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第２回次期エネルギー政策推進プログラム策定検討委員会 

 

日時：令和２年 10 月 19 日（月）13:30～15:30 

会場：山形県自治会館 602 会議室 

 

【事務局】 

これより第２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催いたします。

議事に入る前に、第２回委員会から新たにご就任いただいた委員をご紹介申し上げます。 

やまがた自然エネルギー株式会社代表取締役 山田幸司 委員です。 

 

【山田委員】 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

また、吉村昇 委員につきましては、今回もリモートでの御参加となります。 

それでは早速議事に入りたいと思いますが、ここからの進行は、山家委員長にお願いい

たします。 

 

【山家委員長】 

皆さんこんにちは。暫時、議長を務めさせていただきます。円滑な議事の進行にご協力

をお願いします。 

本日の進め方ですが、前回と同様、はじめに事務局から前回のご議論を踏まえた施策の

方向性等の説明を受けた後、委員の皆様からご意見をいただきます。 

 

議事に入る前に私の方から一言ご挨拶申し上げます。 

前回、９月８日に第１回の委員会を開催した以降、１か月の間にも多くの動きがありま

した。日頃フォローしている中から紹介させてもらいます。 

まず、系統の問題が動いていて、いわゆるノンファーム型については 2021 年から全国で

展開するという国の方針になっております。このあたりは前回、中島委員からご紹介があ

ったところです。 

これに関して、東京電力パワーグリッドでは、同社管内において、ノンファーム型を準

備でき次第、全域にわたってやっていくということが決まりました。かなり半信半疑なと

ころがあったのですが、ノンファーム型というか、混雑があればそこを出力抑制すること

で、どんどん系統連携していきましょうという方向がかなり出てきているなという感じが

しました。 

それから混雑が起きた場合の処理につきましては、これまでは先着優先で、先に契約を

結んだところが、出力抑制が遅くなるとのことでしたが、そこの議論が進んでいて、基本

的にメリットオーダーでいこうという方向が出ている。メリットオーダーは、コストが安

い電気が最後まで抑制されないと。要は自由化に沿った措置ということで海外でもそうな

っている。方向性が出てきていて系統の運用についてはかなり進むのかなという感じです。
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だからある程度出力抑制を我慢すれば、つなげないってことは多分なくなるという方向だ

と思います。 

それからマスタープランの検討が始まっています。マスタープランは、国、系統側、イ

ンフラ側で、あらかじめ向こう 10 年、20 年、30 年を見据え、需給状況を見ながら、そち

らの方でプランを作って整備していこうというもので、これも方向性が以前から出ていた

ところですが、具体的な検討が始まりました。マスタープランの意義は、ここは連系線と

か基幹送電線とかで非常に大事なところだと、あるいは混雑すると国民的な負担になるの

で、そこは増強することによって混雑をなくすことは国民にとって有益であると判断でき

れば、需要側の意見や申入れを受けてからではなく、送電会社の方から系統の整備をやっ

ていくことになります。プッシュ型と言われていますが。 

一番の問題は、当たり前ですが、マスタープランに送電線の増強を盛り込むにあたって、

どこが再エネのポテンシャルがあり、系統の増強が必要とされているかを認識させるかな

んです。 

そういったなかで、例えば山形県が、ただ成り行きに任せていると、他のところが我こ

そは、と手を挙げれば、それを前提にシミュレーションが行われ増強する方向になりかね

ない。再エネを県に蓄積していきたいと考えるのであれば、これからは地域間の競争にな

るということです。 

マスタープランに基づいて整備された送電線は送電会社が負担します。発電会社は負担

しません。広く浅く需要家が負担することになりますが、これはヨーロッパ型の一般負担

になるわけです。このように、系統に関してはかなりいい動きが出てきており、期待でき

るかなと思っております。 

逆に、課題と思っていることもあります。容量市場の入札結果が９月 14 日に発表されま

した。この市場は、欧米でもありますが、いつでも使えるような状況にある発電設備のキ

ャパシティの価値に対して、小売電気事業者が発電事業者にお金を払うという仕組みです。

入札結果としては、キロワットあたり 14,137 円と、上限に張り付きました。 

これは、新しく火力発電を建設する時にかかる固定費の５割増しの価格です。落札した

全電源１億 7000 何百万キロワット全部について５割増しの価格を発電会社がもらえるこ

とになる。計算すると 1.6 兆円になるが、その 1.6 兆円のほとんどを、東北電力の小売や、

やまがた新電力のような小売電気事業者が負担することになる。 

実は、アメリカでは、その固定費が調達できる水準の大体４割ぐらいで価格が決まって

いる。日本では、1.5 倍で決まったわけで、世界でも例を見ないほど高くなってしまった。

仕組みが複雑なので、当初はそれほど問題になっていなかったが、ようやく仕組みが理解

され始め、メディアがこぞって今取り上げようとしている。下手すれば新電力の経営が成

り立たなくなるかもしれない。 

それから、洋上風力については、梶山大臣が、日本の切り札として進めていくと発言さ

れた。先日、調達価格等委員会で入札上限価格が、29 円に決められた。今は 36 円ですが、

36 円でも結構厳しいと言われています。この価格の決め方には、特に根拠はないと思って

いまして、ヨーロッパの事例を適当にもってきて、机上で議論して、29 円に決まったので

はないかと。今、風力業界は大騒ぎになっていて、この価格ではやる人がいないのではな

いかと言われているぐらいです。梶山大臣が、名指しで洋上風力普及に言及しているのに、
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何でこういう価格になったのかは、非常に不思議に思っている。パブコメ等で見直される

可能性があると思っています。良い話もあれば、良くない話もあるということ。 

それから、第６次エネルギー基本計画の議論がスタートしました。議事録は確認してい

ないですが、資料だけ見てもよくわかりません。ただ、日本経済新聞に梶山大臣のインタ

ビュー記事があり、それによると、再エネが「他の電源に比べて上位」という発言があっ

た。「再エネ主力化」から更に踏み込んでいる。また、報道によると、再エネは上限を設け

ずに引き上げるということもおっしゃっていた。委員会の資料では、よくわからないです

けど、大臣のインタビュー記事ですと、今回は、かなり変わりそうだなという期待が持て

ます。 

やはり、この１か月で大きく変わってきています。時々刻々変わっていく中で、この委

員会も、そういったことを横目で睨みつつ、適切な御議論をいただきたいと思います。 

 

それでは事務局の方から資料の説明をお願いします。 

 

【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２回資料】に沿って説明させていただきます。 

 

２ページをご覧願います。 

まず、第１回委員会でのご意見等についてまとめたものでございます。 

大まかにいただいた意見を整理させていただいておりまして、まず、総論につきまして、

大規模事業の県内展開促進の継続は必須である。並行して、地域資源活用による地域経済

の循環及び地域の課題解決が重要であるというご意見。 

ここにきて、電力システム改革と再エネ普及が嚙み合ってきており、国の政策も非常に

早いスピードで変わってきているが、乗り遅れることなく、スピード感を持って対応して

いくことが必要。 

現行の開発目標はキロワット指標になっているが、この指標を変えるべきではないか。 

環境の保全と開発は、対立する概念に感じられる方が多い。 

今後は一つ一つの言葉や表現をしっかりと選択しなければいけない。 

エネルギー政策と、気候変動対策等を一緒に考えていかなければならない状況。 

といったご意見をいただいたところでございます。 

 

続きまして、３ページをご覧願います。 

風力発電関係につきましては、開発が遅れている風力発電については、アセス手続中の

陸上、遊佐町沖の洋上を合わせれば開発目標達成も見えてくるのではないか。ただ、完成

までには、時間はかかると思われ、洋上風力では、酒田港を拠点港として利用をしていく

ことが重要。 

鶴岡市等の風力発電の問題は、大きなマイナスイメージになってしまうといったお話を

いただいたところでございます。 
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熱利用関係につきましては、開発目標の中に熱や省エネを取り入れることは難しいと考

えており、熱利用について県としてどのように取り組むか改めて考えてみてはどうか。 

再エネの熱を利用した ZEB、ZEH の推進を県の施策として考えてもらいたい。 

こういったご意見をいただきました。 

 

４ページをご覧願います。 

FIT 制度の見直しの関係でございますが、今後 FIT となれば、発電事業者がインバラン

スの責任を負うことになり、地域の小規模発電事業者は、事実上アグリゲーターと組む必

要が出てくる。 

リスクのある再エネ事業に対して、ファイナンスがつくような研究や情報提供が必要と

なってくるのではないか。 

以上のご意見をいただいております。 

 

災害対応等の関係につきましては、防災危機管理の観点から、太陽光発電とセットでは

なく、蓄電池の単独導入に対する補助の新設などにより、蓄電池の整備導入を進めていく

必要があるのではないか。 

発電設備の保守契約等について、公共施設から率先して行い、意識を醸成して進めてい

くことが必要といったご意見をいただいたところです。 

 

５ページをお開き願います。 

地球温暖化対策関係につきましては、県の温暖化対策計画に対して、エネルギー戦略が

独立してしまっているイメージがある。 

CO2 フリーの、電気について、FIP 制度下における環境価値は発電事業者に帰属すること

になるので、いかに県内に発電設備を増やし、これを県内で消費していくかということが

重要というご意見いただきました。 

 

地産地消関係につきましては、事業主体、意思決定権を地元が握れるよう、力を入れて

もらいたい。 

地産地消の問題意識を持ってやれる小売事業者があるかどうかが重要。 

自家消費の必要性が盛んに言われており、自家消費モデルの提案が研究も含めて必要で

はないかといったご意見をいただきました 

 

次に６ページをご覧願います。 

系統制約関係につきましては、政府が 2021 年中の全国展開を目指しているノンファーム

型接続が来年中には一般化することになりますが、系統の空き容量について、政府等の政

策などを注視して、系統制約の解消に向けて、引き続き関係者へ要望していくことが重要。 

託送料金制度の見直しがあり、再エネ導入拡大に伴い、系統の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っており、一般送配電事業者としても、送電線増強

がしやすくなるのではないか。 
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その他ということで売電価格の下落に対して、開発コストの削減が追いついていない状

況下では事業の大型化による収益性確保が必要とされており、最新の情報を広く公開いた

だきたいというご意見。 

それから、水素については、これからの産業にとって大きな起爆剤になるのではないか

というご意見。 

農山漁村再エネこのような地域の協議会設置について県としてサポートしていく必要が

あるではないか。 

以上が、前回の委員会でいただきました、主なご意見ということで整理させていただい

ております。 

 

７ページをお開き願います。 

本日ご議論いただきたい事項をとして、①次期プログラムの展開期間及び②次期プログ

ラムの政策展開の視点について、前回いただいたご意見を事務局で整理しておりますので、

後ほど策定案をお示しさせていただきます。こちらにつきまして、ご確認とご意見があり

ましたらお願いしたいと思います。 

また、②政策展開の視点を前提としまして、その下にぶら下がる政策展開の視点ごとの、

施策の方向性について案を作成しております。あわせて視点ごとの方向性や具体的施策の

イメージの内容について、本日は主にご議論いただきたいと考えております。 

 

８ページをご覧願います。 

次期プログラムの展開期間についてでございます。 

こちらは前回の資料の抜粋となっておりますので参考としてご覧願います。 

 

次の９ページでございます。 

前回いただきましたご意見を整理しますと、大きく三つに収斂するのではと考えており

ます。 

一つ目が、現行と同じく 10 年を展開期間としてはどうかといったご意見。 

二つ目は 10 年を基本として、３年から５年といった短期間で見直しを行ってはどうかと

いったご意見。 

三つ目は３年程度の短期間としてはどうかといったご意見です。 

 

この３つを基本に、事務局で整理させていただきまして、策定案といたしまして、資料

に記載してあります通り、昨今の再生可能エネルギーをめぐる情勢は目まぐるしく変化し

ていることから、次期エネルギー政策推進プログラムの展開期間については、エネルギー

戦略の後期 10 年間を基本に、その時々の情勢を踏まえながら、３年から５年程度を目途に、

随時見直しを行うと提案をさせていただければと思います。 

こちらの案でよろしいかどうか、後程ご意見をいただければと思います。 

続きまして 10 ページをご覧願います。 

次期プログラムの政策展開の視点についての資料になります。 

こちらも前回のご意見等を踏まえまして、次期プログラムにおける政策展開の視点を、
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事務局の方で６点に整理させていただきました。皆様には、この視点でよろしいかどうか、

６点と決めたわけでもございませんので、さらに追加すべき視点があるのではないか、ま

た、視点の表現ぶりや整理の仕方などについてご意見があれば、ご提案をいただければと

思います。 

またこの視点を前提としました、施策の方向性や具体的な施策のイメージを案として作

成しましたので、後ほどご意見をいただければと思います。 

 

次に、11 ページです。 

ここからは、政策展開の視点ごとに、方向性や具体的施策のイメージについて、事務局

案を説明させていただきます。 

 

一つ目、大規模事業の県内展開促進についてでございます。 

施策の方向性としましては、戦略目標達成に向けて、風力発電の導入が不可欠であること

から、特に洋上風力について、地元との合意形成を十分に図りながら、引き続きその導入

を進めていく。 

一方で、固定価格買取制度の見直しにより、令和４年度以降、大規模太陽光や風力発電

については、市場価格と連動する FIP 制度が適用になることが見込まれており、再エネ発

電事業者にとってリスクが高まる恐れがある。 

そのため、県内におけるさらなる再エネ発電導入促進のため、発電事業者に対する適切

な情報提供と、地元金融機関と連携を図りながら、新たな制度化におけるファイナンスの

あり方を研究していくことが重要ではないか。 

 

その際の具体的施策のイメージとしましては、洋上風力発電導入の課題となっている系

統の確保、これに向けまして、関係機関へ提案要望活動を継続するとともに、遊佐町沖で

の取り組みを先行事例として、その他の地域へ広げていく。 

また、FIT 制度の見直しについて、発電事業者や小売事業者などに向けた勉強会を開催

する。 

日本海はその沿岸地域においてポテンシャルが高いとされるメタンハイドレートの開発

促進に向けて、関係機関と連携を図り、研究を進める。 

こういったことをイメージとして、想定しております。 

 

次に 10 ページをご覧になります。 

二つ目の視点、再生可能エネルギーの地産地消についてになります。 

施策の方向性としましては、FIP 制度においては、発電事業者がインバランスリスクを

負うことになるため、小規模再エネ発電事業者を単独で行うことは困難になると思われる。 

そのため、卒 FIT の電源を含め、小規模な電源を束ね、蓄電池等の分散型リソースと組

み合わせて、需給管理を代行するアグリゲーションビジネスが求められる。 

未だ設備導入コストが高い熱利用については、再生可能エネルギー熱の供給を担う事業

者の育成、また、ZEB や ZEH の普及促進などに取り組むとともに、熱利用に関する指標を

設定することにより、熱利用の促進に対する機運を醸成していくことが必要。 
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分散型エネルギーの導入を促進していくためには、売電によらない自家消費を進めてい

く必要がより高まっていくと考えられます。 

 

この二つ目の視点に対する具体的施策のイメージとしましては、FIP 制度や卒 FIT の電

源が増えてくることに伴い、地域の小規模な電力を束ねるアグリゲーターの育成を支援す

る。 

熱利用促進のために、熱供給を担う事業者の育成のための研修会を開催するとともに、

引き続き、研究検討段階から、実際の設備導入に向けた補助に至るまで、各事業者の取り

組み段階に応じたより細やかな支援の展開を継続。 

ZEB や ZEH の普及促進のための新たな支援策を検討するとともに、熱利用に関する指標

を設定。 

卒 FIT の太陽光発電を念頭に、本県における自家消費モデルを設定し、広く県民に対し

て周知をていく、といったことなどを想定しております。 

 

続きまして、13 ページをお開き願います。 

３つ目の視点、地球温暖化対策としての再生可能エネルギー導入拡大についてです。 

施策の方向性としましては、地球温暖化対策の最も重要な取組みである、ゼロカーボンや

まがた 2050 の実現に向けて、再エネの導入拡大は欠かせないものとなることから、 

県の環境基本計画に合わせた目標を設定し、エネルギー戦略を進め、RE100 など CO2 フリ

ーの電気としての再エネの環境価値を県内の事業者が享受し、活用できるようにしていく

ことが重要。 

そのためにも、県民にとって、再エネ導入拡大による CO2 排出量の削減効果が実感でき

るよう、目標指標の設定を含めて、見える化していくことを検討してはどうかと考えてお

ります。 

この具体的な施策のイメージとしましては、CO2 フリー電気としての再エネを求める企

業に対して、県内で発電された CO2 フリーの電気を供給する供給する基盤を形成。また、

CO2 フリー電気の環境価値を、県内企業が取得できる仕組みを構築し、ゼロカーボンやま

がた 2050 の実現に向けて、再エネの導入拡大、普及促進により CO2 排出量の削減に寄与す

る。 

水素の利活用のために、水素ステーション設置に向けた支援策を検討していく、といっ

たことを想定しております。 

 

14 ページにつきましては、ゼロカーボンやまがた実現までのイメージということで、載

せております。 

基準年が 2013 年度となりますことから、この 2013 年度から、省エネや、再エネの導入

拡大によりまして、CO2 排出量を縮小させるとともに、下の緑色のところの森林吸収量や、

新たな吸収減を生み出していくということによりまして、最終的に、2050 年に、CO2 の実

排出量、資料中の A´と吸収量 B´をイコールにしていくことを、目指すということになろ

うかと思います。 
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そのために、再エネによる削減量の方を、グラフの黄色部分になりますが、今後増やし

ていかなければなりません。具体的な数値をどの程度にするかということにつきましては、

申し訳ございませんが、現在、環境計画の方の数字とすり合わせをしており、検討中でご

ざいますので、次回までにはお示しできればと考えております。 

 

続きまして、15 ページをお開き願います。 

４つ目の視点、地域資源の活用による地域の経済循環及び地域の課題解決についてです。 

施策の方向性として、地域の再エネ資源を生かした再エネ導入により、地域に雇用、利

益、環境価値を創出するイメージ図を記載しております。 

地域の再エネ資源を起因としまして、様々な地域のプレーヤーが再エネ事業に携わって

いくことで、これまで地域外に流出していたエネルギー支出を、地域内で循環させること

を目指していきたいと考えております。 

具体的な施策のイメージとしましては、再エネを活用した地域課題解決に向けたモデル

事業を展開。 

地域におけるエネルギー開発のコンサルティングや施設設備のメンテナンス等担う、人

材を育成する、といったことを想定しております。 

 

16 ページは参考までに、環境省が公開しております地域経済循環分析自動作成ツールを

用いまして、本県の地域経済循環分析を行ったものになります。 

 

17 ページをお開き願います。 

その結果といたしまして、右の赤枠で囲んでいる部分になりますが、こちらが県内のエネ

ルギー代金の流出ということになります。 

この分析によりますと、本県のエネルギー代金の流出は、年間約 1,523 億円となっており

まして、これだけの財が地域外へ流出しているということになります。 

こうした地域外へ流出しているエネルギー支出を、地域内で循環させるような施策が必

要になってくるのではないかと考えているところでございます。 

 

次の 18 ページにつきましては、再エネを活用した地域課題の解決策を例示しております。 

これまであまり議論されてこなかった、テーマになろうかと思いますが、このイメージ

を持っていただくために、いくつかの例をお示ししております。 

例えば、コミュニティセンター等に太陽光パネルを設置しまして、発電された電気を蓄

電池に充電して、その電気を活用して、電気自動車により、高齢者の移動サービスを行う、

といった再エネと高齢者の移動サービスを組み合わせた事業。 

また、税収確保策として、地域で創出された再エネをふるさと納税の返礼品にするなど

といったことを例として示しております。 

こちらで地域課題の解決をイメージを持っていただければと思います。 

 

こうした取り組みの考え方は、再エネのエネルギーとしての側面だけでなく、地域課題

解決の有効なツールとする考えだと思っておりますので、ぜひ委員の皆様方からも、アイ
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ディアをいただければと存じます。 

 

続きまして 19 ページをお願いいたします。 

５つ目の視点、災害対応力、レジリエンスの強化についてになります。 

施策の方向性としましては、昨今の台風被害等による停電への対応策として、蓄電池の

重要性の認識が高まっている。 

面的には蓄電池併設の再エネ設備から緊急時にも電気を供給できるマイクログリッドの

構築も有効であると考えられますが、即効性、実効性からも、まずは小規模の太陽光発電

や、蓄電池の更なる普及拡大に取り組んでいくことが必要。 

また、卒 FIT の太陽光発電など、導入から一定の年数が経過している設備等も出てきて

いることから、保守点検やメンテナンスの必要性が求められてきているのではないか、と

いったところを整理いたしました。 

 

具体的施策のイメージとしましては、災害対応力向上の観点から、太陽光パネルの同時

設置を要件としない蓄電池の導入を支援する制度を創設。 

V2H 等の新たな技術、仕組みを踏まえ、EV や PHV など、電動車を活用した大規模災害へ

の対応。 

参考資料として、資源エネルギー庁の資料を後ろにつけておりますが、FIT が継続され

る地域活用電源は、レジリエンス強化に資するものであることから、その普及が促進され

るような地域活用要件の設定を政府等へ要望。 

太陽光発電設備の保守点検やメンテナンスに対する県民の意識向上、災害時に備えた局

所的なマイクログリッドの構築を研究していく、といったことを想定しております。 

 

20 ページをご覧ください。 

６つ目の視点、自然環境や歴史文化との調和を図った再生可能エネルギーの導入促進に

ついてになります。 

 

施策の方向性としましては、再エネ導入を促進する一方で、発電所の設置等にあたって

は、自然環境や景観はもとより、地域の歴史文化と調和を図ることも求められている。  

また、地域住民との十分な合意形成がなされないまま、事業計画が進められるケースも

見られることから、今後、再エネ導入を進めていく上で、何らかの規制の措置を講じてい

くことを検討していく必要がある、と考えております。 

 

この場合の対応策のイメージとしましては、環境アセスの手続き前など、事業計画作成

の段階で、事業計画についての、地元合意を義務付けることや、最終的には、自治体が、

工事着手前に事業内容をチェックする仕組みを構築することなどが必要になってくるので

はないかと考えております。 

 

この視点を設定した背景としましては、今般の鶴岡市等における風力発電事業計画の問

題があるわけですが、参考として記載させていただいているのは、この度の事案により顕
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在化した課題を、県として整理したものでございます。 

 

大きく３点、課題があると認識しております。 

１点目は、事業者による地元での説明や合意形成が足りなかったこと。 

２点目は、県の再生可能エネルギー活用適地調査等で示した箇所の中に、風力発電施設

の設置には課題の多い場所が含まれているにもかかわらず、事業者に対して留意すべき事

項が十分徹底されていなかったこと。 

３点目は、環境アセスメントの手続きについて、住民の理解を得るための制度の周知が

必ずしも十分ではなかったこと、と認識しております。 

 

最後に 21 ページになりますが、こうした問題意識につきまして、専門家である京都大学

大学院経済学研究科の内藤克彦先生に、山家委員長と私の方でヒアリングをさせていただ

きましたので、その概要についてご報告いたします。 

こちらの方も、先ほどお示しました対応策のイメージとして、事前に事業者の方にある

程度の地元合意を義務づけてはどうかという問題意識、また、最終的に自治体が工事着手

についてチェックをする仕組みについて、環境省の環境影響調査室長を務められた内藤先

生の方に、お伺いしたところです。 

 

ヒアリングの内容を簡単に申し上げますと、まず１点目につきまして、地元合意等を環

境アセスの開始要件とすることはできるか、につきましては、環境問題がネックであれば、

アセスの開始要件としても支障がないと思われるが、環境問題でないものまでを、アセス

と結びつけることは無理が生じるのではないか。 

アセスと切り離した形で、地元合意を義務づける仕組みを考えた方がよいのではないか、

とのご意見をいただきました。 

今回の鶴岡市等の事案につきましては、景観もさることながら、地域の精神文化といっ

たところの要素も多かったことから、こうしたご意見をいただいたようでございます。 

 

２点目、環境アセスとは別に、自治体が事業を止めることができる仕組みがつくれない

か内藤先生の方にお伺いしたところ、環境アセスにおいて、環境問題を理由に事業が止ま

る事例はあるが、今回の出羽三山の風力発電の問題のように、環境問題が直接の理由では

ない場合には、環境アセスで事業を止めることは難しいのではないか。 

今回の事例に適合する目的を掲げて、他の法令等の知事権限を担保にして、事業の中止

を勧告する、または、事業の認定を知事が行うなどの仕組みを条例や要綱で定めるといっ

たことを考えてもいいのではないか、といった意見をいただきました。 

 

３点目、国において、何らかの規制措置を設ける動きはないのかといったことに関しま

しては、環境省は、環境保全する立場であり、発電所の建設自体に対して規制することは、

環境省としてはできない、しないのではないか。 

また、ゾーニングについてもお伺いしたところ、規制サイドの立地規制的ゾーニング、

要は、促進するサイドからのゾーニングと、規制するサイドからのゾーニング、二つ考え
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られるわけですけれども、規制サイドの立地規制的ゾーニングは、今後の再エネ導入の余

地を小さくする可能性が大きいと思う、といったご意見をいただいたところでございます。 

こういったことも参考にしていただきながら、ご意見をいただければと思います。 

私の方からは以上です。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

ただいまの事務局の説明を受けまして、委員の皆様のご意見等をお聞かせいただければ

と思います。発言の順番は名簿順に指名させていただきたいと思います。 

それではまず桂木委員の方からよろしくお願いします。 

 

【桂木委員】 

まず次期プログラムの展開期間についてということにつきましては、事務局の方からお

話がございましたとおり、エネルギー戦略の後期 10 年間を基本に、その時々の情勢を踏ま

えながら３年から５年程度で随時見直しを行っていくということで、賛成でございます。

国のエネルギー基本計画も３年で見直しをしているということもありますので、３年程度、

長くても５年という期間で、見直しを図るということで進めていただければよろしいので

はないかと考えております。 

次に、②と③、次期プログラムの政策展開の視点と具体的施策の方向性ということにつ

いて、まず再生可能エネルギーの供給基地化ということで、私が電気の方があまり詳しく

ないので特に熱で考えてみたところです。熱の大規模利用という話になりますと、例えば

地域熱供給ですとかそういう形になると思いますが、確かに熱というのは面的に利用する

ことによってエネルギーの効率化に伴って省エネが非常に大きく期待されるわけですけれ

ども、日本の場合、どうしても建物が個別熱源で運営されている形が非常に多くて、面的

に使われていないという現状があるかと思います。その中で、熱の面的利用を行うために

は、例えば建物の建築タイミングをある程度まとめるとか、もともと最初から面的熱利用

を計画されているところに建物を建てていただくとか、そういう状況にならないと一体的

な熱利用というのがなかなか難しいというのが日本の現状かと思います。 

その中で山形の場合、例えばこれから開発を計画するような地域、それから、例えば過

疎化が進んでいてそこに何か新しいまちづくりをするなど、そのような考え方があるので

あれば、そういった地域においては、熱供給を行うための例えば熱導管を最初から敷設す

る。 

実際に町ができてから熱導管を敷設するということはほとんどできませんので、街を作

る前に、そういった熱利用環境をいかに有効につくって活用できるかということを考えた

まちづくりというものを、長期的な取り組みになるかと思いますが考えていただかないと、

熱に関しての大規模事業というのは非常に難しいのではないかと思います。 

分散型エネルギー資源の普及ということですが、当然、再生可能エネルギーは分散型エ

ネルギーですから、分散型社会との親和性が非常に高いということです。ただし、地中熱

を含めた再生可能エネルギー熱はエネルギー密度が低いので、建築物が密集した地域にお

いて、それをどれだけ有効利用できるかは少し難しいかなと。 
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ただ、地方においては土地がまだいっぱいありますので、そういった地域での導入促進

には、再エネ熱を分散型エネルギーとして使うことには大きなメリットがあるのではない

かと考えます。例えば、ZEB の話ですけれども、東京で ZEB を作ろうとしても、例えば超

高層ビルは ZEB になりません。当然のことながら建物の屋根に太陽光パネルを何十枚つけ

ても、１つの建物のエネルギーを太陽光で賄うことは不可能です。そういった意味では、

例えば山形でのまちづくりにおいて３階建て、５階建ての建物を作るときに、そういった

建物にしっかりと太陽光パネルや太陽熱温水器、そういった再エネを組み込むことによっ

て ZEB を作るということは十二分にできる話です。 

実際にアメリカ、シリコンバレーに行きますと、３階建てくらいの建物がずらっと並ん

で、すべての建物に太陽光パネルがついて ZEB を実現しているというような状況も見られ

ます。まちづくりを行う際に、分散型のエネルギーと ZEB をどう組み合わせるかというこ

とについてもお考えいただければいいのではないかと思います。 

また先ほどの様々なお話の中で、EV のようなゼロエミッションの車と ZEB や ZEH は非常

に親和性が高いので、そういったものと関係を構築した、まちづくり、家づくりを進める

こともとても大事なことだと思います。 

３番目のグリーンイノベーションの実現ということですが、これもまた ZEB、ZEH に関係

することですけれども、当然、ZEB、ZEH を進めるためには地元のハウスメーカーや工務店

といった事業者の育成が必要です。 

山形にはもう既に「やまがた健康住宅」という素晴らしい住宅を作っている実績があっ

て、そういった住宅に ZEH の考え方を取り入れていただいて、パートナーを増やすといっ

た施策を県の方で進めていただければと十分に可能ではないかなと思うので、ぜひ実現化

に向かって動いていただけないかなと思います。 

またゼロカーボンの話ですけれども、ゼロカーボンを進めるために必要なのは「動くも

のすべてを電化すること」、「電源そのものを脱炭素化すること」です。そうすると、県の

エネルギー戦略の中で簡単に「電源の脱炭素化」ということを言える話ではないのかなと

思いますので、時間をかけて議論をしなければいけないことだと思います。 

ただ、国として、2050 年までに、80％温室効果ガス削減を実現するということを約束し

ているわけですから、そのためには、例えば電源をすべて再エネにするとか、産業と運輸

部門で CO2 の排出をゼロにするとか、民生部門での CO2 排出量も 80％以上削減しないと、

このパリ協定の約束が達成できないということもありますので、そういった状況の中で、

山形県がこの約束にどう関わっていくのかということについては議論すべきところではな

いかと考えております。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは加藤委員お願いします。 

 

【加藤委員】 

次期プログラムの展開期間については、10 年を基本として３年、５年というもので、私

も賛成です。 



13 

 

政策展開の視点ということで、特に風力の目線からお話をさせていただくと、まず山家

委員長がおっしゃった洋上風力の入札上限価格が 29 円になったこと、それから地域として

は羽黒山の周辺の風力発電事業の撤退までの顛末ということについては、非常に事業展開

の上では大きなダメージがあると言わざるを得ません。 

洋上風力の 29 円については、業界でも非常に厳しいという受け止め方になっておりまし

て、洋上風力のプロポーザルの場合の 240 点中の半分の 120 点については、あまり差がつ

かないのではないだろう、もしくは、収支を金融機関、ファイナンス側と詰めていくと、

なかなか厳しい数字なのではないかと。すると、地域貢献や漁業振興策というものがなか

なかできないような事業計画を作らざるを得ないということが影響として考えられると思

います。 

羽黒山の風車の顛末につきましては、今後事業者側への規制が厳しくなってくるだろう

と推察せざるを得ないところですが、行政が事業者に対して、できるかできないかについ

ての判断をさせることに対して、事業者側としてどういう進め方をしていったほうがいい

のかというのは具体的には非常に難しい問題になります。 

それから住民合意という、言葉で言うと簡単なことですが、何をもって住民の皆さんと

合意をしたのかということについては、しっかり議論をしていかないといけません。事業

者側としては、それぞれの行政単位で出している法規制、アセスメントもそうですし、自

治体側で出している建設のガイドライン、そういったものに沿って進めているわけですが、

そういったものがどう変化していくかということと、陸上の FIT の価格の低下、それから

FIP への移行ということに関連していくと、特に地元の事業者が事業をすることが、風力

発電についてはなかなか厳しくなっていくというのが本音です。 

そういった中で、洋上への期待ということについては、送電網の整備や拠点港化という

ことは、どうしても準備していかなければいけないと思いますし、その中で水素への展開

を見据えていくことについては、将来への地域分散型電源ということに関しての期待は非

常に大きいと思います。 

羽黒山の影響が大きかったので、これからの洋上風力、陸上風力の両方について事業を

進めるにあたって、どのようにして慎重に進めたらいいのかということについては、事業

者を含めて関係者みんなで悩まなければいけない問題かなと。ゾーニング、ガイドライン

といったものに関して非常に深い議論が必要だと思いますのと、山形県のエネルギー戦略

については、非常に風力の割合、役割が大きいと感じておりますので、そこのバランスを

どう取っていくのかということについては、これから事業展開のキーポイントにならざる

を得ません。 

酒田に住んでいる者、酒田にお世話になっている者として大変言いづらいですが、酒田

共同火力さんについては、いずれ厳しい状況になると考えざるを得ないとすると、ここの

70 万キロワットの電源は山形県ではとても大切な電源だと思いますから、それが簡単にリ

カバリーできるとはとても思えません。ちょうどよく洋上風力ができればそれでいいのか

ということにもならないと思いますし、雇用の問題も含めて大変大きな問題を孕んでいる

ことについては論を待たないところですので、大切な論点の一つではないかと思っており

ます。 
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【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは後藤委員お願いします。 

 

【後藤委員】 

最初に次期プログラムの展開期間については、県から提示いただいた 10 年間を基本に３

年から５年程度で、随時見直しということに賛成をいたします。３年から５年でプログラ

ムを全面的に見直すというのは効率的でないと思っております。県のエネルギー戦略を根

幹としつつ情勢に合わせて詳細を変更するという案は実際に即していると考えますし、開

発に時間を要する大型案件、あるいは洋上風力の進展に合わせて柔軟なプログラム展開を

行っていくことが重要だと考えております。 

続きまして次期プログラムの政策展開の視点について、こちらも県から提示いただいた

６つの視点に賛成いたします。再生可能エネルギーの利用促進には、まずは需給バランス

を成り立たせるだけの安定的な発電量の確保が必要と考えておりますので、大規模事業の

展開促進と、地域資源の活用による経済循環について、どちらも視点に含めていただくこ

とは重要と考えております。 

また安定的な電気発電量の確保には、発電所の安全管理も非常に重要と捉えております。

昨今の自然災害による太陽光発電所への被害については、金融機関としても非常に大きい

懸念事項であると感じておりますので、視点の中の災害対応力において、保守点検や保険

契約の重要性を周知することは、県内の再生可能エネルギー事業の安定稼働に寄与するも

のと考えております。 

具体的施策の方向性について、地域金融機関として、まずは事業者の資金調達について

ご支援させていただくということがメインでありますので、目まぐるしく変化する制度に

即した、多彩なファイナンスメニューを展開できるよう、県をはじめ関係各所との連携を

深めて参りたいと考えております。 

FIT 制度の手続きが複雑化しておりますので、事業者様だけでの理解や迅速な手続きを

行うことは本業への影響も懸念されると考えております。一方で、全国的には制度手続き

を得意とするコンサルティング、あるいは法改正に詳しい弁護士の方々も多数いらっしゃ

いますので、様々な案件に関与させていただく中で、金融機関として蓄積した知見とネッ

トワークを広く県内事業者様へ活用いただけるように、積極的に関与していきたいと考え

ております。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは清野委員お願いします。 

 

【清野委員】 

まずは、次期プログラムの展開期間につきましては、私は 10 年を基本として、３年とい

うことで、短く区切ったらいかがかと思っています。 

冒頭、山家委員長のお話でも、９月８日の前回の委員会以降の短期間でも非常に大きな
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動きがあったということもありますので、私は、ここは見直し期間を３年と短く定めた方

がよろしいのではないかと思っております。 

２つ目、政策展開の視点については、この大項目３つに、小項目６つという建付けで、

内容についてもよろしいかと思っています。 

その中での視点ごとの施策の方向性について、特に再エネを利用した地域課題の解決策

の中で、私どもの取扱いの太陽光で行きますと、蓄電池の連携のほか EV ということがあり

ます。この EV も今現在、高齢化が進んで免許返納される方が非常に増えてくる中で、免許

がいらない小型 EV のような商品も出ておりますので、中山間地域も含めて免許不要の小型

EV の普及や、設備についても蓄電池もそうですがエネファーム等への蓄電も考えられると

思います。 

そういった蓄電池単体の普及促進のための制度施策ということを明記していただいても

大変ありがたいと思いますが、これにプラスして、エネファームや EV についてもこういっ

た小型の EV といった免許不要のものについての研究をして、多面的な設備についての広が

りを持って自家消費を進めていけるようにしたらいかがかなと思っております。 

そして、もう一つは太陽光の保守点検についても書かれておりますが、これについては

ぜひ、県民の意識向上とあわせて、山形県としてもグリーンニューディールの補助金で導

入した太陽光の保守メンテナンスも積極的に契約をしていただきたいと思っております。

当社管轄で私どもが納めた件数で、県警本部さんの管轄を入れた警察署も入れて 64 か所ほ

ど、この GND の補助金で太陽光と蓄電池をセット導入しましたが、現在、保守メンテナン

ス契約をしていただいているのが庄内総合支庁のみということになっております。先陣を

切って多くの施設での保守メンテナンスの検討をしていただければ大変ありがたいと思っ

ているところです。 

最後ですが、これから大きくクローズアップされてくるだろうと思いますが、FIT 終了

後のメガソーラーのパネル等々の利活用ですとか、その後の施設の扱いをどうしていくの

かということだと思います。 

私どもみはらしの丘かみのやま発電所という発電所を 2013 年から運用して約７年目に

なっておりますけれど、残りあと５年になります。あの土地は上山市から借りていますが、

５年後、土地を返すのか、もしくは、そのまま借りられるのか、もしくはほぐす（原状回

復する）とすれば、ほぐし終わったパネルをどうするのかということについて、予算とし

ては計上していますけれども、それだけ大量のものを一気に処理するというところについ

て、どのぐらいの時間がかかるのかといった細かい検討がまだでございます。 事業を行

っている間はいいのですが、終わった後のけじめのつけ方についても、もう多くの施設が

あと５年ほどで 15 年という一つの目途が来るところが多いので、その方向性についての議

論が必要だと思っております。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは中島委員お願いします。 
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【中島委員】 

いただいた資料の中で、まず展開期間の話がありましたので、そこについての意見を申

し上げます。基本的には事務局案でいいと思うのですが、今、清野委員から３年という言

葉があったように、状況の展開が早いので、３年から５年程度という表現ではなくて、い

っそ３年程度とはっきり言った方がいいかと思います。 

「程度」は付けてもかまわないですが、３年から５年程度だとちょっと長く感じるので、

３年程度くらいにするのがよろしいかと思います。こうしたプログラムの見直しは、事務

局は大変かとは思いますけれども、今の時代本当に流れが速いので、ここはもう頑張りど

ころですから、ぜひ小まめな見直しを、県を挙げてやっていただけたらと思います。 

その上で内容的なことにつきまして、戦略的なことを２点、個別的なことを２点、申し

上げたいと思います。 

まず戦略的な話ですけれども、このスライドの 10 番の視点というところに、地域発のイ

ノベーションといった、要するに経済力や活力に繋がる技術を作っていくという言葉をぜ

ひ盛り込む方がいいかと思います。イノベーションという言葉にはいろんな意味がありま

すが、必ずしも技術に偏重した概念ではありませんし、また技術についても、いわゆる研

究室とか工場で考える技術に限られたわけではなくて、例えば地に足がついた現場でのイ

ノベーションみたいなものも含まれます。 

例えば、蓄電池を例とすると、蓄電池をより小型化したり、価格を下げたりするのは研

究室や工場でのイノベーションですけれども、同規模あるいは小規模なバッテリーでも、

実際の需要に即して使い方を工夫するとこれだけ使える、といったことは現場でないとわ

からないわけですから、ぜひ、そうした現場だからこそできるイノベーションについて、

県を挙げて取り組んでいただくというのはとても意味があると思います。 

特に新電力に関しまして、前回アグリゲーターという言葉を出しましたが、今日はデマ

ンドレスポンス、「ＤＲ」という言葉をキーワードにしたいと思います。山家委員長からも

話があったように、容量市場で非常に高い価格が付いたので、地域新電力が大騒ぎしてい

て、もう経営が成り立たないのではないかと言っている人も結構います。その時に、非常

に高い負担がかかるということは山家委員長のご説明どおりですけれども、もちろんこれ

は高すぎるから下げようといった話はありますが、とにかく何かしら負担がかかってくる

ことは間違いない。その負担金額をどう分配するかについてのルールも決まっていまして、

ピーク需要、夏の３か月と冬の３か月の各月のピーク消費電力の比率で案分する、という

ことが言われています。 

だから逆に言うと、デマンドレスポンスをうまく使って、ある新電力がお客さんの各現

場に１つ１つ何らかのシステムを組んで、夏と冬のピークの時の消費電力がゼロになる工

夫をすると負担金が一切かからなくなります。そういうことをやった地域新電力は間違い

なく伸びるわけです。地域新電力が全滅するような施策を国は絶対取りませんので、これ

から地域新電力も競争の時代に入るわけですが、その時の競争に勝つためには、ピークを

抑えるということが非常に重要になってくるのは今の容量市場の話と結びついてくるわけ

です。そのような工夫をすればいいと言えます。 

ですから、それは今回の制度でいうと、スライドにもありますけれども、地産地消型と

いう時にぜひデマンドレスポンスと組み合わせた地産地消、清野委員からエネファームの
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話がありましたけれども、特に家庭需要であればエネファームはピークを抑える効果が高

いと思いますので、そういった技術を上手に使ってピーク需要を抑えることが地域新電力

の経営力に繋がるということを意識していただけたらと思います。 

次に戦略的なこととして洋上風力の話がありました。洋上風力は梶山大臣の談話の中で

も唯一、特定技術としての言葉も出てきたもので、国がものすごく力を入れることは間違

いない。洋上風力の適地のマップも公開されて、皆さん見ていると思いますけれども、誰

がどう見ても明らかなのは、新潟から北海道の日本海沿岸、これはもう明確になるわけで

す。系統強化についても、その日本海沿岸がまずもって大規模な系統強化の中心になるこ

とが容易に予想できます。 

その時に、既存の陸上のラインを増強することになるのか、あるいは海底に直流ケーブ

ルを引く案も出ていまして、そのあたりは結論が出ているわけではないですが、沿岸・洋

上風力という技術の性質から考えると、沿岸のケーブルというのも可能性は結構あるので

はないかと考えています。そういうところについて、当然ながら上手に活用しようという

ことでもあるわけですし、単に国が言ってくるのを待つという姿勢ではなくて積極的に発

言することも考えられる。 

例えば、新潟から北海道の日本海沿岸ということははっきりしていますので、東日本海

沿岸自治体連合みたいな形で、みんなで力を合わせればかなり説得力を持つと思いますの

で、そういったこともお考えになればいいのではないかと思っています。 

個別の話について申し上げますと、１つは災害対策、小水力の災害に関する話が資料ス

ライド 18 にありますが、ここのところも基本的な考え方として、山間地あるいは中山間地

域の主に水インフラですけれども、例えば林道の維持管理なども含めて中山間地域のイン

フラの維持管理と小水力を結びつけると。 

これはどちらかがどちらかを担うということではなく、発電事業の収益を地域のインフ

ラの維持管理に使うということでもありますし、経済的な部分で負担が重いということで

あれば、例えば水路の管理を地元がどのようにやるとかということもあっていいのですが、

インフラの維持管理をやって抑えると。特に小水力を組み合わせるというのは非常に価値

があることだと思うので、そうした視点をぜひ盛り込んでいただけたらと思います。 

個別的な内容の２つ目、スライド 20 で環境との調和という話がありますが、「羹（あつ

もの）に懲りてなますを吹く」ようなことはあまりすべきではないと思います。どうして

も行政は何か問題が起きると、何か対策しろという声があちこちから上がって何かしなけ

ればならない、ということが多いわけですけれども、事業者は事業者で馬鹿じゃないです

から、痛い目に合えば次から反省しようとします。 

最近で言うと太陽光では、蓼科の霧ヶ峰の大規模太陽光が、反対運動が激しくなって中

止になりましたけれども、当然事業者にとってみれば少なくとも企業イメージが悪くなり

ますし、開発に向けて準備した費用が無駄になるわけですから、なるべくこういうことを

しないように、と皆さんが学んでいるわけです。 

本県でも風力発電事業について今回こういうことがあったわけですから、事業者が知恵

を使う中で、事業者の自主判断を促すような何らかの判断基準を示していく。事業者の側

に常識がなくて、霧ヶ峰を伐採して太陽光発電設備を作るというのは知っていれば非常識

だとわかるわけだし、出羽三山に風車を立てるということも知っていればそんな馬鹿なこ
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としないだろうという話で、それを、東京のそうした事情を知らない会社がやってしまっ

たというだけ。 

自主判断を促す判断基準としてこういうことは考えましょう、ということがわかりやす

く示されれば当然事業者の側も注意します。そういったことがあれば、無理に直接的に規

制しなくてもかなり効果はあるのではないかと思います。 

先ほど戦略のところで話したエネファームの関係ですが、水素をどう扱うかということ

を皆さん気にされていると思います。前回の委員会でも水素という言葉が入っていて、エ

ネルギー通貨という言葉もよく使われます。 

つまり、電気は瞬時に消費するものなので、燃料として貯めておけて、かつ汎用性が広

い、どこでも使われるもの。自動車でいうガソリンみたいなものですけれども、そういう

汎用性のある燃料が必要だということは前から言われていることですが、それが水素にな

るかどうかはまだわからない。水素が有力ですけれども、メタンがいいという人もいるし、

メタノールがいいという人もいるし、アンモニアがいいという人もいる。ただ、いずれに

せよエネルギー通貨が必要だということはっきりしているので、それを意識した戦略を立

てることはいいことだと思います。 

具体的には先ほどエネファームの話がありましたけれども、広く言えばコジェネレーシ

ョンです。LP ガスあるいは灯油かもしれないけれども、例えば LP ガスを使ったエネファ

ームを大量に普及させる。一度普及させておけば、最初 LP ガスだったけれども水素あるい

はメタノールに変わった際に、LP ガスから水素、LP ガスからメタノールへの切換えはそん

なに難しくありません。要するに、コジェネレーションインフラを整備しておけば燃料の

転換はそれほど難しくないので、水素と限定するよりはエネルギー通貨的な燃料と幅広に

捉える。普及した時にすぐに役立つようなインフラを整備することが効果的と思っていま

す。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは藤原委員お願いします。 

 

【藤原委員】 

まず、展開期間につきましては、私も県の案でよろしいかと思います。３年という話も

ありますけど、私はこの書き方で読めるのかなと思っております。 

次の、政策展開の視点につきましても、県のこの項目に特に意見はありません。その中

で、個別の事項についての意見として私から大きく３点お話をしたいと思います。 

まず１点目は、視点２の再生可能エネルギーの地産地消に関しての部分ですけれども、

ゼロカーボンやまがた 2050 の実現に向けましては、山形県の二酸化炭素排出量の約 40％

を占める家庭及び事業所、公共施設をはじめとする民生部門におけるエネルギー消費量を

削減することが重要であることは言うまでもないと思います。 

近年では、冬の暖房を一手に賄うといったコマーシャルでおなじみのヒートポンプ冷暖

房エアコン、それからエコ給湯と呼ばれるヒートポンプの給湯器、これらは年々性能が高

まっておりまして、その消費電力量の少なさから注目を集めて機器の買替えが積極的に行
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われているものと認識しております。エアコンや給湯器は、年式や種別は別として、今ど

この家庭、事務所にもあるような時代ですので、交換インターバルを考えれば、県内の民

生部門のエネルギー消費量を減らす施策の一つとして、例えば高効率のヒートポンプ冷暖

房エアコンから給湯器等への買替えを促進するというような制度の創設、拡充が考えられ

るのではないでしょうか。生活に身近な機器を対象とすることにより、副次的に、県民の

省エネ、脱炭素への意識改革を進める効果も期待できるのではないかと考えております。 

また、エコ給湯を例にお話をしますと、日本冷凍空調工業会の統計によりますと、全国

のエコ給湯の累計の出荷台数が今年の６月末時点で 700 万台を突破したというニュースも

出ております。その半分が稼働していると仮定し、１台当たりの消費電力を 1.5 キロワッ

トとしても、500 万キロワットを超える規模となっておりまして、昼間の太陽光発電の余

剰電力を有効活用させるためのメカニズムとしても活用できるレベルになってきていると

思っております。 

このことから、自家消費モデルという観点で、太陽光発電設備とヒートポンプ式機器の

併設を促す制度の創設、拡充が考えられると思います。とりわけ卒 FIT 後におきましては、

発電した電気を効率的に、冷暖房や貯湯という形で蓄積し蓄熱に活用できるということで、

分散型エネルギー資源の導入促進に向け太陽光発電の地産地消の１モデルとして広く県民

に推奨してはいかがでしょうか。こうした施策は現行の開発目標では評価されておりませ

んが、地産地消を進める上で重要なファクターと考えられますので、指標化について検討

する価値もあるのではないかと思っております。 

２点目が、視点３、地球温暖化対策としての再生可能エネルギー導入拡大に関しての部

分でございますが、山形県の再生可能エネルギー開発目標は 2030 年断面で、県内電力消費

量の 25％を再生可能エネルギーで賄うということとしていて、国が示す再生可能エネルギ

ー開発目標 22～24％と概ね整合しております。 

ご承知のとおり、国の第６次エネルギー基本計画の検討が開始されたところですけれど

も、脱炭素の進展、それから原子力再稼働が遅延する中、再生可能エネルギーの開発導入

目標はさらに高まるものと想定しております。今回資料の中にゼロカーボンやまがた 2050

宣言との関係性を含めて開発目標の整合を図る旨の記述がありますけれども、2050 年断面

の到達目標を念頭に、2030 年断面の開発目標をどうするか、先取りして検討することが望

ましいと感じております。 

また目標指標として、前回の委員会でも意見がありましたけれども、再生可能エネルギ

ーの大規模な開発をイメージして、キロワットというものだけではなくて、CO2 フリー電

気の積極的な利用、そして CO2 排出量の削減というものをイメージしやすいキロワットア

ワーについても取り入れることが必要だと考えております。 

３点目は、視点６、自然環境や歴史文化との調和を図った再生可能エネルギー導入促進

に関しての部分がございますが、開発側の視点にとどまらず規制側の視点も盛り込むとい

う提案であり、エネルギー戦略が新しい局面を迎えつつあると感じているところでござい

ます。 

再生可能エネルギーを安定電源として活用していくためには、自然条件に左右される発

電特性をカバーする複合的な取組みが必要であり、先ほど来申し上げてきたとおり、電源

開発にとどまらず、HEMS や BEMS などの制御システムの整備、蓄電池・ヒートポンプ機器
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等の調整力確保といったような施策拡充の検討を改めてお願いしたいと思います。 

加えて、開発にとどまらずという視点で申し上げますと、先ほど清野委員からもお話が

ありましたが、エネルギー供給強靱化法案で廃棄処分費の外部積立制度が盛り込まれまし

た。太陽光パネルの耐用年数満了が集中する 2040 年代に向け、県としても処分場の確保や

リサイクルの仕組みといったようなものが準備できているかを確認して、必要があれば政

策的な対応をお願いしたいと思います。今の時点から、使い終わった後のことまで考慮し

ていただければと思っております。 

最後になりますが、大規模プロジェクトに関しましては、総論賛成、各論反対といった

ようなことにならないように、ネットワークの整備等の関連事業も含め総合的に関係者の

合意形成が図られるような、山形モデルといったようなものの確立が望まれるところでご

ざいます。何より環境価値という新たな価値観を、県民や県内企業の皆さんから広く理解

していただくための取組も、今後の大きなポイントになるのではないかと考えております

ので、ぜひお考えいただければと思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは三浦委員お願いします。 

 

【三浦委員】 

まず展開期間については 10 年でいいと思っておりますが、その見直しをどのように行う

か。例えば 10 年の間の中間目標数値のようなものを設けるのか、５年の目標を設けるのか、

という数値目標に関わるものを設定するのかということが一つ。これあとで、お答えいた

だいたらいいかなと。見直しという意味では、もはや毎年見直さなければいけないのでは

ないかという気がしておりますので、むしろ中間目標のようなものを設定するのかという

あたりなのかなと思いました。 

政策展開の視点ですけれども、何のためにこのエネルギー戦略があるのかということを

明確にしないといけない。今回の出羽三山の風車の件で、再エネに対するマイナスイメー

ジが県民に広がったと思います。風力発電は迷惑施設だと思ったほうがいいぐらいだと思

います。先ほどから出ている規制等についても鶴岡市さんが検討を進めていらっしゃると

思いますし、既に鶴岡では洋上も含めて風車は当分建てられないという状況になっている

と思います。 

何かと県を批判する声も上がりがちなわけで、それは県が再エネ開発に前のめりになり

過ぎているのではないかとか、そういった話が出てくるわけですけれども、そうした状況

にある中で、何のために風車を建てるのかということをしっかり見えるようにしなければ

いけない。 

そういう意味では、ここの、10 ページですけれども、ここの左側に項目立てがされてい

るわけですけれども、さらに大きな目標はやはり地球温暖化防止であり、ゼロカーボン化

であって、今、③になっていることですね。③になっているところがさらに上位に来る、

あるいはその地球温暖化防止計画あるいは環境計画に掲げられている上位の目標が必要だ

ろうと。それがないままこの１枚が出ていってしまうと何のためにやっているかわからな
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くなってしまう。大義名分をしっかり立てるということは、今後いろんな場面で必要にな

ってくるのではないかなと思いますし、それが先ほどから出ているパーセンテージ目標や

キロワット目標になるだろうということでございます。 

何のために再エネを進めるのかということについて、もう一つは環境のためということ

ですけれども、特に今般、県としてゼロカーボン宣言をされて、そのゼロカーボンをどう

評価するのかということについて県の方でいろいろ悩まれていらっしゃる。 

実態として、これは非化石証書の取引の中で厳密に決まってくるということになるので、

結局、非化石証書を買ったところがゼロになるわけです。風車をいくら建てても非化石証

書をそこで消費していなければ山形県はゼロにはならないということは、ものすごく大き

い問題だと思います。結局は、先ほど申し上げたように、迷惑施設だけが地域に残り、ゼ

ロカーボンにはなれない。これは山形県だけではなくて、再エネの電源立地地域すべてに

関係してくるところになってくると思います。 

ですから、非化石証書、環境価値がちゃんと電源立地地域に落ちるような仕組みを国に

作ってもらわないといけないと思うので、それは山形県だけではなく、同じ状況に置かれ

ている地方の皆さんと一緒になって要望していただかないと、国もゼロカーボン宣言をせ

よと言っているわけですから、そのための条件をちゃんと整えてもらう必要があるだろう

と思います。 

あともう一つ、規制の部分と、地域へのプラスの部分を作っていくということが大事だ

と思いますけれども、規制はなかなか難しいので、プラス面も含めて協議の場を作ること

が何よりも必要なのかなと思います。経済的なプラスをどう作っていくか、これは県の方

にはお伝えしておりますが、電源立地交付金という主に原発中心に作られた制度があり、

また千キロワット以上の水力についても同じような制度が適用されていますので、そうし

た電源立地交付金のような制度が再生可能エネルギー全般に対しても適用されて当然だと

思います。そういったわかりやすい制度設計も、ぜひ求めていただきたいと思います。 

一方で、熱についても、これもやはり国の制度の整備不足というのがありますけども、

先ほどの電気の話と違い非化石証書で買った人がゼロになるという世界ではなく、むしろ

熱源があるところに来てもらわないとゼロにならないものですから、これは逆に熱のカー

ボンフリーエネルギーは山形に来れば使えるという部分をしっかりアピールしていただき

たい。 

例えばバイオマス発電がたくさんできましたけれども、廃熱が大量に出て捨てているだ

けです。そういう熱は CO2 フリー熱源だというような位置付けの中で企業誘致が進む。熱

の場合はそういった形で山形に来てもらって、CO2 フリーを享受してもらう。そういう道

筋を立てるということについて、前回申し上げた REH100 ということも含め整備していただ

くということです。地域に対していろんなメリットが出てくるのではないかと思いますし、

そういったところを「見える化」していくことが大事かなと思います。 

熱についてもう１つ、建築とか住宅の部分ですが、国では ZEH 制度を進めており、省エ

ネ基準の話もあるわけですが、太陽光は省エネ基準の対象になっていますが、バイオマス

はなっていない。国の方でも徐々に意識はされてきているもののなかなか進みません。 

県の方ではバイオマス導入に対し補助金を出し続けているわけですけれども、CO2 フリ

ーや ZEH の評価に入っていないわけです。これも要望が必要だと思います。これも、他の
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県でバイオマス関係の設備補助金を出していらっしゃるところが多いので、そういうとこ

ろと一緒になってバイオマスも省エネ対象になるように要望する。 

そうしないと、なかなか住宅への薪ストーブやペレットストーブの導入が進まないわけ

です。その補助金と合わせて省エネ評価ができるように、ということをぜひ要望していた

だきたいですし、これは建築住宅課さんとか、森林課さんと一緒にということで、どこが

音頭を取ればいいかっていうところがなかなか難しいかもしれません。省エネ基準という

意味では直接的には建築関係ですけれども、ぜひ一緒になって、これも要望していただけ

ればと思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは山田委員お願いします。 

 

【山田委員】 

まずプログラム展開期間についてですが、先ほどから委員の皆様から出ているように、

３年、５年という期間について、見直しは適宜行えるようにという柔軟性を持たせて柔軟

に対応できるようにしておくことが大事だと思っております。 

私が今回この席に座らせていただいた、熱やバイオマス関係についての視点で言うと、

バイオマス、熱利用はくみ上げていくのに時間がかかったり、成果として出るのが数年か

かったりするという側面があるのは事実です。そういったものを踏まえて、中間目標とい

うものも柔軟に表記していただくことを検討していただけたらと思います。 

戦略の政策基本構想、政策推進プログラムというような 10 ページで表記されているもの

も、こちらもやはり内容の評価について、重要度と優先度ですかね。体系として見ていく

上では、先ほどから出たような地球温暖化対策に、真剣に目を向けていく上での戦略とい

うことを、踏まえたほうがいいのではないかなと感じております。 

プログラムの中身に関して私の方で発言させていただくのが、先ほどバイオマス２点で、

前回の議事録も拝見させていただいた上で、やはり、この木質バイオマス、山形の固有の、

森林面積が７、８割以上ある、ここでどういうふうにエネルギーに向き合っていくのかっ

ていうものが、大事な視点だと思います。 

発電につきましてはだいぶ普及し、導入実績も増えまして、ここ数年で、利用量は増え

ました。ただし、それが森林の管理及び運営をしていく上での、そのバランスっていうの

が非常に大事だと思いますし、それとうまくつき合いながらそのエネルギーとして発電、

ないし熱利用というものも向き合わなきゃいけないという考えでございます。 

この森林バイオマスエネルギー利用をする上では、やはり使う側、システムを導入する

側なんですけども、燃料を製造する、供給する側は森林産業の事情を踏まえた上でくみ上

げていかなければなりません。そこを、先ほどの協議の場などをうまく活用して、うまく

くみ上げていく上での体制に支援していくことなどが大事だと思っております。 

バイオマスにつきましては、個人企業、自治体、いろいろな規模があるかと思います。

課題としましては、高コストで普及が進まないところもありますが、やはり高コストの原

因をしっかり分析して、改善に向かうということを業界全体で取り組んでいかないと、な
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かなか改善される余地はないので、そういった視点もこの戦略の中で反映していただけれ

ばいいかなと思います。 

現場を回っていると、大事な視点としましては、どのエネルギーにも必要だと思います

けども、人材というもの、いわばそれを運用していく人材です。企業さんや自治体さんに

属している方の人材系統につきましても、育成はもとより、携わる方のすそ野を広げてい

かないと、持続可能という点においては、非常に将来を見据えていきにくい部分もありま

す。そういった部分を戦略として、その人材育成と運用、持続可能ということを踏まえた

上で、この戦略の中で踏み込んでいくことが必要ではないかと思う。 

もう一つ大事な視点として、発電に比べて熱は、化石燃料の動向と比較されることが非

常に多いエネルギーだと思います。コロナ禍の中で、今年の３月、４月は非常に化石燃料

の価格が下がってしまって、バイオマスをやっていこうという気運が非常に下がってしま

っているのが実情かと思います。 

ですから、こういったことも踏まえて、バイオマスをやる意義、環境性と、災害、防災

という観点も、先ほど言葉に出てきましたけどもそれに加えて経済性も、全体バランスを

見た上での事業構築をしていかなければ、なかなか増えていかないのが実情だと思います。 

そういった点で、戦略としては、支援が、体制強化していく上で必要ではないかなと感

じたところです。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは最後になりますが吉村先生お願いします。 

 

【吉村委員】 

（断続的なネットワークトラブル。後日文書で意見を聴取） 

水素ステーションの設置と水素産業の確立について、２年前に酒田市長より酒田市に水

素の基地を設置し水素産業の発展が出来ないかという問い合わせを受け、プラント関連の

某大手企業の水素プラント推進マネジャーに酒田市に来て頂き、懇談をした結果、庄内地

域での水素の需要が少なく水素プラントの設置は難しいとの判断でした。 

山形県全体での水素の需要があれば別ですが、これからは電気自動車の時代になる事、

それと災害対応として蓄電池の充電にむしろ用途を絞った方が適切と判断します。 

メタンハイドレードの山形沖の海底の賦存量は既に国が調査をし、見込みが立っている

のでしょうか。 

15 ページの地域資源の活用による経済循環については、地域の雇用、経済等でメリット

がありますので、是非ともモデル地域を設定して取り組んで欲しいと思います。 

十数年前に秋田県大潟村で国と県の補助事業でスマートグリッドとして風力と太陽光を

用いて地産地消に取り組んだことがあります。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは最後に私の方から一委員としてコメントいたします。座長の立場でもあるので、
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もうすでにお話が出たところは割愛させていただきます。 

まず期間ですが、私は３年と決めた方がいいと思います。何年から何年や、程度とした

時に、その時に担当している人が判断できるのかという問題があります。誰がどのタイミ

ングで見直すと決めるか、はなかなか難しい。今ここで議論している人であれば可能かも

しれませんが、その時はまた人が変わります。これはもう期間を決めた方がいいのではな

いか。３年経ったら、かなり情勢も変わっていると思いますので、私個人の意見としては、

３年なら３年と決めたほうがいいと思います。 

展開の視点ですが、大規模事業のところで、勉強会や研究会という言葉が出てきていま

すが、非常に重要なことだと思います。これは FIT 見直しや、FIP など、いろいろな制度

が出てくるということで周知などが必要ということだと思いますが、ここのところは、フ

ァイナンスのあり方とセットだと思っていて、山形銀行さんはじめ、金融の方とそれから

開発事業者の方、あるいは行政など、みんなで勉強していくような形がいいのではと思い

ます。FIT、FIP も大切ですけど、もう一つノンファームですね。冒頭で、ノンファーム型

の系統運用がこれから一般化されていくと、系統に繋がらない、アクセスができないって

ことはなくなると楽観的なことを言いましたが、最大の問題は、出力抑制がどれぐらい起

きるかということを、誰がどう判断するかということです。実は、シミュレーションソフ

トがかなり充実していて、結構シミュレーションできるんですけど、問題は金融機関が納

得するかなんです。発電所を建設する時に、金融機関が、出力抑制を織り込んで、（出力抑

制が）これぐらいであれば融資できるという判断になりますが、そこを過度に保守的にな

らずに判断できるかということが最大のポイントになってきます。 

そういったことも含めて、FIT や FIP、ノンファーム型接続など、不透明というか、新た

な良い方向に進めば進んだで、様々な課題が出てきている。そういう意味で、特に大規模

事業の促進のところで、皆さんと情報を共有する、解決策を協議するということでの勉強

会などは大事だと思います。 

２つ目の地産地消、３つ目の温暖化ということで、結構共通しているところがあります。

再エネを作るはいいけど、きちんと地元で使うという視点が非常に大切になってくる中で、

地産地消のところでは、小規模のイメージがありますが、地元で使うということです。し

かし、これからも洋上風力など、比較的大規模なものが、このままだと、地元利用が抜け

るような気がします。３つ目の地球温暖化対策としての再生可能エネルギー導入促進に入

っているのだと思いますが、導入は、どちらかといえば設置、発電所がそこに建設される

というイメージが強い。例えば「導入・利用」などが入った方が、はっきりすると思いま

す。 

それから、新電力のあり方も含めて、アグリゲーション、自家消費モデルといった話が

出てきています。ここはここで様々な期待と課題があるので、これらは一つの固まりとし

て括って、勉強会や研究会などを明示した方がいいのではないかと思いました。 

それから６つ目の自然環境、歴史文化との調和を図るということで、出羽三山の問題と

いうことになりますが、中島委員からもありましたけど、私も一番気になるのは、山形発

の規制強化が全国に伝播するのではないかということです。私個人的にはそうなってほし

くない。 

やるにしてもそうならないように留意しなければならない。過度な規制というイメージ
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を持たれてしまうと、事業者が山形をスルーしてしまう懸念がある。そうすると、温暖化

とか、他にも政策の視点がある中で、事業者が山形をスルーしてしまえば、山形の発展を

阻害する懸念が生じます。エネルギー戦略が前に進まなくなる懸念があります。そうなら

ないようにしなければいけない。 

確かに不幸にも問題が起きたわけですけど、これはかなり異例だと思っていて、風力で

ここまでプロセスをわきまえない事業者はあまりいません。個別の事業者をどうこう言う

わけではないが、ちょっと聞いたことがない。業界の方と話しても、今回の件はひどいよ

ね、有り得ない、困ったものだという業界の捉え方。 

比較的早く、あの事業者が撤退したのも、もちろん地域の反応が大きいと思うんですけ

ど、おそらく業界内部から、何をしてくれるんだといろいろあったのだと思う。中島委員

がおっしゃるように自浄作用のようなものもある。 

この件に関し、参考のところで、課題ということで三つあげられているが、私としては

２つ目はあまり留意しなくともいいのではないかと思っています。普通、事業者の常識で

考えれば、県が適地として公表しているからといって、それで決定されていると思う事業

者はいない。あくまでも、地元にきちんと説明して、地元との合意を図っていくのが普通

の事業者の考え。県が適地として公表しているから、県の責任と思う事業者は通常はいな

い。 

３つ目の環境アセスについては、アセスメントの制度の周知が十分ではなかったとある

が、主語が誰なのかがよくわからない。私は地方自治体だと思います。一般の人は、普通、

アセスの手続きはわからないですよ。かなりプロセスが細かい。やはり自治体が、アセス

の手続きなどもう少し理解していれば、アセスの手続きの中で解決していたかもしれない

と思っています。 

ある意味、この案件はアセスが機能したのです。アセスのプロセスでは配慮書はもとも

となかったわけで、配慮書を導入する際は大変な議論があった。配慮書は、ある程度進ん

でからでは大変なので、やるやらないも含めて前裁きみたいなものです。だから、配慮書

が機能したとも言える。粛々とアセスの手続きを進めて、やっぱりこの事業は駄目だった

となる可能性もあった。 

そういう意味で、私は、３番目に書いてますけど、もう少しきちんと対応できなかった

のかという思いはある。軽く見ているつもりは全くないが、そういったところを踏まえな

いといけないのではないかなと。 

それから加藤委員もおっしゃってましたが、地元合意の義務付けについて、どの程度で

きるかは非常に難しいところです。事業計画作成の段階での地元合意とのことですが、厳

しく解釈すると、事業者はやりにくい。計画作成の段階での地元合意となれば、情報が洩

れかねません。事業者にとって、どこで、どれだけの事業をやるのかということはトップ

シークレットです。どういう意味なのかわからないのですが、厳しく解釈すると、事業者

は困ってしまうと思います。 

それから、地球温暖化対策の数値のところですけど、再エネを県内で作っていくという

点ではキロワットで良いと思っている。ただ、使っていくという点ではキロワットアワー

でもいいのかなと。前回から、県内で作った再エネを、県内できちんと使っていくという

議論も出ていますし。 
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最後に、バイオマスについてですが、あまり議論されていないので、私の方から補完さ

せてもらいます。県の方でも、森林ノミクスの看板があり、この委員会でも非常に重要で

あると思っている。バイオマス発電が結構普及してきたが、FIT が終わった後に、持続可

能で運営していけるかということが最大の問題です。国の方でも、林野庁とエネ庁が合同

で研究会をやっており、16 日に報告書がまとまった。報告書の中でも、同じような問題意

識で、いろいろな切り口が出ている。 

もともと燃料として使われた広葉樹を利用したらどうかということや、効率的な使い方

をしていないということ。つまり水分をたくさん含んだまま燃やすと効率が悪い。きちん

と乾燥させて、品質を確保して、効率的に材を処理していく。あとは、運搬や収集などを

できるだけ高効率にしてコストを下げていく。そういったことをやっていくことで、FIT

が終わった後でも、何とか発電を続けていくようにすることが報告書には出ています。 

もう一つ、熱についてですが、発電との関係では、発電の際に発生する熱をきちんと利

用できれば、卒 FIT でも熱を売ることで経営が回るかもしれないということもある。その

視点ももちろん出てきており、引き続き政府で詰めていくことになっている。 

化石燃料のボイラーはたくさんあるわけで、例えばこれをバイオマスに変えていくここ

とはわかりやすく、実現も、実行もかなり可能性がある。油の価格が下がってなかなか大

変だという話もありましたけど、その辺の行政的な支援も含めて、考えていく必要がある

のではないか。バイオマスをもう少し委員会として取り上げたらどうでしょう。  

私の方からは以上でございます。 

 

それでは、時間が経過していますけど、どうしましょうか。 

 

【髙橋課長】 

吉村委員の方から、水素の関係、あとメタンハイドレードの関係と、もう１点がエリア

的なスマートグリッドの関係についてのお話だったと思います。 

メタンハイドレートについて山形沖で実際に調査をされているのかというご質問があり

ました。 

これについて、国の方では、山形県沖で、試験採掘・試掘の調査をされているような話

ではありますが、詳細については教えていただけないということでございます。 

 

【山家委員長】 

予定時刻が差し迫っておりますが、何か述べたいという方はいらっしゃいますか。 

（桂木委員 挙手） 

それでは桂木委員。 

 

【桂木委員】 

前回の委員会の時にちょっと私の方で熱利用に関する指標ということでお話を申し上げ

て、今日も 12 ページの方に、一番下から２行目ですけども、ZEB や ZEH の普及促進のため

の新たな支援策を検討するとともに、熱利用に関する新しい指標を設定してはどうかとあ

りますが、今、国の方で熱に関する指標ということで、どうしても熱というのは省エネの
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絡みになるので、省エネをする中で、再生可能エネルギーの熱を使った場合、どれくらい

CO2 が削減されて、それを原油換算で削減量にすると何キロリットル削減されたかという

ような指標を、国がエネルギー基本計画の中で用いています。山形県において、実際これ

が使えるかどうかというのは、私も勉強中ですけれども、実際こういう国の指標に従った

形で、一つの指標を作るということも、一つのやり方ではないかなと思いますので、ご検

討いただけないかなと思います。 

 

【山家委員長】 

事務局は今の桂木委員の意見を承るということでよろしいですか。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【山家委員長】 

他にございますか。 

（なし） 

それでは、事務局にお返ししたいと思います。 

 

【事務局】 

山家委員長、ありがとうございました。 

委員の皆様の貴重なご意見大変ありがとうございました。 

また回線のトラブル等がありまして大変申し訳ございませんでした。 

次回の委員会でございますが、11 月中下旬の開催を予定してございます。 

明日以降、日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは以上をもちまして、第２回委員会を閉会いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 


