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１．計画策定の背景                       

1.1 策定の背景 ～桜ヶ池エコビジレッジモデルとは～ 

南砺市（以下、「本市」）では、「南砺市総合計画後期基本計画（H24～H28）」において、

「誇り」、「元気」、「共生」の視点で重点施策を選定しており、「エコビレッジ構想の推進」

もその一つとして位置づけている。 

エコビレッジ構想とは、「地域の自立と循環」という視点から、「環境保全とエネルギー

の自給」を推進し、いのちを育む「農林水産業」、「健康医療、介護福祉」、「教育、次世代

育成」という分野が連動し、地域の雇用と賑わいを創出し、他とも連携しながら、いのち

を繋いでいく地域づくりをめざすものである。 

「桜ヶ池エコビレッジモデル」とはエコビレッジ構想を推進するためのモデルエリアと

なるものである。今後は、桜ヶ池周辺をモデルとして、散居村や里山、山里エリアへの展

開を図り、それぞれのエコビレッジが互いに連携・連動しながら南砺市全体の活性化と自

立を進めていく。 

図 1.1-1 南砺市エコビレッジ構想の展開イメージ 
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1.2 計画の目的と位置づけ 

「南砺市桜ヶ池エコビレッジ再生可能エネルギー導入基本計画」（以下、「本計画」）は、

南砺市エコビレッジ構想（桜ヶ池エコビレッジモデル）の 4 分野の一つである「環境保全エ

ネルギー」のうち、公共施設におけるエネルギーの自給をめざした再生可能エネルギーの導

入方針を策定するものである。このことにより、「環境保全エネルギー」を先導するととも

に、災害に強いまちづくりに資するものとする。 

本計画の位置づけは図 1.2-1 に示すとおりであり、南砺市エコビレッジ構想（桜ヶ池エコ

ビレッジモデル）との整合を図りながら策定するものとする。 

図 1.2-1 「南砺市桜ヶ池エコビレッジ再生可能エネルギー導入基本計画」の位置づけ 

南砺市エコビレッジ構想（桜ヶ池エコビレッジモデル） 

南砺市桜ヶ池エコビジレッジ 

再生可能エネルギー導入基本計画 

整合 

地域資源の循環 

地域の自立と循環 

環境保全エネルギー 農林水産業

健康医療・介護福祉 教育・次世代育成
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２．再生可能エネルギーの概要                  

2.1 再生可能エネルギーの定義 

再生可能エネルギーとは、有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原

子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称であ

る。具体的には、太陽光・太陽熱、風力、水力、地熱、波力、バイオマスなどの利用が挙

げられる。 

このうち、技術的には実用化レベルに達しつつあるものの、コスト面での制約からその

普及に支援を必要とするものについては、「新エネルギー」と定義されている※1。 

※1「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」（平成９年４月制定）による。 

図 2.1-1 再生可能エネルギーとは 

※新エネルギーとされている地熱発電はバイナリー方式のもの、水力発電は未利用水力を利用する 1,000kW 以下の

ものに限る 

出典： 

図 2.1-1 ･･「石川県新エネルギー導入ガイドブック」（平成 23 年、石川県） 

2.2 再生可能エネルギーの特性と近年の動向 

再生可能エネルギーのうち、新エネルギーに関する特性と国内における近年の動向を以

下に整理する。 
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（1）太陽光発電 

■システム概要 

太陽光発電は、シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を利用し、

太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式である。 

太陽光発電の一般的な年間設備利用率は 12％程度と言われている。 

■経済性 

設 置 費 用
※1

住宅用（10kW 未満） ：新築･･42.7 万円/kW、既築･･46.6 万円/kW 

10kW 以上 1,000kW 未満：27.3～43.7 万円/kW 

1,000kW 以上     ：28.0 万円/kW 

発電コスト 
※2 

住宅用   ：33.4～38.4 円/kWh 

メガソーラー：30.1～45.8 円/kWh 

補 足 事 項 
再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24 年度買取価格） 

住宅用（10kW 未満） ：42 円（10 年間） 

10kW 以上      ：42 円（20 年間） 

■近年の動向 

①メガソーラー発電の導入拡大 

電気事業者連合会は、2020 年度までに全国約 30 地点で約 14 万 kW の太陽光発電

設備を設置する「メガソーラー発電」計画を公表している。富山県内では、富山太

陽光発電所（1,000kW、北陸電力（株））が平成 24 年 4 月から運転を開始している。 

②「屋根貸し」等の新たなビジネスモデルの誕生 

固定価格買取制度が開始され、企業が保有する大型施設の屋根や自治体が保有す

る公共施設の屋根を発電事業者に貸し出す「屋根貸し」といった新たなビジネスが

展開されている。 

■導入にあたっての留意事項 

①景観や光害への配慮 

桜ヶ池周辺の里山景観に配慮した太陽光パネルの設置方法や、太陽光パネルの反

射光による光害に配慮した設置方位、設置角度の検討が必要である。 

＜対策＞ 

・架台をつけない「屋根置き型」、屋根の形状に応じた配置が可能な「ルーフフィッ

ト設計」といった、景観配慮型の太陽光パネルの設置 

②積雪への対策 

桜ヶ池周辺地域は特別豪雪地域に指定されていることから、積雪による太陽光パ

ネルの埋没や、積雪荷重によるパネル等の破損への留意が必要である。 

＜対策＞ 

・架台の補強、パネル上の雪を落としやすい滑落角度の確保 

・地上置き型のパネルは、架台高さの確保（雪による埋没の防止） 
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（2）太陽熱利用 

■システム概要 

太陽熱利用は、集熱器に太陽熱を集め空気や水、不凍液などを温め、給湯や冷暖房

に活用する。システムの種類には、集熱器と貯湯槽が一体になった汲置き型や集熱器

と貯湯槽が分離した強制循環型などがある。 

■経済性 

設 置 費 用
※3

住宅用      ：約 11 万円/m2

中・大規模システム：約 22 万円/m2

■近年の動向 

①ガイドラインの策定 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（略称「NEDO」）では平成 21

年度に「業務用太陽熱利用システムの設計ガイドライン」、「業務用太陽熱利用シス

テムの施工・保守ガイドライン」を策定した。 

②冷房システムへの展開 

従来の給湯及び暖房のみならず、夏季の余剰熱の有効利用による冷房システムの

導入事例が増えつつある。 

■導入にあたっての留意事項 

①景観への配慮 

桜ヶ池周辺の里山景観に配慮した集熱器の設置方法の検討が必要である。 

＜対策＞ 

・屋根勾配に沿った設置（汲置き型の設置は避ける） 

②積雪への対策 

桜ヶ池周辺地域は特別豪雪地域に指定されていることから、積雪による集熱器の

埋没や、積雪荷重による破損への留意が必要である。 

＜対策＞ 

・積雪時には雪下ろし等の対策が必要。 

・汲置き型の設置は避ける。 
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（3）風力発電 

■システム概要 

風力発電は、「風」の運動エネルギーでブレード（風車の羽根）を回転することで

運動エネルギーに変換し、発電器機に伝えて電気エネルギーに変換する。 

風力発電の年間設備利用率が 20％以上であれば、風力発電事業に適していると言わ

れている※4。 

■経済性 

設 置 費 用
※5

小型（10kW 以下）：150～300 万円/kW 

大型（2,000kW 級）：25～32 万円/kW 

発電コスト 
※2 

陸上（大型）：9.9～17.3 円/kWh 

洋上風力  ：9.4～23.1 円/kWh 

補 足 事 項 
再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24 年度買取価格） 

20kW 未満：57.75 円（20 年間） 

20kW 以上：23.1 円（20 年間） 

■近年の動向 

①洋上風力の技術開発 

現在、着床式の洋上風力が北海道、山形県、茨城県の３箇所で稼働しているほか、

現在、NEDO が数カ所で実証研究事業を実施している。国内では浮体式の導入実績はな

いが、現在、環境省や経済産業省が実証研究事業を実施している。 

②環境アセスメントの簡素化に向けた方策検討 

大型風力発電所の建設にあたっては 3～4 年程度の環境アセスメントが必要であり、

風力発電の推進のために、手続きの迅速化・簡素化が大きな課題となっている。その

ため、現在、経済産業省と環境省では審査の合理化等を含めた方策を検討していると

ころである。 

■導入にあたっての留意事項 

①景観への配慮 

大型風力発電では高さが 100m に及び、数 kW の小型風力発電でも高さが 10m を超える

機種もあるため、風力発電の設置は、近景のみならず遠景に影響を及ぼすことになる。 

②落雷への対策 

冬季の雷は夏季の雷よりもエネルギーが大きく、風車体等への落雷被害が多い。特

に、北陸地方では冬季の落雷が高頻度に発生するため、風力発電の設置にあたり、落

雷対策が必要である。 

＜対策＞ 

・風車本体の雷保護対策（ブレードに落雷した雷電流を安全に地面に放電する等） 

・独立型の避雷鉄塔の設置 



- 7 - 

（4）小水力発電 

■システム概要 

水力発電は、水が高いところから低いところへ流れる位置エネルギーを利用して、

水車を回し運動エネルギーに変換し、発電機に伝えて電気エネルギーに変換する。 

なお、自然河川での流れ込み式の使用水量の決定に際し、設備利用率を 45～60％と

することとしている※6。

■経済性 

設 置 費 用
※1

200kW 未満：31～390 万円/kW 

発電コスト 
※2 

19.1～22.0 円/kWh 

補 足 事 項 
再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24 年度買取価格） 

200kW 未満 ：35.7 円（20 年間） 

■近年の動向 

①未利用落差による小規模発電 

近年は農業用水におけるマイクロ水力発電の導入がすすむほか、ビル内や工場内の

循環水を利用したマイクロ水力発電の導入事例も数例ある。 

②小水力発電（従属発電）の水利使用許可手続の簡素化・円滑化 

農業用水や水道用水など、すでに水利使用の許可を得ている水を利用して水力発電

（いわゆる「従属発電」）を行う場合には、許可手続に必要な書類等の簡素化が図ら

れている。このほか、国土交通省では、現在、従属発電については水利使用を許可制

から登録制にする等の方策を検討しているところである。

③固定価格買取制度の開始に伴う導入の活発化 

固定価格買取制度の開始により、これまでは採算性の観点から開発を見送っていた

案件の見直しや、中小水力発電の開発に向けた地域での協議会の設立など、開発に向

けた動きが活発化しているほか、老朽化した小水力発電設備を改修して、事業の継続

を見直す事業者が増加している。 

■導入にあたっての留意事項 

①維持管理 

水路を流れるごみ等は、取水障害や水車に絡まり故障の原因となるため、日常的な除

去作業や、除塵機の設置といった対策が必要である。また、土砂の流入により機器の摩

耗等が生じ、故障が発生することもあるため、取水口上流に沈砂施設が必要である。 

また、自然河川では、雪崩等による雪が河川に流入し取水障害をひきおこすことが

あるほか、農業用水においても、雪が溶けずに流れる「スノージャム」や雪の塊その

ものによる取水障害への留意が必要である。 
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（5）バイオマス発電及び熱利用 

■システム概要 

バイオマスエネルギーは、植物・動物の細胞組織、動物の排泄物など、生物由来の

有機物をエネルギー源として利用するものであり、発電、熱利用、燃料製造など幅広

く変換用途がある。 

■経済性 

（バイオマス発電） 

設 置 費 用
※7、※8

木質系 ： 50～100 万円/kW（1,000～2,000kW クラス） 

    ：100～400 万円/kW（1,000kW 未満） 

畜産系 ：200～300 万円/kW（300kW 以上） 

廃棄物系：200～400 万円/kW（200kW 以上） 

発電コスト 
※2 

木質系（石炭混焼）： 9.5～9.8 円/kWh 

（木質専焼）：17.4～32.2 円/kWh 

補 足 事 項 

再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24 年度買取価格） 

メタン発酵ガス化発電   ：40.95円（20 年間） 

未利用木材燃焼発電    ：33.6 円（20 年間） 

一般木材等燃焼発電    ：25.2 円（20 年間） 

廃棄物（木質以外）燃焼発電：17.85円（20 年間） 

リサイクル木材燃焼発電  ：13.65円（20 年間） 

（バイオマス熱利用） 

設 置 費 用
※7

木質系：      10 万円/kW（2,000kW 以上） 

畜産系：140～180 万円/kW 

食品系： 50～100 万円/kW 

■近年の動向 

①震災がれきの利用検討 

農林水産省を中心として、東日本大震災で生じたがれきを燃料に使うバイオマス発

電所なども検討されている。 

②バイオマスからの水素の製造 

木質バイオマスの熱分解・ガス化により水素を製造する商用プラントが稼働したほ

か、東日本大震災被災地において下水汚泥からの水素製造の実証実験に向けた取り組

みが進められている。 

■導入にあたっての留意事項 

①バイオマス資源の確保、安定供給 

既存用途との競合が生じないよう、バイオマス資源をいかに確保するかが課題である。 

②収集・運搬コストの低減 

特に、収集・運搬コストはランニングコストに直結するため、できるだけ、バイオ

マスの発生源の近くで利用する、集約化して利用するなどが必要である。 
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（6）地熱発電 

■システム概要 

地熱発電は、火山帯の地下に存在する「マグマ溜まり」によって地下に浸透した雨

水が加熱されて発生する熱水や蒸気を利用して蒸気タービンを回し発電する方式で

ある。 

地熱発電は天候に左右されることなく安定した電力供給が可能であり、設備利用率

は 70％程度とされている※9。 

■経済性 

設 置 費 用
※10

バイナリー方式 ：25 万～45 万円/kW（工事費含まず） 

50kW 温泉発電用ユニット：約 8,000 万円（設置工事等を含む） 

発電コスト 
※2 

9.2～11.6 円/kWh 

補 足 事 項 
再生可能エネルギー固定価格買取制度（平成 24 年度買取価格） 

15,000kW 未満 ： 42 円（15 年間） 

15,000kW 以上 ：27.3 円（15 年間） 

■近年の動向 

①規制緩和の検討 

既開発済の地熱発電所は 18 ヶ所、出力合計は約 535MW、うち新エネルギーであるバ

イナリー方式は九州電力八丁原バイナリー発電設備（2,000kW）と霧島国際ホテルの

地熱バイナリー発電施設（220kW）の 2 ヶ所のみに留まっている（調達価格等検討委

員会（平成 25 年 1 月）によると、温泉発電の計画等が数件進行中）。しかしながら、

東日本大震災を契機とした再生可能エネルギー導入の機運の高まりにより、自然公園

における規制緩和等が検討されている。 

②環境アセスメントの簡素化に向けた方策検討 

大型風力発電所と同様に、現在、経済産業省と環境省では審査の合理化等を含めた

環境アセスメントの簡素化に向けた方策を検討しているところである。 

■導入にあたっての留意事項 

①開発リスク 

地熱発電の開発に伴うボーリング孔の掘削は１本数億円の費用が必要であり、莫大

な投資とリスクが伴う。 

②自然公園法等の制約 

地熱発電の開発可能地域の多くが、自然公園法や温泉法の制約を受ける地域に位置

しており、開発が困難である。 

③関係者との合意形成 

地熱発電の開発可能地域には、温泉観光地が含まれるケースが多く、温泉や温泉街

としての景観への影響を懸念する地元関係者との合意形成が必要である。 
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（7）温度差熱利用 

■システム概要 

温度差熱利用は、河川水や地中などにおける外気との温度差を利用して、ヒートポ

ンプや熱交換器を使って冷水や温水をつくり、冷暖房や給湯に活用する。 

■経済性 

設 置 費 用
※11

地中熱利用 

クローズドループ方式：25～60 万円/kW 

オープンループ方式 ：10～30 万円/kW 

■近年の動向 

①住宅用地中熱利用システム 

地中熱利用はこれまで大規模施設での導入事例が多かったが、東日本大震災による

全国的な電力不足と節電意識の向上を受け、住宅設備メーカーなどが住宅用システム

を積極的に開発・販売している。 

また、住宅用地中熱利用システムの助成を行う自治体も増えつつあり、近隣では富

山市が住宅用地中熱利用システムの設置にあたり、一律 5 万円の助成を行っている。 

■導入にあたっての留意事項 

①既存施設への導入が困難 

熱供給のための配管敷設など大規模な工事を必要とするため、既存の街区、建物へ

の導入は困難であり、導入にあたっては大規模な再開発計画等に合わせる必要がある。 

②イニシャルコストの低減 

河川、海水等を利用した地域熱供給システムは、熱交換器の腐食対策等により、高

コストになってしまう。 

地中熱利用システムは、地中熱交換井の掘削コストの削減が課題である。 

③ランニングコスト、メンテナンス 

補助熱源に伴うランニングコストが必要である。河川、海水等を利用する場合には、

水中の浮遊物や海洋生物の処理が必要となる。 
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（8）雪氷熱利用 

■システム概要 

雪氷熱利用は、冬季に積もった雪や凍結した氷などを、冷熱が必要な時期まで保管

し、その冷気や溶けた冷水を利用して冷房や冷蔵に活用する。 

■経済性 

設 置 費 用
※12

冷風循環方式及び冷水循環方式：12.5～25 万円/t 

■導入にあたっての留意事項 

①地産地消型のエネルギー 

雪の収集コスト・輸送コストの削減が課題であるため、地産地消が基本である。 

また、効率的な雪の収集も課題である。 

②貯蔵スペースの確保 

断熱性が高く、大量の雪を貯蔵できるスペースの確保が必要である。 

参考資料： 

※1 調達価格等検討委員会（平成 25 年 1 月）資料 

※2 「コスト等検証委員会報告書」（エネルギー・環境会議） 

※3 「太陽熱エネルギー利用システムの先進動向調査」（平成 18 年、NEDO） 

※4 「風力発電導入ガイドブック」（平成 20 年、NEDO） 

※5 「新エネルギーガイドブック 2008」（平成 20 年、NEDO） 

※6 「中小水力発電ガイドブック」（NEF） 

※7 「バイオマスエネルギー導入ガイドブック（第 3 版）」（平成 22 年、NEDO） 

※8 「バイオマス技術ハンドブック」（NEF） 

※9 「NEDO 再生可能エネルギー技術白書」（NEDO） 

※10 地中熱発電に関する研究会（平成 21 年 9 月）資料 

※11 「地中熱利用にあたってのガイドライン」（平成 24 年、環境省） 

※12 「COOL ENERGY 5（雪氷熱エネルギー活用事例集５）」（平成 24 年、北海道経済産業局）
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３．桜ヶ池周辺地域の現況                    

再生可能エネルギーの導入及び利用条件を整理するため、桜ヶ池周辺地域（以下、「対

象地域」）における地域特性、エネルギー消費の状況を把握した。 

3.1 地域特性 

（1）位置、地勢 

対象地域は城端地域の西部に位置し、小矢部川が形成する扇状地（砺波平野）に面し

た飛騨高地北部の台地である。 

主な水域としては、小矢部川水系山田川、城端ダム、桜ヶ池が挙げられる。桜ヶ池は、

夏季の水不足が深刻な山田川流域において、かんがい用水を安定的に確保するため、昭

和 28 年に作られた農業用ため池である。その周囲は良好な里山となっており、豊かな

生態系を形成していることから、平成 22 年に「全国ため池百選」に認定された。 

図 3.1-1 桜ヶ池周辺地域の地勢 

桜ヶ池 

小矢部川 

山田川 

城端ダム 

砺波平野 

臼中ダム 
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（2）気 象 

南砺高宮における各気象要素の月別平年値を図 3.1-2 及び図 3.1-3 に示す。 

本市は日本海側気候に属し、冬季は降水量が多く、日照時間が短くなる傾向が見られ

る。また、「井波風」と呼ばれる局所風の影響を受け、春季に風速が強くなるのが特徴

的である。なお、図 3.1-4 は「メッシュ平年値図 2010」（気象庁資料）のうち、年間日

照時間と年間降水量を示したものであり、本市は全国の中では日照時間が短いが降水量

は多い地域に含まれていることが分かる。 

本市の城端、平、上平、利賀、福光の各地域は特別豪雪地域に指定されている。対象

地域における積雪データはないが、表 3.1-1 は市内積雪量観測点における最大積雪深の

平均値であり、対象地域に最寄りの「福光（川西）」では期間最大で 168cm、「平（梨谷）」

では 354cm の積雪が観測されている。 
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表 3.1-1 最大積雪深の平均値及び期間最大積雪深（平成 19～23 年度） 

単位：cm 

福野（寺家） 福光（川西） 平（梨谷） 利賀（高沼） 上平（西赤尾）

12 月 21 35 108 99 80 

1 月 43 81 222 209 168 

2 月 45 83 249 231 180 

3 月 8 38 204 179 122 

期間最大 97 168 354 338 290 
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図 3.1-2 月別降水量及び平均気温の平年値 

（南砺高宮） 

図 3.1-3 月別日照時間及び平均風速の平年値 

（南砺高宮） 
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図 3.1-4 メッシュ平年値図 2010（参考データ） 

出典： 

図 3.1-1    ･･「なんとｅマップ」（南砺市） 

図 3.1-2、3.1-3 ･･気象庁資料（観測地点：南砺高宮、統計期間：1981～2010 年） 

表 3.1-1    ･･「南砺市の統計」（南砺市） 

図 3.1-4     ･･気象庁資料 

＜降水量（年）＞ 

＜日照時間（年）＞ 
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（3）土地利用の状況 

対象地域は桜ヶ池ハイウェイオアシスを含む一体の地域であり、東海北陸自動車道城

端サービスエリア、桜ヶ池県定公園など様々な施設が集積している。 

桜ヶ池ハイウェイオアシスには桜ヶ池クアガーデン（宿泊・温浴等複合施設）、ヨッ

テカーレ城端（飲食店、農産物直売所）、桜ヶ池クライミングセンター（スポーツ施設）

があり、サービスエリア、一般道の両側からの利用が可能である。また、桜ヶ池県定公

園内の自遊の森は、キャンプ場、貸コテージ、バーベキュー施設、温泉（桜湯）などを

含むレクリエーションゾーンとなっている。 

写真 3.1-1 桜ヶ池周辺地域の土地利用状況 

城端サービスエリア 

桜ヶ池ハイウェイオアシス 

桜ヶ池県定公園 
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3.2 エネルギー消費 

（1）調査対象施設 

対象地域における公共施設及び南砺市役所城端庁舎のエネルギー消費を把握した。調

査対象施設の諸元を表 3.2-1 に、位置を図 3.2-1 に示す。 

表 3.2-1 調査対象施設の諸元 

施設名称 施設の用途 
延床面積 
（m2） 

階数 備考 

桜ヶ池クアガーデン 宿泊・温浴等複合施設 3,003 2 

ヨッテカーレ城端（軽食） 飲食施設 285 1 

ヨッテカーレ城端（直売） 農産物等直売所 485 1 JA なんと運営施設

自遊の森 管理棟 事務所 517 3 地上 2 階、地下 1 階

自遊の森 桜湯 温浴施設 118 1 

自遊の森 コテージ 宿泊施設 
62×4 棟 
46×4 棟 

1 合計 432m2、8 棟 

自遊の森 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ 飲食施設 728 1 

南砺市役所 城端庁舎 事務所 4,090 3 

図 3.2-1 調査対象施設の位置 

城端庁舎 

桜ヶ池クアガーデン 

ヨッテカーレ城端 

自遊の森 各施設 
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（2）調査方法 

調査対象施設の設備管理者への聞き取りによる。聞き取り項目を表 3.2-1 に示す。 

表 3.2-1 調査対象施設への聞き取り項目 

項 目 内 容 

エネルギー設備の種類 暖房、冷房、給湯設備の種類と出力 

エネルギー消費量 
・用途別の燃料種、月別の燃料消費量 
・月別の電力消費量、契約区分 

（3）エネルギー設備の導入状況 

調査対象施設におけるエネルギー設備の導入状況を表 3.2-2 に示す。 

桜ヶ池クアガーデン（以下、「クアガーデン」）と南砺市役所城端庁舎（以下、「城端庁

舎」）では、ガスヒートポンプやガスボイラー、ガス給湯器が導入されており、LP ガスを

利用した冷暖房及び給湯設備となっている。 

また、自遊の森の各施設の中には、重油ボイラーや石油ファンヒーターを使用する施設

があり、こうした化石燃料を再生可能エネルギーに代替する余地はあると言える。 

表 3.2-2 調査対象施設におけるエネルギー設備の導入状況 

施設名 
（略称） 

暖房設備 冷房設備 給湯設備 

クアガーデン 

①温水ヒーター（ガスボ
イラー：400,000kcal/h）
×2台 

②ガスヒートポンプ 
(180,000kcal/h)×4台

①冷水チラ－ 
(300,000kcal/h)×2台

②ガスヒートポンプ 
(180,000kcal/h)×4台

①温水ヒーター（ガスボ
イラー：400,000kcal/h）
×2台 

②ガス給湯器 
（2,400kcal）×3 台 

ヨッ テカ
ーレ 

軽食 エアコン エアコン ガス給湯器 

直売 エアコン エアコン ガス給湯器 

自遊の森 

管理棟 
重油ボイラー 
（42,000kcal/h） 

－ 
重油ボイラー 
（200kcal/h） 

桜湯 － － 
重油ボイラー 
（300,000kcal/h） 

コテージ 
石油ファンヒーター 
（7.09kW） 

ルームエアコン 
（750W） 

ガス給湯器 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ
ﾊｳｽ 

－ － ガス給湯器 

城端庁舎 
ガスヒートポンプエアコン 
（18 馬力×7 台）

ガスヒートポンプエアコン 
（18 馬力×8 台）

ガス湯沸し器 

（11.5kW×3 台） 
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（4）エネルギー消費の状況 

調査対象施設における年間エネルギー消費量を表 3.2-3 及び図 3.2-2 に示す。 

各施設で使用されているエネルギーの内訳は、灯油、A 重油、LP ガス、電気である。 

最もエネルギー消費量が大きいのはクアガーデンであり、その内訳の約 7 割が LP ガ

ス、残り 3 割が電力となっている。 

また、調査対象施設における月別エネルギー消費量は図 3.2-3 に示すとおりであり、

いずれの施設も冬季（12～3 月）に給湯や暖房用の燃料油や LP ガスの消費量が多くなる

という、寒冷地に特有の傾向が見られる。 

表 3.2-3 調査対象施設における年間エネルギー消費量（固有単位） 

施設名（略称） 
灯油 

（L/年） 
Ａ重油 

（L/年） 
ＬＰＧ 

（m3/年） 
電気 

（kWh/年） 

クアガーデン 0 0 114,573 1,636,873 

ヨッテカーレ 
軽食 422 0 1,778 101,585 

直売所 0 0 13 129,069 

自遊の森 

管理棟 0 4,000 0 

86,449 桜湯 0 12,000 0 

コテージ 2,092 0 112 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ 0 0 44 3,222 

城端庁舎 0 0 6,712 192,253

（調査年度：平成 21～23 年度） 

0 5,000 10,000 15,000 20,000
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ヨッテカーレ軽食

ヨッテカーレ直売所
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ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ
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16

1,435

図 3.2-2 調査対象施設における年間エネルギー消費量（熱量換算※） 

※灯油、A 重油などの燃料油、LP ガス、電気はそれぞれ単位が異なるため、熱量に換算して比較した。 

熱量の単位･･Ｊ（ジュール） 

GJ（ギガジュール）･･ 1GJ＝1,000,000,000J 1kWh＝0.0036GJ 詳細は参考資料を参照。 
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図 3.2-2(1) 調査対象施設における月別エネルギー消費量（熱量換算） 
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図 3.2-2(2) 調査対象施設における月別エネルギー消費量（熱量換算） 
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４．桜ヶ池周辺地域の再生可能エネルギー利用可能量        

対象地域における公共施設の再生可能エネルギーの利用可能量（供給可能量）を推計した。 

4.1 推計方法 

利用可能量の推計の考え方を以下に示すと共に、推計方法の概要を表 4.1-1 に示す。 

＜推計の考え方＞ 

○太陽光発電、太陽熱利用、小水力発電 

これらの再生可能エネルギーは自然環境の中の現象を利用するため、対象地域において

設置場所を想定し（以下、「想定地点」、図 4.1-1 参照）、想定地点ごとの条件に応じて、出

力や発電量、熱量を推計した。なお、太陽光発電と太陽熱利用の想定地点の一部が重複す

るが、本検討では、それぞれの利用可能量を評価する。（なお、実際に導入する場合には、

同じパネルで発電、熱利用の併用は行わない。）また、小水力発電については最大 2 ヶ所で

の導入を予定しているが、本検討では、それぞれの利用可能量を評価する。 

○木質バイオマス発電及び熱利用、雪氷熱利用 

これらの再生可能エネルギーは自然環境に存在する資源を利用するため、対象地域や本

市内において調達可能な資源量を想定し、そこから得られる発電量や熱量を推計した。な

お、調達可能な資源量とは本検討のための仮定値であって、今後の収集体制の確立等によ

り、エネルギー利用できる資源量が増える可能性は十分にある。 

○温度差熱利用 

本検討では地中熱の利用を想定した。なお、対象地域の地中条件（地中温度、地下水位

等）が明らかでないため、地中熱ヒートポンプの導入事例より、省エネルギー効果を整

理した。 



- 22 - 

表 4.1-1 再生可能エネルギーの利用可能量の推計方法（概要） 

利用可能量の推計方法（概要） 想定地点（図 4.1-1）

太陽光発電 
JIS C 8907:2005 

（太陽光発電システムの発電電力量推定方法） 

ｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ屋根 (①,②)※2

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ壁面（③） 

ﾖｯﾃｶｰﾚ城端屋根 （④） 

公用地 

太陽熱利用 
設置面積×最適角平均日射量×3.6×集熱器効率（0.4） 

×365 日 
ｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ屋根 (①,②) 

小水力発電 
①発電機出力＝9.8×使用水量×総合効率×有効落差

②発電量＝発電機出力×8,760 時間 

桜ヶ池堰堤（⑤） 

上原分水 （⑥,⑦） 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 林地残材（1,627m3）※3 をエネルギー変換し、得られる 

発電量及び熱量を推計 

（発電効率 0.25、ボイラー効率 0.85） 

設置場所は 

調査により設定 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用 
設置場所は 

調査により設定 

温度差熱利用 
（地中熱） 

導入事例などにより省エネルギー効果を整理 
設置場所は 

調査により設定 

雪氷熱利用 
クアガーデン駐車場の雪（9,000t）から得られる冷熱

量を推計（熱交換器効率 0.80） 

設置場所は 

調査により設定 

※1 各種機器の効率： 

「新エネルギーガイドブック 2008」（平成 20 年、NEDO）からの引用、及び既存機器の平均的な効率を用いた。 

※2 クアガーデン屋根については、太陽光発電の設置と太陽熱システムの設置の 2 つの可能性が考えられるため、こ

こでは両方のケースの利用可能量を推計した。 

※3 林地残材については、森林組合へのヒアリング結果から得られた平成 23 年度の実績値を用いた。なお木質（森

林）バイオマスは収集体制の確立等により、供給可能量が増える可能性は十分にある。 

※4 対象地域の年間平均風速は地上高 30m で 5m/s を下回り好風況とはいえないため、風力発電は除外する。 

※5 地熱発電については、適地がないため除外する。 

図 4.1-1 利用可能量を推計するための想定地点の位置 

凡 例 

● 太陽光発電・太陽熱利用 

  小水力発電 

⑤

⑥

② ⑦

③
④

①
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4.2 利用可能量 

（1）太陽光発電及び太陽熱利用 

NEDO の「全国日射量平年値データマップ（MONSOLA11）」では、全国の気象官署におけ

る斜面日射量が整理されている。図 4.2-1 は、対象地域に最寄りの南砺高宮のほか、富

山、名古屋における年間最適傾斜角※1 での月別平均日射量を示したものであり、このう

ち、名古屋は全国の中でも日照時間が長く、日射量も多い地域である。 

南砺高宮の月別日射量をみると、秋季から冬季の日射量は少ないものの、春季から夏

季の日射量は名古屋とほとんど変わらず、対象地域においても同様の傾向であるものと

推定される。 

0.00

2.00

4.00

6.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月年
間

最
適

傾
斜

角
に

お
け

る
日

射
量

（
k
W
h
/
m2
･
日

）

南砺高宮 富山 名古屋

図 4.2-1 年間最適傾斜角での月別平均日射量（南砺高宮、富山、名古屋） 

※1 年間最適傾斜角･･年間を通して最も日射量が得られる、太陽光パネル（集熱器）の最適な設置角度 

本検討では、クアガーデン及びヨッテカーレ城端の屋根、クライミングセンターの壁

面、対象地域内の公有地（地上設置）への設置を想定し、利用可能量を推計した。その

結果を表 4.2-1 に示す。 

なお、実際に導入する場合には、太陽光発電あるいは太陽熱利用を有効に利用できる地点

を選定する。また、同じパネルで発電、熱利用の併用は行わないものとする。 
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表 4.2-1 対象地域における太陽光発電及び太陽熱利用の利用可能量 

想定地点 

設置条件 太陽光発電 太陽熱利用 

設置面積 

（m2） 
方位（度） 

角度※2

（度） 

斜面 

日射量※3 

(kWh/m2) 

出力※4 

（kW） 

年間発電量 

(kWh/年) 

年間集熱量 

(GJ/年) 

①ｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ 158 
30 

(南南西) 
30 

1.74 ～
4.54 

20 17,500 282 

②ｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ 216 
30 

(南南西)
30 

1.74 ～
4.54 

30 26,200 386 

③ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 46 
30 

(南南西)
90 

1.55 ～
2.53 

6 3,300 

④ﾖｯﾃｶｰﾚ城端 80 
90 

(西)
30 

1.31 ～
4.42 

10 7,800 

公用地 5,400 
15 

(南微西)
40 

1.86 ～
4.31 

360 316,900 

※2①、②、④･･6～6.5 寸勾配と仮定、③･･壁面設置を想定、公用地･･新潟メガソーラーの傾斜角（冬季）を採用 

※3「全国日射量平年値データマップ（MONSOLA11）」（NEDO）、地点：南砺高宮 

※4①～④の出力･･設置面積／7.5m2/kW（出力あたりのパネル面積はメーカー平均値を採用） 

  公用地の出力･･設置面積／ 15m2/kW（地上設置を想定した③については、「平成 22 年度 再生可能エネルギー導

入ポテンシャル調査 報告書」（環境省）における遊休地での設置係数（出力あたりの必要面積）

を採用） 
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（2）小水力発電 

対象地域の水利の概況を表 4.2-2 及び図 4.2-2 に示す。城端ダムから山田川に放流され

た水は、かんがいを目的とし、桜ヶ池、二ヶ渕用水、千福用水、花潰用水で取水している。

桜ヶ池では、山田川から取水した水を貯め、水量が少なくなる夏季などに山田川や用水路

に注水（放水）しており、水利権上では、4 月 26 日から 11 月 10 日までの期間は山田川

から最大 1.391m3/s の取水が許可されている。なお、過去 10 年間（平成 14～平成 23 年）

の桜ヶ池での平均取水量は、代掻期で 0.01～0.08m3/s、普通期で 0.01～0.09m3/s となっ

ている。 

表 4.2-2 対象地域における水利の概況 

水利等の概況 備考 

桜ヶ池 

取水（注水用）の期間 4／26～11／10 

許可水利 
最大注水量取水量  ･･ａ 1.391 m3/s 

最大注水量     ･･ｂ 1.057 m3/s 

がんがい期総取水量 2,270,000 m3

二ヶ渕用水 
千福用水 
花潰用水 

代掻期（4/26～5/5） ･･ｃ 0.588 m3/s 

慣行水利 普通期（5/6～9/15） ･･ｃ 0.322 m3/s 

用水維持流量    ･･ｃ 0.162 m3/s 

山田川 河川維持流量    ･･Ａ 0.100 m3/s 城端ダム直下 

出典：「城端ダム工事誌」（平成 5 年 3 月、富山県） 

桜ヶ池水利使用許可申請添付書類（桜ヶ池土地改良区資料） 

図 4.2-2 対象地域における水利の概況 

城端ダム 

桜ヶ池 

山田川 

二ヶ渕、千福、花潰

ａ

ｂ

ｃ

Ａ



- 26 - 

本検討では、山田川の河川維持流量、二ヶ渕用水等での必要な取水量を確保し、それ

以外の水量を上乗せして取水した場合に見込まれる水力発電の出力及び年間発電量（利

用可能量）を推計した。 

対象地域において小水力発電の設置場所として想定される 3 地点での利用可能量を表

4.2-3 に示す。小水力発電は最大 2 ヶ所での導入を予定しており、最大出力は 260～400kW、

年間発電量は合計 2,059,000kWh/年が見込まれる。 

表 4.2-3 対象地域における小水力発電の利用可能量 

想定地点 
有効落差※1

（m） 
取水量※2

（m3/s） 
出力※3（kW） 

年間発電量※4 

（kWh/年） 

⑤桜ヶ池堰堤 
（取水口～堰堤直下） 

23.9 0.26～1.81 100～200 769,500 

⑥上原分水 
（上原分水～山田川） 

14.0 0.26～1.81 60～100 450,000 

⑦上原分水 
(桜ヶ池余水吐～上原分水) 

50.0 0.26～1.81 200～300 1,609,000 

※1 地形図からの読みとりによる。 

※2 城端ダム放流量及び桜ヶ池取水量（平成 14～23 年の実績）および二ヶ渕用水等における取水量（ここでは慣行

水利の値をそのまま使用）、山田川の河川維持流量（ここでは城端ダム直下の値を使用）に基づき算定 

※3※1 及び※2 より、年ごとの出力を 10 年分算定し、その幅を示した。 

※4※2 より、10 年分の年間発電量を算定し、その平均値とした。 
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（3）木質バイオマス発電及び熱利用 

木質バイオマス発電及び熱利用の検討にあたり、富山県西部森林組合砺波支所へ森林

伐採の実績、搬出木材の利用状況について聞き取り調査を行った。その結果は図 4.2-4

にまとめるとおりであり、平成 23 年度に本市内では、広葉樹（ナラ、クヌギ等）の主

伐と針葉樹（スギ）の間伐が行われている。搬出された木材は、薪、製紙用チップなど

に利用されていることから、本検討では、林内に放置された残材（1,627m3）をエネルギ

ー利用できるものとして、発電量及び熱量を推計することとした。 

図 4.2-4 南砺市における森林伐採及び搬出木材の利用状況（平成 23 年度実績） 

林地残材を利用した場合に得られる年間発電量及び年間熱量は表 4.2-4 に示すとおり

であり、木質バイオマス発電では年間 269,800kWh/年の発電、木質バイオマス熱利用で

は年間 3,302GJ/年の発熱が見込まれる。 

表 4.2-4 対象地域における木質バイオマス発電及び熱利用の利用可能量 

項目 説明 値 単位 

①林地残材の材積  ※1 平成 23 年度実績 1,627 m3/年 

②針葉樹のかさ比重 湿潤状態 500 kg/m3

③木材の含水率   ※2 伐採直後 0.75 － 

③発熱量      ※3 絶乾状態 19.10 MJ/kg 

④発電効率     ※4 発電機の効率 0.25 － 

⑤ボイラ効率    ※5 ボイラの効率 0.85 － 

年間発電量 
（①×②×(1-0.75)×③／3.6
［MJ/kWh］）×④ 

269,800 kWh/年 

年間発熱量 ①×②×(1-0.75)×③×⑤／1,000 3,302 GJ/年 

※1、※2 富山県西部森林組合砺波支所への聞き取りによる 

※3 木材工業便覧 

※4、※5「新エネルギーガイドブック 2008」（NEDO） 

※6 年間発電量及び年間発熱量は算定値を四捨五入している。 

主伐材積 1,084m3/年 

搬出材積 1,084m3/年 

薪 

322m3/年 

ｼｲﾀｹ用ｵｶﾞｺ 

732m3/年 

(広葉樹) 

間伐材積 10,000m3/年 

搬出材積  8,373m3/年 

(針葉樹 スギ) 
林内放置材積 1,627m3/年 

木粉 

500m3/年 

製紙用ﾁｯﾌﾟ 

3,803m3/年 

ベニヤ板 

1,147m3/年 

市場・製材所 

2,922m3/年
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（4）雪氷熱利用 

本検討では、クアガーデン及び城端サービスエリアの駐車場（収集面積 12,000m2）の

積雪を収集した場合の利用可能量を推計した。その結果は表 4.2-5 に示すとおりであり、

年間 2,587GJ/年の冷熱を得ることができると見込まれる。 

表 4.2-5 対象地域における雪氷熱利用の利用可能量 

項 目 説 明 

雪の収集量 9,000t/年（収集面積 12,000、積雪深 2.5m、雪の比重 300kg/m3） 

算定式  ※ 利用可能雪量(9,000,000kg/年)×（雪の比熱(2.093kJ/kg・℃)×｜雪温(-1℃)｜＋融解水

の比熱(4.186kJ/kg･℃)×放流水温(5℃)＋融解潜熱(335kJ/kg)）×熱交換器効率(0.80) 

利用可能量 2,578GJ/年 

※「新エネルギーガイドブック 2008」（NEDO） 

（5）参考：地中熱ヒートポンプの省エネルギー効果の事例 

対象地域の地中条件（地中温度、地下水位等）が明らかでないため、地中熱ヒートポンプ

システムの導入事例より、省エネルギー効果を整理した。 

地中熱ヒートポンプシステムの省エネルギー効果の事例を表 4.2-6 に示す。地中熱ヒ

ートポンプには、熱媒体を地中に循環させる「クローズドループ方式」と揚水した地下

水から熱を取り、再び地中（または地表）に戻す「オープンループ方式」がある。クロ

ーズドループ方式の事例では、オフィスで 8.2～49％、プールで 27％の省エネルギー効

果が得られている。またオープンループ方式の事例では、オフィスで 20～61.3％、温泉

施設で 27.4％の省エネルギー効果が得られている。 

表 4.2-6 地中熱ヒートポンプシステムの省エネルギー効果の事例 

導入場所 施設種類 用途  
HP※出力 
（kW） 

冷暖房 
面積(m2) 

省エネルギー
効果 

岩手県盛岡市 オフィス 冷暖房 62 222 29.7％

大阪府吹田市 オフィス 冷暖房 
21.7 

～36.2 
100 8.2％

東京都千代田区 オフィス 冷暖房 63 303 49 ％

神奈川県横浜市 プール 冷暖房 131 1,200 27 ％

岐阜県岐阜市 オフィス 冷房 1,124 14,000 20～50 ％

山形県山形市 オフィス 
冷暖房 
給湯 

90～100 840 20 ％

富山県南砺市 オフィス 冷暖房 45 260 61.3％

長野県立科町 温泉施設 
暖房 
給湯 

165.6×2 (不明) 27.4％

※HP･･ヒートポンプの略称 

出典：「地中熱利用にあたってのガイドライン」（平成 24 年、環境省） 
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なお、参考図 1 及び 2 に示すとおり、対象地域を含む城端地域は、地熱発電が可能な

ほど高温域ではないものの、熱水資源が分布しているほか、比較的地下水が豊富な地域

に含まれていることから、地中熱や地下水を熱源とした温度差熱利用の有効性が期待さ

れる。 

出典： 

参考図 1 ･･「平成 22 年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書」（平成 23 年 3 月、環境省） 

参考図 2 ･･「地下水マップ（地下水調査）」（平成 12 年、国土庁） 

※比湧出量･･井戸ごとの水位降下 1ｍあたりの日揚水量） 

低 

高 

少 

多 

参考図 2 富山県内の地下水比湧出量※分布 参考図 1 富山県内の熱水資源の密度分布

（53～120℃） 
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（6）利用可能量のまとめ 

対象地域における再生可能エネルギーの利用可能量（供給可能量）は表 4.2-7 及び図

4.2-5 にまとめるとおりであり、発電分野では小水力発電、熱利用分野では木質バイオ

マスの利用可能量が最も大きいと推計された。 

表 4.2-7 対象地域における再生可能エネルギー利用可能量（まとめ） 

想定規模※1 年間利用可能量※2

発
電

太陽光 

① 20 kW 17,500 kWh

② 30 kW 26,200 kWh

③ 6 kW 3,300 kWh

④ 10 kW 7,800 kWh

公用地 360 kW 316,900 kWh

小水力 

⑤ 100～200 kW  769,500 kWh

⑥ 60～100 kW  450,000 kWh

⑦ 200～300 kW 1,609,000 kWh

木質バイオマス 40 kW 269,800 kWh

熱
利
用

太陽熱 
① 158 m2 282 GJ

② 216 m2 386 GJ

木質バイオマス 117,000 kcal/hr 3,302 GJ

温度差熱(地中熱) 今後の調査による 

雪氷熱 143,000 kcal/hr 2,578 GJ

※1 木質バイオマス（発電、熱利用）、雪氷熱利用の想定規模は、年間利用可能量から出力を逆算した。木質バイオ

マス発電･･設備利用率 80％、木質バイオマス熱利用･･稼働日数･･280 日、雪氷熱利用･･稼働日数 180 日（いずれ

も事例より） 

※2 太陽光発電及び太陽熱利用については、実際に導入する場合には、太陽光発電あるいは太陽熱利用を有効に利用でき

る地点を選定する。また、同じパネルで発電、熱利用の併用は行わないものとする。 

また、小水力発電については最大 2 ヶ所での導入を予定している。 

※3 1,000kcal＝0.00419GJ 
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図 4.2-5 対象地域における再生可能エネルギー利用可能量（まとめ） 

2,578
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282
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3
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317

770
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270

0 500 1,000 1,500 2,000
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②太陽光

③太陽光

④太陽光

太陽光(公用地)

⑤小水力

⑥小水力

⑦小水力

木質発電

発電量 （103kWh/年）
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５．桜ヶ池周辺地域の再生可能エネルギーの導入課題        

5.1 導入課題 

対象地域における再生可能エネルギーの導入課題を表 5.1-1 に示す。 

表 5.1-1 対象地域における再生可能エネルギーの導入課題 

分 
野 

対象施設 
の消費量 

利用可能量 導入課題 

電 

力 

クアガーデン 

ヨッテカーレ 

自遊の森 

（城端庁舎 

1,636 MWh/年 

230 MWh/年 

89 MWh/年 

192 MWh/年） 

太 

陽 

光 

372 MWh/年 

（約 430 kW） 

・日射量に伴う発電量の変動 

・電力需要とのバランス 

・景観への配慮 

・積雪荷重への対策 

小 

水 

力 

最大 2,059 MWh/年 

(260～400 kW) 

・事業体制の検討 

・発電水利の新たな取得 

・経済性の向上 

木 

質 

バ 

イ 

オ 

270 MWh/年 

・事業体制の検討 

・収集・運搬体制の検討 

・原料の安定供給 

・対象地域内外の連携による利活用 

・経済性の向上 

熱 

利 

用 

クアガーデン 

ヨッテカーレ 

自遊の森 

（城端庁舎 

12,683 GJ/年 

214 GJ/年 

720 GJ/年 

743 GJ/年） 

太 

陽 

熱 

668 GJ/年 

（約 370m2） 

・日射量に伴う集熱量の変動 

・熱需要とのバランス 

・景観への配慮 

・積雪荷重への対策 

木 

質 

バ 

イ 

オ 

3,302 GJ/年 

・原料及び収集体制の確保 

・原料の安定供給 

・対象地域内外の連携による利活用 

・経済性の向上 

地中熱は有効性が

高いと考えられる

ため、導入をめざ

す 

・過剰な運転による効率の低下 

・経済性の向上 

雪 

氷 

熱 

2,578 GJ/年 

・雪の保管方法の検討 

（場所の確保など） 

・大規模施設の場合は、初期コストの 

低減 

■エネルギーの需要と供給における主な課題 

対象地域ではクアガーデンを中心に電力、燃料油、LP ガスの消費量が多く、再生可能

エネルギーによる電力、熱利用の需要は十分にある。しかしながら、再生可能エネルギ

ーは不安定な供給特性を持ち、特に日射量に左右される太陽光発電及び太陽熱利用は、

時間帯や季節によってエネルギーの需要と供給のバランスがとれないこともある。その

ため、太陽光発電は蓄電池の併用による余剰電力の蓄電、太陽熱利用は季節を問わず熱

需要のある施設への導入や別の熱源との併用などの検討が課題である。 

一方で、対象地域の水資源と地形（落差）を最大限に活用した小水力発電の導入は、

安定的な需要が可能となるエネルギーとして期待できるが、定量的な水量の確保、施設

温
度
差
熱

(

地
中
熱)
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の発電効率の向上が課題として挙げられる。 

木質バイオマスについては、本検討では林地残材の利用を想定した。しかしながら、

エネルギー資源として森林バイオマスなどの有効活用をめざすため、対象地域のみなら

ず、本市内での広域連携による利活用を想定した収集・運搬体制を検討することが今後

の課題である。 

■地域特性による主な課題 

対象地域には良好な里山景観が形成されているため、太陽光発電や太陽熱利用の導入

にあたっては景観への配慮が課題となる。その対策として、屋根に設置する場合には架

台をつけない、屋根形状に合わせたデザインを採用することなどが挙げられる。 

また、対象地域は特別豪雪地帯に指定されていることから、積雪対策の検討が課題で

ある。太陽光発電及び太陽熱利用の対策としては、積雪荷重によるパネルの破損を防止

するため、雪を落としやすい滑落角度を確保する、地上に設置する場合には雪によるパ

ネルの埋設を防止するため、架台の高さを確保することなどが挙げられる。 

■その他の課題 

再生可能エネルギーの導入には、概して、イニシャルコストやランニングコストの低

減といった経済性の課題が挙げられる。そのため、今後は詳細な調査を行い、設置条件

やエネルギー需給条件を整理し、経済性を踏まえた設計や工法等を検討することが必要

となる。また、木質バイオマスや付加価値の創出といった視点も必要である。更に、今

後の技術動向を見ながら、高効率なエネルギー変換技術を積極的に取り入れていくこと

も視野に入れる必要がある。 

このほか、地中熱利用による暖房は地中から熱を採り、冷房は地中に熱を出すため、

過剰に運転すると地中や地下水の温度が変化し効率が低下することもあることから、導

入施設に応じた適切な規模の選定や、運転管理が必要である。 

また、個々の再生可能エネルギーを無秩序に利用するのではなく、それぞれの特性を

上手く組み合わせることにより、エネルギーを最適に利用することも視野に入れる必要

がある。 
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5.2 桜ヶ池周辺地域における利用方法 

対象地域及び公共施設における再生可能エネルギーの利用方法を表 5.2-1 に示す。 

再生可能エネルギーの利用方法としては、まず公共施設における既存のエネルギー利用

の代替が挙げられるが、分散型という特性を活かした災害時の非常用電源及び熱源として

の利用、EV 充電スタンドの補助電源やハウス栽培、農産物の貯蔵といった新たな利用方法

などが挙げられる。 

表 5.2-1 桜ヶ池周辺地域における再生可能エネルギーの利用方法 

分 
野 

利用方法 

電 

力 

■公共施設における既存のエネルギー利用の代替 
①施設用電源  （施設内の照明や各種動力、温泉ポンプ、融雪用電力など） 
②屋外照明用電源（街路灯、防犯灯など） 

■その他の利用 
①非常用電源  （施設の非常用電源、防災活動用電源） 
②EV 充電スタンドの補助電源 
③イベント用電源 
④農業用の電源  （かんがい・排水ポンプの動力、鳥獣防護柵の電源など）  など

熱 
利 
用 

■公共施設における既存のエネルギー利用の代替 
①施設用熱源  （施設内の給湯、空調、浴場の補助熱源など） 

■その他の利用 
①非常用熱源  （施設の非常用熱源、防災活動用熱源） 
②融雪用の熱源 
③農業用の熱源 （ハウス栽培、農産物の貯蔵(冷熱利用)など）        など

5.3 まとめ 

対象地域における再生可能エネルギーの導入には様々な課題が挙げられるが、その対策を

講じることにより、公共施設のエネルギー自給に資する再生可能エネルギーの利用が期待で

きる。そのため、今後は経済性等を考慮しながら、導入に向けた検討を行うものとする。 
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６．再生可能エネルギー導入基本計画               

エコビレッジ構想（桜ヶ池モデル）における公共施設での再生可能エネルギー導入基本計

画を以下に示す。 

6.1 導入方針 

本計画では、再生可能エネルギーの導入方針を次のとおりとする。

6.2 導入施策 

公共施設における自立・分散型エネルギーシステムを効率的に構築するため、安定的な

エネルギー確保が図れ、桜ヶ池の水資源を最大限活用できる小水力発電を中心とした電力

供給と地中熱利用などによる省エネルギー化を複合的に推進する。また、段階的に太陽光

発電の活用、対象地域内外での連携による木質バイオマスの導入などを推進する。 

このほか、災害時においても供給や自立型エネルギーの構築を図るため、蓄電池を組み

合わせることも検討する。 

本計画における再生可能エネルギーの導入施策を次頁にまとめる。 

■導入方針１ 

桜ヶ池周辺の豊かな自然（太陽、水、森、雪など）を最大限活用する。 

桜ヶ池は、山田川流域の水資源を有効に

使うために先人の英知と努力によって築か

れたものであり、周囲の豊かな森林と相ま

って良好な里山を形成している。 

本計画では、先人にならい、これらの豊

かな自然と桜ヶ池周辺ならではの気候をエ

ネルギー資源として最大限活用し、里山の

環境や景観を保全しつつ、公共施設におけ

るエネルギー自給を図る。 

■導入方針２ 

災害に強い環境先進地域（エコビレッジ）の構築をめざすため、公共施設に

おける自立・分散型のエネルギー供給システムの導入を推進する。 

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故を契機に、エネルギーの安全性や災害時

にも強い供給体制の確保が重要視されるようになり、これまでの一極集中型から分散

型エネルギーへの転換が求められるようになった。 

そのため、公共施設における自立・分散型のエネルギー供給システムの導入を推進

し、災害時においても住民の安全・安心を確保できるエコビレッジの構築めざす。 
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○施設屋根や壁面、公有地などに導入 
○蓄電池を含めた系統システムを導入 
○景観や積雪に配慮した設置構造を検討 

■桜ヶ池周辺の豊かな自然（太陽、水、森、雪など）の最大限の活用 

■公共施設における自立・分散型のエネルギー供給システムの構築 

○常時熱源が必要な温水プール等へ導入 

○景観や積雪に配慮した設置構造を検討 

○新たに発電水利権を取得し、桜ヶ池の水量及び落

差を最大限活用した発電施設を導入 

○収集・運搬・前処理などの経済性を整理 

○対象地域内外での連携による利活用を検討 

○収集・運搬・前処理などの経済性を整理 
○対象地域内外での連携による利活用を検討 
○薪など小規模で普及啓発的な熱利用からの段階的導入

促進

○地中熱の有効性は高いと推定されるため、省エネ

ルギー効果等を考慮しながら導入を検討 

○豪雪地域ならではの雪の有効利用を図るべく、雪
氷熱利用を検討 

○小規模で普及啓発的な冷熱利用からの段階的導入 

太陽光発電 

太陽熱利用 

小水力発電 

バイオマス 

発  電 

導

入

エ

ネ

ル

ギ

ー

バイオマス 

熱 利 用 

温 度 差 
熱 利 用 
(地中熱利用)

雪氷熱利用 

～ 桜ヶ池周辺における再生可能エネルギーの導入施策 ～ 
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- 
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マ
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6.3 実施スケジュール 

実施スケジュールは次のとおりであり、今後は詳細調査や設計等を経て、公共施設への

再生可能エネルギーの導入を図っていくものとする。 

特に小水力発電は安定的な供給エネルギーであり、本計画の要となるため、新たな水利

権等の調整を図りながら導入を進める。なお、太陽光発電は不安定な供給特性を持つため、

小水力発電との整合を図りつつ、設置を検討する。 

熱利用は、地中熱利用など施設内での省エネルギー効果が有望なものから導入を進める。 

また、木質バイオマス（発電及び熱利用）は、対象地域内外での連携による安定供給の

確立を検討したうえで導入を進めることとする。 

導入エネルギー 
短期 中長期 

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０～ 

太 陽 光 発 電 詳細調査等 設置工事等

太 陽 熱 利 用 詳細調査等 設置工事等

小 水 力 発 電 水利権調整・設計等 設置工事等 

バイオマス発電 供給体制の確立等 設置工事等 

バイオマス熱利用 
（薪ボイラー等） 

詳細調査等 設置工事等 

温 度 差 熱 利 用 
（地中熱利用） 

詳細調査等 設置工事等 

雪 氷 熱 利 用 詳細調査等 設置工事等 



＜参 考 資 料＞ 





資-1 

資料 1 用語解説                        

【エネルギーの単位とその意味】 

基本単位 

記号 読み方 意味 備考 

W ワット 電力の単位 家庭の蛍光灯は 30～40W（瞬時値） 

Wh ワットアワー 電力量の単位 
30W の蛍光灯を 1 時間点灯すると 30Wh の電

力量となる。 

J ジュール 熱量の単位 
1J=0.239cal 

10℃の水 1kg（約 1L）を沸騰（100℃）させ

るのに 376,740J=約 377kJ が必要となる。 

cal カロリー 熱量の単位（旧） 水 1g を 1℃上げるために必要な熱量 

単位の接頭語 

記号 読み方 意味 備考 

k キロ 103 1kg＝1,000g、1kW＝1,000W など 

M メガ 106 1MJ＝1,000kJ＝1,000,000J など 

G ギガ 109 1GJ＝1,000MJ＝1,000,000,000J など 

単位の変換式 

単位の変換 備考 

1kcal＝4,186J 熱量の旧単位と新単位の変換 

電 力 1kWh＝3.6MJ 電力を利用して得られる熱量 

ＬＰＧ 1m3＝46.0MJ ＬＰガスを利用して得られる熱量 

Ａ重油 1L＝39.1MJ Ａ重油を利用して得られる熱量 

灯 油 1L＝36.7MJ 灯油を利用して得られる熱量 

原 油 1L＝38.2MJ 原油を利用して得られる熱量 



資-2 

【用語解説】 

＜Ａ－Ｚ＞ 

●ＮＥＤＯ 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

＜あ行＞ 

●オープンループ方式 

地中熱ヒートポンプシステムの採熱方式の一つであり、揚水した地下水と熱をやり取りし、

地下水を地中に戻す（還元する）または地上で放流する。熱容量が大きい地下水を利用で

きることから熱効率は高い反面、地中への地下水還元が困難な場合や、揚水規制のある地

域では採用できない場合がある。 

＜か行＞ 

●ガスコージェネレーション 

ガス・コージェネレーションシステムのこと。ガス（都市ガス、ＬＰガス）を燃料とした

発電機で電気を作る際に同時に発生する熱を温水や蒸気として同時に利用するシステム。

家庭向けに市販されているものとしてエコウィル（ガスエンジン）、エネファーム（燃料

電池）が挙げられる。

●化石燃料 

大昔に動植物などの死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて地圧・地熱などにより変成さ

れてできた有機物の化石のうち、人間の経済活動で燃料として用いられるものの総称であ

り、石油、石炭、天然ガスなどをいう。 

●河川維持流量 

河川における流水の正常な機能を維持するために必要な流量。正常流量。動植物の保護、

漁業、景観、流水の清潔の保持等を考慮して定める維持流量、および水利流量から成る流

量であり、低水管理上の目標として定める流量である。 

●環境アセスメント 

道路、ダム事業など、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある行為について、事前に環境へ

の影響を十分調査、予測、評価して、その結果を公表して地域住民等の関係者の意見を聞

き、環境配慮を行う手続の総称。 

●間伐材 

育てようとする樹木どうしの競争を軽減するため、混み具合に応じて一部の樹木を伐採し、

それに伴い発生する木材。 

●局所風 

特定の地域を限って吹く風のこと。地方風、局地風ともいう。 
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●クリーンエネルギー自動車 

石油代替エネルギーの利用やガソリンの消費量を削減することで排気ガスを全く排出し

ない、または排出してもその量が少ない車のこと。電気自動車、ハイブリッド自動車、天

然ガス自動車等が挙げられる。 

●クローズドループ方式 

地中熱ヒートポンプシステムの採熱方式の一つであり、熱媒体を地中に循環させて地下水

や地盤と熱のやり取りを行うものである。オープンループ方式に比べて熱交換の効率は低

いものの、地下水を揚水しないため、揚水規制のある地域でも導入が可能である。 

＜さ行＞ 

●再生可能エネルギー 

有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の

中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。具体的には、太陽光・太陽熱、

風力、水力、地熱、波力、バイオマスなどの利用が挙げられる。自然エネルギーは再生可

能エネルギーとほぼ同義で用いられているが、新エネルギーについては、『新エネルギー

の利用等の促進に関する特別措置法』で定められたエネルギー源を指しており、再生可能

エネルギーの中から 10 分類が指定されている。 

●再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（平成 24 年 7 月

施行）に基づく、再生可能エネルギーで発電された電気の買取制度であり、対象となる再

生可能エネルギーは①太陽光、②風力、③水力、④地熱、⑤バイオマスである。平成 24

年 7 月から開始された。なお、買取価格や買取期間は、毎年度条件の見直しが行われる。 

●水利権 

流水を特定の目的のために占用する権利であり、河川法 23 条（流水の占用の許可）によ

り、河川管理者が許可を与えるものである。このうち、他の目的で取水された水を利用し

て行う発電を「従属発電」と呼び、このときに利用する水利使用のことを従属元と呼ぶ。

なお、慣行水利権とは、旧河川法施行の明治 29 年にすでに取水を行っていたもの及び普

通河川のときに取水を開始した後に河川法に基づく河川となったもので、水利使用や工作

物の設置について許可を受けたものとみなされている。 

●設備利用率 

発電所や変電所等の総供給設備容量に対する平均電力の比をいい、設備がどのくらい有効

に使われているかをみる指標。 

設備利用率(％)＝年間の発電電力量(kWh)÷（定格発電出力(kW)×365 日×24 時間）×100 

●全国ため池百選 

農林水産省が全国に約 21 万ヶ所あるといわれているため池の中から、生活への役割と保
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全の必要性を国民に理解してもらうために選定した 100 のため池である。その選考に当っ

ては、①農業の礎、②歴史・文化・伝統、③景観、④生物多様性、⑤地域とのかかわりの

5 点のうちいずれか 1 つ以上が優れていることが評価基準となっている。 

＜た行＞ 

●地産地消 

地産地消とは、地域生産地域消費（ちいきせいさん・ちいきしょうひ）の略語で、地域で

生産された様々な生産物や資源（主に農産物や水産物）をその地域で消費することである。

食や環境に関する安全・安心の点、食育や地域活性化につながる点、国の食糧自給率向上

につながる点などの効果が期待されている。 

＜な行＞ 

●流れ込み式 

水力発電の発電方式の一つで、河川を流れる水を貯めることなく、そのまま発電に使用す

る方式を流れ込み式という。このため、水量変化により発電量が変動する。 

●熱交換器 

温度の高い物体から低い物体へ効率的に熱を移動させる機器であり、一般に液体や気体な

どの流体を扱う。熱交換器は加熱や冷却の用途に用いられる。 

●年間最適傾斜角 

年間を通して最も日射量が得られる、太陽光パネルの最適な設置角度。 

●燃料電池 

異種物質の酸化還元反応により直接電気を得る電池の一種。プラス極とマイナス極に供給

された酸化還元反応を起こす物質（多くは水素と酸素）が、各々の極で反応することで起

電力が生じるもの。日本では、90 年代に入り、イオン交換膜を電解質に使った固体高分子

形の燃料電池が開発され、自動車、家庭用コージェネレーション、モバイル機器用などの、

個人向けの燃料電池として注目を集めている。 

＜は行＞ 

●バイオマス 

植物・動物の細胞組織、動物の排泄物など生物由来の有機物のこと。薪、木炭、家畜の糞

などが挙げられ、これらをエネルギーとして利用する場合は実質的な二酸化炭素排出量を

０とみなすことができ、カーボンニュートラルなエネルギーとして注目されている。 

●バイナリー方式 

バイナリー方式は、新エネルギーとして位置付けられており、80～150℃の蒸気や熱水を

熱源として、低沸点の媒体（アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が 100℃
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未満の液体）を熱交換器で加熱沸騰させ、その高圧の媒体蒸気を発生させることによりタ

ービンを駆動させる方式である。 

●比熱 

単位質量の物質の温度を単位温度だけ上げるのに必要な熱量。 

●ヒートポンプ 

空気や水がもつ熱エネルギーをわずかな力で汲み上げ、使えない熱エネルギーを使える熱

エネルギーに品質を向上させて空調や給湯に利用する装置のことである。従来から冷凍冷

蔵庫やエアコンなどに広く普及されていたが、家庭向けに自然冷媒ヒートポンプ給湯器が

開発され、近年はこの普及が進んでいる。 

なお、ヒートポンプは、冷媒や熱媒を循環させる動力源によって次のように分類される。 

・電気ヒートポンプ：電気モーター 

・ガスヒートポンプ：ガス燃料（主に都市ガスまたは LPG） 

・石油ヒートポンプ：石油（主に灯油） 

また、熱源や用途により、地中熱ヒートポンプや太陽熱ヒートポンプなどに分類される。 

＜ま行＞ 

●マイクロ水力発電 

出力 100kW 以下の小規模な水力発電の総称。なお、水力発電は出力規模により、次のよう

に分類されている。

・大水力   （large hydropower） :100,000kW 以上 

・中水力   （medium hydropower）: 10,000kW～100,000kW 

・小水力   （small hydropower）: 1,000kW～10,000kW 

・ミニ水力  （mini hydropower） :  100kW～1,000kW 

・マイクロ水力（micro hydropower） :  100kW 以下 

●メガソーラー 

出力 1,000kW 以上の発電能力をもつ大規模な太陽光発電の総称。

＜や行＞ 

●洋上風力 

陸上での風力開発適地の減少のほか、陸上に比べて風況が安定していることから洋上風力

の技術開発が進められている。洋上風力は海底に直接基礎を設置する「着床式」と浮体を

基礎として、ケーブル及びアンカー杭などで固定する「浮体式」に分類され、着床式は主

に水深が 30ｍ以下、浮体式は水深が 30ｍを超える水域で用いられる。 

●融解潜熱 

雪が水に相変化するときの熱量。
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＜ら行＞ 

●林地残材 

立木を丸太にする際に出る枝葉や梢端部分、森林外へ搬出されない間伐材等、林地に放置

された残材。 

●冷水循環方式 

雪氷熱利用システムの方式の一つで、雪が溶けてできた冷水を直接熱交換して、冷房・冷

蔵する方式。 

●冷風循環方式 

雪氷熱利用システムの方式の一つで、送風機によって冷房・冷蔵空間と貯雪氷庫との間で

空気を循環させ、冷房・冷蔵する方式。 
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資料２ 再生可能エネルギー導入事例               

（1）太陽光発電 

事例①：学校への太陽光発電パネルと蓄電池の導入（千葉県鋸南町） 

【事業主体】千葉県鋸南町 

【運転開始】平成 22 年４月 

【事業概要】 

○目的 

環境教育や節電意識の向上を目的とした太陽

光発電の導入計画に併せて、防災機能として

蓄電池を組み込んだ太陽光発電設備の導入を

行った。整備には平成 22 年度補正予算を活用

した。 

○整備による効果 

東日本大震災の発生に伴い停電したが、電源

が使用できたため避難所の対策拠点として活

用した。テレビを見ることができたため、得

た情報を避難住民に伝達し、混乱を避けるこ

とが出来た。 

【施設概要】 

○太陽光発電設備 

○蓄電池 

○事業費 25,935（千円） 

※公立学校施設整備費補助金（太陽光発電等

導入事業、補助率１／２）：文部科学省 

【主な特徴】 

○廊下に切替盤を設置し、停電時には電源が自

動で切り替わると同時に、切替盤の下部から

もコンセントで電源を取ることが出来るシス

テムとした。 

出典：「公立学校施設設備に関する防災対策事業活用事例集」（平成 24 年、文部科学省）

停電時でも発電できる自立運転機

能を持った太陽光発電設備 

太陽光パネルで発電した

電力を受電できる蓄電池 

電源の自動切替え機能を持ち、下

部から電源の取り出しができる

電源切替盤 
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事例②：蓄電池併設太陽光発電による EV 用急速充電スタンド（京都府庁舎） 

【事業主体】京都府

【運転開始】平成 22 年７月 

【施設概要】 

府庁 2 号館屋上に設置されている既設の太陽光発電により発電した電気を蓄電設備に蓄

電し、電気自動車用に急速充電及び普通充電するシステム（商用電源と併用）。 

○太陽光発電設備 出  力 40kW 

○蓄電池     容  量 リチウムイオン電池  10kWh 

              電気二重層コンデンサ 80kWh 

○充電器     定格電圧 DC50～500V（急速充電）、AC200V（普通充電） 

         装置容量 45kW 

         充電時出力容量 30kW（急速充電）、10kW（普通充電） 

【主な特徴】 

太陽光発電によるカーボンフリーエネルギーを利用し、電気自動車への急速充電及び普通充電

が可能。 

図出典：京都府資料

出典：京都府資料、メーカーニュースリリース



資-9 

（2）小水力発電 

事例③：村営の小水力発電所（岐阜県白川村「しみずのチカラ」） 

【事業主体】白川村 

【運転開始】平成 17 年７月 

【事業概要】 

白川村では、CO2 削減による地球温暖化防止と、公共施設の光熱費削減を目的とした小水

力発電所「しらみずのチカラ」を建設した。この施設は、関西電力平瀬発電所の放流水

を再利用した小水力発電所であり、発電した電力は温泉施設「しらみずの湯」へ供給さ

れ、照明や、空調、融雪装置などで利用されている。また、RPS 制度の対象となる新エ

ネルギー等発電施設の認定を受けることで、夜間などの余剰電力や、環境価値を電力会

社へ売電している。 

【施設概要】 

○場  所 大野郡白川村平瀬地内 

○事業費等 初期投資：1 億 5,600 万円 

（NEDO 補助金及び過疎債支給により、村負担額は約 4,000 万円）

○運転費用 保守・修繕積立：約 460 万円/年 

○主要設備 横軸可動羽根チューブラ水車（最大 150kW） 

○供給先  温泉施設「しらみずの湯」への供給、売電 

写真出典：「地域における再生可能エネルギー活用事例集」（平成 23 年、岐阜県）

【導入効果】 

年間で 80%～90%超の高い稼働率を維持しており、送電されている温泉施設では、年間約

300 万円の経費削減につながっている。

出典：「地域における再生可能エネルギー活用事例集」（平成 23 年、岐阜県） 
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事例④：小水力発電併用型 EV 充電設備 

【事業主体】前橋市 

【運転開始】平成 23 年３月９日 

【事業経緯】前橋市で展開している地球温暖化防止対策に関する各種施策の一環として、自

動車から排出される二酸化炭素の排出削減に向けて、電気自動車の普及促進の

ために充電器を整備するとともに、充電器の電力の一部を小水力発電により賄

おうとするものである。 

【施設概要】 

○場  所  群馬県前橋市大手町地内（水力発電機：矢田川（桃井小学校正門脇）、充電

器：前橋市立図書館敷地内） 

○設置工事費 約 14,650 千円（環境省「地域グリーンニューディール基金」） 

○主要設備  水力発電機（最大出力 0.5kW） 

計量表示板（発電量・累積発電量の表示） 

急速充電器×１基 

倍速（200V）充電器×３基 

普通（100V）充電器×１基 ※小水力発電は普通充電で活用（約 30％） 

出典：前橋市ホームページ

写真出典：前橋市資料 
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（3）木質バイオマス発電及び熱利用 

事例⑤：木材チップからのバイオガス発電（徳島県阿南市「徳島ブルータワー」） 

【事業主体】八木建設株式会社、宇部テクノエンジ株式会社 

【実証期間】平成 17 年 7 月～平成 21 年 3 月 

【事業概要】ドイツ DM2 社の開発による建築廃木材チップのガス化プロセスを日本において

実証するために建設（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構交付

金事業「木質バイオマスガス化およびガスエンジンコジェネレーションによる

生産設備への電気・熱利用実証試験事業」

【施設概要】 

○場  所 徳島県阿南市（八木建設（株）アスファルト合材製造工場） 

○主要設備 バイオマスガス化設備（建築廃木材チップをバイオマスガス化） 

バイオガス発電設備 （出力 30kW） 

【主な特徴】 

①熱媒体によるプロセスヒートの回収を利

用し、ガス化を行う。 

②外気と遮断してガス化を行うので窒素を

含まない高熱量ガスが得られる。 

③段階的に発生ガスを水蒸気改質するので

水素濃度が高い。 

④小型設備

出典：「行ってみたい！見てみたい！～未来を創るホットスポット～新エネニッポン」（資源エネルギー庁） 

写真出典：「行ってみたい！見てみたい！～未来を

創るホットスポット～新エネニッポン」

（資源エネルギー庁） 



資-12 

事例⑥：中学生が行う里山整備と薪利用（岐阜県岐阜市） 

【事業主体】岐阜市立三輪中学校、岐阜市役所、

ＮＰＯ法人森と水辺の技術研究会 

【活動開始】平成 19 年５月 

【活動概要】 

三輪中学校では、「里山学習」の一環として、

薪づくり、森林整備に取り組んでおり、森林整

備で、ファミリーパーク内の里山林での除伐や

間伐作業と切倒した材を搬出し、薪生産をして

いる。薪は、岐阜市少年自然の家での宿泊学習

の際の野外炊事に用いられるほか、学校の図書

室に設置された薪ストーブへの燃料として供

給されている。 

○活動時間 年間活動時間 5 時間/人、120 人 

○搬出量  4m3/年（推測） 

○薪生産量 3m3/年（推測） 

○供給先  宿泊学習野外炊事、薪ストーブ（三輪中学校図書室）、地域イベント等 

写真出典：「地域における再生可能エネルギー活用事例集」（平成 23 年、岐阜県） 

出典：「地域における再生可能エネルギー活用事例集」（平成 23 年、岐阜県） 

人工林の間伐作業 搬出作業 薪ストーブ 
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（4）温度差熱利用 

事例⑦：公共施設における地中熱ヒートポンプシステム（大阪府吹田市） 

【事業主体】大阪府

【運転開始】平成 17 年 3 月 

【事業経緯】大阪の公共機関で初めて、府立国際児童文学館に地中熱利用ヒートポンプを導

入し、平成 17 年 3 月に稼動開始した。 

【施設概要】 

○場  所 大阪府吹田市千里万博公園 10-6（府立国際児童文学館） 

○主要設備 地中熱利用ヒートポンプシステム（クローズドループ方式） 

冷却：31.1kW、加熱：36.2kW  （冷暖房面積：100m2） 

【導入効果】 

○省エネルギー効果 8.2％（4.4GJ/年削減） 

○CO2 削減効果    0.3t-CO2/年 

出典：「行ってみたい！見てみたい！～未来を創るホットスポット～新エネニッポン」（資源エネルギー庁） 

「地中熱利用にあたってのガイドライン」（平成 24 年、環境省） 

写真出典：「行ってみたい！見てみたい！～未来を創るホットスポット～

新エネニッポン」（資源エネルギー庁） 
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事例⑧：事務所における地中熱ヒートポンプシステム（富山県南砺市） 

【事業主体】川田工業（株） 

【運転開始】平成 22 年 

【事業経緯】空調設備更新の際に地中熱ヒートポンプシステムを導入 

【施設概要】 

○場  所 富山県南砺波市（川田工業（株）富山本社 1 階） 

○主要設備 地中熱利用ヒートポンプシステム（オープンループ方式） 

      熱源に地下水を利用（使用した地下水は、地下に還元） 

出力 45kW（冷暖房面積：260m2） 

【導入効果】 

○省エネルギー効果 電力使用量 61.3％削減 

出典：K 社資料 

写真出典：現地撮影 
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（5）雪氷熱利用 

事例⑨：物産館の冷房、農産物貯蔵庫の低温冷蔵（新潟県上越市） 

【事業主体】（財）雪だるま財団 

【運転開始】平成 4 年度（農産物出荷貯蔵施設）、平成 7 年度（物産館） 

【施設概要】 

コンクリート製のプールを造り、その中に鉄骨製の倉庫を設置し、全体を雪で覆い断熱材

をかけ、雪の冷気により倉庫内の米、野菜等を低温貯蔵する。また、融解水を隣接地にあ

る雪だるま物産館に供給している。 

○場  所 新潟県上越市安塚区樽田 

○事業費等 （不明） 

○施設規模 物産館･･鉄筋コンクリート造 426m2 

農産物貯蔵庫･･鉄骨造り（貯蔵庫部分 130m2） 

○貯雪量  1,500t 

○システム 物産館･･熱交換冷水循環方式雪、農産物貯蔵庫･･自然対流方式 

図及び写真出典：「「雪氷熱活用事例集５」（平成 24 年、北海道経済産業局）

出典：「雪氷熱活用事例集５」（平成 24 年、北海道経済産業局） 
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資料３ 南砺市桜ヶ池エコビレッジ再生可能エネルギー導入基本計画策定委員会 委員名簿

＜策定委員＞ 

所 属 氏 名 

富山大学大学院教授 作井 正昭 

南砺市自治振興会連合会長 沖田 光弘 

南砺市連合婦人会長 長谷川邦子 

南砺市商工会長 西村 亮彦 

南砺市商工会女性部長 本多 峰子 

南砺市観光協会長 川合 声一 

環境教育ネットワークとやまエコひろば代表 本田 恭子 

（株）エコロの森代表取締役 森田由樹子 

合同会社地創研副代表 簑口  潔 

城端土地改良区代表理事、ジェイウイング代表取締役 岩田 忠正 

なんと農業協同組合常務理事 坂下 明雄 

富山県西部森林組合砺波支所長 森田 義昭 

トナミグリーン（株）代表取締役 喜多 清信 

川田工業（株）専務取締役 川田 紳一 

北陸電力（株）となみ野営業所長 小川 英信 

志民会議エネルギー分科会 小川 良久 

志民会議食育農業分科会 山田 清志 

志民会議森林活用分科会 佐竹 弘昭 

志民会議ものづくり分科会 川田 將晴 

南砺市副市長 中山 繁實 

南砺市産業経済部長 大浦 章一 

敬称略（順不同）

＜策定事務局＞ 

所 属 氏 名 

南砺市産業経済部農政課長 滝 由記男 

南砺市産業経済部農政課主幹 芝井  広 

南砺市産業経済部農政課主任 藤井 外史 
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資料４ 南砺市桜ヶ池エコビレッジ再生可能エネルギー導入基本計画 策定経過  

日 付 会議等名称 内 容 

平成 24 年 

10 月 18 日 

第１回 

南砺市桜ヶ池エコビレッジ 

再生可能エネルギー導入基本

計画策定委員会 

●委員委嘱 

●委員長、副委員長の選出 

・委員長 ：作井 正昭 委員 

・副委員長：沖田 光弘 委員 

●審議事項 

1）計画策定の背景と趣旨 

2）計画の構成と策定スケジュール 

3）再生可能エネルギーの技術動向 

4）桜ヶ池周辺における再生可能エネルギーの

需要先の状況 

5）桜ヶ池周辺における再生可能エネルギーの

利用可能量 

6）エコビレッジ志民会議の実施状況 

平成 24 年 

12 月 11 日 

第２回 

南砺市桜ヶ池エコビレッジ 

再生可能エネルギー導入基本

計画策定委員会 

●審議事項 

1）再生可能エネルギーの利用可能性について

2）エコビレッジ志民会議の実施状況について

平成 25 年 

 1 月 22 日 

第３回 

南砺市桜ヶ池エコビレッジ 

再生可能エネルギー導入基本

計画策定委員会 

●話題提供 

1)富山県内及び南砺市における地中熱利用 

（富山大学大学院理工学研究部 上田晃教授）

2)地中熱利用等に関する技術紹介 

（川田工業(株)建築部 串田次長）

●審議事項 

1）導入基本計画の位置づけ及びこれまでの経

緯（再確認） 

2）志民会議からの意見 

3）導入方針及び導入施策について 

平成 25 年 

 2 月 22 日 

第４回 

南砺市桜ヶ池エコビレッジ 

再生可能エネルギー導入基

本計画策定委員会 

●審議事項 

1）導入基本計画（案）について 

2）志民会議の実施状況について 


