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風力発電設備　
11,980kW（1,990kW×5基、600kW×3基、230kW×１基）

主な設備
寿都郡寿都町字湯別町下湯別
寿都郡寿都町字樽岸町浜中
寿都郡寿都町字歌棄町

所在地

寿都町役場　産業振興課
ＴＥＬ　0136-62-2602
http://www.town.suttu.lg.jp

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
風が強いことで有名な本町は、春から夏にかけて吹く南南東の
強風（だし風）と、秋から冬にかけて吹き荒れる北西の季節風
が漁業や農業に悪影響を与える悩みの種となっていました。
その風を『まちづくり』に生かそうという逆転の発想により
1989年に全国の自治体としては初めて風力発電所（現在廃止）
を設置しました。その後1999年、2003年、2007年に風力
発電施設を建設し、自治体運営の風力発電としては、国内で最
大級の施設を保有しています。風力発電の売電益は、環境対策
を中心とした費用に充て、町内外に環境問題への取組について
普及啓発を行なっています。

特長
厄介者であった『風』を風力発電によってクリーンなエネル
ギーに変え、町の活性化のための財源を生み出すとともに、
重要な産業となっています。

北海道

『だし風』とともに歩む未来へ

北海道　寿都町
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　20,000kW（1,000kW×20基）

主な設備

苫前郡苫前町字上平
所在地

株式会社ユーラスエナジージャパン
事業推進部
TEL　03-5561-6250
http://www.eurus-energy.com/

問い合わせ先

事業の内容
苫前町は日本海に面した人口約5千の漁業の町で、古くから風
の強い地域として知られてきました。この風を有効利用し地域
の活性化を図ろうと取り組んだのが本施設です。町営牧場に１
基あたり1,000kWの風車を20基設置した総出力2万kWの風
力発電所で、一般家庭約1万5,000世帯分の電力を供給します。
青い海を背景にした美しい牧場に風車が建ち並ぶ風景はエネル
ギーと自然との新しい関係を物語っています。

特長
国内初の大規模風力発電所として、「風の町づくり」を目指す
苫前町の地域活性化に貢献しています。

北海道

株式会社ユーラスエナジー苫前　(北海道　苫前町）

苫前グリーンヒルウインドパーク
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風力発電設備　1,200kW（600kW×2基）

主な設備

久遠郡せたな町瀬棚区　瀬棚港内
所在地

せたな町役場　瀬棚総合支所　産業建設課　
http://www.town.setana.lg.jp/modules/
tinycontents/index.php?id=27

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
せたな町は北海道南西部に位置し、冬は北西の季節風が非常に
強く、夏は北海道特有の「やませ」（東風）が強く吹き付ける
風が非常に強い町です。そんな厳しい自然環境を、あえて恵ま
れた特色としてクリーンエネルギー事業の推進に活かそうと風
力発電事業構想が生まれました。せたな町で保有する港湾の活
用方法も懸案となっていたことから、特有の強い風と港湾を有
効活用するため2003年、日本初の「洋上風車」を建設しました。

特長
日本初の「洋上風車」という先進的な取組みでメディア・関係
者から注目を浴び、町のシンボルとしても親しまれています。

北海道

日本初洋上風車「風海鳥（かざみどり）」

北海道　せたな町
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雪氷エネルギー雪氷エネルギー

雪冷房マンション（24戸の居室冷房）　　雪貯蔵量　　100トン　
ＪＡびばい「雪蔵工房」（雪零温米倉庫）雪貯蔵量　3,600トン　
美唄雪山プロジェクト　　　　　　　　　雪貯蔵量　1,000トン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

主な設備

美唄市内に10ヵ所
所在地

美唄市役所　商工交流部　産業・雇用対策課
TEL　0126-63-0111（直通）
http://www.net-bibai.co.jp/eneken/

問い合わせ先

事業の内容
美唄は、かって石炭の「黒ダイヤ」で栄えた炭鉱まちです。
1997年より、厄介者の雪を貴重な地域資源「白ダイヤ」とし
て、自然冷熱エネルギーの利活用に向け、研究会を中心に取組
を開始しました。「世界初、美唄発！雪冷房マンション」以降、
現在では市内10カ所に市民等が導入した雪冷房施設が点在し、
民主導で利雪導入と普及、技術開発に取組んでいます。

特長
美唄雪山によるホワイト・データーセンター企業誘致を図りな
がら、省エネや環境保全を目指しています。

北海道

美唄自然エネルギー研究会　（北海道　美唄市）

『黒ダイヤから、雪の白ダイヤへ』
～美唄利雪産業クラスターの形成に向けて～
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雪冷熱利用籾低温貯蔵システム　雪貯蔵量　　1,500トン　　　
雪山センター　　　　　　　　　雪貯蔵量　10,000トン

主な設備

雨竜郡沼田町内各所
所在地

沼田町役場　地域開発課
沼田町利雪技術開発センター
TEL　0164-35-2112
http://www.town.numata.hokkaido.jp

問い合わせ先

雪氷エネルギー雪氷エネルギー

事業の内容
世界初の雪冷房システムによる米穀貯蔵施設を始め、10ヶ所
に雪氷熱利用設備を導入しています。主幹産業の農業分野に雪
を活用する「利雪型農業」を推進し、「雪中」ブランドの開発
に取り組んでいます。2008年には雪供給基地として「沼田式
雪山センター」の運用を開始し、あらゆる分野に雪を供給する
体制を準備しました。また町立研究機関による雪利用実験や教
育機関での「利雪学習」など普及啓発活動も実施しています。

特長
雪氷熱利用が、地域の活性化策の重要な柱の一つとなるまで成
長し、町ぐるみで利用を推進しています。

北海道

「輝け雪のまち」～雪と共生するまちづくり～

北海道　沼田町
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雪氷エネルギー雪氷エネルギー

雪氷庫　雪氷量　1,042トン
雪氷庫　雪氷量　1,202トン

主な設備

虻田郡洞爺湖町成香
所在地

洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会　事務局
TEL　0142-74-3005（洞爺湖町役場　産業課）
とうや湖農業協同組合　青果指導販売課
TEL　0142-87-2033

問い合わせ先

事業の内容
洞爺湖町の基幹産業の一つである農業において、現在取り組ん
でいる減化学肥料、減農薬栽培等、自然にやさしく安心・安全
なクリーン農業に、さらに雪熱エネルギーを利用した農産物貯
蔵施設（雪蔵）を導入することにより電力換算で年間約
280MWhの省エネルギー化、維持管理費の節減を図っています。

特長
雪蔵に入れることで農産物の品質維持及び食味向上を図りなが
ら長期保存が可能となり、計画出荷や食味向上による需要増等
による地域農業の活性化が図られています。

北海道

洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会　（北海道　洞爺湖町）

雪蔵貯蔵施設
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貯雪庫　雪貯蔵量　1,580トン　　　　　
蓄熱槽　　　　　　　　100m3
熱交換器　冷却能力　386kW

主な設備

札幌市東区モエレ沼公園
所在地

札幌市環境局　環境都市推進部　
エコエネルギー推進課
TEL　011-211-2872
http://www.sapporo-park.or.jp/moere/
index.php（モエレ沼公園）

問い合わせ先

雪氷エネルギー雪氷エネルギー

事業の内容
札幌市モエレ沼公園の中でもシンボル的な存在であるガラスの
ピラミッドは、底辺約50ｍ、高さ約30ｍの概ね正四角錐から
なる建物です。全面がガラスで覆われているため、夏には巨大
な温室となり、冷房エネルギーの消費が大きくなります。そこ
で、公園内という立地条件を生かし、｢環境にやさしい自然エ
ネルギー｣を活用する雪冷房システムを採用し、高い省エネル
ギー性と環境負荷低減性を実現しました。

特長
このシステムの特長は、室内負荷に応じ、自然エネルギー
（雪・外気）の選択を効果的に行っていることです。

北海道

札幌市モエレ沼公園
ガラスのピラミッド雪冷房システム
北海道　札幌市
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

木屑専用ボイラー　蒸気発生量　70トン/h
木質バイオマス発電設備　　　　4,700kW 

主な設備

網走郡津別町字達美
所在地

津別単板協同組合
TEL　0152-75-5101
FAX　0152-75-5105

問い合わせ先

事業の内容
地元北海道の針葉樹を利用した合板製造工程から出る木屑を木
質バイオマスコージェネレーション設備の燃料として、発電と
その廃熱蒸気により工場の必要エネルギーのほぼ全量を供給し
ています。設備導入により、1年に化石燃料を原油換算で2.4
万キロリットル、CO2を6.9万トン削減するなど、大きな効果
が得られました。また、グリーン電力設備認定を取得するとと
もに、産廃費、燃料・電力費等に大きな経済効果がありました。

特長
木質バイオマスの自然エネルギーで合板製造を行い、地産地消
型木材資源グリーンサイクルを実行しています。

北海道

津別単板協同組合　（北海道　津別町）

木質バイオマスコージェネレーション設備
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足寄郡足寄町芽登本町
足寄郡足寄町北1条4丁目
足寄郡足寄町北3条1丁目

所在地

足寄町役場　経済課　商工観光振興室
TEL　0156-25-2141（代表）
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
間伐・伐採の際に山土場に残されている未活用の木材をエネル
ギーとして有効活用するため、木質ペレット工場の建設と、公
共施設への大型ボイラーの導入により、地域内で安定した需要
と供給を確保し、カーボンニュートラルエネルギーによる温室
効果ガス排出抑制と林業に関わる新たな産業の創出、木材・人
材・経済の地域循環による地域振興を目指すものです。

特長
地域循環を意識した事業の展開により、林業をはじめとする地
域経済と人材の循環にも寄与しています。

木質ペレット製造設備　700トン/年
大型木質ペレットボイラー　4基　ペレット利用量　225トン/年

主な設備

北海道

足寄町木質バイオマス資源利用促進事業

北海道　足寄町
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複合複合

太陽光発電設備　　　4,000kW
風力発電設備　　　76,355kW
（1,650kW×9基、1,000kW×57基など合計74基）
燃料電池、氷点下貯蔵庫

主な設備

稚内市声問（太陽光発電設備）
稚内市内各地に5ヵ所（風力発電設備）

所在地

稚内市役所　総務部　地域振興課
TEL　0162-23-6386
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/

問い合わせ先

事業の内容
日本最北端のまち稚内市は、まちづくりの基本を「人と地球に
やさしいまちづくり」として、地球環境にやさしい自然エネル
ギーの活用を積極的に推進しております。市内では、風が非常
に強いという地域特性を活かした風力発電をはじめ、太陽光発
電、燃料電池、雪氷冷熱を利用した貯蔵庫が稼働しています。
市内の総需要電力量の約8割を新エネルギーで賄っている稚内市
は、新エネルギーによる自給率100％のまちを目指しています。

特長
宗谷岬ウインドファーム（57,000kw）、太陽光発電施設
（4,000kw）は、共に国内最大級の発電施設です。

北海道

北海道　稚内市

人と地球にやさしいまちづくり
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風力発電設備　 51,000kW（1,500kW×34基）
NAS電池　　　34,000kW（2,000kW×17ユニット）

主な設備

上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平
所在地

日本風力開発株式会社　管理部総務グループ
TEL　03-3519-7250
http://www.jwd.co.jp/

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
大型風力発電機に大容量蓄電池（ＮＡＳ電池）を併設した世界
初の風力発電所。
出力の変動が大きい風力発電機に蓄電池を併設し、発電量予測
を組み合わせることで安定した電力を計画的に供給することを
可能としています。この発電所から生みだされる電力は日本卸
電力市場で取引され、環境付加価値については証書化し、「そ
らべあグリーン電力証書」として販売されています。

特長
大容量蓄電池を併設し、安定した電力を計画的に送電すること
ができる世界初の風力発電所です。

青森県

大容量蓄電池併設風力発電所

二又風力開発株式会社　（青森県）
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風力発電設備　42,900kW（1,000kW×42基、900kW×1基）

主な設備

風力エネルギー風力エネルギー

釜石市橋野町ほか
所在地

釜石市役所　産業振興部　商工労政課　産業政策係
TEL　0193-22-2111（内線322）
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/

問い合わせ先

事業の内容
2004年12月、岩手県釜石市、遠野市、大槌町の3市町にま
たがる丘陵地帯に完成した「釜石広域ウインドファーム」は無
尽蔵ともいえる自然エネルギー「風力」を利用した発電施設です。
設備容量は42,900kWで、3市町の一般家庭約30,000世帯
分の消費電力をカバーできる施設となっています。自然と共生
するこの風力発電施設は、地域の環境保全に対する意識高揚及
びエネルギー自給率の向上に大きく寄与しています。

特長
総延長40kmにもおよぶ送電線を地下埋設して、自然環境への
負荷が少ない発電施設となっています。

岩手県

岩手県　釜石市

ウインドファームを契機とした地球にやさしいまちづくり
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木質バイオマス発電設備　350kW
木質ペレット製造設備　　315トン/年

主な設備

住田町世田米字田谷
住田町世田米字火石
住田町世田米字子飼沢

所在地

住田町役場　産業振興課
TEL　0192-46-2111
http://www.town.sumita.iwate.jp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
地域資源である木質バイオマスに注目し、2001年度から町内
の公共施設に木質ペレットボイラーを導入。2003年度クリー
ンエネルギーの地産地消を目指し、木質ペレット製造施設を整
備。2005年度に木材加工工場の木質資源のゼロミッションを
目指し、木屑焚きボイラーを導入。そこで得られる蒸気を木材
乾燥施設に使用するとともに、蒸気を利用した発電施設を
2006年度に整備し、化石燃料の大幅な削減が図られています。

特長
バイオマスエネルギーをステップとして産業の振興と循環型林
業を目指しています。

岩手県

住田町での木質バイオマスエネルギーの取り組み

岩手県　住田町
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複合複合

風力発電設備　22,200kW（1,750kW×12基、400kW×3基）
太陽光発電設備　　　70kW（50kW×1基、20kW×1基）
バイオマス熱利用設備　5,593MJ　　など

主な設備

岩手郡葛巻町内
所在地

葛巻町役場　農林環境エネルギー課
TEL　0195-66-2111
http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/

問い合わせ先

事業の内容
当町では1999年3月に策定した「葛巻町新エネルギービジョ
ン」に基づき、1,000ｍ超の山間高冷地における計15基の風
力発電機のほか、環境教育や住民への普及啓発のために葛巻中
学校へ設置した太陽光発電、酪農の町に適した畜ふんバイオマ
スシステム、山林に放置されている間伐材を利用した木質バイ
オマスガス化発電等、様々な新エネルギー設備を導入していま
す。その結果、観光客や視察者数が増加し、町民に自信と活力
を与えています。

特長
天の恵み（風・太陽）、地の恵み（畜ふん・間伐材）、人の恵
みを活かしたエネルギー自給のまちづくり

岩手県

岩手県　葛巻町

エネルギー自給のまちづくり



15

太陽光発電設備　　　　　　20kW
チップボイラー　　　　　　500kW（200kW×2基、100kW×1基）
地下水利用型ヒートポンプ　200kW　　など

主な設備

岩手郡雫石町長山大鉢森
所在地

岩手県　環境生活部　環境生活企画室
温暖化・エネルギー対策担当
TEL　019-629-5272
http://www.pref.iwate.jp/̃hp0208/
shinene/sesaku4.html

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
岩手県営屋内温水プールは、国の地熱熱水供給事業実証調査で
供給される熱水を活用した施設として供用を開始しましたが、
2005年度末の実証調査終了に伴い熱水供給も廃止されたため、
新エネルギーの利用を図る観点から、2006年度に新たな熱源
として、地域の森林資源を活用するチップボイラーと豊富な地
下水の温度差を利用するヒートポンプを導入するとともに、
2007年度にはハイブリッド街路灯を設置しています。

特長
県営の施設を新エネルギーのモデル施設と位置付け、新エネル
ギーの率先導入や普及啓発に取組んでいます。

岩手県

岩手県営屋内温水プールへの新エネルギー導入

岩手県
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

バイオディーゼル精製プラント　36,000L/月
一般給油施設　1カ所
簡易給油施設　1カ所

主な設備

塩竃市新浜町3丁目
所在地

塩釜市役所　市民生活部　環境課
TEL　022-365-3377
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/

問い合わせ先

事業の内容
生産量日本一を誇る市内の揚げ蒲鉾工場から排出される良質の
廃食用油を、水産加工業者自らが設立している塩釜市団地水産
加工業協同組合において回収し、BDFの製造・販売までを一貫
して事業化しています。BDF利用者の多くは水産関連商品を輸
送する市内の運輸関連事業者であり、揚げ蒲鉾の生産量日本一
という地域特性を活かし、資源エネルギーの地域循環型社会の
構築が図られつつあります。

特長
魚のまち塩竈ならではの資源循環型社会の構築に繋がっており
ます。

宮城県

宮城県　塩竈市

魚のまちから始まるエネルギーづくり
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雪冷房システム　雪貯蔵量　1,800m3、熱交換容量　460kW

主な設備

横手市大沢字前田
所在地

秋田県立横手清陵学院中学校・高等学校
TEL　0182-35-4033
http://www.seiryou-h.akita-c.ed.jp/

問い合わせ先

雪氷エネルギー雪氷エネルギー

事業の内容
2003年度に、学校の設置コンセプトの一つである地域の気候
風土との適合を図るため、県立の中高一貫校に導入された雪氷
冷熱を利用する雪冷房システムです。夏季の冷房熱源とするた
め環境負荷を大幅に削減しているだけでなく、豪雪地の課題で
ある冬季の除排雪費用の削減にもつながっています。

特長
豪雪地の特徴である雪氷エネルギーを校舎冷房設備に利用する
とともに、活きた教材としても活用しています。

秋田県

秋田県立横手清陵学院中学校・高等学校　雪冷房システム

秋田県
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温度差エネルギー温度差エネルギー

地中熱水利用設備　（交換熱水タンク、冷凍冷却機　　など）

主な設備

湯沢市皆瀬字桂沢
所在地

株式会社栗駒フーズ
ＴＥＬ　0183-47-5859
FAX　0183-47-5858

問い合わせ先

事業の内容
奥羽山脈の栗駒山麓で総頭数500頭を飼育している15名の仲
間が、今の酪農事情や自分たちの将来を考え、通産省（当時）
と旧皆瀬村の指導を受けて1987年10月に株式会社栗駒フー
ズを設立。市販の乳製品との差別化を考え、1987年度の通産
省「地熱エネルギー利用モデル事業」により、1988年4月か
ら全国初の地熱エネルギー利用乳製品の製造販売を開始しました。

特長
乳製品製造で地熱エネルギー利用をした製品は全国でただ一社、
栗駒フーズのみです。

秋田県

株式会社栗駒フーズ　（秋田県）

地中熱水を利用した食品製造事業
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太陽光発電設備　280kW　
（酒田キャンパス250kW、鶴岡キャンパス30kW）

主な設備

酒田市飯森山3丁目（酒田キャンパス）
鶴岡市馬場町（鶴岡キャンパス）

所在地

東北公益文科大学　総務課
TEL　0234-41-1111
http://www.koeki-u.ac.jp

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
平成13年度の大学開学にあわせ、平成12年度に酒田・鶴岡の
両キャンパスに合計280kWの太陽光発電設備を設置し、大学
の消費電力の一部をまかなっています。一般的に積雪寒冷地で
は不利といわれている太陽光発電ですが、本学の発電設備は東
北地域最大級の出力であり、寒冷地での先進的な取組みとなっ
ています。発電の状況をリアルタイムに見ることができるモニ
タや見学の受け入れなどを通じて、普及啓発に努めています。

特長
地域に開かれた大学として開学した本学では、リアルタイムモ
ニタを一般の方でも見ることができます。

山形県

東北公益文科大学太陽光発電システム

東北公益文科大学　（山形県）
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雪氷エネルギー雪氷エネルギー

エコスノードーム　2棟　　雪貯蔵量　2,568m3
主な設備

東置賜郡川西町大字上小松
所在地

川西町役場　協働のまちづくり課
TEL　0238-42-6613
http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/
index.html

問い合わせ先

事業の内容
川西町では、豊かな自然資源をエネルギーとして活用すること
により、環境にやさしいまちづくりを目指すため、本町の代表
的な文化施設で、広大な図書スペースと717席の劇場を有する
フレンドリープラザに雪冷房システムを導入しました。本町の
新エネルギー導入の先がけ、環境保全のシンボルとして大きな
役割を担っており、新エネルギーをまちづくりや産業振興に活
かすパイロット事業となっています。

特長
雪国にとって“やっかいもの”であった雪を貯蔵し、夏に資源
として活用する古くて新しいシステムです。

山形県

山形県　川西町

川西町フレンドリープラザ雪冷房システム
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風力発電設備　6,500kW（11基）
雪冷房システム　雪貯蔵量　220m3　冷房機　7,000kcal　
天然ガスコージェネレーション設備　4kW（1kW×4基）

主な設備

庄内町狩川字小割
庄内町南野字十八軒（庄内町第一種苗センター内）
庄内町狩川字砂山外（立川シーエスセンター内）

所在地

庄内町役場　環境課　新エネルギー創造係
TEL　0234-56-3387
http://www.town.shonai.lg.jp/

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
自治体初の大型風車導入を皮切りに現在官民計6,500ｋＷ
（11基）の風力発電事業を行っている他、雪氷熱利用やＢＤ
Ｆ製造などの新エネルギー導入を進めると共に、省エネ行動と
して町民参加型の町民節電所事業や小中学校の省エネチャレン
ジ事業を行っています。新エネと省エネを同時に行うことで地
球温暖化防止の相乗効果と地域特性を活かした独自の取り組み
によるエネルギーの地産地消「庄内町モデル」の実現を目指し
ています。

特長
1993年度から風力発電を導入した他、多種の新エネルギー導
入を官民一体となって取り組んでいます。

山形県

エネルギーの地産地消「庄内町モデル」を目指すまちづくり

山形県　庄内町
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　65,980kW
（2,000kW×32基、1,980kW×1基）

主な設備
郡山市湖南町赤津字西岐
所在地

電源開発株式会社　環境エネルギー事業部
風力事業室企画業務グループ
TEL　03-3546-9622

問い合わせ先

事業の内容
郡山布引風力発電所は、国内最大規模のウィンドファームとし
て、出力65,980kWを有しております。大型風車を採用し、
布引高原の風エネルギーを可能な限り利用することに努めまし
た。当高原は、磐梯山や猪苗代湖を望む景勝地であり、風力発
電所のある高原として注目を集め多くの人が訪れるようになり
ました。こうした訪問者に対して、風力発電がCO2フリー電源
として地球温暖化問題に有効な電源であることを大きくＰＲし、
新（自然）エネルギーに関する情報発信や意識の向上に貢献し
ております。

特長
布引高原の豊かな風エネルギーを可能な限り効率よく利用する
ことに努め、地域社会・農業との共生を模索する新エネルギー
プロジェクトです。（国内最大規模のウィンドファーム）

福島県

株式会社グリーンパワー布引　（福島県　郡山市）

郡山布引高原風力発電所
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風力発電設備　3,000kW（750kW×4基）
地中熱交換型ヒートポンプシステム　暖房能力　6.2kW
太陽光風力ハイブリッド街灯　3基

主な設備

岩瀬郡天栄村大字湯本地内
所在地

天栄村役場　産業振興課　
TEL　0248-82-2117
http://www.vill.tenei.fukushima.jp/fuuryoku/

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
天栄村は天の恵みによって栄えるという村の名前のとおり、自
然と人の共生をテーマにした村づくりに取り組んでいます。導
入のはじめは風の恵みで、2000年12月に村営風力発電所を
完成させました。本構想のスローガンである『まわそう風のち
からで土のちからで』は、エネルギー資源に加え、風の人と土
の人との交流促進も重要な要素であり、2007年には東北大学
との共同研究により村営保育所に地中熱交換型ヒートポンプを
導入、地熱の恵みを享受しています。

特長
風車という樹木が電気という果実を実らせ、その果実が村の新
エネルギー導入、普及啓発促進に大変役立っています。

福島県

風の谷・光の谷のＴＥＮ－ＥＩ構想

福島県　天栄村
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複合複合

太陽光発電設備　　　994kW（独立行政法人産業技術総合研究所）
風力発電設備　　　　15,000kW（株式会社波崎ウィンドファーム）
バイオマス発電設備　41,000kW（北越製紙株式会社）　　 など

主な設備

つくば市、神栖市、ひたちなか市　ほか
所在地

茨城県　企画部　科学技術振興課
TEL　029-301-2529
http://www.ibaraki-energypark.jp/

問い合わせ先

事業の内容
火力発電や原子力発電をもつ電源立地県であることや、最先端
の技術開発を行う研究機関、風力発電施設やバイオマス発電施
設等の集積を生かし、県全体を、エネルギー関連施設を見学す
る“エネルギーパーク”として、新エネルギー等の理解増進を
図る取り組みを進めています。
2007年10月に経済産業省の認定を受け、2008年7月に協議
会を設立し、学校や教育関係機関等への情報提供とともに案内
業務を行っています。

特長
太陽光発電研究、国内最大級のバイオマス発電施設等の先進的
な取組みに触れられる、普及促進活動です。

茨城県

茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会　（茨城県）

茨城県次世代エネルギーパーク
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瓦一体型住宅用太陽光発電設備　14.5kW
風力発電設備　　1kW
家庭用燃料電池システム　　など

主な設備

古河市北利根
（積水ハウス ゼロエミッションセンター内）

所在地

積水ハウス株式会社　関東工場　総務部
TEL　0280-92-1531
http://www.sekisuihouse.com/zeh/

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
日本が目標とする「2050年にCO2排出量60～80％削減」の
実現には、家庭部門からのCO2排出量「ゼロ」が望まれ、「普
通の家」で快適に暮らしながらゼロエミッションを達成するこ
とが大切です。現在の省エネや創エネ（新エネ）・環境技術を
適切に組み合わせることで、CO2削減量が排出量を上回る理想
的な「CO2オフの暮らし」が体現できることを2008年7月の洞
爺湖サミット時に、世界に向けて発信したエコロジー住宅です。

特長
生活時に必要な電力の約2倍を発電し、CO2排出量を削減。
建っているだけで環境に良いプラスエネルギー住宅です。

茨城県

ゼロエミッションハウス

積水ハウス株式会社　（茨城県）
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　　　200kW
太陽熱利用システム　290m2

主な設備

宇都宮市岩曽町
所在地

栃木県立のざわ特別支援学校
TEL　028-689-2655
栃木県教育委員会　事務局　施設課
TEL　028-623-3373

問い合わせ先

事業の内容
2004年の学校移転に伴い、200kWの太陽光発電システムと
パッシブソーラーシステム（太陽熱利用）を導入しました。
設置場所である宇都宮市は、温暖な内陸性気候であり、冬の日
照時間も長いことから、効果的に新エネルギーを活用しており
ます。また、太陽光発電設備の仕組みや発電量が示される表示
板の活用により、児童・生徒や来校者に対し、新エネルギーへ
の理解を促進するなど環境学習にも役立てています。

特長
200kWの太陽光発電システムは、本県の県立学校では、最大
規模であり、環境教育の生きた教材として利用されています。

栃木県

栃木県

のざわ特別支援学校における
太陽光の徹底活用と環境学習の推進
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バイオマス利用設備
（ガスエンジン発電機　25kW、ガス温水器）

主な設備

那須塩原市千本松
所在地

栃木県　酪農試験場　環境飼料部　
畜産環境研究室
TEL　0287-376-0768
rakunou-s@pref.tochigi.lg.jp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
栃木県は生乳生産量で北海道に次ぐ酪農県となっています。そ
こから排出される豊富な家畜ふん尿を主な原料として発生する
バイオガスより、電気や熱エネルギーを回収して活用するとと
もに、エネルギー生産過程の副産物である消化液を肥料として
循環利用する新しい「バイオガスエネルギー活用型酪農経営」
の県内への普及推進を図るため、2007年度に本事業プラント
を設置し、技術の実証・展示に取り組んでいます。

特長
酪農経営において処理が課題となっている家畜ふん尿が、新エ
ネルギー資源として経営に役立ちます。

栃木県

バイオガスエネルギー活用型酪農経営の普及に向けて

栃木県
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温度差エネルギー温度差エネルギー

ヒートポンプ　　　5基（3カ所）
熱交換器　92kW×2基（1カ所）

主な設備

那須温泉
所在地

那須温泉旅館協同組合内
TEL　0287-76-2755
http://www11.ocn.ne.jp/̃shinnasu/
ondankakyougikai/kyougikai.htm

問い合わせ先

事業の内容
温泉は貴重な資源です。貴重であるからこそ、大切に無駄なく
活用する。それが温泉の余熱と排熱を利用した、石油代替の熱
エネルギーです。現在当協議会では4件の宿泊施設、企業で
ヒートポンプや熱交換器を導入しており、年間800t-CO2の削
減効果が出ています。加えて、原油価格が激しく変動している
昨今、経営革新を模索している宿泊施設や企業の再生スキーム
の一端を担っております。

特長
自然の恵みである「温泉」を石油代替エネルギーとして無駄な
く利用することで、地球の「癒し」になります。

栃木県

那須温泉地球温暖化対策地域協議会　（栃木県　那須町）

温泉余熱排熱活用事業
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小水力発電設備　　
　　横軸フランシス水車　680kW
　　縦軸カプラン水車　　120kW（30kW×4基）　　など

主な設備

那須塩原市戸田（那須野ヶ原発電所）
那須塩原市百村（百村第一・第二発電所）
那須塩原市蟇沼（蟇沼第一・第二発電所）

所在地

那須野ヶ原土地改良区連合
TEL　0287-36-0632
http://www.nasu-lid.or.jp

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
急峻な地形勾配である当地の農業用水路には、水勢を減じるた
めの落差工が設置されています。この水力エネルギーの有効利
用を図り、自家用発電設備として土地改良施設への電力を供給
すると共に、地球温暖化防止に貢献する小水力発電の設置を
行っています。また、太陽光を利用した発電システムや家畜排
泄物によるバイオマス発電の発酵残渣を利用した実証試験など
に取り組むほか、自然エネルギーの普及啓発活動も積極的に
行っています。

特長
農村地域の埋もれた宝を活用してエネルギーの地産地消開発支
援を行い、地球温暖化防止に貢献しています。

栃木県

農業・農村地域に無尽蔵に存在する自然エネルギー開発
～クリーンなエネルギーで地球温暖化を防ごう～
那須野ヶ原土地改良区連合　（栃木県　那須塩原市）

鹿島●

我孫子●

水戸●

成田●
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太陽エネルギー太陽エネルギー

住宅用太陽光発電システム　2,129kW（553戸）
主な設備

太田市城西町（Pal Town 城西の杜）
所在地

太田市役所　用地管理課
TEL　0277-78-2842
http://www.nedo.go.jp/activities/portal/
p02050.html

問い合わせ先

事業の内容
太陽光発電が普及する過程で、特定の配電系統に集中連系した
場合に起こりうる、電圧上昇による出力抑制や系統への影響等
を明らかにし、汎用的な対策技術を開発することを目的として、
株式会社関電工と9団体で事業を実施しました。2006年、事
業地区である城西町は、戸建住宅における太陽光発電システム
の集中連系が世界最大規模となり、国内外から多くの方々が視
察や取材に訪れています。

特長
世界最大規模（2006年時点）の戸建住宅における太陽光発電
システム集中連系を実現

群馬県

群馬県　太田市

集中連系型太陽光発電システム
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太陽光発電設備　694.4kW
（市立小中学校全55校を含む公共施設77カ所）
住宅用太陽光発電設備　4,182kW（1,320戸）

主な設備

川越市内各地
所在地

川越市役所
環境部　環境政策課　地球温暖化対策担当
TEL　049-224-5866（直通）
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
川越市は、地球温暖化対策の推進のため、太陽光発電システム
の普及に積極的に取り組んでいます。公共施設においては、行
政の率先的な取組として、平成9年度に初めて本庁舎へ導入し
ました。その後、新設の施設すべてに、また、環境教育上重要
なため市立小中学校すべてに導入する方針に基づき、積極的に
導入してきました。さらに、平成9年度から住宅用太陽光発電
システム導入へ市独自の補助を実施しています（全国で2番目
に開始）。

特長
平成10年度から18年度の間に、すべての市立小中学校55校
に太陽光発電システムを導入しました。

埼玉県

公共施設及び住宅への太陽光発電システムの積極的導入

埼玉県　川越市
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

バイオマス発電設備　115kW
太陽光発電設備　　　　30kW
バイオ燃料製造設備　50L/日

主な設備

秩父市上吉田
所在地

秩父市役所　環境農林部　
地域エネルギー・環境対策課
TEL　0494-22-2378（直通）
kankyo@city.chichibu.lg.jp

問い合わせ先

事業の内容
1998年度にアウトドアーレクレーション施設としてオープン
した「吉田元気村」は、当初から太陽光発電を設置し、施設全
体も木材を利用した環境に配慮した施設です。
森林の保全等を目的とした木質系バイオマスガス化発電施設を
建設し、更にバイオ燃料製造施設、バイオマスを使った排水処
理施設を設置した「次世代型環境学習施設」として、小・中学
校などの環境学習施設として活用しています。

特長
発電施設は、木質系バイオマスガス化によるガスエンジンコー
ジェネレーション施設として全国でもいち早い取り組みです。

埼玉県

埼玉県　秩父市

次世代型環境学習施設　吉田元気村
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マイクロ水力発電設備　（幕張発電所350kW、妙典発電所300kW）

主な設備

千葉市美浜区若葉（幕張給水場内） 
市川市妙典（妙典給水場内）

所在地

東京発電株式会社　水力事業部　
マイクロ発電グループ
TEL　03-6371-5173
http://www.tgn.or.jp/teg/index.html

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
大きなダムや水路を構築することなく、上下水道や農工業用水
などに内在する水のエネルギーを利用する新しい水力発電です。
この「新しい水利用」に加え、「低コスト機器の導入と技術開
発」、お客様ニーズに応えた「柔軟なビジネスモデル」により、
これまで実現不可能と思われていた極小規模の水力開発を実現
する新エネルギー普及モデルです。また、新エネルギー普及へ
の取組支援や、普及啓発活動を積極的に実施しています。

特長
既設インフラ設備を利用することで、ものづくりの段階から
CO2排出量を抑制する新エネルギーです。

千葉県

マイクロ水力発電事業「Aquaμ（アクアミュー）」

東京発電株式会社　（千葉県）
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複合複合

ガスエンジン発電設備　3,200kW 
非常用発電設備　9,600kW（3,200kW×3基）
サイフォン方式小水力発電設備　190kW（95kW×2基）　など
下水汚泥炭化炉　300トン/日（100トン/日×3列）　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか2事業

主な設備

大田区大森南　ほか4ヵ所
所在地

東京都下水道局　計画調整部　計画課　
TEL　03-5320-6594
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/

問い合わせ先

事業の内容
東京都下水道局では、地球温暖化防止計画「アースプラン2004」
を策定し、下水道システムが保有する再生可能エネルギーの活
用を推進しています。下水汚泥から発生する消化ガス（メタン
など）を燃料とするバイオマス発電、下水処理水の放流の落差
を利用した小水力発電、下水汚泥を炭化し、炭化物を火力発電
所の代替燃料とする汚泥炭化、下水熱や焼却炉の廃熱を活用し、
冷・温熱を供給する地域冷暖房など様々な事業を行っています。

特長
下水汚泥の有機物質や下水の温度差など未利用エネルギーの有
効活用。先進的な民間技術やＰＦＩ手法の導入。

東京都

東京都下水道局

森ヶ崎水再生センター常用発電事業など５事業
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太陽光発電設備　140kW　
（ホーム上部106kW、コンコース上部34kW）

主な設備

川崎市中原区木月
所在地

東京急行電鉄株式会社
TEL　03-3477-6111
http://www.tokyu.co.jp/index.html

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
東急元住吉駅は東横線複々線化事業に伴い、太陽光発電・雨水
再利用・構内緑化の取組みを行った環境配慮型の橋上駅舎とし
て2006年に新設されました。太陽光発電では、コンコース及
びホーム上部に合計140kWの光透過型太陽電池と、駅構内に
発電量を表示する大型ディスプレイの設置を行い、鉄道をご利
用の多くのお客さまに太陽光発電設備を見ていただけるシステ
ム作りを行いました。発電した電気は駅内の設備に供給し、駅
全体の約15％の電力量をまかなっています。

特長
今回採用した太陽光パネルは建材一体型となっており、駅とし
て建築デザインと環境対策の調和を重点に設計しています。

神奈川県

東急元住吉駅における光透過型太陽光発電設備の導入

東京急行電鉄株式会社　（神奈川県）
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　275kW

主な設備

横浜市青葉区あざみ野1丁目
所在地

四季株式会社　総務部　
TEL　045-903-8704
http://www.shiki.gr.jp/

問い合わせ先

事業の内容
平成18年度に四季芸術センター本館屋上に太陽電池モジュー
ルを1,540枚使用した、最大出力275kWの太陽光発電設備を
導入しました。これは、神奈川県下の民間施設としては最大級
の太陽光発電設備となります。劇団四季では太陽光発電設備の
導入により、更に劇団全体として環境問題や省エネルギーに対
する意識啓発に取り組んでいます。

特長
屋上一面の太陽電池モジュールは、劇団四季の環境問題に対す
る取り組みの１つとして広く認識されております。

神奈川県

四季株式会社　(神奈川県　横浜市）

劇団四季太陽光発電システム
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風力発電設備　1,980kW

主な設備

横浜市神奈川区鈴繁町　瑞穂ふ頭内
所在地

横浜市地球温暖化対策事業本部　地球温暖化対策課
TEL　045-671-4155
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/
ondan/furyoku/

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
横浜市は、環境行動都市のシンボルとし、市民一人ひとりが具
体的行動を起こすきっかけとするため、横浜港のほぼ中心に位
置する瑞穂ふ頭に風車を建設し、2007年4月から稼動させて
います。瑞穂ふ頭は、年間4,800万人もの人が訪れる「みなと
みらい地区」から一望できる場所であり、多くの人々に環境に
やさしい風力発電を知ってもらうことができます。今後も、風
力発電設備を活用した様々な普及啓発を進めます。

特長
建設費用は、国の補助金と市債で、その市債の償還・設備の維
持管理費は、企業協賛金・売電収入でまかなっています。

神奈川県

ハマウイング(横浜市風力発電所)

神奈川県　横浜市
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複合複合

太陽光発電設備　900kW（小雀浄水場720kW、西谷浄水場180kW）
小水力発電設備　300kW（港北配水池）

主な設備

横浜市戸塚区小雀町（小雀浄水場）
横浜市保土ケ谷区川島町（西谷浄水場）
横浜市都筑区二の丸（港北配水池）

所在地

横浜市水道局　浄水部　設備課
TEL　045-337-0841
http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/
kyoku/torikumi/kankyo-hozen/
kankyo-hozen.html

問い合わせ先

事業の内容
環境にやさしい水道システムを構築するために、太陽光発電や
小水力発電など新エネルギーの活用を積極的に推進しています。
太陽光発電は浄水場のろ過池や沈殿池等の上部を有効利用し、
小水力発電は水道管路内を流れる水の力を有効利用しています。
施設の発電能力の合計は約1,200ｋＷで、年間約940トンの
CO2排出削減効果（2008年度実績）があります。また、
2009年度も新たに太陽光発電と小水力発電を設置します。

特長
覆蓋パネル一体型太陽光発電を民間企業と共同研究を実施して
開発し、成果について特許を取得しました。

神奈川県

横浜市水道局

環境にやさしい浄水場事業
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雪冷熱利用設備　雪貯蔵量　6,080トン　
太陽光発電設備　172kW（13カ所）
風力発電設備　　2,700kW（750kW×2基、600kW×2基）

主な設備

上越市安塚区を中心に市内各所
所在地

上越市役所　環境企画課
TEL　025-526-5111
http://www.eco.joetsu.niigata.jp/
（上越市環境情報センター）

問い合わせ先

雪氷エネルギー雪氷エネルギー

事業の内容
豪雪地帯である当市では雪はやっかいものであり、多額の除雪
費をかけ処理しています。しかし、雪は春になれば、水になり
川に流れていきます。この雪をかつてワインの醸造温度調整や
野菜の貯蔵に利用された利雪技術に加え、最新技術で雪を利用
することにより、雪への愛着を高めるとともに、地域への愛着
や誇りを高めています。さらに、安塚中学校における雪・太陽
の利用は、生徒たちのエネルギー教育に大きく貢献しています。

特長
雪エネルギー利用施設数が日本一です。新エネルギーと環境学
習施設を通じて、市民に環境教育を行っています。

新潟県

雪を活かした新エネルギー・環境学習

新潟県　上越市
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　600kW

主な設備

北杜市長坂町夏秋
所在地

北杜市役所　生活環境部　環境課
TEL　0551-42-1341
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/
hokuto/index.jsp

問い合わせ先

事業の内容
全国有数の日照時間の長さを利用し、大規模太陽光発電システ
ムにおいて、無効電力補償による電圧安定化機能などを持ち、
かつ将来コスト低減に資する国内初の400kW級の大型パワー
コンディショナーを開発して、系統連系時に電力系統側へ悪影
響を及ぼさないシステムの実現を目指した実証研究を、2006
年度から産学官により行っています。併せて、施設見学等を通
じ情報発信し、太陽光発電への理解と普及を図っています。

特長
国内外9ヶ国24種類の太陽電池や2種類の追尾システムで構成
されている世界でも希な太陽光発電施設です。

山梨県

山梨県　北杜市

北杜サイトメガソーラー　
～北杜市太陽エネルギープロジェクト～

写真提供：(株)サンニチ印刷
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木製下掛け水車　発電機（直径6m）　20kW

主な設備

都留市上谷1丁目（都留市役所敷地内）
所在地

都留市役所　政策形成課
TEL　0554-43-1111（内線242）
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/
forms/info/info.aspx?info_id=2681

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
富士の湧水が豊富な「水のまち都留」では、利用可能なエネル
ギーの中で「水」が最も期待できるものでした。そこで、小水
力発電の普及・啓発を目指し、市役所庁舎前を流れる家中川に、
市民参加型ミニ公募債を導入するなど市民協働により、家中川
小水力市民発電所「元気くん1号」を設置しました。
発電された電力は、庁舎の使用電力量の15.1％を賄っており、
2009年度よりグリーン電力証書の発行・販売を実施します。

特長
国内初の本格的木製下掛け水車発電施設で、市民参加型ミニ公
募債の発行など市民協働により設置しました。

山梨県

家中川小水力市民発電所「元気くん１号」

山梨県　都留市

日立●

宇都宮●

水戸●
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　1,281kW（5～20kW×162カ所）

主な設備

飯田市内を中心に南信州地域
所在地

おひさま進歩エネルギー株式会社
TEL　0265-56-3711
http://www.ohisama-energy.co.jp/

問い合わせ先

事業の内容
当社は南信州地域を中心に、市民参加型で温暖化防止、持続可
能な社会を実現するため、太陽光発電所（おひさま発電所）の
設置をしています。主に個人の方からの出資を募集し、国の補
助金と併せて事業費に活用する仕組みで行っています。設置場
所は保育園などの公共施設や事業所等の民間施設で、2004年
度より設置を開始し、現在に至るまでに地域内で162ヵ所設置
しています。

特長
太陽光発電を市民出資で目に付く場所に設置することで、環境
への配慮や普及啓発を促進させています。

長野県

おひさま進歩エネルギー株式会社　（長野県　飯田市）

南信州おひさま発電所設置プロジェクト
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太陽熱高度利用システム　
　集熱器214m2　　加圧温水器（20.1～24.0kW×3基）
太陽光発電システム　394m2

主な設備

浜松市西区和地町
所在地

学校法人中野学園　オイスカ高等学校　事務局
TEL　053-486-3011
http://www.oisca.ed.jp

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
環境教育を掲げる教育機関として学園のエコスクール化を目指
し、寮施設の給湯・暖房用ボイラーを廃止して、太陽熱温水＋
加圧給湯設備により日量30トン/80℃の給湯を確保していま
す。また、太陽光発電により各教室の空調設備導入に伴う電力
を賄い炭素排出抑制に貢献すると共に、設備やデーターは生徒
の環境教育教材として活用し、地域社会の環境教育や啓発活動
のために自校の「環境白書」を作成・公開しています。

特長
エコスクールを目指し設備の新エネルギー化とデーターの活用
を通して生徒・地域の環境教育を推進しています。

静岡県

エコスクールを目指す施設設備の新エネルギー化と
環境教育への活用
学校法人中野学園オイスカ高等学校　（静岡県　浜松市）
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー 静岡県

静岡油化工業株式会社　（静岡県）

食品廃棄物（オカラ）からのバイオエタノール製造と
廃食油からのバイオディーゼル燃料製造

バイオエタノール製造プラント　　 4.8kL/年
バイオディーゼル製造プラント　1,200kL/年

主な設備

静岡市駿河区広野字東割（本社工場内）
所在地

静岡油化工業株式会社
TEL　054-259-5175
http://www.shizuokayuka.co.jp 
shizuokayuka@mail.wbs.ne.jp

問い合わせ先

事業の内容
2008年2月に全国初となるオカラからバイオエタノールを製
造する設備を導入し、自社車輌にてＥ3実証走行中です。
2003年1月より廃食油を回収してBDF燃料を製造し、自社全
車輌に利用しています。また、県庁及び市町の廃食油を回収し、
公用車･ゴミ収集車にも供給しています。

特長
全国初の「オカラ･廃ポテト」からのバイオエタノール製造、
自社運搬全車両BDF燃料利用
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水力発電設備　100kW

主な設備

伊豆市湯ヶ島
所在地

東京発電株式会社　水力事業部
TEL　03-6371-5150
http://www.tgn.or.jp/tgn

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
落合楼発電所は、伊豆の老舗旅館が1962年に運転開始した出
力100kWの水力発電所でしたが、機器の故障により運転不能
となり、設備が放置された状態で河川環境は荒廃を呈していま
した。再生事業により、魚類の遡上が確認される美しい河川が
蘇り、年間約280トンのCO2を削減する発電所として、地域住
民はもとより宿泊関係者も多数見学に訪れ、水力発電設備に直
接触れることにより、エネルギーと環境の教育の場として活用
されています。

特長
旅館の敷地内にすべての設備が存在するコンパクトな発電所で、
取水口から発電所まで一望できます。

静岡県

水力発電再生事業（落合楼発電所）

東京発電株式会社　（静岡県　伊豆市）
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

マイクロガスタービン発電設備　90kW（30kW×3基）
湿式固定床式バイオリアクター　48.8トン/日
　（24.4トン/日×2基）　　　　　　　　　　など

主な設備

富山市松浦町
所在地

富山グリーンフードリサイクル株式会社
TEL　0764-426-0788
http://www.tgfr.net/

問い合わせ先

事業の内容
当社は富山市広域圏の食品関連業者から排出される事業系生ゴ
ミ、並びに富山市より委託された一般家庭の生ゴミを対象とし
て、メタン発酵技術によるエネルギー変換（バイオガス→電
気）を行うサーマルリサイクル事業に取組んでいます。更に富
山市広域圏の剪定枝、刈草を良質な有機肥料にする堆肥事業に
も取組んでいます。2003年4月操業以来、順調にエネルギー
回収の実績をあげ、CO2削減に貢献しています。

特長
生ゴミ異物の自動分別、微細なスラリー化、湿式発酵、マイク
ロガスタービン発電の各工程は6年間の実績で、国内で最も低
いレベルのコストで、信頼のできる設備に育ちました。

富山県

富山グリーンフードリサイクル株式会社　（富山県　富山市）

生ゴミ発酵処理による発電
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前処理設備　5,000L/日
BDF化設備　3,800L/日
BDF専用給油設備　　など

主な設備

富山市松浦町（富山市エコタウン団地内）
所在地

富山ＢＤＦ株式会社　総務課　
TEL　076-426-1313
http://www.clean-sangyo.com/bdf/
bdf@toyama-bdf.com

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
地元から排出される「廃食用油」を利用し、新エネルギー「BDF」
を製造・利用することで、CO2低減など地球温暖化対策として
環境面で大きなプラスとなっています。また、富山市と協力体
制をとることにより、地域市民が参加する家庭からの廃食用油
の回収体制や、地域市民の目につくようなBDFの公用車両等
（約130台）での使用体制の整備が図られ、新エネルギー利用
の啓発に大いに寄与しています。

特長
BDFで約130台のディーゼル車が稼働し、副産物もエコ発電
原料として利用する「廃食用油のゼロエミッション」を具現化
しています。

富山県

市民回収等も実施する
廃食用油のＢＤＦ化事業
富山ＢＤＦ株式会社　（富山県　富山市）

沼津●

富士宮●

富士●
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　　　　　　15,000kW（1,500kW×10基）
バイオガス熱利用設備　5,140MJ/日

主な設備

珠洲市大谷町、珠洲市若山町
所在地

珠洲市役所　企画財政課
TEL　0768-82-7716
http://www.city.suzu.ishikawa.jp/

問い合わせ先

事業の内容
新エネルギーのシンボル的な存在である風力発電設備を山間部
に導入したことにより、新エネルギー導入の効果が分かり易く、
環境共生型のまちづくりに対する普及啓発にも繋がると同時に
環境意識向上にも大きく寄与しています。複合バイオマスメタ
ン発酵施設は、小規模な地方自治体レベルにおける地域内循環
体系が構築されています。既存の浄化センター内でメタン発酵
されたガスは、ボイラー等のエネルギーとして利用されています。

特長
新エネルギー施設の整備によって、地域住民の環境保全・環境
共生への意識啓発に大きく貢献しています。

石川県

石川県　珠洲市

半島の自然を活かし未来へ伝える
環境共生型のまちづくり
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風力発電設備　9,200kW（800kW×7基、600kW×6基）

主な設備
恵那市上矢作町字新田（大船牧場地内）
所在地

恵那市役所　水道環境部　環境課　
TEL　0573-26-2111（内線183）
恵那市役所　上矢作振興事務所　振興課　
TEL　0573-47-2111（内線22）

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
この風力発電所は、恵那市上矢作町の住民が参加する「自然エ
ネルギー上矢作」と、「日立エンジニアリングアンドサービス」
などにより設立された「中日本風力発電株式会社」が管理して
います。住民組織の「上矢作町まちづくり委員会」は、風力発
電所が設置されたのを契機に「自然エネルギーのまち・上矢作」
として、遊歩道の整備、美化活動、ウォーキング大会、農業体
験など環境保全と自然エネルギーが融和したまちづくりに取り
組んでいます。

特長
風力発電所は、標高1159ｍの大船山、弁慶杉、大船牧場との
調和を図り“かみやはぎ「風の森」構想”のシンボルとなって
います。

岐阜県

岐阜県恵那市　かみやはぎ「風の森」

上矢作町まちづくり委員会、中日本風力発電株式会社　（岐阜県　恵那市）
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複合複合

太陽光発電設備　570kW
（あいち臨空新エネルギー実証研究エリア330kW、中部国際空港240kW）
風力発電設備　1,700kW（850kW×2基）（新舞子マリンパーク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

主な設備

常滑市りんくう町
常滑市セントレア
知多市緑浜町

所在地

愛知県　産業労働部　新産業課
次世代エネルギーグループ
TEL　052-954-6351
http://www.pref.aichi.jp/shin-san/
shinene_area/index.html

問い合わせ先

事業の内容
「あいち臨空新エネルギーパーク」は、愛知県常滑市周辺の新
エネルギー関連施設（太陽光発電・バイオマス発電・燃料電池・
風力発電等の新エネルギーを体験できる施設）で構成されてい
ます。中でも、パークの中核である「あいち臨空新エネルギー
実証研究エリア」では、最先端の技術を活かした実証研究を実
施するとともに、最先端の新エネルギーを「見て触れて体験し
て学ぶ」施設として、様々な場面でご利用いただいています。

特長
太陽光・風力発電、コージェネシステム、燃料電池バスの運行
など様々な新エネルギーが体験できます。

愛知県

あいち臨空新エネルギーパーク推進協議会　（愛知県）

あいち臨空新エネルギーパーク
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風力発電設備　　47,294kW　（うち公的施設2,294kW）
太陽光発電設備　　2,754kW　（うち公的施設244kW）
廃食用油燃料化設備　40L/日　　など

主な設備

田原市地内
所在地

田原市役所　市民環境部　エコエネ推進室
TEL　0531-23-7401
Web　http://www.city.tahara.aichi.jp/

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
1998年度に地域新エネルギービジョンを策定し、太陽光を始
めとする新エネルギーの導入を着実に進め、2003年度には他
のまちづくりの施策と連携し環境共生をめざした「たはらエ
コ・ガーデンシティ構想（推進計画）」を策定しました。エコ
エネルギー導入プロジェクトなど7つのプロジェクトを推進し
ており、2007年度末で風力発電は官民併せて約
47,300kW。太陽光発電は約2,300kWに達しています。

特長
半島特有の強い風と豊富な日射量を利用した風力・太陽光発電
のほか、多様な新エネルギーの導入に取組んでいます。

愛知県

たはらエコ・ガーデンシティ構想

愛知県　田原市
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　5,410kW（建物設置5,210kW、水上設置200kW）

主な設備

亀山市白木町幸川
（シャープ亀山工場内、亀山・関テクノヒルズ工業
　団地内、亀山市調整池）

所在地

シャープ株式会社亀山工場
TEL　0595-84-1221（大代表）
http://www.sharp.co.jp/（シャープ株式会社）
http://www.cenergy.co.jp/
（株式会社シーエナジー）

問い合わせ先

事業の内容
シャープ株式会社の企業ビジョン「2010年地球温暖化負荷ゼ
ロ企業」の実現に向けた環境戦略の一環として、工場の屋上と
壁面に5,210kWの太陽光発電設備を設置しました。また、工
場に隣接する調整池には、亀山市との連携のもとに、200kW
のフロート型太陽光発電設備を設置し、従来あまり利用されて
こなかった水面が太陽光発電設備の設置場所として活用できる
ことを実証研究しています。

特長
建物設置タイプの太陽光発電設備としては世界最大級の規模で、
一般家庭1,300軒分に相当します。

三重県

シャープ株式会社、株式会社シーエナジー　（三重県　亀山市）

亀山工場における大規模太陽光発電設備の導入



53

太陽光発電設備　20kW
木質ペレット燃料製造設備　（破砕機、ペレット成型機）
バイオマス熱利用設備　（ペレットストーブ22台）

主な設備

若狭町北前川（若狭町給食センター）
若狭町井崎（若狭町旧南部保育所）ほか

所在地

若狭町役場　企画環境課
TEL　0770-45-9110（直通）
http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
山～川～里～湖～海へとつながる生命の動脈（バイオマスライ
ン）を保全、再生するため、CO2を吸収したり豊かな水を育む
森林を循環型社会の発着点と考え、まず、森づくりからはじめ
ています。公共施設等に太陽光発電、木質ペレット製造機器、
ペレットストーブを配置し、地域内の廃材や間伐材を活用し木
質ペレットを製造、利用することで環境保全と地域振興が両立
する循環型、自然共生、低炭素社会の構築を目指します。

特長
バイオマスラインを保全、再生し、賢く利用することで、地域
の環境保全と産業振興の両立を図ります。

福井県

若狭町バイオマスタウン構想

福井県　若狭町
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　60kW

主な設備

草津市新浜町　近江大橋上
所在地

滋賀県道路公社　道路部　経営企画課
TEL　077-524-0141
http://www.biwa.ne.jp/̃douro-co/

問い合わせ先

事業の内容
環境負荷が小さく資源制約の少ない新エネルギーの導入促進を
図り、地球温暖化の防止に向けて取り組むため、管理道路の一
つであり、滋賀県のシンボル的な長大橋でもある近江大橋に、
2004年1月に太陽光発電システムを導入しました。これによ
り、照明灯等の道路設備で消費する年間電力量の約4分の1を
賄うことが可能となりました。CO2の削減効果は、森林面積約
10ha分のCO2吸収量に相当します。

特長
施設の有効利用を図り、橋梁等に太陽光パネルを設置すること
で景観にも配慮しています。

滋賀県

滋賀県道路公社　（滋賀県）

近江大橋太陽光発電システム
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バイオディーゼル燃料精製プラント　　200L/日
籾殻炭化プラント　　　　　　　　　180kg/h
太陽光発電設備　　　　　　　　　　　30kW　　など

主な設備

東近江市妹町
所在地

東近江市あいとうエコプラザ菜の花館
TEL　0749-46-8100
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
nanohanakan/

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
琵琶湖の水質保全を図る廃食油の回収→せっけん利用運動が基
となり、それがバイオディーゼル燃料への変換利用へと進み、
1998年には油の原料となる菜種栽培に着手しました。全国に
広がる資源循環の地域モデル「菜の花エコプロジェクト」の始
まりです。このプロジェクトは、菜種の栽培から搾油→食用→
回収→燃料精製→軽油代替燃料利用という一連の循環が市民参
加で成り立っています。その拠点施設として菜の花館があります。

特長
一連の循環を通して、環境･エネルギーの問題解決や農業、観
光、教育等さまざまな分野に波及効果をもたらしています。

滋賀県

資源循環の地域づくり
「菜の花エコプロジェクト」の取り組み
滋賀県　東近江市

豊田●
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　32kW（0.3～3kW×36基）

主な設備

京丹後市地内
所在地

京丹後市役所　環境バイオマス推進課
TEL　0772-69-0480
http://www.city.kyotango.kyoto.jp/

問い合わせ先

事業の内容
「人と自然が共生するまち京丹後市」を目指して、地域特性で
ある海岸部の「うみかぜ」を利用した小型風力発電設備の普及
を図るため、2005年度から2007年度にかけて一般住宅や事
業所等への設置に対し補助を行いました。当初は、季節風の強
い海岸部への設置が主でしたが、市民への普及啓発を行い、設
置台数が増えるにつれて市民の関心も高まり、次第に山からの
吹き降ろしを利用した内陸部でも設置され、市内の広い範囲に
普及しました。

特長
公園や住宅等の市内36ヵ所に小型風車が設置され、風力発電
が市民の身近なものになっています。

京都府

京都府　京丹後市

うみかぜ風力エネルギー普及モデル事業
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バイオガス発電設備　220kW（80kW×1基、70kW×2基）

主な設備

南丹市八木町諸畑千田
所在地

財団法人八木町農業公社
TEL　0771-43-1128
http://www.himuronosato.jp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
畜産業と農業が盛んな地域性を生かし、1997年度にバイオエ
コロジーセンターを建設。畜産排泄物及び食品残さをメタン発
酵処理し、発生した「バイオガス」により、日平均3,200kＷ
hを安定的に発電しています。電力は施設内で使用しているほ
か、電力会社や隣接の下水施設などへの売電も行っています。
また発酵後の消化液を液肥や堆肥として農地に還元することで、
循環型農業を推進するとともに、消費者へ安全な農作物を供給
しています。

特長
メタンガスを利用した大規模な家畜ふん尿処理システムを全国
でいち早く導入

京都府

南丹市八木バイオエコロジーセンター

京都府　南丹市
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　100kW

主な設備

吹田市清水
（名神高速道路　吹田インターチェンジ　上り線園地内）

所在地

西日本高速道路株式会社　関西支社　
吹田管理事務所　施設
TEL　06-6877-4859
http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/csr/

問い合わせ先

事業の内容
西日本高速道路株式会社は、高速道路事業者として、また社会
の一員として、持続可能な社会を目指して、地球温暖化の防止、
循環型社会の形成、沿道環境の保全と改善について環境方針・
実行目標計画を策定し、取り組みを推進しています。このうち
地球温暖化の防止として、名神高速道路吹田インターチェンジ
に100kWの太陽光発電設備を設置し2008年3月より運用を
行っています。発電した電力は、高速道路の交通管制センター
電力の一部として利用しています。

特長
単機で100kWの出力容量を有し、変換効率の高いパワーコン
ディショナを導入。広報モニタ・看板も設置しています。

大阪府

西日本高速道路株式会社　（大阪府　吹田市）

名神高速道路吹田インターチェンジ太陽光発電設備
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河川水熱利用ヒートポンプ・氷蓄熱設備　約30,000MJ/h
（氷蓄熱ヒートポンプ　8組（16基）、ターボ冷凍機　1台　ほか）

主な設備

大阪市北区中之島3丁目
所在地

関西電力株式会社　土木建築室　
建築設備エネルギーグループ
TEL　06-7501-0423
関電エネルギー開発株式会社　
熱供給部　熱技術課
TEL　06-6447-7779
http://www.kepco.co.jp/
（関西電力株式会社）
http://www.kan-ed.co.jp/
（関電エネルギー開発株式会社）

問い合わせ先

温度差エネルギー温度差エネルギー

事業の内容
本事業は、大阪の中之島三丁目地区におけるオール電気方式の
地域熱供給事業であり、河川水の温度差エネルギーを活用した
ヒートポンプ・氷蓄熱システムを採用しています。温度が通年
安定的な河川水と夜間電力の利用により、省エネルギー性・省
CO2性が高く、大気への排熱抑制によりヒートアイランド現象
抑制にも寄与しています。また、見学会等を通じて河川水の温
度差エネルギー利用の普及啓発を行っています。

特長
地域熱供給事業として、二河川を利用し、かつ100％河川水を
利用した日本唯一の施設です。

大阪府

中之島三丁目地区地域熱供給事業
～河川水の温度差エネルギーの利用～
関西電力株式会社、関電エネルギー開発株式会社　（大阪府）
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水力エネルギー水力エネルギー

枚方市村野高見台（村野浄水場）
高槻市郡家新町（郡家ポンプ場）
摂津市一津屋（三島浄水場）

所在地

大阪府水道部　事業管理室　調整課　
企画調整グループ
TEL　06-6944-6047
http://www.pref.osaka.jp/suido/index.html

問い合わせ先

事業の内容
大阪府水道部では、省エネルギー対策推進のため、既存エネル
ギー有効利用を目的とした水力発電を、1985年に村野浄水場
の階層系浄水施設に、1998年に郡家ポンプ場に導入していま
す。さらに、地球温暖化対策となる太陽光発電を、高度浄水処
理導入後の藻類抑制を目的とした遮光板機能も備えて、2001
年に村野浄水場に、2002年に三島浄水場に導入しています。

特長
村野浄水場の水力発電は、近畿通商産業局（当時）から許可を
受けた、大阪府内で初の設備です。

大阪府

大阪府水道部

新エネルギーを通じた安全・安心で
環境にやさしい大阪府の水道水

主な設備
水力発電設備
　横軸プロペラ水車　　240kW（村野浄水場）
　横軸フランシス水車　320kW（群家ポンプ場）
太陽光発電設備　　　　720kW（360kW×2カ所）
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太陽光発電設備　506kW

主な設備

赤穂郡上郡町光都
所在地

兵庫県　農政環境部　環境創造局
環境政策課エコライフ係
TEL　078-341-7711（内線2792）
兵庫県　西播磨県民局　総務室　総務防災課
TEL　0791-58-2104
http://web.pref.hyogo.lg.jp/
hw22/hw22_000000025.html

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
兵庫県では、1993年度以降、県施設への太陽光発電設備の
導入を､積極的に行っており、西播磨総合庁舎には、2002年に
導入しました。この庁舎は、「人と自然と科学が調和する高次
元機能都市」を基本理念とする播磨科学公園都市に、環境負荷
の低減に配慮した環境共生型庁舎として建築された、地域を
象徴する建築物です。太陽光発電以外にも、木製ルーバーの
採用、半屋外化、雨水利用、自然採光など環境配慮型設備を
整えています。

特長
自治体の庁舎としては、国内最大規模の太陽光発電設備

兵庫県

兵庫県西播磨総合庁舎　太陽光発電システム

兵庫県
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太陽エネルギー太陽エネルギー

住宅用太陽光発電設備　298.8kW（100戸）
家庭用風力発電設備　3kW（1kW×3基）

主な設備

神戸市西区井吹台北町
所在地

パナホーム株式会社　
品質・環境部　環境グループ
TEL　06-6834-4461
http://www.panahome.jp/

問い合わせ先

事業の内容
神戸市の新規造成地における、最初の事業化設計コンペ当選
物件で、創エネ（新エネ）を実感し、省エネを啓発することで、
神戸市が推進する「温室効果ガス削減目標達成のためのアク
ションプログラム」（家庭部門）に貢献可能な内容となってい
ます。2004年度から分譲を開始し、パナホームのコンセプト
である“人と地球にやさしい「エコライフ住宅」”を象徴する大
規模住宅団地として、全戸に新エネを導入しました。

特長
全100戸の戸建住宅にソーラー発電システムと発電・消費電力
量を表示する発電モニタを搭載しています。

兵庫県

パナホーム株式会社　 （兵庫県　神戸市）

最新の「創エネ」「省エネ」システムを搭載した分譲住宅
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BDF製造装置　　　　　 800L/日
廃食用油貯蔵タンク　 　　1,000L
BDF保存タンク　　　　　1,000L｠

主な設備

加西市北条町北条
（北条鉄道株式会社　北条町駅内）

所在地

加西市役所　生活環境部　バイオマス課
TEL　0790-42-8716
http://www.city.kasai.hyogo.jp/

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
一般家庭および地元事業所から廃食用油を回収・精製し、地球
環境にやさしいバイオ燃料（BDF）として、公用車や協力事業
所の配送車に利用しています。取組には、近隣自治体や企業も
参画し、協力の環が広がっています。また、加西市のシンボル
である北条鉄道レールバスをBDF100%で運行する予定です。
廃食用油リサイクルを通して、エネルギーの地産地消を推進し、
CO2削減を図ることにより低炭素社会の実現を目指します。

特長
企業ＣＳＲとのタイアップによる公民連携と、地域の取組として
市民参画により運営されています。

兵庫県

加西市発　～減ＣＯ2（げんこつ）プロジェクト～

兵庫県　加西市
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

高圧水吸収方式ガス精製設備　330Nm3/h×2系列
ガスタンク設備　1,500Nm3/h×2基
ガス充填設備　ガス圧縮機　300Nm3　　など

主な設備

神戸市東灘区魚崎南町2丁目
（神戸市建設局東水環境センター内）

所在地

神戸市役所　下水道河川部　工務課　
TEL　078-322-5458
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/
waterworks/sewage/index.html

問い合わせ先

事業の内容
神戸市の下水処理場では年間約2億ｍ3の下水を処理しており、
その過程で約1,000万ｍ3の消化ガスが発生します。このガス
は重油に換算すると約700万リットル分に相当するエネルギー
を持っており、従来、処理場内で燃料として利用してきたので
すが、全量は利用できずに余っていました。そこで、東灘処理場
にガス精製設備を導入し、消化ガス中の不純物を除去して天然
ガス自動車の燃料として有効活用することを可能にしました。

特長
こうべバイオガスは循環型のバイオマスエネルギーである上、
メタン濃度98％と質の良い燃料です。

兵庫県

神戸市建設局

こうべバイオガス活用事業
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太陽光発電設備　790kW
小水力発電設備　横軸フランシス水車　80kW
｠

主な設備

御所市戸毛（御所浄水場内）
大和郡山市満願寺町（水道管理センター内）

所在地

奈良県水道局　業務課
TEL　0742-25-0771（内線303）
http://www.pref.nara.jp/
dd_aspx_menuid-1689.htm

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
化石燃料を削減し、二酸化炭素排出量を低減することを目的
に、環境対策を実施しています。御所浄水場に浄水池上部等
の未利用空間を利用して自然エネルギーである太陽光発電
設備を2005年に導入。水道管理センターに水位差が持つエネ
ルギーを活用した小水力発電設備を2007年に導入。新エネ
ルギー設備の導入により、平成19年度実績で、二酸化炭素を
415t-CO2低減し、奈良県水道局の電力の6.7％を賄っています。

特長
太陽光発電の出力は水道事業では国内最大級であり、普及啓発
として年間二千人以上の施設見学を実施中です。

奈良県

奈良県水道局環境対策導入プロジェクト

奈良県水道局
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複合複合

太陽光発電設備　　　104kW（10kW×10基　ほか）
風力発電設備　　　 　 12kW
バイオマス発電設備　　 3kW

主な設備

御坊市塩屋町南塩屋（日高港企業用地内）
所在地

日高港新エネルギーパークPR館　
TEL　0738-20-9001
http://www.city.gobo.wakayama.jp/
gobo/0410ka/eepark/eepark.html
http://www.kepco.co.jp/pr/eepark/index.html

問い合わせ先

事業の内容
新エネルギーの普及推進のため、発電の仕組みや研究内容等を
紹介することにより、新エネルギーに対する理解促進を図って
います。また、小・中学校の教育の場としても積極的に活用さ
れ、多くの児童生徒が見学に訪れ、新エネルギーの学習をする
とともに、環境問題に対する意識改革等にも貢献しています。
当パークは、御坊市と関西電力が一緒になって運営する施設で、
平成19年10月のオープン以降、県内外から多くの見学者が訪
れています。

特長
当パークは、新エネルギーを紹介する「PR館・研究施設」及び
「公園施設」を備えた体験型複合施設です。

和歌山県

和歌山県　御坊市

日高港新エネルギーパーク
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風力発電設備　13,500kW（1,500kW×9基）

主な設備

東伯郡北栄町江北、国坂、下神、松神地内
所在地

北栄町役場　環境政策課
TEL　0858-36-3112
http://www.e-hokuei.net/
mkpage/hyouzi_editor.php?sid=1171

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
二酸化炭素削減を主目的に、2005年に大学・住民・行政が
一体となって事業化した施設で、北栄町内の年間の二酸化炭
素排出量の約9％に相当する量の二酸化炭素を削減しています。
そして、国道9号線と海岸線に沿ってそびえ立つ9基の風車は、
新エネルギーの普及と地球温暖化対策の啓発のシンボルとし
て、道行く人や訪れる人に感動を与えています。施設見学や
フォトコンテスト等、風力発電の普及啓発活動も行っています。

特長
風車9基で出力13,500kWの風力発電所は、自治体直営では、
国内最大級の規模です。

鳥取県

北条砂丘風力発電所

鳥取県　北栄町
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雪氷エネルギー雪氷エネルギー

貯雪庫　雪貯蔵量　260トン
潜熱蓄熱タンク　蓄熱量　1,400kWh×2基
LNGサテライト　（LNG貯蔵60kL×2基、気化熱利用設備）

主な設備

日野郡江府町大字御机字笠良原
所在地

サントリー天然水株式会社
奥大山ブナの森工場　エンジニアリング部
TEL　0859-75-3310
http://www.suntory.co.jp/
factory/water/okudaisen/

問い合わせ先

事業の内容
当工場では奥大山の美しい自然環境に育まれた天然水を製品と
して出荷しています。そのため環境にやさしい自然共生型の工
場を目指して、森林保全、徹底した節水、ＰＥＴボトルの軽量
化、様々なＣＯ2削減技術やクリーンエネルギーの導入を行って
います。地域の特性を生かした自然エネルギーである雪冷熱
を多目的に利用し、また潜熱蓄熱設備を中心とした熱回収再利
用システムを構築してＣＯ2排出量を年間約400トン削減しまし
た 。
特長
雪氷エネルギーを冬季にも活用し、最先端技術である潜熱蓄熱
を導入して排熱を効率良く利用しています。

鳥取県

サントリー天然水株式会社　（鳥取県　江府町）

雪室の多目的利用設備と潜熱蓄熱を中心とした
エネルギー高度利用設備の導入
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風力発電設備　1,700kW（850kW×2基）

主な設備

出雲市多伎町久村
所在地

出雲市役所　産業誘致課
TEL　0853-21-6549（直通）
http://www.city.izumo.shimane.jp/

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
出雲市多伎町は北西に日本海を臨み、海からの風が強い地域
です。古くから人々はこの風と闘ってきました。このような
自然環境のハンディキャップを有効に活用し、環境にやさしい
まちづくりを行うため、2003年2月、日本海沿岸の丘陵地に
風力発電所を建設しました。発電開始以来、年間平均250万
kWh（一般家庭約450世帯で1年間に使用する電力量）を発電
し、年間約17,000トンの二酸化炭素を削減しています。

特長
発電所は風光明媚な丘陵地にあり、隣接する道の駅や海水浴場
等とともに観光スポットとなっています。

島根県

キララトゥーリマキ風力発電所

島根県　出雲市
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備
　1号機　　5.2kW（太陽熱温水器160Lを併設）
　2号機　 10.1kW

主な設備

岡山市北区一宮（岡山市立中山保育園）
岡山市南区藤田（岡山市立錦保育園）

所在地

おかやまエネルギーの未来を考える会
TEL　086-232-0363
http://enemira.milkcafe.jp/

問い合わせ先

事業の内容
“晴れの国岡山”にふさわしい太陽エネルギーの活用を図るた
め、2002年、岡山市と連携して、太陽光発電（太陽熱温水器
も併設）による市民共同発電所を中山保育園に設置しました。
2007年には2号機を錦保育園に設置。発電した電力は保育園
で消費し余剰分は市が電力会社へ売電。全発電量相当の金額が
法定耐用年数の間、岡山市から当会へ交付金として還元され、
それを次の自然エネルギー普及に活用することにしています。

特長
自治体との協働による全国初の取り組みのため県内外から注目
され、普及啓発活動も幅広く実施しています。

岡山県

特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会　（岡山県　岡山市）

自治体との協働による市民共同発電所づくり
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木質チップ蒸気ボイラー　　　6,930MJ/h　ほか
農家用ペレット温水ボイラー　1,050MJ/h　ほか
ペレット冷暖房対応型ボイラー　293MJ/h　ほか　　など

主な設備

真庭市内
所在地

真庭市役所　産業観光部　バイオマス政策課
TEL　0867-42-5022
http://www.city.maniwa.lg.jp/
webapps/www/index.jsp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
地域バイオマスを活用して産業の活性化を図るため、2005
年度から木質燃料を地域内循環させるシステムの構築を目指
した実験事業を実施しています。これにより木質バイオマス
燃料の流通が始まり、エネルギー利用先での設備導入も進み、
主に熱エネルギーとしての利用が広がっています。
このほかにも地域内製材業者等により、木質副産物を活用し
て、バイオマス発電及び各種熱エネルギー利用が行われてい
ます。
特長
バイオマスツアーを立ち上げ、2007年度には次世代エネル
ギーパークの認定を受けています。

岡山県

真庭市木質バイオマスエネルギー地域循環事業
（次世代エネルギーパーク）
岡山県　真庭市
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複合複合

太陽光発電設備　335kW（17ヵ所）
薪ストーブ　6台
ペレットストーブ　19台

主な設備

備前市畠田（西鶴山保育園）　ほか
所在地

備前市役所　環境課　保全係
TEL　0869-64-1822
http://www.bizen-midori.jp/

問い合わせ先

事業の内容
備前みどりのまほろば事業は、行政・事業者・住民が相互連携
して行った地域発の環境公益的プロジェクトです。「晴れの国
おかやま」の地域特性を活かし、公共施設や事業所に太陽光発
電設備やペレットストーブ等を設置しました。このプロジェク
トでは、特に幼少期からの「環境にやさしい人づくり」を目指
して、子育て世代を中心とした普及啓発活動も行っています。

特長
「まちづくり協議会」と「パートナーシップ事業会社」を設立
し、市民出資を活用した事業です。

岡山県

備前みどりのまほろば協議会　（岡山県　備前市）

環境にやさしいエネルギーでまちづくり!
「備前みどりのまほろば事業」
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小水力発電設備　720kW　
太陽光発電設備　158kW（屋上100kW、壁面58kW）

主な設備

山県郡北広島町有田
山県郡北広島町川小田

所在地

北広島町役場　企画課
TEL　0826-72-0856

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
庁舎太陽光発電システム（千代田地域・2001年3月～2002
年4月完成）と川小田小水力発電所（芸北地域・2003年3月
完成）は、自然にやさしいエネルギー政策の推進を図るため、
地域の特性を最大限に生かして設置しました。太陽光発電シス
テム導入後は、一般家庭の設置件数が大きく伸び、また、小水力
発電においては、当初から農業関連施設や温泉施設などへの
供給が計画され、地域に根ざした導入効果が現れています。

特長
太陽光発電は翼のようなフォルムが独特で、小水力発電は地域
産業の活性化などに貢献しているのが特長です。

広島県

北広島町自然エネルギー活用プロジェクト

広島県　北広島町
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

ペレットボイラー　1,163kW（349kW×3基、116kW×1基）
ペレットストーブ　 　81kW
（11.7kW×1台、9.3kW×2台、8.4kW×6台）

主な設備

岩国市錦町深川（錦パレスホテル）
岩国市錦町深川（そうづ峡温泉憩の家）
岩国市錦町宇佐郷（深谷峡温泉清流の郷）

所在地

岩国市役所　錦総合支所　地域振興課
TEL　0827-72-2111
http://www.city.iwakuni.yamaguchi.jp/

問い合わせ先

事業の内容
2004～2005年度事業により、更新期だった重油ボイラーに
替えて、木質ペレットボイラーを温泉施設の給湯及び浴槽昇温
用として3基、集会施設の暖房用として1基（計4基）設置しま
した。更に、木質ペレットストーブを錦地域内公共施設に9台
設置しました。これらにより、木質バイオマスエネルギーの需
要を促進することで、地域の約9割を占める森林の整備を図り、
地球温暖化対策にも貢献しています。

特長
地域資源である木質バイオマスを活用して、エネルギーの地産
地消システムを展開しています。

山口県

山口県　岩国市

岩国市木質バイオマスエネルギー利活用システム



75

風力発電設備　19,500kW（1,300kW×15基）

主な設備

名東郡佐那河内村上字奥川俣（大川原高原内）
所在地

株式会社ユーラスエナジージャパン　事業推進部
TEL　03-5561-6250

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
クリーンなエネルギーの普及・拡大を通じて地球環境保全に
貢献できる風力発電所を、紀伊水道、阿讃山脈などの360度の
パノラマ眺望や初夏の紫陽花で観光名所となっている大川原
高原に導入致しました。本発電所は四国最大級、徳島県では初
めての大型風力発電所で、年間約38,700トンの二酸化炭素
削減効果があり、地球環境保全に貢献しております。

特長
風車は、大川原高原の新たな観光資源として地域振興の核となる
よう期待されています。

徳島県

大川原ウインドファーム

株式会社大川原ウインドファーム　（徳島県）
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

チップ製造設備　（破砕機　90kW×１基　ほか）
木質チップボイラー　750kW（500kW×1基、250kW×1基）
薪ストーブ　5台

主な設備

勝浦郡上勝町大字福原字平間
所在地

上勝町役場　産業課　
TEL　0885-46-0111
http://www.kamikatsu.jp

問い合わせ先

事業の内容
A重油を利用していた上勝町月ヶ谷温泉交流施設のボイラーを、
バイオマス（木材チップ）ボイラーに置換することによりCO2の
排出抑制を図るとともに、チップ製造システムを構築すること
で、未利用木材の新たな需要を創出し有効利用を図りました。
また、薪ストーブ5台を上勝中学校他に導入し、灯油から薪に
置き換えることによりCO2の削減につなげています。薪という
新たな需要・商品が生まれ、地域経済効果が期待されます。

特長
地域資源利用によりCO2削減、森林の再生、雇用、地域経済
効果等、環境と経済が好循環する上勝方式の仕組み。

徳島県

徳島県　上勝町

環境と経済の好循環のまち上勝町をめざして
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廃食用油再生燃料化装置　100L/日

主な設備 小豆郡小豆島町池田
所在地

株式会社小豆島クリーンサービス
TEL　0879-75-1113
s-clean-33@peace.ocn.ne.jp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
当社は小豆島町の委託を請け町内の家庭系一般廃棄物の収集
運搬を行っています。2007年3月より、地球温暖化防止に
少しでも寄与できる事業として、廃食用油からディーゼル燃料
（小豆島Clean.Oil）を製造し、ごみ収集車に給油して走行して
います。この小豆島Clean.Oilが香川県の2008年度香川県環境
配慮モデルに認定されました。2009年4月からは、小豆島町
並びに香川県地区衛生組織連合小豆島町支部の協力をいただき、
町内11の公民館および地区集会場に廃食用油回収箱を設置し、
町内約7,000世帯を対象に廃食用油の回収を始めました。

特長
大がかりな設備ではありませんが、一般の方や小学生にも廃油の
リサイクル工程が理解でき、環境や地球温暖化防止に興味を
もってもらえる事業だと自負しています。

香川県

廃食用油リサイクル事業

株式会社小豆島クリーンサービス　（香川県　小豆島町）
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温度差エネルギー温度差エネルギー

海水（空気）熱源ヒートポンプ　3基　
　冷却/加熱能力　20,000MJ/h
海水（空気）熱源ターボ冷凍機　2基　
　冷却能力　30,000MJ/h
蓄熱槽　3,100ｍ3

主な設備

高松市サンポート
所在地

四国電力株式会社　営業推進本部　営業部　
都市エネルギーグループ
TEL　087-821-5061
http://www.yonden.co.jp/
life/kids/teacher/sisetu/page_04.html

問い合わせ先

事業の内容
ＪＲ高松駅周辺の大規模再開発地区「サンポート高松地区」に
おいて、海水温度差エネルギーを活用した地域熱供給事業を
実施しています。供給地域は同地区の139千ｍ2であり、供給
対象は高松港旅客ターミナルビル、全日空ホテルクレメント
高松、高松シンボルタワー、高松サンポート合同庁舎の4施設
（延床面積163千ｍ2）です。冷暖房用の冷温水として、年間、
5万GJ程度の熱供給を実施しています。

特長
当プラントでは、熱源として、100％海水温度差エネルギーを
利用した運転を続けています。

香川県

四国電力株式会社　（香川県）

サンポート高松地区熱供給センター
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太陽光発電設備　
　小中学校　　　　　　110kW（10カ所）
　公民館等公共施設　  160kW（10カ所）
　浄水場　　　　　　    30kW（2カ所）　　ほか

主な設備

松山市全域
所在地

松山市役所　環境事業推進課
TEL　089-948-6437
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
kankyouj/

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
現在、市内22の公共施設、合計366.8kWの太陽光発電が
稼動しており、今後も計画的に導入を進めていきます。また住
宅・オフィスに対して補助事業を行っており、約2,700件、合
計約10,000kWが設置されています（2008年度末現在）。
2009年度からは、太陽光発電の環境価値を活用する「グ
リーン電力証書活用モデル事業」と、ソーラーラジコンカーに
よる「サンシャインレース松山」を新たに実施します。

特長
年間日照時間が2,000時間を超える地域特性を活かした「脱
温暖化」・「産業創出」プロジェクトです。

愛媛県

松山サンシャインプロジェクト

愛媛県　松山市
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　9,000kW（1,000kW×9基）

主な設備

西宇和郡伊方町志津字水本　ほか
所在地

大和ハウス工業株式会社　大阪都市開発部　
開発グループ
TEL　06-6342-1405
http://www.daiwa-energy.com/
sadamisaki/index.html

問い合わせ先

事業の内容
大和ハウスグループは、「人が心豊かに生きる社会の実現を目指
す」という環境ビジョンのもと、地球温暖化防止を最重要テーマ
に掲げ、グループ一丸となって取り組みを進めています。その
一環として、2006年12月、愛媛県佐田岬半島に風力発電所
（風力発電機9基、1,000kW/基）を建設し、自然エネルギーを
利用した発電事業を開始しました。年間の発電量は約29,000
MWhで、一般家庭約6,500世帯の電力使用量に相当します。

特長
環境アセスメントを行なうとともに、最小限の樹木伐採や造成
にとどめるなど、自然環境の保全を最優先しました。

愛媛県

大和ハウス工業株式会社　（愛媛県　伊方町）

佐田岬風力発電事業
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複合複合

事業の内容
梼原にある恵まれた豊かな自然を活かして、そこから得られる
自然エネルギーで新エネルギー施設の導入を図っています。風
車から得た売電益を環境基金として積み立て、森林の間伐に対
する助成や個人が住宅に設置する太陽光発電施設などに助成し
ています。また、役場庁舎や小学校など17の公共施設に太陽
光発電施設を設置し、環境学習などに活用するとともに、ペ
レット焚き冷暖房と小水力発電は、中学校で活用しています。

特長
自然を活かした新エネルギー施設を複合的に導入しています。

高知県

森・水・風・光を活かしたまちづくり

高知県　梼原町

梼原町太田戸（四国カルスト県立自然公園内）
梼原町梼原（梼原町総合庁舎他）
梼原町川西路（梼原中学校内）

所在地

梼原町役場　環境推進課
TEL　0889-65-1250
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/

問い合わせ先

風力発電設備　　　　1,200kW（600kW×2基）
太陽光発電設備　　　  363kW（公共施設17ヵ所）
住宅用太陽光発電設備  389kW（95戸）
ペレット焚き冷暖房設備　30トン×2基　　など

主な設備
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燃料電池燃料電池

事業の内容
家庭用燃料電池「エネファーム」150台を集中設置する、世界
最大の水素エネルギーモデル都市です。本取組は、福岡水素エ
ネルギー戦略会議が展開する「福岡水素戦略（Hy-Lifeプロ
ジェクト）」の社会実証の第1弾として、福岡県、福岡県前原
市、新日本石油(株)、西部ガスエネルギー(株)が共同して実施
しています。2008年度に前原市南風台団地・美咲が丘団地に
設備を設置し、省エネ効果などを検証しています。

特長
家庭用燃料電池「エネファーム」を100世帯超の規模で集中設置
するのは、世界初の取り組みです。

福岡県

福岡県、福岡県前原市、新日本石油株式会社、西部ガスエネルギー株式会社、福岡水素エネルギー戦略会議

福岡水素タウン

家庭用燃料電池（LPガス仕様）112.5kW（750W×150台）

主な設備

前原市 南風台(みなかぜだい)団地、
美咲が丘(みさきがおか)団地

所在地

福岡水素タウン前原事務所
TEL　092-323-4656
http://www.f-suiso.jp/HyTown/index.html

問い合わせ先
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バイオガスコージェネレーション設備　50kW（25kW×2基）
BDF製造プラント　200L
太陽光発電設備　   50kW（10kW×5ヵ所）　　など

主な設備

三潴郡大木町大字横溝（おおき循環センター内）　
                                             ほか大木町内

所在地

大木町役場　環境課
TEL　0944-32-1013
おおき循環センター
TEL　0944-33-123
ooki-junkan@earth.ocn.ne.jp   

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
大木町では持続可能な町づくりを進める目標に向けた活動の一つ
として、自然エネルギーの普及によるエネルギー地産地消の拡大
に取組んでいます。太陽光発電は、町内小学校や公共施設に導
入し、家庭用太陽光発電も世帯数の4％に普及するなど町ぐるみ
の取組みが進んでいます。また、おおき循環センターは、バイオ
ガス発電やBDF燃料製造などのバイオマスエネルギーの他、太陽
光や小型風力を設置し、自然エネルギーの学習拠点施設になっ
ています。

特長
バイオガスプラントやBDFなどのバイオマスエネルギー、太陽光
発電などによるエネルギー地産地消の取組みです。

福岡県

新エネルギーで持続可能なまちづくり

福岡県　大木町
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複合複合

太陽光発電設備　150kW
燃料電池　200kW、ガスエンジン発電設備　160kW

主な設備

北九州市若松区ひびきの
（北九州学術研究都市内）

所在地

財団法人北九州産業学術推進機構
産学連携センター　事業推進部
TEL　093-695-3006

問い合わせ先

事業の内容
北九州学術研究都市では、「太陽光発電システム」「燃料電
池」及び「ガスエンジン発電装置」を設置し、施設において使
用する電力の一部を補うことにより、CO2の削減を図るととも
に、「ソーラーチムニー※1」や「地下のクールピット※2」
を取り入れるなど、環境配慮や省エネ技術の導入を実施してい
ます。
※1　太陽熱による煙突効果と外部風による誘因効果を利用し
た自然換気装置

特長
新エネ施設を活用し、「環境モデル都市」への取組みの一環と
して低炭素社会に向けた活動を実施しています。

福岡県

財団法人北九州産業学術推進機構　（福岡県　北九州市）

エコキャンパス・北九州学術研究都市
新エネルギー導入及び普及促進の取組み
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太陽光発電設備　268.3kW（公共施設8ヵ所）
住宅用太陽光発電設備　6,813戸

主な設備

佐賀市城内（佐賀県庁本館屋上）　ほか
所在地

佐賀県　地球温暖化対策課
TEL　0952-25-7474
http://www.pref.saga.lg.jp/
web/kan-torikumi.html

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
佐賀県は太陽光発電を積極的に推進するため、太陽光発電を
県有施設8ヵ所、合計268.34kWを設置しています。また、
県内の住宅用太陽光発電から生み出された環境価値をグリーン
電力証書化して、県内でのイベントの開催等に活用するなどし
て、県民や事業者などに対し太陽光発電の導入・普及活動を
行っています。2007年度における住宅用太陽光発電の設置
率は全国一です。

特長
佐賀県は、住宅用太陽光発電普及率が全国第1位です。太陽光
発電を県有施設に率先して導入しています。

佐賀県

佐賀県太陽光発電トップランナー推進事業

佐賀県
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　1,500kW

主な設備

唐津市肥前町納所乙
所在地

唐津市役所　企画政策課
TEL　0955-72-9115
http://www.city.karatsu.lg.jp/

問い合わせ先

事業の内容
新エネルギーの導入促進、環境先進地としての地域のイメージ
アップ及び新たな観光資源としての活用を目的として、唐津市
が51％を出資する第三セクター方式の特定目的会社により、
2003年度に商用風力発電設備１基を導入、2004年度から本
稼動を開始しました。本風車に続いて同地区内に風車20基を
建設した民間風力発電事業者様と協力しながら、見学受入やイ
ベントを通じた普及啓発活動を実施しています。

特長
肥前地区へ合計21基、31,500kWの風力発電設備が集積する
きっかけとなりました。

佐賀県

佐賀県　唐津市

唐津市肥前町納所地区風力発電導入事業
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メタン発酵発電設備　                      30kW
BDF燃料化設備　                       360L/6h
木質バイオマスガス燃料化設備　624MJ/h

主な設備

鳥栖市轟木町
所在地

有限会社鳥栖環境開発綜合センター
総務部　環境計量課
TEL　0942-83-4069
http://www.tosukan.co.jp

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
有機性廃棄物を処理する各施設を複合的に運用することで、
バイオマスエネルギーを得る処理過程から排出される副産物
を次工程で再利用するという連鎖において、資源を最大限に
有効活用する取り組みを行なっています。「メタン発酵施
設」で生ごみから電気と熱エネルギーを得て、「バイオディー
ゼル燃料化施設」で天ぷら油をBDFにして、「木質バイオマス
ガス化施設」ではガス燃料として利用しています。

特長
地域で産まれる資源を地域内で有効に活用する、循環型社会
構築の一助となる取り組みを行っています。

佐賀県

バイオマスエネルギー複合利活用と地域環境保全の取り組み

有限会社鳥栖環境開発綜合センター　（佐賀県　鳥栖市）
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複合複合

太陽光発電設備　900kW（10ヵ所）　　　　　　　　
ソーラーシップ（電気推進旅客船、定員51名）
天然ガスコージェネレーション設備　4,500kW
（1,500kW×3基）　　                                             など

主な設備

佐世保市ハウステンボス町
（ハウステンボス場内）

所在地

ハウステンボス株式会社　広報室　
TEL　0956-27-0138
http://www.pref.nagasaki.jp/
sangyo/jisedai/index.php
（長崎次世代エネルギーパーク）
http://www.huistenbosch.co.jp/
（ハウステンボス）

問い合わせ先

事業の内容
2007年10月、全国で初めて認定された6つの次世代エネル
ギーパークのひとつが「長崎次世代エネルギーパーク」です。
舞台となるハウステンボスでは、次世代型太陽電池である薄膜
タンデム型太陽電池を採用した設備としては日本最大級となる、
大規模太陽光発電設備が中核施設として設置されています。国
内外からの来場者に見て触れて体験頂くことで次世代エネル
ギーについての理解を促しています。

特長
ハウステンボス内でエネルギーを創り、供給し、消費する「エ
ネルギーの地産地消システム」が体験できます。

長崎県

ハウステンボス株式会社　（長崎県）

長崎次世代エネルギーパーク事業
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太陽光発電設備　65kW

主な設備

菊池市隈府（熊本県立菊池高等学校）
所在地

熊本県　環境生活部　環境政策課　
循環型社会推進班
TEL　096-333-2262
FAX　096-383-0314

問い合わせ先

太陽エネルギー太陽エネルギー

事業の内容
菊池高校では、「美しいくまもと『環境立県』に向けて」の取
組みとして、太陽光発電設備を導入するとともに、内装・建具
への木材の使用、管理棟の屋上緑化、雨水利用設備の設置など、
施設全般において環境に配慮した学校づくりを行っています。
今回の整備を契機に、「エコスクール日本一」を目標に掲げ、
生徒会を中心としたエコスクール委員会の設立など、積極的な
エコ活動が実践され、生徒の環境意識の向上につながっていま
す。
特長
熊本県立学校最大の太陽光発電設備、育友会林を使用した木質
化など環境配慮型の学校整備を進めています。

熊本県

熊本県立菊池高等学校太陽光発電システム

熊本県
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　134kW（街灯を含む20ヵ所）
太陽熱利用設備　736.6ｍ2（3ヵ所）

主な設備

熊本市内（各公共施設及び個人住宅等）
所在地

熊本市役所　環境企画課　温暖化対策室
TEL　096-328-2355

問い合わせ先

事業の内容
日射量や日照時間が他都市と比べ恵まれていることなど、本市
の地域特性である太陽エネルギーの導入を図るため、1981年
から公共施設への導入を行っているほか、独自に太陽熱温水器
設置費の補助制度を設け、住宅への導入促進を図っています。
また、市民・事業者・行政のパートナーシップ組織である「エ
コパートナーくまもと」“よかエネ部会”による市民学校の開催
など、市民協働による普及啓発を行っています。

特長
地域特性を活かし、太陽エネルギーを早期から導入している
ほか、補助を設け太陽熱利用を促進しています。

熊本県

熊本県　熊本市

恵まれた太陽エネルギーを軸に省エネ！
～市民・事業者・行政のパートナーシップによる普及啓発～
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小水力発電設備　　横軸フランシス水車　66kW

主な設備

日田市中津江村合瀬
所在地

日田市役所　市民環境部　
水郷ひたづくり推進課
TEL　0973-22-8357
http://www.city.hita.oita.jp/
kankyo/page_00066.html

問い合わせ先

水力エネルギー水力エネルギー

事業の内容
中津江村地域の豊かな森林とそこから育まれる水を利用した
新エネルギー施設を設置し、都市との交流拠点となる「鯛生
金山観光施設等」で使用することにより、森林保全と自然エネ
ルギーの普及啓発を推進する一方、施設運営のための経常
経費を削減し、新たな観光開発及び雇用の拡大などの地域振興
を図っていくことを目的として、2004年3月に完成したのが
「鯛生小水力発電所」です。中津江村地域の環境と雇用を支え
ています。

特長
既存の砂防ダム等を利用し設置された小水力発電施設が、環境
と地域振興に貢献しています。

大分県

日田市　鯛生小水力発電所

大分県　日田市
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地熱エネルギー地熱エネルギー

地熱発電設備　110,000kW（55,000kW×2基）
地熱バイナリー発電設備　2,000kW

主な設備

玖珠郡九重町大字湯坪
所在地

九州電力株式会社　八丁原発電所　
技術グループ
TEL　0973-79-2801
http://www.kyuden.co.jp/

問い合わせ先

事業の内容
八丁原発電所は、貴重な国産エネルギーである地熱資源の有効
活用と電源多様化を目的として、1990年までに全国最大規模
である110,000kWの地熱発電設備を設置しました。また、
2006年には低温度域の地熱資源も活用可能な地熱バイナリー
発電設備（2,000kW）を設置しました。発電所には設備見学
が可能な展示館を併設し、再生可能な地熱エネルギーの普及
啓発にも取り組んでいます。

特長
国内最大の地熱発電所であり、地熱バイナリー発電設備も導
入。設備見学による普及啓発活動にも取り組んでいます。

大分県

九州電力株式会社　（大分県　九重町）

八丁原発電所及び八丁原バイナリー発電所
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バイオマス発電設備　11,350kW
（鶏ふん焼却量　132,000トン/年）

主な設備
児湯郡川南町大字川南
所在地

みやざきバイオマスリサイクル株式会社
総務部　総務課
TEL　0983-27-6810

問い合わせ先

バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

事業の内容
宮崎県は全国１位のブロイラー生産県ですが、従来の鶏ふん処
理（発酵堆肥化による農地還元）は限界となり、悪臭や土壌・
河川汚染などの環境問題が顕在化したため、抜本的な対策が
迫られていました。鶏ふんは、生物由来の有機性バイオマス資源
であり、国内では初めての鶏ふんを焼却した熱の全量で発電
を行い電力販売すると共に、焼却灰は有効な肥料原料として活
用する「バイオマス発電による循環型エコシステム」を構築、
事業化しました。

特長
鶏ふんを燃料とした国内最大級のバイオマス発電所です。地域の
環境保全、化石燃料の使用量低減とCO2排出量削減などエネル
ギー問題と地球温暖化への有効な対応策となっています。

宮崎県

鶏ふん焼却によるバイオマス発電

みやざきバイオマスリサイクル株式会社　（宮崎県）
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バイオマスエネルギーバイオマスエネルギー

鶏ふんボイラー　蒸気発生量　41トン/h
蒸気タービン発電設備　　　　1,500kW　　など

主な設備

都城市高城町有水
所在地

南国興産株式会社　環境対策室
TEL　0986-53-1041
webmaster@nangokunet.co.jp

問い合わせ先

事業の内容
宮崎県のブロイラー飼養羽数は全国でトップクラスであり、多量
の鶏ふんが発生しています。鶏ふんは肥料として農地に還元さ
れていましたが、還元できる量は限られており、余剰分の野積
みなど不適切な処理により地下水汚染の問題が広がっていまし
た。一方、当社は畜産副産物をリサイクルするレンダリング事業
を行っており、エネルギー多消費の産業です。処理に困った鶏
ふんをバイオマスエネルギーとして利用することに着目しまし
た 。
特長
平成13年度に全国で初めて設置された鶏ふん発電ボイラーで、
CO2排出削減量は、年間約69,000トンです。

宮崎県

南国興産株式会社　（宮崎県　都城市）

バイオマスエネルギーの地産地消
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風力発電設備　　　　20,500kW（20基）　
太陽光発電設備　　　　　10kW
太陽光風力ハイブリッド街灯　36基

　

主な設備

南さつま市坊津町坊津番屋山地区
南さつま市笠沙町片浦
南さつま市加世田高橋（りんりん）

所在地

南さつま市役所　企画政策部　企画課
TEL　0993-53-2111（内線2422）

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
本市は、悠久の歴史に育まれた固有の伝統や文化、農業や漁業を
中心とする産業や特産品など様々な資源に恵まれています。風力
発電事業においては、年間を通して安定稼動できる風が確保
され、自然豊かな環境とマッチした施設となっており、観光施設
としての役割や、クリーンエネルギーの普及推進の役割を担って
います。

特長
「人と自然とエネルギーの共生」を目標とした環境にやさしい
まちづくりに取り組んでいます。

鹿児島県

地域資源を活用した新エネルギーの推進

鹿児島県　南さつま市
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太陽エネルギー太陽エネルギー

太陽光発電設備　99kW
蓄電池　1,000Ah×2基　　など

主な設備

国頭郡宜野座村字惣慶
（特別養護老人ホーム『でいご園』）

所在地

社会福祉法人清明会
TEL　098-968-8363
http://www.seimeikai.jp

問い合わせ先

事業の内容
『でいご園』は沖縄県本島中央部の緑と海の自然豊かな宜野座村
にあり、介護等が必要な高齢者と職員の総勢約250名を擁する
高齢者福祉施設です。太陽光発電と蓄電池と自家発電機、また、
太陽熱温水設備等を導入することにより、常時は省エネと地球
温暖化対策、台風等の災害時は、公共電力系統から孤立した際の
食料保持、入浴・トイレ機能等の保持といった高齢者のための
防災機能の向上を図っています。

特長
1983年より太陽光発電の試験を開始。1996年に設置した
太陽光発電設備は今年で13年目の継続使用です。

沖縄県

社会福祉法人清明会　（沖縄県　宜野座村）

特別養護老人ホーム『でいご園』エネルギー施設整備事業
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風力発電設備　　3,600kW（900kW×4基）

主な設備

宮古島市平良字狩俣
宮古島市城辺字福里

所在地

沖縄新エネ開発株式会社
TEL　098-875-1771
FAX　098-875-1735

問い合わせ先

風力エネルギー風力エネルギー

事業の内容
『我が国の新エネルギー発祥の地』にふさわしい風力発電設備
3,600kW(900ｋW×4基）を2008年度に導入しました。運
用開始後、宮古島の『青い海』『白い雲と青い空』、『ゆった
りと廻る白い風車』が一体となった景観を生み、地域の観光シ
ンボルとなっています。隣接した他企業の新エネ施設など宮古
島市には「次世代エネルギータウン、バイオマスタウン計画」
関連施設もあります。

特長
宮古島市は我が国における大規模ウィンドファームおよび大規
模太陽光発電設備の先駆け地域の１つです。

沖縄県

宮古島風力発電事業

沖縄新エネ開発株式会社　（沖縄県　宮古島市）
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風力エネルギー風力エネルギー

風力発電設備　1,200kW（600kW×2基）
蓄電池　800kWh

主な設備

八重山郡与那国町屋手久
所在地

沖縄電力株式会社　離島事業部　離島技術課
TEL　098-877-2341

問い合わせ先

事業の内容
風力エネルギーの有効利用や、地球温暖化対策の観点から、当
社では平成11年から5島おいて風力発電設備に蓄電池とディー
ゼル発電を組み合わせた「新エネハイブリッドシステム」を導
入してきました。2002年2月に運転開始した与那国風力発電
設備は、その集大成プロジェクトです。運転開始後は与那国島
全体で消費される年間電力量の約24％を供給しており、化石燃
料の使用量及びCO2排出削減に貢献してきました。

特長
風力発電設備に蓄電池と既設ディーゼル発電機を組み合わせた
「新エネハイブリッドシステム」です。

沖縄県

沖縄電力株式会社　（沖縄県　与那国町）

与那国風力ハイブリッドシステム
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廃食用油利活用設備
　　バイオディーゼル精製釜　6トン
　　廃食用油備蓄タンク　100トン
　　バイオ燃料用発電機　45kW×2基、65kW×1基

主な設備

うるま市内
所在地

うるま市役所　経済部　商工課
TEL　098-965-5611

問い合わせ先

複合複合

事業の内容
2006年度に「バイオマスタウン構想」、「次世代エネルギー
パーク構想」を策定し、民間による廃食用油利活用施設が建設
され、木質燃料ペレット製造施設が建設中です。また、亜熱帯
海洋性気候での海洋資源を活かし、産学官の連携によるバイオ
マス実証試験にも取り組んでいます。行政、事業者、地域住民
などで構成する環金武湾地球温暖化対策地域協議会は、新エネ
導入、省エネ活動を中心に、温暖化防止に取り組んでいます。

特長
亜熱帯海洋性気候での海洋性バイオマス利用に大きな可能性を
有し、産学官で実証試験にも取り組んでいます。

沖縄県

低炭素インキュベート・シティうるま

沖縄県　うるま市
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複合複合

太陽光発電設備　　196kW（糸満市庁舎）
風力発電設備　　1,800kW（600kW×3基）（糸満市観光農園）

主な設備

糸満市潮崎町1丁目
所在地

糸満市役所　企画開発部　政策推進室
TEL　098-840-8122
http://www.city.itoman.okinawa.jp/

問い合わせ先

事業の内容
糸満市は、1996年に地球環境問題への対応の一環として新エ
ネルギー導入に積極的取り組む姿勢を打ち出すため「糸満市地
域新エネルギービジョン」を策定しました。その後、ビジョン
構想を具現化するため、2002年に糸満市庁舎に太陽光発電シ
ステムを導入し、又、2004年に糸満市観光農園に風力発電シ
ステムを導入して、「クリーンエネルギーのまち・糸満」を標
榜したまちづくりを進めています。

特長
沖縄県内で新エネルギー導入を先導している自治体として独自
に整備及び推進しています。

沖縄県

沖縄県　糸満市

クリーンエネルギーのまち・糸満






