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第１章 再生可能エネルギー 

はじめに 
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１．再生可能エネルギーの導入促進 

  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。 

  また、県民に身近でわかりやすい成果目標として、個別施策の実施目標を設定す

る。 

 

（１）島根の地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入促進 

島根県は森林資源や水資源が豊かであり、季節風などの風況にも恵まれ、古来

から自然を大切にする県民性も持ち合わせている。これらの地域特性を活かした

再生可能エネルギーの導入を促進する。 

 

 

１）小水力発電 

県内の水力発電の適地は開発済みであり、残された箇所のほとんどは小規模

な水力発電の可能性しかない。小規模な水力発電は、売電収入等に比較して導

入経費が高額なため採算性を見込むことは難しい。 

このため、採算性が見込まれる既存の農業用水路等を利用した小水力発電の

導入を促進する。 

また、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

水力発電の普及及びその発電の地域活動や農業での利用可能性について調査

研究を行う。 

 

施策例ア 農業水利施設を活用した小水力発電の施設整備を助成するとと

もに売電利益を農業振興に使用 

施策例イ マイクロ水力発電による地域の LED街灯や害獣駆除用の電柵の設

置可能性を調査研究 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

地域振興や農業振興のためのマイク

ロ水力発電の設置箇所数 
０ヶ所 50ヶ所 

毎年 10ヶ所の集落で LED防犯灯等に活用できるマイクロ水力発電を導入 
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２）木質バイオマス発電 

木質バイオマス発電は、県内の豊富な森林資源を活用できるほか、林業や製

造業、加工業、運搬業等の多業種が関わることから、多くの雇用が生まれる地

域循環型の大きな産業となり得る。 

県内２ヶ所の木質バイオマス発電所においては、県内で発生する林地残材や

未利用材のほとんどを燃料として使用することから、新たに大規模な木質バイ

オマス発電所を設置することは難しい。 

また、木質チップを大量で安価に供給するためには、運送コストや含水率、

人材確保などの面で課題が残されている。 

このため、当面は、県内２ヶ所の木質バイオマス発電所への燃料の安定供給

体制を整備するとともに、今後増加することが予想される木質チップ需要への

対応を図る。 

 

施策例ア 未利用材の集積が困難な地域の施設整備及び燃料チップ増産に

伴う人材の確保を支援 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

木質バイオマス発電所に供給する未

利用木材の量 
０万㌧／年 12万㌧／年 

県内２ヶ所のバイオマス発電所の安定的な稼働のために必要な木質バイ

オマスチップを年間 12万㌧供給できる体制を整備 

 

 

３）陸上風力発電 

陸上風力発電は、大規模な発電では経済性が確保でき再生可能エネルギーの

導入量の拡大に大きく貢献するほか、一定の雇用も見込まれるが、環境や景観

の面で地域に与える影響が大きいことが懸念されている。 

また、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る。 

このため、環境や景観への配慮を前提とした陸上風力発電の導入を促進する。 

 

施策例ア 適切な環境ア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係る経費を助成 
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（２）地域振興や産業振興につながる再生可能エネルギーの導入促進 

固定価格買取制度を支えているのは、家庭や企業等の電気使用者であるが、こ

うした使用者が負担するだけではなく、将来的にメリットを受けられるようにす

るためにも、地域振興や産業振興といった島根県の政策課題の解決につながる再

生可能エネルギーの導入を促進する。 

 

 

１）太陽光発電 

太陽光発電は、固定価格買取制度の動向や系統連系の状況に大きな影響を受

けることが見込まれるが、環境に与える影響が少なく発電開始までの期間が短

い等、比較的取り組みやすい特徴を持っている。 

このため、地域振興のために地域で取り組む太陽光発電や県民が積極的に取

り組む太陽光発電の導入を促進する。 

また、島根県の主要産業である農業における太陽光発電の利用可能性を調査

研究する。 

 

施策例ア 自治会等が売電利益を地域活動に活用する場合や、県内事業者が

発電事業と併せて地域貢献活動を行う場合に、太陽光発電等の導

入の際の初期経費等を助成 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

再生可能エネルギーの導入に取り組

む自治会数等 
２団体 52団体 

太陽光発電に取組み、売電収入を祭り等の地域活動に使用する自治会を

毎年 10ずつ増やす 

施策例イ 住宅・事業所用太陽光発電等の設備導入に対し助成 

施策例ウ 民有地のメガソーラー発電事業用地の情報提供の仕組みを構築 

施策例エ メガソーラー発電等の事業化推進のため送電網の接続経費を助

成 

施策例オ 太陽光発電等を利用した省電力型栽培技術の構築等、再生可能エ

ネルギーの農業生産への利用を調査研究 
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２）再生可能エネルギー熱利用等 

県内のエネルギー消費のうちの多くを占める給湯や冷暖房などの熱利用に

対して、経済性やエネルギー変換効率などを踏まえた再生可能エネルギーの導

入を促進する。 

また、将来のエネルギーの中心的役割を担うと考えられている水素エネルギ

ーの導入を促進する。 

 

 

   ① 太陽熱 

太陽熱については、家庭部門のエネルギー消費の約３割を占める戸建住宅

の給湯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導入の

可能性を検討する。 

 

施策例ア 太陽熱ソーラーシステムの導入効果を確認するため、モデル的に

導入等に係る経費を助成 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

医療・福祉施設の給湯への太陽熱ソー

ラーシステムの導入補助件数 
０ヶ所 ３ヶ所以上 

導入効果を確認するため、年間 1 ヶ所の医療・福祉施設の給湯への太陽

熱ソーラーシステムの導入に対し補助（4年目以降は、導入効果を確認後、

支援制度を検討） 

 

施策例イ 住宅・事業所用の給湯への太陽熱ソーラーシステム等の導入効果

を確認するため、モデル的に導入等に係る経費を助成 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

一般住宅の太陽熱ソーラーシステム

の導入補助件数 
０台 60台以上 

導入効果を確認するため、年間 20ヶ所の一般住宅の給湯への太陽熱ソー

ラーシステムの導入に対し補助（4年目以降は、導入効果を確認後、支援

制度を検討） 

 

   ② 地熱・地中熱 

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て導入の可能性

を検討する。 
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施策例ア 地熱・地中熱ヒートポンプの導入効果を確認するため、モデル的

に導入等に係る経費を助成 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

公共施設等の冷暖房への地熱・地中熱

ヒートポンプの導入補助件数 
０ヶ所 ３ヶ所以上 

導入効果を確認するため、年間 1 ヶ所の公共施設等の冷暖房への地熱・

地中熱ヒートポンプの導入に対し補助（4年目以降は、導入効果を確認後、

支援制度を検討） 

 

 

③ 木質バイオマス熱利用 

今後、増加が見込まれる木質チップを活用し、公共施設や温浴施設に木質

バイオマス熱利用設備の設置等を促進する。 

また、木質バイオマス熱利用の農業への利用可能性を調査研究する。 

 

施策例ア 公共施設や温浴施設の木質バイオマスボイラー等の導入に係る

経費を支援 

施策例イ 住宅・事業所用ペレットストーブや薪ストーブ等の設備導入に対

し助成 

施策例ウ 木質バイオマスを利用した農業ハウスの加温等の調査研究 

 

 

   ④ エネファーム 

緊急時の地域における一定のエネルギー供給の確保や地域のエネルギー

関連産業の振興のため、エネファームの導入の可能性を検討する。 

 

施策例ア エネファームの導入効果を確認するため、モデル的に導入等に係

る経費を助成 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

エネファームの設置台数 91台 121台以上 

導入効果を確認するため、年間 10ヶ所のエネファームの導入に対し補助

（4年目以降は、導入効果を確認後、支援制度を検討） 
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（３）行政の率先的な取組 

県は、率先して県有施設等における再生可能エネルギーの導入に努める。 

なお、その際は、管理することが困難な場合等を除き、民間事業者が事業主体

となることを基本とする。 

また、民間事業者では採算が見込まれない先進的な取組等については、県有施

設等で、県が事業主体となり、モデル的に取り組む。 

このほか、避難所や防災拠点において災害時等の非常時に必要なエネルギーを

市町村と連携して再生可能エネルギーにより供給することを促進する。 

 

 

施策例ア 県有施設等を民間事業者に貸出し、太陽光発電を導入 

施策例イ 県が事業主体となり、県有施設等に太陽光発電や木質バイオマス

ボイラー等を導入 

施策例ウ 小水力発電の発電量を今後も確保するため、県有の既設小水力発

電をリニューアル 

施策例エ 県有ダム等に維持放流を利用した小水力発電を導入 

施策例オ 避難所や防災拠点等に太陽光発電や蓄電池を導入 

個別施策実施目標（例） 平成 26年度 平成 31年度 

防災拠点等への太陽光発電、蓄電池の

設置箇所数 
10ヶ所 25ヶ所 

国の再生可能エネルギー等導入推進基金を活用し、県内全市町村の避難

所 1箇所以上に太陽光発電と蓄電池を導入 

施策例カ 県（企業局）が設置した発電施設の固定価格買取制度による利益

を再生可能エネルギー導入促進のために使用 
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（４）県民が一体となって取り組むための普及啓発 

   エネルギーに関する県民の関心は高まっているが、再生可能エネルギーに関連

する施策、例えば、固定価格買取制度などについては、県民が身近な問題として

とらえているとは言いがたい。また、県内企業においても、再生可能エネルギー

の導入がビジネスチャンスに結びつくにもかかわらずその取組が活性化してい

るとは言いがたい。 

このため、再生可能エネルギーを県民一人一人が身近な問題としてとらえても

らえるよう、また、県内企業が再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組むよ

う、普及啓発を図っていく。 

 

 

施策例ア 小中学生対象の「再エネ教室」の開催 

施策例イ 江津市の風力・水力・太陽光・木質バイオマス発電等の再生可能

エネルギー施設の見学ツアーの催行 

施策例ウ 再生可能エネルギー導入の事業化を検討する事業者に「再エネア

ドバイザー」を派遣 
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２．再生可能エネルギーの導入目標と計画の推進 

（１）再生可能エネルギー導入目標 

再生可能エネルギーの導入促進にあたり、これまで述べてきた施策の実施及び

H26 年度の固定価格買取制度がそのまま継続することを前提として、導入目標を

次のとおり設定する。 

なお、再生可能エネルギーの導入量は、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ほか、固定価格買取制度の動向や系統の受け入れ容量、平成

28 年（2016 年）に予定されている電力の小売り全面自由化などに大きな影響を

受けることから、目標は必要に応じ見直す。 

 

  １）目標 

種別 
平成 25年度末実績 

（2013年度末実績） 

平成○○年度末目標 

（20○○年度末目標） 

太陽光発電 

（住宅用・10kW未満） 
49,661kW ○○kW 

太陽光発電 

（メガソーラー等・10kW以上） 
37,280kW ○○kW 

陸上風力発電 128,250kW ○○kW 

小水力発電（1,000kW以下） 7,335kW ○○kW 

木質バイオマス発電 ０kW ○○kW 
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２）目標設定の考え方 

   ① 太陽光発電 

     固定価格買取制度では、太陽光発電は、住宅用を想定した 10Kw未満と事

業用を想定した 10kW以上の区分に分けて設定されている。 

10kW未満の太陽光発電は、固定価格買取制度開始以前から、国の補助など

により増加しており、制度開始の前後の H23、24年度は、年 10,000kW近く

増加しているが、H25、26年度は、6～7,000kWの増加に落ち着いてきている。 

 

このことから、             加を目標とする。 

 

     10kW以上の太陽光発電は、固定価格買取制度開始以降の実績しかなく、H24

年度は、工事中の案件が多いため 1,726kWの増加に留まっているが、H25年

度は 35,000kW、H26年度（見込み）は 32,000kWと飛躍的に増加しているが、

増加率は低下傾向にある。 

     この原因は、大規模な太陽光発電を行う適地が少なくなってきていること

のほか、固定価格の低下などが考えられる。 

 

     こうした状況を踏まえ、          を目標とする。 
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② 風力発電 

                         を目標とする。 

 

 

③ 小水力発電（1,000kW以下） 

     H24年度に県内の農業用水路等を対象に県が行った調査では、採算性の見

込まれる水力発電は、１ヶ所 158kWのみであった。 

また、H26年度に県有の維持放流を行っているダム等を対象に県が行った

調査では、採算性の見込まれる水力発電は、１ヶ所 360kWのみであった。 

このことから、               を目標とする。 

 

④ 木質バイオマス発電 

     H27年度に発電を開始する県内２ヶ所の木質バイオマス発電所において、

県内の林地残材や未利用木材等のほとんどが消費されるため、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。 

     このことから、               を目標とする。 

 

⑤ 再生可能エネルギー熱利用等 

     太陽熱ソーラーシステム、地中熱ヒートポンプ等の再生可能エネルギー熱

利用については、導入件数が少ないことに加え、近年設備の性能や価格の変

化が著しいことから、現段階では導入量の推計を行うことは困難である。 

     このため、計画策定時には、県内における導入の総量の目標設定はせずに、

個別施策の目標設定に留めるものとする。 
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（２）計画の推進 

   県は、再生可能エネルギーの導入促進に関し、国の動向を把握するとともに、

市町村、県民、事業者との連携に努める。 

 

 

施策例ア 地域振興や産業振興につながる再生可能エネルギーに関する市

町村計画の策定や事業可能性調査等に係る経費を助成 
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第２章 省エネルギー 

はじめに  
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１．家庭向けの省エネルギーの推進 

（１）省エネルギー行動の強化に向けた普及啓発 

キッチンや居間、バス・トイレなどの生活の各場面で考える省エネルギー行動

の強化に向けて、我慢しなくても、生活の快適性を向上し、家計の負担も少なく

なり、気分も盛り上がって、省エネが推進されていく「楽しみながらできる省エ

ネ」の普及啓発を行い、省エネに興味を持ち実際に行動に移していく層を広げ、

ライフスタイルに合わせた省エネ行動を強化する。 

 

 

（２）行動強化に向けた取組 

公民館や地域婦人会等の協力を得ながら、家庭に身近な場所で学習会やイベン 

ト等の省エネルギーを学ぶ機会を提供する。 

最新の省エネルギー技術や省エネ手法等、科学的知見に精通したアドバイザー

を派遣するなど、市町村や団体等と連携した省エネの取組を推進する。 

家庭におけるエネルギー消費量の削減に向けて、診断士が診断家庭の家族構成、

居住地域やエネルギー使用量等を把握し、ライフスタイルに合わせた実効性の高

い省エネルギー対策を提案する。 

 

 

（３）家電等に関する情報提供 

家庭の中で電気をたくさん使っている冷蔵庫や複数所有していることの多い

自動車、寒さ対策での暖房 、給湯、住宅（断熱性等）について、その賢い使い

方や最新の省エネ機器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。 

 

 

（４）生活の各場面で考える省エネ行動目標 

重点的に普及啓発に取り組むべき具体的な行動を「省エネ行動目標」として設

定し、行動レベルの向上を目指す。 
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 行動項目 行動目標 

キ
ッ
チ
ン 

外出時や就寝時には電気ポット

のプラグを抜く など 

１０項目 ア、アンケート調査により、省エネの行動実態や 

行動意識を把握し、行動レベルをＡ､Ｂ､Ｃに 

仕分け 

Ａ:80％以上､Ｂ:40％～80％未満､Ｃ:40％未満 

 

イ、省エネ行動を「すぐに取り組めるもの」と「高 

額の費用がかかるため容易に進捗しないも

の」等に分類 

 

ウ、行動レベルが低いものは引き上げ、すでに行

動レベルが高いものは現状維持 

居
室 

テレビを見ない時は主電源を 

ＯＦＦにする など 

１９項目 

ト
イ
レ 

バ
ス
・ 

お風呂は家族で間隔を開けずに

入る など 

９項目 

自
動
車

等 

早めのアクセルオフを心がける 

など 

８項目 

買
い
物 

買い物袋を持ち歩く など 

３項目 
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２．事業所向けの省エネルギーの推進 

（１）省エネルギー行動の強化に向けた普及啓発 

事業所においては、エネルギーコストの削減や設備の老朽化対策等が課題とな

っている。 

事業所が抱えているエネルギー関連の心配事に対して、その対策手法や対策に

よる効果などを分かりやすく情報提供し、事業所における設備の取扱等、運用改

善による省エネルギー行動を強化する。 

 

 

（２）行動強化に向けた取組 

アドバイザーが、現場診断により、事業所における施設設備の状況を調査し、

エネルギー使用状況を分析した後、問題点の提示や設備更新の提言を行う。 

また、診断後における事業者の取り組みと現状の把握を行い、その効果を検証

するとともに、その取り組みの効果を広く県内の事業所に情報提供するなど、市

町村や団体、企業と連携した省エネの取組を推進する。 

事業所に環境配慮型経営の長けた人材を派遣し、社員に省エネ手法等を研修す

ることで、事業所全体の環境に配慮した経営の取組を支援する。 

 

 

（３）事業所内における設備改善に向けた情報提供 

企業において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、実際に企業が

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つけていくことが重

要である。 

県においても、実際に取組が推進されるよう、国による法規制や税制、助成措

置等や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事業者に提供する。 
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（４）事業所における省エネ行動目標 

事業所において、重点的に普及啓発に取り組むべき具体的な行動を「省エネ行

動目標」として設定し、行動レベルの向上を目指す。 
 
 
 
 

 行動項目 行動目標 

施
設 

室外機等への散水、明るい窓際

の消灯 など 

１８項目 

ア、アンケート調査により、省エネの行動実態や 

行動意識を把握し、行動レベルをＡ､Ｂ､Ｃに 

仕分け 

Ａ:80％以上､Ｂ:40％～80％未満､Ｃ:40％未満 

 

イ、省エネ行動を「すぐに取り組めるもの」と「高 

額の費用がかかるため容易に進捗しないもの」

等に分類 

 

ウ、行動レベルが低いものは引き上げ、すでに行

動レベルが高いものは現状維持 

輸
送 

自
動
車
・ 

経済速度での運転を指導 など 

６項目  

有
効
活
用 

資
源
の 

3R(発生抑制､再利用､再生利用)

の推進等 など 

１３項目 

 

 

 


