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■わが国初の菱形木製カーテンウォール＊2

（*2：IWS(株)調査による）
十津川村産スギがカーテンウォールとして納まるま
での加工工程は表3のとおりです。
立木を伐採して建築物に利用するまでには期間を要
することから，次のようなプロセスで進めました。
１）基本設計の段階で，十津川村森林組合が伐採箇所の
選定を進める

２）工事1年目に使用量を積算して，それに基づいて伐
採し，製材，乾燥，集成加工までを現地で行う

３）工事2年目に新十津川町に集成材を搬入し，IWS(株) 
が詳細加工を行い，それらを庁舎工事現場で組み立
てる

 
事前の調整を綿密に行ったこと，および工事期間が

2年間あったので，あまり無理なく対応できたと考え
ています。十津川村森林組合では径が80cmほどもあ
る大径のスギを含めて用意してくれました。この原木
から製造されたカーテンウォール用集成材は，無節で
木目がそろっているとても美しいものになっていま
す。
また，このカーテンウォールは鉄，アルミニウムそ
して木材を組み合わせたハイブリッド製品でもありま
す。鉄の高強度，アルミニウムの防さび性，木材の断
熱性・湿度透過性そして意匠性がそれぞれ生かされて
いることに大きな特徴があります。
木製カーテンウォールは，工場加工した部材を工事
現場に搬入して組み立てるのが一般的で，今回も同様
の工程を踏んでいます。ただ，通常，カーテンウォー
ルは四角形であるのに対し，今回は菱形です。現場で
菱形に組み上げるには部材加工の精度と高度な現場技
術が必要で，この設計案が示されたとき，工事関係者
から「ホントにやるの？」という声が出たとも聞いて
います。関係事業体の技術と工夫により，我が国初と
なる菱形木製カーテンウォールが実現できました。
十津川村産スギ材の使用量を表4に示します。面積

でも，材積でもカーテンウォールが使用箇所の主体に
なっています。

■町産トドマツの利用
新庁舎には町有林トドマツを準不燃処理ルーバーと
して使用しています。使用箇所は表5のとおりです。

■おわりに
堀下氏にお話を伺った時は旧庁舎の解体工事中のた
め，新庁舎を正面から撮影することができませんでし
た。菱形木製カーテンウォールのダイナミックな美し
さを多少なりとも感じていただけたのであれば良いの
ですが。
堀下氏には長時間にわたり，丁寧にご説明，ご案内
をいただきました。また，多くの資料をご提供いただ
きました。厚くお礼申し上げます。

（参考）
新庁舎の特徴（基本設計より抜粋・要約）
１すべての人が利用しやすい庁舎
・閉庁日も利用可能なバス待合スペースの庁舎内設置
・2階までの吹き抜けと大きなカーテンウォールから
なる開放的なエントランスホール
・新十津川町と十津川村の木材を使用した木の温もり
が感じられる空間
２ 防災拠点となる強い庁舎
・非常用発電機により72時間の電源を確保
・上水を地下ピットに貯水して，トイレ洗浄水を72
時間分確保
・サーバー室に床免震装置を設置して重要機器の転倒
防止
３ 機能的で柔軟性のある庁舎
・事務室を無柱空間とし，将来のレイアウト変更に対
応できる柔軟性の高い設計
・1階と2階の事務室をシンプルな形状とし，執務空
間として機能性の高い設計
４ 経済的で維持管理しやすい庁舎
・耐久性の高いレンガやガルバリウム鋼板を用いてメ
ンテナンスに配慮した外装
・外断断熱工法として，熱ロスと建築コストを抑えた
省エネルギーに配慮
・環境負荷低減に考慮して地中熱ヒートポンプ設備を
採用（年間CO2排出削減率，約40％）

参考資料
１）十津川の縁　母子の村のなりたち，
　　http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/
　　00003200/00003269/20191223100239.pdf

■はじめに
1890（明治23）年，大きな水害被害を受けた十津川
村（奈良県）から移住された方々が徳富川流域のトッ
ク原野に入植し，新十津川町の開拓が始まりました。
新十津川町は十津川村のことを「母村」と呼び1)，さ
まざまな共同事業，交流事業を行っています。

2021年5月，新十津川町庁舎が新築されました（表

1）。この建物の正面外壁には十津川村産のスギで製作
されたカーテンウォールが設けられています。
新庁舎に十津川村産のスギ材を用いた背景，完成ま
での経緯および建築物の概要について，新十津川町建
設課都市管理グループ主査で，庁舎建設推進事務局も
兼務されている堀下琢磨氏にお話を伺いました。

■新庁舎での木材利用
新庁舎の設計において，次のような木材利用計画が
立てられました。
・まちに開かれた庁舎であることを印象づける「施設
の顔」として，正面にカーテンウォールを設ける。
・カーテンウォールは町章である菱十字をイメージし
た菱形とする。
・菱形カーテンウォールには十津川村産スギを用い，
「十津川村産スギを通して望む新十津川町の景色」
という意味を持たせる。
・1階エントランスホールには，温もりが感じられる
空間となるよう木材を多く使用する。同時に，十津
川村のスギと新十津川町のトドマツが向かい合い，
町のルーツに思いをはせられる場所とする。

■十津川村のスギを使う
十津川村は，村としては日本一の広さ（672.38km2）

があり，その96％が山林で占められています。その
森林資源を生かし，十津川村では，平成20年代に木
材加工流通センター，木工家具加工場を相次いで稼働
させ，十津川産村スギ，ヒノキ製品を県内外に出荷し
ています。
新十津川町では，2012年に武道場を建築した際

に，十津川村のヒノキおよび新十津川町のトドマツを
使用しています。今回の新庁舎建築に際しても，母村
とのつながりを表現する象徴として，十津川村と新十
津川町それぞれの木材を使用することが新庁舎の基本
構想を策定する段階から計画されました。
十津川村産スギの使用箇所は表2のとおりです。こ

の中で使用量，施工面積が最も大きく，かつ来庁され
た方に印象的なのは，庁舎正面のカーテンウォールで
はないかと思います（表紙，写真1，2）。

写真1　庁舎正面

表1　建築概要

(2) 木質バイオマスボイラーシステム
木質バイオマス燃料を利用するボイラーの諸元を示
します（表1）。
当ボイラーシステムは，当初RDF（ごみ固形化燃
料）を利用する設備でしたが，これを木質バイオマス
用に改造して運用しています。大きな改造ポイント
は，低品質で水分率の高い木質バイオマス燃料を利用
可能とするため，ガスバーナーを追加設置し，「ストー
カー（順送式燃焼炉）での木質燃焼とガスバーナーを
併用する」ハイブリット型としたほか，燃焼排ガスの
持つ熱を回収し，炉内乾燥を促進させる空気予熱器を
装備しました。搬送系統では，流動性の低い木質バイ
オマス燃料に適合させる改造を行い，1日当たり100ｔ
あまりを利用できる設備としています（図4，5）。

　

3. 木質バイオマスの利用状況
(1) 木質バイオマスの種類と利用状況
当社で利用している木質バイオマスの種類は，市街
地系として住宅の建築解体などに伴い発生する「建設
廃材」や，公園，街路樹整備による「剪（せん）定
枝」を原料としたもののほか，山林系として枝条や追
上材を原料とする，いわゆる「林地未利用材」です。
また，最近では胆振東部地震で発生した被災木につい
ても貴重な資源として活用しています。いずれの原料
も，納入先にてマテリアル利用を優先に仕分けされた
後，サーマル利用以外の利用が難しいものを燃料とし
ています。このような木材のカスケード利用を行い，
実質的なCO2削減効果が高まる取り組みを続けていま
す。
木質バイオマス利用状況ですが，2015年度には

29,000ｔになりました。これは，建設廃材の増量に加
え，山林系の林地未利用材の増量によるものです。林
地未利用材の増量に向け，2011年度に森林管理局，
北海道，札幌市，道森連，森林組合，民間事業者など

1. 熱供給開始の経緯
（株）北海道熱供給公社は，石炭暖房による深刻な大
気汚染防止対策として，札幌オリンピック開催前年と
なる1971年に中央エネルギーセンター（以下　中央
EC）からの高温水による熱供給を開始しました。現在
は，札幌市都心エリアに中央ECの他，4つのエネルギー
センター（以下　EC）を配し，官庁，ホテル，オフィ
ス，病院などのお客さま87件（図1）に加えて，札幌
市東区光星エリアにおいて区役所や集合住宅のお客さ
ま2,000戸に対し熱供給を行っています。
近年のCO2排出量増加による地球温暖化という新た

な環境問題に対しては，ガスコージェネレーションを
活用した自立分散型のECの展開に加え，中央ECで創
業当初から利用していた石炭ボイラー2基を2009年に
廃止し，地域熱供給事業としては国内初となる木質バ
イオマスボイラーを導入しました。このように，当社
では省エネルギー・低炭素化・災害に強いまちづくり
に貢献する取り組みを進めています。

 

2. 中央ECシステムの紹介
(1) 高温水による熱供給システム
図1のエリア北東角に位置する中央ECでは，木質バ
イオマスボイラー（1基），ガスボイラー（3基）に
加え，2019年からは隣接する北ガスグループ社屋に
設置された北ガス札幌発電所からの排熱を活用し，冬
季190℃，夏季180℃の高温水を製造し，中心部に張
り巡らされた熱供給導管（約33km）を通じてお客さ
まへ熱をお届けしています（図2）。
お客さまの建物には高温水の受入設備として熱交換
器が設置されており，給湯や暖房の温水（80℃程
度）や蒸気（0.2～0.5MPa）などに変換して利用され
ているほか，夏季は冷房用の冷水（7℃）を製造する
吸収式冷凍機の熱源としてもご利用いただいていま
す。
各建物で利用された高温水は120℃程度に低下して

ECに戻り，ボイラーで加熱され，再び高温水として送
出されるクローズドシステムとなっています（図3）。
近年，欧州における熱供給では，第4世代と呼ばれ

る80℃前後の温水供給が主流となってきています。
しかし，お客さまが利用される用途が多岐にわたるこ
と，熱を運ぶための導管サイズを小さくできることな
どから，中央ECでは現在も高い温度での供給を継続
しています。

により「道央地域木質バイオマス利用推進協議会」を
結成しました。協議会の皆さまには，林地未利用材搬
出のためのケーススタディを行うなど，多大なご協力
をいただきました。本協議会の活動を通じて，林地未
利用材を約4,500ｔ収集・利用できるシステムを構築
しています（表2）。なお，2017年以降に利用量が減少
しているのは，中央ECに隣接する地域の再開発工事に
より燃料貯蔵スペースが減じた影響によるものです。

(2) 熱利用で高める木の価値
昨今の再生可能エネルギーは電気エネルギーの施策
が先行し，FIT制度の後押しにより発電量は拡大し続
けています。
太陽光や風力は，無尽蔵のエネルギーを利用するた
め，その変換効率が20～25％と低い値であっても，
エネルギーロスの観点からは大きな問題にはなりませ
ん。同容量の場合，効率が上がれば設置するスペース
が小さくて済む，もしくは発電量が増えるということ
になります。
再生可能エネルギーという同じ括りにある木質バイ
オマスは，同様の議論が成り立つでしょうか。木は植
栽されてから利用価値が高まるまで，50～60年かけ
てカーボンを蓄積し成長します。伐採後は建材や梱包
材，製紙用原料などさまざまなマテリアルに利用さ
れ，カーボンを蓄積した状態で更に10年，50年と生
き続けることになります。これをエネルギー利用した
場合には，燃焼という過程で木に蓄えられたカーボン

が酸素と結合しCO2として大気に放出されることにな
りますが，50～60年かけて成長した木をどの程度効
果的に利用できたかはエネルギー変換効率に大きく依
存します。FIT制度のもと拡大する木質バイオマス発
電は，変換効率が概ね20～30％です。太陽光や風力
と同じような値ですが，有限なエネルギー利用方法と
しての価値はこの程度でしかないのが現状です。一
方，熱利用の場合は80％を超える変換効率が期待でき
るので，木の利用価値は飛躍的に高まり，地球温暖化
に対する貢献度も大きくなります。また，利用する原
料も熱利用の場合は低品質なものでも対応可能な場合
が多く，前述した林地未利用材を活用できるのもその
ためであり，木を余すことなく利用することでさらに
木の価値を高めるシステムが構築できています（図6）。

4. 燃焼灰の有効利用
(1) 燃焼灰の有効利用
当社で利用している木質バイオマス燃料は，燃焼後
に灰が5%程度発生します。木質バイオマス発電用燃
料の場合，灰の発生量は原料重量の1～3％と言われ
ています。一方，林地未利用材や剪定枝由来材料を利
用する場合，灰の発生量が多くなるのが特徴です。
灰を処分するにはいくつかの方法がありますが，最
も理想的なのは山林や農地への還元による資源循環で
す。しかしこの方法は，安全性の確認などが必要であ
り，木質バイオマス利用で先行している欧州でも認め
られている事例は数少ないものです。日本では産業廃
棄物として管理型の処分地に埋め立て処分するという
方法が主流で，埋め立てられた灰は永久的に管理区域
外にて資源利用されることはありません。当社では，
残渣（さ）物である灰について北斗市にあるセメント

工場へ有償処理を委託しています。全量をセメント原
料へ再利用し，残渣物から新たな役割を果たす建設資
材として生まれ変わらせる取り組みを行っています。
(2) 鉄道貨物を利用したモーダルシフト
燃焼灰の有効利用を進めるには，札幌からセメント
工場がある北斗市まで灰の輸送が必要で，その距離は
片道300kmにも及びます。当初はダンプトラックに
て輸送していましたが，輸送時にCO2が多く発生する
こと，交通事故など安全性に対する懸念，冬季交通障
害による定時運行の困難さ，ドライバーへの負担など
多くの課題がありました。これらの解決に向けて調査
検討していたところ，JR貨物が静脈輸送と称して産
業廃棄物輸送に力を入れていることを知りました。そ
こで，同社北海道支社様にご相談し，廃棄物のコンテ
ナ輸送システムについてご紹介いただきました。
ちょうど，輸送に係るCO2排出削減を目的に国土交
通省ではモーダルシフト*1等推進事業の公募を行って
おり，協議会*2で応募しました。その結果，採択され
鉄道輸送への転換を図ることができました（図7,8）。
*1モーダルシフト：
トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境
負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること

*2協議会：
木質バイオマス燃焼灰のモーダルシフト推進協議会
構成員：（株）北海道熱供給公社
　　　　北海道ジェイアール物流（株）
　　　　日本貨物鉄道（株）北海道支社
この取り組みにより，輸送時の

CO2排出量は1/5にまで低減し，交
通事故の心配もなく，定時運行性
も高まりました。さらに，ドライ
バー不足問題の解決にも役立つも
のとなるなど，多大な効果を得る
ことができました（図9）。
また，燃焼灰を運んだコンテナ
は，帰り荷がない状態で着地から
回送となっていました。そこで，
この回送コンテナを利用して函館
地区から木質バイオマス燃料を輸
送する取り組みを試行し，2013年
から国内初となる燃焼灰と木質バ
イオマス燃料の往復輸送を本格的
に開始しました（図10）。

本システムは，国土交通省から「平成26年度グ
リーン物流パートナーシップ優良事業者特別賞」を受
賞しました。

木質バイオマス燃料をトラック輸送する場合，CO2

排出量を考慮すると100km圏内からの調達が限界で
した。一方，貨物輸送ではCO2排出量が大きく減少す
ることにより，道内一円からの調達が可能となりまし
た。

5. 現状課題と今後の展開
木質バイオマスを燃料としてエネルギー利用する場
合，共通する課題は燃料の水分量です。建設廃材系は
水分量が少なく比較的品質が安定していますが，林地
残材系や剪定枝は伐採時期やチップ化後の保管状況に
より水分が50～60％W.B.になるものがあり，ボイラー
に投入しても十分な熱量が得られない場合がありま
す。特に，北海道は冬季に熱需要が一番高まります

が，この季節は屋外保管してている木質
バイオマス燃料に多量の雪が混入する
ため，思うような熱量を得られません。
また，当社のような建築物が集積
し，熱需要が高い札幌都心というロ
ケーションで利用するには，かさ張る
木質バイオマス燃料の保管場所が大き
な課題となります。
これらを解決していくため，当社で
は「札幌圏未利用木質バイオマス利用
促進協議会」を立ち上げ，座長には熊
崎実先生（当時：一般社団法人日本木
質バイオマスエネルギー協会会長）を
迎え，森林管理局や北海道，札幌市，

森林組合及び民間事業者で検討を深めました。その中
で，木質バイオマス燃料の消費地である札幌に近い場
所に中間ストックヤードを設け，そこに太陽熱など再
生可能エネルギーを利用して燃料の乾燥を行う施設を
併設するなど，年間を通じて安定的に燃料供給が可能
となる施設整備についての構想を構築しました（図

11）。今後来るべきゼロカーボン時代に向けて，この
構想実現に取り組みを進めていきます。

おわりに
昨今の自然災害の多発・常態化など，温暖化に関連
すると考えられる事象は増加しています。私たちに出
来ることは小さなものですが，今後も熱供給事業を通
じ，サスティナブルな街づくりに貢献してまいります。

十津川村産スギ材を用いた新十津川町新庁舎
～　母村とのつながりの象徴として　～

（一社）北海道林産技術普及協会　菊　地　伸　一

 
  

設計監理 株式会社ドーコン 
施工（建築） 岩倉・久保田特定建設工事共同企業体 
構造 鉄筋コンクリート造 
階数 地上3階 
延べ面積 3917.14m2 
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■わが国初の菱形木製カーテンウォール＊2

（*2：IWS(株)調査による）
十津川村産スギがカーテンウォールとして納まるま
での加工工程は表3のとおりです。
立木を伐採して建築物に利用するまでには期間を要
することから，次のようなプロセスで進めました。
１）基本設計の段階で，十津川村森林組合が伐採箇所の
選定を進める

２）工事1年目に使用量を積算して，それに基づいて伐
採し，製材，乾燥，集成加工までを現地で行う

３）工事2年目に新十津川町に集成材を搬入し，IWS(株) 
が詳細加工を行い，それらを庁舎工事現場で組み立
てる

 
事前の調整を綿密に行ったこと，および工事期間が

2年間あったので，あまり無理なく対応できたと考え
ています。十津川村森林組合では径が80cmほどもあ
る大径のスギを含めて用意してくれました。この原木
から製造されたカーテンウォール用集成材は，無節で
木目がそろっているとても美しいものになっていま
す。
また，このカーテンウォールは鉄，アルミニウムそ
して木材を組み合わせたハイブリッド製品でもありま
す。鉄の高強度，アルミニウムの防さび性，木材の断
熱性・湿度透過性そして意匠性がそれぞれ生かされて
いることに大きな特徴があります。
木製カーテンウォールは，工場加工した部材を工事
現場に搬入して組み立てるのが一般的で，今回も同様
の工程を踏んでいます。ただ，通常，カーテンウォー
ルは四角形であるのに対し，今回は菱形です。現場で
菱形に組み上げるには部材加工の精度と高度な現場技
術が必要で，この設計案が示されたとき，工事関係者
から「ホントにやるの？」という声が出たとも聞いて
います。関係事業体の技術と工夫により，我が国初と
なる菱形木製カーテンウォールが実現できました。
十津川村産スギ材の使用量を表4に示します。面積

でも，材積でもカーテンウォールが使用箇所の主体に
なっています。

■町産トドマツの利用
新庁舎には町有林トドマツを準不燃処理ルーバーと
して使用しています。使用箇所は表5のとおりです。

■おわりに
堀下氏にお話を伺った時は旧庁舎の解体工事中のた
め，新庁舎を正面から撮影することができませんでし
た。菱形木製カーテンウォールのダイナミックな美し
さを多少なりとも感じていただけたのであれば良いの
ですが。
堀下氏には長時間にわたり，丁寧にご説明，ご案内
をいただきました。また，多くの資料をご提供いただ
きました。厚くお礼申し上げます。

（参考）
新庁舎の特徴（基本設計より抜粋・要約）
１すべての人が利用しやすい庁舎
・閉庁日も利用可能なバス待合スペースの庁舎内設置
・2階までの吹き抜けと大きなカーテンウォールから
なる開放的なエントランスホール
・新十津川町と十津川村の木材を使用した木の温もり
が感じられる空間
２ 防災拠点となる強い庁舎
・非常用発電機により72時間の電源を確保
・上水を地下ピットに貯水して，トイレ洗浄水を72
時間分確保
・サーバー室に床免震装置を設置して重要機器の転倒
防止
３ 機能的で柔軟性のある庁舎
・事務室を無柱空間とし，将来のレイアウト変更に対
応できる柔軟性の高い設計
・1階と2階の事務室をシンプルな形状とし，執務空
間として機能性の高い設計
４ 経済的で維持管理しやすい庁舎
・耐久性の高いレンガやガルバリウム鋼板を用いてメ
ンテナンスに配慮した外装
・外断断熱工法として，熱ロスと建築コストを抑えた
省エネルギーに配慮
・環境負荷低減に考慮して地中熱ヒートポンプ設備を
採用（年間CO2排出削減率，約40％）

参考資料
１）十津川の縁　母子の村のなりたち，
　　http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/
　　00003200/00003269/20191223100239.pdf

■はじめに
1890（明治23）年，大きな水害被害を受けた十津川
村（奈良県）から移住された方々が徳富川流域のトッ
ク原野に入植し，新十津川町の開拓が始まりました。
新十津川町は十津川村のことを「母村」と呼び1)，さ
まざまな共同事業，交流事業を行っています。

2021年5月，新十津川町庁舎が新築されました（表

1）。この建物の正面外壁には十津川村産のスギで製作
されたカーテンウォールが設けられています。
新庁舎に十津川村産のスギ材を用いた背景，完成ま
での経緯および建築物の概要について，新十津川町建
設課都市管理グループ主査で，庁舎建設推進事務局も
兼務されている堀下琢磨氏にお話を伺いました。

■新庁舎での木材利用
新庁舎の設計において，次のような木材利用計画が
立てられました。
・まちに開かれた庁舎であることを印象づける「施設
の顔」として，正面にカーテンウォールを設ける。
・カーテンウォールは町章である菱十字をイメージし
た菱形とする。
・菱形カーテンウォールには十津川村産スギを用い，
「十津川村産スギを通して望む新十津川町の景色」
という意味を持たせる。
・1階エントランスホールには，温もりが感じられる
空間となるよう木材を多く使用する。同時に，十津
川村のスギと新十津川町のトドマツが向かい合い，
町のルーツに思いをはせられる場所とする。

■十津川村のスギを使う
十津川村は，村としては日本一の広さ（672.38km2）

があり，その96％が山林で占められています。その
森林資源を生かし，十津川村では，平成20年代に木
材加工流通センター，木工家具加工場を相次いで稼働
させ，十津川産村スギ，ヒノキ製品を県内外に出荷し
ています。
新十津川町では，2012年に武道場を建築した際

に，十津川村のヒノキおよび新十津川町のトドマツを
使用しています。今回の新庁舎建築に際しても，母村
とのつながりを表現する象徴として，十津川村と新十
津川町それぞれの木材を使用することが新庁舎の基本
構想を策定する段階から計画されました。
十津川村産スギの使用箇所は表2のとおりです。こ

の中で使用量，施工面積が最も大きく，かつ来庁され
た方に印象的なのは，庁舎正面のカーテンウォールで
はないかと思います（表紙，写真1，2）。

写真2　ホール内部から見るカーテンウォール

写真3　窓口カウンターのスギ腰壁

 

(2) 木質バイオマスボイラーシステム
木質バイオマス燃料を利用するボイラーの諸元を示
します（表1）。
当ボイラーシステムは，当初RDF（ごみ固形化燃
料）を利用する設備でしたが，これを木質バイオマス
用に改造して運用しています。大きな改造ポイント
は，低品質で水分率の高い木質バイオマス燃料を利用
可能とするため，ガスバーナーを追加設置し，「ストー
カー（順送式燃焼炉）での木質燃焼とガスバーナーを
併用する」ハイブリット型としたほか，燃焼排ガスの
持つ熱を回収し，炉内乾燥を促進させる空気予熱器を
装備しました。搬送系統では，流動性の低い木質バイ
オマス燃料に適合させる改造を行い，1日当たり100ｔ
あまりを利用できる設備としています（図4，5）。

　

3. 木質バイオマスの利用状況
(1) 木質バイオマスの種類と利用状況
当社で利用している木質バイオマスの種類は，市街
地系として住宅の建築解体などに伴い発生する「建設
廃材」や，公園，街路樹整備による「剪（せん）定
枝」を原料としたもののほか，山林系として枝条や追
上材を原料とする，いわゆる「林地未利用材」です。
また，最近では胆振東部地震で発生した被災木につい
ても貴重な資源として活用しています。いずれの原料
も，納入先にてマテリアル利用を優先に仕分けされた
後，サーマル利用以外の利用が難しいものを燃料とし
ています。このような木材のカスケード利用を行い，
実質的なCO2削減効果が高まる取り組みを続けていま
す。
木質バイオマス利用状況ですが，2015年度には

29,000ｔになりました。これは，建設廃材の増量に加
え，山林系の林地未利用材の増量によるものです。林
地未利用材の増量に向け，2011年度に森林管理局，
北海道，札幌市，道森連，森林組合，民間事業者など

1. 熱供給開始の経緯
（株）北海道熱供給公社は，石炭暖房による深刻な大
気汚染防止対策として，札幌オリンピック開催前年と
なる1971年に中央エネルギーセンター（以下　中央
EC）からの高温水による熱供給を開始しました。現在
は，札幌市都心エリアに中央ECの他，4つのエネルギー
センター（以下　EC）を配し，官庁，ホテル，オフィ
ス，病院などのお客さま87件（図1）に加えて，札幌
市東区光星エリアにおいて区役所や集合住宅のお客さ
ま2,000戸に対し熱供給を行っています。
近年のCO2排出量増加による地球温暖化という新た

な環境問題に対しては，ガスコージェネレーションを
活用した自立分散型のECの展開に加え，中央ECで創
業当初から利用していた石炭ボイラー2基を2009年に
廃止し，地域熱供給事業としては国内初となる木質バ
イオマスボイラーを導入しました。このように，当社
では省エネルギー・低炭素化・災害に強いまちづくり
に貢献する取り組みを進めています。

 

2. 中央ECシステムの紹介
(1) 高温水による熱供給システム
図1のエリア北東角に位置する中央ECでは，木質バ
イオマスボイラー（1基），ガスボイラー（3基）に
加え，2019年からは隣接する北ガスグループ社屋に
設置された北ガス札幌発電所からの排熱を活用し，冬
季190℃，夏季180℃の高温水を製造し，中心部に張
り巡らされた熱供給導管（約33km）を通じてお客さ
まへ熱をお届けしています（図2）。
お客さまの建物には高温水の受入設備として熱交換
器が設置されており，給湯や暖房の温水（80℃程
度）や蒸気（0.2～0.5MPa）などに変換して利用され
ているほか，夏季は冷房用の冷水（7℃）を製造する
吸収式冷凍機の熱源としてもご利用いただいていま
す。
各建物で利用された高温水は120℃程度に低下して

ECに戻り，ボイラーで加熱され，再び高温水として送
出されるクローズドシステムとなっています（図3）。
近年，欧州における熱供給では，第4世代と呼ばれ

る80℃前後の温水供給が主流となってきています。
しかし，お客さまが利用される用途が多岐にわたるこ
と，熱を運ぶための導管サイズを小さくできることな
どから，中央ECでは現在も高い温度での供給を継続
しています。

により「道央地域木質バイオマス利用推進協議会」を
結成しました。協議会の皆さまには，林地未利用材搬
出のためのケーススタディを行うなど，多大なご協力
をいただきました。本協議会の活動を通じて，林地未
利用材を約4,500ｔ収集・利用できるシステムを構築
しています（表2）。なお，2017年以降に利用量が減少
しているのは，中央ECに隣接する地域の再開発工事に
より燃料貯蔵スペースが減じた影響によるものです。

(2) 熱利用で高める木の価値
昨今の再生可能エネルギーは電気エネルギーの施策
が先行し，FIT制度の後押しにより発電量は拡大し続
けています。
太陽光や風力は，無尽蔵のエネルギーを利用するた
め，その変換効率が20～25％と低い値であっても，
エネルギーロスの観点からは大きな問題にはなりませ
ん。同容量の場合，効率が上がれば設置するスペース
が小さくて済む，もしくは発電量が増えるということ
になります。
再生可能エネルギーという同じ括りにある木質バイ
オマスは，同様の議論が成り立つでしょうか。木は植
栽されてから利用価値が高まるまで，50～60年かけ
てカーボンを蓄積し成長します。伐採後は建材や梱包
材，製紙用原料などさまざまなマテリアルに利用さ
れ，カーボンを蓄積した状態で更に10年，50年と生
き続けることになります。これをエネルギー利用した
場合には，燃焼という過程で木に蓄えられたカーボン

が酸素と結合しCO2として大気に放出されることにな
りますが，50～60年かけて成長した木をどの程度効
果的に利用できたかはエネルギー変換効率に大きく依
存します。FIT制度のもと拡大する木質バイオマス発
電は，変換効率が概ね20～30％です。太陽光や風力
と同じような値ですが，有限なエネルギー利用方法と
しての価値はこの程度でしかないのが現状です。一
方，熱利用の場合は80％を超える変換効率が期待でき
るので，木の利用価値は飛躍的に高まり，地球温暖化
に対する貢献度も大きくなります。また，利用する原
料も熱利用の場合は低品質なものでも対応可能な場合
が多く，前述した林地未利用材を活用できるのもその
ためであり，木を余すことなく利用することでさらに
木の価値を高めるシステムが構築できています（図6）。

4. 燃焼灰の有効利用
(1) 燃焼灰の有効利用
当社で利用している木質バイオマス燃料は，燃焼後
に灰が5%程度発生します。木質バイオマス発電用燃
料の場合，灰の発生量は原料重量の1～3％と言われ
ています。一方，林地未利用材や剪定枝由来材料を利
用する場合，灰の発生量が多くなるのが特徴です。
灰を処分するにはいくつかの方法がありますが，最
も理想的なのは山林や農地への還元による資源循環で
す。しかしこの方法は，安全性の確認などが必要であ
り，木質バイオマス利用で先行している欧州でも認め
られている事例は数少ないものです。日本では産業廃
棄物として管理型の処分地に埋め立て処分するという
方法が主流で，埋め立てられた灰は永久的に管理区域
外にて資源利用されることはありません。当社では，
残渣（さ）物である灰について北斗市にあるセメント

工場へ有償処理を委託しています。全量をセメント原
料へ再利用し，残渣物から新たな役割を果たす建設資
材として生まれ変わらせる取り組みを行っています。
(2) 鉄道貨物を利用したモーダルシフト
燃焼灰の有効利用を進めるには，札幌からセメント
工場がある北斗市まで灰の輸送が必要で，その距離は
片道300kmにも及びます。当初はダンプトラックに
て輸送していましたが，輸送時にCO2が多く発生する
こと，交通事故など安全性に対する懸念，冬季交通障
害による定時運行の困難さ，ドライバーへの負担など
多くの課題がありました。これらの解決に向けて調査
検討していたところ，JR貨物が静脈輸送と称して産
業廃棄物輸送に力を入れていることを知りました。そ
こで，同社北海道支社様にご相談し，廃棄物のコンテ
ナ輸送システムについてご紹介いただきました。
ちょうど，輸送に係るCO2排出削減を目的に国土交
通省ではモーダルシフト*1等推進事業の公募を行って
おり，協議会*2で応募しました。その結果，採択され
鉄道輸送への転換を図ることができました（図7,8）。
*1モーダルシフト：
トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境
負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること

*2協議会：
木質バイオマス燃焼灰のモーダルシフト推進協議会
構成員：（株）北海道熱供給公社
　　　　北海道ジェイアール物流（株）
　　　　日本貨物鉄道（株）北海道支社
この取り組みにより，輸送時の

CO2排出量は1/5にまで低減し，交
通事故の心配もなく，定時運行性
も高まりました。さらに，ドライ
バー不足問題の解決にも役立つも
のとなるなど，多大な効果を得る
ことができました（図9）。
また，燃焼灰を運んだコンテナ
は，帰り荷がない状態で着地から
回送となっていました。そこで，
この回送コンテナを利用して函館
地区から木質バイオマス燃料を輸
送する取り組みを試行し，2013年
から国内初となる燃焼灰と木質バ
イオマス燃料の往復輸送を本格的
に開始しました（図10）。

本システムは，国土交通省から「平成26年度グ
リーン物流パートナーシップ優良事業者特別賞」を受
賞しました。

木質バイオマス燃料をトラック輸送する場合，CO2

排出量を考慮すると100km圏内からの調達が限界で
した。一方，貨物輸送ではCO2排出量が大きく減少す
ることにより，道内一円からの調達が可能となりまし
た。

5. 現状課題と今後の展開
木質バイオマスを燃料としてエネルギー利用する場
合，共通する課題は燃料の水分量です。建設廃材系は
水分量が少なく比較的品質が安定していますが，林地
残材系や剪定枝は伐採時期やチップ化後の保管状況に
より水分が50～60％W.B.になるものがあり，ボイラー
に投入しても十分な熱量が得られない場合がありま
す。特に，北海道は冬季に熱需要が一番高まります

が，この季節は屋外保管してている木質
バイオマス燃料に多量の雪が混入する
ため，思うような熱量を得られません。
また，当社のような建築物が集積
し，熱需要が高い札幌都心というロ
ケーションで利用するには，かさ張る
木質バイオマス燃料の保管場所が大き
な課題となります。
これらを解決していくため，当社で
は「札幌圏未利用木質バイオマス利用
促進協議会」を立ち上げ，座長には熊
崎実先生（当時：一般社団法人日本木
質バイオマスエネルギー協会会長）を
迎え，森林管理局や北海道，札幌市，

森林組合及び民間事業者で検討を深めました。その中
で，木質バイオマス燃料の消費地である札幌に近い場
所に中間ストックヤードを設け，そこに太陽熱など再
生可能エネルギーを利用して燃料の乾燥を行う施設を
併設するなど，年間を通じて安定的に燃料供給が可能
となる施設整備についての構想を構築しました（図

11）。今後来るべきゼロカーボン時代に向けて，この
構想実現に取り組みを進めていきます。

おわりに
昨今の自然災害の多発・常態化など，温暖化に関連
すると考えられる事象は増加しています。私たちに出
来ることは小さなものですが，今後も熱供給事業を通
じ，サスティナブルな街づくりに貢献してまいります。

 

  

使用場所 製品 
エントランスホール 
（写真1，2） 

木・鋼製複合カーテンウォ

ールのマリオン*1 
町長室，応接室の壁 準不燃処理ルーバー 
1階，2階窓口カウン

ター（写真3） 凹凸腰壁部材 

*1マリオン：方立（ほうだて）のこと 

表2　十津川村産スギの使用場所

表3　十津川村産スギの加工工程
 

  

工程 担当事業者 
原木伐採 十津川村森林組合 
製材・乾燥 十津川村森林組合 

集成加工 十津川村森林組合 
 （IWS(株)技術協力） 

部材加工 IWS(株) 
現場組立 IWS(株) 
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■わが国初の菱形木製カーテンウォール＊2

（*2：IWS(株)調査による）
十津川村産スギがカーテンウォールとして納まるま
での加工工程は表3のとおりです。
立木を伐採して建築物に利用するまでには期間を要
することから，次のようなプロセスで進めました。
１）基本設計の段階で，十津川村森林組合が伐採箇所の
選定を進める

２）工事1年目に使用量を積算して，それに基づいて伐
採し，製材，乾燥，集成加工までを現地で行う

３）工事2年目に新十津川町に集成材を搬入し，IWS(株) 
が詳細加工を行い，それらを庁舎工事現場で組み立
てる

 
事前の調整を綿密に行ったこと，および工事期間が

2年間あったので，あまり無理なく対応できたと考え
ています。十津川村森林組合では径が80cmほどもあ
る大径のスギを含めて用意してくれました。この原木
から製造されたカーテンウォール用集成材は，無節で
木目がそろっているとても美しいものになっていま
す。
また，このカーテンウォールは鉄，アルミニウムそ
して木材を組み合わせたハイブリッド製品でもありま
す。鉄の高強度，アルミニウムの防さび性，木材の断
熱性・湿度透過性そして意匠性がそれぞれ生かされて
いることに大きな特徴があります。
木製カーテンウォールは，工場加工した部材を工事
現場に搬入して組み立てるのが一般的で，今回も同様
の工程を踏んでいます。ただ，通常，カーテンウォー
ルは四角形であるのに対し，今回は菱形です。現場で
菱形に組み上げるには部材加工の精度と高度な現場技
術が必要で，この設計案が示されたとき，工事関係者
から「ホントにやるの？」という声が出たとも聞いて
います。関係事業体の技術と工夫により，我が国初と
なる菱形木製カーテンウォールが実現できました。
十津川村産スギ材の使用量を表4に示します。面積

でも，材積でもカーテンウォールが使用箇所の主体に
なっています。

■町産トドマツの利用
新庁舎には町有林トドマツを準不燃処理ルーバーと
して使用しています。使用箇所は表5のとおりです。

■おわりに
堀下氏にお話を伺った時は旧庁舎の解体工事中のた
め，新庁舎を正面から撮影することができませんでし
た。菱形木製カーテンウォールのダイナミックな美し
さを多少なりとも感じていただけたのであれば良いの
ですが。
堀下氏には長時間にわたり，丁寧にご説明，ご案内
をいただきました。また，多くの資料をご提供いただ
きました。厚くお礼申し上げます。

（参考）
新庁舎の特徴（基本設計より抜粋・要約）
１すべての人が利用しやすい庁舎
・閉庁日も利用可能なバス待合スペースの庁舎内設置
・2階までの吹き抜けと大きなカーテンウォールから
なる開放的なエントランスホール
・新十津川町と十津川村の木材を使用した木の温もり
が感じられる空間
２ 防災拠点となる強い庁舎
・非常用発電機により72時間の電源を確保
・上水を地下ピットに貯水して，トイレ洗浄水を72
時間分確保
・サーバー室に床免震装置を設置して重要機器の転倒
防止
３ 機能的で柔軟性のある庁舎
・事務室を無柱空間とし，将来のレイアウト変更に対
応できる柔軟性の高い設計
・1階と2階の事務室をシンプルな形状とし，執務空
間として機能性の高い設計
４ 経済的で維持管理しやすい庁舎
・耐久性の高いレンガやガルバリウム鋼板を用いてメ
ンテナンスに配慮した外装
・外断断熱工法として，熱ロスと建築コストを抑えた
省エネルギーに配慮
・環境負荷低減に考慮して地中熱ヒートポンプ設備を
採用（年間CO2排出削減率，約40％）

参考資料
１）十津川の縁　母子の村のなりたち，
　　http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/files/
　　00003200/00003269/20191223100239.pdf

■はじめに
1890（明治23）年，大きな水害被害を受けた十津川
村（奈良県）から移住された方々が徳富川流域のトッ
ク原野に入植し，新十津川町の開拓が始まりました。
新十津川町は十津川村のことを「母村」と呼び1)，さ
まざまな共同事業，交流事業を行っています。

2021年5月，新十津川町庁舎が新築されました（表

1）。この建物の正面外壁には十津川村産のスギで製作
されたカーテンウォールが設けられています。
新庁舎に十津川村産のスギ材を用いた背景，完成ま
での経緯および建築物の概要について，新十津川町建
設課都市管理グループ主査で，庁舎建設推進事務局も
兼務されている堀下琢磨氏にお話を伺いました。

■新庁舎での木材利用
新庁舎の設計において，次のような木材利用計画が
立てられました。
・まちに開かれた庁舎であることを印象づける「施設
の顔」として，正面にカーテンウォールを設ける。
・カーテンウォールは町章である菱十字をイメージし
た菱形とする。
・菱形カーテンウォールには十津川村産スギを用い，
「十津川村産スギを通して望む新十津川町の景色」
という意味を持たせる。
・1階エントランスホールには，温もりが感じられる
空間となるよう木材を多く使用する。同時に，十津
川村のスギと新十津川町のトドマツが向かい合い，
町のルーツに思いをはせられる場所とする。

■十津川村のスギを使う
十津川村は，村としては日本一の広さ（672.38km2）

があり，その96％が山林で占められています。その
森林資源を生かし，十津川村では，平成20年代に木
材加工流通センター，木工家具加工場を相次いで稼働
させ，十津川産村スギ，ヒノキ製品を県内外に出荷し
ています。
新十津川町では，2012年に武道場を建築した際

に，十津川村のヒノキおよび新十津川町のトドマツを
使用しています。今回の新庁舎建築に際しても，母村
とのつながりを表現する象徴として，十津川村と新十
津川町それぞれの木材を使用することが新庁舎の基本
構想を策定する段階から計画されました。
十津川村産スギの使用箇所は表2のとおりです。こ

の中で使用量，施工面積が最も大きく，かつ来庁され
た方に印象的なのは，庁舎正面のカーテンウォールで
はないかと思います（表紙，写真1，2）。

写真4　エントランスホール壁のトドマツ（左側）
（右面上部は五十嵐威暢（たけのぶ）氏の作品）

写真5　議場

(2) 木質バイオマスボイラーシステム
木質バイオマス燃料を利用するボイラーの諸元を示
します（表1）。
当ボイラーシステムは，当初RDF（ごみ固形化燃
料）を利用する設備でしたが，これを木質バイオマス
用に改造して運用しています。大きな改造ポイント
は，低品質で水分率の高い木質バイオマス燃料を利用
可能とするため，ガスバーナーを追加設置し，「ストー
カー（順送式燃焼炉）での木質燃焼とガスバーナーを
併用する」ハイブリット型としたほか，燃焼排ガスの
持つ熱を回収し，炉内乾燥を促進させる空気予熱器を
装備しました。搬送系統では，流動性の低い木質バイ
オマス燃料に適合させる改造を行い，1日当たり100ｔ
あまりを利用できる設備としています（図4，5）。

　

3. 木質バイオマスの利用状況
(1) 木質バイオマスの種類と利用状況
当社で利用している木質バイオマスの種類は，市街
地系として住宅の建築解体などに伴い発生する「建設
廃材」や，公園，街路樹整備による「剪（せん）定
枝」を原料としたもののほか，山林系として枝条や追
上材を原料とする，いわゆる「林地未利用材」です。
また，最近では胆振東部地震で発生した被災木につい
ても貴重な資源として活用しています。いずれの原料
も，納入先にてマテリアル利用を優先に仕分けされた
後，サーマル利用以外の利用が難しいものを燃料とし
ています。このような木材のカスケード利用を行い，
実質的なCO2削減効果が高まる取り組みを続けていま
す。
木質バイオマス利用状況ですが，2015年度には

29,000ｔになりました。これは，建設廃材の増量に加
え，山林系の林地未利用材の増量によるものです。林
地未利用材の増量に向け，2011年度に森林管理局，
北海道，札幌市，道森連，森林組合，民間事業者など

1. 熱供給開始の経緯
（株）北海道熱供給公社は，石炭暖房による深刻な大
気汚染防止対策として，札幌オリンピック開催前年と
なる1971年に中央エネルギーセンター（以下　中央
EC）からの高温水による熱供給を開始しました。現在
は，札幌市都心エリアに中央ECの他，4つのエネルギー
センター（以下　EC）を配し，官庁，ホテル，オフィ
ス，病院などのお客さま87件（図1）に加えて，札幌
市東区光星エリアにおいて区役所や集合住宅のお客さ
ま2,000戸に対し熱供給を行っています。
近年のCO2排出量増加による地球温暖化という新た

な環境問題に対しては，ガスコージェネレーションを
活用した自立分散型のECの展開に加え，中央ECで創
業当初から利用していた石炭ボイラー2基を2009年に
廃止し，地域熱供給事業としては国内初となる木質バ
イオマスボイラーを導入しました。このように，当社
では省エネルギー・低炭素化・災害に強いまちづくり
に貢献する取り組みを進めています。

 

2. 中央ECシステムの紹介
(1) 高温水による熱供給システム
図1のエリア北東角に位置する中央ECでは，木質バ
イオマスボイラー（1基），ガスボイラー（3基）に
加え，2019年からは隣接する北ガスグループ社屋に
設置された北ガス札幌発電所からの排熱を活用し，冬
季190℃，夏季180℃の高温水を製造し，中心部に張
り巡らされた熱供給導管（約33km）を通じてお客さ
まへ熱をお届けしています（図2）。
お客さまの建物には高温水の受入設備として熱交換
器が設置されており，給湯や暖房の温水（80℃程
度）や蒸気（0.2～0.5MPa）などに変換して利用され
ているほか，夏季は冷房用の冷水（7℃）を製造する
吸収式冷凍機の熱源としてもご利用いただいていま
す。
各建物で利用された高温水は120℃程度に低下して

ECに戻り，ボイラーで加熱され，再び高温水として送
出されるクローズドシステムとなっています（図3）。
近年，欧州における熱供給では，第4世代と呼ばれ

る80℃前後の温水供給が主流となってきています。
しかし，お客さまが利用される用途が多岐にわたるこ
と，熱を運ぶための導管サイズを小さくできることな
どから，中央ECでは現在も高い温度での供給を継続
しています。

により「道央地域木質バイオマス利用推進協議会」を
結成しました。協議会の皆さまには，林地未利用材搬
出のためのケーススタディを行うなど，多大なご協力
をいただきました。本協議会の活動を通じて，林地未
利用材を約4,500ｔ収集・利用できるシステムを構築
しています（表2）。なお，2017年以降に利用量が減少
しているのは，中央ECに隣接する地域の再開発工事に
より燃料貯蔵スペースが減じた影響によるものです。

(2) 熱利用で高める木の価値
昨今の再生可能エネルギーは電気エネルギーの施策
が先行し，FIT制度の後押しにより発電量は拡大し続
けています。
太陽光や風力は，無尽蔵のエネルギーを利用するた
め，その変換効率が20～25％と低い値であっても，
エネルギーロスの観点からは大きな問題にはなりませ
ん。同容量の場合，効率が上がれば設置するスペース
が小さくて済む，もしくは発電量が増えるということ
になります。
再生可能エネルギーという同じ括りにある木質バイ
オマスは，同様の議論が成り立つでしょうか。木は植
栽されてから利用価値が高まるまで，50～60年かけ
てカーボンを蓄積し成長します。伐採後は建材や梱包
材，製紙用原料などさまざまなマテリアルに利用さ
れ，カーボンを蓄積した状態で更に10年，50年と生
き続けることになります。これをエネルギー利用した
場合には，燃焼という過程で木に蓄えられたカーボン

が酸素と結合しCO2として大気に放出されることにな
りますが，50～60年かけて成長した木をどの程度効
果的に利用できたかはエネルギー変換効率に大きく依
存します。FIT制度のもと拡大する木質バイオマス発
電は，変換効率が概ね20～30％です。太陽光や風力
と同じような値ですが，有限なエネルギー利用方法と
しての価値はこの程度でしかないのが現状です。一
方，熱利用の場合は80％を超える変換効率が期待でき
るので，木の利用価値は飛躍的に高まり，地球温暖化
に対する貢献度も大きくなります。また，利用する原
料も熱利用の場合は低品質なものでも対応可能な場合
が多く，前述した林地未利用材を活用できるのもその
ためであり，木を余すことなく利用することでさらに
木の価値を高めるシステムが構築できています（図6）。

4. 燃焼灰の有効利用
(1) 燃焼灰の有効利用
当社で利用している木質バイオマス燃料は，燃焼後
に灰が5%程度発生します。木質バイオマス発電用燃
料の場合，灰の発生量は原料重量の1～3％と言われ
ています。一方，林地未利用材や剪定枝由来材料を利
用する場合，灰の発生量が多くなるのが特徴です。
灰を処分するにはいくつかの方法がありますが，最
も理想的なのは山林や農地への還元による資源循環で
す。しかしこの方法は，安全性の確認などが必要であ
り，木質バイオマス利用で先行している欧州でも認め
られている事例は数少ないものです。日本では産業廃
棄物として管理型の処分地に埋め立て処分するという
方法が主流で，埋め立てられた灰は永久的に管理区域
外にて資源利用されることはありません。当社では，
残渣（さ）物である灰について北斗市にあるセメント

工場へ有償処理を委託しています。全量をセメント原
料へ再利用し，残渣物から新たな役割を果たす建設資
材として生まれ変わらせる取り組みを行っています。
(2) 鉄道貨物を利用したモーダルシフト
燃焼灰の有効利用を進めるには，札幌からセメント
工場がある北斗市まで灰の輸送が必要で，その距離は
片道300kmにも及びます。当初はダンプトラックに
て輸送していましたが，輸送時にCO2が多く発生する
こと，交通事故など安全性に対する懸念，冬季交通障
害による定時運行の困難さ，ドライバーへの負担など
多くの課題がありました。これらの解決に向けて調査
検討していたところ，JR貨物が静脈輸送と称して産
業廃棄物輸送に力を入れていることを知りました。そ
こで，同社北海道支社様にご相談し，廃棄物のコンテ
ナ輸送システムについてご紹介いただきました。
ちょうど，輸送に係るCO2排出削減を目的に国土交
通省ではモーダルシフト*1等推進事業の公募を行って
おり，協議会*2で応募しました。その結果，採択され
鉄道輸送への転換を図ることができました（図7,8）。
*1モーダルシフト：
トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境
負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること

*2協議会：
木質バイオマス燃焼灰のモーダルシフト推進協議会
構成員：（株）北海道熱供給公社
　　　　北海道ジェイアール物流（株）
　　　　日本貨物鉄道（株）北海道支社
この取り組みにより，輸送時の

CO2排出量は1/5にまで低減し，交
通事故の心配もなく，定時運行性
も高まりました。さらに，ドライ
バー不足問題の解決にも役立つも
のとなるなど，多大な効果を得る
ことができました（図9）。
また，燃焼灰を運んだコンテナ
は，帰り荷がない状態で着地から
回送となっていました。そこで，
この回送コンテナを利用して函館
地区から木質バイオマス燃料を輸
送する取り組みを試行し，2013年
から国内初となる燃焼灰と木質バ
イオマス燃料の往復輸送を本格的
に開始しました（図10）。

本システムは，国土交通省から「平成26年度グ
リーン物流パートナーシップ優良事業者特別賞」を受
賞しました。

木質バイオマス燃料をトラック輸送する場合，CO2

排出量を考慮すると100km圏内からの調達が限界で
した。一方，貨物輸送ではCO2排出量が大きく減少す
ることにより，道内一円からの調達が可能となりまし
た。

5. 現状課題と今後の展開
木質バイオマスを燃料としてエネルギー利用する場
合，共通する課題は燃料の水分量です。建設廃材系は
水分量が少なく比較的品質が安定していますが，林地
残材系や剪定枝は伐採時期やチップ化後の保管状況に
より水分が50～60％W.B.になるものがあり，ボイラー
に投入しても十分な熱量が得られない場合がありま
す。特に，北海道は冬季に熱需要が一番高まります

が，この季節は屋外保管してている木質
バイオマス燃料に多量の雪が混入する
ため，思うような熱量を得られません。
また，当社のような建築物が集積
し，熱需要が高い札幌都心というロ
ケーションで利用するには，かさ張る
木質バイオマス燃料の保管場所が大き
な課題となります。
これらを解決していくため，当社で
は「札幌圏未利用木質バイオマス利用
促進協議会」を立ち上げ，座長には熊
崎実先生（当時：一般社団法人日本木
質バイオマスエネルギー協会会長）を
迎え，森林管理局や北海道，札幌市，

森林組合及び民間事業者で検討を深めました。その中
で，木質バイオマス燃料の消費地である札幌に近い場
所に中間ストックヤードを設け，そこに太陽熱など再
生可能エネルギーを利用して燃料の乾燥を行う施設を
併設するなど，年間を通じて安定的に燃料供給が可能
となる施設整備についての構想を構築しました（図

11）。今後来るべきゼロカーボン時代に向けて，この
構想実現に取り組みを進めていきます。

おわりに
昨今の自然災害の多発・常態化など，温暖化に関連
すると考えられる事象は増加しています。私たちに出
来ることは小さなものですが，今後も熱供給事業を通
じ，サスティナブルな街づくりに貢献してまいります。

 

製品 使用量 
木・鋼製複合カーテン

ウォールのマリオン

（方立（ほおだて）） 

面積：206.8m2  

材積：6.81m3 

準不燃処理ルーバー 面積：34.9m2 

材積：1.12m3 

凹凸腰壁部材 面積：15.3m2 

材積：材積1.49m3 
*材積は搬入数量のため，ロスも含まれる 
 

  

使用場所 使用量 
エントランスホール（写真4） 
副町長室，会議室1箇所 
議場（写真5） 
3階傍聴ロビー 

面積：243.8m2 

材積：24.30m3 

 

表4　十津川村産スギ材の使用量

表5　町有林トドマツの使用箇所

正面の菱十字が新十津川町の町章
カーテンウォールはこの町章をイメージしている


