイオガスプラントの発電量ですが、当初は個別型の導入が中
心でした。鹿追町のように集中型については、基数は少ないですが、処理頭数は近年非常
に増えています。先に申し上げましたように、バイオガスプラントが社会基盤であること
が認識されてきていることによるものと思われます。
バイオガスプラントの 2 つの運営形態と 4 つの運営体制
集中型として、自治体が運営する鹿追町と、会社が運営する別海町がございます。別海
町は三井造船が約 7 割の資金を拠出し、発電会社として建設されました。個別型は JA が中
心となって運営している士幌町、昨年幌延町でご講演をいただきました釧路市・野村牧場
が代表例です。野村さんのプラントは建設当初発電機がなく、今では考えられないことで
すが、スラリーを圃場に撒き続けることに危機感を感じ、プラント建設に踏み切りました。
集中型バイオガスプラント（鹿追町を例に）
赤色の建物が発酵槽、円形の施設は貯留槽で、手前の施設はマンゴー栽培ハウスやチョ
ウザメの養殖施設です。鹿追町ではプラントから発生する余剰熱を地域の物産づくりに活
用しています。
集中型バイオガスプラントシステムフロー図
この図は鹿追町環境保全センターのフロー図です。下水汚泥はコンポスト化プラント、
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生ごみと乳牛ふん尿の一部は堆肥化プラントで処理されます。残りの乳牛ふん尿はバイオ
ガスプラントでガス化、発電されたのち、電気は売電や施設内で利用されています。
バイオガスは発電以外に都市ガス代替、バイオガス自動車、種苗用ハウスなどで利用さ
れており、発電機から生じる余剰熱はマンゴー用ハウス、チョウザメ飼育、農産物保管庫
などで利用されています。
集中型バイオガスプラントまちづくりへの貢献
鹿追町長はバイオガスプラントの利用について「一石五鳥のメリット」と表現していま
す。①環境の改善、②農業生産力の向上、③地球温暖化の防止、④循環型社会の形成、⑤
地域産業活性化の推進

といったメリットがあり、町の施策の中心にバイオガスプラント

を据えています。
個別型バイオガスプラント（士幌町を例に）
鹿追町環境保全センターのプラントに比べると大変コンパクトです。これらのプラント
は士幌町では第二世代と呼ばれており、農協が事業主体となって 4 基設置されました。こ
れらは寒冷地に適した低コストの普及型プラントを目指し導入されたものです。
泥炭地での消化液利用の効果
この写真は野村さんよりご提供いただきました。野村さんは昨年の講演で「牧草を守り
たい、牛の健康を守りたい、牛乳を良くしたい」と話されました。この写真の右側は野村
さんの牧草地、左は隣の農家の牧草地です。隣の牧草地は 10 年間生ふん尿を撒いていたも
ので、右の牧草地は野村さんが 10 年間消化液を撒き続けたものです。左の牧草地は排水状
態が非常に悪いことが見て取れます。当地は泥炭地であり、幌延町と似た状況ではないか
と思われます。
昨日、私は天塩町でこの話をしたのですが、開発局の方の発表でこの写真を裏付けるデ
ータが示されました。北海道開発局の外郭機関で 4 年間、化学肥料、スラリー、消化液の
比較実験を行ったのですが、消化液を散布した土壌が排水性、栄養の保持が良かったそう
です。
消化液の高度利用～エゾシカの骨の炭化
バイオガス消化液にはリン酸成分が不足しています。そこでリン酸が多く含まれている
エゾシカ骨炭をリン酸資源として、消化液に添加してみました。この消化液をジェル状に
固めて真コンブの水槽に入れて育成試験を行ったところ、明らかに効果がありました。エ
ゾシカの焼却処理に化石燃料が使われていますが、このような使い方も考えられると思い
ます。

4

小規模バイオガス電力の利用
これは帯広畜産大学の梅津教授が、北海道日立パワーソリューションと行っている共同
研究です。この図ではバイオガスプラントから供給されるガスで 20kW の発電を行っていま
す。20kW は最近のバイオガス発電機としては大きくないですが、一般世帯が使用するには
十分な量があります。この発電機を太陽光発電や鉛蓄電池と連系させて、農場内で電気を
使うことを研究しています。この連系単位をいくつも集めると地域のエネルギー供給会社
ができるのではないかと思います。
蓄電池で電気使用量を平準化することにより、災害時に強い地域づくりが可能となりま
す。
ガス利用

施設園芸作物の動向および調査

発電した電気を電力会社に系統連系できない場合、発電せずにガスとして熱利用が考え
られます。デンマークなどではガスとして利用することがスタンダードとなっています。
そこでバイオガスを熱として利用する施設園芸作物として 14 品目を調査しました。採算
性が比較的高いのは、まいたけ、しいたけなどでした。収益性、雇用の創出など、何を重
視するかは各地域の事情によって異なると思います。また、施設園芸では重量物を運搬す
る作業がほとんどないため、高齢者や障がい者などの雇用の場を提供できると思います。
乳牛一頭当たりのコスト 76 万円
乳牛一頭当たりのコストは約 76 万円で、そのうち飼料費が 45.2％を占めています。次い
で労務費が 21.0％となっています。
家畜ふん尿生かさにゃ損
弊社と市民風力発電などが中心となり、電力をネットワークして一度買い受けられるよ
うな地域会社、熱利用を促進する会社などのビジネスモデルを研究する取り組みが、北海
道新聞の経済面に掲載されました。バイオガス発電では 1kWh 当たり 39 円で、20 年間の買
取が保証されていますが、売電収入は地域に還元されるべきだと思います。海外プラント
メーカー、海外のファンド会社や東京の大企業にお金が流れ、地域が原料供給者となる仕
組みを変える必要があります。
地方創生イメージ図
このようなビジネス地域創生イメージを作成しました。バイオガスプラントがあって、
消化液を散布しています。ジャム工場、有機農業、大学と商店街、有機農業の連携、福祉
の商店街をつくります。地産地消レストランがあり、ロングトレイルでは車椅子を押して
いる方もいます。ラフティングや乗馬体験もあります。
家畜ふん尿処理労働を軽減して、電力を販売する。熱利用して、障害者や高齢者にその
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地に安心して暮らせるようにします。消化液を利用して有機農業を行い、有機ジャムなど
食品加工の６次化を推進し、商店街の販売力を増強します。資源環境が守られ、農村ツー
リズムが拡大する。このようなバイオガスを核とした地域の絵というのが描けるのではな
いかと思います。
ご清聴ありがとうございました。
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バイオガスプラントによる循環型酪農業の展開
社会福祉法人士幌愛風会 理事長 / 士幌町鈴木牧場 鈴木 洋一 氏

はじめに
ご紹介いただきました、士幌町で酪農を営んでお
ります鈴木と申します。宜しくお願いいたします。
講演時間は 50 分ですが最後の 10 分程度で、ドロー
ンで撮影した映像をご覧いただきたいと思います。
士幌町では現在 13 基目のバイオガスプラントが
完成近くとなっていますが、ここに至るまでの道の
りは大変なものがありました。本日はこれまでの取
組みについてお話ししたいと思います。
私は 20 歳の時に士幌農協の太田寛一さんに呼ば
れ「アメリカに行って酪農の勉強をして来い」と言
われました。アメリカではすでに牛のふん尿からメ
タンガスを作り、発電する技術が開発・実証されて
いるということを聞いておりました。
士幌愛風会 理事長

取組の経過

鈴木

洋一 氏

その後数 10 年が経過し、十勝でも清水町、足寄町、
帯広畜産大学などで試験プラントの実証試験が行われるようになりましたが、すべて大企
業によるものでした。その頃は何もわからずに見学させていただきました。当時は 10kW 以
下の小さな発電機で発電していたのですが、再生可能エネルギーに関する法律が整ってお
らず、北電などの電力会社と同じ基準が適用されていましたので、10kW 以上になると発電
所としての管理人や免許が必要であったためです。
それではバイオガスプラントの普及が進みませんので、規制緩和を進めました。私は当
時町議会議員でしたので、代議士を通じ規制緩和に取り組みました。
士幌町でバイオガスプラントを導入したいという話をしたのですが、話が進みませんで
した。士幌農協の組合長にも相談しましたが、取り組む意思がないようでした。当時私は
議会の議長でしたので、町長と相談し行政が中心に進めようということになりました。
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しかし、士幌町は酪農家の戸数が少ない畑作地帯ですので、実績の上がっていないもの
については議会に通る雰囲気がありませんでしたが、とにかく強引に推進したというのが
現状です。町長も将来町の目玉としてやりたいという意思がありましたので、一緒に進め
てまいりました。
酪農家にアンケートを取り希望者を募ったところ、130 戸中 26 戸が関心を持っていまし
たので、その人たちを中心に話を進めることになりました。実際に話を進める中で、畑作
地帯であり、町の住民もいますので、町でお金を出すのは難しい環境でした。事業は町が
進めてお金を出すが、責任は個別に取り、町にお金を払うということになりましたため、
話を進めるうちに最終的には一人しか残りませんでした。ほかに手を挙げる人がいなかっ
たため、私を含めて 3 戸の酪農家でスタートすることになりました。
当時は大企業が中心にバイオガスプラントの実証試験を行っていましたが、完璧なプラ
ントはありませんでした。3 基とも同じ業者に発注した方が安くできますが、恐らく上手く
いかないと思いましたので、3 基とも別の業者に発注し、お互いの業者が競い合うように仕
向けました。
バイオガスプラントの導入（第 1 期）
さて、いざ見積を取ってみましたら、個別型が 7 億円、集中型は 18～20 億円という提案
が出てきました。さすがにこれではできませんので、「1 億 5,000 万円で受けるという業者
があればやろう」ということになりました。その後 5 社から提案があり競争入札を行いま
した。1 番目は 7,800 万円、2 番目は私のところですが 6,800 万円、3 番目は 5,800 万円で
落札となりました。条件は 3 年間すべての責任を業者が持ってもらい、3 年経過後は個別の
酪農家がすべての責任を負うというものでスタートしました。
最初はどの業者も上手くいかなく大変でした。土谷特殊農機具製作所は地元で近いこと
もあり、比較的よくやっていましたが、完璧ではありませんでした。私のプラントは大阪
の栗本鐵工所が製造したもので、最初の 1 年は良かったのですが、2 年目以降はあちこちに
不具合が生じました。価格を抑えたため、機械は韓国製など安いものばかりを使用したた
めです。私は原料槽から汲み上げる機械を生コンに使うものに変更してはどうかという提
案をしました。それから 10 年以上使っていますが、全く故障はありません。
攪拌機も韓国製は使い物にならず、土谷さんのものを使いました。コーンズさんもエン
ジンは韓国製を使っていましたがすぐに使えなくなりました。足寄町でも同様でした。
課題解決に向けた取り組み
当時取り組んだ方は大変苦労しました。私のところも 3 年後に業者が撤退しましたが、
自力で総点検を行い、私なりのプラントに作り上げていきました。私はデンマークやドイ
ツにも視察に行きましたが、それらの国は日本よりも北に位置していますが、暖流の影響
で割合暖かく、冬でも凍結することはありませんでした。そのため、プラントの心臓部で
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ある発酵槽は自分で作りました。土谷さんの方が本日お見えですが、土谷さんも士幌町に 1
基建設した後、7 年間 1 基も建設できなかった、それくらい進まなかったのです。私も素人
ですので「御社の吉田さんという技術者を私に貸してください」とお願いしたところ「1 日
4 万円いただきます」と言われました。お互いが勉強する場所なので、お金の話は無しで来
ていただきました。土谷さんと私の考えを合わせて、図面など無しに作成しました。そう
して完成した発酵槽は魔法瓶の方式であり、現在土谷さんが採用している技術もその方式
を採用したものです。
集中型と個別型の検討
当初、士幌町では集中型と個別型のどちらを選択するか大変悩みました。集中型はメリ
ットもありますが、デメリットもあります。規模が比較的小さな酪農家のふん尿を集める
には集中型が適しておりますが、ある程度の規模があるのであれば、個別型が良いと私は
判断しました。個別型であれば自分の牛舎でお湯を使えますが、集中型ではお湯を使うこ
とができませんので、鹿追町のようにハウス栽培や養殖などの利用方法となります。
100 頭規模であれば、個別型が可能だと思います。100 頭分のふん尿だけではガス量が足
りません。牛は 4 つの胃がありますので、バイオマスとしてはガス量が最も少ないです。
例えばあまり使わない牧草地の牧草を切り込みサイレージ化してプラントに投入すると、
牛ふん尿の 7 倍くらいのガスが出ます。
個別型、集中型それぞれに良いところがありますので、十分に検討いただければと思い
ます。士幌町は比較的規模が大きい酪農家が多いため、個別型の導入が進みました。現在、
士幌町では 1 戸平均の生乳出荷量が 1,320 トン/年、67 戸で約 9 万トン/年の生乳が出荷さ
れています。集中型が適している地域、個別型が適している農家、色々あると思いますの
で、地域に適したプラントを導入いただければ良いと思います。
敷地内の環境整備
私が渡米する前、私の牧場に牛が 5 頭くらいしかおらず、搾乳も手絞りでした。私が研
修したアメリカの牧場は大変環境が良く憧れであり、私もそのような牧場を作りたいと思
い、帰国してから 50 年が経ちました。42 年間牧場経営を行い、少しずつ環境を整備してき
ました。
バイオガスプラントを建設する際にも、万一のトラブルに備え空き地を設けました。10
年後、20 年後を見据えながら施設を建設してきました。施設を建設する場合は、将来を考
えて建設することが大切です。私は敷地の舗装を行い、電線を地下に埋設してきました。
住宅および施設用地が 3.5ha ありますが、春先でもいつもきれいで、掃き掃除は不要です。
敷地内に傾斜を付けて、3 カ所に水が流れるようにしてあります。雨が降ればきれいになり、
風が吹けばきれいになるように設計してありますので、敷地を掃除したことは一度もあり
ません。
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このように環境を整えてきましたが、牛を 250 頭も飼っていると、ふん尿が大変酷かっ
たのです。そのため、常々バイオガスプラントを導入したいと思っておりました。バイオ
ガスプラントを導入してからは、本当にきれいになりました。実際にバイオガスプラント
を使い始めるとこれ程良いものは無く、プラントが無い環境には戻れないほどです。
消化液の散布
散布機への充填も 20 トンが 2 分 10 秒～20 秒で完了し、操作もすべてリモコンで、トラ
クターから降りることなく、すべて行うことができます。20 トンの散布は 7 分程度ですの
で、約 10 分で 1 回の散布が終了します。
写真の貯留槽は小さく見えますが、直径は 28m、3,300 トンの消化液を貯蔵できます。以
前、プラントは半地下方式でしたが非常に建設費がかかります。地上式にすると建設費が
安くなりますので、今では私は地上式をお勧めしています。
バイオガスプラントの導入（第 2 期）
私は 64 歳まで 28 年間町議会議員を務めましたが、農林水産省や経済産業省を訪ね「現
在士幌町で 3 基稼働しているが、さらに何基かやらせて欲しい」と陳情しました。当時は
「20 数年間バイオガスプラントの実証試験を行ったが、成功していないのでやりません」
という状況でした。
私は 1 億 5,000 万円のプラントを普及させるための見本が必要で、6 次産業化や地域の建
設業者など多くの企業が携わるため地域の活性化に繋がるということを訴えました。通常、
士幌町内だけで 4 基も建設することは考えられませんが、道内各地に分散して 4 カ所に建
設するよりも、士幌町内に 4 基建設した方が視察者は一度に見学できるということを提案
し、建設を認めていただくことができました。
他に苦労した点ですが、最初の 3 基を導入した際に周囲をすべて舗装にしました。しか
し、環境改善だけでは補助金による舗装工事を認められませんでした。そこで、舗装工事
が必要な理由を考えました。北海道では春先１カ月くらいの間に消化液を散布しなければ
ならないが、バイオガスプラントの周囲が舗装化されていなければ作業効率が悪く、短期
間に消化液を散布することが困難なためプラント周囲の舗装化が必要であることを説明し
ました。それが認められて、士幌町ではすべてプラント周囲が舗装されています。他の地
域ではプラント周囲の舗装はほとんどありません。
士幌町では 13 基目が建設中ですが、酪農家の皆さんがプラントを建設したいという雰囲
気になってきました。士幌町ではバイオガスプラントの他に、小水力発電や太陽光発電と
いった再生可能エネルギーを活用しています。
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建設費抑制に向けて
先ほど 4 基のバイオガスプラントを 1 億 5,000 万円で建設したと申し上げましたが、現
在では同じようなものが 3 億円近くになっています。この金額では今後皆さんがプラント
を建設する上で厳しいと思います。1kWh 当たり 39 円で売電できたとしても 1 億 5,000 万円
と 3 億円では償還が倍になります。先日も土谷特殊農機具製作所の専務とお話ししました
が、今のプラントを見ると不要な部分にコストを掛けている部分がたくさんあります。
例えば貯留槽ですが、現在のものは幅 400mm ですが、私のところでは 250mm です。この
ような無駄な所にお金を掛けるべきでは無いと思います。できるだけ、設備投資は安くコ
ンパクトにしなければなりません。確かに建設費が上がっていると思いますが、3 億円では
厳しいと思います。これから進める幌延町さんは業者と話し合いをして、採算が見込める
プラントにしていくべきだと思います。
現在の土谷さんのプラントはかなりシンプルになっており、酪農家で管理が可能です。
士幌町に導入された最初の 3 基は、構造が複雑で農家がメンテナンスできるものではあり
ませんでした。私が土谷さんに提案したのは、酪農家が自分で管理できるようなシンプル
なものにすることです。酪農家が自分で管理できればメンテナンス費も掛かりませんし、
複雑になれば修理費が嵩みます。現在、プラントの完成度は高くなっていますので、後は
建設費をいかに抑えるかということになろうかと思います。それについては、私もお手伝
いできると思います。
固定資産税の減免
町長さんにもお願いしたいのですが、固定資産税を猶予することが大切ではないかと思
います。士幌町で最初に建設した 3 基は、町長と話をしてプラント 3 基を町に買い上げて
もらい、町の財産として固定資産が掛からないようにしました。プラント建設費が 3 億円
でしたら、固定資産税 1.4％は大変なお金です。
士幌町では現在、3～5 年間固定資産税を免除し、その後少しずつ徴収するようにしてい
ます。まず、プラントを建設しなければ町に固定資産税が入ってきません。固定資産税を
安くしてあげることにより酪農家の生産性が向上し、町にも税収が入ります。そのように
考えていった方が良いのではないでしょうか。酪農家の経営状況が改善し、生産量が増加
すると農業資材も多く必要になりますので、プラントが無いよりはあった方が絶対良いで
す。そのように考えていかないと農業に魅力を感じる人が減少し、離農者が増加すること
になると思います。
畑作農家への堆肥の提供
私の農地は少なくて 36 町しかありません。住宅・施設用地を除くと 32 町ほどです。デ
ントコーンなどは畑作農家に委託しています。肥料・農薬などすべて私から提供しており、
1 反当り 5 万円支払っています。畑作農家は春に畑を起こし、種まき、除草剤を 1 回散布す
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るだけで 1 反当り 5 万円もらえますので、大変人気があります。私は畑作農家への委託料
だけで年間 1,000 万円お支払いしています。農地は 36 町で、堆肥が余ってしまいますので、
12 の農場に散布しています。士幌町では約 7 万頭の牛が飼養されていますので、町全体で
も堆肥が余っております。私は堆肥の散布に 1 トン当たり 300 円しかいただいていません。
委託しているデントコーン畑には無料で堆肥を入れています。畑作農家としては、無料で
堆肥が手に入り、輪作体系に組み入れることができるため、お互いに良好な関係が長く続
いています。
経営環境の改善
バイオガスプラントを導入することにより、本当に環境が良くなりました。どなたが来
ても気になりませんし、後継者不足、花嫁不足も解消するのではないでしょうか。私の牧
場にドイツ人が実習に来たことがあります。ドイツの農村も以前は日本と同様に花嫁不足
でしたが、今は逆となっています。農業経営はすべて旦那さんが行い、奥さんはしなくて
良い仕組みになっています。私の家でも、息子のお嫁さんは農作業をやっていませんし、
現在 4 人雇用していますが 8 時間労働で経営しています。
バイオガスプラントを導入して、そのような仕組みを作ることにより、すべてに良い方
向に波及するのではないでしょうか。
現在、バイオガスプラントはシステムとしてはほぼ完成しています。集中型、個別型の
どちらが適しているか良くご検討ください。私が取り組んだときは 1kWh 当たり 6 円または
7 円でしか売れませんでしたが、それでも導入を決意しました。1kWh 当たり 26～28 円でな
ければ採算が合わない。そのための資料を作成し、何度も国に要求しました。1kWh 当たり
39 円になった時は本当に驚きました。現在、私は年間 40 万 kWh を北電に売電しており、1，
500 万円程度の収入があります。プラントの償還はほぼ終わっていますので、4 名の雇用分
をほぼ売電収入で賄える状況となっています。プラントの無駄な部分を省けば建設費を抑
えることができますので、皆さんの負担が軽くなるように環境を整えていただければと思
います。
牧場経営者としてのスタート
私が渡米する前日に太田寛一さんが私の自宅を訪ね「君は研修が終わったら絶対に帰っ
てこい」と言われました。「洋一君の牧場はすでに破綻している。君が返ってくるまでには
持たないだろうが、私が何とかするから、牧場経営を習得してから帰国するように」とい
う約束で行ってきました。
2 年後の 12 月 28 日に帰国し、翌 1 月 4 日に牧場経営を任されました。当時、我が家には
負債が 520 万円ありました。家が 100 万円で建ち、農業収入が 70 万円くらいの時代です。
それが私のスタートでした。今、皆さんがスタートされようとしていますが、当時の私の
環境よりもいいと思います。
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その頃は利息が 7～8％が当たり前の時代でしたので、今はとてもやりやすいと思います。
あまり目先のことを考えると進みにくくなりますが、目標を持ち一生懸命取り組むことに
より、周りが協力してくれますし、経営も良くなると思います。
４つの習慣の重要性
経営を引き継いだ当時は大変貧乏でしたが、まず心掛けたことは早起きをすることです。
早起きの人になまくらな人はいません。次にきれい好き。きれい好きな人は時間の使い方
も上手です。道具などもきちんと片付けてあるので、探すのにも時間が掛かりません。3 番
目に大事なのは記録です。私は記録大好き人間で、何でも記録しておきます。例えば、42
年間の収入をすべて記録しています。私は 42 年間で 28 億 3,000 万円の収入がありました。
最初の 10 年間は大赤字の経営でした。私が 10 年掛かって得た収入を現在息子は 4 カ月で
達成している、それほどの差があります。記録することは本当に大事です。4 つ目は金銭感
覚です。お金にだらしない人は信頼もありませんし、絶対に良くありません。例え 100 円
でも借りたものは絶対に返す。そしてすべて記録しておく。お金というものは貸した人は
忘れませんが、借りた人は忘れるものです。お金の信頼が無い人は、絶対に人に助けられ
ません。
この４つは学歴が必要ありません。早起き、きれい好き、記録、金銭感覚、この 4 つは
誰でも出来ます。これを毎日継続することにより、不思議と習慣になります。そういう経
営を続けることにより、奥さん、後継者も「酪農は魅力があるな」と思うようになるので
す。私はよく若い人にこの４つの習慣の重要性を説いています。お金も掛かりません。
社会福祉法人士幌愛風会理事長へ就任
私は現在 74 歳です。議員を辞めた後はゆっくり旅行でもしようかと考えていましたが、
社会福祉法人理事長のお誘いがありました。給料はお断りしましたが社会福祉法人の理事
長として無給は認められないということで、1 万円だけいただくようにしました。
プラントメーカー選定の留意点
士幌町で 5 カ月しか動かないバイオガスプラントがありました。2 年ほど全く動かず、私
が 1 年かけて運転できるようにしました。そのプラントはシステムが非常に複雑で、バイ
オガスプラントのことをあまり良く分かっていない企業が作ったシステムでした。
価格の安さだけで会社を選ぶと大変です。良い会社に安くしてもらうということが幌延
町の課題だと思います。皆さんのところに個別型、集中型のバイオガスプラントが完成し
た際には、私も是非に来たいと思います。
再生可能エネルギー導入促進に向けて
一昨年、道内のほとんどのバイオガスプラントを視察して回りました。酪農学園大学の
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プラントもそうですが、悲惨なところが多数ありました。プラントの作り方が悪く、稼働
していないところが多く見受けられました。稼働していない 60 基を稼働させるだけでもか
なりの新エネルギーを作ることができると国に申しているのですが、行政は期限が過ぎた
プラントを認めません。
私はその壁を破り、私の古いプラントも FIT 制度が適用されるように国に認めさせまし
た。なぜ古いプラントで発電した電気を全量買取しないのかと申しております。私の古い
プラントも最初は大変でしたが、出来るだけお金を掛けずに改良を加えました。
幌延町の課題は、いわゆる配電網の関係ではないかと思います。風力や太陽光が最大値
で発電した場合の容量、例えば 1,000kW などを確保してしまいますが、実際は 10 数％しか
発電していないのです。士幌町でも配電線増強については個人負担となっていますが、新
エネルギーを進めるためには、国が制度を整える必要があると思います。興部、士幌、鹿
追町長らとともに国に制度させていくべきです。
バイオガス発電の優位性と国への陳情
太陽光発電が非常に増えたために、九州では一度ストップし、国会でも大変な騒ぎとな
りました。私のところに経産局の方が見えましたが「ストップするからいけない。値段を
下げれば発電事業者は選択するのではないでしょうか。」ということを話したところ経済産
業省では売電価格を下げてきました。その際に「バイオガス発電は 24 時間安定供給が可能
ですので、将来的にも買取価格を安定させないと投資した人は大変です」と話しました。
太陽光や風力は国民が負担しているので、続けられているのです。ドイツも太陽光発電
は国民負担でしたが、国民負担ではやれなくなりました。ドイツは大統領制ですので、大
統領に選ばれるためには制度を変えざるを得ません。日本は議院内閣制ですので、簡単に
は変わりません。バイオガス発電は安定的な電力供給が可能ですので、価格を保証してい
ただくように陳情していくことが大事だと思います。
ご清聴ありがとうございました。この後 10 分ほど映像をご覧ください。
（以降、DVD の上映）
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質疑応答

質問 1
本日は貴重なご講演をいただきありがとうございました。鈴木洋一さんとお会いするの
は、今日で 3 回目なのです。1 回目は 36 年前、鈴木さんの牧場に行きましたところ、家の
前にテニスコートがあり、敷地は舗装されていました。当時、鈴木さんは数 10 年先を考え、
牛舎建設のお話をされていたことを思い出していました。
2 回目は平成 16 年か 17 年頃、今ご紹介のありましたプラントを導入された頃で、仲間と
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視察させていただきました。
士幌町には 79 戸の酪農家が営農されているとのことでした。幌延町は 69 戸で全体でも 3
万 7,000 トン程度の生乳生産です。やはり、個別型と集中型のどちらがいいかという話に
なりますが、集中型の場合何 km 圏内の農家が集まってやれば、効率的にできるのかお聞か
せください。
2 番目は最初に見学させていただいた際に「これからの酪農経営は、家族が楽しくなけれ
ばだめだ。私は家族旅行のために毎月 5,000 円貯金している。」とお聞きしました。その後、
毎月 2 万円になったが、貯めたお金は一度も使ったことがないとお聞きしました。鈴木さ
んは今どのような夢をお持ちで、何をするのかお聞かせいただければと思います。
回答 1
・鈴木
集中型はドイツとデンマークで視察しまし
たが、大事なことは貯留槽を各ポイントに設置
することです。各ポイントの貯留槽が無ければ、
散布に時間が掛かります。貯留槽への消化液の
搬送はトラクターではなく、トラックが適して
いると思います。
本日、幌延町に来て思ったのは、雪が多いで
すから貯留槽は少し大きめにした方が良いか

質疑応答の様子

もしれません。高温発酵と中温発酵の違いは発
酵槽のサイズが半分で済むということです。北海道では中温が良いかと思います。
プラントから遠い農家については、中継的な貯留槽を作れば良いでしょう。建設費はみ
んなで負担するのが良いのではないでしょうか。
貯金についてですが、最初は毎月 5,000 円から始まって、最後は 5 万円になりました。
昔は利子が高かったので、最終的にはかなりの金額になりました。士幌町の酪農家は売上
の 6％が天引貯金となっており、いくら借金があろうと強制天引きとなっており、40 数年
間一度も使っていないです。利益がなくても売上が 1 億円あれば、600 万円が天引きされる
ということです。士幌農協の組合員 410 数戸の貯金は約 900 億円あります。後継者に経営
を譲るときにそれが退職金となるのです。
最初に毎月 5,000 貯金することは大変でしたが、その当時でも家内や一緒に働く家族に
は給料を払いました。万一、多額の借金があり、後継者に経営を任す場合は、天引貯金を
全額返してはもらえないのです。天引貯金の 7～8 割は後継者のために残されるのです。私
は借金ゼロで息子に経営を譲りました。家族旅行のための貯金は、最終的に 3,500 万円く
らいになったと思います。
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息子に経営を譲る際の評価額は 5 億 3,000 万円でした。42 年間農協に天引きされていた
貯金は相当な金額になりました。今は金利が安いですが、利息だけで 100 万円以上もらっ
ています。志と目的を持って取り組めば、それくらいにはなるのです。出発点がいくら低
くても大丈夫です。皆さんは私よりもずっと良い出発点だと思います。意識を持って取り
組んだ人と何も考えずに過ごしてきた人とでは、それくらい差がついてしまいます。
私は今でも 1 日 4 時間しか寝ていません。熟睡すれば 4 時間で十分で、昼寝もしません。
・菊池
最初の集中型のご質問について、鈴木さんからサテライトタンクという考え方がありま
した。興部町のバイオガスプラントでは、貯留槽がプラント敷地内に 1 基のほか、離れた
場所にサテライトが 2 基あります。消化液が出てきたら、まず各サテライトまで搬送し、
各農家は最寄りの貯留槽まで消化液を取りに行きます。士幌町でも大木牧場ではそのよう
な方法を採用しています。
最近は散布機の移動距離がなるべく少なくなるように考慮しています。
原料については、別海町では 10 数 km とかなり遠くまで収集しています。集中型プラン
トに参加を希望する酪農家をできるだけ広く集めるという考え方です。士幌町で最初に集
中型を検討した当時は半径 5 ㎞以内としました。プラント候補地を中心に半径 5 ㎞の円を
描くと乳牛の頭数が 5,000 頭ないし 3,000 頭くらいあったのです。域内の飼養頭数、発電
量や運転コストを試算して収集距離を決めます。
散布については、サテライトタンクという考え方が主流となりつつあります。
・鈴木
そのタンクはお金を掛けなくて十分です。パネルでもいいくらいです。
・菊池
消化液の効果について、少し補足させていただきます。前回もお話しさせていただきま
したが、牧草収量が増加しているデータがございます。鈴木さん、ご説明いただけますか。
・鈴木
カナダ製とアメリカ製の散布機を使用していたのですが、散布量にムラがあり最初は上
手くいきませんでした。メーカーのサポートが得られなかったので、試行錯誤しながら散
布機の跳ね返り角度を工夫したところ均一に撒けるようになりました。その後、牧草の収
量が多くなりました。
大型トラクターと 20 トンの 6 輪散布機で散布すると牧草地に跡が付くのですが、地力が
向上しますので、最後はわからなくなります。デントコーンも同様ですが、消化液を散布
すると全然違います。畑作農家では消化液の他に肉牛の堆肥も使っていますが、比較する
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と全然違うのです。最近は消化液を使いたいという声が非常に多いです。
特に幌延町辺りでは消化液の効果が出るのではないのでしょうか。十勝は割合気候や土
壌が良いですが、条件に恵まれていない地域ほど効果が出ると思います。
私の息子は全農の肥料ではなく、あまりお金を掛けずに必要なものだけ畑に入れるよう
にしています。
バイオガスプラントの耐用年数を 15 年と申し上げました。水分と硫化水素をいかに除去
するか、この 2 つをきちんと管理することによりメタン濃度が高くなります。
集中型の場合、各農家が自分のプラントだと意識して原料を提供する必要があります。
原料が安定しないとトラブルが多発し、ガス発生量が低下します。よくナイロンや牛のモ
クシが入っていることがありますが、トラブルの原因になります。プラントに異物の混入
をいかに防ぐか、これだけでプラントは上手くいきます。共同だからと言って原料供給が
いい加減であれば、絶対に上手くいきません。
私の牧場では敷料にオガクズを使っていますが、オガクズはトラブルがありません。問
題なのは牧草の長物です。これが水分を含むと色々なところに絡みつきます。牧草や麦稈
は短く切断して敷料とすることが大切です。私の牧場ではマットを使用していますが、オ
ガクズを少量入れるだけで長持ちします。
耐用年数を伸ばすには FRP がいいでしょう。鉄は熱を吸収するので、発酵槽には不向き
です。ここにデータがありますが、私のプラントでは一昨日でも 1 日 8 時間しか、発酵槽
にお湯を加えていません。断熱性が高いので、夏も冬も温度が 41℃に保持されています。
断熱性の良くない発酵槽は、夏に 45℃にもなっています。
・菊池
先ほどご提供いただきました写真を拝見しますと、断熱構造とパイプラインは、今のプ
ラントの倍くらいあるようです。最近熱量が計算通りに出ないバイオガスプラントが見受
けられ、原価が下がっているように思われます。今の仕様から見ると過剰に見えますが、
温度は間違いなく安定すると思います。幌延型バイオガスプラントを安価に作ることを考
えた場合、この辺りがヒントとなりそうに思われます。
質問 2
酪農のことを十分に理解していなくて失礼かもしれませんが、以前バイオガスプラント
の話を伺った際に、消化液が肥料として有効で牧草が良くなるとお伺いしましたが、その
方のお話では「良くなった牧草を牛に与えると体調を崩す、一度地獄を見てから天国にな
る、それは避けられない」とおっしゃっていました。私には良くわからないのですが、ど
のようなことなのでしょうか？
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回答 2
・菊池
釧路の野村さんが昨年の講演でお話しされたことだと思います。私の理解では硝酸態窒
素を多く含む土壌に消化液を散布すると嗜好性が非常に良くなるそうです。しかし、硝酸
態窒素の量は変わらないため、胃腸炎、その他の病気が 3 年続いたそうです。3 年間で土壌
が徐々に変わり、4 年目から見違えるようになったということのようです。鈴木さんのとこ
ろでそのようなことはありましたか？
・鈴木
私はよくわかりません。それほど極端には感じませんでした。
・菊池
地力の関係があるかもしれません。先ほど見ていただいた写真で、左側に水が溜まり、
右側が青々としていたものがありましたが、左側は野村さんがバイオガスプラントを導入
する前の状態とお考えいただければと思います。10 年間消化液を撒き続けることにより、
排水性が良くなったそうです。消化液を使い始めた当初、土壌中の「毒素」のような表現
をしていたかもしれませんが、そのようなものが草に吸収されて、かつ嗜好性が良くなっ
たために、牛の体調不良が 3 年くらい続いたという内容だったと思います。
オーガニックが認められるまでに 3 年かかりますが、土が変わるまでにそれくらい掛か
るのかもしれません。
・鈴木
今年のことですが、私と隣家のデントコーンを同時に収穫しました。私の畑は問題なか
ったのですが、隣家の畑はぬかるんでしまい、全く収穫できませんでした。隣は堆肥を全
く入れていない農家ですが、排水性の違いを今年初めて感じました。
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