
地域に根ざしたバイオマス発電事業の取り組み 

～エネルギーの地産地消～ 

株式会社タケエイ 
外崎 貴康 

環境を守ることは 未来を守ること。 
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■タケエイグループの概要 

■タケエイグループにおける 
  廃棄物処理事業とエネルギー事業のつながり 

■地域に根ざしたバイオマス発電事業のスキーム 
  ～エネルギーの地産地消～ 
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タケエイ 会社概要 

■会社名 株式会社 タケエイ （東証一部：２１５１） 

■代表取締役社長 山口 仁司 

■本社所在地    東京都港区芝公園２丁目４番１号 芝パークビル Ａ－１０階 

■設立年月日 昭和５２年３月７日 

■資本金 ６，５０４百万円   （平成２７年６月末現在） 

■従業員数 連結：１，１１７名 

単体：  ６１１名 （平成２７年６月末現在） 

■事業内容 環境ソリューション事業 

 （建設系産業廃棄物の収集運搬～再資源化及び処分業） 

■グループ会社 ㈱タケエイエナジー＆パーク 

㈱津軽バイオマスエナジー 

㈱花巻バイオマスエナジー 

花巻バイオチップ㈱ 

㈱Ｔ・Ｖエナジーホールディングス 

㈱タケエイグリーンリサイクル 

㈱津軽あっぷるパワー 

㈱花巻銀河パワー  

富士車輌㈱           （連結子会社21社） 

㈱北陸環境サービス 

㈱ギプロ 

㈱池田商店 

㈱信州タケエイ 

㈱タケエイメタル 

㈱グリーンアローズ関東 

㈱グリーンアローズ東北 

東北交易㈱ 

イコールゼロ㈱ 

㈱門前クリーンパーク 

環境保全㈱ 

㈱アースアプレイザル 



5 

タケエイがご提供する廃棄物処理・リサイクル 

さまざまな製品原料へ生まれ変わります 

段ボール 紙くず コンクリート 路盤材 

（道路の材料）   
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さまざまな製品原料へ生まれ変わります 

段ボール 紙くず コンクリート 路盤材 

（道路の材料）   

グループ力を結集した環境ソリューション事業 

環境コンサルティング事業 
廃棄物の調査・分析、環境測定 

環境エンジニアリング事業 
環境プラント・特殊車両の 

設計・開発 
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「総合環境企業」を目指して、事業地域と事業領域を拡充 

・千葉県千葉市（安定型） 
・千葉県成田市（安定型） 
・長野県塩尻市（安定型） 
・長野県塩尻市（管理型）※設置準備中 

・石川県金沢市（管理型） 
・石川県輪島市（管理型）※設置準備中 

廃石膏ボード 廃コンクリート等 鉄・非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ等 燃えがら・鉱さい等 廃液 

・埼玉県八潮市 
・神奈川県横須賀市 
・宮城県岩沼市 

・神奈川県横浜市 
・長野県安曇野市 

・静岡県静岡市 ・福島県福島市 ・長野県長野市 

(株)タケエイ 
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廃石膏ボード 廃コンクリート等 鉄・非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ等 燃えがら・鉱さい等 廃液 

・埼玉県八潮市 
・神奈川県横須賀市 
・宮城県岩沼市 

・神奈川県横浜市 
・長野県安曇野市 

・静岡県静岡市 ・福島県福島市 ・長野県長野市 

廃石膏ボード 廃ｺﾝｸﾘｰﾄ等 鉄・非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ等 燃えがら・鉱さい等 

(株)ｷﾞﾌﾟﾛ 
(株)ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰｽﾞ関東 
(株)ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰｽﾞ東北 

(株)池田商店 
(株)信州ﾀｹｴｲ 
（安曇野RC） 

(株)ﾀｹｴｲﾒﾀﾙ 東北交易(株) 

「総合環境企業」を目指して、事業地域と事業領域を拡充 

(株)津軽ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾅｼﾞｰ 
(株)津軽あっぷるﾊﾟﾜｰ 
(株)花巻ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾅｼﾞｰ 
花巻ﾊﾞｲｵﾁｯﾌﾟ(株) 
(株)花巻銀河ﾊﾟﾜｰ 
(株)ﾀｹｴｲｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙ 
(株)ﾀｹｴｲｴﾅｼﾞｰ＆ﾊﾟｰｸ 
(株)T･Vｴﾅｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
 

(株)タケエイ 

 (株)アースアプレイザル 
 環境保全(株) 

・千葉県千葉市（安定型） 
・千葉県成田市（安定型） 
・長野県塩尻市（安定型） 
・長野県塩尻市（管理型）※設置準備中 

・石川県金沢市（管理型） 
・石川県輪島市（管理型）※設置準備中 

富士車輌(株) 
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■タケエイグループの概要 

■タケエイグループにおける 
  廃棄物処理事業とエネルギー事業のつながり 

■地域に根ざしたバイオマス発電事業のスキーム 
  ～エネルギーの地産地消～ 
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バイオマス発電所への燃料供給 

木くず バイオマス発電用 

燃料材（木質チップ） 
バイオマス発電施設 

いらないもの いるもの 

廃棄物 資源 を へ 

•木くず（廃棄物）を破砕し、木質チップ（資源）として 
生まれ変わらせる 

•木質チップは、バイオマス発電施設へ供給され、
発電燃料となる 
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タケエイの関わる部分 

燃料供給スキーム 

市原グリーン電力(株) 

大規模 安定的 かつ なバイオマス発電を目指して 

新エネルギー供給(株) 

木質チップ 

ＲＰＦ※ 

循環資源(株) 

商社機能 保管・供給調整 

電力会社へ売電 

発電 収集・供給 

※ＲＰＦ…Refuse Paper ＆ Plastic Fuel の略称。 

     古紙および廃プラスチックを原料とした固形燃料。 

タケエイを含む 
協業先11社による共同出資 

経済産業省より 
再生可能エネルギー 
発電設備認定 

2004年設立 
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最終処分場跡地を利用した太陽光発電 

タケエイソーラーパーク成田 
＜運営：（株）タケエイエナジー＆パーク＞ 
 

•埋立てを終えた最終処分場の跡地を利用して、 

  太陽光発電施設を運営 
 

•再生可能エネルギー発電設備認定 

  （経済産業省） 
 

•2014年度の発電量 

    1,492MWh 
 

 

 

現在稼働中の 
成田最終処分場に 

隣接 

2014年設立 
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■タケエイグループの概要 

■タケエイグループにおける 
  廃棄物処理事業とエネルギー事業のつながり 

■地域に根ざしたバイオマス発電事業のスキーム 
  ～エネルギーの地産地消～ 
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エネルギーの地産地消～津軽地方における未利用木材の問題 

①間伐材 

青森県＝豊かな自然環境 

  森林面積は全国で第９位 
 

↓ ところが… 
 

森林には未利用の間伐材が発生!! 

          （年間約315,000ｔ） 

タケエイと津軽地方の関わり 津軽地方 
タケエイグループの「環境保全㈱」 

長年にわたる地域と密着した事業活動（昭和61年創業） 

青森県＝りんごの名産地 

  日本国内のりんごの約56％を生産 
 

↓ ところが… 
 

りんごの剪定作業では、大量の剪定枝が発生!! 

                （年間約90,000ｔ） 

②りんごの剪定枝 

14 

リンゴ農家代表 

松田さん 
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地域との連携 

㈱津軽バイオマスエナジーの仕組み 

森林事業者 タケエイ 

グループ 

地元行政 
（青森県平川市） 

 資源の有効活用 
  

 間伐材・剪定枝の 

 買取による収益増加 

資源循環型社会・ 

低炭素社会 

実現への貢献 

雇用の創出 
 

森林整備による減災 
 

地元林業の活性化 

未利用木材 バイオマス発電 の原料として活用 
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津軽バイオチップ 
燃料チップ 

津軽バイオマスエナジー 

発電量 年間 約14,000世帯分 
間伐材・剪定枝等 

家庭・公共施設 

地域で発生する木質バイオマス 
由来の電気を地域に循環 

エネルギーの地産地消～津軽バイオマスエナジー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

森林・りんご剪定枝 

津軽あっぷるパワー 



㈱津軽バイオマスエナジー 

所在地 青森県平川市 

事業内容 バイオマス発電事業 

発電規模 6.25MW 

出資 
 
 

㈱T・Vエナジーホールディングス（タケエイグループ） 
津軽バイオチップ㈱ 
平川市 



貯木場 



津軽バイオチップ㈱ 

所在地 青森県平川市 

事業内容 バイオマス燃料製造事業 

生産能力 7万2,000トン／年 

タケエイも7.0%出資 



津軽バイオチップ㈱ 



㈱津軽バイオマスエナジー 
津軽バイオチップ㈱ 
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花巻バイオチップ 
燃料チップ 

花巻バイオマスエナジー 

発電量 年間 約14,000世帯分 
間伐材・被害木等 

家庭・公共施設 

地域で発生する木質バイオマス 
由来の電気を地域に循環 

エネルギーの地産地消～花巻バイオマスエナジー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

森林・松くい虫被害木等 

花巻銀河パワー 
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地域に根ざしたバイオマス発電とその波及効果 

エネルギーの地産地消 

これまで未利用だった 

木質バイオマスを活用 
地元の活性化 

資源の有効活用・廃棄物の削減 
低炭素型エネルギーの創出 

雇用創出 
地元林業の活性化 
森林整備による減災 
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電気 

スマートシティづくり 

公共施設での活用 
（避難所の電源） 

クリーンエネルギー 

の製造 

工業団地内で蒸気エネルギーの利用 

農業・養殖業 

名産品･特産品 

燃焼･発電 
（エネルギー化） 

商業･観光施設 

熱 

チップ化
（燃料製造） 

森林 

伐採 
バイオマス 

作物の栽培 

蒸気 

H2 

ハウス栽培 養殖 

食品販売･加工 

運搬 

樹木 

伐倒・剪定 

・減災防災対策剪定木 

（都市再開発派生木） 

・農業残渣物 

・造園・公共街路樹 

木材加工(製材）業、化学工業など 

 ＊減災防災対策

剪定木（河川流
木、ダム等浮遊
木）、害虫被害

伐倒木も 

地
域
Ｐ
Ｐ
Ｓ
（
地
元
新
電
力
会
社
） 

〈 地元自治体・産業界〉 

〈 タケエイグループ 〉 

地元に貢献できる事業を目指して 

http://3.bp.blogspot.com/-PVLvhsBJHOU/UUFxqi_3fDI/AAAAAAAAOy0/lwhYVpg8ynE/s1600/fish_unagi.png
http://3.bp.blogspot.com/-PVLvhsBJHOU/UUFxqi_3fDI/AAAAAAAAOy0/lwhYVpg8ynE/s1600/fish_unagi.png
http://1.bp.blogspot.com/-RL4Y03HFp1M/UUFxpzhde9I/AAAAAAAAOys/FDQonmrtHZE/s1600/family_syokutaku.png
http://3.bp.blogspot.com/-PVLvhsBJHOU/UUFxqi_3fDI/AAAAAAAAOy0/lwhYVpg8ynE/s1600/fish_unagi.png


  

ご清聴ありがとうございました 


