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は じ め に  

地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたるため世界全体で取り

組まなければならない喫緊の課題であります。そして、本村の自然環境や

生活環境に多大な影響を生じさせる可能性を有する問題でもあります。 

つまり、地球温暖化は世界や国だけでなく、本村も直面する問題であり、

これを防止し、豊かな本村の環境を将来に引き継ぐためには、村民・事業

者・行政が一体となって取り組む必要があります。 

 

これまで、森林資源の減少や化石燃料の消費によって排出する二酸化炭

素によって地球温暖化問題が叫ばれる中、球磨村では、平成 16 年度に「球

磨村新エネルギービジョン」、平成 17 年度に「球磨村地域省エネルギービ

ジョン」、さらに昨年度「総合エネルギー計画」を策定し、本村のエネル

ギーに関する将来像を実現することを念頭に、再生可能エネルギーの積極

的な導入と、村内全体の省エネルギーを推進して参りました。 

今回の計画は、本村全体での二酸化炭素排出削減に向けた対策・施策を

明確化すると共に、これまでの取り組みをより具体的な行動として推し進

めていくためのアクションプランとしても位置付けております。 

 

本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました球磨村地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）策定委員会をはじめ、関係各位に深く感謝申

し上げます。 

 

計画の実施にあたって、今後ともなお一層の御指導、御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

平成２７年３月       

 

 

 

 

 

 

 

球磨村長 柳詰 正治 
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第 1 章 実⾏計画策定の背景、意義 

地球温暖化の仕組みと影響地球温暖化の仕組みと影響地球温暖化の仕組みと影響地球温暖化の仕組みと影響    １ 

地球の表面は太陽から届いた熱によって暖められ、夜になると蓄えられた熱

が宇宙に放出されて気温が下がります。この時、地球の温度が下がり過ぎない

ように熱を吸収して地表に止めているのが温室効果ガスで、これにより 20 世紀

半ばまでは地表付近の平均気温が 15 度前後に保たれていました。 

しかし、産業の発展に伴い、

石炭や石油などの化石燃料を

大量に消費するようになり、大

気中の二酸化炭素濃度は 200

年前と比べ約 35%増加しまし

た。温室効果ガスの一つである

二酸化炭素が急激に増加した

ため、多くの熱を吸収すること

で地球が冷却されにくくなり、

大気や海水面の温度が上昇す

る現象が生じています。これが

地球温暖化です。 

 
出典）環境省「STOP THE 温暖化 2012」 

 

地球温暖化に関する科学的な最新知見の評価・分析等を行う国際的な学術機

関である IPCC（気候変動に関する政府間パネル）では、2014 年に発表した第

5 次報告書において、気候システムに温暖化が起こっていること、そしてその原

因が人間の活動に起因する二酸化炭素などの温室効果ガスであることを指摘し

ています。 

世界の平均気温は、1880 年～2012 年の期間に 0.85 度上昇しており、今後も

人類が同じような活動を続けるとすれば、2100 年には二酸化炭素濃度は現在の

2 倍以上になり、2081～2100 年の世界の平均気温は最大で 4.8 度上昇すると予

測されています。 

気候変動の影響は、日本国内にも表れており、日本の平均気温は 1898 年以降

100 年あたり約 1.1 度のペースで上昇しています。 
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策定の背景・目的策定の背景・目的策定の背景・目的策定の背景・目的    ２ 

本村においても、近隣の人吉観測所（気象庁）の観測データによると、年平

均気温は少しずつですが上昇傾向にあります。夏日や真夏日の日数が増加し、

冬日の日数が減少しています。 

 

 
図 1 人吉観測所（気象庁）における年平均気温の推移 

 

 

 
 日最高気温 35℃以上日数 日最低気温 0℃未満日数 

図 2 人吉観測所（気象庁）における日最高気温（左）/日最低気温（右） 
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また、気温上昇以外にも豪雨被害の増加も見られており、1 日に 100 ミリメ

ートル以上の降雨観測回数が若干増加している傾向にあります。 

 

 
図 3 人吉観測所（気象庁）における日降水量 100mm 以上日数 

 

 

地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたるため世界全体で取り組ま

なければならない喫緊の課題です。そして、本村の自然環境や生活環境に多大

な影響を生じさせる可能性を有する問題でもあります。 

つまり、地球温暖化は世界や国だけでなく、本村も直面する問題であり、こ

れを防止し、豊かな本村の環境を将来に引き継ぐためには、村民・事業者・行

政が一体となって取り組む必要があります。 

 

本村は、約 4,000 人、約 1,600 世帯が暮らす中山間地域に位置する小規模な

自治体であるため、日本全体に占める二酸化炭素排出量は多くはありません。

しかし、農村部という特性から、自家用車や暖房用途など、都市部の世帯より

もエネルギー消費量が多い傾向にあります。また、森林や水資源に恵まれた地

域であり、これらの自然資源を活用することで、エネルギーを生み出すことも

できます。 

こうした位置づけを踏まえれば、温暖化対策において本村の果たす役割は非

常に大きく、我が国の環境に対しても一定の責任を有すると考えられます。 
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本計画の位置付け本計画の位置付け本計画の位置付け本計画の位置付け    ３ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 20 条第 2 項に基づく地

方公共団体実行計画（区域施策編）です。本村の自然的･社会的特性を踏まえ、

温室効果ガス排出の抑制を総合的かつ計画的に進めるために策定するものです。 

また、平成 26 年 3 月に策定した「球磨村総合エネルギー計画」を具現化する

ための具体的なアクションプランとしても位置付けています。なお、本実行計

画に基づく具体的な対策・施策については、第 5 章に示します。 

 

 

 
図 4 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置付け 
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第 2 章 計画の基本的事項 

対象とする温室効果ガス対象とする温室効果ガス対象とする温室効果ガス対象とする温室効果ガス    １ 

本村においては、温室効果ガス排出の多くは運輸部門および家庭部門から排

出されるエネルギー起源の二酸化炭素であり、村民活動に伴う排出が主となり

ます。産業部門等の事業活動に伴う二酸化炭素以外の温室効果ガス排出は、本

村においてはごくわずかであり、エネルギー起源の二酸化炭素の削減対策が重

要となります。 

そのため、本計画で対象とする温室効果ガスは、エネルギー起源による二酸

化炭素（CO2）とします。 

 

 

計画の基準年計画の基準年計画の基準年計画の基準年    ２ 

計画の基準年は、平成 25 年度（2013 年度）とします。 

 

 

計画の目標年計画の目標年計画の目標年計画の目標年    ３ 

計画の目標年は、短期・中期・長期で設定します。 

� 短期の目標年次は、平成 26 年 3 月に策定した「球磨村総合エネルギー計

画」の計画期間である平成 32 年度（2020 年度）とします。 

� 中期の目標年次は、平成 42 年度（2030 年度）とします。 

� 長期の目標年次は、国の「第 4 次環境基本計画」（平成 24 年 4 月 27 日

閣議決定）に合わせ、平成 62 年度（2050 年度）とします。 

 

 

計画の計画の計画の計画の枠組み枠組み枠組み枠組み    ４ 

対象範囲 （１）

計画の対象範囲は、球磨村全域とします。 

ただし、地球温暖化対策は、広域的な視点での対策も必要になるため、対策に

応じて周辺自治体や熊本県との連携も視野に入れたものとします。 

 

計画の枠組み （２）

 村内の主な排出源となる活動を鑑み、エネルギー消費および二酸化炭素排出

を 4 部門（産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門）で整理すると共に、本



6 

計画における対策としても各部門の対策を示します。加えて、部門横断となる

対策についても検討を行い、本村において実施可能な地球温暖化対策について

幅広く対象とします。 

    

    

球磨村の現状と温暖化への取球磨村の現状と温暖化への取球磨村の現状と温暖化への取球磨村の現状と温暖化への取りりりり組み組み組み組み    ５ 

球磨村の現状と地域特性 （１）

本村は総面積の約 88％を山林が占めており、村内の中央を東西に貫流する球

磨川には大小様々な支流が存在し、木質バイオマスをはじめ小水力、風力、太

陽光など多様なエネルギー資源が豊富に存在する地域です。 

しかし、本村は、毎年のように豪雨災害に見舞われる地域であり、河川の氾

濫や内水氾濫、土砂災害により集落が孤立してしまう可能性があります。また、

人口の減少や高齢者単独世帯の増加等、いわゆる小規模市区町村が抱える課題

に直面しています。 

更に、村の主要産業である農業と林業についても、木材価格の低下、高齢化

や担い手不足に伴う耕作放棄地の増加、有害鳥獣による被害の増加といった影

響を受け低迷しており、県民所得推計では、県内最下位レベルという課題を抱

えています。 

 

球磨村の温暖化対策の取り組みと意識 （２）

本村では、平成 16 年度から「球磨村新エネルギービジョン」や「球磨村省エ

ネルギービジョン」を策定しています。また、平成 25 年度には「球磨村総合エ

ネルギー計画」を策定し、概要版パンフレットを全世帯に配布するなど、新エ

ネルギーの取り組みや省エネルギー対策などの地球温暖化対策について取り組

んできました。その成果として、家庭での省エネルギー行動の取り組みは、徐々

に定着してきていると考えます。 

しかし、以下のアンケート結果（図 5）を見ると、「使わないときはコンセン

トからプラグを抜く」については取り組み率が半数程度にとどまっており、更

なる取組強化が期待されます。また、「LED 照明を利用」など、新しい機器導入

が必要となる取り組みについて、普及啓発を行う余地があると考えられます。 

また、平成 26 年 11 月には、球磨村で「『地域で考える』再生可能エネルギー

シンポジウム」を開催し、先進的な取組事例の講演と共に、「球磨村らしい再生

可能エネルギーへの取り組みに向けて」というテーマでのディスカッションを

行いました。参加者からは、シンポジウム参加により再生可能エネルギーに対

する考え方や見方が変わったとの反響があり（図 6）、今後の本村における取り

組みが加速化していくことが期待されます。 
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図 5 省エネルギー行動への取組状況 

出所）家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より 

 

 

 

図 6 シンポジウムに参加による「再生可能エネルギー」に対する考え方等の変化 

出所）平成 26 年 11 月シンポジウムアンケート調査より     
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球磨村（又は類似の農山間地域）の地域資源を活かした取組を積極的に推進すべきと感じた

新しい知識・知見を得ることができた

地域住民や地域事業者が主体となった取組や事業を推進すべきと感じた

再生可能エネルギーの導入によって地域活性化や雇用創出をすべきと感じた

球磨村のような町村への再生可能エネルギーの規模感や導入イメージを具体的に感じられた

（ご自身が）再生可能エネルギー事業に参画したいと感じた

球磨村のような町村では、再生可能エネルギーの導入は難しいと感じた

球磨村のような町村には、必要のない取組であると感じた

その他

無回答

回答者数：24名

※ 複数回答あり
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球磨村における温暖化対策球磨村における温暖化対策球磨村における温暖化対策球磨村における温暖化対策上の課題上の課題上の課題上の課題    ６ 

省エネルギー （１）

地球温暖化対策やエネルギーの有効利用の観点から、エネルギーの使用量を

削減するための抜本的な取り組みの強化が必要です。 

本村におけるエネルギー消費量は、全国と比較すると、民生部門の家庭、運

輸部門の割合が高くなっています。特に、運輸部門のエネルギー消費量を削減

するため、次世代自動車の導入や使用方法の改善などが必要です。 

また、平成 2 年度から平成 21 年度にかけての熊本県におけるエネルギー消費

の伸びを見ると、民生部門（家庭、業務）の伸びが他部門と比較してかなり大

きくなっており、本村も同様の傾向となっていることが想定されます。 

これらのことから、民生家庭部門において、省エネルギー型機器の普及や、

省エネルギー型ライフスタイルへの転換など、エネルギー使用の低減を図って

いく必要があります。民生業務部門も、同様にエネルギー消費量が増加傾向に

あり、役場や公共施設、学校等において更なる省エネルギーに取り組んでいく

ことが必要です。 

 

再生可能エネルギー （２）

化石燃料への依存度を低くしていくため、村内の消費エネルギーに占める再

生可能エネルギーの割合を引き上げていく必要があります。再生可能エネルギ

ーの導入促進にあたっては、環境や景観との調和を図りつつ、適地の発掘や事

業者の誘致を行っていく必要があります。 

特に、本村における豊かな自然エネルギーの積極的な活用や、林地残材など

の未利用エネルギー資源の有効活用を図っていく必要があります。 

 

災害時におけるエネルギーの確保 （３）

本村は、毎年のように豪雨災害に見舞われる地域であり、河川の氾濫や内水

氾濫、土砂災害により集落が孤立してしまう可能性があります。そのため、災

害時でも、エネルギーを安定供給できるようなシステムを構築していく必要が

あります。 

更に、中長期的には、それぞれの集落の特性を活かしつつ、エネルギー効率

の高いむらづくりを行っていく必要があります。 

 

村内産業の振興 （４）

本村における主な産業は農業と林業ですが、近年では、本村の産業構造は、

農業と林業を含む第一次産業や第二次産業の就業者割合が減少傾向にあります。

また、村内総生産も減少しており、特に第二次産業が低迷しています。 
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本村の人口は、全国と同様に減少傾向にあり、産業振興を図るためには、若

い世代が雇用を確保できる基盤を創ることが必要です。また、高齢化も進むこ

とが予想されることから、高齢者が健康で長生きできるような、安全・安心で

活気のあるむらづくりが必要です。 

 

現在、本村では、ガスや灯油、ガソリンなどの燃料や電気などのエネルギー

を村外から調達しています。これは、毎年約 10 億円を燃料費として村外に流出

させているという計算になります。 

例えば、ガスや灯油等を用いる給湯を、太陽熱温水器に変えることで、燃料

費の流出を抑えることができます。更に、灯油ストーブの一部を、木質ペレッ

トストーブに変えると、その燃料となるペレットの需要が発生します。ペレッ

トは、地域資源である森林を活かし、村内で生産することができます。村内の

産業状況を鑑みると、エネルギーを村内で生産し、地域産業の活性化につなげ

る必要があります。 

 

また、再生可能エネルギーの関連産業は、今後の成長が見込まれる新たな産

業分野として強く期待されています。例えば、住宅や公共施設への太陽光発電

や太陽熱温水器の設置工事や、小水力発電の建設、発電所の運営など、村内事

業者が携わることが期待されます。本村の地域資源を活用した再生可能エネル

ギー関連産業を振興していくことが必要です。 

 

村内体制の構築 （５）

省エネルギーおよび再生可能エネルギー等による対策を実施するためには、

対策の詳細検討、機器設置・設備工事、運用・保守保全、費用負担などの様々

なプロセスで複数の関係者が村内外で存在することとなります。これらの関係

者間で良好な関係を築き対策・事業を進めると共に、関係者間での調整を行う

役割を、行政等が担う必要があります。 

継続的かつスムーズに温暖化対策や再生可能エネルギー事業を実施するため

には、様々な利害関係を考慮した事業設計およびスケジュール調整が求められ

ます。当然ながら、村民の生活に影響を与える事業であれば、村民への事前説

明や事業への協力等も、併せて行う必要があります。 
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持続可能な将来像持続可能な将来像持続可能な将来像持続可能な将来像    ７ 

本村は、球磨川や村内に点在する田園風景、歴史と新しい時代が融合した景

観など、四季折々に豊かな表情に彩られる、自然と集落の機能がうまく調和し

たむらです。平成 21 年 3 月に策定した第 5 次球磨村総合計画では、「住む人が

主役となって、この村がもつ豊かな地域資源を見直し、磨き上げ、協働して豊

かなむらづくりを行っていくこと」が必要であると考え、以下のような将来像

を設定しています。 

 

出所）「第 5 次球磨村総合計画」（平成 21 年 3 月） 

 

第 5 次球磨村総合計画における将来像や基本理念を踏まえ、エネルギーにつ

いても、「水」「緑」「人」といった本村の有望な資源を生かし、持続可能なむら

づくりを行っていくことが重要と考えています。 

 

「エネルギーの生産」については、化石燃料への依存度を下げ、太陽光発電

や中小水力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーの導入を促進して

いくことが期待されます。また、電気・熱・燃料といったそれぞれのエネルギ

ー源を適切かつ安定的に供給していくことが重要といえます。 

 

「エネルギーの消費」については、気候や風土に適した省エネルギー型のラ

イフスタイルを促進していくことが期待されます。また、住宅や建築物単位、

若しくは集落単位でエネルギーマネジメントを行うなど、新たな技術が社会に

普及していくことによって、省エネルギー化を実現していくことも期待されま

す。 

 

更に、本村は、その面積の約 88％が森林であり、バイオマス燃料を適切に活

用することが望まれます。バイオマス燃料を域内流通させることで、村内の経

済活動を活性化させることも期待されます。また、自然災害によりインフラ設
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備が破壊された場合などを想定した、災害時に対応可能なマイクログリッド
1
な

どを構築していくことが重要です。 

 

これらのエネルギーに関する将来の方向性を踏まえ、本村のエネルギーに関

する将来像を以下のように設定しています。 

 ・球磨村の資源（水や緑）によるエネルギーを最大限活用している 

 ・エネルギー関連産業の誘致・発展が進み、雇用が創出されている 

 ・災害時にも強い、地域のエネルギーインフラの構築・活用が進んでいる 

 
出所）「球磨村総合エネルギー計画」（平成 26 年 3 月）    

                                            
 
1 既存の送配電網に依存せず、特定の地域内に対する小規模なエネルギー供給を行う仕組み。エネルギー

供給源としては、分散型電源である太陽光、風力、バイオマス、コジェネレーション等が挙げられる。 
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第 3 章 温室効果ガス排出量の現況と要因分析 

基準年における基準年における基準年における基準年における二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量

2222

の状況の状況の状況の状況    １ 

本村における平成 25 年度の二酸化炭素の総排出量は、19,653t-CO2です。 

部門別にみると、運輸部門が最も排出が多く 8,095 t-CO2（41.2%）、次いで家庭

部門 7,744 t-CO2（39.4%）、業務部門 2,005 t-CO2（10.2%）、産業部門 1,810 t-CO2

（9.2%）、となっています。 

村内には大規模な二酸化炭素排出を伴う特定の産業活動はなく、あくまで村

民の日常生活に伴う排出が多くを占めています。運輸部門においても自家用車

による排出が 85％以上を占めるため（p.25 参照）、村民生活に係る二酸化炭素

排出量をいかに削減するかが重要となります。 

 

図 7 球磨村における二酸化炭素排出量の部門別割合（平成 25 年度） 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

また、二酸化炭素排出量の割合をエネルギー種別にみると、電気（40.9％）、

ガソリン（27.8％）、軽油（14.8％）、灯油（9.2％）、プロパンガス（5.6％）、重

油（1.6％）となっています。 

 

                                            
 
2 本計画における二酸化炭素排出量は、エネルギー起源のみを示します。 
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図 8 球磨村における二酸化炭素排出量のエネルギー種別割合（平成 25 年度） 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

表 1 部門別・エネルギー種別の二酸化炭素排出量 （t-CO
2

） 

 産業部門産業部門産業部門産業部門    業務部門業務部門業務部門業務部門    家庭部門家庭部門家庭部門家庭部門    運輸部門運輸部門運輸部門運輸部門    合計合計合計合計    

電気電気電気電気    1,528 1,459 5,049 - 8,037 

プロパンガスプロパンガスプロパンガスプロパンガス    5 181 913 - 1,099 

灯油灯油灯油灯油    25 11 1,782 - 1,818 

重油重油重油重油    34 277 - - 311 

軽油軽油軽油軽油    170 48 - 2,698 2,916 

ガソリンガソリンガソリンガソリン    46 29 - 5,397 5,472 

合計合計合計合計    1,810 2,005 7,744 8,095 19,653 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 
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＜＜＜＜実態調査を踏まえた二酸化炭素排出量の推計について実態調査を踏まえた二酸化炭素排出量の推計について実態調査を踏まえた二酸化炭素排出量の推計について実態調査を踏まえた二酸化炭素排出量の推計について＞＞＞＞    

 

平成 25 年度の排出量推計に際し、村内の家庭及び事業者の方々へのアンケ

ート調査を行いました。そこで得られたエネルギー消費量等を元に、二酸化炭

素排出量を推定した結果が、「基準年における二酸化炭素排出量の状況（p.12）」

です。 

 

一方、環境省『地球温暖化対策地方公共団体 実行計画（区域施策編）策定

支援サイト』では、全市区町村の部門別二酸化炭素排出量の現況推計値が公開

されています（図 9）。 

これは、都道府県別エネルギー消費量を元に、部門ごとに一定の指標を用い

て各市区町村に按分する方法により推計されたものです。毎年、アンケート調

査を用いて二酸化炭素排出量を推定することは容易ではないため、参考値とし

て活用していくことが期待されます。 

しかし、表 1 と比べると、本村の二酸化炭素排出量は、おおよそ一致して

いるものの、部門別排出量は差が生じています。そのため、本村の特性を踏ま

えた二酸化炭素排出量を推計するためには、アンケート調査などの実態調査が

重要です。 

 

 

  
図 9 球磨村における部門別温室効果ガス排出量の推移 

出所）環境省 地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト「部門別 CO2排出

量の現況推計」を元に作成 

   http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/tools_3.html 

 

  

21.9 21.1 
20.1 19.4 

20.1 
21.7 

19.8 21.0 
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二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量

3333

のののの傾向分析傾向分析傾向分析傾向分析    ２ 

エネルギー消費量の傾向 （１）

本村における平成 25 年度のエネルギー消費量は約 222TJ で、運輸部門（産

業・業務・家庭すべての自動車利用を含む）の割合が 50％以上となっています。 

 
図 10 球磨村における部門別エネルギー消費量（平成 25 年度） 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

 

更に、エネルギー種別にみると、ガソリン（36.9％）、電気（21.3％）、軽油

（19.4％）、灯油（12.1％）、プロパンガス（8.4％）、重油（2.0％）となってい

ます。 

ガソリンや軽油は、主に運輸部門（トラックや自家用車の利用）における消

費であると考えられます。 

灯油やプロパンガスは、家庭部門での消費が多くを占め、灯油は約 98％、プ

ロパンガスは約 83％が家庭部門での消費となっています。灯油は、石油ストー

ブやファンヒーター等の暖房利用や、石油ボイラーなどの給湯利用が中心とな

っています。プロパンガスは、ガスコンロによる厨房利用、ガス給湯器の給湯

利用、あるいはファンヒーターの暖房利用が中心です。 

 

                                            
 
3
本計画における二酸化炭素排出量は、エネルギー起源のみを示します。 
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図 11 球磨村におけるエネルギー種類別消費量（平成 25 年度） 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

本村における電力消費量は、1,311 万 kWh（平成 25 年度）となっています。

家庭部門で 60％強、産業及び業務部門で 40％弱の消費割合です。 

家庭部門については、エアコンや電気カーペット、電気ストーブなどの冷暖

房用が中心で、その他、電気温水器などの給湯や、照明用に使われています。 

 

図 12 球磨村における電力消費量の推移 

出所）九州電力株式会社 人吉営業所資料 
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産業部門 （２）

産業部門の二酸化炭素排出量は、1,810t-CO2 です。また、エネルギー消費量

は 13,126GJ となっています。二酸化炭素排出量に占める電気の割合が 85％程

度であり、電気に次いで多い軽油による排出は 10％に満たない結果となってい

ます。 

 

 

 
エネルギー消費量               二酸化炭素排出量 

図 13 産業部門におけるエネルギー別割合（平成 25 年度） 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

産業部門に属する事業者は、多くが森林組合、建設業、工務店等であるため、

重油・軽油等の燃料を大量に消費するケースは少ないと考えられます。実際に、

業種別のエネルギー消費量を見ると、木材・木材品製造業が約 70％を占めてい

ることがわかります。木材・木材品加工業では、電気によるエネルギー消費量

が 80％以上を占めるために、産業部門全体の傾向としても電気によるエネルギ

ー消費の割合が高くなっています。 

しかし、農業・林業や建設業などは、電気以外の燃料の消費割合が多くを占

めるなど、業種によって傾向は異なります。 

68.4%

0.6%

2.8%

3.8%

19.1% 5.3%

電気 プロパンガス 灯油

重油 軽油 ガソリン

84.5%

0.3%

1.4%
1.9%

9.4%

2.6%
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図 14 産業部門におけるエネルギー消費量の業種別割合（平成 25 年度） 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

 

図 15 産業部門における業種ごとのエネルギー消費量（平成 25 年度） 

※アンケート結果をベースにしているため、特定の事業者でのエネルギー使用状況が大きく反映されてい

る場合がある点に留意が必要。 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 
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業務部門 （３）

業務部門の二酸化炭素排出量は、2,005t-CO2 です。また、エネルギー消費量

は 16,946GJ となっています。業務部門においても、二酸化炭素排出に占める電

気の割合が最も高く 70％を超えており、次いで重油による割合が約 14％となっ

ています。 

 

 

 

エネルギー消費量                 二酸化炭素排出量 

図 16 業務部門におけるエネルギー別割合（平成 25 年度） 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

 

業種別にみると、本村の主要業種である医療・福祉業および宿泊業・飲食サ

ービス業におけるエネルギー消費量が、全体の 75％以上を占めています。 

宿泊業・飲食サービス業では、A 重油の消費割合が高くなっていますが、こ

れは温浴施設等での加温に用いているためと考えられます。 

なお、業種ごとの差異はあるものの、その他の業種においては、電気が消費

量に占める割合が高い結果となっています。 

72.8%

9.1%

0.5%

13.8%
2.4%

1.4%

50.6%

18.1%

0.9%

23.7%

4.2%

2.5%

電気 プロパンガス 灯油

重油 軽油 ガソリン
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図 17 業務部門におけるエネルギー消費量の業種別割合（平成 25 年度） 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

 

図 18 業務部門における業種ごとのエネルギー消費量（平成 25 年度） 

※アンケート結果をベースにしているため、特定の事業者でのエネルギー使用状況が大きく反映されてい

る場合がある点に留意が必要。 

出所）事業者向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計  
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家庭部門 （４）

家庭部門の二酸化炭素排出量は、7,744 t-CO2です。また、エネルギー消費

量は、72,735GJ となっています。 

エネルギー種類別にみると、二酸化炭素排出量では、電気使用による排出量

が 65％と最も多くなっています。 

 
エネルギー消費量            二酸化炭素排出量 

図 19 家庭部門におけるエネルギー別割合（平成 25 年度） 

出所）家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

世帯人員別にみると、世帯人数と世帯あたりの平均二酸化炭素排出量は比例

の傾向にあります。ただし、世帯構成人員が少ないほど一人当たりのエネルギ

ー消費量が増加する傾向にあると言えます。 

 

図 20 世帯人員別の平均二酸化炭素排出量（平成 25 年度） 

出所）家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 
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本村における一世帯あたりのエネルギー消費量は約 46GJ で、全国平均を僅

かに下回っています。全国平均や九州沖縄地域と比較すると、灯油の消費割合

が高くなっています。 

 

 

図 21 一世帯あたりのエネルギー消費量 

※本村は、約 95％が戸建住宅であるため、全国（地域別）は、戸建の値を採用 

出所）球磨村：家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

   全国（地域別）：資源エネルギー庁「平成 24 年度民生部門エネルギー消費実態調査」の戸建におけ

るエネルギー消費構造 

 

灯油は、主に暖房・給湯に利用されますが、本村では、全国の傾向と比べて

灯油による給湯器の保有割合が高くなっています。 

また、暖房機器については、電気こたつやエアコン、灯油ストーブや灯油フ

ァンヒーターの保有台数が多くなっています。その中でも、特に、灯油ストー

ブや灯油ファンヒーターの保有率は、全国平均と比べて高い傾向にあります。 
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図 22 給湯機の保有状況 

※一世帯で複数の給湯機を有している場合もあるため、合計が 100％を超えている 

出所）球磨村：家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

   全国：資源エネルギー庁「平成 24 年度民生部門エネルギー消費実態調査」 

 

 

図 23 主な暖房機器の保有数量と保有率 

出所）球磨村：家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

   全国：資源エネルギー庁「平成 24 年度民生部門エネルギー消費実態調査」を元に集計 
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また、本村における主な電気製品の保有状況は、次の通りとなっています。 

 

  
 1000 世帯あたり保有数量 普及率 

図 24 台所等で使用する主な電気機器保有数量と普及率 

※一部の電気製品については、熊本県のデータが得られなかった 

出所）球磨村：家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

   熊本県：熊本県：総務省「平成 21 年全国消費実態調査」 

 

 

 

 1000 世帯あたり保有数量 普及率 

図 25 その他の主な電気機器保有数量と普及率 

※一部の電気製品については、熊本県のデータが得られなかった 

出所）球磨村：家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

   熊本県：熊本県：総務省「平成 21 年全国消費実態調査」 
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運輸部門 （５）

運輸部門（産業・業務・家庭）からの二酸化炭素排出量は、8,095t-CO2です。

また、エネルギー消費量は 120,228GJ となっています。 

運輸部門の内訳としては、自家用がその 85％以上を占めています。 

 
図 26 運輸部門の二酸化炭素排出量の内訳（平成 25 年度） 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計 

 

また、自家用（家庭での自動車等利用）について、本村の自動車保有台数や

保有率は、全国平均に比べて高くなっています。自動車種類別の保有台数の割

合をみると軽自動車（軽トラックを含む）が約 64％、ガソリン車が 31％とな

っています。 

 

図 27 球磨村の自動車種類別の台数割合（平成 25 年度） 

※軽自動車には軽トラックを含む。 

出所）アンケート調査（平成 26 年度実施）より推計  
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＜平成＜平成＜平成＜平成 25252525 年度排出量の推計方法について＞年度排出量の推計方法について＞年度排出量の推計方法について＞年度排出量の推計方法について＞    

 平成 25 年度の排出量推計のため、村内の家庭及び事業者に対し、アンケー

ト調査を行いました。そこで得られたエネルギー消費量等を元に、二酸化炭素

排出量を推定しています。 

 各部門におけるエネルギー消費量の推定方法は下記のとおりです。 

 

①産業・業務部門 

種類種類種類種類    推定方法推定方法推定方法推定方法    

電電電電気気気気    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を産業分類別に推

定し、産業分類別事業者数を乗じて産業・業務部門のエネルギー消費量

を算出。その上で、産業・業務部門全体の消費量が、九州電力の球磨村

管内の電力消費量と一致するように補正。 

プロパンガスプロパンガスプロパンガスプロパンガス    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を産業分類別に推

定し、産業分類別事業者数を乗じて産業・業務部門のエネルギー消費量

を算出。 

灯油灯油灯油灯油    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を産業分類別に推

定し、産業分類別事業者数を乗じて産業・業務部門のエネルギー消費量

を算出。 

重油重油重油重油    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を産業分類別に推

定し、産業分類別事業者数を乗じて産業・業務部門のエネルギー消費量

を算出。 

軽油軽油軽油軽油    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を産業分類別に推

定し、産業分類別事業者数を乗じて産業・業務部門のエネルギー消費量

を算出。 

 

②家庭部門 

種類種類種類種類    推定方法推定方法推定方法推定方法    

電電電電気気気気    

アンケート結果から、世帯あたりの平均消費原単位を世帯人員別に推定

し、世帯人員別世帯数を乗じて家庭部門のエネルギー消費量を算出。 
その上で、家庭部門全体の消費量が、九州電力の球磨村管内の電灯消費

量と一致するように補正。 

プロパンガスプロパンガスプロパンガスプロパンガス    
アンケート結果から、世帯あたりの平均消費原単位を世帯人員別に推定

し、世帯人員別世帯数を乗じて家庭部門のエネルギー消費量を算出。 

灯油灯油灯油灯油    
アンケート結果から、世帯あたりの平均消費原単位を世帯人員別に推定

し、世帯人員別世帯数を乗じて家庭部門のエネルギー消費量を算出。 
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③運輸部門 

種類種類種類種類    推定方法推定方法推定方法推定方法    

自家用車自家用車自家用車自家用車    
アンケート結果から、世帯あたりの平均消費原単位を推定し、世帯数及

び保有率を乗じて、ガソリン・軽油それぞれのエネルギー消費量を算出。 

業務用利用業務用利用業務用利用業務用利用    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を推定し、事業者

数及び保有率を乗じて、ガソリン・軽油それぞれのエネルギー消費量を

算出。 

産業用利用産業用利用産業用利用産業用利用    

アンケート結果から、事業者あたりの平均消費原単位を推定し、事業者

数及び保有率を乗じて、ガソリン・軽油それぞれのエネルギー消費量を

算出。 

 

 

なお、昨年度までは、平成 17 年度に実施したアンケート調査による消費原

単位をベースに、活動量を乗じて推計を行っていました。前回調査から 8 年が

経過しており、エネルギー消費構造が変化していることが想定されるため、今

年度、アンケート調査を実施し、消費原単位の見直しを行いました。 

そのため、球磨村総合エネルギー計画に記載している平成 24 年度実績と今

回の平成 25 年度実績を経年比較することは適切ではありません。 
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第 4 章 温室効果ガス排出量の将来推計と削減目標 

将来推計将来推計将来推計将来推計    １ 

本実行計画においては、削減目標を基準年度比（平成 25 年度比）として設定

するため、基準年度に対して対策・施策の実施によりどの程度の削減が可能で

あるかを見込むこととします。なお、基本的には対策ごとの事業量目標を設定

すると共に、対策の積み上げによる総削減量の値を推計します。 

 

削減目標削減目標削減目標削減目標    ２ 

短期目標 （１）

より実質的な進捗管理を行うため、事業量目標を設定します（第 5 章 5 参照）。

その上で、参考値として、総量目標を設定します。 

 

総量目標については、短期目標（平成 32 年度（2020 年度））は、「総合エネ

ルギー計画」に定めた目標である「平成 32 年度（2020 年度）において、現在

から 20％の省エネルギーを達成します。更に、15％を再生可能エネルギーで賄

います。」に基づき設定します。なお、連系線の容量制約等の状況を踏まえ、再

生可能エネルギーの導入目標の一部については、導入を遅らせる方向に計画変

更しました。これらの状況を踏まえ、短期の総量目標は、二酸化炭素排出量を

基準年比 30％削減とします。 

 

中期目標 （２）

中期目標として、二酸化炭素排出量を、平成 42 年度（2030 年度）までに基

準年比で 50％削減します。 

 

長期目標 （３）

長期目標として、二酸化炭素排出量を、平成 62 年度（2050 年度）までに基

準年比で 80％削減します。 

平成 62 年度（2050 年度）までには、低炭素社会に向けて、技術レベルや政

策等の社会情勢が大きく変化していることが期待されます。そのため長期目標

は、短期目標・中期目標とは異なり、野心的な目標値を設定しています。 
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図 28 削減目標のイメージ 
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第 5 章 削減目標達成のための対策・施策 

取組方針取組方針取組方針取組方針と施策の体系と施策の体系と施策の体系と施策の体系    １ 

本計画では、温室効果ガスの削減目標を達成するため、「省エネルギー対策の

強化」「再生可能エネルギーの導入加速化」「球磨村自然資源の価値向上」の 3

つの基本方針から成る施策体系を設定しました。 

「省エネルギー対策の強化」については、二酸化炭素排出の各部門等に対応

させるかたちで施策を位置付けています。また、「再生可能エネルギーの導入加

速化」については、各再生可能エネルギーの導入を行うと共に、「日本で最も美

しい村」に加盟している本村の自然資源を活かした取り組みとしていきます。

更に、「球磨村自然資源の価値向上」については、特に本村の地域資源である森

林資源と水資源の活用拡大とともに、適応策（当面避けられない気候変動によ

る環境変化（局地的豪雨の増加など））も見据えた施策として位置付けています。 

 
図 29 施策の体系 
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省エネルギー対策の強化省エネルギー対策の強化省エネルギー対策の強化省エネルギー対策の強化    ２ 

家庭部門における省エネルギー対策 （１）

家庭部門において、省エネルギー設備・機器や省エネルギー住宅の普及、ラ

イフスタイルの変化等を進めていくことにより、エネルギー使用量の削減を図

ります。 

 

省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発    

省エネルギー設備や家電製品については、製品の買い替えのタイミングに合

わせて、省エネルギー型の製品を導入していくことが期待されます。例えば、

電気冷蔵庫では、エネルギー消費効率が 1998 年度から 2004 年度で 55.2％改善

されています
4
。 

家電製品の販売店と協力しつつ、製品の選択に活用できる情報の提供などを

行っていきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 省エネルギーに関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギー製品への買い替え（村民） 

� 高効率給湯器への買い替え（村民） 

� 省エネルギー機器導入に関する助成制度の情報提供（行政） 

� 省エネルギー機器導入に関する村独自の助成制度の検討（行政） 

� 省エネルギーを実践した家庭を対象とした優遇措置、表彰制度等の

検討（行政） 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                            
 
4 資源エネルギー庁「トップランナー対策機器の効率改善状況について」

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/data/tr-kaizen.pdf 
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省エネルギー住宅の導入省エネルギー住宅の導入省エネルギー住宅の導入省エネルギー住宅の導入やややや省エネルギーに向けた省エネルギーに向けた省エネルギーに向けた省エネルギーに向けたリフォームの促進リフォームの促進リフォームの促進リフォームの促進    

省エネルギー住宅とは、室内環境を一定に保ちながら、生活に使用する冷暖

房や給湯、家電製品などのエネルギー消費量を少なくするように設計された住

宅のことをいいます。断熱効果を高めたり、風通しを良くして自然の風を取り

入れたりといった工夫をすることによって、エネルギー消費量を少なくします。

また、省エネルギー住宅は、家の中の温度差が小さくなることや、遮音性や耐

久性が高まるといったメリットもあります。 

住宅関連事業者等と協力しつつ、省エネルギー住宅に関する情報を提供し、

省エネルギー住宅の導入や省エネルギーに向けたリフォームの促進を図ります。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 省エネルギー住宅に関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギー住宅の導入、改修（リフォーム）の実施（村民） 

� 省エネルギー住宅の新築、改修（リフォーム）に関する助成制度の

情報提供（行政） 

� 省エネルギー住宅の新築、改修（リフォーム）に関する村独自の助

成制度の検討（行政） 

� HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）の将来的な普及

促進（行政） 

 

集落単位で集落単位で集落単位で集落単位でのエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント    

本村においては、複数の近隣世帯を束ねる単位として、21 の行政区及び 78

の班があります。電力需給を踏まえた再生可能エネルギーの導入等、行政区や

班ごとに最適なエネルギー・マネジメントを行うことも重要です。特に、災害

時等において特定の地域が孤立し、かつ広域な停電が発生した場合などは、分

散型電源の強みを生かして非常用電源としての活用も考えられます。 

また、再生可能エネルギー由来の電力を、分散型電源として、本村の基幹産

業である農業・林業に活用することも考えられ、基幹産業の活性化につながる

ことが期待されます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 行政区や班単位での電力需要を考慮した、平時・災害時に利用可能

な再生可能エネルギーの導入（事業者、行政） 

� 非常時を想定した、電気自動車や蓄電池の設置（事業者、行政） 

� 再生可能エネルギーの農業・林業への活用（村民、事業者、行政） 
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省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進    

これまでのライフスタイルを見直し、省エネルギー行動を実施することも重

要です。日ごろから省エネルギーを心がけ、ちょっとした工夫を行うことで、

エネルギー消費量を減らすことができます。 

家庭で取り組める省エネルギー行動の内容やその効果などの情報を提供する

とともに、意識改革のための普及啓発等を行っていきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 環境家計簿の活用（村民） 

� 家庭における節電、節水等の省エネルギー行動の実践（村民） 

� 省エネルギー行動等に関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギーをテーマとした環境学習やイベントの企画・開催（事

業者、行政） 
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業務部門における省エネルギー対策 （２）

役場や公共施設、学校などの業務部門において、省エネルギー機器の導入や、

省エネルギー行動の実施によるエネルギー消費量の低減等に取り組んでいきま

す。また、村内事業者の省エネルギーを促進するため、普及啓発に取り組んで

いきます。 

 

省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発省エネルギー設備・製品の導入促進・普及啓発    

省エネルギー設備・機器については、LED 照明を公共施設に導入していきま

す。その他、設備の更新等の時期に合わせて、省エネルギー型の空調機器や高

効率給湯機器を導入していきます。 

また、村内事業者にも情報提供などを行い、導入を促進していきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 省エネルギーに関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギー型の空調機器や高効率給湯器等への買い替え（事業者） 

� 省エネルギー機器導入に関する助成制度の情報提供（行政） 

� 省エネルギー機器導入に関する村独自の助成制度の検討（行政） 

� 省エネルギーを実践した事業者を対象とした優遇措置、表彰制度等

の検討（行政） 

� 公共施設への LED 照明の設置（行政） 
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省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー型建築物の型建築物の型建築物の型建築物の導入や導入や導入や導入や省エネルギーに向けた省エネルギーに向けた省エネルギーに向けた省エネルギーに向けたリフォームの促進リフォームの促進リフォームの促進リフォームの促進    

躯体の断熱性や建築設備の効率性などの省エネルギー性能の高い建築物の普

及を促し、省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギー利用の促進との連携

を図りつつ、建築物における省エネルギーを促進していきます。 

公共施設などにおいては、大規模修繕工事などのタイミングに合わせて、断

熱材の導入などを行っていきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 省エネルギー型建築物に関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギー型建築物の導入、改修（リフォーム）の実施（事業者） 

� 省エネルギー型建築物の新築、改修（リフォーム）に関する助成制

度の情報提供（行政） 

� 省エネルギー型建築物の新築、改修（リフォーム）に関する村独自

の助成制度の検討（行政） 

� 公共施設への断熱材の導入などの改修の実施（行政） 

� BEMS（ビルディングエネルギーマネジメントシステム）の将来的

な普及促進（行政） 

 

 

省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進省エネルギーに対する意識改革のための普及啓発促進    

村職員への教育を通して、省エネルギー行動を実施していくなど、運用方法

でのエネルギー消費量の低減に取り組んでいきます。 

また、村内事業者にも省エネルギー行動の内容やその効果などの情報を提供

し、意識改革のための普及啓発等を行っていきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 省エネルギー診断の積極的な活用（事業者） 

� 業務部門における節電、節水等の省エネルギー行動の実践（事業者） 

� 省エネルギー行動等に関する情報の提供（事業者、行政） 

� 省エネルギーをテーマとした環境学習やイベントの企画・開催（事

業者、行政） 
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運輸部門における省エネルギー対策 （３）

家庭及び業務における自動車利用について、次世代自動車の導入や公共交通

サービスの再構築などを図ります。 

 

 

次世代自動車の導入促進次世代自動車の導入促進次世代自動車の導入促進次世代自動車の導入促進    

次世代自動車の一つとして、電気自動車（EV）があります。電気自動車は、

電気を動力源とし、モーターにより走行する車です。ガソリンを使わないため、

走行時の二酸化炭素排出はゼロです。連続走行距離の短さが課題と言われてい

ますが、一充電走行距離は 100～250km 程度
5
あり、車の使い方や行き先によっ

ては十分と言えます。 

電気自動車を活用するためには、電気自動車を充電できる設備が設置されて

いることが重要です。県内には約 150 基の充電設備があり、本村内にも 3 箇所
6

設置されています。更に、熊本県では、2020 年に向けて県内の充電設備を 550

基以上設置することを目標とするなど、電気自動車のインフラが整備されてい

くことが見込まれています。 

電気自動車は、同種の自動車と比べて導入費用がかかりますが、4～5 年で投

資回収できるとの試算もあります。 

また、村内で発電した再生可能エネルギー由来の電気で充電することで、低

炭素かつエネルギー自給率の向上を実現することができます。また、災害時に

車載電池をバックアップ電源として活用する可能性も着目されており、災害対

策としての観点からも、検討を進めていきます。 

公用車の更新のタイミングに合わせ、電気自動車（EV）等の次世代自動車を

率先導入し、更に、家庭や事業所での導入促進に向けた情報提供などを行って

いきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� エコドライブの実施（村民） 

� 電気自動車等の次世代自動車の導入（村民、事業者） 

� 電気自動車等の次世代自動車の導入に向けた情報提供（事業者、行

政） 

� 公用車や村営バスへの電気自動車等の次世代自動車の導入（行政） 

� 電気自動車の充電設備の導入（行政） 

 

                                            
 
5
一充電走行距離は、製品によって異なります。 

6 平成 27 年 3 月現在。 



37 

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティバスのバスのバスのバスの利便性利便性利便性利便性向上の検討向上の検討向上の検討向上の検討    

コミュニティバスなどの公共交通の利便性を向上させ、公共交通の利用率を

高めていきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 公共交通の利用（村民） 

� コミュニティバスなどの公共交通の利便性向上に向けた検討（行政） 

 

【重点プログラム①】省エネルギー施策の実施【重点プログラム①】省エネルギー施策の実施【重点プログラム①】省エネルギー施策の実施【重点プログラム①】省エネルギー施策の実施    

村内全域のエネルギー消費量の抑制を行うため、短期的には、次のような

省エネルギーに関する対策・施策を実施します。 

 

家庭で取り組む省エネルギー行動の実施に向けた普及啓発の実施家庭で取り組む省エネルギー行動の実施に向けた普及啓発の実施家庭で取り組む省エネルギー行動の実施に向けた普及啓発の実施家庭で取り組む省エネルギー行動の実施に向けた普及啓発の実施    

家庭で取り組める省エネルギー行動やその効果などに関する情報提供

を行います。あわせて、バイオマス資源を活用した暖房機器（バイオマス

ペレットストーブ）の導入に向けた情報提供や支援策を検討し、家庭全体

での化石燃料由来のエネルギー消費量の低減に取り組んでいきます。 

 

公共施設への公共施設への公共施設への公共施設への LEDLEDLEDLED 照明の導入照明の導入照明の導入照明の導入    

村役場や公共施設、学校などに、LED 照明を導入します。また、不要な

照明機器の削減や、自然光の取り入れなども合わせて行っていきます。 

 

次世代自動車の導入に向けた普及啓発の実施次世代自動車の導入に向けた普及啓発の実施次世代自動車の導入に向けた普及啓発の実施次世代自動車の導入に向けた普及啓発の実施    

村内への次世代自動車の導入に向けた普及啓発等を行います。本村のエ

ネルギー消費量は運輸部門（特に自家用車によるガソリン消費量）が多い

ため、移動手段が自動車中心であるという地域特性を踏まえ検討します。 

 

電気自動車（電気自動車（電気自動車（電気自動車（EVEVEVEV）の公用車への率先導入）の公用車への率先導入）の公用車への率先導入）の公用車への率先導入    

公用車の更新のタイミングにあわせて、電気自動車（EV）を公用車に導

入します。公用車の使用状況やエネルギー消費量を記録することで、本村

における電気自動車の導入効果を分析し、家庭や事業者の皆様への情報提

供を行っていきます。 

更に、災害時のバックアップ電源としての可能性を検証していきます。 

  



38 

再生可能エネルギーの導入加速化再生可能エネルギーの導入加速化再生可能エネルギーの導入加速化再生可能エネルギーの導入加速化    ３ 

本村の地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入を進めていきます。事

業主体（自治体主導、民間主導）を問わず、村全体での導入事業を検討します。 

 

太陽光発電及び風力発電の導入 （１）

本村の特性を踏まえ、太陽光発電や風力発電の導入を進めていきます。現在、

球磨村管内では、連系線の容量制約等の課題があるものの、中長期的な視点で

再生可能エネルギー導入を推進していきます。 

 

非住宅用太陽光発電の導入非住宅用太陽光発電の導入非住宅用太陽光発電の導入非住宅用太陽光発電の導入    

村内のメガソーラー候補地を掘り起し、建設を検討している事業者を支援し

ます。更に、公共施設等の屋根貸し制度等の施策を検討します。 

これらの対策の実施により、短中期的には、メガソーラーや風力発電所の誘

致による賃貸料収入や税収の増加、地元への工事発注などの利益還元につなげ

ていきます。 

更に中長期的には、発電事業のノウハウ等を取得し、村内事業者による発電

事業の取り組みを促進することを期待しています。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 太陽光発電設備の導入・事業実施（事業者） 

� 太陽光発電の施工・設置やメンテナンスに関する技術・ノウハウの

取得（事業者） 

� 公共施設の屋根などの屋根貸し事業のスキームの検討（行政） 

� 耕作放棄地など遊休地の有効利用の検討（行政） 

� 太陽光発電の候補地情報を公開し、事業者を公募・誘致（行政） 

� 事業者誘致に向けた、減税や免税などの優遇策の検討（行政） 

 

住宅用太陽光発電の導入住宅用太陽光発電の導入住宅用太陽光発電の導入住宅用太陽光発電の導入    

平成 26 年度に実施した村内アンケートでは、約 7％の住宅に太陽光発電設備

を設置していることがわかりました。本村では、戸建住宅の割合が高いことか

ら、住宅用太陽光発電の更なる導入を目指していきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 太陽光発電設備の導入（住民） 

� 太陽光発電の施工・設置に関する技術・ノウハウの取得（事業者） 

� 太陽光発電に関する情報提供（行政） 
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風力発電の導入風力発電の導入風力発電の導入風力発電の導入    

村内の風力発電等の候補地を掘り起し、建設を検討している事業者を支援し

ます。短中期的には、風力発電所の誘致による賃貸料収入や税収の増加、地元

への工事発注などの利益還元につなげていきます。 

更に中長期的には、発電事業のノウハウ等を取得し、村内事業者による発電

事業の取り組みを促進することを期待しています。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 風力発電の候補地情報を公開し、事業者を公募・誘致（行政） 

� 事業者誘致に向けた、減税や免税などの優遇策の検討（行政） 

 

 

【重点プログラム②】【重点プログラム②】【重点プログラム②】【重点プログラム②】「かわせみ」への太陽光発電の設置「かわせみ」への太陽光発電の設置「かわせみ」への太陽光発電の設置「かわせみ」への太陽光発電の設置    

本村の魅力を代表する施設の一つである一勝地交流センター「かわせみ」

に太陽光発電を設置しました。太陽光発電の PR を行うと共に、発電量な

どのデータを公表していくことで、その他の公共施設や住宅の屋根への設

置を促進していきます。 

 

 

一勝地交流センター「かわせみ」の本館屋根に設置した太陽光発電 
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中小水力発電の導入 （２）

中小水力発電の村内への導入に向け、既存調査情報の公開や地域企業の参入

促進を進めます。 

中小水力発電に取り組む事業者を支援するため、法的対応事項や権利関係に

ついての情報提供を行っていきます。 

更に中長期的には、村民参加型の中小水力発電事業を創出し、村内事業者に

よる発電事業の取り組みを促進することを期待しています。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 中小水力発電の施工・設置やメンテナンスに関する技術・ノウハウ

の取得（事業者） 

� 中小水力発電の率先導入（行政） 

� 村民参加型の中小水力発電事業の創出の検討（行政） 

� 村内事業者の中小水力発電参入に向けた支援（行政） 

� 中小水力発電の候補地情報を公開し、事業者を公募・誘致（行政） 

� 中小水力発電の導入促進に向けた法的対応事項や権利関係について

の情報提供・支援の実施（行政） 

 

 

【重点プログラム③】小水力発電の導入【重点プログラム③】小水力発電の導入【重点プログラム③】小水力発電の導入【重点プログラム③】小水力発電の導入    

本村の重点地域である一勝地を中心に、再生可能エネルギーの導入を進

めていきます。 

期待可採量の試算を踏まえ、特に有望な地点において、技術的基本事項

の決定、概算工事費の算出、経済性の検討（基本設計）を行いました。 

これらの結果を踏まえ、芋川（球磨川水系）から取水している既設の農

業用水路を活用し、一勝地交流センター「かわせみ」近隣に 60kW 規模の

発電能力を持つ小水力発電所を導入します。 

これは、「かわせみ」の電力消費量の約 60％程度を賄うことができる規

模です。 
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バイオマスの導入 （３）

家庭部門への木質バイオマスストーブの導入を目指します。木質バイオマス

ストーブの燃料（チップもしくはペレット）は、村内生産が可能であると考え

られるため、村内の生産・流通体制の構築も含めて検討を進めます。 

業務部門においても、木質バイオマスボイラーやストーブの導入を検討して

いきます。 

 

 

家庭及び業務部門への木質バイオマスストーブの導入家庭及び業務部門への木質バイオマスストーブの導入家庭及び業務部門への木質バイオマスストーブの導入家庭及び業務部門への木質バイオマスストーブの導入 

暖房等への低炭素エネルギーの活用を促すことにより、化石燃料由来のエネ

ルギー使用量の削減を図ります。 

特に、本村では民生家庭部門のエネルギー消費量のうち、灯油によるエネル

ギー消費量が 40％以上を占めており、その多くが暖房利用です。そのため、灯

油による暖房設備の代替設備として木質バイオマスストーブの導入を検討して

いきます。木質バイオマスストーブの燃料（チップもしくはペレット）は、村

内生産が可能であると考えられるため、村内生産体制の構築も含めて検討を進

めます。 

木質バイオマスストーブの一般家庭への導入にあたっては、費用対効果等の

情報提供に合わせ、導入補助も合わせて検討していきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 木質バイオマスストーブの導入（村民、事業者） 

� 木質バイオマスボイラーの導入（事業者） 

� 村内産の木質バイオマス燃料（チップ、ペレット）の生産・販売（事

業者） 

� 木質バイオマスストーブやボイラーの特徴や運転方法、費用対効果

等に関する情報提供（事業者、行政） 

� 木質バイオマスストーブやボイラーに関する助成制度の情報提供

（行政） 

� 木質バイオマスストーブやボイラーに関する村独自の助成制度の検

討（行政） 

� 木質バイオマス燃料（チップ、ペレット）の村内生産・流通体制の

構築検討（行政） 
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【【【【重点プログラム重点プログラム重点プログラム重点プログラム④④④④】木質バイオマス】木質バイオマス】木質バイオマス】木質バイオマスボイラーボイラーボイラーボイラーの導入の導入の導入の導入    

一勝地交流センター「かわせみ」にて稼働している重油ボイラー（約 35

度の源泉を加温等に利用）を、木質バイオマスボイラーに置き換えます。

施設規模や設置場所等の条件を考慮し、最適な規模の木質バイオマスボイ

ラーを導入します。 

現状の試算では、「かわせみ」における熱需要を賄うためには約

300,000kcal/h（350kW 程度に相当）の定格出力の木質バイオマスボイラ

ーが必要となります。 

「かわせみ」の近隣には、高齢者生活福祉センター「せせらぎ」もあり、

同施設にも同様の重油ボイラーが設置され、源泉の加温や給湯に用いてい

ます。そのため、「せせらぎ」の熱需要も、新たに導入を検討している木質

バイオマスボイラーで賄うことを検討しています。この場合には約

350,000kcal/h（400kW 程度に相当）の定格出力の木質バイオマスボイラ

ーが必要となります。 

今後、更に、木質バイオマス発電の可能性や余熱利用についても合わせ

て検討していきます。なお、余熱利用の具体案の一つとして、「かわせみ」

隣地に野菜乾燥室を建設し、六次産業の創出につなげることを想定してい

ます。最終的には域内事業者や住民等との協議を踏まえて、適正な熱利用

施設を検討していきます。 
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その他、未利用エネルギーの利活用 （４）

自然資源の更なる有効利用を目指し、河川熱、太陽熱、地中熱、温泉熱等の

利用可能性を検討します。 

球磨川は村の東西を横断して流れており、球磨川の流域に点在するような形

で、集落が広がっています。この地勢を活かして、河川熱をヒートポンプの熱

源として空調に利用することも検討していきます。 

更に、太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用することも

検討します。本村における太陽熱温水器の普及率は 20％強
7
ですが、更なる導入

促進を図ります。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 太陽熱温水器の導入（村民、事業者） 

� 太陽熱温水器の特徴や運転方法、費用対効果等に関する情報提供（事

業者、行政） 

� 太陽熱温水器に関する助成制度の情報提供（行政） 

� 太陽熱温水器に関する村独自の助成制度の検討（行政） 

� 河川熱の利用可能性の検討（行政） 

 

  

                                            
 
7 家庭向けアンケート調査（平成 26 年度実施）より 
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一勝地交流センター「かわせみ」一勝地交流センター「かわせみ」一勝地交流センター「かわせみ」一勝地交流センター「かわせみ」    

一勝地交流センター「かわせみ」は、球磨川の支流である芋川沿いにあ

る第三セクター運営の温泉宿泊施設です。山間部にあり、周辺は石垣で築

いた段々畑が多い山里です。 

温泉はアルカリ性天然温泉で、大浴場、サウナ、露天風呂、うたせ湯な

どがあり、露天風呂からは四季折々の風景が望めます。レストランでは、

アユやヤマメの塩焼きなど、季節に合わせた天然の川魚料理が自慢です。 

 

このように本村の魅力を代表する施設の一つである「かわせみ」に、再

生可能エネルギーを導入し、低炭素かつエネルギー自給率の高い施設を目

指します。 

太陽光発電及び中小水力発電を導入し、両者の利点を生かして、安定的

な発電を行っていきます。 

また、現在使用している重油ボイラーを、木質バイオマスボイラーに代

替し、本村で生産した木質チップ・ペレットを活用します。更に、木質バ

イオマスボイラーの余熱を、野菜乾燥に用いるなど、隣接する施設「せせ

らぎ」の暖房に用いることを検討していきます。 

 

 

 

これらの取り組みにより、住民福祉の向上や視察等交流人口の拡大、六

次産業の創出が実現し、本村の魅力が向上していくと期待しています。 
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球磨村自然資源の価値向上球磨村自然資源の価値向上球磨村自然資源の価値向上球磨村自然資源の価値向上    ４ 

森林資源の活用・整備 （１）

本村は総面積の約 88％を山林が占めており、森林資源に恵まれた地域です。

本村の基幹産業である農業や林業の活性化を促進し森林資源を有効活用してい

くことで、六次産業の創出や商工業及び観光業との連携による総合的な取り組

みなど、村内産業の振興が期待されます。 

また、森林資源は二酸化炭素吸収源や、水源の涵養その他の多面的機能とし

ても重要な位置づけであり、適切な維持管理が期待されます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 村内産の木材の利用（村民、事業者、行政） 

� 林業等に関する人材育成（事業者、行政） 

� 生物多様性・安全性に配慮した森づくり（事業者、行政） 

� 商工業及び観光業との連携（事業者、行政） 

� 第二次産業・第三次産業の誘致とともに、六次産業の創出の検討（行

政） 

 

水資源の活用・整備 （２）

    

水資源の活用と保全水資源の活用と保全水資源の活用と保全水資源の活用と保全 

本村は、村内の中央を東西に貫流する球磨川には大小様々な支流が存在し、

水資源にも恵まれた地域です。水資源を農業用水や生活用水等として利用する

他、再生可能エネルギーに活用していくことが期待されます。 

また、球磨川は、急流下りやラフティングなどが実施でき、重要な観光資源

でもあるため、水質の維持・保全等にも取り組んでいきます。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 生活排水対策の実施（村民） 

� 中小水力発電事業の実施（事業者、行政） 

� 定期的な水質調査（行政） 
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豪雨被害の防止・軽減と整備（適応策）豪雨被害の防止・軽減と整備（適応策）豪雨被害の防止・軽減と整備（適応策）豪雨被害の防止・軽減と整備（適応策） 

本村は、毎年のように豪雨災害に見舞われる地域であり、河川の氾濫や内水

氾濫、土砂災害により集落が孤立してしまう可能性があります。 

近年、気候変動と豪雨による水害や土砂災害などの関連性が指摘されており、

今後、気候変動の影響により、これらの現象の大きさや頻度が増大することが

予想されます。 

気候変動の影響には、水災害の発生、海面上昇による港湾等被害の発生、農

作物や自然生態系への影響、健康への悪影響等が挙げられますが、本村にとっ

ては特に豪雨による水災害等が懸念されます。このため、特に豪雨被害につい

て、応急的に防止・軽減する仕組みや体制作りが必要です。 

 

【具体的な取組内容、実施及び実施を検討する対策】 

� 災害発生時の避難経路、避難場所の確認（村民） 

� 局地的な大雨や河川の氾濫の警報、リアルタイム情報の提供の強化

（行政） 

� 急傾斜地対策事業の拡大（行政） 

� 球磨川河川改修や内水排除ポンプの整備（行政） 
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施策の達成目標施策の達成目標施策の達成目標施策の達成目標    ５ 

施策の達成目標を示します。村民、事業者、行政が一体となり、施策・対策

に取り組むことにより、本村における温室効果ガスの削減目標を達成すること

ができます。 

 

基本方針・対策 事業量目標 
削減見込量（t-CO2） 
短期 
2020 

中期 
2030 

長期 
2050 

省エネルギー対策の強化 
 

産業部門 電力  ：2020 年までに 15% 
2050 年までに 20% 

プロパン：2020 年までに 10% 
2030 年までに 15% 
2050 年までに 20% 

灯油  ：2020 年までに 30% 

281 291 390 

業務部門 256 259 358 

家庭部門 1,382 1,382 1,726 

運輸部門 

ガソリン・軽油 
：2020 年までに 20% 

2030 年までに 25% 
2050 年までに 35% 

1,625 2,031 2,844 

再生可能エネルギーの導入加速化 
 

太陽光発電 
（大規模（1M）） 

2020 年までに 2 箇所導入 
2030 年までに 3 箇所導入 
2050 年までに 4 箇所導入 

1,096 1,645 2,193 

太陽光発電 
（遊休地（50kW）） 

2030 年までに 2 箇所導入 
2050 年までに 8 箇所導入 

0 55 219 

太陽光発電 
（公共施設（20kW）） 

2020 年までに 4 箇所導入 
2050 年までに 6 箇所導入 

47 47 69 

太陽光発電 
（住宅（約 3kW）） 

2020 年までに＋50 世帯導入 
2030 年までに＋70 世帯導入 
2050 年までに＋150 世帯導入 

82 115 247 

風力発電 
2030 年までに 2 基導入 
2050 年までに 4 基導入 

0 2,372 4,744 

中小水力発電 
2020 年までに 1 基導入 
2020 年までに 2 基導入 
2020 年までに 4 基導入 

258 516 1,031 

バイオマス（ストーブ） － － － － 
バイオマス（ボイラー） 2020 年までに 1 基導入 313 313 313 

未利用エネルギー 
（太陽熱温水器：公共施設） 

2020 年までに 2 箇所導入 
2030 年までに 3 箇所導入 
2050 年までに 7 箇所導入 

201 301 702 

未利用エネルギー 
（太陽熱温水器：住宅） 

2020 年までに＋50 世帯導入 
2030 年までに＋70 世帯導入 
2050 年までに＋150 世帯導入 

290 406 870 

未利用エネルギー 
（河川熱） 

－ － － － 

球磨村自然資源の価値向上 
 森林資源の活用・整備 － － － － 

水資源の活用・整備 － － － － 

合計 5,830 9,733 15,705 

削減目標値 (30%） (50%） (80%） 
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事業化のロードマップ事業化のロードマップ事業化のロードマップ事業化のロードマップ    ６ 

第 4 章及び第 5 章で掲げた削減目標を達成するため、前項に示した対策・施

策を、以下のようなスケジュールで着実に実施していきます。 

 

 
図 30 事業化のロードマップ 
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第 6 章 推進体制・進捗管理 

推進体制推進体制推進体制推進体制    １ 

本計画の推進にあたっては、村内事業者や村民と、村（役場）が一体となっ

て、取り組んでいくことが重要です。また、熊本県や近隣自治体との連携や情

報の共有を行い、実施体制を構築していきます。 

 

役場の横断的な調整・合意形成 （１）

本計画に掲げる施策は、環境分野に限らず、都市整備や産業、教育など他分

野にわたっています。そのため、役場の部局を超えた連携・調整を行い、役場

一丸となって地球温暖化対策に取り組みます。 

 

国、県及び周辺自治体との連携・協力 （２）

地球温暖化対策は、広域的な視点で取り組むことが大切です。熊本県や近隣

自治体との連携や情報の共有を行い、実施推進体制を構築していきます。 

 

域内事業者・住民との連携・協力 （３）

本計画の推進にあたっては、村内の様々な主体が連携・協働して取り組み、

高い相乗効果を生み出していくことが重要です。 

 

 



50 

進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理の実施の実施の実施の実施体制の構築体制の構築体制の構築体制の構築    ２ 

進捗管理の評価 （１）

計画の実効性を担保し、着実な推進を図るために、目標の達成に向けた取り

組みや各主体の取り組みの状況等を定期的に点検・把握し、その評価、見直し

を継続的に行っていくことが必要です。そのため、政策評価を活用して、計画

（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）の PDCA マネジメントサ

イクルにより適宜その進捗状況を把握しつつ、成果重視の施策の推進を図りま

す。 

施策や事業を計画的に推進すると共に、毎年度の施策・事業の進捗状況や事

業実施状況を取りまとめ、事業実施による削減効果量を推定していきます。そ

の成果は、広報誌やホームページ等を通じて村民に公表していきます。 

また、家庭における省エネルギー等の取り組みの進捗管理においては、『くま

もと県民節電所』や『環境家計簿』を活用することも期待されます。 

 

計画の見直し （２）

本村を取り巻く環境や社会の変化等に応じて、村民・事業者等の意見を反映

させながら、施策や目標などの見直しを行っていきます。 
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資料編 

用語集用語集用語集用語集    

� アイドリングストップ 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自

動車のエンジンを停止させること。そうした行動を推奨する運動をさす

概念としても用いられる。エネルギー使用の低減、大気汚染物質や温室

効果ガスの排出抑制を主たる目的とし、アイドリングストップ運動とい

う場合もある。 

 

� 温室効果ガス 

赤外線を吸収する作用をもつ気体の総称。この温室効果ガスの増加によ

り、地球全体がまるで「温室」の中のように期待が上昇する現象を、地

球温暖化という。 

人間活動によって増加した主な温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）、

メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）があ

る。 

 

� 運輸部門 

運輸部門は、乗用車やバス等の旅客部門と、陸運や海運、航空貨物等の貨

物部門をいう。 

 

� LED 

電流を流すと発光する半導体素子。発光ダイオード。 

 

� 化石燃料 

動植物などの遺骸が地質時代を通じて堆積物となり、地圧・地熱などによ

り変成してできた有機物を原料とする石油や石炭等の燃料。 
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� 再生可能エネルギー 

資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素をほとんど排出しない優れたエネルギー。 

再生可能エネルギーとは、エネルギー供給構造高度化法（エネルギー供

給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有

効な利用の促進に関する法律）で「エネルギー源として永続的に利用す

ることができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、

太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定され

ている。 

 

 

エネルギーの概念図 

出典）資源エネルギー庁資料 

 

� 産業部門 

製造業、農林水産業、鉱業、建設業の合計。 

 

� 自立・分散型電源 

既存の系統を活用しつつも、再生可能エネルギー等の供給や地域コミュニ

ティでの効率的な電力供給や熱融通を実現することで、災害時に既存の系

統からの供給が停止した場合においても、地域で自立的にエネルギーを確

保できるしくみ。 

 

� 省エネルギー 

エネルギーの合理化、効率化を図ったり無駄を省いたりすることで節約し、

エネルギーの消費を減らすこと、あるいはそうした運動をさす概念。 
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� 次世代自動車 

ハイブリッド自動車・電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車

（PHV）・燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車・天然ガス自動車 

等をいい、平成 20 年 7 月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」

において定められているもの。 

 

� トップランナー機器 

電気製品などの省エネルギー基準や自動車の燃費・排ガス基準を、市場に

出ている機器の中で最高の効率のレベルに設定された機器。日本では、

1999 年 4 月に施行された「改正省エネ法」において、トップランナー方

式が導入された。 

 

� 二酸化炭素（CO
2

） 

常温常圧では無色、無臭の気体で、水に溶けて炭酸となり弱い酸性を示

す。石炭、石油、天然ガス、木材など炭素分を含む燃料を燃やすことに

より発生する。 

地球大気中での濃度は微量であるが、温室効果を持ち、地球の平均気温

を 15℃前後に保つのに寄与してきた。 

大気中濃度は、産業革命以前 280ppm 程度であったが、産業革命以降、

化石燃料の燃焼、吸収源である森林の減少などによって、年々増加し、

今日では 370ppm 程度にまで上昇した。なおも増加しており、地球温暖

化の最大の原因物質として問題になっている。 

 

� 日射量 

単位面積あたりに入射する太陽のエネルギーの強さを表すもの。単位は、

キロワット毎平方メートル（kW/㎡）等を用いる。一般に太陽光は 1 ㎡当

たり、1kW に相当するエネルギーを有している。 

 

� バイオディーゼル燃料（BDF) 

植物性油や動物性油などの再生可能な資源から作られるディーゼルエン

ジン用の燃料。 

 

� 風況 

風速、風向などの風の状況のこと。観測期間でみた場合、1 年間行う風況

精査、数か月間行う風況概査がある。 
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� 変換効率 

太陽光は 1 ㎡当たり 1kW に相当するエネルギーを有しており、太陽光発

電システムを用いて電気に変換する場合、1 ㎡当たり 0.1kW の出力となる

ため、その効果を（総合）変換効率という。通常 0.1 の値を用いる。 

 

� マイクログリッド 

小規模な地域内で太陽光発電や蓄電池などを組み合わせて、電力需要にあ

わせて最適制御することで需給バランスを調整し、安定的に電力を供給す

るシステム。 

 

� メガソーラー 

出力が 1MW（1,000kW）程度以上の規模の太陽光発電施設のこと。 

 

� 民生部門 

家庭部門と業務部門の 2 部門で、家庭部門は、自家用自動車等の運輸関

係を除く家庭消費部門を対象とし、業務部門は、企業の管理部門等の事

務所・ビル、ホテルや百貨店、サービス業等の第三次産業を対象として

いる。 

 

� 六次産業 

畜産物の生産（第一次産業）だけでなく、食品加工（第二次産業）、流通・

販売等（第三次産業）にも農業者が主体的かつ総合的に関わることで、付

加価値を生み出し、農村の活性化や農業者の経営改善につなげる取り組み

のこと。     
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単位と排出係数単位と排出係数単位と排出係数単位と排出係数    

■■■■エネルギーの単位～エネルギーの単位～エネルギーの単位～エネルギーの単位～Ｊ（ジュール）とｋＷｈ（キロワットアワー）Ｊ（ジュール）とｋＷｈ（キロワットアワー）Ｊ（ジュール）とｋＷｈ（キロワットアワー）Ｊ（ジュール）とｋＷｈ（キロワットアワー）    

本計画で出てくる「J（ジュール）」とはエネルギー量の単位です。 

また、「kWh（キロワットアワー）」は、電気エネルギーの単位としてよく用いられ

ます。これは、電力の単位である kW（キロワット）と、時間の単位である h（時）か

ら組み立てられた単位です。つまり、1kWh とは、1kW の電力を 1 時間消費（若しく

は発電）したときの電力量です。 

 

エネルギーの換算エネルギーの換算エネルギーの換算エネルギーの換算    

~へ 

~から 

J kcal kWh 

ジュール キロカロリー キロワットアワー 

J 1 2.38889×10-4 2.7778×10-7 

kcal 4,186.1 1 1.163×10-3 

kWh 3.6×106 859.846 1 

 

■■■■単位の前につける数の名前単位の前につける数の名前単位の前につける数の名前単位の前につける数の名前    

エネルギー量の単位を用いる場合には、 

「M（メガ）」や「G（ギガ）」などの数と一緒に用いられます。 

 

接頭語 単位に乗ぜられる倍数 

キロ k 千         （1,000） 

メガ M 百万      （1,000,000） 

ギガ G 十億    （1,000,000,000） 

テラ T 一兆  （1,000,000,000,000） 

ペタ P 千兆（1,000,000,000,000,000） 

 

        



56 

■二酸化炭素排出係数■二酸化炭素排出係数■二酸化炭素排出係数■二酸化炭素排出係数    

    

エネルギー種 係数 出典 

電力 0.613kg-CO2/kWh 九州電力の 2013 年度実排出係数 

LPG 0.0590 t-CO2/GJ 

環境省「算定・報告・公表制度に

おける算定方法・排出係数一覧」 

灯油 0.0678 t-CO2/GJ 

重油 0.0693 t-CO2/GJ 

軽油 0.0686 t-CO2/GJ 

ガソリン 0.0671 t-CO2/GJ 

 

（参考）電力の排出係数について 

本実行計画における電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力における平成 25

年度の実排出係数の値を使用している。電力排出係数は原子力発電所の稼働状

況、及びそれに伴う火力発電所の稼働状況の影響を受けるため、今後も変動す

ることが予想される。そのため、計画の見直しや改訂の際には、適切な排出係

数を採用していくこととする。 

 

 
図 九州電力における電力排出係数 

出所）九州電力 Web サイト 
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球磨村球磨村球磨村球磨村地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定委員会委員会委員会委員会    設置要綱設置要綱設置要綱設置要綱    

（設置） 

第１条 球磨村と株式会社三菱総合研究所が共同で実施する「住民参加による

低炭素都市形成計画策定モデル事業」による球磨村地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）の策定に関し、必要な事項を調査、検討及び協

議するため、球磨村地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定に係る企画及び調整に

関すること。 

（２）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の導入促進及び普及啓発に関

すること。 

（３）前 2 号に掲げるもののほか、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の策定に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、球磨村長が選任する委員 13 人以内をもって組織し、株式

会社三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部長が委嘱する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成 27 年 3 月 27 日までとする。ただし、欠員が生じ

た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長 1 人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、これを代表する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。 

２ 委員会は、所掌事項の遂行にあたって必要があると認めるときは、関

係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提供を求めることがで

きる。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、球磨村総務企画課企画広報係及び株式会社三菱総合

研究所環境・エネルギー研究本部において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成 26 年 8 月 6 日から施行する。 

２ 委員が選任された後、最初に召集すべき会議は、第 6 条第 1 項の規定

にかかわらず、球磨村総務企画課企画広報係及び株式会社三菱総合研

究所環境・エネルギー研究本部が召集する。 

３ この要綱は、平成 27 年 3 月 27 日限り、その効力を失う。 
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策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿策定委員会委員名簿    

【策定委員】 

田中 昭雄  熊本大学大学院自然科学研究科 特任教授 

 

佐藤 美智子 熊本県 環境生活部 環境局 環境立県推進課 課長 

 

中川 博文  球磨地域振興局 総務振興課 課長 

 

宮崎  昭  九州電力株式会社 人吉営業所 所長 

 

松野 富雄  球磨村議会 議長 

 

大岩 精一  球磨村森林組合 代表理事組合長 

 

舟戸 治生  球磨村商工会 会長 

 

馬場 正喜  ＪＡくま 球磨村店 店長 

 

冨永 知敬  球磨村行政区第４区 区長 

 

谷口 幸敏  球磨村行政区第１１区 区長 

 

大岩 精一  球磨村行政区第１８区 区長 

 

内布 利人  球磨村役場 副村長 

 

蔀  敦己  球磨村役場 総務企画課 課長 

 

【オブザーバー】 

熊本県商工観光労働部新産業振興局エネルギー政策課 

 

【事務局】 

球磨村役場 総務企画課 

 

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

（順不同、敬称略） 
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策定委員会等開催概要策定委員会等開催概要策定委員会等開催概要策定委員会等開催概要    

【委員会】 

回 日時・場所 主な議事 

第 1 回 

日時 
平成 26 年 8 月 29 日（金） 
14：30～16：30 
 
場所 
球磨村役場 3 階談話室 

・ 今年度の検討事項について 
・ 短中期的に実施する具体的事業

の実施状況について 
・ 重点対策の詳細検討の実施状況

について 

第 2 回 

日時 
平成 26 年 11 月 21 日（金） 
10：15～12：15 
 
場所 
石の交流館「やまなみ」 

・ アンケート結果について 
・ 短中期的に実施する具体的事業

の実施状況について 
・ 重点対策の詳細検討の実施状況

について 
・ 球磨村地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）案について 

第 3 回 

日時 
平成 27 年 3 月 3 日（火） 
14：30～16：30 
 
場所 
石の交流館「やまなみ」 

・ 重点対策の詳細検討の実施状況

について 
・ 球磨村地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）案について 
・ 今後のスケジュールについて 
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【シンポジウム】 

日時 主な内容 

日時 
平成 27 年 11 月 21 日（金） 
14：00～17：00 
 
場所 
球磨村 
石の交流館「やまなみ」 

自治体主導による事業実施、村内事業者の

育成、事業化支援の 3 つの分野における専

門家として 3 名の講師を招集し講演いただ

いた。 
講演終了後には、『「球磨村らしい」再生可

能エネルギーへの取り組みに向けて』とい

うテーマでパネルディスカッションを実

施。 
一般傍聴及び関係者を含め、約 40 名が参

加。 

 

基調講演Ⅰ 

春日隆司氏 

北海道下川町 環境未来都市推進本部長 

「森林を造り、未来を創る 

～下川町における再生可能エネルギーへの取り組み～」 

基調講演Ⅱ 

志澤昌彦氏 

ほうとくエネルギー（株）取締役副社長 

「小田原電力、はじまります！」 

基調講演Ⅲ 

風間和彦氏 

（有）プロジェクト・ソフィア&コンサルティング 取締役社長 

「再生可能エネルギーの事業化・資金調達の留意点」 
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アンケート調査の概要アンケート調査の概要アンケート調査の概要アンケート調査の概要    

村内のエネルギー使用状況等の把握のため、全家庭および一部の事業者向け

に、平成 26 年度にアンケート調査を実施しました。それぞれのアンケート調査

の概要は、以下の通りです。 

 

表 2 家庭向けアンケート調査の概要 

項目 概要 

目的 

各家庭におけるエネルギーの使用状況について把握し、球磨村

内の家庭部門におけるエネルギー消費量の推計に活用する。 

各家庭における省エネルギー製品（木質バイオマスストーブ等）

の導入可能性、および導入による温暖化対策の効果（CO2 削減

効果等）の推計のための情報とする。 

家庭における省エネルギーの取組実態を把握し、省エネルギー

ポテンシャルの推計に活用する。 

配布対象 

球磨村内の全世帯（1,554 世帯） 

※住居と同一建物内にて商業等を行っている場合（例：商店や

飲食店）、についても御回答いただいた。 

実施期間 平成 26 年（2014 年）9 月 10 日～9 月 25 日 

回収数 1018 世帯（回収率 66％） 

 

表 3 事業者向けアンケート調査の概要 

項目 概要 

目的 

事業所におけるエネルギーの使用状況について把握し、球磨村

内の業務・産業部門におけるエネルギー消費量の推計に活用す

る。 

各事業所における省エネルギー製品（木質バイオマスボイラ等）

の導入可能性、および導入による温暖化対策の効果（CO2 削減

効果等）の推計のための情報とする。 

配布対象 

球磨村内の全事業者（64 事業者） 

※住居と同一建物内にて商業等を行っている場合（例：商店や

飲食店）は、家庭用アンケートにご回答いただいた 

実施期間 平成 26 年（2014 年）9 月 10 日～9 月 30 日 

回収数 43 事業者（回収率 67％） 
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