
鹿児島市再生可能エネルギー導入促進行動計画

平成２７年１２月

鹿児島市





目次                               頁

第１章 基本的事項 ................................................................................................................................... 1
１．計画策定の背景 ............................................................................................................................... 1
２．計画の目的....................................................................................................................................... 1
３．計画の位置づけ ............................................................................................................................... 1
４．計画の期間....................................................................................................................................... 2

第２章 エネルギー政策の動向及び本市の現状 ....................................................................................... 3
１．エネルギー政策の動向 .................................................................................................................... 3
（１）国 .............................................................................................................................................. 3
（２）鹿児島県 ................................................................................................................................... 4

２．本市の現状....................................................................................................................................... 4
（１）地域特性 ................................................................................................................................... 4
（２）エネルギー需要状況................................................................................................................. 6
（３）再生可能エネルギーの導入状況............................................................................................... 7
（４）再生可能エネルギーの賦存量等............................................................................................. 10

第３章 基本的考え方 ..............................................................................................................................11
１．本市における温室効果ガス総排出量の状況...................................................................................11
２．基本的考え方 ................................................................................................................................. 12

第４章 鹿児島市が取り組む具体的項目 ................................................................................................ 13
Ⅰ 供給側の取組み（供給量拡大）.................................................................................................... 13
１．産業活動と創エネルギーの共生 ................................................................................................ 13
２．公共施設等を活用した太陽光発電の導入.................................................................................. 15
３．風力発電、小水力発電の公共施設へのモデル的導入 ............................................................... 16
４．桜島等における地熱を活用した発電（低温バイナリー発電等）の調査・研究等.................... 18

Ⅱ 需要側の取組み（需要量削減）.................................................................................................... 20
５．エネルギー利用の効率化・最適化の推進.................................................................................. 20
６．木質バイオマス熱利用の事業スキームの構築 .......................................................................... 23
７．再生可能エネルギー熱の公共施設へのモデル的導入 ............................................................... 25
８．新南部清掃工場（ごみ焼却施設・バイオガス施設）の整備推進 ............................................. 27
９．再生可能エネルギー等の活用による災害に強い安心安全なまちづくりの推進 ....................... 29

Ⅲ その他の取組み ............................................................................................................................. 31
１０．再生可能エネルギーの拡大に向けた多様な主体による参加促進.......................................... 31
１１．産学官連携による調査・研究 ................................................................................................ 33

第５章 計画の推進体制.......................................................................................................................... 34



1

第１章 基本的事項

１．計画策定の背景

・ 石油や石炭など化石燃料の使用に伴う地球温暖化の進行は、人類にとって最も深刻かつ喫

緊の課題となっており、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故以降、温室効果ガ

スを排出しない再生可能エネルギーの重要性が高まっている。

・ 国においては、2014（平成 26）年 4 月、エネルギー政策の基本的方向性を示す第四次エネ

ルギー基本計画を策定し、再生可能エネルギーについて、「2013（平成 25）年から 3 年程度、

導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく」との方向性を示している。

また、電力系統への接続に制約が生じる中、2015（平成 27）年 1 月、固定価格買取制度の

運用見直し等を行い、新たな出力制御ルールの下での再生可能エネルギーの最大限導入を図

ることとした。

・ 本市においては、2012（平成 24）年 3 月策定の第二次鹿児島市環境基本計画及び、鹿児島

市地球温暖化対策アクションプランにおいて、再生可能エネルギーの利用推進を基本目標の

一つに掲げ、これまで、太陽光発電等の公共施設への率先導入や、住宅用太陽光発電の設置

に対する補助等を実施している。

・ 2013（平成 25）年度においては、学識経験者や民間事業者等で構成する再生可能エネルギ

ー導入促進研究会を設置し、市域内の地域資源を予断なく洗い出すなど、基礎的な調査・研

究を行い、導入促進のための基本的方向性等について提言※を受けたところである。

※ 鹿児島市における再生可能エネルギー導入促進に係る提言書（平成 26 年 3 月）

２．計画の目的

・ 市役所は、市内でも有数の事業活動の実施主体であり、行政としての再生可能エネルギー

に関する施策の策定・実施に加え、事業者・消費者の立場から率先してその導入に取り組む

ことが必要である。

・ そのため、本計画では、再生可能エネルギー導入促進研究会からの提言を踏まえ、鹿児島

市が取組む方向性や具体的項目を掲げ、率先して再生可能エネルギーの導入に取り組むこと

により、市民・事業者の自主的・積極的な取組みにつなげるものである。

３．計画の位置づけ

・ 本計画は、第二次鹿児島市環境基本計画及び、鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン

に掲げる「再生可能エネルギーの導入推進」を具体化するための行動計画である。

・ 2016（平成 28）年度以降、本計画に基づき、年次的に事業を実施していく。
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４．計画の期間

・ 本計画の期間は、第二次鹿児島市環境基本計画及び、鹿児島市地球温暖化対策アクション

プランと整合を図るため、2016（平成 28）年度から 2021（平成 33）年度までの 6 年間と

する。

・ 社会的な情勢の変化や国の動向等に適切に対応するため、必要に応じて見直しを行う。

図 1－1 計画の位置づけ及び計画の期間

鹿児島市における再生可能エネルギー

導入促進に係る提言書

（平成 25 年度）

鹿児島市再生可能エネルギー導入促進行動計画

【計画期間：平成 28～33 年度】

鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン

【計画期間：平成 24～33 年度】

第二次鹿児島市環境基本計画

【計画期間：平成 24～33 年度】

※地球温暖化対策に関する施策を体系的に取りまとめた実行計画

※再生可能エネルギーの導入を具体化する計画
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第２章 エネルギー政策の動向及び本市の現状

１．エネルギー政策の動向

（１）国

① 第四次エネルギー基本計画

・ 2014（平成 26）年 4 月、第四次エネルギー基本計画を策定し、その中で再生可能エネ

ルギーについては、「温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー

安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」として位

置づけるとともに、「2013（平成 25）年から 3 年程度、導入を最大限加速していき、そ

の後も積極的に推進していく」との方向性を示している。

② 固定価格買取制度の運用見直し等

・ 2014（平成 26）年 9 月、九州電力をはじめ複数の電力会社が再生可能エネルギー発電

設備に対する接続申込みの回答保留を発表したことを受け、国は「総合資源エネルギー

調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会」の下に「系統ワー

キンググループ」を設置し、電力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等に

ついて検討を行い、その結果を踏まえ、2015（平成 27）年 1 月、固定価格買取制度の

運用見直し等を行い、出力制御の対象の見直しや、「30 日ルール」の時間制への移行、

遠隔出力制御システムの導入義務づけなど、新たな出力制御ルールの下での再生可能エ

ネルギーの最大限導入を図ることとした。

③ 長期エネルギー需給見通し

・ 2015（平成 27）年 7 月、国は、エネルギー基本計画を踏まえ、エネルギー政策の基本

的視点である、安全性、安定供給、経済効率性及び環境適合について達成すべき政策目

標を想定した上で、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるで

あろう将来のエネルギー需給構造の見通しであり、あるべき姿を示す長期エネルギー需

給見通しを決定し、その中で 2030（平成 42）年度の電源構成について、総発電電力量

に占める再生可能エネルギーの割合を 22～24%程度とし、多様なエネルギー源の活用と

して、廃熱回収・再生可能エネルギー熱を含む熱利用の面的な拡大など地産地消の取組

の推進や、コージェネレーションの導入促進を図ることとしている。
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（２）鹿児島県

① 鹿児島県再生可能エネルギー導入ビジョン

・ 国のエネルギー政策の動向や新しいエネルギー基本計画などを踏まえ、再生可能エネル

ギーの導入目標や導入促進に向けた取組等を掲げる鹿児島県再生可能エネルギー導入ビ

ジョンを 2014（平成 26）年 4 月に策定した。

２．本市の現状

（１）地域特性

① 自然条件

     ア．位置・地勢

・ 本市は、面積 547.57km2で、九州の南端、鹿児島県本土のほぼ中央にあって、東経 130°
23′から 130°43′、北緯 31°17′から 31°45′に位置し、北は姶良市、西は日置市、

南は指宿市などと接している。鹿児島湾をはさんで桜島を含んだ東西約 33km、南北約

51km の風光明媚な都市である。

・ 市街地は、鹿児島湾に流入している甲突川等の河川により形成された小平野部にあり、

その周辺は海抜 100m から 300m の丘陵地帯（シラス台地）となっている。

     イ．気候

・ 過去5年間の平均によると、本市の気温は夏季最高気温 35.5℃、冬季最低気温－0.78℃、

平均気温 18.6℃であり、温暖な気候に恵まれている。

・ 年間降水量は 2,502mm で、6 月～8 月にかけて最も多く、この時期で年間降水量の 48%
を占めている。

・ 年間日照時間は 1,888 時間、全天日射量は 13.4MJ/m2で、いずれも 7 月から 8 月にか

けて最も多い。

・ 平均風速は 3.3m/s で、東寄りの風が吹く日には、活発な火山活動を続けている桜島の

火山灰が市街地に降ることがある。（平成 26 年の桜島噴火回数 656 回、市役所本庁での

年間降灰量 1,211g/m2）

② 社会条件

     ア．人口・世帯数

・ 2015（平成 27）年 4 月 1 日現在の推計人口は、604,697 人、272,681 世帯である。

     イ．土地

・ 2014（平成 26）年度の地目別の構成比は、山林 29.9%、宅地 13.2%、畑 8.7%、雑種
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地 5.1%、原野 4.7%、田 4.1%、その他 34.3%である。

   ウ．住宅

・ 2013（平成 25）年 10 月 1 日現在の住宅の建て方別世帯数は、一戸建が 129,000 世帯、

共同住宅が 132,990 世帯、長屋建が 3,790 世帯、その他が 2,360 世帯となっている。

   エ．産業

・ 2011（平成 23）年度における産業別市内総生産の構成比は、第一次産業 0.4%、第二

次産業 10.2%、第三次産業 88.7%となっている。

・ 2013（平成 25）年における主要農産物の生産量は、野菜が 12,178t で最も多く、次い

で米が 4,504t となっており、家畜飼養頭羽数は、肉用鶏が 626,080 羽で最も多く、次

いで肉用牛が 8,416 頭となっている。

・ 2012（平成 24）年における製造品出荷額は、食料品製造業が最も多く、次いで飲料・

たばこ・飼料製造業となっている。

   オ．運輸・交通

・ 2014（平成 26）年 3 月末現在の自動車保有台数は、475,613 台であり、乗用車が 190,841
台で最も多く、次いで軽自動車が 177,388 台となっている。

・ JR 九州の鹿児島市内での営業距離は 57.1km であり、全体の営業距離 2,273km の約

2.5%を占めている。また、2013（平成 25）年度における各駅の乗客数は、鹿児島中央

駅が 746.4 万人で最も多く、次いで谷山駅が 97 万人となっている。

・ 2014（平成 26）年度における市電の乗車人数は 1,069.9 万人、市バスの乗車人数は

1,059.6 万人で、市電については平成 23 年度以降横ばい傾向にあるが、市バスについて

は乗客数が減少し続けている。

    カ．観光

・ 2014（平成 26）年の入込観光客は、949.8 万人で、宿泊客が 336.6 万人、日帰客が 613.2
万人となっている。

    キ．電力・ガス

・ 2014（平成 26）年度の電力使用量は約 141 万 MWh で、業務用が最も多くなっている。

また、電灯使用量は約 122 万 MWh となっている。

・ 2014（平成 26）年度の都市ガス使用量は約 8,236 万 m3で、工業用が最も多く、次い

で家庭用となっている。

    ク．廃棄物処理

・ 2014（平成 26）年度のごみ・資源物量は 223,795t で、市民一人一日あたりのごみ排

出量は、1,011g となっている。
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ケ．下水処理

・ 2014（平成 26）年度の下水処理量は約 6,240 万 m3で、その発生汚泥のすべてが堆肥

化され有効利用されている。

（２）エネルギー需要状況

    ・ 2010（平成 22）年度の本市におけるエネルギー需要量は、37,706TJ であり、このうち軽

質油製品が 14,695TJ で全体の約 39%、電力が 12,857TJ で約 34%を占めている。

表 2－1 エネルギーの種類別需要量（熱量換算）

※ TJ（テラジュール）は 1012J。
出典：「鹿児島市における再生可能エネルギー導入促進に係る提言書」（平成 26 年 3 月）

（単位：TJ）
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（３）再生可能エネルギーの導入状況

① 太陽光発電

    ア．住宅用太陽光発電システム（平成 6～26 年度）

設置件数 設備容量（kW）

10,193 41,911.31
        ※ 国及び本市の補助実績による件数及び容量

    イ．市有施設における太陽光発電システム（平成 8～26 年度）

施設数 設備容量（kW）

76 1,963.16

    ウ．民間事業者等による太陽光発電システム（本市が把握している 50kW 以上の主なもの）

設置

年度
設置者 施設名

出力

（kW）
概要

H9 事業者 特別養護老人ホーム高喜苑 50 施設の空調ほか

H13 事業者 イーライフ共和(株) 50 施設用電源

H14 事業者 鹿児島県済生会 シルバーフラット武岡台 50 施設用電源

H15 県 かごしま県民交流センター 100 施設用動力電源

H19
事業者 イオン鹿児島 140 施設用電源

事業者 マックスバリュ武岡店 100 施設用電源

H21 国 鹿大教育学部附属中学校 60 施設用電源

H22

県 鹿児島盲学校 130 施設用電源

県 県庁南側駐車場 60 施設用電源

事業者 ニシムタ N'sCITY 谷山店 450 施設用電源

事業者 T-MAX 新栄店（(有)日本観光） 110 施設用電源

事業者 サンライトボール（(有)日本観光） 170 施設用電源

H23 事業者 横浜冷凍 鹿児島物流センター 370 不明

H24 事業者 日本ガス(株) 999 売電事業

H25 事業者 (株)新出光 626.4 売電事業

H26 事業者 日本ガス(株) 881.1 売電事業

    エ．民間事業者によるメガソーラー発電事業（本市が把握している主なもの）

設置年度 設置者 所在地 発電能力（kW）

H25
鹿児島メガソーラー発電(株) 七ツ島 2 丁目 70,000
南国殖産(株) 山田町 1,176

H26
白銀坂メガソーラー(株) 宮之浦町 8,106
南国殖産(株) 五ヶ別府町 1,990
CSD ソーラー(同) 谷山港 3 丁目 1,188
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② 太陽熱利用

    ア．市有施設における太陽熱利用システム

設置年度 施設名 概要（集熱面積）

H3 かごしま健康の森公園 温水プール加温 267.52m2

H12
鹿児島市知的障害者福祉センター（ふれ

あい館）
給湯，温水プール加温 163.8m2

H15-16 鹿児島ふれあいスポーツランド
温水プール加温，シャワー熱

源，プール床暖房 256.7m2

H15-17 ラメール中名住宅 浴室・給湯 3m2×10 基

H25-26 鹿児島市立病院
給湯の予熱、暖房の加温

161.4 m2

        【参考】鹿児島市立病院における太陽熱利用システムの設備容量

            161.4m2（集熱面積）÷2.69m2/パネル（パネル 1 枚あたりの集熱面積）

×1.25kW/パネル（パネル 1 枚あたりの設備容量）＝75kW＝270MJ/h

    イ．民間事業者等による太陽熱利用システム

（本市が把握している集熱面積 100m2以上の主なもの）

設置年度 設置者 施設名 概要（集熱面積）

H8 県 県庁舎 庁舎内給湯 117m2

H15
県 かごしま県民交流センター

庁舎内給湯、実習用浴室

108m2

県 開陽高校 補助熱源等 168m2

H17 事業者 特別養護老人ホーム はっぴー園 太陽熱集熱システム 144m2

③ 水力発電

運転開始日 事業者 名称 河川 発電出力（kW）

明治 31 年 7 月 22 日 九州電力(株) 小山田発電所 甲突川 240

明治 33 年 9 月 11 日 九州電力(株) 河頭発電所 甲突川 180

大正 13 年 2 月 1 日 九州電力(株) 高附発電所 思川 240

        ※ いずれも「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS 法）」に認定され

ている。
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④ 風力発電

設置

年度
設置者

定格出力

（kW）
基数

総出力

（kW）
用途

H12
光観光開発(株)
（錦江高原ホテル）

1,300 1 1,300 自家用

H16
南九州クリーンエネルギー(株)
牟礼ヶ丘ウインドファーム

1,300 8 10,400 売電事業

⑤ バイオマスエネルギー

設置年度 種別 設置者 出力等 概要

H21
バイオ燃料

製造

南九州リサイクル

事業地域協議会

323kL/年
(H26 実績)

廃食油から軽油代替燃料製

造

H23
バイオマス

熱利用

国立大学法人

鹿児島大学
1t/h 加温・滅菌用蒸気ボイラー

【参考】固定価格買取制度に基づく設備導入状況（平成 27 年 3 月末時点）

太陽光発電設備 風力発電設備 水力

発電

設備

地熱

発電

設備

バイオ

マス発

電設備

合計10kW
未満

10kW
以上

20kW
未満

20kW
以上

新規

認定分※1

導入件数 3,602 1,173 3 0 0 0 0 4,778

導入容量 16,301 117,524 2 0 0 0 0 113,826

移行

認定分※2

導入件数 7,446 79 0 2 0 0 1 7,528

導入容量 29,090 2,174 0 11,700 0 0 5,581 48,545

    ※ 経済産業省資源エネルギー庁が公表している市町村別導入量を基に整理（内訳ごとに四捨五入しているため、

合計とは必ずしも一致しない場合がある）

※1 「新規認定分」とは、固定価格買取制度開始後に新たに認定を受けた設備

※2 「移行認定分」とは、再エネ特措法施行規則第 2 条に規定されている、法の施行の日において既に発電を

開始していた設備、もしくは、法附則第 6 条第 1 項に定める特例太陽光発電設備（太陽光発電の余剰電力買

取制度の下で買取対象となっていた設備）であって、本制度開始後に本制度へ移行した設備

（単位：件、kW）



10

（４）再生可能エネルギーの賦存量等

    ・ 本市における再生可能エネルギーの賦存量は、太陽光発電と太陽熱利用を合わせた太陽エ

ネルギーが最も多くなっている。

表 2－2 本市における再生可能エネルギーの賦存量等

再エネ種類
技術

段階

賦存量

（GJ/年）
賦存状況等

太陽光発電 普及 4,561,211 全国的に見ても日射量が多く、他のエネルギ

ーに比べ賦存量が多い。

中小水力発電 普及 63,072 導入可能性調査の状況を勘案すると、事業採

算性が見込まれる箇所は少ない。

風力発電 普及 4,503,159 本市北部、西部、南部の山間部や桜島では比

較的風況が良い。

バイオ

マスエ

ネルギ

ー

食品系バイオマス 普及

1,670,548
（熱利用の場合）

バイオマス資源の中で最も賦存量が多い。

木質系バイオマス 普及 食品系バイオマスの次に賦存量が多い。

農業残渣、草本系バ

イオマス、畜産ふん

尿、下水汚泥

普及 賦存量が少なく、活用の可能性は低い。

太陽熱利用 普及 7,689,425 全国的に見ても日射量が多く、他のエネルギ

ーに比べ賦存量が多い。

地熱発

電

蒸気フラッシュ発

電
普及 0 桜島の南側に 150℃以上の地熱を有する地域

がごく僅か分布している。

バイナリ―発電 普及 1,157,119
桜島全域で 53～120℃の地熱を有する地域が

分布している。（市内の泉温は高いところで

も 60℃前後）

温度差熱利用（河川水、海水、

地下水、下水、地中熱、温泉

熱）

普及 －

地中熱は比較的賦存量が多いが、河川水、海

水、地下水、下水、温泉熱は少なく、活用の

可能性は低い。

海流・潮流発電
実証

開発
－

錦江湾には、安定した大きな海流のエネルギ

ーを得る地点はなく、潮流の流速も遅い。

波力発電
実証

開発
－

錦江湾の波力エネルギーは 10kW/m 以下と

推定されることから、活用の可能性は低い。

（波力発電に適するエネルギーは 20～

70kW/m）

海洋温度差発電
実証

開発
－

錦江湾では、春季から夏季にかけては 10℃以

上の温度差、秋季から冬季にかけては上下層

の温度差が小さいことから、活用の可能性は

低い。（現在の技術では、年平均で 20℃以上

ある地域に適用可能）

潮汐力発電 普及 －

錦江湾の潮位差は、2m 程度であり、活用の

可能性は低い。（実用化されている海域の平

均潮位差は 5m 以上）

    出典：「鹿児島市における再生可能エネルギー導入促進に係る提言書」（平成 26 年 3 月）を基に整理
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第３章 基本的考え方

１．本市における温室効果ガス総排出量の状況

・ 鹿児島市地球温暖化対策アクションプランにおいては、温室効果ガス総排出量の削減目標

を 1990（平成 2）年度比で、短期目標の 2016（平成 28）年度に△3%、中期目標の 2030（平

成 42）年度に△30%、長期目標の 2050（平成 62）年度に△70%としている。

・ しかしながら、直近の 2011（平成 23）年度における温室効果ガス総排出量は、東日本大震

災以降、節電の意識が高まり電力消費量は減少したものの、火力発電の割合が増えたこと等

による電力の排出係数が上昇したことなどに伴い、1990（平成 2）年度比で 30.8%の増とな

っており、依然として温室効果ガス総排出量は増加傾向にある。

【参考】温室効果ガス総排出量の推移 （単位：千 tCO2）

年  度 2009（平成 21）年度 2010（平成 22）年度 2011（平成 23）年度

温室効果ガス総排出量 3,822 3,848 4,300

なお、同年の温室効果ガス総排出量を、鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン策定時

に使用した 2008（平成 20）年度の CO2 排出係数（0.348kg-CO2/kWh）を用いて算定する

と、18.1%の増となる。

【参考】九州電力の調整後排出係数   （単位：kg-CO2/kWh）

2008（平成 20）年度 2011（平成 23）年度

排出係数 0.348 0.503

・ また、2011（平成 23）年度における温室効果ガス総排出量の 95.3%は、化石燃料の燃焼や

それにより得られた電気や熱の消費などで排出される二酸化炭素（エネルギー起源 CO2）と

なっている。
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２．基本的考え方

・ 本市における温室効果ガス総排出量は依然として増加傾向にあることや、その 95.3%はエ

ネルギー起源 CO2 であることを踏まえ、温室効果ガスの抜本的な削減を図るためには、再

生可能エネルギーの導入拡大や省エネルギーの推進など、エネルギー起源 CO2 の排出抑制

対策の強化が不可欠である。

・ 「エネルギー・経済統計要覧 2015（（財）日本エネルギー経済研究所）」によると、2013
（平成 25）年度の我が国におけるエネルギー消費量をエネルギー源別（石油、石炭、電力、

都市ガス等）にみると、家庭部門では約 49%、業務部門では約 59%を電力が占めている。

また、用途別（冷暖房、給湯、厨房、動力、照明等）にみると、家庭部門では約 64%、業

務部門では約 50%を冷暖房、給湯、厨房の熱利用※が占めており、熱エネルギーの効率的利

用や、再生可能エネルギー熱への転換を図ることは、化石燃料使用量の削減の観点からも重

要である。

※ 熱利用には、冷暖房など電気由来のものを含む。

・ このようなことを踏まえ、温室効果ガス総排出量を削減し、地球温暖化対策を推進してい

くためには、再生可能エネルギー電力の供給拡大方策に加え、電力需要量を削減する省エネ

ルギーの推進のほか、太陽熱などの再生可能エネルギー熱は電力需要量削減につながること

から、その利用を進めるとともに、エネルギー利用の効率化を図るエネルギーマネジメント

やコージェネレーションの導入など、供給量の拡大とともに需要量の削減を図る需給両面で

の取組みを積極的に推進する。

・ また、再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しない地域に密着したエネルギー源で

あることから、これまでエネルギーの利用主体であった市民や事業者等の需要家が、住宅用

太陽光発電に代表されるように、再生可能エネルギー発電や、コージェネレーション、蓄電

池等の分散型エネルギーの活用を通じて自ら供給に参加できるようになることは、エネルギ

ーの自産自消による効率的活用、非常時におけるエネルギーの確保などが図られるほか、そ

の導入が進むことにより、エネルギー自給率の向上とともに、地域資源の有効活用や、地域

のエネルギー関連産業の発展等を通じて地域活性化や雇用創出につながるなど、様々な効果

が期待できる。

・ 以上のような基本的考え方に基づき、本市が率先して再生可能エネルギーの導入等に取り

組むことにより、市民・事業者の自主的・積極的な取組みにつなげていく。
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第４章 鹿児島市が取り組む具体的項目

Ⅰ 供給側の取組み（供給量拡大）

１．産業活動と創エネルギーの共生

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 本市の産業構造は、平成 23 年度産業別市内総生産の構成比でみると、第一次産業 0.4%、

第二次産業 10.2%。第三次産業 88.7%で、第三次産業が大部分を占めている一方、平成 16
年 11 月の市町村合併により、第一次産業の生産額が約 2.1 倍になるなど、産業構造の変

化が見られる。

・ 国の平成 25 年度エネルギー消費統計でみると、我が国の最終エネルギー消費量のうち、

非製造業（第一次産業）では電力※1が約 22%、石油・石炭製品※1及び蒸気・熱※1が約 77%、

業務部門（第三次産業）では電力が約 57%、石油・石炭製品及び蒸気・熱が約 26%を占め

ている。

・ 再生可能エネルギーによって創出した電力や熱を設置された施設内の産業活動等で利活

用するエネルギーの自産自消の取組みを進めることにより、分散型エネルギーシステムの

構築を促進し、もって産業活動と創エネルギーの共生による産業振興等につなげる。

（２）導入促進に向けた取組策

     １）事業場、オフィスビル等への再生可能エネルギー設備導入によるエネルギーコスト削減

（ゼロ・エネルギー化）

① 国の動向把握

・ 国においては、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規

模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能

向上計画の認定制度の創設等を講じた法律を公布し、公布の日から 2 年以内に規制措

置を、1 年以内に誘導措置を施行予定であることから、それらの動向を把握する。（「建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」平成 27 年 7 月 8 日公布）

② 導入促進策の検討

       ・ 事業場、オフィスビル等におけるエネルギーコスト削減（ゼロ・エネルギー化）を

図るため、国制度の対象外となる建築物について、屋根等の未利用スペースを有効活

用した太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入促進策を検討する。

                                                  
※1 各カテゴリーには下記燃料を含む.

「電力」：購入電力、自家発電

「石油・石炭製品」：LP ガス、灯油、A 重油、ガソリン、軽油、その他原油類等

「蒸気・熱」：蒸気、温水、冷水、その他熱源
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     ２）農業分野における再生可能エネルギーの利活用の推進

      ① 産学官連携による調査・研究

       ・ 農業分野における電力や熱の利用状況等を踏まえ、大学、エネルギー関連事業者や

農業関係者等との連携により、生産過程等における再生可能エネルギーの活用策につ

いて調査・研究を行う。

      ② 導入効果の情報発信、必要な支援策の検討

       ・ 調査・研究を踏まえ、必要に応じて実証事業を行い、導入効果等を検証する。

・ 農業分野における再生可能エネルギーの利活用事例、導入効果等を農家等へ情報発

信するとともに、既存事業と併せた支援策を検討、実施することにより、農家の自主

的導入を促進し、生産コストの低減による農業経営の安定化や、農業分野における環

境負荷の低減に寄与する。

       

（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

１）事業場、オフィスビル等への再生可能エネルギー設備導入によるエネルギーコスト削減（ゼロ・エネルギー化）

①国の動向把握

②導入促進策の検討

２）農業分野における再生可能エネルギーの利活用の推進

②導入効果の情報発信

①産学官連携による調査・研究

導入促進策の実施

支援策の実施支援策の検討
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２．公共施設等を活用した太陽光発電の導入

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 公共施設への太陽光発電システムの導入については、メガソーラー発電所計画に基づく

率先導入を進めており、固定価格買取制度の実施を踏まえ、民間活力を活用した導入を進

める観点から、平成 25 年度は屋根貸し事業を実施している。

・ 平成 26 年度は、公共施設への率先導入の一環として、新たに市有地への導入を予定して

いたが、固定価格買取制度の運用見直し等を踏まえた検討が必要となったことから、翌年

度以降改めて検討することとした。

・ 地球温暖化対策を進める上では、市自らが再生可能エネルギーの導入を推進することは

重要であり、このことを広報・啓発することにより、市民・事業者への導入促進につなが

ることから、メガソーラー発電所計画を推進する。

（２）導入促進に向けた取組策

① 設置可能な公共施設等への導入

・ 公共施設の新築に際しては、積極的に太陽光発電を導入するとともに、 既存の施設に

ついては、構造、耐震性、防水性等を勘案し、年次的に導入する。なお、導入にあたっ

ては、各施設の電力使用状況等も踏まえ、設備容量等を検討する。

・ 発電電力の利用方法については、出力制御の対象外である自家消費を原則とする。な

お、固定価格買取制度による売電が効果的と判断される場合は、売電（余剰又は全量）

とする。

② 導入効果の広報・啓発

・ 導入した太陽光発電の発電量、温室効果ガスの削減効果等を広報・啓発することによ

り、市民・事業者への導入促進につなげるとともに、エネルギーの自産自消、安心安全

なまちづくりに寄与する。

（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

①設置可能な公共施設等への導入  【導入目標：32 年度までに 3MW】

②導入効果の広報・啓発
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３．風力発電、小水力発電の公共施設へのモデル的導入

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 再生可能エネルギーの導入を進めるためには、市民や事業者等が再生可能エネルギーに

対する理解を深め、自主的・積極的に取り組むことが不可欠である。

・ また、市民、事業者等の再生可能エネルギーに対する理解を促進するためには、再生可

能エネルギー設備を間近で体感する機会を増やすことがより効果的となる。

・ 多くの市民等が訪れる公共施設に風力発電や小水力発電をモデル的に導入し、導入効果

等を情報発信することにより、自主的な導入を促進するとともに、市民、事業者等への意

識啓発や環境学習の場としての活用を図る。

（２）導入促進に向けた取組策

① 公共施設へのモデル的導入

ア．風力発電

・ 風力発電導入可能性調査（平成 26 年度実施）を踏まえ、太陽光発電やバイオディーゼ

ル燃料（BDF）設備等を有する観光農業公園（グリーンファーム）において、温室効果

ガス削減効果や再生可能エネルギー（風のチカラ）の見える化、経済性等を総合的に勘

案した上で、小型風力発電の導入を検討する。

イ．小水力発電

・ 清掃工場における機器冷却水の落差を有効活用した小水力発電を導入する。

・ 平成 27 年度導入の南部処理場の小水力発電については、環境学習の場としての活用を

図る。

・ 小水力発電導入可能性調査（平成 25 年度実施）の結果については、引き続き、事業者

等への情報提供を行うことにより、導入を促進する。

② 導入効果、利用状況等の情報発信

・ 環境学習・環境保全活動の拠点施設であるかごしま環境未来館や、かごしま環境未来

財団、NPO 等と連携しながら、導入効果等を情報発信することにより、事業者等によ

る自主的な導入を促進するとともに、市民、事業者等への意識啓発や環境学習の場とし

ての活用を図る。

・ 環境学習の場としての活用にあたっては、これまで以上に環境に配慮した具体的な行

動につながるよう効率的・効果的なプログラムを検討、実施する。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

②導入効果、利用状況等の情報発信

イ．小水力発電

ア．風力発電

①公共施設へのモデル的導入
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４．桜島等における地熱を活用した発電（低温バイナリー発電等）の調査・研究等

（１）考え方（取組みの方向性）

・ バイナリー発電は、一般的に 80℃以上の温熱水や蒸気を熱源に、アンモニアなどの低沸

点の媒体を加温・蒸発させ、この蒸気でタービンを回し発電する方式であり、県内では、

指宿市にバイナリー方式による地熱発電所が稼働している。

・ 市内には 270 以上の源泉があり、源泉の泉温は、高いところでも 60℃程度ではあるもの

の、この豊富な地域資源を将来にわたり活用することが可能となれば、地域のエネルギー

供給の安定化につながるものである。

・ 国においては、バイナリー発電の拡大に向け、発電実証や高効率化に関する研究・開発

が進められており、こうした国内外における、技術開発の動向等を踏まえながら、時宜を

捉えた産学官連携による研究等を行うことにより、本市における地熱エネルギーの将来的

な活用を図る。

（２）導入促進に向けた取組策

① 最新の技術開発動向の把握

・ 国内外における未利用温度帯を利用するための技術開発の動向を把握する。

・ 民間事業者による複数の再生可能エネルギー（風力発電、太陽熱利用、バイオマスボ

イラー）を熱源とするバイナリー発電の実証実験なども踏まえ、本市における地熱エネ

ルギーを活用するための方策を検討する。

【参考】風力・太陽熱・バイオマスを熱源とするバイナリー発電システム

・概要：風力・太陽熱・バイオマスを熱エネルギー源として組み合わせ、沸点の低い熱

媒体を加熱し、蒸発させて生成する蒸気でタービンを回すことにより発電。自

然条件の変化にかかわらず、安定した電力に加え、温水の供給を可能にするも

ので、発電出力は 70kW。

・システムのイメージ：

出典：(株)東芝、(株)神戸製鋼所ホームページ
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② 産学官連携による研究等

・ 新たな技術開発などの時宜を捉え、産学官連携による研究等を行うことにより、本市

における未利用エネルギーの将来的な活用を図る。

（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

（時宜を捉え）

①最新の技術開発動向の把握

②産学官連携による研究等
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Ⅱ 需要側の取組み（需要量削減）

５．エネルギー利用の効率化・最適化の推進

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 国及び電力会社においては、需要家が自らのエネルギー情報を把握、利用し、各々の行

動変化を促すため、エネルギーマネジメントシステム（EMS）※1等を通じた電力使用状

況の見える化を可能にするスマートメーター※2への置き換えを進めている。

・ 電力消費量の削減には、スマートメーター化とともに、省エネルギー・節電の推進、エ

ネルギー使用の最適化を図る EMS やコージェネレーション※3、太陽熱、地中熱等の導入

拡大が必要である。

・ 家庭や事業所、公共施設等における創・蓄・省エネルギー設備の導入を促進し、エネル

ギー利用の効率化・最適化を進めることにより、スマートコミュニティ※4の基盤づくりを

行う。（ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）※5の

推進）

【参考】ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）のイメージ

出典：国土交通省ホームページ      

                                                  
※1 エネルギーの使用状況の見える化、空調や照明等の機器の効果的な制御、太陽光発電・蓄電池等との連携によるピー

ク対策等を可能とするシステム。

※2 通信機能を有し、遠隔での検針等が可能となる新しい電力量計で、インターネットを通じた詳細な電力使用量の見え

る化が可能となる。また、スマートメーターで計測した電力使用量をリアルタイムでホームエネルギーマネジメント

システム（HEMS）へ送信することにより、家庭のエネルギー管理を効率的に行うことが可能となる。

※3 天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる

廃熱も同時に回収するシステム。回収した廃熱は、冷暖房・給湯等に利用でき、高い総合エネルギー効率が実現可能。

※4 太陽光や風力など再生可能エネルギーを最大限活用する一方で、エネルギーの消費を最小限に抑えていくため、家庭

やビル、交通システムを IT ネットワークでつなげ、地域でエネルギーを有効活用する次世代の社会システム。

※5 住宅や建築物の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費

量が正味（ネット）でゼロ又は概ねゼロになる住宅（ZEH）・建築物（ZEB）。
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（２）導入促進に向けた取組策

① 家庭における創・蓄・省エネ設備の導入促進

・ 住宅用太陽光発電システムや家庭用燃料電池（エネファーム）等の創エネルギー設備、

蓄電池等の蓄エネルギー設備、ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）等の

省エネルギー設備について、時代のニーズを踏まえながら支援を行っていく。

・ 太陽光発電システム、蓄電池、HEMS 等のエネルギー関連機器や、スマートハウスの

普及に取り組む団体等と連携し、市民、事業者等に対してスマートハウスに関する情報

を発信していく。

・ 太陽熱利用については、他のエネルギーに比べてエネルギー変換効率が高く（40～
60％）、設備費用が比較的安価で費用対効果の面でも有効であることから、導入効果等

を情報発信することにより、自主的な導入を促進する。

② 事業所における創・蓄・省エネ設備の導入促進

・ 環境管理事業所を対象とした専門家派遣による省エネ等の診断や環境配慮設備設置の

補助、中小企業者を対象とした新エネルギー設備の設置等に対する融資を継続するとと

もに、その他の事業所に対しても、屋根等の未利用スペースを有効活用した太陽光発電

等の再生可能エネルギー設備等の導入促進策を検討する。

【参考】「環境配慮設備設置補助事業」の概要

   環境管理事業所として認定されている事業所が、LED 照明器具や断熱ガラス、省エネ

運転制御機器等の環境配慮設備を導入する場合に、補助対象経費の 1/2 を補助（上限 20
万円）

③ 地中熱等の再生可能エネルギー熱の利用促進

・ 地中熱等の再生可能エネルギー熱の利用については、設備導入に係る初期コストや投

資回収年数の面などで課題があるが、国においては、再生可能エネルギー由来の熱利用

設備の導入補助及び低コスト化技術開発を両輪として実施していることから、その動向

を把握するとともに、導入効果等を情報発信する。

④ 公共施設における省エネ・グリーン化の推進

・ 公共施設における環境負荷の低減を図るため、新築・改築や、「鹿児島市公共施設等総

合管理計画」（平成 27 年度策定予定）を踏まえた長寿命化計画等に基づく機器の更新等

に併せ、可能な限り、建築物の高断熱化等を図るとともに、省エネ機器等の導入を進め、

省エネ・グリーン化を推進する。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

①家庭における創・蓄・省エネ設備の導入促進

②事業所における創・蓄・省エネ設備の導入促進

③ 地中熱等の再生可能エネルギー熱の利用促進

④公共施設における省エネ・グリーン化の推進
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６．木質バイオマス熱利用の事業スキームの構築

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 本市における木質系バイオマスの利用可能量は、食品系バイオマスに次いで多く、病院

や温泉施設等における冷暖房・加温給湯など熱需要も多い。

【参考】本市における主なバイオマスの利用可能量

食品系バイオマス：278,169GJ/年
   木質系バイオマス：155,927GJ/年

出典：「鹿児島市における再生可能エネルギー導入促進に係る提言書」（平成 26 年 3 月）

・ 本市の森林面積は市域の約 55%を占めており、市内及び周辺地域の未利用の森林資源を

有効活用し、病院や温泉施設等における木質バイオマスボイラーによる熱利用を進めるこ

とは、温室効果ガスの排出抑制や循環型社会の構築につながり、ひいては林業の活性化等

による雇用創出も期待される。

・ 未利用間伐材などの木質バイオマスの熱利用について、産学官連携により熱需要の掘り

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を構築することにより、病

院や温泉施設等における木質バイオマスの熱利用を促進する。

（２）導入促進に向けた取組策

① 産学官連携による体制づくり

・ 木質バイオマス熱利用の事業スキーム（川上から川下まで）の構築に向けた調査・研

究を行うため、学識経験者や金融機関、森林組合、チップ製造事業者等で構成する組織

を設置する。

② 事業スキーム構築に向けた調査・研究

・ 本市における熱需要の状況、利用可能な森林資源及び燃料供給の状況等を把握する。

・ 需要と供給の状況を踏まえ、木質バイオマスボイラーの導入を促進するための、需要

の掘り起こしと木質チップ等の燃料の安定供給のためのシステム構築に向けた取組を

研究する。

・ 調査・研究結果を踏まえ、関係者と連携した取組を進めていくことで木質バイオマス

熱利用の事業スキームを構築していく。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

①産学官連携による体制づくり

関係者と連携した取組の推進
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７．再生可能エネルギー熱の公共施設へのモデル的導入

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 再生可能エネルギーの導入を進めるためには、市民や事業者等が再生可能エネルギーに

対する理解を深め、自主的・積極的に取り組むことが不可欠である。

・ また、市民、事業者等の再生可能エネルギーに対する理解を促進するためには、再生可

能エネルギー設備を間近で体感する機会を増やすことがより効果的となる。

・ 多くの市民等が訪れる公共施設（温泉施設）において、木質バイオマスボイラーや太陽

熱利用システム等の再生可能エネルギー熱をモデル的に導入し、導入効果等を情報発信す

ることにより、自主的な導入を促進するとともに、市民、事業者等への意識啓発等を図る。

（２）導入促進に向けた取組策

① 公共施設へのモデル的導入

ア．木質バイオマス熱や、太陽熱利用設備の導入

・ 「鹿児島市公共施設等総合管理計画」（平成 27 年度策定予定）を踏まえた長寿命化計

画等との整合を図りながら、各施設における熱利用の状況や設置場所の有無のほか、経

済性、温室効果ガスの削減効果等を総合的に勘案した上で、適切な設備の種類、規模を

選定し、既存の化石燃料ボイラーの更新時期に併せて木質バイオマスボイラーや太陽熱

利用システムを導入する。

木質バイオマスボイラー：スパランド裸・楽・良など

太陽熱利用システム：松元平野岡体育館など

イ．温泉熱利用の検討

・ 未利用の温泉熱を有効活用するため、各施設における湯量や湯温、熱利用の状況等を

踏まえ、温泉排湯をヒートポンプの熱源として、給湯や冷暖房に利用するシステムの導

入を検討する。

② 導入効果、利用状況等の情報発信

・ 環境学習・環境保全活動の拠点施設であるかごしま環境未来館や、かごしま環境未来

財団、NPO 等と連携しながら、導入効果等を情報発信することにより、温泉施設、病

院等における導入を促進するとともに、市民、事業者等への意識啓発等を図る。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

②導入効果、利用状況等の情報発信

太陽熱利用システム

木質バイオマスボイラー

①公共施設へのモデル的導入

ア．木質バイオマス熱や、太陽熱利用設備の導入

導入イ．温泉熱利用の検討
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８．新南部清掃工場（ごみ焼却施設・バイオガス施設）の整備推進

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 南部清掃工場は、平成 6 年度の稼働開始から 20 年以上経過し、施設の老朽化が進んでい

ることから、工場の更新に向け、バイオガス施設と併せて一体整備する。

・ 整備にあたっては、従来よりも省エネ効果の高い機器を導入するとともに、高効率発電

とすることにより、ごみを原料とするバイオマス発電量を増加させることで、化石燃料の

消費抑制につなげるほか、バイオガスを都市ガス原料として市内各世帯に供給することで、

エネルギーの地産地消につなげる。

・ ごみ焼却施設とバイオガス施設を一体の施設として整備することは、廃棄物を有用な資

源として捉える意識の醸成に寄与するほか、再生可能エネルギーの導入や地球温暖化対策

などを推進する、より一歩前進した取り組みとなる。

（２）導入促進に向けた取組策

・ 平成 33 年度稼働に向け、新工場の整備を推進していく。

【参考】新南部清掃工場の概要

・施設規模の設定

施  設 施設規模

ごみ焼却施設
約 220ｔ／日（約 110ｔ／日×2 炉）

※参考：現南部清掃工場 300ｔ／日（150ｔ／日×2 炉）

バイオガス施設 約 60ｔ／日

・配置計画図（案）

出典：新南部清掃工場（ごみ焼却施設・バイオガス施設）整備基本計画
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

新工場の整備推進 稼働開始
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９．再生可能エネルギー等の活用による災害に強い安心安全なまちづくりの推進

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を背景に、大規模集中型エネルギ

ーシステムのみではなく、エネルギーを消費するそれぞれの地域・建物等において、再生

可能エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーの導入等による「災害に強く、環境

負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての課題となっている。

・ 自立・分散型エネルギーの構築は、災害時における BCP（事業継続計画，Business
Continuity Plan）などの防災対策のほか、非常用電源として危機管理に寄与するのみな

らず、結果として、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー効率の向上等につながるなど、

様々な効果が期待されている。

・ そのため、防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設へ再生可能エネルギー設備や

蓄電池等の自立・分散型エネルギー設備等の導入を進め、災害に強い安心安全なまちづく

りを推進する。

（２）導入促進に向けた取組策

① 公共施設への自立・分散型エネルギー設備の導入検討

・ 防災拠点、災害時に機能を保持すべき公共施設への再生可能エネルギー設備や蓄電池

等の自立・分散型エネルギー設備の導入について、地域防災計画等との整合を図りなが

ら検討する。

② 避難所周辺への独立電源型街灯のモデル的導入の検討

・ 災害等により電力会社からの電力供給が遮断された際に、市民が安全かつ迅速に避難

できるよう、避難所周辺（進入路等）への太陽光発電及び蓄電池を備えた独立電源型街

灯のモデル的導入について、過去の避難所開設回数や、夜間における周辺環境等を考慮

しながら検討する。

③ 電気自動車の非常用電源としての活用検討

・ 電気自動車は、移動手段としてだけでなく、家庭等に接続することにより、ピークシ

フトや停電時のバックアップ対策にも活用できることから、公用車への導入を進めてい

る電気自動車について、駆動用バッテリーから電力供給するシステムの導入を検討し、

災害時等における非常用電源として、また、平常時においては、環境関連イベントや、

防災訓練等における電力供給のデモンストレーションとして活用する。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

導入

導入

導入
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Ⅲ その他の取組み

１０．再生可能エネルギーの拡大に向けた多様な主体による参加促進

（１）考え方（取組みの方向性）

・ 再生可能エネルギーの導入を進めるためには、市民一人ひとりが再生可能エネルギーに

対する理解を深め、自らの事として考え、行動することが重要である。

・ そのため、再生可能エネルギーに対する関心を高め、正確な知識を得られるよう、適正

かつ正確な情報提供等をあらゆる機会を通じて継続的に行っていく。

・ また、県内において再生可能エネルギー事業に取り組む事業者の資金調達を支援し、再

生可能エネルギー事業の更なる普及・拡大を図ることを目的として、県や金融機関等が一

体となって平成 27 年 7 月に設立した「かごしま再生可能エネルギーファンド投資事業有

限責任組合（かごしまグリーンファンド）」の状況等を踏まえながら、本市における市民

ファンドのあり方について調査・研究する。

（２）導入促進に向けた取組策

① 再生可能エネルギーに対する理解促進

・ 固定価格買取制度の運用見直しなど、再生可能エネルギーを取り巻く環境の変化を踏

まえ、市民や事業者が継続して再生可能エネルギーに対する理解を深め、自主的・積極

的な取組みにつなげられよう、再生可能エネルギー等の現状・導入事例、今後の動向な

ど、認知度や理解度の向上に向けた取組を検討・実施する。

② 再生可能エネルギービジネスへの参加促進

・ 再生可能エネルギー分野への参入を検討している個人等を対象に、起業・経営等に必

要な知識の習得等を目的としたビジネス講座等を検討・実施することにより、地域内で

の経済循環や、地域への利益還元が生まれる形での再生可能エネルギーの導入を促進す

る。

③ 本市における市民ファンドのあり方についての調査・研究

・ かごしま再生可能エネルギーファンド投資事業有限責任組合（かごしまグリーンファ

ンド）の利用状況や、他都市における取組事例等も踏まえながら、市民、事業者、市民

活動団体、金融機関等と連携しながら、本市における市民ファンドのあり方について調

査・研究する。
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（３）ロードマップ

短期（平成 28～30 年度） 中期（平成 31～33 年度） 長期（平成 34 年度～）

必要な支援策の実施

再エネビジネス講座等の実施

認知度や理解度の向上に向けた活動の実施
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１１．産学官連携による調査・研究

    ・ 本具体的取組については、いずれも再掲。

    １．産業活動と創エネルギーの共生

    ４．桜島等における地熱を活用した発電（低温バイナリー発電等）の調査・研究等

    ６．木質バイオマス熱利用の事業スキームの構築

    ・ 上記以外の取組についても、新たな技術開発動向や他都市の取組状況等も踏まえながら、

必要に応じて、産学官連携による調査・研究を進める。



34

第５章 計画の推進体制

・ 第二次鹿児島市環境基本計画の総合的な進行管理を行うとともに、鹿児島市地球温暖化対策

アクションプランにおける事業・施策の全庁的な取組を推進する鹿児島市環境政策推進会議に

おいて、本計画に掲げる取組の推進及び進行管理等を行う。

【参考】鹿児島市環境政策推進会議の構成

        会 長：総務局等担当副市長

副会長：建設局等担当副市長

委 員：総務局長、企画財政局長、市民局長、環境局長、健康福祉局長、

経済局長、建設局長、消防局長、交通局長、水道局長、船舶局長、

教育委員会教育長、市立病院事務局長、市議会事務局長

・ 本計画に基づく取組の進捗状況を毎年度把握するとともに、その分析・評価を行い、その結

果を踏まえ、必要に応じて取組の見直しを行う。


