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地域内エコシステム構築事業
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報告内容

1．チップ製造試算

2．ボイラー導入検討
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1．チップ製造試算

 池田町ではチップを使用する予定だが、町有の製造設備がない
⇒チッパーの新規導入 or 周辺のチップ工場からの調達

 周辺のチップ工場へヒアリングしたが、本事業への供給余力がない
とのことから、小型チッパーの新規導入を想定する。

 それに加え、津別町木質バイオマスセンターへのチップ製造委託の
検討も行う。輸送距離が⾧くなるが、同施設は追上材等を原料とす
ることを想定しており、協力体制が望めるためである。
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1-1．小型チッパー導入

出典:オカダアイヨン(株)HP

出典:(株)森のエネルギー研究所職員撮影



1-1．小型チッパー導入
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既存チッパー

内部構造

内蔵ナイフ

出典:池田町職員撮影



1-1．小型チッパー導入

【変動費に関する諸条件（想定値を含む）】
• 刃の研磨頻度 20h／回（研磨費3千円）
• 刃の交換頻度 200h／回（新規購入30千円）
• 燃料消費量 5L／h

【固定費に関する諸条件（想定値を含む）】
• チッパー定価 3,580千円
• 償却期間 8年
• 年間稼働日数 50日
• 1日の稼働時間 1h
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※事業の全体像が未定のため、製造利益・土地代・チッパー

およびチップの運搬費は含んでいない

前提条件 単位 備考
原材料 3,000 円／m3(水分30％) 追上材(カラマツ)など
原材料 5,263 円／t(水分30％) カラマツの密度0.57t/m3（水分30％時）と想定
製造量 2.0 t／h ヒアリングによる実績値

変動費 単位 備考
原材料費 10,526 円／h
刃研磨 150 円／h
刃交換 150 円／h
燃料 500 円／h 想定
人件費 1,000 円／h
計 12,326 円／h
＠ 6,163 円／t

固定費
チッパー償却費 8,950 円／日 想定
計 8,950 円／日
製造量 2.0 t／日
＠ 4,475 円／t

合計 10,638 円／t 水分30％
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1-2．チップ製造委託
• 津別町では地域内エコシステム事業にて、木質バイオマスセンター

（以下、WBC）の設立を検討しており、移動式チッパーを導入予
定である。

• 輸送距離が約120kmと⾧距離になってしまうが、追上材等を原料
とすることを想定しており、池田町の事業とも親和性が高く、協力
体制が期待できる。

出典:緑産(株)HP

出典:(株)森のエネルギー
研究所職員撮影
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1-2．チップ製造委託
項目 単位 備考

WBCの製造原価 2.1 円/kg 原材料2,500m3使用時。原材料購入費、減価償却費は除く。
製造委託手数料 20 ％ 製造原価の20％と仮定

2.5 円/kg
2,520 円/t a

項目 単位 備考
チップ必要量 100 t/年
原材料密度 0.57 t/m3 カラマツ水分30％時
原材料必要量 175 m3/年 原木をチップ化する際に水分の変動はないと仮定
原材料価格 3,000 円/m3
原材料運搬単価 1,000 円/(m3・30km) 仮定値 ※輸送車両は要検討
運搬距離 120 km 池田町～津別町
原材料運搬費 4,000 円/m3

7,000 円/m3 運搬費込み
3,990 円/t b

項目 単位 備考
チップ運搬単価 1 円/kg・10km 仮定値 ※輸送車両は要検討
運搬距離 120 km 津別町～池田町

12 円/kg
12,000 円/t c

18,510 円/t
18.5 円/kg

委託費合計

チップ運搬費用

チップ製造委託コスト

原材料供給費用

a+b+c



1-3．チップ製造試算（まとめ）
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 小型チッパー導入によるチップ製造コストは10,638円/t（100t/年製造
時）となった。（ただし、製造利益・土地代・チッパーおよびチップ運搬費は含
まない）
⇒既存チッパーが流用できる場合は、さらに安価に製造できる可能性あり

 チップ製造委託の場合は、 18,510円/tとなった（製造委託手数料や原材
料運搬費は変動する可能性があり）

 ボイラー導入検討ではチップ購入単価を15,000円/tと想定してるので、
小型チッパー導入の場合は、より安価に供給できる可能性がある。

 ただし、ボイラー導入検討では一定サイズのチップを想定しているので、小型
チッパーによる製造チップでは品質面でのトラブルが発生する可能性がある。

 原材料は追上材を想定しており、異物の付着量が多い場合には、刃の研磨・交換
頻度が増加＝製造コストが増加する。
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報告内容

1．チップ製造試算

2．ボイラー導入検討



2．ボイラー導入検討
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 本事業では、下記3パターンでボイラー導入の検討を行った。
1．温浴施設（ベース熱需要）
2．温浴施設（全熱需要orベース熱需要） ＋南4線融雪（一部）
3．教育機関

 1．温浴施設
最小限の設備規模の導入を把握するため、熱需要のベース部分のみを
バイオマスで代替する。（給湯・加温のみ。暖房は灯油ストーブのため除外）

 2．温浴施設＋南4線融雪
温浴施設にボイラーを導入し、同じボイラーから融雪用の熱も供給する。

 3．教育機関
施設の暖房・給湯をバイオマスで代替する。
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2-1．温浴施設
オレンジ:チップサイロ
赤:ボイラ室
赤線:配管ルート
青:既存機械室

• チップサイロは半地下タイプを想定。傾斜を利用してサイロを設置したいが、古い東屋があ
るため制限を受ける。東屋の解体が可能ならば、サイロは地上タイプで設置できる可能性あ
り。

• ボイラー設備を駐車場横の町有地が使用できれば、そちらに設置することも可能。

出典:Google Maps
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2-1．温浴施設
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2-1．温浴施設
項目 単位 資本費あり 資本費なし

導入規模 出力 kW 135
kcal/h 116,000

事業費 補助前 千円 38,300
補助後 19,150

バイオマス燃料消費量 t/年 97
≪費用≫

資本費 減価償却費

千円/年

1,056 －
固定資産税(平均) 261 －

ランニング
コスト

バイオマス調達費 1,448
人件費 0
維持管理費 766
ばい煙測定費 0

費用合計:① 3,531 2,214
≪削減額≫
化石燃料削減費 千円/年 2,553

削減額合計:② 2,553
≪まとめ≫

年間収支:②－① 千円/年 -978 339
バイオマス調達費採算分岐点 円/kg 4.9 18.5

※四捨五入による数値が一致しない場合がある
※化石燃料の一部のみ代替する場合は、上記に加え未代替分の化石燃料費が発生する



2,553 

1,448 1,448 

766 766 

1,317 

導入後（資本費あり） 現状 導入後（資本費なし）

清見温泉（ベース熱需要）

千
円

/年

化石燃料使用量 バイオマス調達費 維持管理費 資本費
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2-1．温浴施設

※「現状」は温浴施設での灯油使用量のうち、木質バイオマス代替分のみを記載。
※四捨五入による数値が一致しない場合がある
※化石燃料の一部のみ代替する場合は、上記に加え未代替分の化石燃料費が発生する

削減額339千円/年
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2-2．温浴施設＋南4線融雪

オレンジ:チップサイロ
赤:ボイラ室
赤線:配管ルート
青線:融雪部分（歩道310m）
黄線:融雪部分

（車道下り5台分 幅3ｍ×⾧さ25m）

• 融雪部分のみ表示
• ボイラー室等は見やすいように拡大している
• 温浴施設に隣接する敷地が使えると仮定

• 以降の試算では下記2パターンに分けて検討した
温浴施設（全熱需要）＋南4線融雪（一部）
温浴施設（ベース熱需要） ＋南4線融雪（一部）

出典:Google Maps
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2-2．温浴施設＋南4線融雪

• ロードヒーティングの運用条件
稼働時間:6～9時、16～19時
稼働期間:11月中旬～3月末

※上図のバイオマスボイラは「温浴施設（ベース熱需要）＋南4線融雪」の場合の規模である
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2-2．温浴施設＋南4線融雪
項目

温浴施設（全熱需要）
＋南4線融雪

温浴施設（ベース熱需要）
＋南4線融雪

単位 資本費あり 資本費なし 資本費あり 資本費なし

導入規模 出力 kW 490 260
kcal/h 421,000 224,00

事業費 補助前 千円 81,000 61,200
補助後 40,500 30,600

バイオマス燃料消費量 t/年 162 151
≪費用≫

資本費 減価償却費

千円/年

2,364 － 1,682 －
固定資産税(平均) 549 － 419 －

ランニング
コスト

バイオマス調達費 2,435 2,262
人件費 0 0
維持管理費 1,620 1,224
ばい煙測定費 0 0

費用合計:① 6,969 4,055 5,587 3,486
≪削減額≫
化石燃料削減費 千円/年 3,354 3,333

削減額合計:② 3,354 3,333
≪まとめ≫

年間収支:②－① 千円/年 -3,613 -700 -2,254 －153
バイオマス調達費採算分岐点 円/kg -7.3 10.7 0.1 14.0
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2-3．教育機関

• チップサイロは半地下タイプ
• 既存機械室がグラウンド側にあるため、離れた位置に設置する

オレンジ:チップサイロ
赤:ボイラ室
赤線:配管ルート
青:既存機械室

出典:Google Maps
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2-3．教育機関
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2-3．教育機関
項目 単位 資本費あり 資本費なし

導入規模 出力 kW 1,882
kcal/h 1,619,000

事業費 補助前 千円 204,400
補助後 102,200

バイオマス燃料消費量 t/年 83
≪費用≫

資本費 減価償却費

千円/年

6,537 －
固定資産税(平均) 1,366 －

ランニング
コスト

バイオマス調達費 1,236
人件費 0
維持管理費 4,088
ばい煙測定費 100

費用合計① 13,326 5,424
≪削減額≫
化石燃料削減費 千円/年 1,964

削減額合計:② 1,964
≪まとめ≫

年間収支:②－① 千円/年 -11,362 -3,359
バイオマス調達費採算分岐点 円/kg -121.9 -26.8

※四捨五入による数値が一致しない場合がある
※化石燃料の一部のみ代替する場合は、上記に加え未代替分の化石燃料費が発生する
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2-3．教育機関

※四捨五入による数値が一致しない場合がある
※化石燃料の一部のみ代替する場合は、上記に加え未代替分の化石燃料費が発生する

4,718 

1,236 1,236 

4,088 4,088 

100 100 

7,903 

導入後（資本費あり） 現状 導入後（資本費なし）

池田高校

千
円

/年

化石燃料使用量 バイオマス調達費 維持管理費 ばい煙測定費 資本費
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2-4．ボイラー導入検討（まとめ）

 1．温浴施設
資本費なし:バイオマス導入後のほうがコストメリットが出る。
資本費あり:灯油価格の高騰や、イニシャルコストの低減により、

コストメリットが出る可能性がある。

 2．温浴施設＋南4線融雪
全てのパターンでコストが増加する結果となった。
⇒削減額を計算しているのは温浴施設のみで、融雪費用は含まれていない。

そのため、融雪を化石燃料で行う場合とコスト比較することで、
コストメリットがでる可能性がある。

 3．教育機関
蒸気ボイラーでの暖房のため、バイオマス導入によりコスト増加となった。
維持管理費は低減できる可能性が高いが、暖房期間・面積や既存設備等を
考慮すると、導入検討の優先度は低い。


