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第１章 はじめに 

 

 この報告書は、総務省による「緑の分権改革」推進事業の一環として、遊佐町が受託し、

種々の実証事業を行った内容について、東北公益文科大学が指導、助言を行うとともに、

その結果をとりまとめたものである。 

「緑の分権改革」ではクリーンエネルギー等の地域資源を把握し、最大限活用すること

により、地域の活性化、絆の再生を図り、地域から人材、資金が流出する中央集権型の社

会構造を、分散自立・地産地消・低炭素型としていくことにより、「地域の自給力と創富力

を高める地域主権型社会」への転換を目指すことを目的としている。今年度は総務省が全

国自治体に提案募集を行い、提案は全国から遊佐町を含む１４４件が寄せられて採択され、

事業の実施となったものである。 

遊佐町の豊かな環境資源をクリーエネルギーとして生かすことによって、地域の活性化

などにつながることが実証できれば、全国の他地域においてもモデル事例として参考にす

ることができる。そういった意味で、この遊佐町による「緑の分権改革」推進事業の取り

組みには大きな価値があるものと考えられる。この報告書の作成にあたり、ご協力いただ

いた関係各位に心より感謝申し上げたい。 
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第２章 遊佐町の環境資源とクリーンエネルギー 

 

遊佐町環境基本条例（平成 15年 3月制定）では「私たちの遊佐町は、鳥海山に象徴され

る美しい雄大な自然に抱かれて、永い伝統にはぐくまれた歴史や文化が息づくまちである。

四季折々の変化と月光川や日向川が潤す肥沃な田園、日本海と緑に囲まれた砂丘は、古来

より私たちの暮らしに様々な恵みをもたらしてきた。」とうたっている１）。遊佐町の特徴は

山形県庄内地域の北端の日本海側に位置し、秋田県との県境にそびえている標高 2,236 メ

ートルの鳥海山の山麓に立地することから、豊かな湧水を利用した米作りなどの農業や、

イワガキや鮭など、湧水の恵みが生み出した海の幸を得ることができることである２）。この

ような豊かな遊佐町の環境資源を、近い将来に枯渇することが懸念されている化石燃料に

代わるクリーンエネルギーとして活用しようという試みがこの事業の主旨である。クリー

ンエネルギーには中小水力、太陽光、風力、バイオマス、など多種類があげられるが、こ

の章では地域におけるクリーンエネルギーの潜在的な可能性について検討する。 

環境省の実施している全国のクリーンエネルギーなどの可能性調査では、純自然条件に

よるものを「賦存量」、種々の制約要因（土地利用・技術など）を考慮したものを「導入ポ

テンシャル」として定義している３）。この全国調査による山形県の位置付けは表１のとおり

であり、特に風力、中小水力発電において他地域と比べた優位性がみられる。また、林野

庁の都道府県別森林率のデータでは、高知県の 84％や岐阜県の 82%には及ばないが、山形

県の森林率の 72%も豊富な森林バイオマス資源の可能性を示すものである４）。また、町内

の森林面積は約 13,000ha と豊富な森林バイオマス資源を持つとともに、植林地や里山の比

率が大きく、成長（炭素吸収）量が多いことが特徴である５）。このように、地域の優位性を

生かした取り組みが求められるが、特に遊佐町を含む庄内地方には、風力、水力、森林バ

イオマスをはじめとする大きなポテンシャルが存在することが既存の研究結果から明らか

である６）。庄内の沿岸地域は、卓越する季節風による風力発電の適地にもなっている。風

力発電所は年平均風速が６～７ｍ／秒を超えることが事業化のめやすとされており、山

形県内の適地は、宮城・秋田県境の山間地と庄内地域・沿岸部に限られている。 

このように、文字通り豊かな遊佐町の環境資源をクリーンエネルギーに生かすにあたっ

て、この緑の分権改革推進事業では、①地下水利用によるヒートポンプ冷暖房、②木質バ

イオマス利用のハウスボイラー、③堰水利用のマイクロ水力発電の３種類を選択して実証

事業を行い、その環境負荷低減の効果、地元企業や農林水産業関係者と連携した新たな産

業への活用などについて検討を行った。 
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表１ 山形県の再生可能エネルギーの賦存量および導入ポテンシャルの全国的な位置付け 

（平成 21年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、環境省より引用） 

エネルギー種別 賦存量 全国都道府県の順位 導入ポテンシャル 全国都道府県の順位 

太陽光発電 

（公共系） 

23.9 万 kW ３４位 0.96 万 kW ３３位 

太陽光発電 

（産業系） 

32.5 万 kW ２８位 2.28 万 kW ２８位 

風力発電 

（陸上） 

3,130万ｋW ８位 680万ｋW ７位（北海道、青森

県、岩手県、秋田県、

福島県鹿児島県に

次ぐ） 

中小水力発電 

（3万ｋW未満） 

（東北地方） 

498万ｋW、 

7,336地点 

（他地方に比べて

発電量、地点数が

最も多い） 

70.1 万 kW 

740地点 

８位（岐阜県、北海

道、新潟県、群馬県

などに次ぐ） 

注）太陽光発電では、公共施設（公共系）および工場施設（産業系）の推定面積にすべて太陽光パネルを

設置した場合（賦存量）と、それぞれの屋根の一部（シナリオ０）に設置した場合（導入ポテンシャル）

を提示。中小水力発電の賦存量だけは県別ではなく、北海道、東北、関東などの地方別データ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ NEDO 風況マップ*（東北 5kmメッシュ、年平均風速、地上３０ｍ） 

（注：*http://app2.infoc.nedo.go.jp/nedo/index.html より引用） 
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第３章 地下水利用によるヒートポンプ実証事業 

  

３．１ 事業の概要 

１）調査場所 

 遊佐町立図書館（遊佐町遊佐字鶴田３０－７） 

 

２）調査期間 

 平成２２年８月設置、冷房（８月１２日～９月）、暖房（10 月～翌年３月）運転 

 

３）調査内容 

 本町は、環境自治体会議の一員として環境政策を他の市町村に先駆けて積極的に取り組

んできた。また、地域新エネルギービジョン策定（2000 年）以来、本町の豊富な地下水や

風力などの自然エネルギーを活用した施策について検討してきた。 

 本事業により、公共施設である町立図書館に豊富な地下水を利用したヒートポンプを実

際に導入し、地下水が持つ熱エネルギーを活用することで CO2の発生量の少ないシステム

の構築を身近なものとし、公共施設や地元住宅への活用の可能性を検討する。 

 

４）調査の効果 

 実証試験により、地下水利用によるヒートポンプシステムの実用化が図られれば、町内

各所の公共施設や事業所、住宅などに普及のため、説明会等を開催し、地元の建築業者に

工法の習得を促し、住宅産業の活性化と、冷暖房費削減に寄与する等の波及効果が期待で

きる。 

 

写真１ 遊佐町立図書館 
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写真２ 井戸水くみ上げ部（左）とヒートポンプ水冷式チリングユニット（右） 

 

３．２ 事業の結果 

○システムの概要 

 ・使用施設 

地上 2 階、地下 1階 

建築面積：923.87 ㎡ 

延床面積：922.99 ㎡ 

・変更前：吸収式冷温水発生機 

 使用燃料：灯油および電気 

 設置：平成２年 

・変更後：地下水利用ヒートポンプシステム（エアハンドリングユニットは既施設利用） 

 使用燃料：電気のみ 

 動力：31.7kW（約 40HP）、3相 200V 

 定格出力：冷房時（105kW）、暖房時（126kW） 

 ＣＯＰ値*：冷房時（5.8）、暖房時（3.7） 

 熱交換器の種類：シェルアンドチューブ式 

揚水量：300（l/min、定格）、180（l/min、実績） 

設置金額：2,919 万円（機器購入費 504万円、委託金額 2415 万円（内調査事業費

300万円）） 

（注*COP(Coefficient of Performance)：消費電力に対する冷房・暖房の効用の割合をヒー

トポンプの成績係数（動作係数）として COPで表し、大きいほど効率がよい。） 
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３．３ 事業の評価 

１）地下水について 

 地下水利用によるヒートポンプの適否は、第１に通年にわたって充分な量の地下水が得

られることである。実証調査の期間中には、採取位置が地下６０ｍからの地下水は、使用

水量 300 リットル／分（実績は 180 リットル／分）を常に充足していることから、地下水

位の高い遊佐町の特徴を生かした事業として期待に応えていると考えられる。第２に、水

温も夏季、冬季を問わず 12～13℃が得られていることから、水道水を利用した場合と比べ

てのエネルギーの節約に貢献している。一方で、地下水のくみ上げについては、周辺の自

噴井の水位への影響があるとの報告もあり、適切な揚水量の設定が必要である。 

今後の長期運転における地下水質による配管や本体の腐食やスケール付着の傾向につい

ては表２の冷温水・冷却水の水質基準値などとの比較によって、目安が得られるものと考

えられる。鳥海山系の湧水や地下水には、ケイ酸（シリカ）成分や鉄分などが多く含まれ

るということで、地域の生態系や農作物への大きなメリットとなっているが、地下水利用

の機器にはマイナスにはたらく可能性もある。実証事業中の２月に地下水配管をチェック

したところでは、エルボー部分に少量のスケールが付着した程度であったが、流量計に詰

まりが出たこともあるので、今後の日常点検による要チェック事項と考えられる。 

 

表２ 冷温水・冷却水の水質基準値（日本冷凍空調工業会標準規格 JRA-GL-02-1994より） 

傾向   

項 目 

 

冷却水基準 腐食 スケール 

ｐＨ（25℃） 6.5～8.2 ○ ○ 

電気伝導率(25℃)（μs／ｍ） 800以下 ○ ○ 

塩化物イオン(mg/l) 200以下 ○  

硫酸イオン（mg/l） 200以下 ○  

酸消費量(pH4.8)(mgCaCO3/l) 100以下  ○ 

全硬度(mgCaCO3/l) 200以下  ○ 

カルシウム硬度(mgCaCO3/l) 150以下  ○ 

 

 

 

基準項目 

イオン状シリカ(mg/l) 50 以下  ○ 

鉄（mg/l） 1.0 以下 ○ ○ 

銅（mg/l） 0.3 以下 ○  

硫化物イオン(mg/l) 検出されないこと ○  

アンモニウムイオン(mg/l) 1.0 以下 ○  

残留塩素（mg/l） 0.3 以下   

 

 

参考項目 

遊離炭酸（mg/l） 4.0 以下   
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２）CO2削減量及び経済的効果 

従来の施設においては、暖房および冷房のために灯油を年間 10,000リットル程度使用し

ていた。新しい施設では、すべてが電力によるため灯油の使用はゼロとなる。このため、

従来の燃料使用量を 10,000 リットル／年とすると、これを 2.5 倍して 25,000kg／年（25

トン／年）の CO2排出を削減することができることになる。 

今後、新しいシステムによる電気使用量を精査することによって、経済的な効果を検証

することになるが、灯油価格を 75円／リットルと見込んだ場合は、灯油購入費のみの節約

分が 75 万円程度となる。 

 設置工事（事前調査、井戸掘削、ヒートポンプ設置、システム検討含む）の金額が 3,000

万円と、比較的に高額ではあったが、従来必要であった灯油の管理の手間が省けるなどの

運転管理上のメリットも大きいため、トータルとして実用性の高いことがわかる。 

 なお、実証事業中のデータに基づいた CO2 削減量及び経済的効果についての試算は、下

記のとおりである。今年度の夏季は猛暑、冬季は寒い日が続いたなどの悪条件を考慮する

と良好な結果と考えられる。 

 

・削減灯油量：12,393 リットル／年（平成 15～18 年度灯油使用量の平均値） 

 ・増加電力使用量：25,596kWh／年（測定していない期間は予測値） 

 ・削減上水量：100m3／年 

 ・削減金額（灯油、電力、水道）：1,444,457 円／年（既設）－904,607円／年（新設） 

              ＝539,850円／年 

 ・削減金額（保守管理）：317,100円／年（既設）－200,000 円／年（新設） 

    ＝117,100円／年 

 ・CO2削減量：39.2 トン／年（既設）－20.3 トン／年（新設）＝18.9 トン／年 

 

３）地域へのメリット 

本事業では、井戸掘削については山形市企業への委託となったが、事前調査やヒートポ

ンプ設置にあたっては、空調設備会社酒田支店から地元遊佐町企業への再委託が行われた。

また、今後、地域における経済的効果として、同様なシステム導入が進めば、その都度の

設置作業などのための雇用創出が見込まれる。 

 

４）今後の可能性 

ヒートポンプシステム導入による施設の改良は全国で事例があり、県内では米沢市小野

川温泉の登府屋旅館で、吸収式冷温水機及びボイラーから、高温型水冷式ヒートポンプ

25HP に変更して、年間約 29 トンであった灯油使用量をゼロにしている。遊佐町と異なり、

熱源は温泉の排熱であるが、CO2 排出削減量は約 68 トン／年であり、経済産業省の CO2

排出権取り引き制度である「国内クレジット制度」にも登録されている。登府屋旅館の例
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では、ランニングコストも年間 120 万円程度の削減に結びついたとのことで、設備費の増

を４～５年程度で回収できる見込みとのことである。 

遊佐町のヒートポンプ利用の今後の展開として、地下水のみならず地中熱利用の可能性

もあり、施設規模や立地条件によっての選択が必要である。また、いずれの場合も国など

による地球温暖化対策事業の補助金やCO2排出権取り引き制度を活用していくことが望ま

れる。 
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第４章 木質バイオマス利用のハウスボイラー実証事業 

 

４．１ 事業の概要 

１）調査場所 

 遊佐町内の農業用ハウス（(株)高橋園芸、遊佐町江地字出戸 183） 

 

２）調査期間 

 平成２３年２月～３月 

 

３）調査内容 

 遊佐町内の木材を利用した森林バイオマスによるクリーンエネルギーの実用化に向けた

調査を行った。 

 除伐材・間伐材の伐採・集積・運搬・チップ化・農業用ハウスまでのチップの運搬コス

ト及び暖房燃料としての将来的な実用化、熱カロリーの効率化、費用対効果についての実

証試験を行った。 

 他に、化石燃料・電気を燃料とする加温についても、既存の設置施設の燃料データをも

とに、地域農業におけるエネルギー分析を行った。 

 

 

  

写真３ 木質チップボイラー（左）とチップ用サイロ（右） 
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写真４ ハウス内の送風機（左）とペレットストーブ（右） 

 

 

４）調査の効果 

 農業におけるエネルギーの地産地消と、木質バイオマス燃料と化石燃料の比較による燃

料の効率性及び木材産業の活性化を図る効果がある。 

 化石燃料の軽減や木質バイオマス燃料への転換による CO2 の削減、暖房システムの開

発・普及を図ることによる雇用の拡大が見込まれる。 

 

４．２ 事業の結果 

１）チップボイラー 

 ・ボイラ：シュミット社（スイス）製バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）UTSL 

（最大出力 150kW、平均負荷 40kW） 

・木質チップ：含水率 50%以下（遊佐町内の製材所より供給） 

 ・システムの概要：チップ用サイロ（容量 5.5m3）に一時貯留した木質チップをバイオマ

スボイラーによって燃焼し、発生した温水を 1 棟のユリ用ハウス（4号ハウス）に導入

して、温風発生機によって暖房する。補助用の暖房機として既存の灯油温風発生機

(44.2kW)も用いている。 

 

２）ペレットストーブ 

 ・ストーブ：グリーン渡会(株)製ｅ・ペレ（PLB92GR3 型）（最大出力 26kW、平均負荷

16.6kW） 

 ・木質ペレット：鶴岡市内の企業より 

 ・システムの概要：木質ペレットをストーブで燃焼し、得られる熱を直接ユリ用ハウス

（6 号ハウス）の暖房に利用する。補助用の暖房機として既存の灯油温風発生機

(44.2kW)も用いている。 
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４．３ 事業の評価 

１）木質バイオマスについて 

 本事業においては、木質バイオマスとして、チップ及びペレットの両面で検討を行って

いる。表３に示すとおり、チップ及びペレットはそれぞれの材料に特徴があり、燃材の使

用目的、使用量によってユーザーが使い分けることを念頭に置いて、両方の実証試験を行

うことに意味があると考えられる。 

 

表３ 木質バイオマス材料の特性比較 

 長所 短所 価格（発熱量）例 

 

木質チップ 

 

・製造が容易 

・環境負荷が少ない 

・安価 

・品質にムラがある 

・「かさ」が大きい 

・含水率の調整が必要 

12 円／kg 

(3,900kcal/kg)* 

 

木質ペレット 

 

・品質が一定 

・取り扱いが容易 

・燃焼効率が高い 

・比較的に高価 

・加工にｴﾈﾙｷﾞｰが必要 

・販売業者が限られる 

42 円／kg 

(4,850kcal/kg)* 

注）*発熱量は木材の材質、乾燥状態などにより異なる。 

 

２）CO2削減量及び経済的効果 

 山形県におけるハウス設置面積は全体で 1,756ha（果樹 955ha（栽培面積比 8.5%）、野菜

603ha（同 5.7％）、花き 198ha（同 43.9%））であり、そのうち 647haにおいて原油由来の

燃料による加温栽培が行われており、その暖房用燃料の需要量は県全体で、年間 20,000kl

と試算されている７）。また、暖房用燃料の使用量は表４に示すとおり、長期間の暖房や高い

暖房温度を必要とする作物において大きくなる。 

 

表４ ハウスの加温温度別灯油消費量（リットル／100 坪）の試算７） 

設定温度 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 合計 

4℃ 0 118 518 386 0 0 1,023 

6℃ 0 386 818 639 224 0 2,067 

8℃ 0 707 1,120 894 418 0 3,139 

10℃ 205 1,030 1,424 1,152 612 0 4,422 

12℃ 570 1,418 1,797 1,471 915 278 6,450 

14℃ 881 1,742 2,107 1,734 1,160 465 8,090 

16℃ 1,256 2,133 2,484 2,059 1,473 716 10,122 

18℃ 1,569 2,458 2,799 2,326 1,723 904 11,779 

注）4間×25間で 100坪、ビニールハウス（ポリ１層カーテン）、山形市を想定。 
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 表４の試算によれば、100 坪のハウスを 16℃に保って作物を育てるためには、年間約１

万リットルの灯油が必要であり、その全量を木質バイオマスにかえることで、1 棟あたり

10,000×2.5＝25,000kg（25 トン）の CO2が削減される。燃料価格の点では、木質バイオ

マスの価格は石油系燃料に匹敵するようなものとなってきているため、暖房設備の導入に

あたって、まだ比較的高いとされる初期投資をすることができれば、大規模施設に適用す

ることによる木質バイオマスの経済的なメリットも生じるものと考えられる。そのために

は、現在の木質バイオマス装置の本体価格を低くおさえることと、木質バイオマス暖房装

置の温度制御や使い勝手など、システムとしての精度を向上させることが必要である。 

 本実証事業中の 2 月期におけるハウスの灯油及び木質バイオマス使用量から、CO2 排出

削減量などを試算したものを表５に示した。既設の灯油温風機のみを備えた 5 号ハウスと

比較して、ペレットストーブを新設した 6 号ハウスでは灯油使用量の削減が出来なかった

が、チップボイラーを新設した 4 号ハウスでは灯油使用量を半分以下にすることができ、

約 1.8トンの CO2 排出量削減となった。 

 

表５ 実証事業期間中（2 月 3 日～3月 3日）の燃料使用量および CO2排出削減量 

 4 号ハウス 5 号ハウス 6 号ハウス 

暖房設備 (既設)灯油温風機 

(新設)チップボイラー 

(既設)灯油温風機 (既設)灯油温風機 

(新設)ペレットストーブ 

灯油使用量 490リットル 

(チップ 6,350kg使用) 

1,220リットル 1,280リットル 

 

CO2排出削減量* (1,220－490)×2.5＝ 

1,825kg 

  

注）*灯油のみの暖房による 5号ハウスとの比較 

 

 チップの利点は価格の安いことであり、本実証事業におけるハウス 3 棟の暖房を 1 台の

チップボイラーで賄うことを想定した場合のチップ燃料代は約 128 万円／年、既存の灯油

温風機による灯油代は約 220万円／年であり、差し引きの燃料費節約額は約 92 万円／年と

なる。3棟を暖房するチップボイラーや付帯施設のイニシャルコストは現在のところ新規で

約 2,300 万円(チップボイラー本体は約 700万円)といわれているが、国の補助金などを利用

して自己負担額を減らすことができれば、短期間での資金回収も可能である。 

 一方、本実証事業の実施にあたっては、チップの含水量が予想より多い（品質が一定し

ていない）ことや、適当な運搬業者が見つけられずに運搬費が高くなったことなどの想定

外のこともあって、これらについては今後の検討課題となった。また、ペレットを用いた

ハウスでは、灯油削減効果が得られなかったが、ペレットには品質が一定というメリット

もあるので、今後暖房システムを再検討しつつ、ペレットの可能性についても検討する必

要がある。 
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農業用ハウスの省エネルギー化については、燃料使用量などと関係が深く、省エネ化を

進めることで燃料の削減の可能性があるため、ここでは今後の参考のため、丹氏による実

験結果について引用する８）。 

 

 暖房中のハウスからの熱損失は図２に示すように、貫流熱負荷、隙間換気伝熱負荷、地表伝熱負荷の３

つに分けられ、貫流熱（被覆材を通過する熱量）が最も大きな割合を占める。省エネルギー効果を高める

ためには、ハウスの保温性を高める被覆資材、被覆材料に切り替え、隙間換気にはカーテンや外張の隙間

を入念にチェックし塞ぐことで、熱損失を小さくすることができる。また、地中伝熱は、熱がハウス内地

表面に蓄熱されることで生じる熱であり、暖房設定温度が高いとハウス内から地中に熱が逃げていく場合

がある。 

 

 

図２ 農業用ハウスからの熱損失７） 

  

 

農業用ハウスの省エネルギー化について調べるため、図３に示す小型農業用ハウス３棟を用いて、種々

の条件を設定して、環境条件とハウス内温度などの継続測定を行った。その結果、農業用ハウスは、壁面、

天井、床面ともに極めて熱が逃げやすい構造になっていることがわかったが、この実験では、室温の熱効

率向上に関する提案と実証試験から次の結果を得た。 

・ハウス北面に設けた断熱板ならびに太陽光反射板の効果が確認された。 

・ハウス内床面からの熱損失が大きく、土中に断熱板を設けることによってハウス内室温を高められるこ

とが確認された。この結果は、ハウスの省エネルギー化に効果的である。 

なお、栽培床の中に断熱板を設ける場合、断熱板の最適深さを示すには至っていない。この点は、今後の

試験に委ねるところである。 
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図３ ハウスの実験条件８） 

・No.1ハウス：通常のハウスで床面は土。 

・No.2ハウス：北面の壁内側に断熱材（発泡スチロール 20mm厚、内側アルミ箔）、床面は土中 10cmに

断熱板（ウレタンボード 25mm厚をベニヤ板 5mm厚 2枚ではさんだもの）を入れた。 

・No.3ハウス：床面は土中 10cm に断熱板（ウレタンボード 25mm厚をベニヤ板 5mm厚 2枚ではさんだ

もの）を入れた。 

 

３）地域へのメリット 

本事業に限らず、木質バイオマスを利用する場合の事業の継続性は、燃材の供給体制、

供給価格によって決まることが多いので、町における森林経営の将来像とも重なる部分が

多い。その意味では、森林バイオマスの利用にあたっては、中長期的な視点が必要となる

が、森林バイオマス資源循環の適切な仕組みを構築することは、雇用の創出などを含めて

地域への大きな貢献となると考えられる。 

 

４）今後の可能性 

県内のバイオマスボイラーの導入事例としては、(有)舟形マッシュルームにおいて、年間

合計 300トン程度のマッシュルームを生産する 18棟の栽培舎に蒸気などを供給するボイラ

ーについて、主な燃料を石油系から木質チップに変更して、経済産業省の「国内クレジッ

ト制度」に登録している。燃材の供給は、同じ最上地域の金山町などから行われており、

１日当たり約１トンの CO2 を削減することになっている。また、森林バイオマスの供給に

ついては、他地域でも栗駒木材(株)（宮城県栗原市）などの製材業によって恒常的に排出さ

れる端材や間伐材、林地残材をチップやペレットに加工して、循環させようとする事例が

見られる。広く利用されているハウス暖房に、地元の林業、製材業、建築関係業などとの

連携によって、森林バイオマス資源の安定供給をはかる仕組みをつくることが期待される。
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第５章 マイクロ水力発電実証事業 

 

５．１ 事業の概要 

１）調査場所 

 遊佐中学校敷地内 朝日堰（遊佐町小原田字上川原 18-1） 

 

２）調査期間 

 平成２２年９月１７日～平成２３年２月（約５ヶ月間） 

 

３）調査内容 

 マイクロ水力発電は、100kW以下の小規模で建設費・運用費の安い水力発電である。河

川や用水路に段差無しで発電できるマイクロ水力発電機を設置し、農業機材や街路灯など

に利用するには、どのような問題があるか、土地改良区や農協などの協力を得て、実証調

査を実施する。 

  

４）調査の効果 

 町内には、マイクロ水力発電の要件を満たす水流が豊富にあることなどから、モデル実

証試験を行い、クリーンエネルギー電源を確保する。発電した電気は、街路灯や農業用ハ

ウスに利用できるか、可能性を探る。 

 実証箇所は、遊佐中学校敷地内を流れる朝日堰を予定し、200W 位の発電機を設置して、

LED４灯で夜間の生徒の通学路の照明に利用する計画である。 

 中学校の協力も得て、水力発電の実践学習の場とすると共に、遊佐町のクリーンエネル

ギー発掘の起爆剤となることを期待する。 

   

写真５ 水車小屋の外観（左）と発電機（右） 
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５．２ 事業の結果 

  水路の構造：水路幅0.9m、水路深さ0.75m、常時流水深0.12m、勾配1/200、流量0.11m3/s 

      （上記の水路を堰き止めて 50cmの落差をつくり、水車により発電） 

水車の種類：開放クロスフロー型水車（直径 100cm、幅 66cm） 

  定格出力：270W 

  蓄電池：150AH、24V、2 台 

  街路灯：LED(16W)×４基（蓄電池に充電し、夜間のみ点灯） 

  設置費用：約 714万円（調査費含む） 

  運転実績：発生電力量 38.64ｋWh（×０．３６＝ 13.9 CO2（ｋｇ）に相当） 

       （ただし、12月 15 日～2月 28 日の５３日間の記録による） 

 

５．３ 事業の評価 

１）小規模水力発電について 

 小規模水力発電は、一般的に堰や水路などを利用することから、既存の水循環を遮断す

ることが少ない、環境への負荷が少ない発電方式である。特に定格出力 10kW 以下の場合

には一般用電気工作物として、電気事業法による種々の手続きが免除される。一方、発電

機器が小さいことから、ゴミや砂礫など異物の流入が運転状況や機器の損傷に多大な影響

を及ぼす。設備への魚類の流入も例外ではない。このため、ゴミや魚類などの侵入抑制を

目的とする除塵、沈砂対策はきわめて重要視される９）。表６には、水力発電の規模による分

類を示した。 

本事業においては、出力はマイクロ水力のなかでも 0.1kW と小さいが、開水路における

水力発電の可能性を示した点に意義があるものと考えられる。 

 

表６ 水力発電の規模による分類 

分類 規模 

大水力 100,000kW程度以上 

中水力 10,000～100,000kW程度 

小水力 1,000～10,000kW程度 

ミニ水力 100～1,000kW程度 

マイクロ水力 100kW程度以下 

 

  

２）CO2削減量及び経済的効果 

 水力発電における出力は、水の量（Q[m3]）と高低差（H[m]）で決まる９）。本事業にお

ける水路の条件を代入し、年間の発電量も計算すると最大限下記のとおりとなる。 
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 ・出力（ｋW）＝Q×H×9.8（重力加速度）×0.7（総合効率） 

（例）流量 110 リットル／秒、落差 0.5mの場合：0.11m3×0.5m×9.8×0.7＝0.38kW 

 ・年間発電量（ｋWh／年）＝出力(kW)×8,000（稼働 11ヶ月として） 

（例）出力 0.38kWの場合は年間発電量は約 3,000kWhとなる。 

 

 例のような年間発電量 3,000kWh の場合には係数 0.36 をかけて、年間の CO2 削減量は

1,080CO2(kg)となり、年間約１トンの削減が行われることになる。 

一般家庭の年間消費電力が 3,000～5,000kWhといわれているので、この水路の水力をす

べて発電に利用できれば、1 家庭分の電力に匹敵する発電が可能である。 

実証事業における発電機の定格出力は 270W であったが、期間中には出水量が 0.03m3/s

程度と少なかったため、発電量も定格の 20％の 60W程度の運転が多かった。灌漑期などで

0.11m3/s の流量が継続して得られれば、定格に近い発電量が得られるものと推定される。 

   

３）地域へのメリット 

本事業においては、水車や発電機は地域外の企業の製品を利用しているものの、設置、

メンテナンスに関しては地元業者への委託を行っており、今後の事業における地域への貢

献も期待できる。また、今回のように水車を使った水力発電では、可動部分があることな

どから、環境教育の効果もたいへんに大きいと推察される。特に、設置場所が中学校であ

り、クラブ活動の一環として生徒達に機械の状況をレポートしてもらったことは、非常に

意味がある。 

 

４）今後の可能性 

現在、再生可能エネルギーによる電気の全量買い取り制度に関する法案が政府によって

とりまとめられており、平成 24 年度の導入を目指し、その対象は太陽光、風力、水力、地

熱、バイオマス（生物由来資源）としている。今のところ、政府は余った電気の買い取り

が始まっている太陽光を除き、電力会社の買い取り価格は１kWh あたり 15～20 円、買い

取り期間は 15～20 年にする方針とのことだ。太陽光発電の現状の 1kWhあたり 48円には

及ばないが、比較的に設置費用がおさえられた小規模水力発電が普及していけば、経済的

なメドを付けられる可能性も大きい。過去の小水力発電の設置費用は、134～295万円／kW

と幅があるが、20 年で回収するための経済性の指標としては「180 万円／kW」があげられ

ている８）。 

特に遊佐町においては、本事業における農業用水のみならず、水力に適用可能な渓流水、

上下水道、湧水などの選択肢が多い。ただし、河川などの水を利用する場合には、河川法

に定められる水利権に配慮する必要がある９）。また、農業用水の場合には、水管理を行って

いる土地改良区との連携など、地域における各種の主体との協調による取り組みが求めら

れる。 



 19 

第６章 地域に根ざしたクリーンエネルギー 

 

６．１ 適正技術とはなにか１０） 

 環境資源やリサイクル資源を利用する技術を「静脈技術」ということがある。工場にお

ける生産技術が「動脈技術」とすれば、動脈技術は、一般的にどの地域においてもその機

能や効用は同様に発揮され、ユニバーサルであるという面が強いのに対して、静脈技術は

社会のあり方と特に不可分である。環境資源の利用を例に取れば、地下水や堰水の水位・

水量が年間にわたり確保できるだけでなく、また、豊富な森林バイオマスが存在し、その

伐採・運搬経路などが確保できても、その利用によるコスト面を含めた地域へのメリット
．．．．．．．．．．．．．．．．

がなければその普及は見込めないと考えるのが妥当であろう。このような技術の評価にあ

たって最近では、「適正技術」または「社会技術」という概念が提起されている。社会技術

とは、これまでの企業利益のためでなく、社会全体の利益と定義されている。このように

「誰のための」という定義が必要なのは、企業利益を尺度にしてきた技術がスケールメリ

ットと過度な高付加価値化の追求につながり、それが地球環境と石油資源の危機をもたら

したという経緯による。 

 その一例を「生ゴミのバイオガス化」技術にとると、その原理自体は、原料である生ゴ

ミを嫌気条件下で適正な温度と湿度に保って、発生ガスを得ればいいので、それほど高度

なものではない。しかし、現代の日本においては、それが特段に役立ってきたという状況

にはない。一方、中国の雲南省などでは、発生するメタンガスが家庭のエネルギー源とし

て役立ち、固液の残渣が肥料として大いに役立っている。都市ガス網が整備され、安価な

化学肥料が手に入る日本の場合、バイオガス装置からの副産物は、ほとんどの場合に廃棄

物として処理するしかない。 

 最近になって、「適正技術」という言葉が再び聞かれるようになってきたが、それは必ず

しも途上国のためだけでなく、国内での崩壊の危機にある地方の再生にも、このような技

術が重要であるという認識からである。 

 

６．２ 先進地にみる適正技術 

 岩手県の内陸北部に位置する葛巻町は、人口約 8,000 人、標高 400m 以上の高原の酪農

の町として知られていた。1999 年に新エネルギービジョンを策定したことをきっかけに、

魅力ある町づくりのためにクリーンエネルギー導入を行った。乳牛飼育頭数約 10,000 頭、

牛乳の生産量は１日約 110 トンとなり、東北一の酪農郷である。 

 葛巻町のクリーンエネルギーの特徴のひとつは、家畜から生じる排泄物を有効に活用し

て、発生したメタンによる発電、液肥として農地に還元するなどのバイオマスプロジェク

トである。実証プラントでは、毎日約 13 トン（200 頭分）と牧場内の生ごみ 0.2 トンをメ

タン発酵槽に約 1 ヶ月間 37℃で留めて、発生したメタンによって 37kW の発電機を回し、

設備内の電力および温水として利用している。 
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 もうひとつの特徴は、町総面積の 86％が林野であることから、パルプ用のチップ材を製

造していた葛巻林業（株）や町森林組合を中心としたペレットボイラーやペレットストー

ブの活用による森林バイオマスプロジェクトである。これら木材燃料によるボイラーやス

トーブの老人保健施設や公共施設などへ普及が進んでいる。このような取り組みに、風力

発電(22,200kW)や太陽光発電を加えて「エネルギー自給のまちづくり」として、経済産業

省・NEDO による全国「新エネ百選」事業として取り上げられており、全国からの見学者

が訪れている。 

 葛巻町におけるクリーンエネルギー事業の成功の要因はいくつかあると考えられるが、

ひとつは積極的に新しい事業を取り入れるトップのリーダーシップであり、もうひとつは

地域のニーズとの無理の無ない調和である。特にバイオマス事業においては、受け入れる

バイオマス材料の価格と供給体制、発生するエネルギーなどの価格と需要のバランスがよ

くとれていることが必要である。同じ葛巻町において、2004 年度に「森林の間伐施業に伴

う木質バイオマスの熱電気供給システム実証試験事業」のために設置された 120kWのガス

化発電施設は、カラマツ間伐材を１日あたり３トン程度消費する計画であったが、間伐材

価格が採算ベースの約 2 倍となることから、実証試験期間の終了した現在は稼動を停止し

ている。クリーンエネルギーの技術や地域における材料の供給体制は整っていたとしても

経済的なバランスがとれずに事業がストップしている事例といえる。せっかくつくった最

新の施設は、このままでは町にとっての負の遺産となる可能性もある。一方、葛巻町の畜

産バイオマスに続く、同じ岩手県の雫石町「（株）バイオマスパワーしずくいし」では、約

2,200頭の牛を飼育する小岩井農場との連携をベースに、周辺の学校給食の食品残渣などを

加えて 250kWの発電機により発電し、その電力は「グリーン電力」として売電されている。

小岩井農場という大規模営農とのよい関係を保ちながら、クリーンエネルギーを生かして

いる好例である。 

 

 

写真６ 葛巻町木質バイオマス発電施設 
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写真７ 雫石町（株）バイオマスパワーしずくいし畜産バイオマス発電施設 

 

６．３ 企業の取り組み－経営者「環境力」大賞－の事例１１） 

 地球温暖化などへの対応が重大な課題となる「環境の世紀」にあって、企業が社会と共

生しながら持続可能な経営を行うためには、全ての企業関係者が経済と環境との一体化を

目指して努力することが必要である。NPO法人環境文明２１では、特にその中でも企業の

経営者の役割と責任は決定的に重要であるということから、21 世紀の社会をリードする企

業経営者の資格を評価する 12項目を作成し、経営者の方々の自己評価などに使えるように

公表をしてきた。その項目とは、表６に示すものである。 

 

表６ 21世紀の社会をリードする経営者の資格 （NPO法人環境文明 21） 

１．情報を公開し、公正な競争に立ち向かう勇気 

２．100年先を見通した企業価値を設定し、その価値を浸透させる情熱と達成する戦略

性 

３．国内外の時代の潮流を洞察し、先取りする力 

４．他社とも協働して、社会に対する責任を果たそうとする意志 

５．働くことの価値を認め、自社で働く全ての人々の働く意欲を高める力 

６．地域社会との交流を大切にし、その伝統や文化を尊重する意思 

７．経済と環境を一体化しようとする意志 

８．事業を大きくしすぎない勇気 

９．科学を理解し、経営に活かす力 

１０．技術動向を常に把握し、経営の発展に繋げる力 

１１．人知の及ばない大いなるものへの畏敬の念 

１２．NPOを含む全てのステークホルダーとコミュニケーションをとる力 
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 第一回経営者「環境力」大賞の発表は、約半年間の審査を経た後、2009年 2月に行われ

た。受賞者は、電気器具販売、廃棄物処理、塗料販売、信用金庫などの経営者６名であり、

その後、毎年一回の大賞の発表が行われている。上記の 12項目については、経営者自らが、

それぞれ自己チェック、自己採点を行って、その結果と経営実績、環境力を示す情報の発

信性も加味しながら大賞の審査が行われている。以下、いくつかの項目について、個別の

実例を示す。 

 No.2No.2No.2No.2「「「「100100100100 年先年先年先年先をををを見通見通見通見通したしたしたした企業価値企業価値企業価値企業価値をををを設定設定設定設定しししし、、、、そのそのそのその価値価値価値価値をををを浸透浸透浸透浸透させるさせるさせるさせる情熱情熱情熱情熱とととと達成達成達成達成するするするする戦戦戦戦

略性略性略性略性」」」」（設定趣旨：短期的な業績を求められ、そのために永続的な企業価値を追求する英知

を見失いがち。100 年ぐらいを見通した情熱と戦略性が問われている。） 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 AAAA 氏氏氏氏（（（（農業農業農業農業））））：食の安心・安全は単なる方法論ではなく、常に命を繋ぐ「食がある

こと（永久の需要）に対する「永久の供給システムの構築」。高齢化・後継者不足による日

本農業に欠落する永久供給システムの構築→若い人材の積極的雇用・人材育成組織づくり

等。 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 BBBB 氏氏氏氏（（（（製造製造製造製造業業業業））））：事業の永続のための三段階の事業活動の展開－①顧客のニーズに

こたえる開発（御用聞き型）、②現状の改善を期待する市場に提供するニーズの開発（提案

型）、③社会改革による価値観の変化に伴う市場の激変に備える事業の予見的研究。 

 

 No.6No.6No.6No.6「「「「地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの交流交流交流交流をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、そのそのそのその伝統伝統伝統伝統やややや文化文化文化文化をををを尊重尊重尊重尊重するするするする意志意志意志意志」」」」（設定趣旨：経営

にとって、事業所のある地域社会は最重要な拠点である。人はもとより地域の伝統や文化

に敬意と親和性を示すのは重要な資格である。） 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 CCCC 氏氏氏氏（（（（建設業建設業建設業建設業））））：近江聖人として著名な中江藤樹や近江商人について、地域の人も

一緒に入って、大学の先生の話を聞く勉強会を開く中で、大学生に自社の取り組みや施設

の公開を行ったり、小学生に父母も交えて、森や琵琶湖のあり方についての勉強会を設け

て、地域とのかかわりや文化の勉強に取り組む。 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 DDDD 氏氏氏氏（（（（金融業金融業金融業金融業））））：地域の活性化を課題として、そのための新しい活路を見出す必要

から、地域産業・地域の人を活かすことを使命として企業活動を展開している。 

 

 No.7No.7No.7No.7「「「「経済経済経済経済とととと環境環境環境環境をををを一体化一体化一体化一体化しようとするしようとするしようとするしようとする意志意志意志意志」」」」（設定趣旨：経済と環境はトレード・オフ

の関係にあるとよく言われるが、健全な環境が損なわれると企業活動そのものが成り立た

なくなる。環境の世紀にあって両者を一体化することが最も重要なことである。） 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 EEEE 氏氏氏氏（（（（ホテルホテルホテルホテル業業業業））））：環境へ配慮することは経済にも非常に大きな影響を与えること

を「エコひいき活動」（環境に配慮した顧客へのサービス）で体験している。 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 FFFF 氏氏氏氏（（（（農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業、、、、製造製造製造製造・・・・加工業加工業加工業加工業などなどなどなど））））：エコファーマーとして、微生物を大切に

する無農薬栽培、減農薬栽培、堆肥主体による循環型農業経営、食品加工工程の残渣は畜

産農家の餌として供給など、自然界は共生機能で健全な生態系が保たれているという確信

で生産活動・経営を行っている。 
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 No.8No.8No.8No.8「「「「事業事業事業事業をををを大大大大きくしすぎないきくしすぎないきくしすぎないきくしすぎない勇気勇気勇気勇気」」」」（設定趣旨：事業規模を「大きくすること」が経営

者の使命ではなく、資源・環境の制約が厳しい中では、持続可能な経営が求められ、必要

以上に大きくしすぎないことが賢明な選択。） 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 GGGG 氏氏氏氏（（（（環境環境環境環境コンサルコンサルコンサルコンサル業業業業））））：創業 21 年目（社員 37 名）これ以上の規模にしないこ

とを社員に公言。「ナンバー１」より「オンリー１」を目指す。 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 HHHH 氏氏氏氏（（（（リースリースリースリース業業業業・・・・金融金融金融金融））））：規模の拡大を目標とせず、顧客の支持、満足度の対価と

しての利益率の向上、マーケットの声を聞く営業姿勢が重要。地球の有限性を認識し、グ

ループ企業の理念の実現を目指す。 

 受賞者受賞者受賞者受賞者 IIII 氏氏氏氏（（（（廃棄物処理業廃棄物処理業廃棄物処理業廃棄物処理業））））：身の丈に合った事業展開。地元で長く事業が続くように、

企業規模より企業の継続性を重視。 

 

６．４ 遊佐町に適したクリーンエネルギー 

 遊佐町には、前述のとおりの恵まれた自然環境から、お米、野菜、味噌、そば、柿、酒、

鮭、イカ、タコなどの食品に加えて、木工品、竹炭などの加工品が地域の魅力ある特産品

としてあげられている１２）。また、本事業には取り上げられていないが、町内十里塚地区の

海岸に約 2,000kWの風力発電 7 基が建設中である。この施設は、蓄電池との併用による供

給電力の安定化を目指した最新式のシステムを構築しており、発生した電力は東北電力へ

の売電が予定されている。酒田市の新しい風力発電が景観の問題で頓挫し、パイオニアで

ある庄内町の風車が伸び悩んでいるなかで、今回の設置主体は民間ではあるものの、遊佐

町の躍進が突出している印象である。 

 遊佐町に適したクリーンエネルギーとはどのようなものであろうか。本事業では、地下

水利用のヒートポンプ冷暖房、木質バイオマスを用いた園芸用ハウスの暖房、用水路を利

用したマイクロ水力発電を取り上げて、それぞれの実証試験を行った。いずれも遊佐町の

環境資源の特徴を生かした取り組みといえる。ヒートポンプ冷暖房と図書館の組み合わせ

のようにシステムとして完成度の高いものもあるが、木質バイオマスやマイクロ水力など

は、組み合わせるハウスの条件や、水路のゴミなどの環境条件に適合させることに、担当

者はご苦労をされていたようだ。比較的短い実証期間においては、問題点の抽出はできて

も、なかなか最適な条件を見つけることが難しかったのではないかと考えられる。 

環境資源を利用したクリーンエネルギーの特徴のひとつに、どれか単一の種類のクリー

ンエネルギーではまかなえる電力などは少なく、また季節的な偏りが生じるということが

ある。例えば、太陽光のエネルギーの強い時期には、風力や水力のエネルギーはあまり得

られない。そういう意味では、経済的な効率の検証や、新たな応用例の提案についても、

いくつかのクリーンエネルギーの組み合わせることが必要かも知れない。また、地域のメ

リットという点では、上記の地域特産品の生産・販売などとクリーンエネルギーの組み合

わせということが、町のイメージアップにつながるのではないかと考えられる。 
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第７章 まとめ 

 

 この報告書では、遊佐町が実施した「緑の分権改革」推進事業に係る、①地下水利用に

よるヒートポンプ冷暖房、②木質バイオマス利用のハウスボウラー、③堰水利用のマイク

ロ水力発電、の３つの実証事業についてとりまとめを行った。 

 いずれの項目についても、山形県庄内地域の北沿岸部において鳥海山麓に位置する遊佐

町に特有の環境資源を生かした取り組みであった。 

 

 地下水利用によるヒートポンプ冷暖房を１３）、従来は灯油を利用していた町立図書館に適

用することで年間 20 トン程度の CO2 を削減することが可能であった。また、灯油使用を

やめることで、灯油代の他に、灯油保管の手間なども省けることから、トータルとしての

実用性が高いことがわかった。また、設置工事や機器メンテナンスの多くは地元企業への

委託によってまかなえることから、地元へのメリットもある。また今後は、地下熱ヒート

ポンプへの展開や、CO2排出権取り引き制度の利用なども考えられる。 

 

 木質バイオマスによる園芸用ハウスの暖房は、チップボイラーとペレットストーブの 2

種類について検証を行った。燃材となるチップは町内から、ペレットも同じ庄内地域から

の供給が可能である。従来は灯油を用いていたハウスの暖房に木質バイオマスを利用する

ことによって、例えば 100 坪のハウスでは年間 10トンもの灯油（CO2 換算 25 トン）が削

減可能である。本実証事業でも 1ヶ月間でハウス 1 棟あたり約 1.8 トンの CO2 排出量削減

を行った。森林バイオマスの供給体制や供給価格の安定、バイオマスボイラーなどの設置

価格の低減などが重要であるが、町における将来の森林管理のあり方とも調和した中長期

的な視点を持って普及することが望まれる。ある程度の CO2 削減量が見込まれる場合には

排出権取り引き制度の利用も可能となる。 

 

 マイクロ水力発電は、開水路を用いたオープンクロスフロー型水車によって街路灯に点

灯し、中学生の環境学習にも成果があった。同じ水路の水流をすべて発電に利用した場合

には、一般家庭１軒分に相当する電力が得られ、年間約１トンの CO2 が削減可能であるこ

とがわかった。水路のゴミなどのクリアーすべき問題も多いが、町内の豊かな水資源を生

かすひとつの方法である。今後、再生可能エネルギーによる電気の全量買い取り制度に関

する法案の成り行きなども見据えながら、水管理を行っている団体などと協調した設置が

望まれる。 

 

 クリーンエネルギーの導入にあたっては、地域の特徴を生かした適正技術であること、

町に見合った適正な規模であることの他、いくつかの種類のクリーンエネルギーを組み合

わせたり、遊佐町における既存の特産品などとの組み合わせによるイメージアップなどの
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取り組みが望まれる。 
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