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基本計画検討報告書（案）での対応一覧 

意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

1. エネルギー政策により創出され

た雇用（仕事）は、若い人が期待

するわくわくするような仕事、安

定的な収入を得ることができる

仕事の両面を満たす仕事ではな

いかと思う。先進的な取組には

様々な障害があるかと思うが、県

が率先して取り組むなどして進

めていただきたい。 

2. 島根の地域特性を活かして、地域

振興・産業振興を目的としてお

り、ぜひ実現して欲しい。 

 

○ 検討報告書（案）では、再生可能エネルギーの導入の目的を「島根の地域特性を活かし

て、地域振興・産業振興や安全安心な暮らしに資する」こととしており、地域経済への

好影響や雇用の増加につながる事業を支援することとしております。 

○ 県としても新たな産業振興につながる先進的な取組を、民間事業者に率先して行ってい

くこととしています。 

〔総論〕 

3. 原子力発電から脱却するために

も、再生可能エネルギーの導入に

力を入れるべき。 

 

○ 検討報告書（案）では、「島根の地域特性を活かして、地域振興・産業振興や安全安心な

暮らしに資する目的のもと、再生可能エネルギーの導入を促進する。」こととしておりま

す。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

4. 三隅２号機の火力発電について

は、再エネ計画の中で位置付ける

のか。 

 

○ 中国電力によると、三隅発電所２号機は、中国電力管内の経年化が進む火力発電所の代

替として計画されているところです。 

○ 今回の再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に関する基本計画では、火力発電に

ついては、検討の対象としておりません。 

〔総論〕 

5. 島根原発の廃炉を考えての計画

なのか。 

 

○ 報道されている島根原発の廃炉については、今回の再生可能エネルギー及び省エネルギ

ーの推進に関する基本計画とは関係ないものと考えています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

6. 島根県におけるエネルギー消費

量と供給量の現状と将来予測、原

子力や火力を含めた電源構成の

計画が示されていない。 

7. 電力消費量のＣＯ2排出量を削減

するための省エネ、再エネではな

いのか。 

8. エネルギー使用量を省エネで減

らし、残ったものに対して、再エ

ネで供給するといった考え方か

らすれば、省エネがまずありきな

のではないか。 

 

○ エネルギーは地域ごとの相互依存で成り立っているため、島根県という限られた行政区

画の中だけでエネルギーの需要と供給を考えることはしておらず、国がエネルギーの需

給に関して基本的な計画をたて総合的かつ計画的に施策を推進していく中で、県として

は、国の政策を踏まえ、再生可能エネルギーの導入促進と省エネルギーの推進に取り組

むこととしています。 

○ なお、検討報告書（案）に掲げられた再生可能エネルギーの導入目標については、国が

示すエネルギーミックスとの整合性を図る必要があることから、目標が達成された場合

の発電量及びそれの県内消費電力量に対する割合を一定の前提条件を付けた上で算定

し、記載したところです。 

○ また、再生可能エネルギーの導入の目的は、検討報告書（案）では、単に再生可能エネ

ルギーの導入量の増加だけでなく、「島根の地域特性を活かして、地域振興・産業振興や

安全安心な暮らしに資する目的のもと、再生可能エネルギーの導入を促進する。」ことと

しております。 

○ 省エネルギーの推進について、検討報告書（案）では、エネルギー使用量の削減や CO2

排出削減の目標値は、設定しておりません。エネルギー使用量の削減にかかる数値目標

等は、今後、政府において、エネルギーミックスを踏まえた「温室効果ガス削減目標」

が示された場合、国が示す予定の「策定マニュアル」等を踏まえ、現在実施期間中であ

る「島根県地球温暖化対策実行計画」を改訂し、検討していくこととしております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

 
○ 省エネルギーを推進していくためには、省エネルギー行動を促進していくことと、最新

の省エネルギー技術の開発・導入を図っていく二つの取組があります。このため、検討

報告書（案）では、家庭や事業所において省エネルギー行動を強化していくため、家庭

や事業所に求められる具体的な「省エネ行動」を、できるだけ分かりやすく、詳細に表

現し、省エネ行動の「見える化」を通じて、普及啓発の実効性を高めようという考えに

立ち、取組を推進していくこととしております。 

○ また、省エネルギーを推進していくためには、インセンティブとなる制度設計が必要で

あり、国において省エネルギー施策を充実し、実際に家庭や事業所が省エネルギー技術

を導入するという具体的な成果へと結び付けていくことが重要です。 

○ 県においても実際に家庭や事業所における省エネルギーの取組が推進されるよう、国に

よる法規制や税制、助成措置、最新の省エネルギー技術や設備等に関する情報（L2－Tech

“エルテックリスト”やトップランナー対象製品など）を家庭や事業所に提供していき

ます。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

9. 具体的な地域課題解決のための

施策が述べられていないのでは

ないか。 

10. それを進める上での経済的イン

センティブが必要と考えられる

が、記載されていないのではない

か。 

 

○ 検討報告書（案）では、地域課題の解決につながる再生可能エネルギーの導入について、

具体的な施策例を掲げています。 

○ また、その施策例を踏まえ、県では、再生可能エネルギーの導入を推進するために、毎

年度の予算編成の中で、様々な支援制度について検討することとしています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

11. 計画案からは島根県の熱い想い

や強い姿勢が殆ど感じられない。

時間をかけもっと濃いものをお

願いしたい。 

12. 再生可能エネルギーをひと括り

にしておられるが、水力一つをと

っても、地熱や風力、広い視点や

世界の最新の動き、島根にどう対

応させて行くか等、県民に伝えて

行くことはもっともっとたくさ

んあるが今回の案はあまりに薄

っぺらなものになっている。この

ままでは、恥ずかしいものにな

る。改善をお願いしたい。 

 

○ 検討報告書（案）は、６回にわたる委員会で検討された結果、中間報告としてまとめら

れたもので、再生可能エネルギーの導入の目的を「島根の地域特性を活かして、地域振

興・産業振興や安全安心な暮らしに資する」と明確にするなど、島根県における再生可

能エネルギー導入の大きな方向性を示したものとなっています。 

○ また、島根県の再生可能エネルギーの現状の分析や再生可能エネルギーの種類ごとの事

業者の意見聴取、導入可能量の調査のほか、学識経験者委員からの世界的な動向や日本

国内での動向などの意見を踏まえ、委員会の中で十分に議論していただき、検討報告書

（案）をまとめていただいたところです。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

13. 県の政策として長期ビジョン（例

えば 30～50年先）を打ち立て、

最終的には島根県はこういうエ

ネルギー政策（再生エネルギー生

産、エネルギー消費構造）にして

いくという目標や理念が不可欠

であると思います。本計画には長

期的で明確なビジョンが欠落し

ていると思われますが、そのこと

について県のお考えお聞かせく

ださい。 

 

○ エネルギー政策に関しては、国がエネルギーの需給に関して基本的な計画をたて総合的

かつ計画的に施策を推進していく中で、県として、国の政策を踏まえ、再生可能エネル

ギーの導入促進と省エネルギーの推進に取り組むこととしています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

14. 再生可能エネルギー導入に伴う

経済効果を分析すべきではない

か。 

15. 再エネは地域振興というスタン

スですが、地域振興というのであ

れば、何が地域振興のために最も

波及効果（投資に対しての県内に

おける定数効果）があるのかを明

確にしたうえで、総花的ではなく

特定分野からでも再エネを推進

していく必要があると思われま

す。従って、想定されている地域

振興とは何か、またそのための再

エネは何が適しているのか、また

その根拠について県のお考えを

お聞かせください。 

 

○ 再生可能エネルギー導入に伴う経済効果については、固定価格買取制度が開始されて３

年経過しておらず、算出の根拠となる経済統計データがまだ十分に揃っていないことか

ら、今回は算出しておりませんが、検討報告書（案）では、導入効果について、経済効

果や県民の負担など目的に沿った観点から可能な範囲において検証し、公表することと

しています。 

○ 経済効果は算定しておりませんが、木質バイオマス発電の燃料供給体制の整備に伴う

100名の雇用の発生など、地域振興や産業振興につながることを、できることから取り

組んでいくこととしています。 

○ また、施策例にも挙げている、自治会やＮＰＯ法人などが太陽光発電の売電利益を地域

活動に使用する取組やマイクロ水力発電をＬＥＤ照明や農業ハウスへ利用する取組など

も規模は小さくても地域振興や産業振興を後押しするものと考えています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔総論〕 

16. p.5で「「再エネ賦課金」の高騰」

とされるが、何を根拠に「高騰」

と評価できるのか。再エネ賦課金

よりも、原発や火力発電のコスト

の方がはるかに高く、これらが電

気料金に上乗せされていること

を問題視すべきである。 

 

○ 国の総合エネルギー調査会の第４回新エネルギー小委員会で示された資料では、経済産

業省が認定した再生可能エネルギー発電施設が全て運転開始した場合、再生可能エネル

ギー賦課金（再生可能エネルギーを）が、月額 225円（300kWh/月の場合）から月額 935

円になるとされています。 

○ このため、国では、再エネ導入と負担の見通し、負担の受容性等について検討されてい

るところです。 

〔総論〕 

17. この報告書は今後どのような取

扱になるのか。 

 

○ 策定検討委員会から検討報告書をいただいた後、平成 27年度において県の計画として決

定する考えです。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔地球温暖化対策〕 

18. 二酸化炭素による地球温暖化は

最近疑義がもたれているが、その

点について記載すべき。 

 

○ エネルギー基本計画では、世界の温室効果ガス排出量の増大について、「気候変動に関す

る政府間パネル（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書では、気候システムの温暖化について疑

う余地がないこと、また、気候変動を抑えるためには温室効果ガスの抜本的かつ継続的

な削減が必要であることが示されている。地球温暖化問題の本質的な解決のためには、

国内の排出削減はもとより、世界全体の温室効果ガス排出量の大幅削減を行うことが急

務である。」と記載されていることから、検討報告書（案）では、「世界的な規模の温

室効果ガスの増大が、地球全体の気候や自然の生態系などに深刻な影響を与えると予測

されている。」と記載したところです。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔現行計画の目標達成率〕 

19. 現行の地域新エネルギー導入促

進計画の目標において、最大の設

備容量の風力発電は達成率が

48％に過ぎない。公的試算で用い

られる設備利用率で、太陽光発電

と風力発電、小水力発電の発電量

を試算すると、H26目標で計 5億

4,870万 kWh、H25実績で計 3億

6,106万 kWhと推計される。合計

発電量の目標達成率は 66％に過

ぎず、「目標を概ね達成」とは言

えないのではないか。 

 

○ パブリックコメント時における検討報告書（案）の５ページの「計画の目標の達成状況」

表中、「平成 26年度目標」は「平成 27年度目標」の誤りでした。 

○ 現行計画の目標は、「出力」で設定していますが、参考までに想定発電量を算出すると下

表のとおりであり、平成 27年度には概ね達成される見込みです。 

○ ５ページの 1段落目の文章について「この計画で設定した目標は平成 27年度には概ね達

成できる見込み」と表現を訂正しました。 

（発電量単位：百万 kWh/年） 

発電種別 

（稼働率） 

太陽光発電 

（0.12） 

風力発電 

(0.2) 

小水力発電 

(0.6) 

バイオマス発電 

(0.7) 

合計 

H27年度 

目標 

出力 28,000kW 270,000kW 7,538kW 7,800kW  

発電量 29 473 40 48 590 

H27年度 

見込み 

出力 221,853kW 128,250kW 7,335kW 29,240kW  

発電量 233 225 39 179 676 

（年間発電量（kWh）＝出力（kW）×24時間×365日×稼働率） 

〔小水力発電〕 

20. マイクロ水力発電は、適用場所が

多いと思われる。水路であれば、

プロペラの選定を間違わなけれ

ば可能と思われる。 

 

○ 検討報告書（案）では、マイクロ水力発電について、流量や落差が少ないといった特徴

を持つ島根の河川に適したマイクロ水力発電の普及とその発電の地域活動や農業での利

用可能性の調査研究を行うこととしています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔木質バイオマス発電・熱〕 

21. 林地残材の木質バイオマスへの

利用により林業やコミュニティ

ーの再生に結びつけていくべき。 

 

○ 県内２箇所の木質バイオマス発電所で、県内で発生する８割にも及ぶ林地残材を新たに

活用することで、林業・木材産業全体の活性化が図られ、100名の雇用創出が見込まれ

ています。 

○ また、市町村が小さな単位で集荷し、温浴施設等で熱利用する取組も始まり、徐々に拡

大するものと考えています。 

○ 検討報告書（案）では、木質バイオマス発電や熱利用に向けた、木質バイオマスの生産

が林業振興や地域雇用の創出にあたる取り組みとして位置づけております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔木質バイオマス発電・熱〕 

22. エネルギー利用は林地残材が主

であることから、採算を考えた上

で、山林の計画的管理を視野に入

れた計画を行うべき。 

23. 林地残材の８割利用後の供給体

制はどのようになっているのか

公表すべき。 

24. ８割をバイオマス発電へ供給す

るとバイオマス熱利用事業に影

響が出るのではないか。 

25. 木質バイオマス発電の燃料確保

の見込みについて示していただ

きたい。 

26. 燃料の観点から木質バイオマス

発電の限界量を示していただき

たい。 

 

○ 林地残材を使うことが、森林経営にとってプラスとなります。 

○ 林地残材は、製材・合板用原木の生産など林業本来の経済活動により発生するもので、

伐採地では計画的に再植林などを行い、森林の循環利用が進みます。 

○ 発電所、チップ供給ともに事業者が採算性を検討したうえで取り組んでいますが、県内

全域から大量の林地残材を長期にわたり安定的に集荷するため運送コストや含水率の課

題を解決する必要があります。 

○ このため、全国に先駆けて県内全域に山土場・中間土場などの設置による木質バイオマ

ス流通体制の強化の支援事業を予算化したところです。 

○ 平成 27年度時点において、林地残材は、２つの発電所に毎年 12万トン、火力発電所の

混焼に毎年３万トン、市町村の温浴施設等に毎年５千トン、合計 15.5万トン供給される

見込みです。 

○ 県では森林資源が成熟したため林業・木材産業関係者と方向性を共有し、原木増産に取

り組んでおり、今後これにともなって林地残材も徐々に増加すると見込んでいます。 

○ 温浴施設等は１カ所あたり 400トン程度の使用量なので、十分対応できると考えていま

す。 

○ 平成23年度林業白書によると5,000kW規模のバイオマス発電に必要な燃料チップは６万

トンとされており、現在県内で発生している林地残材（19.4万トン）は約３基分になり

ます。 

○ 検討報告書(案)では、発電所の木質バイオマス必要量に対する林地残材の量を考慮し、

ただちに新たに大規模な木質バイオマス発電の増加は見込めないとしております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔木質バイオマス発電・熱〕 

27. 効率的な全幹木生産を可能とす

る皆伐施業を一層推進し、木材生

産全体の増産を通じてバイオマ

ス燃料の安定確保を図っていく

べきではないか。 

28. ＰＫＳ（輸入ヤシ殻）などを使用

せず、県内の林地残材からのバイ

オマス燃料で 100％自給可能とす

る木質バイオマス発電とするべ

きではないか。 

 

○ 県では平成 24年度から全国に先駆けて主伐支援を行い、３年間で 30％以上、木材生産

が増加しております。 

○ このように、林業・木材産業関係者と方向性を共有し、原木増産に取り組んでおり、こ

れにともなって林地残材も徐々に増加すると見込んでいます。 

○ また、県内全域から大量の林地残材を長期にわたり安定的に集荷するため、全国に先駆

けて県内全域に山土場・中間土場などの設置による木質バイオマス流通体制の強化の支

援事業を予算化したところです。 

○ 架線による全幹木生産は林地残材を集荷しやすい方法なので、今後とも主伐にあわせて

推進したいと考えています。 

○ 木質バイオマス発電において、全体で燃料チップを 20.6万トン使用し、12万トンを林

地残材、8.6万トンを輸入ヤシ殻や製材残材を使用する計画となっています。 

○ 輸入ヤシ殻は、気象災、地震などの影響により、万が一にも国内の燃料調達ができない

場合のリスクを考慮して、発電事業者が独自のルートで入手されるもので、ＦＩＴ制度

で認められた燃料です。 

○ 県は、発電事業者に対し、将来的に県内調達の林地残材のウェイトを増やすように働き

かけていきます。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔木質バイオマス発電・熱〕 

29. 山林境界がわからないため、未利

用材を利用することができない。 

 

○ 森林境界が不明確で主伐や間伐などの林業活動に支障をきたす場合には、地籍調査が未

実施の森林を対象に国の事業等を活用して森林組合や林業事業体を支援しています。 

○ この調査では、所有者の立会や現地測量等により森林境界を明確にすることができます。 

○ 山林境界の明確化は重要な取り組みですが、別途検討すべきものと考えております。 

〔陸上風力発電〕 

30. 大型陸上風力発電は、環境アセス

メントが障害。 

 

○ 陸上風力発電については、環境アセスメントに２年以上の期間と多額の経費が必要なた

め事業化が進んでいない状況にあります。 

○ このため、検討報告書（案）では、適切な環境セスメントを実施した上での事業化を推

進するため、陸上風力発電の環境アセスメントにかかる経費を助成することを施策例に

掲げています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔太陽光発電・太陽熱〕 

31. 太陽光パネルの反射については、

何らかの規制が必要ではないか。 

 

○ 空港近辺に県が設置する太陽光パネルなどについては、航空機の支障にならないか設置

前に十分に協議をしているところですが、ご指摘のとおり、一般的な太陽光パネルにつ

いては、現在のところ規制はない状況です。 

○ 全国的には、開発行為が禁止されているエリアで適切な手続きを行っていない事例など

も報告されていることから、再生可能エネルギーの発電事業について、事前に県に通知

される制度が創設される予定となっています。 

○ 今後、その状況を見ながら対応していきたいと考えています。 

〔太陽光発電〕 

32. 自治会等の太陽光発電への取組

が記載されているが、導入すれば

必ず利益が出るものなのか。 

 

○ 県では、自治会等が太陽光発電に取り組み、その利益を祭り等の地域活動に充当する場

合、初期経費に対して一定の補助を行う制度を平成 27年度から創設しました。 

○ この支援により、採算性は改善されますが、日照条件等によっては、必ずしも利益が出

ない場合も考えられますので、事業を実施する場合には、専門業者に相談するなど十分

な注意が必要です。 

〔太陽光発電〕 

33. 太陽光発電の導入推進の際には、

石州瓦などの景観へも配慮して

いただきたい。 

 

○ 戸建住宅に対する太陽光発電の県の支援は、市町村を通じて行っております。 

○ 景観への配慮など市町村の意向を尊重し、支援していきたいと考えております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔太陽熱〕 

34. 太陽エネルギーについては、利用

効率の良い熱利用＝太陽熱温水

器の開発・普及に力を入れるべ

き。各家庭で利用でき、30万円台

の安価な機器で、冬 30度に沸く

温水器の開発は、大きな効果があ

る。 

35. 県は、条例や規則をつくり、家屋

やビルなどの建築物の新設・改築

時に、屋根や駐車場などに太陽エ

ネルギーシステム（発電と熱供

給）を設置するように義務づける

べきである。県は、太陽エネルギ

ーの導入目標を設定し、その普及

支援策を早急に検討して施策を

実施すること。 

 

○ 検討報告書（案）では、家庭部門のエネルギー消費の３割を占める戸建住宅や単位面積

当たりの使用が多い医療・福祉施設の給湯に対して、太陽熱の導入を促進することとし

ています。 

○ 太陽熱については、エネルギー変換効率に優れ、機器も安価といわれておりますが、ま

だ、普及が十分ではありません。 

○ このため、戸建住宅や医療・福祉施設等へモデル的に導入し、その導入効果を確認する

こととしています。 

○ なお、太陽熱については、既存の給湯設備に接続し、冬季などにおいても給湯機能が確

保される「太陽熱ソーラーシステム」の導入を念頭に置いています。 

○ また、目標としては、今後５年間で標準的な世帯 500世帯分に相当する６TJ/年の導入を

目標としています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔地熱・地中熱〕 

36. 地熱の検討が少ないのではない

か。 

37. バイナリー発電等既存温泉に増

設する形での発電や温泉熱を利

用した農業、ブルーラグーンのよ

うな大規模な温泉による観光誘

致など参考にすべきではないか。 

38. 地熱は24時間安定稼働が可能で、

ベース電源には最適ではないか。 

39. 温泉地域において、配管放熱を検

討し、地域特産の温泉ほうれん

草・温泉促成魚など開発の可能性

をさぐるべき。 

40. 地熱発電について、きちんと位置

付けるべき。 

 

○ 地熱発電については、平成 24年度に県で調査を実施しましたが、現時点で採算が見込め

る箇所はないという結果でした。 

○ また、江津市において民間団体が発電などの地熱利用の取組を行っていますが、初期経

費が高く、採算を確保することが困難な状況にあります。 

○ 検討報告書（案）の中では、 

「地熱・地中熱については、現段階では設備費用が高額であり採算性を確保することが

困難なため、当面は公共施設等の冷暖房に対しモデル的に導入し、事業効果等を確認

する。」 

「市町村や事業者、県民が行う前述の再生可能エネルギーの導入の取組に対して必要に

応じ支援を行う。」 

こととしており、平成 27 年度予算では、地熱・地中熱の設備に対する新たな支援制度

を創設したほか、引き続き、市町村や民間事業者が行う計画策定や事業化の検討を支援

することとしています。 

○ これらの取組を通じて、地熱の利用可能性を探っていきたいと考えています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔地熱・地中熱〕 

41. 地熱・地中熱の利用方法につい

て、「融雪」を明記すべき。 

42. 行政の率先的な取組として、温泉

熱等を利用した地域振興施設の

モデル的な導入や県有施設への

地中熱ヒートポンプを利用した

冷暖房設備の導入なども掲げる

べき。 

 

○ 再生可能エネルギーの熱利用については、電気と異なり移動することが困難なため、熱

需要があるところに熱供給することが原則となります。 

○ 県内の熱需要を調査したところ、冷暖房と給湯によるものが多かったため、これに対し、

再生可能エネルギーによる熱供給の可能性を検討することとなりました。 

○ その結果、再生可能エネルギーの特質を考え、地熱・地中熱については、ヒートポンプ

により冷暖房に導入し、その効果を確認することとしたところです。 

○ 道路の融雪や県有施設への地中熱ヒートポンプを利用した冷暖房設備の導入などについ

ては、（３）の行政の率先的な取組の施策例ウの中に含めて考えているところです。 

〔木質バイオマス熱〕 

43. 薪ストーブ等を設置しても薪の

調達が難しい。薪ストーブ等の普

及のためには、設置補助よりも木

質バイオマスの流通ルートの確

立が必要。 

 

○ 一部の市町村では、温浴施設等に薪ボイラーを設置するなどの薪利用を進めており、そ

の中で住民への薪供給を考えています。 

○ このような市町村の取り組みも含めて、山土場・中間土場などの設置による木質バイオ

マス流通体制の強化の支援事業を予算化したところです。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔水素〕 

44. 水素社会構築に関する施策がな

いのではないか。 

45. 燃料電池自動車など多くの企業

が水素関連事業に参入している

中、再エネを使って水素を生産す

ることも検討すべき。 

46. 水素関連事業を手がけている岩

谷産業の操業者は島根県出身で

もあるので、水素関連で助成制度

を設けるなどもっと力を入れて

いくべき。 

47. 燃料電池車の補助金を国の補助

金とは別に創設すべき。 

 

○ エネルギー基本計画では、水素については、「無尽蔵に存在する水や多様な一次エネル

ギー源から様々な方法で製造することができるエネルギー源で、気体、液体、固体（合

金に吸蔵）というあらゆる形態で貯蔵・輸送が可能であり、利用方法次第では高いエネ

ルギー効率、低い環境負荷、非常時対応等の効果が期待される水素は、将来の二次エネ

ルギーの中心的役割を担うことが期待される。」とされています。 

○ 平成 26年６月に水素・燃料電池戦略協議会で策定された「水素・燃料電池戦略ロードマ

ップ」では、今後５年間は、主にエネファームと燃料電池車の普及に取り組むこととな

っています。 

○ このため、検討報告書（案）では、既に実用化が図られているエネファームの普及に取

り組むこととしたところです。 

○ 燃料電池車については、実用化が図られたばかりであるため、今回の検討報告書（案）

には、記載されておりませんが、状況を見ながら対応していきたいと考えております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔エネファーム〕 

48. 電力自由化に併せ、大阪ガスがエ

ネファームの買取を検討してい

るが、これを活用すれば新たな産

業が創造できるのではないか。 

49. エネファームについては、機器開

発を待つべき。 

 

○ エネファームの機器については、毎年、機器の性能が向上し、価格が下がってきている

ところですが、現時点で支援制度なしでは採算性を確保することが困難です。 

○ エネファームは、平成 25年度末、全国では約３万台設置されておりますが、島根県内で

は 91台しか設置されておらず、まずは、県内での一定程度の普及を図っていく必要があ

ります。 

○ このため、平成 27年度予算では、国の支援措置に上乗せして、エネファームの設備に対

する新たな支援制度を創設したところです。 

〔水素・メタンハイドレート〕 

50. 隠岐の島町近海で埋蔵の可能性

が高いメタンハイドレートから

取り出した水素を利用すること

で、水素利用のコストが下がれ

ば、木質バイオマスの優位性がな

くなるのではないか。 

 

○ 平成 26年６月に水素・燃料電池戦略協議会で策定された「水素・燃料電池戦略ロードマ

ップ」では、今後５年間は、主にエネファームと燃料電池車の普及に取り組むこととな

っています。 

○ 木質バイオマス導入促進施策との整合性については、水素社会の進捗状況やメタンハイ

ドレートの開発状況などを見ながら対応したいと考えております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔コジェネ〕 

51. 設備費が大きいことから機器開

発を待ち、他県の動向を見定める

べきではないか。 

52. 県内２箇所で稼働予定のバイオ

マス発電は、熱利用が考慮されて

いないのではないか。 

 

○ 検討報告書（案）では、コジェネについて、 

「大規模な設備投資が必要であることや石油や電気等他のエネルギーの価格の動向に

よりその採算性が大きく左右されること、発生する熱の利用用途が少ないことなども

あり、導入が進まない状況にある。」 

「このため、当面は、建築物や工場、住宅等の単体での利用に加え、周辺を含めた地域

単位の利用など、コージェネレーションの導入拡大の可能性に係る調査研究を促進す

る。」 

こととしています。 

○ 県内２箇所で稼働予定のバイオマス発電所については、民間事業者による発電事業であ

ることから発電事業の詳細については、コメントは差し控えます。 

〔バイオコークス〕 

53. 生ゴミを圧縮してつくるバイオ

コークスについて検討すべきで

はないか。 

 

○ 生ゴミなどのバイオマス廃棄物を利用した発電については、既に県内４箇所で行われて

いるところです。 

○ バイオコークス発電については、普及の状況等を見ながら、今後対応をしていきたいと

考えています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔行政の率先的な取組〕 

54. 行政の率先的な取り組み～”施

策例”という表現はいかがなも

のか？例ではなく取り組みを具

体的に示すべきではないか？”

例”として逃げ道を作っている

ように見受けられました。信念を

もって、施策を実施いただきた

い。 

 

○ 検討報告書（案）は、策定委員会から県への報告書の案であるため、施策「例」という

言葉を使っています。 

○ 県では、その施策例を踏まえ、再生可能エネルギーの導入を推進するために、毎年度の

予算編成の中で、様々な支援制度について検討することとしています。 

〔再エネ目標値〕 

55. 再エネの導入目標が達成された

場合の再エネによる発電量及び

それの発電電力量に占める割合

は、国のエネルギーエネルギーミ

ックスとの整合性を図る上でも

明確に示すべき。 

 

○ 目標が達成された場合の県内の電力消費量に対する割合を一定の前提条件を付けた上で

算定し、記載したところです。 

○ その結果、５年後には再生可能エネルギーによる発電量は現在の 1.5倍に、また県内の

電力消費量に対する割合は、21％から 29％へと大きく増加し、国のエネルギー基本計画

の方向性とも整合性が図られています。 



25 

 

意見の要旨 考え方・対応 

〔再エネ目標値〕 

56. 市町村別のポテンシャル調査を

新たに実施し、それに基づいて再

エネ導入目標を設定すること。 

 

○ 再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについては、今回、太陽光発電、陸上風力発電、

熱需要、太陽熱、地中熱について調査を行ったところです。 

○ 調査にあたっては、住宅地図を利用し、個別建物ごとに設置面積のみならず、採算性を

考慮した「導入可能量」を算出し、目標設定の参考としたところです。 

○ また、小水力発電、地熱発電については、平成 24年度に個別箇所ごとに調査を行ってお

り、それを目標設定の参考としたところです。 

〔普及啓発〕 

57. 大正生まれですが、昔は、水車小

屋や自転車など、身近で発電し、

明かりを灯したりしていました。 

58. 大橋川の水流を利用して小学生

に発電できることを教えられた

らいいのですが。 

 

○ 検討報告書（案）の中で掲げられている小中学生対象の「再エネ教室」の中では、自転

車で発電し LED電球を灯すなどの体験型の学習も行うこととしています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔普及啓発〕 

59. 再エネの事業で求められるのは、

専門の業者であり、」「再エネアド

バイザー」は必要ないのではない

か。 

 

○ 平成 27年度から拡充する「再エネアドバイザー」の派遣を行う事業では、専門の業者や

実際の設置者等に依頼して、アドバイスをしていただくこととしています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔普及啓発〕 

60. 県民が一体となって取り組む普

及啓発～計画を拝見した限りで

は”一体となって”積極的に取

り組む内容になっていない。あま

りにお粗末。改善をお願いした

い。学校数も累積の数だとお見受

けした。毎年 160校取り組むとし

ても学校の 50％でしかない。累積

だとわずか 10％。伝え続けること

が大切。毎年、宿泊訓練や３Rの

授業を実施しているように、最エ

ネの授業も。これからを担う子ど

もたちに教育していくことは最

重要事項。再考をお願いする。「再

エネ教室」でなくとも、毎年必ず

どこかに再エネの項目をという

形も可能。 

 

○「再エネ教室」の実施にあたっては、年度当初に各市町村を通して希望調査を実施の上、

実施校を選定しているところです。今後、「再エネ教室」の実施にあたっては、実施を希

望する学校が多くなれば、実施する学校を逐次増やしていくこととします。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔普及啓発〕 

61. 再生可能エネルギーの施設見学

の取り組みは評価できるが江津

市のみとはいかがなものか？県

民一体となって押しすすめるの

であれば、県内各市町毎くらいに

実施すべき。必ず 1箇所は再エネ

施設があるはず。太陽光を設置し

ている施設は必ずあります。見学

を呼びかけることで意識も向上

する。どんな再エネ施設でもいい

んです。古い水力発電の施設でも

OK。県民一体となって、再エネに

関心を持つことから始めること

が大切。各市町村と連携してオー

ル島根で取り組みましょう！ 

 

○ 江津市には、県（企業局）が、設置した風力発電、水力発電、太陽光発電のほか、民間

事業者による木質バイオマス発電があることから、県（企業局）が主体となって、再生

可能エネルギー施設の見学ツアー等を実施することとしています。 

○ 県内の市町村等が行う再エネ普及啓発については、講演会の講師の派遣費用等を県が支

援することとしています。 

○ 各市町村における再生可能エネルギーの施設見学については、施設の整備状況なども踏

まえ、今後、各市町村とも協議して対応していきたいと考えています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔行政の率先的な取組〕 

62. 県単位や市町村単位でのCO2国内

排出量取引制度を導入できれば、

島根県のような森林の多い地域

は経済が潤うのではないか。 

 

○ 地球温暖化対策については、今後、政府において、エネルギーミックスを踏まえた「温

室効果ガス削減目標」が示された場合、国が示す予定の「策定マニュアル」等を踏まえ、

現在実施期間中である「島根県地球温暖化対策実行計画」を改訂し、検討していくこと

としておりますので、CO2国内排出量取引制度を含めて、今後の地球温暖化対策を考え

ていく際、参考とさせていただきます。 

〔導入促進のための財源〕 

63. 省エネや再エネの推進に向けて

新たに税制を設けてはどうか。 

 

○ 県では、企業局の固定価格買取制度による利益の一部を再生可能エネルギー導入推進の

ため、使用することとしています。 

〔蓄電池〕 

64. 不安定な再生可能エネルギーの

導入を拡大するためには、蓄電池

の導入促進が必須ではないのか。 

 

○ 蓄電池は、コストが高いなどの理由から普及が進んでいない状況のため、その導入につ

いては、行政の率先的な取組の中で行うこととしています。 

○ 具体的には、市町村と連携し、避難所や防災拠点に太陽光発電と蓄電池を導入している

ほか、中国電力が実施している隠岐諸島における蓄電池実証事業に対し、旧隠岐空港を

民間事業者が実施するメガソーラー事業用地として隠岐の島町へ貸し付け、協力してい

るところです。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔計画の推進〕 

65. 毎年の振り返りの具体的なチェ

ック機能がない計画になってい

る。毎年の確認は MUST。文書とし

て記載をお願いしたい。 

 

○ 検討報告書（案）では、 

「県内の再生可能エネルギーの導入状況を定期的に把握するともに、その導入効果につい

て、経済効果や県民の負担など目的に沿った観点から可能な範囲において検証し、公表

する。」 

こととしており、その具体的な検証、公表方法については、今後検討していきます。 

〔省エネ〕 

66. 用途に合わせた品質の電力供給

系統化で利用効率を高め、省エネ

につなげる取り組みはどうか。 

 

○ エネルギーの利用効率を高める取組については、今後のエネルギー政策を考えていく際、

参考とさせていただきます。 

〔省エネ〕 

67. 暖房・冷房の使用抑制など、省エ

ネが、まじめで辛抱する高齢者に

害を及ばさないようにして欲し

い。 

 

○ 検討報告書（案）では、我慢しなくても、生活の快適性を向上し、家計の負担を少なく、

気分を盛り上げながら省エネルギーを推進する“足し算の省エネ”という新たな視点に

より普及啓発を行うこととしております。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔省エネ〕 

68. ＩＴと連携して各家庭が電力消

費量をリアルタイムに見えると

いった装置を開発普及すること

を計画してはどうか。 

69. ＩＴを利用して賞を付けた一般

家庭の「省エネランキング」など

すれば、さらにモチベーションが

高まる。 

 

○ 家庭でのエネルギー消費の見える化については、今後、家庭における省エネ行動強化に

向けて、具体的な普及啓発事業を考えていく際などの参考とさせていただきます。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔省エネ〕 

70. 省エネの内容が旧態依然で、この

ような対策のみでは省エネは進

まない。県民に努力を強要するば

かりだ。 

 

○ 家庭や事業所に求められる具体的な「省エネ行動」を、できるだけ分かりやすく、詳細

に表現し、省エネ行動の「見える化」を通じて、普及啓発の実効性を高めようという考

えに立ち、省エネルギーを推進していくこととしております。 

○ たとえば、「家庭向け」には、各家庭のライフスタイルに合わせた「楽しみながらできる

省エネ」“足し算の省エネ”という新たな発想での省エネを推進します。 

○ また、家にある家電などに対して、どのように行動すれば、生活の快適性が向上し、ど

れだけの節約ができ、それがどれくらいの省エネにつながるのかなどを示しながらの普

及啓発と情報提供を行います。 

○ 「事業所向け」には、事業所が設備等を導入しようと考え、実際に行動に移す動機付け

となるような普及啓発の工夫や、分かりやすい情報提供に取り組みます。 

○ また、これに取り組むとどれくらい経営にメリットがあるのかなどを示しながら普及啓

発と情報提供を行います。 

○ 今後も県民の皆様や事業者の皆様と連携し、省エネルギー行動の強化に向けた普及啓発

と情報提供を柱として、省エネルギーを推進していくこととしております。 

〔省エネ〕 

71. 県内エネルギー消費量への事実

分析が誤っている 

 

○ 1990年度を基準として、近年を比較してみると、民生（業務、家庭）部門は増加してい

ます。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔省エネ〕 

72. 市町村別にエネルギー消費量の

削減ポテンシャルを調査するこ

と 

73. 県内のエネルギー消費量の削減

目標を野心的な水準で設定する

こと 

74. 上記の数値目標達成のために省

エネ設備の普及目標や具体策を

計画内容に明記すること 

75. 省エネ設備対策による経済分析

を行うこと 

 

○ 省エネルギーの推進について、検討報告書（案）では、エネルギー使用量の削減や CO2

排出削減の目標値は、設定しておりません。エネルギー使用量の削減にかかる数値目標

等は、今後、政府において、エネルギーミックスを踏まえた「温室効果ガス削減目標」

が示された場合、国が示す予定の「策定マニュアル」等を踏まえ、現在実施期間中であ

る「島根県地球温暖化対策実行計画」を改訂し、検討していくこととしております。 

○ 省エネルギーを推進していくためには、省エネルギー行動を促進していくことと、最新

の省エネルギー技術の開発・導入を図っていく二つの取組があります。 

○ 省エネルギー設備対策については、インセンティブとなる制度設計が必要であり、国に

おいて省エネルギー施策を充実し、実際に家庭や事業所が省エネルギー技術を導入する

という具体的な成果へと結び付けていくことが重要です。 

○ 県においても実際に家庭や事業所における省エネルギーの取組が推進されるよう、国に

よる法規制や税制、助成措置、最新の省エネルギー技術や設備等に関する情報（L2－Tech

“エルテックリスト”やトップランナー対象製品など）を家庭や事業所に提供していく

こととし、検討報告書（案）に記載しています。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔省エネ〕 

76. 県は、建物の新築・改築時に「ゼ

ロエネルギー住宅」、「ゼロエネル

ギー建築物」、断熱化等を義務づ

けるべき。また、導入目標を設定

し、その普及支援策を実施するこ

と 

77. 県は、省エネリフォームを促進で

きるよう補助を実施すべき 

 

○ 検討報告書（案）では、住宅・建築物の断熱性等の情報を分かりやすく提供することで、

省エネルギー行動を促進することとしております。 

○ また、住宅・建築物の断熱性等を推進していくためには、インセンティブとなる制度設

計が必要であり、国において省エネルギー施策を充実し、実際に家庭や事業所が省エネ

ルギー技術を導入するという具体的な成果へと結び付けていくことが重要です。 

 

 

 

〔省エネ〕 

78. 田中優 著書「子どもたちの未来

を創るエネルギー」の中に、省エ

ネについての具体例が記載され

ていますので、参考にしてはどう

か。 

 

○ ご紹介いただいた著書については、今後、省エネ行動強化に向けて、具体的な普及啓発

事業を考えていく際などの参考とさせていただきます。 
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意見の要旨 考え方・対応 

〔省エネ〕 

79. 都市域のヒートアイランド化を

軽減することは、個別に対策を施

し、我慢を強いるより効果的であ

り、また、街の魅力アップなどの

副次的効果もある。 

 

○ 地球温暖化対策については、今後、政府において、エネルギーミックスを踏まえた「温

室効果ガス削減目標」が示された場合、国が示す予定の「策定マニュアル」等を踏まえ、

現在実施期間中である「島根県地球温暖化対策実行計画」を改訂し、検討していくこと

としております。 

○ この実行計画には、地球温暖化対策として、温室効果ガスの排出量を削減するための、

いわゆる「緩和策」と温暖化による気候変動の影響に対処するための、いわゆる「適応

策」を記載しています。 

○ 「緩和策」について、温室効果ガスの排出削減は地球規模で取り組むべき課題であり、

また国内においても「オールジャパン」で足並みをそろえて推進する必要があることか

ら、国による法規制や税制、助成措置等を基本に据えた上で、県内での取組を促進して

います。一方、「適応策」については、河川の防災対策や極端な渇水等が起きた場合の生

活水対策、農産物への高温障害対策などを記載しています。 

○ このたびの検討報告書（案）では、家庭や事業所に求められる具体的な「省エネ行動」

を、できるだけ分かりやすく、詳細に表現し、省エネ行動の「見える化」を通じて、普

及啓発の実効性を高めようという考えに立ち、省エネルギーを推進していくこととして

おります。 

○ 一方、ヒートアイランド化を軽減するための市街地形成の基本的あり方の問題について

は、現時点では、省エネルギー効果の程度、その事業手法や財源調達の仕組み、国によ

る支援制度などが不透明ですが、科学的知見の進展やそれを踏まえた国による制度設計

などの動向に応じて、将来的な検討課題となり得るものと考えます。 
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