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静岡・牧之原でバイオガス発電、アーキアエナジー 

　廃棄物処理や発電業のアーキアエナジー（東京・港）は、牧之原市の工業団地に東海地区で最大の

バイオガス発電所を建設する。約18億円を投じて発電能力650キロワットのプラントを設置、10月から

稼働する。回収した食品廃棄物から発生するメタンガスを燃やして発電する。地域に売電して環境保

全や地域経済の活性化につなげる。

　バイオガス発電は廃棄物をそのまま燃やして発電するバイオマス発電に比べ、二酸化炭素など温暖

化ガスの発生が少なく環境負荷が軽いという。密封されたタンク内で廃棄物が発酵するため周辺に臭

いが漏れず、住民の理解も得られやすい。

　すでに牧之原市の白井工業団地の土地9800平方メートルを取得しており、15日に建設を始めた。現

在、廃棄物を１日あたり12トン程度を回収しているが、発電所の稼働後は他事業者も含めて80トンを集

める。年間発電量は340万キロワット時ほどを想定しており、一般家庭の約600世帯分の消費電力に相

当するという。売電先は県内公共団体などを想定している。

　アーキアエナジーの年間売上高は１億5000万円程度だ。18億円の建設費は重い負担となるため、

静岡銀行を中心とした県内金融機関のプロジェクトファイナンスで調達する。環境保全や地域の雇用

創出などの点が評価されたという。

　アーキアエナジーは子会社を通じ、2008年に吉田町で廃棄食品のリサイクル事業に参入。廃棄物食

品を破砕し、畜産や農業向けに飼料や堆肥として販売している。

　12年に電力の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）が始まり、静岡県は食品や飲料の加工・製造が盛んで

あり、工場からの食品残さが大量かつ効率的に回収できるため、県内での発電事業を決めた。

　アーキアエナジーの大橋徳久取締役は「地域社会に密着し、地産地消にも貢献できる」と話す。
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東海地区最大規模、牧之原にバイオガス発電所建設

　食品廃棄物などの有機物を発酵させて発生する「バイオガス」を

活用する発電所が、牧之原市の白井工業団地に建設されること

になった。発電量は一般家庭約６００世帯の使用量に相当する年

間３４０万キロワット時で東海地区最大規模。１５日に起工式が建

設予定地で行われた。今年１２月の本格稼働を予定している。

　発電所を企画した「アーキアエナジー」（東京都港区）によると、敷地面積は４５２０平方メートル

で、１日約８０トンの食品廃棄物を県内から受け入れ、６５０キロワットの発電機を２４時間稼働させ

る。発電した電力は中部電力へ販売し、電力の小売り全面自由化が始まる今年４月以降、地元へ

の電力供給を目指す。…［記事全文］

 なるほど   2016/01/16 10:33   【静岡新聞】
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東海地区最大「牧之原バイオガス発電所」、建設事業始まる　静岡
　■地産地消エネ推進　地方再生の起爆剤

　牧之原市で15日、食品廃棄物を燃料とする東海地区最大規模の「牧之原バイオガス発電所」の建設事業が始まった。事業主は再生可能エネルギーの事
業化を手掛ける「アーキアエナジー」（東京都港区）で、食品リサイクル専門の廃棄物処理会社「ゲネシス」（吉田町）が運営する。エネルギーの地産
地消を推進し、地域の雇用を生み出すなど地方創生の起爆剤としても期待が集まっている。総工費は約18億円で、10月からの稼働を目指す。

　バイオガス発電は、食品廃棄物や家畜の糞（ふん）尿などの有機物を発酵させ、発生したバイオガス（メタン、二酸化炭素など）を燃焼して発電させ
る仕組み。温室効果ガスを大量に排出しないため温暖化対策に効果的な上、残った燃料を畜産などの飼料として2次利用できる利点がある。

　この日は午前11時から、建設予定地の同市白井（白井工業団地）で、工事の安全を祈願する地鎮祭が行われ、関係者約40人が参加。西原茂樹・牧之
原市長は「原発が稼働しない中で、どう地産地消型のエネルギーを生み出すか課題だった。発電所の建設を応援する」とし、「臭いや騒音については、
住民が心配しないよう行政と事業者が一体となって進めていきたい」とあいさつした。

　同社によれば、建設する発電所には、メタン発酵槽と発電機をそれぞれ2基備え、1日当たり約80トンの食品廃棄物を県内全域から受け入れるとい
う。年間発電量は約340万キロワット（一般家庭約600世帯の年間使用量に相当）で、電気を中部電力に売り、当面は工場や病院などの高圧需要家に供
給する計画。年間約1億3千万円の収入を見込んでいる。

　バイオガス発電をめぐっては、平成23年の東日本大震災に伴う原発事故を受け、太陽光発電や風力発電とともに注目が集まるようになった。24年7月
の固定価格買い取り制度導入に伴い全国的に事業化が進み、今年4月からの電力小売り全面自由化によって、さらに市場が活性化すると予想されてい
る。

　アーキアエナジーの植田徹也社長（36）は「これからは一般家庭が電源を選べる時代になる。再エネの電力は高いといわれているが、環境的な意義、
社会的な意義は非常に大きい」と説明。将来的なビジョンについては「発酵済み燃料を茶農家の肥料として活用できるように研究したり、雇用の促進を
図ったりして、地域に恩返しできるようなプロジェクトにしたい」と話している。
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東海地区最大規模、牧之原にバイオガス発電所建設 

（2016/1/16 08:25） 

バイオガス発電所の完成イメージ図 

  

⾷品廃棄物などの有機物を発酵させて発⽣する「バイオガス」を活⽤する発電所

が、牧之原市の⽩井⼯業団地に建設されることになった。発電量は⼀般家庭約６

００世帯の使⽤量に相当する年間３４０万キロワット時で東海地区最⼤規模。１

５⽇に起⼯式が建設予定地で⾏われた。今年１２⽉の本格稼働を予定している。 

 発電所を企画した「アーキアエナジー」（東京都港区）によると、敷地⾯積は４５

２０平⽅メートルで、１⽇約８０トンの⾷品廃棄物を県内から受け⼊れ、６５０キ

ロワットの発電機を２４時間稼働させる。発電した電⼒は中部電⼒へ販売し、電⼒

の⼩売り全⾯⾃由化が始まる今年４⽉以降、地元への電⼒供給を⽬指す。 

 建設地選定にあたっては、⾷品加⼯業が多い静岡県に加え、エネルギーの地産地

消を⽬指す同市に決めたという。事業の地産地消も重視し、吉⽥町の⾷品リサイク

ル会社「ゲネシス」（⼤橋徳久社⻑）が運営に携わるほか、県内の⾦融機関の協⼒も

得た。総⼯費は約１８億円。 



 ア社の植⽥徹也社⻑（３６）は「バイオガス事業から派⽣するビジネスがたくさ

んある。事業を安定させて雇⽤を促進し、連携する地元企業などへ恩返ししていき

たい」と話した。 
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東海地区最大「牧之原バイオガス発電所」、建設事業始まる　
静岡
産経ニュース 01月16日(土)07時05分配信

　■地産地消エネ推進　地方再生の起爆剤
　牧之原市で１５日、食品廃棄物を燃料とする東海地区最大規模の「牧之
原バイオガス発電所」の建設事業が始まった。事業主は再生可能エネルギ
ーの事業化を手掛ける「アーキアエナジー」（東京都港区）で、食品リサ
イクル専門の廃棄物処理会社「ゲネシス」（吉田町）が運営する。エネル
ギーの地産地消を推進し、地域の雇用を生み出すなど地方創生の起爆剤と
しても期待が集まっている。総工費は約１８億円で、１０月からの稼働を
目指す。
　バイオガス発電は、食品廃棄物や家畜の糞（ふん）尿などの有機物を発
酵させ、発生したバイオガス（メタン、二酸化炭素など）を燃焼して発電
させる仕組み。温室効果ガスを大量に排出しないため温暖化対策に効果的
な上、残った燃料を畜産などの飼料として２次利用できる利点がある。
　この日は午前１１時から、建設予定地の同市白井（白井工業団地）で、
工事の安全を祈願する地鎮祭が行われ、関係者約４０人が参加。西原茂
樹・牧之原市長は「原発が稼働しない中で、どう地産地消型のエネルギー
を生み出すか課題だった。発電所の建設を応援する」とし、「臭いや騒音
については、住民が心配しないよう行政と事業者が一体となって進めてい
きたい」とあいさつした。
　同社によれば、建設する発電所には、メタン発酵槽と発電機をそれぞれ
２基備え、１日当たり約８０トンの食品廃棄物を県内全域から受け入れる
という。年間発電量は約３４０万キロワット（一般家庭約６００世帯の年
間使用量に相当）で、電気を中部電力＜9502＞に売り、当面は工場や病
院などの高圧需要家に供給する計画。年間約１億３千万円の収入を見込ん
でいる。
　バイオガス発電をめぐっては、平成２３年の東日本大震災に伴う原発事
故を受け、太陽光発電や風力発電とともに注目が集まるようになった。２
４年７月の固定価格買い取り制度導入に伴い全国的に事業化が進み、今年
４月からの電力小売り全面自由化によって、さらに市場が活性化すると予
想されている。
　アーキアエナジーの植田徹也社長（３６）は「これからは一般家庭が電
源を選べる時代になる。再エネの電力は高いといわれているが、環境的な
意義、社会的な意義は非常に大きい」と説明。将来的なビジョン＜9416
＞については「発酵済み燃料を茶農家の肥料として活用できるように研究
したり、雇用の促進を図ったりして、地域に恩返しできるようなプロジェ
クトにしたい」と話している。
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