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第３回会議における追加質疑・回答 

 

【回答者】島根県素材流通協同組合 理事長 篠原 憲 様 

 

質問者 質問 回答 

田儀委員 ① 間伐材・林地残材未利用がどの程度有るのか 

 

9月 16日の委員会資料で、平成 25年度の木質バイオマス発生量

は約 22万トンと記載しております。そのうち、林地残材は約 19

万トンです。 

② 森林の整備のメリットとはどの程度のものか 

 

林地残材は、これまで利用する需要がなかったため、伐採後林内

に放置してきました。木質バイオマス発電所の稼働によって、林

地残材が燃料として利用されることになり、林業経営の活性化に

より森林荒廃を防ぐことができます。 

健全な状態にある島根県の森林が有する公益的機能の評価額は、

約 1兆 7千億円になると島根県が試算しています。 

③ ゲリラ豪雨への対応は・・・ 

 

林地残材を木質バイオマスとして利用することで、伐採跡地に林

地残材が放置されず、大雨のときに流出して、災害を引き起こす

ことがなくなります。 

④ 木質は国内だけでまかなえるのか 

 

両発電所に確認したところ、燃料は、輸入ヤシ殻約 3.5万トン、

国産の木質チップ約 17万トンと聞いています。 

⑤ 森林資源から発電事業を生むことで持続可能

な循環型産業であることだと思います 

木質バイオマス発電は、今まで利用しなかった林地残材を燃料と

して利用することで、森林資源を余すことなく有効に活用するた

め循環型林業の推進につながります。 

資料１－２ 
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【回答者】島根県素材流通協同組合 理事長 篠原 憲 様 

 

質問者 質問 回答 

石橋委員 ① 木材（原料）の値上がりが予想されるが、そ

の将来見通しと対策（コスト増） 

 

木質バイオマスは、主として製材や合板用の原木生産（伐採）に

伴って発生する林地残材を活用します。 

製材用等の原木は、経済情勢によって価格が変動しますが、これ

まで森林内に放置してきた林地残材は大きな価格変動がないも

のと考えています。また、電力の固定価格買取制度のもとで燃料

となる木質バイオマスの価格は変動をしないものと考えられて

います。 

今後、木質バイオマスの生産コストを抑えるため、高性能林業機

械の導入や森林作業道の整備、大量の木質バイオマスを効率的に

収集するヤードの設置等の取り組みを行うことが必要です。 

 

② 木質バイオマス生産における雇用について 

   H25:243人 → H30:328人（＋85人） 

とあるが、山林の担い手不足のなかで、どの

ように確保していくのか（労務費が安い） 

 

木質バイオマスの生産や燃料チップを供給する事業体のほとん

どは、法律に基づく通年雇用者の増員や労働時間短縮の計画を定

めた認定事業主です。 

これらの事業者が、燃料用チップの需要増大に備えて、国や県の

制度を活用した給与等の就労条件の改善や技術研修の実施によ

り、林業従事者の確保を進めています。 
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【回答者】中国電力株式会社 様 

 

質問者 質  問 回  答 

常國委員 ① 先日の報告で、「系統連系申し込みに最大限

お応えしています」と説明されました。「最

大限」とはどの程度の送電容量なのでしょう

か。 

今後、再エネの発電量が増加すると予測され

ますが、送電網の拡張の計画はどのようにな

っておられますか。 

九州電力さんのような買い取り拒否が起こ

らないためには、中電さんもすすめておられ

る再エネの拡大に向けての計画をもう少し

詳しく教えてください。 

また、発送電分離についても今後のシナリオ

について詳しく教えてください。 

 

 前回の委員会にて，送電線や配電線を水道管に例えてお話させ

て頂きましたが，お客さまが連系希望される地点・出力規模によ

っては，水道管の太さが細いといった物理的制限も発生します。

つまり，接続可能量は地点・出力規模によって異なります。「系

統連系申し込みに最大限お応えしています」とご説明させて頂い

たのは，そのような場合においても，当社は連系可能な太い送・

配電線を接続先とするなどの代替案を検討し，その中でコストの

安価なものを提示しているとの主旨です。 

なお，当社サービス区域内における再生可能エネルギーの接続

可能量の拡大方策等の取り組みにつきましては，資源エネルギー

庁の「新エネルギー小委員会」において，①風力や太陽光など電

源毎の導入拡大の在り方，②導入に必要な施策と追加的コストの

分析，③固定価格買取制度の在り方について審議が進められてお

ります。また，電力会社の接続可能量の検証・拡大方策を審議す

るために，「新エネルギー小委員会」の下部組織として「系統ワ

ーキンググループ」が設置されており，これらの動向を踏まえ，

適切に対応してまいりたいと考えております。 

発送電分離についてですが，電力システム改革の法案提出時

期・実施時期などを規定した「電気事業法の一部を改正する法律」

（平成２５年１１月１３日成立）では，発送電分離は「平成３０

年～平成３２年を目途に実施」することとし，「（法案は）平成２

７年の通常国会への提出を目指す」とされており，現在，電力シ

ステム改革の具体的な制度の検討を行う「制度設計ワーキンググ

ループ」において，検討が進められているところです。 
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【回答者】島根大学教授 上園 昌武 様 

 

質問者 質問 回答 

石原委員 ① 再生可能エネルギーによるエネルギー100％自

給を目指す必要があるのか？ 

 ・・・ベストミックスの必要があるのでは？ 

 

石油や石炭などの化石燃料、ウラン資源は枯渇するので、長

期的に見れば、再生可能エネルギーによるエネルギー自給 100％

を目指すことに異論がないでしょう。また、化石燃料は大気汚

染や地球温暖化問題等の環境問題を引き起こし、原子力発電は

福島第一原発事故のような甚大な放射能汚染や技術的に未解決

な放射性廃棄物処理問題等の多くの諸問題を抱えています。経

産省や電力会社が用いる「ベストミックス」は、化石燃料と原

子力利用を中心としたエネルギー構成であり、環境汚染・破壊

や事故リスクを伴います。 

 安全で持続可能な社会を実現するためには、エネルギー消費

の大幅な削減と再生可能エネルギーの普及による「エネルギー

自立」社会を目指すべきです。既存のエネルギーインフラを変

えていくためには、10 年、20 年、30 年単位で数値目標を定め

て設備投資を伴うインフラ整備を加速的に進める必要がありま

す。当面は化石燃料を利用しながら、再生可能エネルギーの普

及量を計画的に増加させることが求められていると考えていま

す。 

 

② 地域経済の自立として産業の創出及び過疎

化・高齢化対策になると説明。 

・・・意味がよくわからない。高齢化対策になる

のか？ 

 原発や火力発電は大規模集中型であり、立地地域周辺で事業

や雇用を生ます。それに対して、省エネや再エネは小規模分散

型なので、広範囲で事業や雇用が生まれます。中山間地域では、

雇用がないために若者が流出してきましたが、省エネや再エネ
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【回答者】島根大学教授 上園 昌武 様 

 

質問者 質問 回答 

 は中山間地域でも事業や雇用が生まれるため、若者や労働世帯

の定住が期待できます。また、省エネや再エネ事業は小売業や

様々なサービス業などにも経済波及が生まれます。 

このように若年・労働世帯の維持・増加が進めば、過疎化・

高齢化対策につながると考えられます。 

 

③ ページ 4に記載されている島根県の再生可能電

力のポテンシャルについて。 

 ・・・（出典）永続地帯研究会（2012）「永続地帯 

2012 年度版報告書」で示された設備容量を

もとに、報告者が設備利用率を想定して発電

量を試算と書いてあるが、もとデータから、

どのような計算でこの数字になったのか？ 

特に、出典元データでは島根県は風力

45.7％、小水力発電 38.5％であるにも関わ

らず、報告者試算では太陽光発電が 43.6 億

kWhと風力以上に全体の半数になるのは？ 

太陽光発電が設置を考える場合、先般の事業

者説明で固定価格買取制度の金額が 40 円、

36円と比較して 32円になると事業運営が厳

しくなって導入はできないとの話であった。 

また、戸建住宅の場合、島根県の統計資料を

 再生可能電力のポテンシャル（潜在可能量）は、設備容量と

設備利用率をもとに発電量を試算しています。例えば、太陽光

発電の発電量は、設備容量 415万 kW×設備利用率 0.12×365 日

×24 時間＝43.6億 kWhです。風力発電や地熱発電、中小水力発

電も設備容量と設備利用率の数値を置き換えれば、それぞれの

発電量を試算できます。なお、設備利用率は、内閣府のエネル

ギー・環境会議・コスト等検証委員会「コスト等検証委員会報

告書」2011年 12月や環境省情報をもとに設定しています。 

 ポテンシャルは潜在可能量を示したものであり、2030 年や

2050年度の中長期目標の目安となる数値です。設置事業者は、

設置費用や維持管理費用などの費用をもとに経済性を判断しま

すが、中長期になると化石燃料価格などとの相対価格も重要な

要素になります。 

また、2030 年や 2050 年の将来の潜在可能量を示しているわ

けですから、それまでの期間に相当部分の戸建て住宅が改築・

新築されていると考えられます。建築工事の際に、太陽光発電
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【回答者】島根大学教授 上園 昌武 様 

 

質問者 質問 回答 

見ると持ち家率や一戸建て率も全国から比

べると高い上、建築年度も昭和 55 年度以前

も高く、高齢化率も全国から比べると高いこ

とを考えると、戸建てに太陽光発電がどれだ

け普及するのか疑問である。 

だけではなく、太陽熱温水器の設置や断熱化などをあわせて取

り組むことも十分に可能です。 

④ ページ 6再生可能エネルギー導入シナリオ（電

力）設備容量について 

・・・第一回目の島根県の資料で島根県地域新エ

ネルギー導入促進計画の 2013年度実績と P6

の 2012 年度実績と照らし合わせると数字が

かけ離れているのは？ 

 実績値の通りであり、わずか１年間で急速に太陽光発電が設

置されています。 

（地域政策課見解） 

 固定価格買取制度が 2 年目に入り、太陽光発電が飛躍的に増

加したためと考えられます。 

⑤ ページ 19まとめについて思うこと。 

 ・・・省エネとして最終的には機器の買換え、省

エネ住宅への移行しかないが、そのために建

築基準法（耐震設計等）では扱えないドイツ

のエネルギー住宅のように高断熱、高気密の

住宅を進めるには、現在は住宅金融支援機構

（旧住宅金融公庫）申請に於いてサッシ・

壁・天井・床断熱等々が規定にクリアしない

限り認定がない。等の政策以外には何か方法

がないのか？ 

 断熱化などの設備投資を伴う省エネ化は、エネルギー消費量

を大きく削減する効果が期待できます。東京都は「建築物環境

計画制度」で省エネルギー性能を高めたり、「長寿命環境配慮住

宅モデル事業」で中小工務店も参画した長寿命で環境への影響

にも配慮したモデル住宅の供給を目指しています。このように

規制や補助金などの政策を拡充するとともに、事業づくりを地

域事業者と推進する取り組みが考えられます。 
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【回答者】島根大学教授 上園 昌武 様 

 

質問者 質問 回答 

石橋委員 ① 市民・地域共同発電所の県内設置に向けての課

題と推進のポイント（地域分散型は必要） 

 

 市民・地域共同発電所の設置のポイントは、地域内で資金を

循環させる経済波及効果（地域益）を重視することであり、そ

のためには地域住民や自治体と地域事業者が協働することが必

要です。地域住民や自治体は共同発電所の設置の事業づくりや

資金集めを担うことになりますが、発電設備の設置やアセスメ

ントなどの技術面、金融面などノウハウを工務店や専門業者、

金融機関に求めることになります。このような専門家チームを

県内事業者で形成することが推進のポイントだと考えられま

す。 

 県内設置の課題は、市民・地域共同発電所の設置が地域で受

容させることです。つまり、環境や生活への悪影響がでないこ

とや、共同発電所の必要性を周知していくことです。そのため

には、適切な環境アセスメントの実施と地域住民への丁寧な説

明が必要であり、さらには県や市町村が再生可能エネルギーの

普及促進計画を策定することが求められます。 
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【回答者】島根県 地域政策課 

質問者 質問 回答 

常國委員 再生可能エネルギーの増加についてデ

メリットがいろいろ指摘されていました。 

「経済効果」や「エネルギー自給率の向

上」などのメリットはどのように試算され

ているのでしょうか。今回の計画にはどの

ように盛り込まれるのでしょうか。 

 

① 委員会では、次のようなメリットが発電事業者等から説明があり

ました。 

（風力発電） 

○ 地元からの採用、地域内企業への工事・物品の発注、地元金

融機関からの借入、地元の祭り等への協賛等 

○ 発電所作業道の一部の公道化、一般供用 

（木質バイオマス発電） 

○ 県内 2ヶ所のバイオマス発電の開設に伴い約 100名の雇用が

発生 

○ 森林所有者への所得還元 

○ 燃料チップ加工業者の経営状況の安定 

○ 森林資源の適切な管理 

（小水力発電） 

○ エネルギーの地域としての有効活用の可能性 

（太陽光発電） 

○ ソーラーシェアリングによる農業利用への可能性 

② 産業連関表等による副次的経済効果の算出は、固定価格制度施行

後の 2 年間のデータにより、環境省の事業を利用し大学等で調査

研究されていますが、結果公表時期等は未定とのことです。 

③ 「エネルギー自給率向上」のメリット等については、委員会でご

議論いただきたいと考えています。 

 


