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八女市の概要とバイオマス資源の活用 

八女市林業振興課 
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土地利用の状況 

八女市の面積    : 482.53㎢ 

        人   口    : 67,953人 

        世帯数   : 24,259世帯     

                                   (平成２６年１月末現在)  

平成２２年２月１日合併 



八女市の森林の状況 

民有林のうち、人工林24,401ha。 

人工林率が約79％と高い。 

福岡県64％(全国平均41％)。 

民有林の樹種別森林面積とその割合 

階級別の森林蓄積量 

昭和３０年代～４０年代 

                         拡大造林。 

伐期を迎えた10～11齢級が 

40％を占める。 

(10齢級以上70％) 

資料 : 林野庁H24 



バイオマス 賦存量 
平成24年度現在 10年後の目標 目標とする 

変換・処理方法 利用量 利用率 利用量 利用率 

家庭系生ごみ 241 t 29 t 12％ 157 t 65％ コンポスト 

事業系生ごみ 85 t 5 t 6％ 43 t 51％ 生ごみ処理機 

筍加工残さ 150 t 148 t 99％ 148 t 99％ 堆肥化、機能性材料 

家畜排せつ物 4,688 t 4,688 t 100％ 4,688 t 100％ 堆肥化 

し尿・浄化槽汚泥 400 t 400 t 100％ 400 t 100％ 肥料化 

家庭系廃食油 3 t 0.2 t 7％ 0.7 t 23％ 
石鹸作り、バイオディーゼル

燃料 

バーク（樹皮） 48 t 25 t 52％ 48 t 100％ 堆肥化 

のこくず 625 t 625 t 100％ 625 t 100％ 家畜敷料 

端材 4,476 t 4,476 t 100％ 4,476 t 100％ チップ化 

林地残材 9,244 t 0 t 0％ 6,682 t 72％ チップ化 

稲わら 2,226 t 1,603 t 72％ 2,226 t 100％ すき込み、マルチ、敷料 

もみがら 501 t 189 t 38％ 330 t 66％ 敷料、堆肥化 

麦わら 281 t 185 t 66％ 185 t 66％ 施設園芸利用 

収穫残さ、廃棄野菜 126 t 68 t 54％ 87 t 69％ ほ場還元、堆肥化 

果樹剪定枝 924 t 0 t 0％ 112 t 12％ チップ化、農地還元 

管理竹林の間伐材 2,009 t 1,877 t 93％ 2,009 t 100％ 
炭化、土壌改良剤、竹プラス

チック、製紙用チップ、堆肥

化資材 

  〃 
放置竹林の全伐 54,993 t 266 t 0.5％ 978 t 2％ 

合計（すき込みを含む） 81,020 t 14,584 t 18％ 23,195 t 29％ 

 

           

 

● 動植物から生まれた再生可能な有機性資源で、石油などの化石資源を除いたものです。 

● 焼却しても大気中の二酸化炭素を増加させない、カーボンニュートラルな資源です。 
 

 

 

 

 

● 家畜排せつ物 
● 食品廃棄物 
● 浄化槽汚泥 
● 製材工場残材 など 

 廃棄物系バイオマス  

● 稲わら・もみ殻 
● 麦わら 
● 間伐材 
● 林地残材 など 

未利用バイオマス 

● ナタネ 
● トウモロコシ 
● サトウキビ など 

 資源作物  

１０年後の目標は 

     バイオマス利用率２９％！ 
 

＜八女市のバイオマス活用の現状・炭素換算値（トン／年）＞ 



立花地区の竹林状況 

全管理 

一部管理 

放任 

侵入 

地目変更・その他 

筆数 面積 ha 

合計 
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Ｈ１８ 悉皆調査データ 

管理竹林 放任竹林 

森林の面積  : 31,757ha 

 

    竹林面積  :   2,461ha 

 

         (旧立花町 1,255ha) 

         (旧黒木町    870ha)   

         (旧八女市    186ha) 

         (旧星野村    102ha)    

         (旧矢部村      49ha) 

 



竹の歴史 

 １６１５年  中国から伝来 

 

 １９１５年  缶詰製造技術の確立で本格的な生産開始 

 

 １９８０年  ピークを迎え、農山村の重要な収入源 

少子高齢化による
後継者不足 

輸入筍の増加による
価格崩壊 

筍生産の減少 

放置竹林の増加 

・農地や植林地への侵入被害 

・保水力の低下による災害への懸念 

・農山村の環境破壊 



行政による竹対策 

竹林の再生に向けた地域再生計画の策定 

“かぐや姫さがし”の里づくり計画 

立花ふるさと竹資源まちづくり協議会の発足 

住民・地域・企業の連携 

竹資源の有効活用と竹林の保全・再生 

平成１７年～ 

第三セク 立花バンブー株式会社設立 

(JA・森林組合・行政・個人)   
平成  ７年～ ・・・ 

・・・ 

① 地域循環型産業構造の構築 

② 雇用の創出 

③ 地域経済の活性化 

④ 地域環境の整備保全 

○荒廃竹林根絶事業・・・皆伐(12ha) 

○竹転事業・・・・・・・皆伐、広葉樹植栽(26ha) 

○荒廃森林再生事業・・・侵入竹除去(116ha) 

平成２１年～ ・・・ 

平成１９年～ ・・・ バイオマスタウン構想策定 

平成２４年～ ・・・ バイオマス活用推進計画策定 

竹堆肥・竹ブランド野菜・エコ食器 

竹繊維の製品適用化研究 

・・・ 平成２２年～ 合併・包括的連携協定・バンブーバレー実証研究センター 

平成２５年～ ・・・ バイオマス発電可能性調査実施 



管理竹林の伐採コスト 
                                                            基礎資料：H19未利用竹バイオマス利活用事業調査より 

  

 

◆間伐材の伐採コスト（2mの短幹材まで）・・・2.40円/kg 

 

                  筍生産者の１人１日当たりの平均伐採能力             81本/人日 

                  直径８㎝で含水率６０％の竹重量(2m短幹材5本分)       26.5kg/本 

                  農作業単価（農業委員会農作業標準資料）       5,152円/人日 

  

 

◆引き出しコスト・・・・・・・・・・・・・・5.05円/kg 

 

                筍生産者の１人１日当たりの平均引き出し重量     1,020kg/人日 

             農作業単価                                    5,152円/人日 

 

  

 

◆運搬コスト・・・・・・・・・・・・・・・・4.30円/kg 

 

            筍生産者の１人１日当たりの平均運搬重量         1,232kg/人日 

            運搬距離5km、燃費10km/ℓ、燃料単価150円/ℓで試算 

 

                                              ＜合計 11.75円/kg＞ 

ここまでは筍の生産経費で相殺可能 



  第三セクター 立花バンブー（株） 

 平成7年設立 

  （資本金：1,730千円）6:3:1 

     ・ＪＡふくおか八女 

     ・森林組合 

     ・八女市 他個人76名 

  竹炭・竹酢液の製造 
これまでに、約32,000t処理 

   竹の買取：約２.1億円 

 ○年間製造量  

   竹炭（３０ℓ：４万５千袋） 

   竹酢液   ：１万５千ℓ 

○主な利用 

   農業用土壌改良材 

   建築資材（床下調湿材） 

   二次派生製品（化粧品、石けん等） 

   



具体的な取り組み 

◆竹資源の高付加価値化 
   ・竹パウダーの食品への応用 

    （せんべい、パン、焼酎など） 

 ・エコ食器の共同開発 
 

◆都市との交流事業 

  ・竹林オーナー制度 
 

◆人材の育成 
 ・バンブー楽器の製作者養成 

  （ギター、バイオリン、チェロ） 

    ・竹細工講座 
 

◆バンブーバレー構想の支援  
 ・グリーンコンポジット製造会社 

  （エコ食器等の原料） 

    ・大学の研究室の誘致 



バイオマスタウン事業 

○建設業者などの事業者による竹林伐採とチップ化。 
 

     (主な取引先は市内の堆肥工場、製紙会社のパルプ原料。) 

 竹の伐採とチップ化 

 チップを原料にした土壌改良剤の製造 

○竹チップと食品残渣を利用した堆肥製造。 

            竹ブランドの野菜として製品化 

○竹粉の乳酸発酵による土壌改良材製造。 

            土壌改良材としての農業利用 

 竹繊維の自動車部品への適用化研究 

○自動車メーカーを中心とした産学官連携によ 

    る共同研究プロジェクト。 

    自動車部品(リアパーセル部品等)への適用    

    化の研究事業の実施。商品化レベルの達成。 

    低コスト化が課題。 



竹林オーナー制度の取り組み 

○２３年度末八女、黒木、立花地区で305区画のオーナー園が稼働。9h 
       (県内外からオーナー契約され、日常の管理から収穫までを家族ぐるみで管理。) 

○会員カードの発行 
       (各種の特典や、イベント情報などの提供。) 

○都市住民との交流事業 
       ( 主に、地域の団体で運営され、高齢化を向かえた地域が交流活動。) 



 各種交流会 

○竹林オーナーを対象とした交流会 

    の開催 
        ・ 竹林管理 

        ・ イノシシ対策 

        ・ タケノコ料理、イノシシ料理教室 

竹細工各種講座 

○竹の有効活用の一環として竹細工講座の開催。 
      (交流事業とともに技術者の掘り起こし。) 
 

○竹細工の商品化 

竹和紙づくり 竹細工(昆虫） 竹細工(一輪挿し、徳利） 



大阪の食器メーカー（岩本金属製作所）との連携 
  低環境負荷型の樹脂による食器の製造・・・・・「エコ食器」 
    竹繊維とＰＬＡ（ポリ乳酸）を比重５１％と４９％で混練。植物性の原料で環境に配慮した食器。 

 

    耐熱性や強度を付加した成型技術の確立。     

 平成２１年１月から、立花地区の小・中学校で
モニター事業を開始。 

   平成２３年度から２１校に導入拡大。 

立花小学校給食風景 

         ・・・学校現場の評価・・・  

＜子どもたちの意見＞ 
○軽くて持ち運びが楽になった。 
○食器が熱くなくなった。 
 
＜調理師の意見＞ 
○軽くて労務作業が楽になった。 
○食器に食材がくっつきにくく食べ方が 
  きれいになった。 
○お箸、トレーも作ってほしい。 

○ CO2排出量の数値化。 
 

○ 環境ビジネスとしての可能性調査。 
 

○ 環境教育、食育としての活用。 

エコ食器プロジェクト・・・環境ビジネスの創出 



八女バンブーバレー実証研究センター 
国立大学法人九州工業大学 
    エコタウン実証研究センター八女サテライトラボ                 平成２３年５月オープン 

 ＜当面の事業予定＞ 

 

 ◆高性能竹繊維・粉炭製造にかか
る低コスト化に向けた実証 

  

◆山仙式粉炭製造技術移転セン 

    ターとしての事業化モデルの実 

    証 

 

 ◆竹繊維、竹粉を利用した高付加

価値利用・新規事業に関する可能
性調査・事業化 

新連携・新産業創出 

共同
研究 

技術
連携 

人材
育成 

バンブーバレー構想の推進 

廃校の活用・・・旧辺春中学校跡地の活用 

産学官連携の強化 

○八女市バンブーバレー構想 

       廃校跡地を拠点に竹関連の情報・  
   人材・企業を集積。国際的にも通用す 

   る竹関連産業の先進地を構築。 



高周波 

ﾒｰｶｰ 

バンブー 

テクノ 

九州工
業大学 

高濃度竹繊維マ
スターバッチ 

【過熱水蒸気処理技術の活用】  竹を高温の水蒸気で加水分解を促進し、繊維状竹粉の抽出と乾燥を同
時に処理します。 

一定のアスペクト比を持った微粉末を低コストで安定的に得ることができるので、目的に応じて分級した竹
粉を樹脂と混練することで高機能高性能樹脂の製造が可能となります。 

    実証試験では、引っ張り強度、曲げ強度が増強され、熱収縮率が減少することが確認されました。樹脂
に繊維状竹粉を加えることにより、より強く、温度が上昇しても縮みにくく寸法安定性の高い素材を作るこ
とができます。     

H24.7林新産 

 

 

分級範囲：63～150μm 
短/長径：32.12/265.37μm 
アスペクト比：9.94 

精密分級により、一定のアスペ
クト比を持つ繊維を使い分ける
ことで、機械強度・形状安定性・
帯電防止性等に優れた特性を
持つ素材を提供します。 

PLA PC 

ABS PP 

過熱水蒸気処理 

粉砕 

分級 
繊維質以外の物質が 

分解され粉砕しやすくなる。 

樹
脂
製
品
製
造
メ
ー
カ
ー 

63-150μm 



農業用コンテナ 

ごみ容器 

グレーチング 
リアパーセルなどの自動車内装材 

産業化に向けた今後の取り組み 
 

○過熱水蒸気処理竹粉製造技術実証 

○用途に応じた竹樹脂マスターバッジの製造技術実証 
 

○原料供給の起業に向けた設備の整備 

竹食器 

竹紙 

樹脂ペレット 



竹の買い取り事業者の充実 

（株）バンブーテクノ 

大坪GSI（株） 

立花バンブー（株） 

買取量 

 2,500t/年 

 

竹炭。竹酢液 

パルプ原料 

買取量 

    400t/年 

 

研究用、高付加 

価値樹脂用 

 

買取量 

   400t/年 

 

堆肥用チップ 

パルプ原料 



 八女市の木質バイオマスボイラの取り組み状況 

時期 施設 実施者等 概要 

Ｈ20.3 
べんがら村 

(温泉施設) 

指定管理者 

（民間） 

木質ボイラ導入（550kw） 

域内製材チップ利用 

Ｈ24.3 
グリーンピア八女 

(宿泊温泉施設) 
八女市 

木質ボイラ導入（550kw） 

域内林地残材チップ利用 

Ｈ25.11 
イチゴハウス 

(農業ハウス) 
八女市 

小型木質チップボイラ(80kw) 

実証事業 

Ｈ26.7 
星の温泉館「きらら」

(宿泊温泉施設) 
八女市 

木質ボイラ導入予定（200kw） 

域内林地残材チップ利用 

温泉施設用 農業施設用 



八女市内の二酸化炭素排出削減クレジットの活用を目指します。 

グリーンピア八女 
 ４４２ｔCO2/年取得 

べんがら村 
 ５９１ｔCO2/年取得 

星野温泉館きらら 
 ２８７ｔCO2/年見込 

ＪＡふくおか八女 
 ４０７ｔCO2/年見込 

民間企業（九電、三菱
商事等へ販売 企業へ販売予定 

【グリーン経済・市場メカニズム事業】・・カーボンオフセットシール付き商品の開発 

八女市全体で排出削減クレジットの流通モデルを開拓し、イメージアップを図る。 

 
消費者は、八女市内のCO2排出削減事業に 間接的に貢献  

『エコに取組む八女ガンバレ！』 “エコ八女応援ショッピング”  登り旗 



八女市建設経済部林業振興課新産業創出係 


