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第４章 鹿児島市における再生可能エネルギー導入方策・導入手法

本章では、前章までの調査・研究結果を踏まえ、以下のとおり、鹿児島市の目指すべ

き姿等を掲げ、再生可能エネルギーの導入を促進するための方策及び手法を提案する。

４．１  鹿児島市の目指すべき姿等について

（１）鹿児島市の目指すべき姿

   

（２）基本方針

  （１）に掲げる「鹿児島市の目指すべき姿」の実現に向けた取組みを進めるに

あたって重要と考えられる「基本方針」は、以下のとおり。

基本方針（１） 鹿児島市の地域特性を生かした再生可能エネルギーの創出・活用

基本方針（２） 再生可能エネルギーの活用による地域産業の振興、新産業創出、

防災力の向上、市民生活の豊かさの増進

基本方針（３） 市民と事業者等の協働による取組の推進

（３）方向性

（２）に掲げる「基本方針」に基づき、鹿児島市における再生可能エネルギー

導入の方向性を以下のとおり掲げ、それぞれの方向性に基づく取組みを展開する。

市民、事業者等との協働により、地域におけるエネルギー創出の最大化を図り、

再生可能エネルギーの恩恵を享受できる「環境にやさしい未来都市かごしま」の実

現を目指す。

方向性１ 鹿児島市の利点を生かした再生可能エネルギーの活用

方向性２ 市民、事業者等による主体的参加と家庭・事業所におけるエネルギー

対策

方向性３ 産学官連携による産業振興

方向性４ 防災力の向上
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＜鹿児島市の目指すべき姿（大目標）＞

市民、事業者等との協働により、地域におけるエネ

ルギー創出の最大化を図り、再生可能エネルギーの恩

恵を享受できる「環境にやさしい未来都市かごしま」

の実現を目指す。

＜基本方針（中目標）＞

（１） 鹿児島市の地域特性を生かした再生可能エネルギーの

創出・活用

（２） 再生可能エネルギーの活用による地域産業の振興、新

産業創出、防災力の向上、市民生活の豊かさの増進

（３） 市民と事業者等の協働による取組の推進

方向性２

市民、事業者等による主体的参加

と家庭・事業所におけるエネルギ

ー対策

【導入方策】

・再生可能エネルギーに関する情報

の発信・交換の場の創出と市民参

加型事業の実施

・家庭や事業所での省エネと合わせ

た再生可能エネルギーの導入

方向性３

産学官連携による産業振興

【導入方策】

・地域の関連産業との連携による技

術力の向上、雇用創出等の産業振

興

方向性１

鹿児島市の利点を生かした再生

可能エネルギーの活用

【導入方策】

・産業活動に新たな魅力を添える再

生可能エネルギーの活用

・多様なエネルギー源を組み合わせ

たエネルギーミックスによるエ

ネルギーの有効活用

方向性４

防災力の向上

【導入方策】

・災害時のエネルギー源確保など、

地域の防災力向上
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４．２  再生可能エネルギー導入にあたって

（１）基本的考え方

鹿児島市において、再生可能エネルギーの導入を進めるにあたっては、現在、

市民や事業者等において導入が進められている太陽光発電の更なる普及を促進す

るとともに、小水力やバイオマスなど、未利用の再生可能エネルギーの導入を進

めていく必要がある。

また、技術段階や賦存状況等の観点から、現状では活用可能性が低いと考えら

れるエネルギーについても、市民や事業者等への意識啓発や、産学官連携による

研究などを進めることにより、地元企業の技術力の向上や、雇用創出等の産業振

興につながることから、ソフト面での活用も重要となる。

このようなことから、再生可能エネルギーの導入にあたっては、活用可能と想

定される様々な再生可能エネルギーの特徴を生かした導入をソフト面も含めた形

で推進し、全体として再生可能エネルギーの導入を推進することにより、鹿児島

市地球温暖化対策アクションプランに掲げる温室効果ガスの削減目標の達成につ

ながるものと考えられる。

鹿児島市における再生可能エネルギーの導入を進めるためには、市民・事業者

等に分かりやすく、今後の更なる協働につながることが必要であることを踏まえ、

再生可能エネルギー全体として達成すべき「数値目標」を掲げるとともに、数値

目標の達成に向けた再生可能エネルギーの種類ごとの「行動指針」を設定するこ

とを提案する。

《目標項目》

「数値目標」

・ 再生可能エネルギー導入による温室効果ガス排出量の削減を進めるため、数値目標

として、「エネルギー需要量に占める再生可能エネルギーの割合」を定量的に示す。

・ 数値目標の設定にあたっては、鹿児島市地球温暖化対策アクションプランにおける

温室効果ガスの削減目標との整合に留意する。

・ なお、数値目標は、地球温暖化対策アクションプランで用いた電力の CO2排出係数

（平成 21 年度：0.348×10-3tCO2/kWh）を基に算定したもののほか、参考として、

平成 24 年度の電力の CO2排出係数（0.599×10-3tCO2/kWh）で換算したものを併記

する。

「行動指針」

・ 再生可能エネルギーの種類ごとに行動指針を設定することで、数値目標の達成に向

けた取組みを市民、事業者等に分かりやすく伝える。



87

（２）数値目標

鹿児島市地球温暖化対策アクションプランで用いた電力の CO2 排出係数（平成

21 年度：0.348×10-3tCO2/kWh）を基に算定した場合の「エネルギー需要量に占め

る再生可能エネルギーの割合」を以下に示す。

   ※ 短期目標、計画最終年度、中期目標、長期目標は、地球温暖化対策アクション

プランにおける目標年度である。

① エネルギー需要量に占める再生可能エネルギー（注１）の割合

2010（平成 22）年度 ：1.2%（450TJ）

2016（平成 28）年度【短期目標】 ：4.1%（1,547TJ） 約 3.4 倍

2021（平成 33）年度【計画最終年度】 ：6.1%（2,314TJ） 約 5.1 倍

2030（平成 42）年度【中期目標】 ：9.8%（3,695TJ） 約 8.2 倍

2050（平成 62）年度【長期目標】 ：12.7%（4,800TJ） 約 10.7 倍

     （注１）北部清掃工場及び南部清掃工場における廃棄物発電を含む

  ② 電力需要量に占める再生可能エネルギー（注１）の割合      

2010（平成 22）年度 ：3.4%（123GWh）

2016（平成 28）年度【短期目標】 ：8.1%（288GWh） 約 2.3 倍

2021（平成 33）年度【計画最終年度】 ：10.6%（380 GWh） 約 3.1 倍

2030（平成 42）年度【中期目標】 ：15.2%（544 GWh） 約 4.4 倍

2050（平成 62）年度【長期目標】 ：18.7%（667 GWh） 約 5.4 倍

（注１）北部清掃工場及び南部清掃工場における廃棄物発電を含む

なお、平成 24 年度の電力の CO2排出係数（0.599×10-3tCO2/kWh）で換算した

場合については、次ページ以降に参考として示す。
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【参考①】 エネルギー需要量に占める再生可能エネルギーの割合

現況

（2010 年度）

短期目標

（2016 年度）

計画最終年度

（2021 年度）

中期目標

（2030 年度）

長期目標

（2050 年度）

ア クシ ョン

プ ラン にお

け る温 室効

果 ガス 削減

目標

（千 tCO2）

全体の削減目

標
－

455 682 1,142 1,937

1,346 1,573 2,033 2,828

うち、再エネ導

入による削減

目標

－

48.1（11%） 111（16%） 223（20%） 311（16%）

142（11%） 256（16%） 397（20%） 453（16%）

再 生可 能エ

ネ ル ギ ー

（TJ）

アクションプ

ランにおける

導入目標

－
625 1,392 2,773 3,878

1,191 2,266 3,819 4,729

アクションプ

ランに勘案し

ていない導入

分※1

－ 377

既導入分※2 450 545

合 計 （①） 450
1,547 2,314 3,695 4,800

2,113 3,188 4,741 5,651

エネルギー需要量 ※ 3（ TJ）

（②）
37,706

エネルギー需要量に占める再

生可能エネルギーの割合（%）

（①／②）

1.2
4.1 6.1 9.8 12.7

5.6 8.5 12.6 15.0

※ J（ジュール）は熱量単位。TJ（テラジュール）は 1012J。
※ 地球温暖化対策アクションプラン（平成 23 年度策定）では、平成 21 年度の電力 CO2排出係数

（0.348×10-3tCO2/kWh）で算定

※1 地球温暖化対策アクションプランの導入目標に勘案していないメガソーラーの合計値（鹿児島

市が把握しているもの）

※2 現況は 2010 年度末における導入分、各目標年度は 2011 年度末における導入分で、北部及び南

部清掃工場における廃棄物発電を含む

※3 エネルギー需要量は、各年度における推計が困難なため、2010（平成 22）年度と同じと仮定

上段：平成 21 年度の電力 CO2排出係数

（0.348×10-3tCO2/kWh）で算定

下段：平成 24 年度の電力 CO2排出係数

（0.599×10-3tCO2/kWh）で算定



89

【参考②】 電力需要量に占める再生可能エネルギーの割合

現況

（2010 年度）

短期目標

（2016 年度）

計画最終年度

（2021 年度）

中期目標

（2030 年度）

長期目標

（2050 年度）

ア クシ ョン

プ ラン にお

け る温 室効

果 ガス 削減

目標

（千 tCO2）

全体の削減目

標
－

455 682 1,142 1,937

1,346 1,573 2,033 2,828

うち、再エネ導

入による削減

目標

－

48.1（11%） 111（16%） 223（20%） 311（16%）

142（11%） 256（16%） 397（20%） 453（16%）

再 生可 能エ

ネ ル ギ ー

（GWh）

アクションプ

ランにおける

導入目標

－
52 144 308 431

209 387 599 667

アクションプ

ランに勘案し

ていない導入

分※1

－ 105

既導入分※2 123 131

合 計 （①） 123
288 380 544 667

445 623 835 903

電力需要量（GWh）※3 （②） 3,571

電力需要量に占める再生可能

エネルギーの割合（%） （①

／②）

3.4
8.1 10.6 15.2 18.7

12.5 17.4 23.4 25.3

※ Wh（ワットアワー）は電力量単位。GWh（ギガワットアワー）は 109Wh。
※ 地球温暖化対策アクションプラン（平成 23 年度策定）では、平成 21 年度の電力 CO2排出係数

（0.348×10-3tCO2/kWh）で算定

※1 地球温暖化対策アクションプランの導入目標に勘案していないメガソーラーの合計値（鹿児島

市が把握しているもの）

※2 現況は 2010 年度末における導入分、各目標年度は 2011 年度末における導入分で、北部及び南

部清掃工場における廃棄物発電を含む

※3 電力需要量は、各年度における推計が困難なため、2010（平成 22）年度と同じと仮定

上段：平成 21 年度の電力 CO2排出係数

（0.348×10-3tCO2/kWh）で算定

下段：平成 24 年度の電力 CO2排出係数

（0.599×10-3tCO2/kWh）で算定



90

（３）行動指針

エネルギーの種類 行動指針

太陽光発電

・太陽エネルギーの利用可能量は多いことから、導入効果や導入

手法、留意点等の情報を発信して、市民や事業者等の認知度や

導入意欲をさらに高めるとともに、住宅や事業所、農地等への

導入を促進する。

小水力発電

・太陽光発電や風力発電などに比べ、安定した電力供給が見込ま

れるものの、導入可能性調査を踏まえると、事業採算性が見込

まれる箇所は少ないと考えられることから、鹿児島市によるモ

デル的導入を含め、市民や事業者等の環境に対する意識醸成や

観光資源としての活用、他の再生可能エネルギーとの組み合わ

せによる活用を図る。

風力発電

・風況の良い山間部においては、鹿児島県景観形成ガイドライン

を踏まえ、大型風力発電の導入を促進する。

・山間部以外の風況の良い場所では、近隣施設での利用等を目的

とした中小型風力発電の導入を促進する。

バイオマスエネル

ギー

・食品系バイオマスについては、現在整備計画を進めているバイ

オガス施設でのガス化を図る。

・木質系バイオマスについては、発電に比べエネルギー効率が高

く、需要ニーズのある熱利用を促進するため、公共施設におい

て木質バイオマスボイラー等をモデル的に導入し、その事業効

果と併せて導入手法や留意点などの情報を発信することによ

り、宿泊・温泉施設、病院、農業施設等における利用を促進す

る。

地熱発電

・賦存状況等を踏まえると、現在の技術では、地熱発電の開発は

困難と考えられるが、国内外で技術開発が進められていること

から、その動向を注視しながら、将来的な利用に向けた研究を

進める。

海流・潮流発電

・錦江湾には、安定した大きな海流のエネルギーを得る地点はな

いものの、国において、海流発電の実証に取組んでおり、県に

よる平成 24 年度実証フィールドへの応募等も踏まえ、錦江湾

と産業集積を有する本市の特性を生かした研究開発拠点を創

出する。

・錦江湾の流速は、実用化実験を行った他地域の事例と比べ遅く、

潮流発電の可能性は低いと考えられることから、その技術開発

動向を注視していく。

太陽熱利用

・太陽エネルギーの利用可能量は多いものの、太陽光発電の導入

が急速に進んだこともあり、その導入が少ないことから、導入

効果や導入手法、留意点等の情報を発信して、住宅や事業所、

農業施設等への導入を促進する。
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エネルギーの種類 行動指針

温度差熱利用（河

川水、海水、地下

水、下水、地中熱、

温泉熱）

・地中熱については、賦存量が多いことから、建物の新築等に合

わせた導入を促進する。

・河川水、海水、地下水、下水、温泉熱については、賦存状況か

ら利用が困難と考えられることから、その技術開発動向を注視

していく。
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４．３  方向性ごとの具体的取組及びロードマップ

（１）具体的取組

     「４．２ 再生可能エネルギー導入にあたって」において設定したエネルギー

ごとの行動指針を踏まえ、方向性ごとに取組むべき具体策を以下のとおり提案す

る。

方向性１ 鹿児島市の利点を生かした再生可能エネルギーの活用

【導入方策】

  ・産業活動に新たな魅力を添える再生可能エネルギーの活用

・多様なエネルギー源を組み合わせたエネルギーミックスによるエネルギーの有

効活用

【具体的取組】

・農地（耕作地）への太陽光発電導入など産業活動と創エネルギーの共存

   農地（耕作地）へ太陽光発電を導入し、農業活動での利用や売電による農業

経営の安定化につなげることにより、都市型農業の振興を図る。

・市有地等を活用した太陽光発電の導入

公共施設の屋根貸しに加え、新たに市有地等の空き空間を活用した太陽光発

電の導入を進める。

・風力発電、小水力発電、木質バイオマスボイラーの公共施設へのモデル的導入

風力発電、小水力発電、木質バイオマスボイラーを公共施設へモデル的に導

入し、地域エネルギーとして、また環境教育や観光資源としての活用を図る。

・食品系バイオマス利用としてのバイオガス施設の整備推進

鹿児島市によるバイオガス施設の整備計画を進め、食品系バイオマスを利用

することにより、循環型社会及び低炭素社会の構築を推進する。

・木質系バイオマス熱利用の事業スキームの構築

森林資源を生かした木質バイオマスの利活用（熱利用）について、温泉施設

等における熱需要の掘り起こしと木質チップ（ペレット）の安定供給のための

システム（生産から消費まで）を産学官連携により構築する。
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・桜島における地熱を活用した発電（低温バイナリー発電等）の研究

     国内外での技術開発が進められている地熱エネルギーについては、技術動向

等を注視しながら、将来的な利用に向けて産学官連携による研究を進める。

・錦江湾における海流発電の静穏域研究開発拠点の創出

    鹿児島県による国の海流発電実証フィールドへの応募を踏まえ、錦江湾と産

業集積を有する鹿児島市の特性を生かし、発電装置の製造拠点や静穏域での実

験等の関連企業の誘致等により、海流発電の研究開発拠点を創出する。

・多様なエネルギー源を組み合わせた公共施設の活用

    既存公共施設において、太陽光発電、風力発電、木質バイオマスや太陽熱の

利用など、複数の再生可能エネルギー設備を導入することにより、エネルギー

を含めた環境への関心を高める。

【課題】

・関連企業等の情報収集及び連携

・技術動向の把握

・効果的な周知広報 など

方向性２ 市民、事業者等による主体的参加と家庭・事業所におけるエネルギー対策

【導入方策】

  ・再生可能エネルギーに関する情報の発信・交換の場の創出と市民参加型事業の

実施

・家庭や事業所での省エネと合わせた再生可能エネルギーの導入

【具体的取組】

・導入拡大に向けた補助金など支援策の実施

    ニーズに合わせた支援制度の創設により、市民、事業者が導入しやすい環境

をつくる。

・導入効果、補助制度等の適切な情報発信

     再生可能エネルギー導入によるメリット・デメリット、補助制度、導入効果

（経済性、環境面での社会貢献等）、留意点等について、正確な情報をわかりや

すく発信することにより、市民、事業者等への意識啓発を図る。
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・関連事業者や団体等が情報提供、情報交換を行う場の創出

     事業者や団体等が再生可能エネルギーに関する情報交換等を行うことのでき

る場を創出することにより、市民、事業者等の再生可能エネルギーに対する理

解を深める。

・市民ファンドなど市民・企業の参加を促す仕組みづくり

    市民や企業から広く資金を集め、投資した再生可能エネルギー事業からの収

益を分配する仕組み等を構築することにより、市民や企業が再生可能エネルギ

ーの普及に参加しやすい環境をつくる。

・省エネや電力の見える化の推進、コジェネレーションシステムの有効活用

     家庭や事業所等における HEMS、BEMS4等の省エネ設備導入による電力の見

える化を推進するとともに、エネファームなどの創エネ機器の導入を促進する

ことにより、エネルギー利用の効率化を図り、スマートコミュニティ形成の基

盤をつくる。

・風力発電、小水力発電、木質バイオマスボイラーの公共施設へのモデル的導入

【再掲】

風力発電、小水力発電、木質バイオマスボイラーを公共施設へモデル的に導

入し、地域エネルギーとして、また環境教育や観光資源としての活用を図る。

【課題】

・市民、事業者、市民活動団体との連携

・市民、事業者が導入を検討する際の相談窓口の創設

・金融面での支援策（補助金、融資等） など

方向性３  産学官連携による産業振興

【導入方策】

・地域の関連産業との連携による技術力の向上、雇用創出等の産業振興

                                                  
4 HEMS（Home Energy Management System）、BEMS（Building Energy Management System）は、

建物内で使用する電力使用量等を計測蓄積し、導入拠点や遠隔での「見える化」を図り、空調・照明設備

等の接続機器の制御やデマンドピークを抑制・制御する機能等を有するエネルギー管理システム。
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【具体的取組】

・産学官連携による実証事業及び研究

① 営農継続型の太陽光発電、いわゆるソーラーシェアリングについて、農

作物への影響や発電システムの設置方法等の研究を進め、農業経営の安定

化、地元企業による技術開発や技術力の向上を図る。

② 森林資源を生かした木質バイオマスの利活用（熱利用）について、熱需

要の掘り起こしと木質チップ（ペレット）の安定供給のためのシステム（生

産から消費まで）を構築する。【再掲】

③ 国内外で技術開発が進められている地熱エネルギーについては、技術動

向等を注視しながら、桜島等における将来的な利用に向けて産学官連携に

よる研究を進める。【再掲】

【課題】

・産学官の適切な役割分担

（例）産：技術提供、学：事業効果の検証、官：用地や事業費の拠出

・関連産業（農業、林業等）との連携 など

方向性４  防災力の向上

【導入方策】

・災害時のエネルギー源確保など、地域の防災力向上

【具体的取組】

・災害時のエネルギー源確保が重要な公共施設への分散型エネルギー設備（太陽

光発電、蓄電池等）の導入

   災害時のエネルギー源確保が重要な公共施設（庁舎、病院、学校、上下水道

施設等）に、太陽光発電、蓄電池等の分散型エネルギー設備を導入することに

より、災害に強い安全で安心なまちづくりを目指す。

     ※分散型エネルギー設備：自立機能付き太陽光発電、蓄電池、燃料電池、ガスエンジン等

【課題】

・地域防災計画等との関連性

・蓄電池の性能や価格等の動向
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（２）ロードマップ

    （１）の「具体的取組」ごとに、４．２ 再生可能エネルギー導入にあたって」において設定したエネルギーごとの行動指針を踏まえ、

方向性ごとに取組むべき具体策を以下のとおり提案する。

  ※ 温室効果ガス削減目標及び再生可能エネルギー導入目標は、地球温暖化対策アクションプランで設定した数値である。
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４．４ エネルギーごとの導入方策及びロードマップ

鹿児島市における各エネルギーの現状、活用可能性等を踏まえ、エネルギーごとに

具体的な導入方策とロードマップを以下のとおり提案する。

（１）太陽光発電

【現状】

      太陽光発電は、技術的に確立されており、設置やメンテナンスが容易なことな

どから、家庭や事業所等で最も導入しやすい再生可能エネルギーである。

    また、鹿児島市は、全国的に見ても日射量が多く、他のエネルギーに比べて賦

存量が多いという地域特性により太陽光発電を導入しやすいことから、普及の拡

大を図ることが適切と考えられる。

    固定価格買取制度の導入以降、これまでの住宅用のほか、国内最大級のメガソ

ーラー発電所にみられるように、民間事業者による太陽光発電設備の整備など、

太陽光発電の導入は増加してきている。また、鹿児島市においても、公共施設へ

の率先導入に加え、市有施設の屋根貸し事業が実施されている。

     今後は、鹿児島市特有の降灰とその対応方法等に対する情報提供、個人・共同

住宅や民間ビルへのより一層の普及のほか、平成 25 年から規制緩和された農地へ

の太陽光発電設備の導入などを推進し、豊かな太陽光を有効に活用していくこと

が求められている。

  【導入方策】

○ 民間ビルの屋上、壁面等への設置に対する支援制度の創設や、降灰対策等に

ついて調査・研究する。

○ 市民、事業者に対する太陽光発電導入のための補助金、導入効果、発電実績

やメリット、降灰問題に関する情報発信を行う。

○ 公共施設の屋根貸しに加え、新たに市有地等の空き空間を活用した太陽光発

電の導入を進める。

○ 営農継続型の太陽光発電、いわゆるソーラーシェアリングについて、農業と

の両立、コスト面での検討など、具体的な導入に向けた検討を行う。

○ 地域住民による集会所等への導入について、市民参加型の出資、発電電力の

活用など市民生活の安全性・利便性が向上する方法を地域住民と協議しながら、

具体化する。

○ 家庭、事業所等におけるエネルギーの最適化を図るため、太陽光発電を活か

したスマートハウス、スマートビルディングの普及に向けた検討を行う。
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【ロードマップ】

（２）太陽熱利用

【現状】

太陽熱利用は、技術的に確立されており、他のエネルギーに比べてエネルギー

の変換効率が高く、設置費用も比較的安価である。

また、鹿児島市は、全国的に見ても日射量も多く、他のエネルギーに比べて賦

存量が多いという地域特性により太陽熱利用を導入しやすい環境にあるものの、

太陽光発電の導入が急速に進んだ影響もあり、導入が少ないことから、導入効果

や導入手法、留意点等の情報を発信して、給湯や冷暖房の需要の多い施設におけ

る普及促進を図ることが適切と考えられる。

【導入方策】

○ 住宅や施設における給湯、冷暖房での利用促進のため、太陽光発電と一体的

な導入の促進策（補助金や情報提供）を調査・研究する。

○ 太陽熱利用を行っている公共施設における利用方法、メリット、コスト面で

の比較等の情報発信を行うことにより、給湯、冷暖房等の熱需要の多い住宅や

福祉施設等への導入促進を図る。
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【ロードマップ】

（３）小水力発電

【現状】

小水力発電は、技術的に確立されており、太陽光発電や風力発電などに比べ、

天候の影響が少なく安定的な電力供給が見込まれる再生可能エネルギーである。

固定価格買取制度の導入以降、小水力発電はその高い発電効率から注目されて

きているが、送電網へのアクセス費用の問題、水利権や河川に関する規制の問題

等から、普及には至っていないのが現状である。また、小水力発電の場合、水量

や落差など、設置場所の特性を踏まえた水車形式や導水管の選択等が必要であり、

一律なコスト計算ができないこともあり、導入までの検討事項が多いという特徴

もある。

鹿児島市では、水量や落差等から、規模の大きな発電設備の導入は困難と想定

されることから、環境教育や観光資源としての活用のほか、地域のエネルギーと

して、農業活動や地域の集会所等での利活用を進めていくことが適切である。

【導入方策】

○ 公共施設へ小水力発電を導入し、市民や観光客への情報発信、意識啓発を図

る。また、小水力発電の導入により発電実績等のデータを収集するとともに、

維持管理コスト等を含めた経済性に関するデータを情報発信する。

○ 農業用水を活用した小水力発電モデル事業を実施し、ビニールハウスの加温

等、農業活動での利用、農業経営の安定化に活用し、農業者が自ら導入できる

ように経済性に関するデータを含めて、情報発信、導入支援につなげていく。
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【ロードマップ】

（４）風力発電

【現状】

大型風力発電は、発電技術がすでに確立されており、全国各地で導入事例が増

えてきていること、また、市西側の山間部や桜島では比較的風況がよい地域があ

り、風力発電の適地と考えられることから、鹿児島県景観形成ガイドラインに即

した導入を促進する。

小型風力発電及び洋上風力発電は、技術が成熟途上にあることから、錦江湾等

において実証実験等を行う機会を探るなど、今後の導入のための方策を検討する。

【導入方策】

○ 民間事業者による県の景観形成ガイドラインに則った大型風力発電の導入

のための支援を行う。

○ 公共施設へ小型風力発電をモデル的に導入し、環境教育等への活用のほか、

発電実績や維持管理コスト等を含めた経済性に関するデータ等の情報発信を

行う。
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【ロードマップ】

（５）バイオマスエネルギー

【現状】

木質系バイオマスは、食品系バイオマスに次いで利用可能量が多く、病院や温

泉施設等における熱需要も多いと考えられることから、市内及び周辺地域の木質

系バイオマス資源を活用し、熱利用を促進する。

食品系バイオマスは、利用可能量が最も多い資源であり、鹿児島市において、

現在、バイオガス施設でのガス化事業計画を推進している。

農業残渣や草本系バイオマス、畜産ふん尿、汚泥等のバイオマス資源は、市内

の賦存量及び利用可能量の面から、現状での利用は困難と考えられることから、

今後の技術開発動向を注視しつつ、市域だけでなく広域での活用などの方策につ

いて可能性を検討する。

【導入方策】

○ 木質系バイオマスの熱利用について、熱需要の掘り起こしと木質チップ（ペ

レット）の安定供給のためのシステム（生産から流通まで）を産学官連携によ

り構築する。

○ 公共施設におけるモデル事業として、重油ボイラー等を木質バイオマスボイ

ラーに置き換え、木質バイオマスの熱利用について市民等の理解を深めるとと

もに、データを蓄積し、情報発信を行う。

○ 民間施設における重油ボイラー等の木質バイオマスボイラーへの置き換え

を促進するための施策を検討する。

○ 多くの市民が利用する施設（図書館、公民館等）での薪ストーブの導入によ

り、市民の意識啓発、情報発信を行う。

○ 食品系バイオマスについては、鹿児島市によるバイオガス施設の整備計画を
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進め、循環型社会及び低炭素社会の構築を推進する。

  

【ロードマップ】

（６）温度差熱利用

【現状】

地中熱は、他の温度差熱に比べて賦存量が多く、安定的なエネルギーである

ものの、建物の新築や街区開発等と同時に導入する必要があることなどから、

現状ではあまり導入は進んでいない。

今後は、建物の新築や街区開発の時期に合わせた導入を促進していくことが

適切である。

河川熱、下水熱、温泉熱、地下水熱は、賦存量、利用可能量の面から現状で

は利用が困難と見込まれることから、今後の技術開発動向を注視していく。
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【導入方策】

    ○ 地中熱の利用方法、利用することによるメリット等の情報発信を行う。

○ 公共施設の新設などの際に、地中熱利用を具体的に検討する。

【ロードマップ】

（７）地熱発電

【現状】

鹿児島市は温泉が豊富であるが、市内にある源泉の泉温は高いところでも 60℃
程度であり、一般的に 80℃以上の温熱水や蒸気を熱源とするバイナリー発電の可

能性は低い。また、桜島の南側に 150℃以上の地熱を有する地域がごく僅かに分

布しているが、自然公園内でもあり、フラッシュ方式の発電の可能性は低い。

地熱発電については、地熱の利用可能範囲を拡大するための技術開発が国内外

で進められている。

【導入方策】

○ 低温バイナリー発電については、技術開発動向を注視し、産学官連携により

新たな技術の実証実験の機会等を活用する。
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【ロードマップ】

（８）海流・潮流発電

【現状】

錦江湾は、安定した大きな海流のエネルギーを得る地点はなく、静穏域として

の特性を有する。また、西桜島水道付近は、湾内の最狭部にあたり湾内潮流の最

強流域であるが、その最大流速は 1.15m/s であり、実用化実験を行った津軽海峡

の潮流発電における最大流速 3.6m/s に比べると流速が遅いことから、現状では潮

流発電の可能性は低い。

【導入方策】

○ 国は海流発電への実証に取組んでおり、鹿児島県は平成 25 年度の実証フィー

ルド公募に応募している。公募に採択された場合、錦江湾と産業集積を有する

鹿児島市の特性を生かし、発電装置の製造拠点や静穏域での実験等の関連企業

を誘致することにより、研究開発拠点を創出する。

【ロードマップ】



106

４．５ 再生可能エネルギーの導入手法について

（１）市民参加型の事業の意義

   再生可能エネルギーの導入にあたっては、自己資本、国や自治体からの補助金

や金融機関からの融資のほか、市民からの資金を募り、市民が資金面で参画する

方法も考えられる。

   市民出資型は、地球温暖化を防止するための自然エネルギー等のプロジェクト

に対して、その趣旨に賛同する市民からの出資を募り、その資金をもとに自然エ

ネルギーの設備を導入する手法である。

   市民にとっては、「寄付」するだけではなく、「投資」という資金や資産の活用

になる（よって、何らかの配当や満足感が得られることを求められる）。事業主体

にとっては、社会的意義のあることをすることにより、市民の共感を得られるも

のになる。

     市民出資型の（自然）エネルギー事業には、既存の企業が行ってきたエネルギ

ー事業にはない付加価値があると一般的に考えられている。それぞれの立場にと

っての意義を整理すると次のとおりである。

【出資者（市民）】

○ 少額で環境貢献ができる機会である。

○ 自分の資金が発電や自然エネルギー活用、地球温暖化防止に役立っている

という意識が持てる。

○ 寄付だけではなく、投資であり、ある程度の経済性が期待できる。

○ エネルギーを消費する者から、エネルギーを作りだす側へと立場が変わる

ことによるエネルギーに対する意識が変わる。

【事業者】

○ 金融機関からではなく、直接金融型の資金調達ができる。

○ 社会的な認知や理解を受けやすい。

一般市民

自然エネルギー事業

など

小水力発電

太 陽光 発 風力発電

木質バイオマス発

出資

配当
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【地域】

○ 大企業が参入できない小規模で多様な自然エネルギー事業が実施される機

会となる。

○ 地域密着型のエネルギー産業が生まれる可能性がある。

○ 市民に対する環境教育や啓発の機会となる。

（２）市民参加型の資金調達の種類

     市民からの資金調達を可能とする主な方法は次のとおりである。

① ふるさと納税、寄付

     ふるさと納税は、現在居住している自治体に納税している個人住民税の一部を、

他の自治体に寄付という形で納税することができる制度である。寄付は、寄付者

が自らの意思で、金銭や財産を、対象機関・施設等に無償で供与することである。

     このふるさと納税、寄付は何らかの見返りを求める「投資」ではなく、「寄付」

型となる。

     なお、寄付金控除の対象となる場合は、寄付者にとって節税というメリットが

得られる。

② コミュニティファンド

     出資をする人が、事業者のために出資し、その事業から生じる利益の分配を受

ける商法上の契約による資金調達方法である。匿名組合出資方式に代表される資

金調達方法であり、ここでは匿名組合契約について記載する。

③ 私募債

     50 人未満の特定の投資家を対象に事業者が発行する債券である。

④ 任意組合による出資

     各当事者が出資して、共同の事業を営むことを約する民法上の契約、任意組合

に法人格はなく、すべての権利義務を出資者全員が保有することになる。

（３）資金調達方法を検討する上での留意点

    （２）で整理した市民からの資金調達方法以外にも、預金や信託、ミニ公募債

や、証券化など、多様な資金調達方法がある。



108

再生可能エネルギー導入のための資金調達方法は、事業規模によって異なると

考えられ、メガソーラーのような大規模なものでは、金融機関からの融資や、事

業会社による出資、市民出資など多様な資金の組合せが考えられる。

また、ビルの屋上や比較的小規模な用地に設置できる数十 kW のものでは、自

己資本のほか、私募債、市民出資などが、住宅用など、数 kW のものでは自己資

本を核として国や自治体からの補助金を充当することなどが想定される。
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表 4-1 市民出資方式の概要

資金調達方法 概要 メリット デメリット

寄

付

型

寄付

ふるさと納税

＜寄付、納税であり、資金拠出者はリターン

を求めるものではない＞

調達規模：数十～数百万円

事業規模：小～中

関係主体：NPO 法人、ファンド会社、県・

市、等

○少額で多くの市民の参画が可能

○市民の意識啓発につながる

○市の出身者等も参画が可能

○多額の資金調達は困難

○出資金と別管理が必要

預

金

型

預金 ＜預金型であり、預金者は通常の預金をする

のと同じである＞

調達規模：数百万円～数億円

事業規模：中～大

関係主体：金融機関

○金融機関がキャンペーン等で実施してく

れれば、コストがかからない

○預金者は預金保険で保護される上に原資

が戻る

○再生可能エネルギーへの融資原資に直接

使えるわけではない

○事業を実施する金融機関があるかどうか

がポイント

出
資
型
（
債
権
型
）

疑似私募債 ＜出資型である。公募でなく私募であるた

め、資金拠出者は事業主体の縁故者に限定さ

れる傾向がある＞

調達規模：数十～数百万円

事業規模：小～中

関係主体：市民団体、NPO 等

○少額で多くの市民の参画が可能

○市民の意識啓発につながる

○法人格がなくても発行できる

○多額の資金調達は難しい

○地元企業や金融機関からの資金が集まり

にくい

私募債 ＜出資型である。公募でなく私募であるた

め、資金拠出者は事業主体の縁故者に限定さ

れる傾向がある。募集が 50 人未満であり、1
億円までの資金調達となる＞

調達規模：数百万円～１億円

事業規模：小～中

関係主体：市民団体、NPO、事業会社等

○株式会社直営で募集が可能

○償還期限、利率を自由に設定できる

○金融商品取引法で義務付けられている有

価証券届出等の複雑な手続きが不要

○そのため運営事務処理コストが低めに抑

えられる

○募集人員が 50 人未満に限られ、一般公募

や宣伝等ができない

○譲渡には取締役会の決議が必要となるた

め流動性に乏しい

○少数の市民だけが出資者となり、元本保証

がない

ミ ニ 公 募 債

（住民参加型

市場公募債）

＜出資型である。自治体主導であるため、信

用力がある＞

調達規模：数千～数億円

事業規模：中～大

関係主体：自治体

○自治体主導の債権募集であり信用力があ

る

○募集期間が短期間で済む

○自治体が発行するもので利率が国債より

高めなものが多い

○応募人数に対して当選人員が限られる

○事業規模が小さくなる
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出
資
型
（
株
式
型
）

（
債
権
型
）

証券化 ＜出資型である。大手証券会社などが証券化

して資金調達するスキームである＞

調達規模：数百億円

事業規模：大

関係主体：証券会社、ファンド等

○経営の安定性とリスク遮断が可能となる

○地域と市民（国民）による発電所の所有と

参加が可能

○長期的な発電事業が可能

○大手証券会社などの関与が必要となる

○巨額のコストがかかるため発電事業規模

が大きなプロジェクトでないと使えない

手法

○上場ファンドを組成する場合には、地域へ

の利益完全が難しい

匿

名

組

合

匿名組合 ＜出資型である。出資する人が事業者のため

に出資し、その事業から生じる利益の分配を

受ける商法上の契約による資金調達方法で

ある＞

調達規模：数十万円～数億円

事業規模：小～中～大

関係主体：市民団体、NPO、事業会社（小～

中）、ファンド会社（中～大）

○全国で募集実績があるため、ノウハウが蓄

積されており、信頼性が高い。

○全国規模で資金調達が可能

○有限責任で出資やしやすい

○拠出した資金の配当について、金銭に加

え、地元特産品を特典として送る等、地元

の農林水産業等の産業振興に役立てるこ

とができる

○償還期間、利率を自由に設定可能である

○運営に係るコストが相対的に小さく、利便

性が高い

○第二種金融商品取引業者登録が必要であ

り、取得しない場合には既存事業者に委託

する必要がある

○ファンド設立に関する負担が大きく短期

間には組成できない

○地域還元方法によっては運営コストがか

かる

○市民からの出資に限定すると資金が不足

する可能性がある（多くのファンドが地域

外からの資金を導入）

○元本保証がない。元本保証がないものを市

民等から出資を募ることに対して行政が

どうかかわるかについて議論が必要

信

託

型

信託 調達規模：数千万円～数十億円

事業規模：中～大

関係主体：事業会社、信託会社等

○信託会社が出資者の募集、配当を行う

○運営主体は信託会社から融資を受ける形

で事業を進めることになる

○出資期間と事業期間が同一となり出資期

間が長くなる

○信託会社に支払うコストがかかる

○市民だけに対象を限定すると資金が不足

する可能性がある

○元本保証がない
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＜事例＞ 特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド（京都府）

実施主体 特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド（寄付型）

所在地 京都府京都市

事業開始年度 平成 12 年度

再エネ種別 太陽光

設置実績（平成

25 年 10 月時

点）

設置箇所：17 拠点（設置施設は公募、京都府内の公共性の高い施設で、ある程度自己

資金を準備できる施設の設置）

発電規模：総計 127.2kW
事業費：総額 1 億 3450 万円

資金調達につ

いて

・事業資金は、市民からの寄付金・おひさま基金の助成金、国からの補助金、助成団

体からの助成金、設置者の自己資金で構成。

・おひさま基金：会費の一部、既設発電所からの寄付、プロジェクト寄付、一般寄付

などを積み立てたもの

・寄付金の参加キャンペーンは、設置施設関係者や周辺地域住民、一般市民を対象と

して実施。

・設置協力金：1 口 10 万円（設置資金と寄付金）は、設置施設及び一般市民を対象

に呼びかけ、設置基金は 5 年をめどに返済する仕組みづくりが行われている。

・発電電力は設置施設内で消費される（消費電力の 3～9 割を賄う）、または、全量を

電力会社に売電している。

地域への利益

還元

・おひさま発電所となった施設は、次のおひさま発電所設置のために、発電収入の一

部を寄付する。

・地域住民、団体を対象にした環境学習を継続的に実施。

事業スキーム

市民

国、助成団体

きょうと

グリーンファンド
公共施設等

電力会社

設備施工業者

寄付

補助金
委託 工事

売電売電収入

設備導入

寄付
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＜事例＞ おひさまファンド（長野県）

実施主体 おひさま進歩エネルギー株式会社

所在地 長野県飯田市

事業開始年度 平成 16 年度

再エネ種別 太陽光

設置実績（平成

25 年 10 月時

点）

設置箇所：281 箇所（飯田市、下伊那町村、飯島町、中川村）

発電規模：総計約 2,600kW
事業費：総額 12 億円

資金調達につ

いて

・全国初の市民出資（匿名組合契約）での太陽光発電に早い段階から取組んでいる。

・事業主体自らが第 2 種金融商品取引業者を取得し、運営している（おひさまエネル

ギーファンド㈱）

・匿名組合契約による市民出資が基本で、不足分を金融機関から借入れ。

・事業の収入から営業費用等を差し引いた現金分配原資をもとに「出資元本の返還金」

と「収益の分配金」を合わせて、現金で分配。

地元金融機関

の関与

・飯田信用金庫からプロジェクトファイナス実績あり。

・八十二銀行：温暖化防止おひさまファンドへの大口出資あり。

行政の関与 ・地域住民によるエネルギー事業体や企業と地域との公共的連携による再生可能エネ

ルギーによる発電事業を公民協働事業として支援することを目的とした「飯田市再

生可能エネルギー導入審査会」を立ち上げ。

・この会の機能は次の通りである。

① 事業に対し、市民ファンドや銀行等融資などの市場資金が円滑に調達されるよ

う、付属機関が公的に信用補完機能を担い、審査情報も公表。事業に対するコン

サルティングも実施。

② 発電事業の立ち上げ期の調査費用のみに充てられる資金を貸し出すための基金

を造成し、無利子融資を行う。

③ 行政財産（土地・建築物）の目的内利用ルール化。

地域への利益

還元

・市外出資者事業見学ツアーを実施。毎年 20～30 人の参加があり、地域と交流。イ

ベントをきっかけに、地元の人との個人的な関係が深まって行くことを期待。

・発電所を通した交流人口増加、市民と市外の人との双方向交流を深まりを重要視。

事業スキーム
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＜事例＞ 美馬ソーラーバレイ㈱（徳島県）

実施主体 美馬ソーラーバレイ株式会社

所在地 徳島県美馬市

事業開始年度 平成 24 年度

再エネ種別 太陽光

設置実績（平成

25 年 10 月時

点）

設置箇所：１箇所（美馬市）

発電規模：1,189kW
事業費：3 億 7,566 万円

資金調達につ

いて

・24 年度中に立ち上げたいとの思いから、スピード感を重視し、私募債を選択。

・私募債は事業への理解が深い関係者からの出資を受けた。

・私募債（１口 50 万円、一般市民 48 人、団体１の計 49 引受先）にて、事業費の約

6.5%（2450 万円）を資金調達。

・残りは日本政策金融公庫、県の制度融資から借入、県の補助金も活用。

地元金融機関

の関与

・日本政策金融公庫融資２億円、徳島県制度融資 9000 万円（うち、信用保証付き 6000
万円、阿波銀行 3000 万円）

行政の関与 ・自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付制度（上限：メガソーラ等 2 億円、その

他 1 億円）

・自然エネルギー立県とくしま推進事業補助制度（建設費の 5%、最大 1 億円）

地域への利益

還元

・徳島県での発電事業は県外資本が多く、収益の大半が県外に流出している中で、地

元事業者による太陽光発電事業であり、収益を税収、配当、利息などで還元する。

・美馬ソーラーの設置箇所は民有地であり、発電所周辺での花植えなど景観整備を実

施。

事業スキーム

資料：くまもと県民発電所検討委員会報告書 等

http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/1076842_1184337_misc.pdf


