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第３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 11 月 30 日（月）10:30～12:00 

会場：山形県建設会館 ３階中会議室 

 

【事務局】 

ご案内の時間になりましたので、これから第３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。 

初めに委員の紹介でございますが、山形銀行の後藤委員が所用によりご欠席のため、代

理として秋葉 正展 様に参加いただいておりますので、ご紹介申し上げます。 

 

【株式会社山形銀行 秋葉 正展 委員（後藤委員代理）】 

秋葉でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

また、中島委員、吉村委員がオンラインでの参加となります。 

よろしくお願いいたします。 

ここからの議事の進行につきましては、山家委員長にお願いしたいと思います。 

 

【山家委員長】 

皆さんおはようございます。 

前回の第２回委員会から１か月ちょっと経過したところですが、この間にもいろいろな

動きがありましたので紹介します。 

10 月 26 日、菅内閣総理大臣の所信表明演説で、2050 年実質ゼロカーボンが宣言されま

した。非常に世論的にも評価されていて、国際的にも受けがいいわけですが、冷静に考え

ると非常に高いハードルでありまして、国民一丸となって達成していかないといけないと

いうことだと思います。京都議定書以来の日本のエミッションのカーブは例えるなら水平

なのですが、それがいきなり垂直落下するようなイメージに私は捉えました。いずれにし

ても大変なハードルですが、いま議論している再エネ、省エネについては追い風になりま

す。 

それから系統について、ノンファーム型接続によって空き容量が無くても運用を工夫す

ることで繋げましょうということですけど、これが国の方で大分方針が固まってきました。

2021 年から全国展開という方向は出ていたのですが、来年の１月からノンファーム型の受

付を始めるということです。12 月までのＦＩＴの申込に間に合うことになります。 

実はノンファーム型の定義がはっきりしていなくて、北東北の募プロで行っているもの

が暫定ノンファーム型となっているのですが、あれはちょっと違います。 

東京電力さんが千葉などで試行型ということで行っているかたちが、言ってみれば本当の

ノンファーム型。東京電力タイプであるということと、基幹系統からまず始めるというこ

とで、それよりも電圧の低いところは引き続き検討ということであります。 
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基幹系統で空き容量がゼロのところはノンファーム型、それ以外は、設備増強を前提と

した一括検討となります。いずれにしてもノンファーム型が具体的に動くということにな

りました。 

それから今更という感じですが、フィードインプレミアムの詳細設計も検討を始めると。

詳細設計を議論する前に導入することを決めるというのはどうなのかと思っていたのです

が、議論が始まったということでございます。 

それから、前回も言いましたが容量市場の第１回入札が発表されて、14,137 円という非

常に高い価格が付いたということで議論を呼んでいるところです。この傾向が来年度以降

続くとすると、再エネから見ると非常によろしくない。 

どういうことかというと、卸市場から調達する小売り事業者は、相対契約でないため、

料金変更を交渉する相手がいないのです。卸市場からもっぱら調達している新電力会社に

は負担になってしまいます。ＦＩＴ電源は原則卸市場経由なので、ＦＩＴ電源の調達コス

トが上がることになります。だからこれは何とかしなければならない。今回の１年目の高

いコストが来年以降も続くことはないと思いますが、何とかこのことをしっかり認識して

もらい、制度の変更に取り組んでもらわないと、再エネの足を引っ張ることになる。冒頭

申し上げた、2050 年ゼロカーボンという大きな方針と、容量市場の制度設計というのがま

ったくバッティングしていることも含めて、国の方にものを言っていかなければならない

だろう。これは、地産地消を考えてＦＩＴ電源を活用していくというロジックに真っ向か

ら対立すると思っています。 

以上のようなことが、ここ１か月の間で起きていますし、いろいろな動きがやはり出て

きている。再エネをバックアップするような動きもありますし、油断するととんでもない

ことになるというものでございますし、留意しなければならないと思っているところでご

ざいます。 

 

それでは委員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願います。 

本日の進め方ですが、前回と同様、はじめに事務局からこれまでの議論を踏まえたプロ

グラムの骨子案について説明を受け、その後、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いたします。 

 

【髙橋課長】 

エネルギー政策推進課長髙橋でございます。 

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

まず「後期エネルギー政策推進プログラム（仮称）」の骨子案について説明させていただ

きます。これまで皆様からいただいたご意見を踏まえまして、骨子という形で整理させて

いただきました。 

 

１枚目でございますが、こちらはプログラムの全体的な概要についてまとめたものです。

資料左側のエネルギー戦略の基本構想に掲げる目指すべき本県の姿、開発目標の達成のた

め、様々な情勢変化を踏まえまして、今回の後期プログラムを策定しております。 
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資料右側になりますが、後期エネルギー政策推進プログラム（仮称）のところをご覧願

います。目的といたしまして、皆様からのご意見も踏まえ「山形県環境計画が掲げる基本

目標の達成を目指し」という文言を頭に入れております。エネルギー政策基本構想に定め

る本県の目指すべき姿の実現と、ゼロカーボンやまがた 2050 を見据え、世界や日本のエネ

ルギーを巡る動向や、山形県の現状と課題を踏まえ、具体的政策の展開方向を定めるもの

と整理しました。 

また、展開期間につきましても、昨今の再生可能エネルギーを巡る情勢は目まぐるしく

変化していることから、後期エネルギー政策推進プログラム転換期間については、令和３

年度以降のエネルギー戦略の後期 10 年間を基本としながら、３年ごとに見直しを行うとい

うことで、見直しの時期を前回の事務局案から変更し、３年ごとと変えております。 

政策展開の視点でございますが、前回お示しさせていただいた項目に変更はございませ

んが、③地球温暖化対策について、再生可能エネルギーの導入拡大だけではなく、利用促

進ということについても追記しました。 

以上が後期プログラムの全体の概要です。 

 

続いて、２枚目をご覧ください。ここからは政策展開の視点ごとの施策の考え方、方向

性と具体的施策のイメージをまとめたものです。基本的には前回お示しした内容となって

おりますので、前回からの変更点、修正点を中心に説明させていただきます。 

大規模事業の県内展開促進につきましては、施策の考え方、方向性として、２つ目に系

統運用の見直しに伴う出力抑制頻度の増加という文言を追記しております。 

一番下、太陽光パネルの廃棄処分への対応策、及びバイオマス発電についてＦＩＴ期間

終了後の持続可能なバイオマス発電事業のあり方等を協議していく、と加えております。 

２番目の再エネの地産地消につきましては、施策の考え方、方向性として、小水力発電

における山形モデルが評価されていること、加えて、他電源への展開も求められているこ

と。また、容量市場制度が新電力に与える影響といったことを追記するとともに、具体的

施策のイメージとして、それらに呼応した施策と、３つ目で熱利用の支援策について、事

業化に対する支援と、成果の県内波及を目指す施策を念頭に置いた書きぶりに修正してお

ります。 

３番目の地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの導入拡大・利用促進につきまし

ては、施策の考え方、方向性、具体的施策のイメージについては前回お示ししたものを基

本としておりますが、ゼロカーボンやまがた 2050 を達成するために必要となる再エネの導

入目標値について、前回、前々回ともご議論いただいているところであり、導入目標値を

定める予定にしております。ただし、図のところにペンディングということにしておりま

すが、目標値自体は、ＣＯ２排出量の抑制に寄与するという観点からキロワットアワー値

で考えなければいけないと考えております。ただ現在、省エネによる排出量の削減量、森

林吸収量等を合わせて試算検討中でございまして、まだ確定していないということで、最

終の第４回委員会までにはお示ししたいと考えております。環境計画と整合性を取る観点

で、省エネの削減量、再エネによる削減量、こうしたものを合わせて、ＣＯ２実質ゼロを

目指していきたいと考えております。 
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続いて３枚目の４番、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き

ましては、具体的施策のイメージとして、地域発のイノベーションを創出していくことを

目指す、県民参加型の取組みを進めていく旨を追記しています。 

５番目の災害対応の強化につきましては前回お示ししたものを基本としておりますが、

蓄電池併設再エネ設備を活用し、緊急時にも電気を供給できるシステムの検討など若干の

追記修正を行いました。 

６番目の自然環境と歴史文化との調和を図った再生可能エネルギーの導入につきまして

は、具体的施策のイメージとして、地域の自然環境や歴史文化との調和のとれた再エネ発

電施設の導入を住民合意のもとで進めていくことを目的として、住民や事業者及び県の役

割を明確化するための条例の制定を検討するという内容で案を作っております。具体的に

申し上げますと、事業者に対しまして、事業計画段階での地元への十分な説明を求めると

ともに、最終的な事業認定を知事が行う仕組みを合わせて考えてはどうかと考えておりま

す。これまでのご議論では、事業者の自主性に任せてもいいのではないかといった意見や、

山形発の規制が全国に広まるということへの懸念等の意見をいただいたところです。一方

で、行政として、問題が起きて何も対応しないわけにはいかないということはご理解いた

だきたく存じます。また先日来の問題を受け、何らかの規制措置を考えてほしいという要

望も承っているところでございます。そこで、なるべく事業者の方に負担をかけることな

く、かつ実効性を持った措置というものを考えた結果、こうした内容を盛り込んだ条例の

制定が適切ではないか、との考えに至ったものです。 

またこれと合わせまして、事業者と地元が協調して、円滑に事業を進めている事例の周

知を図ることも必要ではないかということも入れたところです。 

以上が、後期政策推進プログラムの骨子案なります。 

 

続きまして個別課題に対するヒアリングを、山家委員長と私で行いましたので、その概

要について御報告いたします。 

「個別課題に対するヒアリングの概要」をご覧ください。 

今回は、次期プログラムにおける地域新電力の関わり方というテーマで、株式会社やま

がた新電力の関係者にヒアリングを実施させていただきました。 

主な内容としましては、ＦＩＰ制度下において、アグリゲーターが必要と言われており、

やまがた新電力の受け止めはどうか、といったことに関しましては、アグリゲーターにつ

いては、どの程度電力の需要があるかを把握しながら検討していくことが必要であり、そ

の場合には、電力の需給調整ができる人材の採用、育成が必要となるとのことでした。。 

需給調整自体のノウハウは、やまがた新電力としては持っているので、発電所が自前で

需給調整を行いたいといった場合の指導等も考えられる、といったお話をお聞きしました。 

また、地域新電力の創設にはどのような関わり方が可能か、といったことに関しまして

は、事業計画の作成の段階からの支援が可能であり、市町村レベルでも地域新電力による

事業の拡大を前提として、設立後には、供給に必要な電気をやまがた新電力から各地域の

地域新電力へ卸供給をしながら、需給調整業務の提供が可能ではないかと考えているとい

ったお話をお聞きしました。 

また、県内で作られた環境価値を、県内の需要家が享受していくために、課題と感じて
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いることはあるか、といったことに関しては、現行制度では非化石証書の転売ができない

ことが課題である。 

また、今後進むであろう洋上風力発電についても、県内の地域新電力が、県内の需要家

に供給できるような、供給先とセットの仕組みを公募要件に入れていただくことを検討い

ただきたい、といったお話をお聞きしました。 

最後に、容量市場拠出金が収支に与える影響はどうか、ということに関しましては、先

ほど委員長からのお話にありました通り、初年度はかなり高額となっているが、ただその

上で、経営が成り立つようにしていかなければならない、といったお話をいただきました。 

これらのお話から、後期プログラムの展開において、やまがた新電力が大きな役割を果

たしていただけるものと認識したところです。 

私の方からの説明は以上となります。 

 

【山家委員長】 

それでは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いたします。今回も発言の順番は、委

員名簿順に指名いたします。 

それでは桂木委員、お願いします。 

 

【桂木委員】 

ご説明をいただいた内容順に意見を述べさせていただきますと、まず、後期エネルギー

政策推進プログラムの目的のところで、山形県環境計画が掲げる基本目標の達成とエネル

ギー政策基本構想に定める本県が目指すべき姿ということで、山形県環境計画が掲げると

いう文言がプラスされているということでございますが、まさにこれは必要だと思います。

先ほど山家委員長からお話がありましたとおり、10 月 26 日以降世の中がものすごく変わ

っていることを実感しておりまして、環境省や経済産業省の担当者の方といろいろ話をす

るときに、これまでは、経済産業省はエネルギー推進、環境省は環境を守り、地球温暖化

対策を進めるという立場で、相対するような発言があったのが、今は両方が協力して 2050

年のゼロカーボンを目指して仕事を進めなければいけないというような発言がすごく多く

聞こえるようになってきまして、そういった意味で、この環境計画とエネルギー計画って

いうのはリンクさせて考えなければいけないという思いを強くしております。 

その中で環境省は、2050 年のカーボンニュートラルに向けた環境省の成長戦略というも

のを発表しておりまして、その中で、３つの星として、１番目が地域の再エネ主力化、イ

ノベーション社会実装で地方創生しよう、２番目が動く蓄電池としての電動車の普及を拡

大させる、３番目が住宅の脱炭素化を進める、ということで、この３つを環境省としてま

ず頑張るということをすでに発表済みです。 

経済産業省につきましては、12 月末までに、今回の 2050 年ゼロカーボン宣言を受けた

実行計画を発表するという話をされています。そうした国の動きもしっかりと見てすり合

わせをしながら、山形県としてのエネルギー戦略を考えていかなければいけないと思って

おります。 

続きまして２枚目のところで、再生可能エネルギーの地産地消の熱利用の部分について、
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こちらに記載されている、いまだ設備導入コストが高くて普及が進んでいないという、私

ども熱に関する仕事をしている人間としては忸怩たる状況ではありますが、たまたま先週、

デンマーク大使館の方と、地域熱供給や熱利用についての勉強会がございまして、いろい

ろお話を伺いました。具体的な事例として、デンマークの首都コペンハーゲンであれば、

コペンハーゲンの広域において 98％が地域熱供給となっているという話があって、98％も

地域熱供給になるにはいつからそういった仕事を始めているのかと尋ねたら、1903 年から

スタートされているとのことでした。100 年以上の歴史を持って、少しずつ熱の導管など

を広げてきて、今はコペンハーゲン広域で 98％。そして、それによって 1990 年比でエネ

ルギー消費量が 17.5％も下がっているということで、個別暖房よりも地域暖房の方がはる

かに熱消費を下げることができるという具体的な話を伺うことができました。山形も緒に

ついたばかりかと思いますが、こういった地域熱供給ということも少しずつ考えながら、

2050年や 100年後の姿を目指した地域の作り方について考えなければいけないのではない

かと思った次第です。 

それから３枚目、災害対応力、レジリエンスの強化の部分の具体的施策のイメージのと

ころで、Ｖ２Ｈ等の新たな仕組みを踏まえるというものがございますが、最近はＶ２Ｈだ

けでなくＶ２Ｂも捉えられております。要はＺＥＨとＺＥＢの話と同じで、住宅に対して

蓄電池というもののみならず、建物・事業所に対しても蓄電池が必要で、そういった意味

で、事業所の蓄電池の役割を動く蓄電池としての電動車が担うというような世の中に変わ

ってきているという話を承っております。ぜひここにはＶ２ＨのほかＶ２Ｂという文言も

プラスしていただきたいと思いました。 

最後に、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の部分で

すが、デンマークには「ウェイストトゥエナジー（Waste to Energy）」という言葉があり

ます。例えば、ごみ焼却炉は人々があまり自分の家の近くに置いて欲しくないと思うけれ

ども、一方で非常に高い熱を創ることができます。一般的には市民が嫌がる施設を、その

施設にどれだけ価値があるかということを市民にしっかり説明して迷惑施設にならないよ

うにする。そしてできるだけ街の近くにそういったものを作って、熱需要から近いところ

にごみ焼却炉等を建設して、より効率的に熱供給できるような施策をしっかり行っている

というようなお話を伺いました。具体的には焼却施設等を建てるときに、美しい建物であ

って、市民の憩いの場所となり、見学・学習等が可能である施設とする旨を条例や施策と

してしっかりと決めて、その上でデザイン等も市民から公募して作っているということで

した。ぜひ今後、山形県に新しいエネルギー施設等が建つ場合には、こういった考え方、

市民に対し、エネルギー施設が建つことでどういったメリットがあるかということ、また

どういった点を受け入れなければいけないのかということを説明できるような、そういっ

た施策も必要ではないかと感じてきたところです。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは加藤委員、お願いします。 

 

【加藤委員】 
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１番の大規模事業の県内展開ということについては、当然、その中心的役割を果たすの

が洋上風力ということになると認識しております。その課題として、系統の確保というこ

とについては、山家委員長の話のとおり論を待たないものと理解しております。もう１つ、

酒田港の拠点港化ということについても、ここに具体的施策のイメージをしっかり入れ込

んでいただきたいと思っております。それから、拠点港化を考えるにあたって２案件以上

というサジェスチョンがあることも踏まえ、遊佐町沖と「その他の地域」に広めていくと

いうことが書いてございますけれども、その他の地域といっても酒田沖と鶴岡沖しかない

わけなので、この表現について、酒田市沖・鶴岡市沖とはっきり書いていただく、あるい

は酒田市以南沖とか、具体的な施策としてわかりやすい表現にしていただくといいのでは

ないかと思っております。 

それから、４番の地域資源の活用というところの具体的施策のイメージですが、再エネ

を活用した地域課題の解決ということについて、ここのところ特に、スーパーシティやス

マートシティ等の IоT 絡みの政府発信も含めた施策、具体的な手段というのが随分出てき

ているようで、私どもの方にも行政側に提案したいという話をいただいたりしています。

スーパーシティ・スマートシティ両方とも、デジタル化ですとか、酒田港であれば再エネ

の拠点港やスマートグリッド的なイメージというのは考えられる可能性があるのではない

かと思いますので、どう入れ込んだらいいかちょっとわからないのですが、この点最近こ

ういう傾向、トレンドになってきているという意識を持っておくべきではないかと考えて

おります。 

最後に、自然環境や歴史文化との調和ということで、大型の風力発電が地域に及ぼすマ

イナスの影響が小さくないことを認識させられたと同時に、なぜ再エネの導入をしなけれ

ばいけないのかという両方の啓蒙が必要だと思います。規制があることは当然だと思いま

すが、例えば、現在、環境省のサイドでは国定公園に再エネ施設を作ろうという話がある

と認識しておりますし、関心をプラス、マイナス両方で高めていく啓蒙については、県側

にもお願いをしなければいけないと思います。 

前回も申し上げましたが、一応、事業者は法律違反をしているわけではありませんが、

条例という形で絞られることについては一定の理解をしなければいけないのだろうと思い

ます。ただし、マイナスの方面ばかり着目していくということにはならないようにしてい

ただきたい。なぜ再エネを導入していくかということについては、ルールやプログラムの

中で前提となる目標があろうかと思いますので、なぜ導入しなければいけないかという啓

蒙をしないと、マイナスのことばかり注目されてしまうという可能性があるということも

含めて、この点はかなり気になるというところでございました。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは秋葉委員、お願いします。 

 

【秋葉委員】 

山形銀行の秋葉です。後藤の代わりに本日出席させていただいております。 

今回の議題に対するコメントとして、まず次期エネルギー政策推進プログラムの骨子案
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につきましてはその方向性に賛成いたします。プログラムの展開期間につきましても、前

回委員会で委員の皆さまから出た意見を基にした３年ごとの見直しということで、時勢に

合わせた政策が展開できるようになるかと考えております。 

地域金融機関としましては、①大規模事業の県内展開促進に記載されております、新た

な制度化におけるファイナンスのあり方を研究することについて、特に重点を置いて今後

の活動を検討していく所存であります。固定価格により一定の売電収支見通しを立てられ

た FIT 制度と異なりまして、市場連動の FIP 制度につきましては、事業者、金融機関の両

面で、運営の検討が必要ではないかと感じております。地域金融機関として、メガバンク、

政府系の金融機関、先進的な取組みを行っている県外他行との情報交換を密にしまして、

県内へのアウトプット方法について、県をはじめとする関係者との協働を模索していきた

いと考えております。 

また再生可能エネルギーの地産地消の観点では、株式会社やまがた新電力様が培ったノ

ウハウの活用について、当社を含めて議論を進めていくべきものと感じております。新電

力会社の経営は外部環境から受ける影響が大きく、新たな分野への取り組み等、経営安定

の両立を県全体でサポートすることが再エネ地産地消に繋がるものと考えております。 

政策全体を通しまして、官民両者が持つそれぞれの強みを発揮しまして、それを組み合

わせていくことが目標達成に必要な体制ではないかと感じております。特に、現在、太陽

光発電事業や風力発電事業を実際に行っている事業者様のご意見とご経験談は、県内事情

を把握する上でも大変貴重なものだと思いますので、プログラムの策定、周知と同時に、

広く実体験に基づく意見を募る機会があれば、３年後の見直しの際にもいいのではないで

しょうか。今回提示された骨子案を元にゼロカーボンやまがた 2050 の達成に向け、当行も

微力ながら進めて参りたいと思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは清野委員、お願いします。 

 

【清野委員】 

まず展開期間について、３年ごとの見直しとしていただいたことは大変ありがたく考え

ております。ここはやはりそれが必要だと思っております。 

２つ目は６つの施策の順番なのですが、自然環境や歴史文化との調和という項目が最後

に来ているわけですけれども、この点が、実は県民の皆さまの再エネに対する印象、関心

を非常に左右しているような気がしております。ですので、これを一番上に持ってくるか、

もしくは①大規模事業の県内展開促進のすぐ下に持ってきてセットだというような意思表

示をはっきりと示された方がいいのではないかと思っています。 

②について、容量市場の制度設計については先ほど山家委員長から話があったとおり急

務だと思っているので、次の入札時の制度変更を含めて、国にしっかり提言をしなければ

ならないと思っています。 

⑤に関連して、設備の保守メンテナンスについては、再エネ設備の保守メンテナンス技

術をしっかりと県内の企業に醸成、継承していくことが重要でありますので、そういった
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ところの技術は県内企業にしっかり残すというところも必要だろうと思っています。 

戻りまして④については、④の２つ目、環境価値を地域で流通させ、利益を地域課題解

決のために還元していくというのが、非常にイメージしにくい表現になっています。具体

例として先ほど加藤委員がおっしゃったようなスーパーシティへの転換・挑戦とか、そう

いったものを入れた方が読む側としては非常に理解しやすいという感じがいたします。 

そして、省エネでありますとか、もしくはエネルギーの効率使用というところの表記に

ついて少し薄い感じがしましたので、以前藤原委員からお話がありました、蓄電池の他に

も、高効率のヒートポンプ技術など新しい技術を使った高効率機器の促進というような記

述も入れるべきだろうと思っています。 

最後に、株式会社やまがた新電力に対するヒアリングの中で、非化石証書の転売につい

て言及されております。今後、マイクログリッドで、各地域・市町村単位で小さい地域電

力会社を立ち上げていこうという建付けの中では、この非化石証書の転売をしっかりと可

能にしていくことが、購入する側にとってのインセンティブにもなるだろうと思いますの

で、この転売可能の道筋についても国に要望をしっかり行っていく必要があると思ってお

ります。あわせて、この点の具体的施策イメージへの記載が必要かと思っております。 

 

【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。 

 

【中島委員】 

まず１枚目の資料については特に問題ないと思います。 

表記に関する話なのですが、①の２つ目、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、と書いてありますけれども、小水力とかバイオマスにつ

いてもおそらくＦＩＰが適用となる範囲が広いと思いますので、言い回しを変えて、すべ

ての種類のかなりの部分がＦＩＰに移行すると思います。そういう趣旨の表現にしたほう

がいいのかなと思います。 

また、同じところの具体的な施策についても、これは２つ目の発電事業者や小売電気事

業者向けの勉強会、要は県内で実際に再エネに関わる皆さんにどんどん知識を備えていた

だいて、積極的に事業展開していただく。これは非常に重要なポイントになると思います。

だからこそ、置き場所として①の中に入っていますが、むしろ①から⑥の全体に関わると

いうことを考える必要があると思います。加えまして、事業者に勉強していただくという

前提として、県にもしっかり勉強していただく必要があって県が知恵袋にならなければい

けない。専門家を呼んでくればいいという話ではなく、県がしっかり情報を集めて整理し

ていく必要があります。全体に関わるものとして、何らかの活動を展開できるように、県

が、しっかり情報を集め、展開を広げていくということができるような枠組みを作ったほ

うがいいのではないか。幸いなことに山家委員長はじめ各分野で情報をお持ちの詳しい方

がいらっしゃいますから、ぜひそういった仕組みを作られることがいいのではないかと思

います。 

次に②ですけれども、アグリゲーションについて大きく取り上げていただきました。こ
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れは本当に大事なことであると思っています。その中で、前回も水素に絡めて少しお話し

ましたけれど、需要側の資源であるデマンドレスポンスについてはこれから重要な意味を

持ってきますし、特に地域の施策において重要となります。キーワードとしてデマンドレ

スポンスを入れて、供給と需要の両面に渡って、積極的なアグリゲートを行っていくとい

った表現にした方が、より新しさが出ると考えます。 

それから、③の環境価値の話の関係で、先ほど清野委員から非化石証書の転売の話が出

ましたが、これは市場への対応が大きな枠組みとしてあって、全体的に国の大きな動きと

して、これからの再エネの普及あるいはＣＯ２対策は、できる限り市場のメカニズムを活

用した方策で進めるということが大きな流れになっています。 

環境価値についても、様々なメカニズムが市場を通して生まれてくることになると思い

ますので、市場を意識した、市場を活用したビジネス展開、非化石証書の転売も含めた市

場への対応が大事になってくると思います。 

④ですが、何か修正があるわけではなく、項目として取り上げていることは重要だと思

います。私も、各地で地域の再エネ資源を活用して村おこしをやっている方々とお会いす

る機会があり、最近では、岡山県の西粟倉村が優れた展開をしています。ひとことで言う

と、多種多様な再エネや省エネを組み合わせて、いくつもの新しい事業体、株式会社を生

み出しているという事例です。後程、事務局の方へ資料は送付します。 

⑤の具体的施策のイメージについて、ＦＩＴの継続という言葉がありますが、先ほども

申し上げたとおり、これからは市場に対応していかなければならないので、ＦＩＴの継続

という言葉は記載しない方がいいように思います。 

これから１０年間のビジョンを作るときに、おそらくＦＩＴ時代ではなくなります。地

域活用電源がレジリエンスに役立つので、地域に資源があれば、強く応援してほしいとい

うことはあってもよいと思うが、ＦＩＴという言葉を入れない方が、未来的、発展的にな

るのではないかと思います。局所的なマイクログリッドについても、新しい動きがあるの

で、後で資料を送付したいと思います。 

⑥ですが、今、非常に注目されている部分です。経産省も、地域共生型のような言葉を

使って、経産省としても応援できるような仕組みを考えたいということを言うようになっ

てきています。私は、こういったことこそ、国よりも、自治体の方が先行して新しいモデ

ルを作っていく分野だと思っています。 

現実に、長野県の飯田市が６～７年前に条例を策定しており、条例の下で、市長が再エ

ネ設備の建設を認定する制度を運用しています。私も、条例制定から関わりましたので、

私からお出しできる情報もあると思います。飯田市では地域環境権というキーワードを使

っていますが、そういった事例を参考にして、ぜひ経産省の先をいく制度を山形県が作っ

ていけばいいのではないかと思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

それでは藤原委員、お願いします。 

 

【藤原委員】 
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６つの視点に関しての具体的な記載について述べさせていただきます。 

まず１番目の大規模事業の県内展開促進について、今回の推進プログラムにつきまして、

目的のひとつとしてゼロカーボンやまがた 2050 を見据えることとしておりますけれども、

そういった意味で言うと、この具体的イメージのところでメタンハイドレートの開発促進

ということを記載している点がちょっと気になっております。日本近海は世界有数のメタ

ンハイドレート埋蔵地帯でありまして、とりわけ日本海側はその純度が高いと言われてお

ります。日本にとってもエネルギーセキュリティー向上のため、将来貴重なエネルギー資

源として期待されているところではあります。 

一方でメタンハイドレートというのは、石炭や石油と比較して燃焼時の CO2 排出量が

30％少ないとされており CO2 排出削減には役立つと言われているものの、燃料を燃やすと

いうことから結局カーボンニュートラルではないわけですし、回収できずに大気中に放出

されるメタンは気候変動に CO2 以上の深刻な影響をもたらす可能性があるという指摘もあ

ります。そうした中で、具体的の施策のイメージ、さらには開発促進対象として表記する

ことの是非を検討された方がいいように感じております。 

３番目、地球温暖化対策ですけども、施策のイメージの２つ目に環境計画に定める再エ

ネ導入による CO2 排出量削減量の目標値達成に向け、再エネ導入を進めていくと書いてあ

りますけれども、県の第４次環境計画と、後期エネルギー政策推進プログラムの策定時期

はいずれも来年の３月でありますし、2050年のカーボンニュートラルをゴールとした時に、

2010年に定めたエネルギー戦略の開発目標との整合をどのように図るのかが気になるとこ

ろです。この２つが親子関係にあるということであれば問題ないかもしれませんけれども、

基本的にそれぞれ独立した計画ということであれば、例えば開発目標は、環境計画の実現

を見据え必要に応じ見直す、などの書きぶりの方がふさわしいように感じたところであり

ます。 

それから同じところの３つ目、水素利用に関して、2050 年のカーボンニュートラルを達

成する上で、電力業界はもとより全産業分野において重要な鍵を握る切り札の一つと考え

ております。具体的施策の記述は、水素を新たなエネルギー資源とした書き方となってお

り、それはそれで正しいと思いますけれども、再生可能エネルギーとの関係で捉えるなら

ば、CO2 フリーの水素製造等の視点で記述することが望ましいようにも思っております。

さらに申し上げれば、水素製造に関して様々な課題があることは承知しておりますけれど

も、再生可能エネルギーによる水素供給システムを構築することによって、地域課題の解

決と水素利用をもっと幅広く施策展開に活用できるのではないかと感じたところでありま

す。 

最後に全体を通しての感想を申し上げますと、このような県民の暮らしに密着した事業

に関する委員会には、消費者団体の代表の方等が出席されるケースも多いと思いますけれ

ども、今回このように専門家、事業者のメンバーで構成された委員会となったことで、施

策の内容が我々事業者の見方・感じ方に偏ったものになっていないかという点に注意しな

ければならないと思っております。また、災害対応力の強化とか、エネルギーコストの低

減、地域資源の活用など、結局は利用者である県民に理解されてこその施策だと思ってお

ります。生活に直結する施策、例えば再エネの地産地消とか、各地区での地域新電力の創

出といったようなことに関しては、それが県民の利益にどう繋がるのかという県民との関
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わりをもう少し表現していただけたら、なおすばらしいプログラムになるのではないかと

感じているところでございます。 

 

【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】 

藤原委員がおっしゃった話に共感することも多いのですが、まず、この３枚の資料です

べてが終わるのかどうか、後ほどお答えいただけると思いますが、やはりこの３枚の資料

だけではわかりにくいです。再エネの分野が非常に専門化している部分があって、専門家

でさえわかりにくくなっているけれども、一般県民にも理解していただけるようにするに

は３枚では足りないのではないか。もう少し、本文的な説明であったり、用語解説であっ

たり、たくさんの説明がいるだろうという感じがしました。 

全体の情勢としては、政府のカーボンニュートラル宣言が出たということ。それから、

山形県で出羽三山の大規模風車の問題があったので、そうした点が今回非常に注目される

だろうと思うのですけれども、今回の出羽三山の事例は、特異な事例ではないと思います。

政府がカーボンニュートラルを目指すならば、こういう事例が全国で多発するということ

を、政府担当者も理解されているだろうと私は感じております。ですから、正に山形モデ

ルという、そういうことも含めたモデルなのだろうということで、ぜひリーダーシップを

とっていただきたいし、そういう条例になることを期待しております。 

そうした中で、施策の視点の順番について、清野委員からもお話がありましたけども、

１番目に大規模事業の県内展開促進が来る、これはさすがにないだろうと思います。カー

ボンニュートラルも含めて地球温暖化対策のために再エネがあるわけですから、③が最初

に来ないとおかしいだろうというふうに思います。 

また、②の地産地消と、④の地域経済循環及び地域の課題解決、ここの中身がわかりに

くい。④について見ても、先ほどの環境価値の話ですとか、一般の方にとってはおそらく

わかりにくいかと思います。ここは制度の話と経済的な話と２つあり、②の方で言うと容

量市場の話ですけれども、容量市場の制度設計をどうするかというのは国の問題と言えば

国の問題なのですけれども、それを変えていけるように地方からの要望活動が大事。地域

の現状に即した制度設計が必要だということをきちんと書いていく、主張していくことが

大事だと思います。 

制度設計の話、環境価値を含めた経済の仕組みの話、それらをどう地域循環させていく

のかという地域視点の制度や経済システムという部分の整理をしていただく必要があるの

ではないかと思います。 

それと④の中で言うと、地域の課題解決というキーワードが出てきまして、僕も大事な

点だと思うところですけれども、これが一体何だろうなと、わかりにくいのではないかと

思います。そこで、この中に、例えば「ＳＤＧｓ」などという視点を引き出すことで、大

分見えてくるかと思いますし、県としてもＳＤＧｓに力を入れているので、そういったキ

ーワードはいずれかにあってもおかしくはない。ＳＤＧｓはグローバルな話ですが、ロー
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カルＳＤＧｓ、あるいは環境省等が考える「地域循環共生圏」といった概念をもう少し取

り入れながらお話をするのがいいかなと思います。 

また、再エネ熱の話も大事だということで、これはエネルギー戦略が出た当初からの話

題であると思います。もちろんこの中に盛り込まれているのですが、全体の施策、あるい

はこの１から６の中に熱の項目を設ける。これに関連して、先ほど出た自動車のＥＶ化と

いう点も今後重要な話になってきます。山形の交通システムをどうしていくということも

合わせて考えていく。やはり長距離移動が多いので、その中で自動車のＥＶ化も含めてど

ういう利用があるのかということは大きい研究課題だと思います。欧米では再エネを考え

るときに、電気と熱と交通、この３本立てで考えるわけですので、山形でもせっかくそう

いう形でスタートしているので、施策についてもそういった整理をもうちょっとわかりや

すく立てていただくことが、県民目線に立った戦略になっていくのではないかなと思いま

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】 

他の委員からも出ましたとおり、政策展開の視点に関しては県の姿勢として捉えられる

ものですので、順番や中身の整理が必要だと思っております。やはり大規模事業の展開が

最初にあると、県がこういう姿勢なのかと捉えられかねないので、まずは大事な軸となる

視点を掲げる必要があると思います。 

私の活動分野から言いますと、②エネルギーの地産地消の件で熱利用の部分ですけれど

も、いまだ設備導入コストが高く普及が進んでいないということが説明の中にも書いてあ

ります。実はバイオマス分野に関しては、単体で入れる場合、コストが安ければ入れられ

るというものでもなく、森林の問題や、生産者ないし地域の事情が選択、事業化の余地に

関連するということがありまして、この点をカバーできる支援があるともっと進むという

ことがあります。現場の声、とりわけ市町村の考え方について担当者と話しますと、市町

村が掲げるビジョンや姿勢、計画について、10 年前からしなければならないと計画されて

いる中で、この 10 年でどれだけ変わっているというすり合わせがなかなかできないと聞き

ます。市町村担当者も兼務しながら仕事をしている中で、どういったものがどう組み立て

られるのかということを、国・県・市町村という構造がある中で、外から来る事業者から

地域でこういう事業をしたいと言われても判断できないといった話もあります。こういっ

たことを踏まえ、県の立場として情報提供という効果ないし支援というものが、公共の立

場からされることがあってもいいと思います。 

また、小水力をはじめとした事業を民間事業者と進めていく中で、いろいろな関係機関

や部署に説明して合意形成を図る必要がありますが、その点に非常にナーバスになってお

ります。悪いことをしているわけではないのですが、どうしても、何か反対の声があがっ

たらどうしようという不安があります。もちろん、そういった意見を受ける心づもりで説

明に行くわけなのですが、そうしたことを考えると一歩踏み出すところを躊躇するという
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実情があります。これについては、県から少し背中を押してほしい、仲介に入ってほしい

という声を聞きますので、市町村や民間企業、そして地元を繋ぐ仲介の役割についてここ

で標記することが、事業の現場、このプログラムを受け取る側としては非常にありがたい

と思います。 

地域資源活用による地域経済循環及び地域課題の解決に係る具体的施策のイメージで、

コンサルティングや施設設備メンテナンスを行う事業者の人材育成が挙げられております。

やはり地元がどう情報を蓄積しているかといった、地元がメインとなる考え方が必要です。

東京には専門業者がたくさんいるからといって、呼んでくるよりは、地元で、自分たちで

事業を行っていく、それを手助けする人材や事業者もいるということを明確化して、取組

みを推し進めていく必要があると思います。情報の蓄積に関しては、民間任せというより

も、公共である市町村や県で、事業の判断や、情報を蓄積できるような体制を整えるとい

う姿勢を示してもよいのではないかと思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございます。 

それでは吉村委員、お願いします。 

 

【吉村委員】 

今回もリモートで出席をさせていただきます。 

全体的には、今後 10 年間の計画案、非常によく出来ていて、全体として私はいいのかな

と思っておりますが、少し意見を述べさせていただきます。 

まず、①大規模事業の県内展開促進というところで、先ほど加藤委員もおっしゃいまし

たが、遊佐町沖の洋上風力をできるだけ早く実現化に持っていくということで、私も責任

者として、ぜひ目指していきたいと思っております。 

もう１つ、メタンハイドレートですね。まだ海のものとも山のものともつかない話で、

これから研究をしますという段階なのですが、ここだけがこのような文言になっておりま

す。他はかなり具体的な話が出ているのですが、メタンハイドレートだけは「研究を進め

る」という表現で、何を研究するかなど具体的になっていないので、ぜひどうするか考え

ていただきたいと思います。 

それから、⑤災害対応力では、風力発電に蓄電池を併設してそこに電気を貯めて、自前

の系統を少し作ることで、万が一、災害が起き停電が発生した場合に、そこから自家発電

で電力が供給できるような形ができないだろうかということを県には話してございます。

また、ヨーロッパでは 2035 年くらいまでにガソリンエンジンの車を廃止して、すべて電気

自動車に切り替えると明言していますので、日本でもいずれその年代頃には電気自動車に

切り替えるということになると思います。そうなれば、蓄電池に対する充電用の電気が非

常に重要になりますので、そういった意味でも風力発電は極めて有効な電力になるのでは

ないかと思っております。 

最後に、県の政策の中にまったく出てこないものが地熱発電あるいは地熱の利用という

ものです。山形県は火山性の地熱発電の場所というのはないのでしょうか。県全体の地の

利がわかりませんが、例えば秋田県では４か所で発電していて、２か所が開発中というこ
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とで、計６か所で地熱発電を進めるということを決定しております。山形県で地熱発電あ

るいは地熱の利用というのがどこかに何かないのでしょうか。ぜひ教えていただければと

思います。 

 

【山家委員長】 

ありがとうございました。 

 

今日は委員の皆さまからすごく良い意見が出ていると思います。事務局案がこれまでの

議論をうまく整理している案になっていると思いまして、だからこそいろんな意見が出て

きたのかなと思います。 

それでは、いろいろ質問がありましたので事務局からお答えいただきたい。 

そのあとで時間があれば私から感想を述べたいと思います。 

 

【髙橋課長】 

委員の皆さま、たくさん貴重なご意見いただきまして、ありがとうございます。 

全体として、項目の順番について皆さんからたくさん意見をいただきまして、環境計画

の中に位置付けた形で、今後の再エネ導入を考えるというスタンスに立って考えていきた

いと思います。 

それから、吉村委員から地熱の話に関する質問をいただいたところです。山形県内には

温泉地がたくさんございますが、地熱発電に必要な温泉の温度、湯量といったものが地熱

発電をするには条件を満たさないところが多く、これまでもいくつか計画があったところ

ですが今は進んでいないという状況になっております。ただ、民間の方で地熱発電を考え

たいという動きがいくつか出てきております。まったく外すという考えではなかったので

すが今のところ記載をしていなかったので考えていきたいと思います。 

それから、環境価値のところの方向性がイメージしづらいという話をいただきました。

非化石証書の転売について国へ要望すると明記すべきではないかという話をいただきまし

たので、こちらについては記載を検討していきたいと思います。 

メタンハイドレートについても、ゼロカーボンの流れから言うとここにあるのはどうか

という意見をいただきました。これについては、大きくエネルギー政策ということで、こ

れまで日本海側 12 府県共同で取り組んできたということがありましたので記載しました

けれども、ゼロカーボンの時代になり、またメタンについてもどうかというところもあり

ますので、そうした書きぶりについて考えていきたいと思います。 

それから記載についても詳細に皆様からご意見いただきました。三浦委員からは、この

３枚だけではわかりにくいという意見をいただきましたけれども、今後プログラムについ

て素案を作っていく中で解説を入れる等により詳細のものを作成し、わかりやすく記載す

るようにいたします。 

 

【山家委員長】 

今日の感想ですが、まず、この案は骨子であって、報告書っていうか本文は別途書くこ

ととなります。 
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それからやはりゼロカーボンというものが、今回国としても県としても大きな論点ハイ

ライトですが、その一番肝心なところがペンディングになっていますので、その点は次回

議論となります。 

各委員のご意見について、藤原委員のご希望は非常にもっともで、山形県の 2030 年の

CO2 削減量目標があって、それには再エネがこれくらい必要だと出たときに、再エネの開

発と整合性が取れている必要があるということです。100 万キロワットでいいのか、まっ

たく足りないのかは非常に重要なところですね。まったく不足するならばやはり何とかし

なければなりませんし、いやもう十分だとなれば、環境等いろいろ配慮して、あまり無理

しない範囲で、皆さんが納得できるところを進めていくという手順になると思います。こ

のあたりの考え方によって議論がかなり変わってくると思いますので、肝心のところがペ

ンディングだというのはよくわかる、というところがあろうかと思います。 

また中島委員がおっしゃった勉強会というのは②に出てくるのですが、これだけではな

いというところで、やはりいろいろ勉強するところや検討していくところがあるかと思い

ますので、このあたりは整理が必要になるかと思います。 

それから加藤委員、清野委員から具体的にスマートコミュニティ、スーパーシティ、ス

マートシティという話がありました。これらは、地産地消推進等は何となくわかるけどイ

メージがつかみにくい面がある。せっかくこれだけ時間をかけて検討を重ねているので、

言葉が出たというだけで終わってしまうと非常にもったいない。これらを確実に、具体的

な形に落とし込んでいく中で、骨子を踏まえた報告書に仕掛けとして入るということを皆

さん望んでおられる上での発言だったのかなと思います。 

 

少し時間がありますので、これまでの議論を踏まえて、何か質問や、言っておきたいこ

とがあれば、いかがでしょうか。 

 

１点言い忘れたことがありました。 

「なぜ再エネを進めるのか」ということはきちんと地元に説明していく必要があります。

この点は委員からも意見がありまして、非常に大事なことです。 

私は今週、長崎県の壱岐と対馬に呼ばれて洋上風力の検討に参加してきました。その中

で、漁業組合や商工会、首長の方々に対し、漁業との協調については本県の委員でもある

中原さんから説明して、私からは地域にとって何がいいかということを説明してきました。

具体的には「11 の嬉しさ」として 11 項目を話したところ、漁業組合の方も含めて一定の

イメージを持っていただいたようでした。やはり地域、地元の方に対して、再エネの何が

いいのかということをきちんと、もう一度原点に帰って説明していくことが大事なのかな

と思ったところです。 

 

それでは今日は大変貴重なご意見を頂戴いたしました。 

一通りご議論がありましたので、事務局にお返しします。 

 

【事務局】 

活発なご議論、誠にありがとうございました。 
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また山家委員長におかれましてもご進行ありがとうございました。 

今後につきましては、今日いただいたご意見を踏まえて骨子、本文作成という形で最終

的に整理させていただきながら、来月には市町村への説明会も開催したいと考えてござい

ます。 

その後、年明けに開催予定の最終の委員会で、プログラム案として皆様にお示しさせて

いただければと考えておりますので、またよろしくお願いします。 

以上をもちまして、第３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。 


