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次期エネルギー政策推進プログラム策定検討委員会（第１回） 

 

日時：令和２年９月８日（火）13:30～15:30 

会場：山形県自治会館 602 号室 

 

【事務局】 

本日はご多用中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから第１回、次期エネルギー政策推進プログラム策定検討委員会を開会いたし

ます。委員長を選出いただくまでの間、事務局で進行を務めさせていただきます。 

私は県庁エネルギー政策推進課の倉金と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

お手元の次第に従いまして、２の委員紹介ですが、このたびご就任いただきました委員の

皆様を私の方からご紹介いただきます。お手元の、委員名簿をご覧ください。 

日本地下水開発株式会社 専務取締役 桂木 聖彦 委員です。 

加藤総業株式会社 代表取締役社長 加藤 聡 委員です。 

株式会社山形銀行 営業支援部長 後藤 隆之 委員です。 

山形パナソニック株式会社 代表取締役社長 清野 寿啓 委員です。 

東北電力株式会社 山形支店長 藤原 正雄 委員です。 

東北芸術工科大学教授 三浦 秀一 委員です。 

エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長 山家 公雄 委員です。 

続きまして、リモートでご出席いただいている委員の方々をご紹介いたします。 

一般社団法人小水力開発支援協会 代表理事 中島 大 委員です。 

東北公益文科大学学事顧問 吉村 昇 委員です。 

以上でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、次第の３、県環境エネルギー部杉澤部長よりごあいさつ申し上げます。 

 

【杉澤部長】 

皆さん、本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。山形県環境

エネルギー部長の杉澤でございます。委員の皆様におかれましては、コロナ禍でいろいろ

と大変な中でありますけれども、委員就任について、快く就任いただきまして、ありがと

うございます。 

さて、本県では、東日本大震災を契機としまして、平成 24 年３月に、県エネルギー戦

略を策定いたしました。20 年後の目指すべき本県の姿と、約 100 万キロワットの開発目

標を掲げた基本構想、その実現に向けた 10 年間の具体的政策の展開方向を定めた政策推

進プログラムからなる戦略でございます。このうち、現行の政策推進プログラムにつきま

しては、平成 28 年度に中間見直しを行いました。プログラムの展開期間は今年度末まで

となっており、来年度以降の、次の政策推進プログラムの策定にあたり、委員の皆様のそ

れぞれの分野の専門的な見地からのご意見等を頂戴したいと思います。 
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戦略の策定からおよそ 10 年が経過しようとしておりますが、この戦略の進捗状況を申

し上げますと、これまで、現行の政策推進プログラムに基づき、各種施策展開を図ってき

たところであり、令和元年度末までの再生可能エネルギーの開発量は、稼動まで至らない

計画決定部分まで含めて、55.8 万キロワットとなっております。 

県としましては、概ね順調に推移していると捉えておりますけれども、固定価格買取制

度の見直しや、電力システム改革といった再生可能エネルギーをめぐる情勢の変化がいろ

いろある中で、また本県としまして、先月 2050 年でのゼロカーボンを目指すゼロカーボ

ン宣言を行っております。それらを踏まえた上で、今後どのように、この再生可能エネル

ギーの開発目標達成に向けて取り組んでいけばよいか考えていく必要があると認識して

おります。 

委員の皆様からは、戦略策定後からの情勢の変化や地域の特性等を踏まえた幅広い観点

から忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、次期政策推進プログラムの策定について、ご

検討いただければ幸いです。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ではここで事務局の幹部職員を紹介させていただきます。 

環境エネルギー部次長の鑓水です。 

環境エネルギー部エネルギー政策推進課長の髙橋です。なお、県庁の関係部署のものは、

オンラインで視聴しております。 

続きまして、次第の４議事に移ります。 

はじめに、委員長の選出を行います。 

お手元に配布しております設置要綱第３条第１項第１号において、委員長は委員の互選

によって定めるとされております。そこで、推薦によりお決めいただきたいと考えており

ますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、どなたかご推薦をお願いいたします。三浦委員。 

 

【三浦委員】 

これまでも委員長を務めていただいております、山家委員にお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。 

（異議なし） 

 

【事務局】 

ありがとうございます。 

山家委員を委員長にとご推薦いただきまして、皆さんから異議なしとのお返事をいただ

きましたので、山家委員に委員長にお願いしたいと思います。それでは山家委員は委員長

席へご移動願います。 
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（移動） 

では、ここで、山家委員長から一言ごあいさつを頂戴したいと思います。 

 

【山家委員長】 

山家でございます。ご指名でございますので、委員長の役目を果たしてまいりたいと思

います。 

10 年前、この戦略をつくる委員会が始まり、当時 2011 年、東日本大震災の直後でござ

います。吉村知事の卒原発の考えがありまして、県としてもエネルギー戦略を策定したい

ということでこの委員会が設けられたということでございます。 

当時は、国の政策がほとんど何も決まっていない状況の中で、結果として再生可能エネ

ルギーに取り組んでいくことになったわけですけど、何も決まっていない中、委員の方々、

正に喧々諤々、筋書きのない議論をして、戦略が策定されたというわけです。電力の自由

化や FIT など決まっていない制度もあった中、導入されるだろうという前提で議論しない

と動けないものですから、そういったことで国に先駆けて作った経過があります。 

また、2016 年に中間見直しがありましたが、あの時は、とにかく FIT が始まり全国的

に再生可能エネルギーをどんどん開発していこうという状況の中で、山形県も頑張ってき

たのですが、なかなか思うような開発が進まない面もあり、そこをどうやってクリアして

いくかが焦点でした。その最中に系統の空き容量がゼロになるという大変なことがおきま

して、空き容量をどうするか、どう克服していくかが最大のポイントでございました。 

さらに今回の 2020 年でございますが、私から見ると、東日本大震災から 10 年たって、

国の方でもかなり政策、施策、それに伴う課題がいろいろ出てきて、幅広い議論が行われ、

そうした中での今回の委員会だと思います。そういういろんな論点がある中で、山形県と

してそこからどう考えていくかということが問われていると思っております。 

それから前回、前々回と委員の数はこの倍ぐらいはいらしたと思いますが、コロナの影

響もあるんでしょうか、かなり絞った形になっており、各委員の方の持ち時間が結構あり

ますので、ぜひ忌憚のないご意見、ご提案等をいただければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。 

設置要綱において、委員長が議長になるとされておりますので、ここからの議事進行は、

山家委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【山家委員長】 

それでは議長を務めさせていただきます。円滑な議事の進行に皆さんのご協力をお願い

いたします。次第に従いまして、まずは審議会の公開についてお諮りいたします。 

当委員会につきましては、これからの県のエネルギー政策全般を協議していくことにな

りますので、取り扱う事柄の性質上、報道関係者等の傍聴を認める公開で進めることとし
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てはいかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、公開で進めさせていただくこととします。次に協議に移ります。 

本日の進め方ですが、初めに事務局から、現状と課題や検討の進め方等について説明を

受けた後、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

それでは、事務局から、ご説明お願いします。 

 

【髙橋課長】 

エネルギー政策推進課長の髙橋でございます。 

私の方から、お手元に配布しておりますエネルギー政策推進プログラム策定検討委員会

第１回資料に沿って説明させていただきます。 

 

資料２ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、山形県エネルギー戦略の構成について、戦略は、本県のエネルギー政策の方向を

示しますエネルギー政策基本構想と、基本構想の実現に向け具体的政策の展開方向を定め

ましたエネルギー政策推進プログラムから構成されております。 

基本構想では、構想期間を2031年３月まで20年間としており、目指すべき本県の姿や、

エネルギー資源の開発目標を示しております。 

現行の政策推進プログラムにつきましては、平成 28 年度に中間見直しを実施しており

ますが、展開期間としましては今年度末の令和３年３月までの 10 年間となっております

ことから、今回、皆様に令和３年度以降の次期エネルギー政策推進プログラムの策定に当

たりましてご意見をいただきたいと考えております。 

 

３ページをお開き願います。 

現行の政策推進プログラムの概要についてご説明します。 

現行プログラムの視点の一つであります大規模事業の県内展開促進に向けた施策につ

きましては、各エネルギーに共通する施策として大規模事業の展開を図る上でボトルネッ

クとなる、１立地制約、２接続制約、３資金制約に対応する総合的な施策体系を構築する

ことなどを定めております。 

 

４ページをご覧ください。 

エネルギー種別ごとの施策として、風力発電であれば内陸部の風況調査の推進や、庄内

沖での洋上風力発電の導入の可能性の研究。太陽光発電であれば、ソーラーシェアリング

の普及促進。バイオマス発電であれば、燃料となる木材の確保に向けました県産木材の生

産拡大、やまがた森林ノミクスの推進などの施策を定めております。 

 

５ページをお開き願います。 

現行プログラムのもう一つの視点でございます、地域分散導入の展開に向けた施策につ
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きましては、家庭等への分散型エネルギー資源の導入促進として、設備導入への補助制度

の活用ですとか、公共施設へのボイラー等の導入、温泉熱や地中熱の利用促進。 

 

６ページになりますが、エリア供給システム構築に向けました事業可能性の研究、検証。 

小水力を中心とした、県民参加の促進。 

バイオマス発電施設の廃熱をエリア供給することなどの施策を定めております。 

 

７ページをお開き願います。 

エネルギー戦略の開発目標に対しての進捗状況になります。 

冒頭申し上げました戦略の基本構想における開発目標、101.5 万キロワットに対しまし

て令和２年３月末までの開発量は、計画決定分を含めて 55.8 万キロ、進捗率は 55％とな

っております。全体的にはおおむね順調に推移しておりますが、エネルギー種別ごとに見

ますと、太陽光、中小水力及びバイオマス発電は目標に対して堅調に推移している一方で、 

風力発電及び熱源の開発については、やや遅れが見られる状況でございます。 

 

８ページをご覧願います。 

次期プログラム策定までのスケジュールのイメージになります。 

年内に３回ほど委員会を開催させていただき、骨子を取りまとめたいと考えております。 

なお掘り下げる必要がある個別のテーマ、たとえば「やまがた新電力」の関わりですと

か、RE100 といった環境価値への対応などにつきまして、随時、事業者や専門の方へ、委

員長中心にヒアリングを実施して、その結果を委員会でご報告させていただくことを考え

てございます。その後、市町村との意見交換や、委員会で策定案のご確認をいただきまし

て、パブリックコメントを経まして、何とか年度内の策定を目指していきたいと考えてお

ります。新型コロナウイルスの影響で、委員会のスタートが遅れてしまいタイトなスケジ

ュールになっておりますが、改めて委員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

 

９ページをお開き願います。 

ここから、現行プログラムにおけます、施策の主な実績と評価について。 

まず風力発電でございますが、陸上風力につきまして、平成 23、29 年度に適地調査を

実施しております。併せまして、風況観測なども行っております。平成 24 年度からは、

事業者が行う風況観測に対する助成制度も実施しております。これらの取り組みの成果と

して、現在、複数の開発案件が進展しております。 

具体的には資料下段に、現在、環境アセスの手続き中の案件を記載しております。 

一番下の段に、鶴岡市の、今問題になっております 12 万８千キロワットの建設計画につ

いてもアセスの手続きに入っているところでございます。 

皆様ご承知のとおりいろいろ議論を呼んでおりまして、こちらについてもご意見をいた

だければと思っております。 

これまでは庄内地域での開発が中心となっておりましたが、内陸でも大規模開発の動き
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が出てきております。 

 

続きまして 10 ページをご覧願います。 

同じく風力発電のうち洋上風力についてでございますが、これまで各種検討会や住民説

明会等の取組みを展開して参りましたが、本県の遊佐町沖での導入計画が、今年 7 月に再

エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向け、住民や事業関係者の一定の理解が

進んでいることから、国の方で「すでに一定の準備段階に進んでいる区域」として整理さ

れたところでございます。 

今後、法定の協議会が設置される「有望な区域」に選定されるためには系統の確保が課

題と言われております。ただ、他の区域においては、利害関係者の特定及び調整が必要で

ある、との意見がつけられているところ、遊佐町沖については、そうした指摘は受けてい

ないというところでございます。引き続き「有望な区域」への選定に向けて取組みを進め

てまいりたいと考えております。 

太陽光発電についてですが、大規模案件の開発も一定程度進みまして、戦略の開発目標

は平成 30 年度までに達成しているところです。 

一方で全国的にも問題になっておりますが、本県においても、地元の理解が得られず開

発が長期間進展しないケースもみられるところです。 

 

11 ページをお開き願います。 

地熱、温泉熱開発ですが、小野川温泉協同組合等におけるバイナリー発電の実証といっ

た動きはありますが、県内において今のところ導入に向けた具体的な動きはありません。

ただ当課に対しまして、事業者から導入や調査等についての相談が何件かきており、少し

ながらではありますが動きは出てきているところです。 

中小水力発電につきましては、農業水利施設の活用ですとか、県企業局における発電事

業を中心に取組みを進めてきました。また、適地調査を実施したり、勉強会を開催するこ

となどによりまして、案件の開発も進み、戦略の開発目標としては達成しております。 

現在は、中島委員にもご協力をいただいておりますが、地域での開発を目指す動きも出て

おりまして、平成 30 年度からは市町村と事業者、住民等が連携した取組みを促すために

市町村へのアドバイザー派遣を実施しております。さらに、今年度からは、新たに流量調

査に対する補助といった追加での支援策を講じており、地元企業が開発を目指す案件も出

てきております。 

バイオマス発電につきましては、大規模な開発案件もございまして、開発目標を大きく

上回っております。そうした中で材の供給能力が高止まりしており、今後も開発を進めて

いく場合、材の供給拡大への対応が課題となっています。 

以上が、大規模事業の県内展開促進に係る実績と評価です。 

 

12 ページをご覧願います。 

分散型エネルギー資源の導入促進にかかる実績と評価になります。 
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平成 24 年度から実施しております再エネ設備導入補助の実績を掲載しており、太陽光

発電、ペレットストーブ、地中熱による融雪装置など、令和元年度末までの合計で 9,592

件、出力に換算いたしますと、54,949 キロワットの補助実績が積み上がっております。 

 

13 ページをお開き願います。 

エリア供給システムの構築についての主な実績と評価になります。 

これまでは、最上町や小国町といった、自治体主導の地域熱供給が導入されておりまし

たが、近年では湯の浜温泉ですとか、先日バイオガス発電所を稼働いたしました東北おひ

さま発電といった民間事業者による導入の動きが出てきております。 

 

14 ページをご覧願います。 

やまがた新電力の令和元年度の決算は、調達電源が 15 業者の 26 発電所、需要家は 141

施設、売電量は年間約 4,000 万キロワットアワーとなっております。 

平成 28 年度の事業開始から営業利益等は順調に推移しておりますが、経営基盤安定化

のために、さらなる需要拡大、ベース電源の確保は引き続き必要と考えております。 

最近の動向としましては、今年度から企業局鶴子発電所からの水力発電から電力調達を

開始しております。鶴子発電所につきましては、Non-FIT であるという特徴を生かしまし

て、RE100 に対応した電力メニューの提供も準備しております。 

また、鶴岡市のごみ焼却施設の余剰電力の調達と、鶴岡市内の小中学校等への電力供給

を一体的に行う事業を獲得し、地域での再エネの地産地消にもやまがた新電力が役割を果

たすことになります。 

合わせて、県の地産地消モデル事業でやまがた新電力が採択されまして、蔵王・みはら

しの丘と飯豊町におきまして、再エネを供給し、発電と蓄電、消費の最適化、節電誘導の

実証実験を行っております。その結果を踏まえまして、将来的な一般家庭等への供給に向

けた検討を実施しておりまして、近い将来、一般家庭への供給が実現されるよう、今取り

組んでいるところです。 

以上が分散型エネルギー資源の導入促進に係る、主な実績と評価になります。 

 

15 ページをお開き願います。 

現行プログラムにおけます「４つの研究」については、現行プログラムの中間見直しの

中で、再エネ導入の着実な推進のための具体的な取組みとして、課題解決に向けた４つの

研究が整理されたことから、これまで研究を進めてきたものでございます。 

１つ目は送電網空き容量ゼロ問題への対応策の研究です。政府等による送電網の運用見

直しの検討状況を踏まえ、政府等に提案していくために、県独自に系統制約の改善に向け

た研究を進めております。その内容を、政府の施策に対する提案に反映し、知事からも直

接政府に対して提案を行うなどの活動をしてまいりました。現時点での本県の系統制約の

状況は、送電網運用見直し等によりまして、一部地域を除いて解消はされておりますが、

空き容量はごくわずかと認識しており、今後も再エネ開発が進むことで空き容量が不足す
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るのではないかと県として捉えています。 

 

16 ページをご覧願います。 

２つ目の風力発電について、こちらは先ほどご説明させていただきました内容と重複し

ますので、割愛します。 

 

17 ページをお開き願います。 

３つ目の熱利用の拡大になります。熱利用につきましては、研究・検討段階から、事業

可能性調査、実際の設備導入に向けた補助に至るまで、事業者の取り組み段階に応じたき

め細やかな支援を展開してまいりました。こちらの方には記載しておりませんが、主な展

開事例として、先ほどお話ししました東北おひさま発電のながめやま牧場、こちらはバイ

オガス発電で発生した熱を近くの畜舎で利用するという仕掛けをしております。 

自治体の中でも、庁舎の新築に合わせまして、熱利用設備を導入するところが出てきて

おり、尾花沢市役所では雪室を使いました雪冷房、建設中の河北町役場では日本地下水開

発さんの地中熱のシステムを導入する動きにつながっております。 

４つ目の地産地消の推進につきましては、先ほどやまがた新電力のところでご説明した

モデル事業の実施に加え、再エネ街路灯のモデル的導入を行う市町村への支援事業も実施

しました。 

 

18 ページをご覧願います。 

ここから次期プログラムの策定に向けた関係でございます。 

まず、プログラム策定に当たりまして考慮すべき情勢変化といたしまして、箇条書きで

列挙させていただいております。 

少子高齢化の進展、新型コロナウイルスによる雇用やエネルギー消費への影響、グリー

ンリカバリーといった世界的な流れ、県のゼロカーボン宣言や非効率な石炭火力発電所の

フェードアウトといった脱炭素・地球温暖化対策に伴う動き、最近発足しました国の洋上

風力官民協議会、再エネ経済創造プランの策定といった再エネによる産業創造に向けた動

き、太陽光発電価格の低下、FIT の見直し、電力システム改革、系統制約改善に向けた運

用改善といった制度改正の流れ、また本県でも散見されます発電所開発に係る地元の自治

体・住民とのトラブル等、昨今のエネルギーを巡る情勢は大きく変化しております。 

委員の皆様には、こうした情勢を踏まえまして、次期プログラムの検討をお願いしたい

と思っております。 

 

19 ページをご覧願います。 

具体的にご議論いただきたい事項でございますが、本日はまず開発目標に向けて今後ど

のような取組みを行うべきか、目指すべき本県の姿の実現のため、ご覧いただいた情勢の

変化を踏まえて、どのような視点に立って今後政策を展開すべきか、また地球温暖化対策

として、本県エネルギー政策をどのように位置づけるべきか。こういった内容を考えてお
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ります。その上で本日は、次期プログラムにおけます政策展開の視点と、プログラムの展

開期間について具体的にご意見いただきたいと思います。 

 

20 ページをご覧願います。 

次期プログラムにおけます、政策推進の基本構想にあります目指すべき本県の姿、再生

可能エネルギーの供給基地化、分散型エネルギー資源の開発と普及、グリーンイノベーシ

ョンの実現、こうした目指すべき姿を実現していくために、具体的な施策を進めていくた

めの、政策展開の視点に結びついていきます。 

イメージとしまして、現行の大規模事業の県内開発促進、分散型エネルギー資源の導入

促進に加え、事務局のほうで再エネの環境価値、地域資源の活用による地域の経済循環及

び地域課題解決といった視点を例示的に書かせていただきました。 

次期プログラムの内容を検討していく上で必要となる視点につきまして、皆様から幅広

くご意見をいただければと思います。 

 

21 ページになります。 

次期プログラムの展開期間についてでございます。 

現行のプログラムは、戦略策定から今年度末までの 10 年間となっております。平成 28

年度に中間見直しを行っておりますが、これは FIT 見直しを見据えた期間設定というかた

ちで当初から設定していたものです。 

本日ご議論いただきたい２つ目の事項としまして、先ほどの情勢の変化でも申し上げま

したとおり、この 10 年間での再エネをとりまく状況は大きく変化しておりまして、次期

プログラムの展開期間について、現行と同様に 10 年間とすべきか、または、今後もさら

なる情勢の変化も想定されますことから、５年程度の短期間の設定とした方がよいか、こ

ちらについても、ご意見をいただければと考えております。長くなりましたが、私からの

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それではただいまの事務局との説明を受けまして、委員の皆様のご意見をお聞かせいた

だければと思います。１人５分程度でご発言をお願いします。指名の順番は、名簿順に指

名させていただきます。お１人ずつ質疑も含めて順番に行きたいと思います。 

なお、その後、時間が余りましたら自由討議や更なる意見があればお願いいたします。 

それでは最初に桂木委員からお願いします。 

 

【桂木委員】 

ありがとうございます。 

19 ページの今日の委員会で議論いただきたい事項ということで、３つ挙げられていま

すけれども、この３つに対する意見を簡単に述べさせていただければと思います。 
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まず、開発目標 100 万キロワット達成に向けて今後どのような取組みを行うべきかです

が、私どもは熱の研究や勉強会をずっとやっており、電気、発電に関しては供給側の目線

で考えていいと思いますが、熱はどうしても需要側の目線になってしまい、省エネとか節

電とか、そういった方に行ってしまうところがあって、その開発目標の中に熱を取り入れ

る、省エネを取り入れるというのは結構難しい話ではないかと思います。 

例えば、温泉熱のバイナリー発電とか地熱を使って発電ということであれば電気をつく

ることができるのでこの開発目標に入れられると思いますが、私どもがやっている地下水

熱とか地中熱を利用した冷暖房システムというのは、一般的な従来型の空調システムから

50％ランニングコストを削減するとか、そういうシステムですので、要するに削減をする

ものがどれぐらいその開発目標に影響を与えているのか計算のしようがないところもあ

ります。そういった意味で熱の利用について、県として、どのように取り組むかもう一度

考えていただくのがよろしいのではないかと思います。 

また、国に対して地中熱とか地下水熱など再生可能エネルギー熱の利用について、これ

まで再生可能エネルギー熱の有効利用をお願いしてきておりますが、これまでのエネルギ

ー基本計画の中では、2010 年の第３次エネルギー基本計画で初めて地中熱という言葉を

入れていただき、2014 年の第４次エネルギー基本計画で初めて再生可能エネルギー熱と

いう文言が定義されました。我が国のエネルギー消費の現状は、熱利用を中心とした非電

力が過半数を占めており、そのエネルギー利用効率を高めるためには、再生可能エネルギ

ー熱をより効果的に活用していかなければいけないということがようやく 2018 年の第５

次エネルギー基本計画に盛り込まれまして、今、私が所属している地中熱利用促進協会で

は、国に対して、次の第６次エネルギー基本計画の中で、再生可能エネルギー熱というも

のを、より強力に取り上げてもらえないかお願いをしているところです。 

しかしながら、その再生可能エネルギー熱がこれまで十分に活用されてこなかった背景

というのは、当然のことながら利用するための設備導入コストがやはりまだまだ高いこと、

再生可能エネルギー熱という言葉の認知度が低いこと、それから、再生可能エネルギー熱

の供給を担う事業者が、日本国内においてまだまだ育っていないという問題があります。

このような問題を何とか解決するために様々な活動をして、山形県でも、これまで地中熱

等に関する助成等をしてくださっておりますけれども、再生可能エネルギー熱を利用でき

る事業者を増やすための施策とか、そういったこともお考えいただけないかと思います。 

次に、目指すべき本県の姿の実現のため情勢の変化を踏まえ、どのような視点で今後施

策を展開すべきかということですが、先ほどお話がありました８月６日に県が 2050 年ゼ

ロカーボン宣言をされましたが、今、国の方では、ゼロカーボンシティを宣言した自治体

を対象に、エネルギーの地産地消による地域の脱炭素化、地域経済循環、防災性向上を図

る自治体主導の再エネビジネスを集中的にも支援するということを８月６日の環境省の

選択と集中の会議で決めております。そういった中で山形県におきましても、当然これま

でのエネルギー政策に則る以上に、またこの熱が賦存する地域の特性を生かした再エネの

利活用というものを進めるということが非常に重要ではないかと考えています。その中で、

再エネの熱を利用した ZEB（ゼロエネルギービル）や、ZEH（ゼロエネルギーハウス）の
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推進につきましては、県内の様々な業者、異業種に跨る技術から構成されていますので、

県内経済の活性化や、新しい雇用の循環などを考える上でも、ZEB、ZEH の推進、システ

ム導入に関わる上流から下流までのプレーヤーを増やすことは、県の施策として考えてい

ただいていいのではないかと考えます。 

３番目、地球温暖化対策として、本県のエネルギー政策をどのように位置づけるべきか。 

これにつきましては、もう 10 年前と違って、今はエネルギー政策と気候変動対策という

のは一緒に考えないといけない状況になっているかと思います。ちょうど私どもの地中熱

利用促進協会で、７月中旬に環境省の地球温暖化対策事業室と勉強会を開催させていただ

いておりまして、その中で、脱炭素化と再エネ利用というテーマで勉強させていただいて

います。その時の話題になりましたのが今回のコロナ禍の影響で、2020 年度のＣＯ２排

出量というのは前年度比８％減になると言われています。ただ、その８％減というのは、

要するに、みんなが一生懸命再エネ利用、温暖化対策を努力して８％減になったんではな

く、移動の自粛とか、コロナ禍において人々が様々なエネルギーを使わなくなってしまっ

たことによって８％減っているわけで、これが、コロナ禍が終了した後、いきなり皆さん

が移動を開始したり、新しい事業をどんどん展開したり、その中で再エネ利用が進まない

場合は、一挙に８％減というものがプラスに転じてしまうのではないかという危惧があり、

その中でグリーンリカバリーを導入していかないと、地球温暖化対策は進まないという強

い意見が出されております。その意見につきましては私自身もそのとおりだと思っており

ます。 

国のエネルギー基本計画や環境基本計画が今度、新しくなり、地域の循環の共生圏をど

のようにつくるかという文言がしっかりと盛り込まれると思いますので、県のエネルギー

政策の中でも地球温暖化対策としての一つとして自立分散型、自立分散型の社会形成の中

に再生可能エネルギーを組み込むことを、是非、お考えいただければと思います。 

以上になります。ありがとうございました。 

 

【加藤委員】 

どうぞよろしくお願いいたします。 

私も 19 ページの３つの議論いただきたい事項にならってお話をさせていただきます。 

開発目標の 100 万キロのうち、風力に関しては 45 万 8000 キロ、あと残り 38 万キロと

認識しております。ご紹介いただいたアセス途中の陸上案件、それから遊佐町沖の洋上案

件を合わせますと、この風力発電に課せられた目標というのは達成可能だと考えてはおり

ます。ただ、大変時間がかかると思わざるを得ない状況もございまして、それが次の目標

の目指すべき本県の姿の実現と課題というところになろうかと思います。 

その中で、いくつか気づいたところを申し上げたいと思います。 

まず FIT、固定価格買取制度が、風力の場合も含めて今年で一巡し、22 円から 18 円に

下がりまして、再来年度以降、フィードインプレミアムという形で、まだ制度がはっきり

しておりませんが、少なくとも今より価格が下がることになりますと、今回の羽黒山周辺

で計画されているような大型案件でなければ、なかなか収支を確保するのが難しくなって
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いくであろうということが容易に想像できます。私ども地元事業者としては、地域の風を、

地域の事業者が、地域のお金で、ということを目指して事業化を進めて参りましたが、今

の価格の体系と状況だと大変残念ながら、非常に地元の事業者が地元の力だけでやるのは

難しいという印象を持っております。今後、大型案件については、地元の支援、協力とい

うことが不可欠だと思いますが、そんな中で、今回の大変大きな反対運動が起きている案

件については、地元事業者の一員として大変残念に思うところでございます。 

洋上風力については、大変大きな期待を持たせる状況にあります。地域が一丸となって

洋上風力の実現に向けて進んでいると認識しております。国の支援についても、遊佐町沖

の案件は「すでに一定の準備段階に進んでいる区域」というポジションを得ましたので、

今後それなりの期間で事業がスタートできるのではないかと思っております。 

洋上の課題は何といっても酒田港を拠点港として使っていただくことだと思います。逆

に言うと、遊佐町沖もしくは酒田・鶴岡沖で展開される洋上風力の積み出し拠点港が酒田

港以外になってしまうということだとすると、半分やっても意味がないのではないかと思

います。山形県の洋上風力の実現というのは、酒田港の強化、それから酒田港の拠点効果

ということが必須と考えております。 

３つ目の課題につきましては、地球温暖化対策ということで、特に酒田港は、再生可能

エネルギーが集積しておりましてかなりの量になっております。そこでグリッド化をする、

又は水素について電気から水素を作ることを考える、こうしたことを念頭に置く必要が当

然あると思います。非化石燃料由来の水素というのについては、これからの大きな産業の

起爆剤になるでしょうし、大きな可能性を秘めていると思っております。 

いくつか整理して申し上げましたけれども、特に石炭火力については、酒田共同火力さ

んがこれからどういう経過となるか、系統連携の問題も含めて大きな注目のポイントでは

ないかと思っております。また東北北部三県の募集プロセスに伴って、今後整備される酒

田市八幡地区の変電所がどのように活用できるのかということについても、大きな注目点

であろうと思っております。 

私からは以上です。 

 

【山家委員長】 

次期プログラムの展開期間についてのご意見をもらえますか。 

 

【桂木委員】 

今日の段階ではまだ。 

 

【加藤委員】 

私は、10 年の目標で頑張ってはどうかと思っております。 

 

【山家委員長】 

では続きまして後藤委員。 
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【後藤委員】 

それでは申し上げます。 

エネルギー政策推進プログラムにおける政策展開の視点及び展開期間について、金融機

関の目線で申し上げます。 

政策展開の視点についてですが、大きく２つの点が重要であると考えております。 

まず、再生可能エネルギーの更なる導入拡大及び開発目標の達成に向けては、現行プログ

ラムの視点の一つである、大規模事業の県内展開促進の継続が必須と考えております。売

電単価の下落に対して開発コストの削減が追い付いていない状況の中では、事業の大型化

による収益性確保が必要になります。特に情報提供については、現行プログラムに引き続

きまして、適地ゾーニング、あるいは系統接続に関する最新の情報を広く公開いただくこ

とで、県内のポテンシャルをＰＲすることができると考えております。その上で、大型電

力設備の促進については、県外大手事業者の他地域での開発ノウハウ、また、地元視点で

の繊細なケアの融合による、事業者と地域が Win-Win となる関係性の構築が必要であると

考えております。案件の大型化によって、事業者の資金調達手段が、従来の個別調達から、

プロジェクトの収益性に依存するプロジェクトファイナンス、あるいは投資ファンドの活

用など、多様化しております。地域金融機関としては、メガバンク等の大手金融機関と連

携しながら、地域事情に合致した象徴的な大型案件の実現をサポートしていく所存でござ

います。さらなる公開、情報の更新と拡大をお願いしたく存じます。 

２番目に、地域資源の活用による地域経済循環及び地域の課題解決が重要であると考え

ております。大規模事業の促進と並行して、地域重視の政策展開も重要と考えております。

FIT 制度開始時に、売電単価が高く事業難易度が低かった太陽光案件は一種の投資手段と

捉えられており、資金力とノウハウを有する大手外資が地域企業に先行した事例が多かっ

たものと理解しております。片や小水力発電に係る水資源等は、山形県固有の貴重な地域

資源でありまして、地域資源を活用した地域事業者による発電事業の実現を引き続き支援

していきたいと考えております。 

続きまして次期プログラムの展開期間については、今年６月の再エネ特措法の改正によ

って市場連動型の FIP 制度が創設されましたが、FIT 制度も継続の方向ですので、事業の

収益性については一定の安定性を確保できるものと考えております。FIT、FIP 制度共に

売電期間は 20 年をベースにしておりますので長期的な事業展開が見込まれます。先ほど

加藤委員からありましたとおり、洋上風力は相応の時間がかかるものと考えております。

一方で、昨今の世界的な非効率石炭火力のフェードアウト、あるいは洋上風力発電開発促

進など、再生可能エネルギーを取り巻く環境の変化は、世界情勢に連動し今後も継続する

ものと考えております。次期プログラムの展開期間については、現行プログラムと同様に、

10 年間の長期的な政策としつつ、３年や５年といった中期的な節目での見直しを行うこ

とで、柔軟な政策遂行が可能になると考えております。 

以上です。 
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【山家委員長】 

では清野委員、お願いします。 

 

【清野委員】 

総論としては、県のエネルギー政策推進プログラム、特に太陽光発電における進捗とい

うのは、100％を超える成果が出ております。今後は、地域と共生する大型の発電設備と

ともに、住宅や事業所等中小規模の発電場所を増やしていくことが望ましいと思います。

あわせて節電、防災危機管理等の観点から、蓄電池の整備導入も進めていく必要があると

思っております。 

これからのエネルギー戦略、エネルギー政策を考える時には、単にエネルギー別の開発

目標ということのみならず、どのような街で、どのような暮らしをしていくというビジョ

ンがなければ筋の入った政策にならないという印象を、これまでの議論の流れを見て感じ

ているところです。それを踏まえた上で個別の話を申し上げますと、まず、中間見直しの

資料の中の、エネルギー戦略を通じて県内での事業を創造しようという目標について、太

陽光に関しては、発電設備の保守点検、修繕といったメンテナンス事業への県内企業の参

入を促進していこうという具体的な項目があります。この項目は、保守点検についての理

解を深めて推進する必要性を感じています。当社の例では、グリーンニューディール政策

という公共施設への太陽光発電と蓄電池をセット導入する際の国の補助事業があり、学校

や公民館などを中心に納めたところ、納入した約 180 件のうち、保守契約をいただいてい

るのは公共施設 20 件ほどということであります。公共施設が率先して保守契約をすると

いう意識を県には醸成いただいて、その意識が民間にも波及するという流れを推進してい

ただきたいと思っております。 

２つ目は蓄電池単独の補助金の設計についてです。現在の県の補助金体系では、太陽光

発電と蓄電池のセット導入が条件になっております。これをぜひ、節電や防災の観点から、

蓄電池単独導入に対する県の補助金を検討していただきたいと思っています。12 ページ

の資料にもございますが、平成 24 年から 26 年まで 10 キロ未満の太陽光発電の補助件数

というのは増加しているんですが、蓄電池の設置件数というのは、数字が入っていないと

いう状況であります。現在災害で苦しんでおられる九州などの災害地においては、県単独

で蓄電池単独の補助金の設計もあるということであります。環境共創イニシアチブが行う

国の補助事業では蓄電池単独で補助金を設計しておりますが、非常に申請の難易度が高い

ことや、コスト制限が厳しく選定できる蓄電池メーカーが限られるとの意見もあるので、

県の方でぜひ、蓄電池単独の補助金について、普及促進のための事業設計を検討していた

だきたいと思っております。 

最後にプログラムの展開期間について、基本的には 10 年であると思います。ただ、風

力や地熱といった非常に時間がかかるエネルギー種別と、太陽光のように比較的早く進展

すべきエネルギー種別がございます。また FIT、FIP の動きを敏感に捉えるためにも、見

直しは５年を待たずして３年程度で行い、10 年の中で３回ほどこまめに行うことが理想

と思います。見直しはこまめに、数値目標の推進は少し長期にという組み合わせが理想だ
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と思います。 

太陽光発電であれば、卒 FIT 後の大型設備等から排出されるパネルの再利用、処理の問

題等もこの５年でかなり顕在化してくると思っております。ですので、プログラムの見直

しは、警鐘を鳴らす意味でも３年程度で見直したらいかがかと思っております。 

私の方からは以上です。 

 

【山家委員長】 

事務局に確認ですが、戦略期間は 2030 年までの 20 年ですが、残り 10 年という期間が

変わらない中で、このプログラムの展開期間をどうしていくのかいうことでいいのですよ

ね。 

 

【事務局】 

はい。 

次期プログラムを現行のプログラムと同じように 10 年間の目標でセットするか、それ

とも５年程度の短い期間でセットし、さらに次に改めて新しく検討しセットするか、とい

った形式的なところの話でございます。 

 

【山家委員長】 

はい。 

名簿の順番で行くと中島さんに、なります。 

よろしいですか。 

お願いします。 

 

【中島委員】 

では、意見申し上げさせていただきたいと思います。 

まず最初に申し上げておきたいのは、山形県のエネルギー政策、少なくとも小水力に関

して言うと、他県と比較しても優れた進んだ政策を行っていると考えておりまして、あち

こちで話をするときにも「山形モデル」がうまくいっているという話をしております。 

このことについて、平成 29 年度に県管理の砂防堰堤における適地調査をして地点公表

したという話が関連します。その時に何があったかというと、公表に際して、どのように

地点選定をするか、公表の仕方をどうするか、ということについて相談を受けました。そ

こで、小水力のような地域密着型の再エネの場合には、地元が地域主導のかたちで、開発

における主導権や意思決定権を持つことが重要なので、ぜひ地元企業が主体的に開発する

ような誘導策をとっていただきたいという話をしました。 

それに対して県の方からは、情報公開にあたっては県内、県外企業の差別をすることは

できない、一律にホームページで公開するということしかない、と伺いました。そこで、

情報公開と並行して県内の企業あるいは地元自治体を集めた勉強会の開催を提案しまし

た。つまり、情報として様々な数字だけ見てもすぐに何を意味するかということはわかり
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にくいので、実はこの数字はこういう意味を持っていて、こう考えるとこのような開発が

できるという勉強会の開催です。県内の企業を集めて勉強会を行うことは普通のことで何

の問題もないので、県内の企業が情報を生かしてくれれば県内の事業者が主体的に開発が

できるだろうという話をして、実際そのようにやっていただきました。 

その勉強会が引き続いて今般のアドバイザー派遣に繋がっていて、そこでも私がいくつ

かの地元の皆さんと話をしてきて、それが実際に開発に繋がっております。ですので、全

国的に言うと、小水力について東京から来た企業が主導権を握って開発する事例が多い中

で、山形はこうした勉強会を経て、地元の皆様が開発している事例がかなり動き始めてい

る。そういう状況から私は山形モデルとしてあちこちで話をしております。 

具体的な政策課題について、国の委員会の資料を抜粋した中島委員提供資料に沿って話

をします。 

電力システム改革と再エネ普及というのは、ある意味なかなか上手くかみ合わない部分

があったのですが、ここへ来て動きが非常に早くなっており、ここでうまくかみ合って一

気に進みそうな予感がするという話を山家委員長とはしています。これからは非常にスピ

ード感を持ってやる必要がありますし、国の動き、政府のスピード感のある政策とうまく

かみ合ってやっていかないと、せっかく県が頑張ってもそれが実現に向かわないというこ

とになりかねません。政府の動きを見ながら、山形県もスピード感を持ってやることが大

事だということです。 

ポイントは３つありまして、第１に、現行プログラムにおける施策の主な実績と評価に

書いてあるやまがた新電力の話があります。これは次期プログラムにどう位置付けるかと

いう話なんですけれども、新電力を持っているということがこれから大きな意味を持って

くるだろうと見ています。まず FIP 制度の設計の話があって、そこからアグリゲーターの

話になります。FIT、FIP 制度がどうなるかについては皆さん非常に関心をお持ちでしょ

うし、もちろん小水力にとっても大事な話で関心を持っております。国の委員会の流れ、

あるいは経済産業省との個別の打合せの雰囲気からいくと、元々電力システム改革の中で、

電力及び電源開発の調整といったものを個々に指令的に行うのではなく、市場統合するこ

とで市場価格のメッセージ性を読み取って、それぞれの民間事業主体が自分の判断、責任

リスクで開発をし、あるいは電力の発電量の調整などを行う。そういう市場統合という非

常に大きな流れがあって、このことは中途半端にはならない。つまり、あらゆるものが、

その電源に価値があるのならば、適切に使用設計して、その価値が価格に反映されれば、

おのずから普及が進むだろう、という考え方が時代の趨勢だと私は読み取ります。したが

いまして、FIT 制度というものはもはやそういう形ではありませんので、残るとしても極

めて限定的にしか残らず、基本的にはフィードインプレミアム、FIP 制度に移行すると考

える必要があります。 

さらにもう一つ言うと、前回８月 31 日の国の委員会の場で、FIP 制度の最初の価格決

定、調達価格に関しては FIT の時と同額にするということが事務局からはっきり示されま

した。もちろん過去と同額という意味ではなくて、計算方法を踏襲するという意味ではあ

りますが、一応踏襲しつつ市場に切り替えるということがはっきり委員会資料にも出てい
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ます。 

さらに大事なのが、この FIP 制度の後に出てくるアグリゲーションビジネスということ

で、少しでも電力に価値をつける、あるいはもっと電力需給調整が必要になってくるわけ

ですが、そこに価値を見出すということをやっていかなければならない中で私は次の分析

をしています。 

これから先、FIP 制度になり、さらにその発電事業者がインバランスの責任を負うこと

になると、事実上、地域の小規模な発電事業者はアグリゲーターと組む必要が生じるとい

うふうに見ています。原則、メジャーストリームはアグリゲーターと組む必要がある。で

はアグリゲーターとは何かというと、これも地域の小規模な事業という意味で言うならば、

今、地域新電力と呼ばれているものが機能を高めていく、調整能力を高めていくことによ

って、アグリゲーションに手を広げていくというのがメジャーストリームになるだろうと

私は予測をしています。つまり私の今の予測が合うとすれば、2022 年度以降に認定を受

ける山形県内の再エネ発電は、実質的にと言うと言い過ぎかもしれませんが、やまがた新

電力などの地域新電力と組むことによって、価値を最大化できるし、リスクを最小化でき

る事態になるだろうと予測をしています。したがいまして、施策としてはやまがた新電力

にそれだけの力を持たせる必要がある。若干悪口なので委員会で言うのは語弊があるかも

しれませんが、かつては需給調整すら大手にお任せしていたやまがた新電力が、２年ほど

前から自ら需給調整するという方針を決めて、そこまで踏み出していった。さらにその延

長線として、調整力、あるいはアグリケーションといったところまでさらに能力を高めて

いくことによって、県内の小規模再エネ事業の強い力になっていく。そういったイメージ

を持つ必要があると思っています。ここでいう市場メッセージと価格メッセージというの

は、どうしてもリスクは大きくなります。要するに変動に対して上手にチャレンジをすれ

ば高く売ることができるが、調整に失敗すると安くしか売れない危険性もあるわけですか

らリスクが高まるわけですけれども、それに関してやはり皆さんが危惧しているのはファ

イナンスがつくかどうかという問題であります。これに関して金融関係者と議論したとこ

ろでは、地域金融機関がいかにそのリスクを理解し、それを織り込んだ上でのファイナン

スをつけられるかということです。ですから今日、地元地銀の方も委員に入っておられま

すので、ぜひそういった新たな制度の下でのリスクをきちっと研究していただいて、ファ

イナンスが地域でつけられるようにやっていただきたいと思いますし、県としてもそうい

ったことへの応援をしていく。リスクのある再エネ事業に対するファイナンスがつくよう

な研究をして情報提供していくといったことも必要になるかと思います。 

次に、４つの研究の①送電網空き容量ゼロ問題のところですけれども、これにつきまし

ては、日本版コネクトアンドマネージの今後の進め方というところに出ております。この

中で注目すべき点はノンファーム型接続の話です。ノンファーム型接続については「2021

年中の全国展開を目指し」と書いてあります。2021 年と書いてあるわけですから、経済

産業省としては、来年 12 月までに、ノンファーム型接続が全国に広まるように頑張りま

すということを資料でうたっているわけです。ノンファーム型接続ということは、出力抑

制を受けるわけですからリスクを背負って接続することになりますが、繋げないという問



 

 

18 

 

題は解決する。繋げることは繋げるけれども、系統混雑した場合に出力抑制を受けるとい

うことで、これでもリスクも入ってくるわけですが、リスクをきちんとマネジメントでき

るのであるならば、とにかく繋げるようになる。これが来年の 12 月まででそういう風に

制度が変わっていく。下のタイムテーブルを見ますと、来年３月までのところに、規定類

等の改定ということが書いてあります。このノンファーム型接続に関する規定の改定を来

年３月までに行いますということです。そして来年４月にはその改訂版が出るということ

ですから、全国の電力会社によっては状況が異なると思いますので早い遅いがあると思い

ますけれども、来年の４月から 12 月までのどこかでノンファーム型接続が一般化する、

と私は見ております。これにつきましては、東北電力の委員の方にお考えを伺えるとあり

がたいかと思います。 

次に、先ほどの山形モデルが進んでいますということの繰り返しのところですけれども、

地域と共生した再エネ発電事業形成ということです。地域との共生とは何かということが

ありますが、ややこしいのが、これまでの国の議論の中では、地域活用型電源という言葉

があって、地域活用型電源は FIT 制度を継続しますという説明だったわけですけれども、

その地域活用型と地域共生型は別であるということ。資源エネルギー庁の説明では、この

２つはまったく別概念であって、別途、地域共生型を応援する制度を作りますよという話

をしているわけです。先ほどのとおり FIT 制度はごく例外的なものになると思いますので、

地域活用型という枠の定義は、かなり限定的で例外的なものになっていくだろう。それと

並行して、FIT 制度という話ではなくてあくまでも FIP 制度に切り替えるのだけれども、

その中で地域共生型を応援します、ということがこれから制度設計に入り、実際にはその

制度設計の議論が始まっています。 

ただし、経産省の議論を見ていると、主体の話には踏み込まないと思います。経産省の

課長とも議論をしましたが、多分経産省が主体に踏み込むことはできないので、外形基準

で、例えば地域にどれだけ雇用を生むとか、防災対策で貢献するとか、そういう外形基準

しか設定されないと思います。だから、県が何もしないと、国の決めた制度のままで地域

共生型とされる分には、結局、いわゆる植民地型開発という、東京とか大阪とかの大資本

がおいしいところを持っていくようなことになりかねないと思います。ぜひ県の戦略の中

では、事業主体、意思決定権を地元が握るというところに、大きく力を入れていただきた

いと思っています。先ほどの小水力での成功例からわかると思いますが、キャパシティ・

ビルディングという言葉がある通り、地元の事業者が再エネに取り組めるような能力を育

成していく。そういったことが非常に重要になってくるし、例えばグリーンイノベーショ

ンについても、地域の事業主体が再エネに取り組むことによって生まれてくるイノベーシ

ョンがたくさんあると思いますので、そういったあたりに大きな柱を立てていただきたい

と思います。 

最後に期間の問題ですけれども、今言ったとおり非常に動きが早いので、見直しなのか、

期間そのものを区切るのかについては県の方におまかせしますが、先ほど清野委員の方か

らご意見があったように、３年ぐらいでとにかく刻んでいかないと時代についていけなく

なると思いますので、とにかく、短期で、大きな見直しをどんどん入れていく、今そうい
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うスピード感のある時代が来ていると思います。 

以上でございます。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

次に藤原委員お願いします。 

 

【藤原委員】 

まず最初に、皆さんご承知のように、電力システム改革の最終段階ということで最新の

改正電気事業法により、今年の４月から東北電力は送配電事業を分社化をいたしまして、

新たに東北電力と東北電力ネットワークという二つの会社になってございます。今回、私

が東北電力の立場として参加をさせていただいておりますけれども、可能な限りネットワ

ーク側の件に関してもお話をさせていただければと思います。 

ただ実際問題としましては、ネットワーク側の情報が正直あまり入ってこないというこ

ともございます。ただ、ネットワーク側の事業に関しましては、国の政策に基づいてやっ

ておりまして、そういう国の決まりごとに基づいて、公平性、透明性を確保しながらやっ

てるという状況ですので、ほとんどはオープンになっていると思っていただいて、例えば

ホームページに出ているだとか、いろんな形で公表されているものがすべてだと考えてい

ただいていいと思います。 

そういった中で現状を申しますと、ネットワーク側には再エネ連携の申込みは非常に多

く、電力広域的運営推進機関が定めました既存の送電線を最大限活用する施策、いまほど

中島委員からもノンファーム型接続に関しての言葉も出ましたが、そういったものを含め

た適用をしているということで、とにかく送電線利用を、公平性、透明性を遵守しながら、

安定供給確保と、地域の再エネ連携拡大に取り組んでいると聞いているところです。今後

国においても連携拡大に向けまして、これまでの取組みに加え再エネの主力電源化の実現

に向けて、優先的に送電線を利用するルールに関しまして、具体的な検討が進められると

聞いておりますので、東北電力ネットワークとしても今後の検討にしっかりと協力してい

くと聞いているところです。 

次に県の 100 万キロの開発目標とも関係する当社の取組みについてになりますが、もと

もと東北電力グループとして地熱発電設備としては国内最大規模の設備を持っていたり、

水力発電設備についても最大の数の発電設備を有していたり、これまでも東北６県、それ

から新潟県に豊富に賦存する再生可能エネルギーの有効利用には積極的に取り組んで参

りました。山形県内では平成 28 年６月に、東北電力グループ企業の東北自然エネルギー

が小国町において、最大出力 1 万 4600 キロの水力発電所である玉川第２発電所の建設工

事に着手し、令和４年 10 月の運転開始に向けて工事を着実に進めております。酒田共同

火力においても、平成 23 年５月から２号機で年間 3000 トン程度の木質バイオマスの混焼

に取り組んでいます。 

当社は今年の２月に、向こう 10 年の経営の旗印として、2030 年代をターゲットとした
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東北電力グループ中長期ビジョンを策定いたしました。その中でも、再生可能エネルギー

を将来の東北電力の電源構成の一翼を担う電源と位置付け、これまで培ったグループのノ

ウハウを活用しながら、東北６県、新潟県を中心として、風力発電を主軸としつつ、水力、

太陽光、地熱、バイオマスを含めて 200 万キロ程度の開発を目指していくという目標でご

ざいます。山形県内においても、当社及び当社企業グループが責任ある事業主体となるべ

く、これまで以上に積極的に再エネの発電事業化に向けた検討を進めて参る所存でござい

ます。県と同じ方向を向いていると考えますので、引き続き、山形県をはじめとする関係

各位のご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

先ほどありました、今日の議論のポイントでございます。 

政策展開の視点について、先ほど中島委員からもお話ありましたが、国の政策が非常に

大きく変わっておりますし、これからもおそらく早いスピードで変わっていくと思います。

特に FIT につきましても、新たに FIP というものが入ったり、そういったことを含めて非

常に早く変わっていくと思います。こうした流れに乗り遅れないよう、政策の変更に関す

るものもかなり公表されておりますので、ぜひ遅れることなく取り込んでいただければと

考えております。 

期間につきましては、基本は 10 年というところを見据えて、と思いますけれども、私

としては特に何年ということを区切ることなく、県の判断の中で必要に応じて素早い見直

しをしていただくという形にしておいていただければいいのではないかと考えておりま

す。 

私からは以上です。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございます。 

それでは三浦委員お願いします。 

 

【三浦委員】 

はい。 

まず期間の話。これは 10 年で構わない。ただし、指標は変えるべきだと思っています。

というのは現行ではキロワット指標になっているんですね、100 万キロワット。これは当

時の状況からすると必要な数字だったかもしれないと思いますが、状況は完全に変わって

います。やはり今は、県の方でもゼロカーボン宣言をされていて、温暖化対策をどうすべ

きか、これが最大の関心事になっていると思います。そういう意味では CO2 指標というこ

とになりますが、少なくともこの再エネの計画という意味ではキロワットアワー指標が必

要で、さらにもっとわかりやすくするならば再エネ率が必要です。そういう意味では、よ

く企業さんが言われている RE100 もパーセンテージ指標になるわけですから、パーセント

指標に変えないと一般の人にはわかりにくい。新たな指標を加えていくべきだと思います。 

そして、全般的にその温暖化対策とは環境対策。その中で、開発目標というこの、開発、

という言葉も見直すべきではないかなと。どうしても環境の保全と開発というのは、いま
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だに対立する概念だと感じる人が多いです。開発というと何か、環境を壊してまでも再エ

ネを作っていく。まさに今、庄内の羽黒山で起きているような、あのイメージに繋がって

しまいます。そういった意味でもこの言葉を変えた方がいいですし、他のことで言います

と、例えば SDGs ということで皆さんがバッジを着ける時代になりました。そういうこと

もこの目指すべき本県の姿に取り入れなければいけない。SDGs のような考え方が入れば

地域共生型というものになってくるはずです。そういう意味では、今回の羽黒山の風車の

件は、ものすごいマイナスイメージになっているわけです。もちろんその前には、大石田

町、飯豊町の山林開発のメガソーラー、これも本当にマイナスイメージになっていて、今、

再エネのイメージってものすごく悪くなっています。もう環境破壊型施設のイメージしか

なくなりつつあります。これは一部の人がものすごくそのことを SNS などで発信されるの

で、一般の方もそういうものだと思ってきます。ですから今が大事な時期ですので、言葉

一つ一つの表現を、しっかり選んでいかなければいけない。このイメージが定着してしま

うと、環境が守れなくなってしまうという深刻な時期になっていると思います。そして先

ほどの地域共生型をどう実現していくかということですが、やはり環境アセスメントでは

足りないですね。アセスだけやれば地域の合意や対話が進むのか、これはもう全く対話が

成り立っているものではなく、事業者の一方的なコミュニケーションにしかならないわけ

ですね。やはり対話が必要で、事業者の説明というのは小さな集落に説明をするだけで、

集落の方がそんな話を、短い時間聞いてわかるはずがないわけですよね。そこには行政も

入っていかなければいけないですし、いろんな人のサポートが必要になります。そういっ

た意味では、例えば庄内町では、農村漁村再エネ法に基づく協議会を作りうまくいってい

ると思います。そういう意味では、地域の協議が行われた結果、庄内町で風車が進んだ、

外資も入らなかったという成功例だと思います。こうしたモデルを山形県はもっと県全体

に広げていくべきではないかと思いますし、それが山形モデルとして実際に成功して、こ

の地元にあるわけです。ですから、県としては、その協議会を活用したり、協議会を持て

ない自治体についてはサポートしたりする必要があるのではないか。 

個別のところで言いますと、これから再エネの自家消費が必要ということが盛んに言わ

れているかと思います。これは FIT 制度や価格に関係してこない部分なので、比較的安定

的に将来が描けるのですけど、そういうキーワードも入っていないですね。自家消費は今

現在やっていらっしゃる方も多いですけれども、なかなか一般の方が自家消費でどれぐら

い再エネの効果、メリットがあるかというのは判断が難しいです。そこで、シミュレーシ

ョンしたり計算したりしなければいけないんですけれども、そういう意味では販売店とか

メーカーがそういう提案をされる場合もあると思うんですが、一般の顧客の方や事業者さ

んにはそういった提案がたくさん来ていて、さらにこのコロナの最中にそういう話をして

ほしくないという状況になっています。そうした状況から、山形県だとこのように自家消

費モデルが成り立つというようなモデルの提案、そういう研究も含めて、やっていく必要

があるのではないかと思います。 

さらに熱の話も大事な話で、先ほど出た RE100 は、基本的には電気の話になってしまう

んですが、REH100 のようなものが山形では必要になってきています。熱利用についても
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わかりやすい何らかの指標が必要ではないかと思いますが、あまり研究がなされていない。

だけどこれからの山形における非常に重要なテーマになってくると思いますので、指標な

ども取り入れていただければと思います。 

以上です。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは、吉村先生お願いします。 

 

【吉村委員】 

私は風力を専門としておりますので、風力を中心に発言いたします。 

大規模事業の県内展開促進について、風力発電の実績が 17.9%と風力発電だけが極めて

少ない状況になっているという印象を強く持ちました。山形は海岸線が短いので平地が少

なく、陸上風力との兼ね合いで場所がなくて苦労するということはわかります。そういう

意味では、現行プログラムにおける４つの研究の中の②風力発電の加速というところで洋

上風力発電の話が出ておりますが、遊佐町沖の洋上風力については、県の主導で、ぜひ速

やかに進めていただきたいと思います。山形県のように、海外線が短く、山岳地帯の土地

の場合は、洋上風力が極めて重要です。 

秋田県の場合、秋田港と能代港の岸壁のすぐ外側に洋上風力を建てることのゴーサイン

が既に出ております。その他に、海岸線から数百メートルのところに洋上風力を建てるこ

とも現在進行中ですが、港の岸壁のすぐ外側に洋上風力を建てるということも進められて

おります。山形県の場合も酒田港があるので、酒田港の岸壁の外側にぜひ、洋上風力を実

証的に建ててみて、それで洋上風力の実証実験等の研究を進め、合わせて、遊佐町沖を現

実的に進めていくことがいいのではないかと思います。洋上風力自体は時間がかかります

ので、３年ぐらいですぐできるというものではございませんので、期間を 10 年として、

前期５年、後期５年程度で区切りをつけて、しっかり計画を作って 10 年間で進めていた

だければありがたいと思います。 

以上です。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございます。 

今回委員数が絞られていることもあり、事務局の方から私も委員として発言を求められ

ております。 

100 万キロワット開発目標の達成に向けて検討期間をどう見るかということについて、

これまでは風力がなかなか進まなかったところですが、今日出ている数字をみると、議論

を呼んでいる出羽三山案件を除いても、環境アセスに入っている案件の合計で 10 万キロ

ワット程度あります。それから洋上風力が 30 万キロワットでこれは国の評価も高く、東

北電力ネットワークさんから系統が空いたと言っていただければ指定されるような状況
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です。そうしますとこれらを加えると目標を達成に至る状況です。加藤委員からはそう簡

単ではないという意見もありましたが、洋上風力についてはいろいろな手続きを踏まえて

現段階まで到達しているのでこれは当てにしていいのではないかと思います。あと１年か

ら３年ほどで、風力は 100％達成となることもあり得ます。そうしたことも踏まえて目標

をどう考えるか。 

やはり期間は私も３年くらいがいいのではないかと思う。その時点での状況をその都度

見ていかないといけない。100 万キロワットを達成したのでもう県は何もしなくてもいい

のか、では困る。楽観的ではあるもののあと１年から３年での達成もあり得るので、こう

した視点を期間に絡める必要があります。 

それから系統の空き容量について、ここのところ、複数の風力の計画が出てきたという

のは、やはり系統の空き容量が出たから進んだということです。国はノンファーム型接続

などの効率的な運用をやっていく、それから託送料金制度の見直しがあって、再生可能エ

ネルギー拡大に伴い整備が必要となる場合は、料金面での配慮が期待されるようになりま

した。東北電力ネットワークさんも送電線増強がし易くなります。そういうこともありま

すので、県としてもできるだけ空き容量が出るようにウォッチして関係者に要請していく

ことが大事なのではないかと思います。 

それから先ほど中島委員から FIT、FIP 制度のお話があったが、これもどう転ぶかわか

らない状況です。将来的にはこの方向だと想定できたとしても、無理やりその方向に行く

と事業が縮小したり停滞したりして、投資が出てこないことも十分にあり得る。直近の国

の委員会でも、投資の見込みが立たないことで事業がストップしては困るという意見が出

ております。こういった状況を県がウォッチしていくということは目標達成に向けて大事

だと思います。 

それから目指すべき本県の姿のところで、やはり環境の視点ですね。10 年前、５年前

に比べて、RE100 ですとか CO2 フリー電気ですとか、エネルギーの価値が格段に上がって

います。いかに地域に設備を増やして、いかに地域で使っていくかということが大事。そ

うすることによって、山形県の魅力がすごく出てきます。県外の事業者も事業しやすくな

り新規立地も生じやすくなる。そうした中でやはりやまがた新電力の位置付けが非常に大

事で、小売事業者が地域の CO2 フリーの電気を地域にしっかりと供給していく。まさに地

産地消を問題意識を持って実行できる小売事業者があるのか、それが非常に重要になりま

す。そうした中で、幸いにも山形県にはやまがた新電力がある。新電力でなくとも、東北

電力さんも、企業局が発電した CO2 フリーの電気を山形県の需要家に供給するというメニ

ューを作られました。こういった動きが目指すべき本県の姿の新たな切り口としても、す

ごく大事ではないかと思います。 

FIP の話ですが、現行の FIT では発電、開発する場合、実は環境価値は帰属しないので

すね。ところが、卒 FIT 太陽光や 2022 年度から始まる FIP 制度の場合、環境価値は発電

事業者に帰属することで整理されています。資源はできるだけ県内に還元するという視点

が大事です。ただ FIP 制度になると、地域の小規模事業者の事業と、東京に本社を置く事

業者が落下傘的に行う事業とが、いずれも CO2 フリーの価値を持つことになるんですね。
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遊佐町沖の洋上風力も 2022 年度以降に FIP の認定を取れば、実は 30 万キロワットの CO2

フリーの電気の価値を事業者が持つこととなる。この価値が、県外に行ってしまうのか、

県内に流すのかはすごく大きな話です。こうした中では、県内で開発される CO2 フリーの

電気を、いかに地域に還元できるかという視点が大事ではないか。 

期間について、戦略として残り 10 年で、プログラムとしてどうかということですが、

目まぐるしく状況が変わっていくことを踏まえれば３年ぐらいがいいかと思います。 

委員としての意見は以上です。 

 

【山家委員長】 

あと 10 分程度残っておりますが、言い足りない、あるいは質問したいとか、最後にご

発言がありましたらお願いいたします。 

（特になし） 

事務局の方で、ぜひこういった点も聞きたいという話題で意見等が出ていないところは

ありましたか。 

 

【髙橋課長】 

先ほど三浦先生からございました指標の設定を考えるべきでないかということについ

て、ゼロカーボン宣言とこの再エネの開発のところのリンクのさせ方について迷っている

ところがあります。 

再エネを増やしていって、それが例えば県内の CO2 の削減にどれだけ貢献したかという

ことを考えるにあたっては、今は、東北電力の全電源平均の排出係数を使って、それが下

がれば下がった、という程度しかはじきようがない状況であります。 

しかしその手法で、県内の再エネを増やした効果が測れるのかと言われるとどうもそれ

は違うのではないかという問題意識がありまして、その点について、これだけ再エネを増

やしたのだから、県内の CO2 はこれだけ減っているのだといった適切な指標の作り方や説

明の仕方、リンクさせる指標、そういった点のお知恵があればご議論いただければと思っ

ております。 

 

【山家委員長】 

次回以降でも結構ですがコメントがありましたら。 

 

【三浦委員】 

まさに山家委員長がおっしゃった、環境価値をどこに落とすかという話になってくると

思います。計算上どうするかという話と、実態として環境価値をどう地域に落とすかとい

う制度づくりの話ですよね。これは国に要望していくというレベルかと思います。実態の

制度の話の部分と、このようにカウントしました、として環境価値を落とし込む、そうい

ったカウントの仕方になっていくのかなという気がします。 

また、山形県の地球温暖化対策計画という計画がありますが、温暖化対策の計画に対し
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てエネルギー戦略が独立したようなニュアンスを感じます。上位計画に温暖化の計画があ

って、その目標に沿ったアクションプランとしてエネルギー戦略が活かされるというよう

な位置付けがすごく大事かなと思います。環境価値の落とし方については、ぜひご意見を

お聞きしたいと思います。 

 

【山家委員長】 

この議論は 10 年前の戦略策定時の委員会でも出たところです。再エネの議論は供給側

が中心になるが省エネや環境の議論は入らないのかという意見に対し、省エネや環境につ

いては議論する場が別に一つ二つあるということでした。なお、最初の戦略の報告書には

たしか省エネの数字が出ていた。 

いずれにしてもその 10 年前の議論と同じような議論があるということは、環境とエネ

ルギーについて、県の中で工夫の余地があるのではないか思います。環境省と経産省みた

いな関係となるのでしょうか、もう少し柔軟でもいいのではないでしょうか。 

熱や省エネが数値に落とせないという話がありましたが、省エネ分は必ずそこに CO2

の削減量が出るので簡単ですよね。再エネでは電源の種類によって環境価値があったり無

かったりするが、FIT でも非化石価値が出てきていますし、国の方の最近の議論では FIT

から FIP への移行も検討する機運になってきている。再エネは潜在的に CO2 フリーなので

今後の国の議論も見ていくことも必要。私の考えですが、だんだんと再エネ＝CO2 フリー

へと収斂していくのではないかと思っています。それを地域に落とすときに、やはり小売

事業者の役割がすごく大きい。東北電力や、やまがた新電力あたりの小売事業者が、地域

に優先的に環境価値を落とすような仕組みをつくり、それに対して、国あるいは県なりの

支援があるといいのかなと思います。 

 

【三浦委員】 

環境価値そのものを地域が持つことが最初に必要で、その地域の環境価値を最終的には

需要家に届くようにという二段階ということですかね。 

 

【山家委員長】 

そう思います。 

 

【三浦委員】 

最初の段階として、その発電が持っている環境価値をどうやって地域に落とすかは、ま

さに制度設計の話にならざるを得ないですよね。 

 

【山家委員長】 

開発という言葉が適切かどうかは別として、やはり設備がないことには進みませんので、

設備が県内に増えていくことが基本になります。 

もちろん増やすにあたっては、住民や地域の方にしっかりと事前にお話をして、理解し
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てもらうことが大原則ですが、その大原則のもとでいかに地域に CO2 フリーの設備を蓄積

するかということが非常に大事だと思います。せっかく作った電気が外に流れてしまうの

ではなく地域に落とすということ。そのときに小売が非常に重要になるので、幸いにも、

やまがた新電力が成長しており、東北電力もそういった方向で経営をされていくだろうと

思っています。 

 

【山家委員長】 

よろしいでしょうか。 

全体を通して他にございませんでしょうか。 

それでは、なければ以上で本日の議事は終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

事務局に進行をお返しします。 

 

【事務局】 

山家委員長、大変ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましても、貴重なご意見を大変ありがとうございました。 

次第の５その他ですけども、次回の委員会につきましては 10 月中旬の開催を予定して

おります。明日以降、改めて日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

以上をもちまして、本日第 1 回の委員会を閉会いたします。 

大変ありがとうございました。 


