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第１章

ロードマップ策定に当たって



１　策定の背景

２　策定の目的

３　本町におけるエネルギー政策の目指す姿（当面のエネルギー・ビジョン）

　南小国町（以下「本町」という。）では、平成３１年（２０１９年）２月に、町民と協働でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を踏まえた
３０年後の町のありたい将来像を描いた「南小国町共有ビジョン」（以下「共有ビジョン」という。）を策定しました。
　さらに、令和２年（２０２０年）３月には、共有ビジョンに描いた将来像の実現に向けて、令和２年度（２０２０年度）からの１０年間
において、町として今後何を目標に、どのような方針（戦略）で、どのような施策に重点的に取り組んでいくのかを取りまとめた第４次南
小国町総合計画（南小国町まち・ひと・しごと創生総合戦略を含む。）を策定しました。
　共有ビジョンでは、「再生可能エネルギーを地域資源から生み出し、有効活用し、未来につながる豊かな暮らしを実現する里」という将
来像を掲げており、総合計画（総合戦略）においては、これに対応する形で、「戦略６　木質バイオマスの活用や小水力発電等の再生可能
エネルギーの導入、省エネ及びＣＯ２削減につながる動きを促進していく」こととし、再生可能エネルギーの導入に向けて、「エネルギー
対策プロジェクトチーム」（以下「ＰＴ」という。）を組織し、ロードマップを作成することとしています。
　これに基づき、令和２年（２０２０年）７月にＰＴを設置し、ＰＴを中心に本町に適した再生可能エネルギー導入の方法の検討を進め、
同年１０月に首相により表明された「２０５０年に国内の温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」という国の方針も踏まえて、このロー
ドマップを作成しています。

　本ロードマップは、豊かな自然環境や黒川温泉を始めとする複数の人気温泉地を有し、いつまでも「上質な里山」を体感できる町であり
続けることを目指す本町が、こうした特長や魅力を守りつつ、エネルギーの創出・自給を着実に進め、温室効果ガスの削減、地域資源の有
効活用、地域経済における資金の循環促進及び災害に負けないまちづくりを実現していくとともに、わが国の温室効果ガス排出削減に貢献
していくための道筋を指し示すことを目的として策定しています。

　さきに記載したとおり、本町は、共有ビジョンにおいて、再生可能エネルギーの導入等を促進していくことを表明しており、国において
も、令和３２年（２０５０年）のカーボン・ニュートラル実現を目指すことが明言されています。
　こうしたことから、長期的には、本町におけるエネルギー需要のすべてを本町で産出される再生可能エネルギーで賄うことが（国レベル
での脱炭素実現に貢献するためにも）理想的であり、それが本町におけるエネルギー政策の究極の目標となります。
　しかしながら、その実現は容易ではありません。本町のエネルギーをめぐる現状やこのロードマップに掲げる取組みにより得られる成果
（見込み）を考慮しても、直ちにこれを本町がこれから取り組むエネルギー政策の目指す姿と設定することは、現時点では現実味がなく、
効果的ではないと考えられます。
　そのため、今後最初に目指すべき到達点は、「町としてのレジリエンス（逆境にしなやかに対応し生き残る強さ）を着実に高め、災害や
停電等により町外からのエネルギー供給が遮断されても、住民生活や行政の推進に必要最低限なエネルギーを再生可能エネルギー等で賄
い、難局をしっかりと乗り越えることができる町になること」とし、当面の間はその実現のためのロードマップを描き、それに基づく政策
に注力していくこととします。
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４　対象期間

５　策定体制

（１）庁内体制

（２）町民からの意見聴取

　　　

６　推進及び進捗管理

１－２

　ＰＴを中心に、枝廣淳子政策顧問及び熊本県エネルギー政策課等の助言を受けながら、案の検討・作成を進め、庁内会議（町長、教
育長及び各所属長で構成。）」での審議を経て、策定しました。

　総合計画に基づく施策等として、ロードマップに掲げる取組みを推進していくこととなるため、総合計画において定める同計画の推進及
び進捗管理の一環として、計画（ｐｌａｎ）、実行（ｄｏ）、評価（ｃｈｅｃｋ）、改善（ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡマネジメントサイク
ルによる成果重視の運用を行います。
　具体的には、毎年度ＰＴがロードマップに沿った取組みについて、当該年度の事業実施計画書を作成します。庁内会議を経て計画を確定
し事業を実施します。事業実施後、ＰＴは自己評価した事業実績評価書を作成し、庁内会議を経て評価を確定します。評価を踏まえ、次年
度の予算案に反映させ、町議会にこの予算案を提出、町議会における審議を経て予算が成立することにより、１サイクルが完了し、次のサ
イクルにつながっていきます。

【Ｄ】
ＰＴによる事業の推進

【Ｃ】
事業実績評価書作成
⇒庁内会議を経て評

価

【Ｐ】
事業実施計画書作成
⇒庁内会議を経て確

定

【Ａ】
評価を踏まえ予算案作成

⇒議会の審議を経て予算成
立

　総合戦略の内容や社会情勢の変化に的確に対応するため、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）までの５年間を
計画期間とします。

　策定前に案をホームページに掲載しパブリックコメントを実施、町民から出された意見をしっかりと受け止め、内容に反映させまし
た。



第２章

エネルギーに関する本町の現状



１　各種データから見た本町の現状

・本町の熊本県内におけるエネルギー自給率の順位は４５市町村中２９位で、地域的自給率(注)が３１．１％、電力自給率５．８％、熱自
給率６２．８％となっています。この数値は実際の数値ではなく、理論値での算出です。（2018年度環境エネルギー政策研究所(ISEP)ホー
ムページ掲載情報から）
(注)地域的自給率＝［*地域的自然エネルギー（電力＋熱）年間供給量］÷［地域の年間エネルギー需要（民生＋農林水産）］
*地域的自然エネルギーとは、太陽光発電、風力発電、地熱発電、小水力発電（原則としてダム式を除く１０MW以下）、バイオマス発電および熱利用（大規模産業用
は除き、原則として国内資源）、一般廃棄物焼却施設（バイオマス分）、太陽熱、地熱（温泉、地中熱）

・エネルギー代金の域外（町外）流出額は、平成２５年度（２０１３年度）で、石油・石炭製品－４億円、電気－３億円、ガス・熱供給－
１億円です。（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）

・町内の消費電力量（九州電力契約分）は、
　平成２６年度（２０１４年度）３３，３０１，２７１ｋＷｈ、
　平成２７年度（２０１５年度）３２，８３３，５８５ｋＷｈ、
　平成２８年度（２０１６年度）３１，６５１，７１２ｋＷｈ、
　平成２９年度（２０１７年度）３２，２２７，０１３ｋＷｈ、
　平成３０年度（２０１８年度）３０，９８０，０１９ｋＷｈ、
　平成３１年度（２０１９年度）２１，１７３，６７５ｋＷｈ
　となっています。平成３０年度から平成３１年度にかけて、
　大幅に減少しているのは、新電力への契約切り替えが主な
　要因と考えられます。

・再生可能エネルギー導入件数及び導入容量は、平成２９年（２０１７年）３月時点で、太陽光発電が９６件５８７ｋＷ。風力発電、水力
発電、地熱発電、共に導入はありません。（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）。バイオマス発電
については、平成２９年度（２０１７年度）に１件５０ｋｗ導入されています。

・ＦＩＴ（電力固定価格買取制度）認定状況は、令和２年（２０２０年）６月末現在で、太陽光発電設備の導入件数及び導入容量は、１１
７件７６３ｋＷ。バイオマス発電設備の導入件数及び導入容量は、１件５０ｋＷ。これ以外の風力、水力、地熱の発電設備は、認定実績は
ありません。（資源エネルギー庁ホームページ掲載データから）

・平成２０年度（２００８年）に「南小国町地球温暖化防止実行計画」を策定し、学校施設への木質ペレットストーブ導入や町民への啓発
活動等により温室効果ガスの削減に取り組んできており、役場関連施設のＣＯ２排出量について、平成２９年度（２０１７年度）には平成
１９年度（２００７年度）と比較して１４．６％の削減を達成しています。（温暖化防止実行計画に係るCO2排出量調査結果から）

※詳細は、第６章 関連資料集「１ エネルギーに関する本町の現状データ」を御参照ください。
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※導入箇所の位置や設置者・導入機器に関する情報については、第６章 関連資料集「２ 南小国町内の再生可能エネルギー関連設備の分布図」及び
「３ 南小国町内の再生可能エネルギー発電設備一覧」を御参照ください。
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２　本町における再生可能エネルギーの導入状況

エネルギー種別 導入件数 導入量 主な導入箇所（※） 備考

太陽光発電 115件 747kW
・公民館、学校等の公共施設
・旅館、印刷会社等の事業所
・一般家庭

資源エネルギー庁ホームページに掲載されているFIT認定状況
から把握（FIT認定を受けていないものについては、計上漏れと
なっている可能性あり）。

太陽熱発電 なし

太陽熱利用
不明だが、航空写真で見ると
町内の住家のおよそ5％程度
ではないかと思われる

・一般家庭 導入状況が把握できる統計・データ等が存しない。

風力発電 1件 3400kW ・阿蘇小国ウィンドファーム
株式会社ジェイウィンドが小国町との町境付近に設置した風車
5基のうち2基が本町内に所在している。

中小水力発電 なし

廃棄物系バイオマス
発電・熱利用

なし

木質系
バイオマス

発電 1件 50kW ・大仁産業事業所内 民間事業者により小型のガス化発電機が導入されている。

熱利用 58件 803.2kW
・交流促進センター(温泉館きよら)
・町内小中学校
・飲食店、旅館、一般家庭

事業所・一般家庭は、補助金支給実績から把握。ペレットス
トーブ又は薪ストーブが導入されている。

草本系バイオマス
発電・熱利用

なし

地熱・温泉熱発電 なし



第３章

再生可能エネルギー導入可能性の評価
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　再生可能エネルギーの種別毎に本町への導入可能性を、「◎：導入促進すべき、〇：どちらかと言えば導入促進すべき、△：現時点
では導入促進せず、今後の状況を注視、×：導入促進すべきでない」の４段階で評価すると下表のとおりとなりました。
　この評価が◎又は〇となったものについては、ロードマップを作成し（次章）それに基づく取組みを推進します。△又は×となった
ものについては、第５章に掲げた「注目していく事項」の状況に応じて、導入可能性を適宜再評価していきます。

太陽熱利用

エネルギー種別 エネルギーの概要等

導入可能性評価

左記評価の主な理由等

(公共) 事業者 (家庭)

町民

太陽光発電
ソーラーパネルにより太陽光を
電力に変換するもの

・小規模なものは導入時のハードルも比較的低く、分散電源確保の
ためにも導入促進すべき。
・大規模なものは、景観保護の観点から導入すべきでない。
・農地転用を伴う導入は、農業衰退につながるおそれがある。

町

太陽熱発電

・広大な土地と長い日照時間を要するため、中山間地である本町
には向かない。
・国内では過去に国家プロジェクトとして実証事業が行われたが上
手くいかず、それ以後導入は進んでいない。

地熱・温泉熱発電

地下のマグマの熱に起因する
蒸気、熱水・温水又はその熱
で発生させた蒸気を使って、
タービンを回して電力を発生さ
せるもの

× △ ×

・地下の蒸気を直接利用する「フラッシュ方式」では、適地調査や蒸
気取り出し用の井戸の掘削等が必要で、周辺環境(温泉等)への影
響も懸念されるため、導入時のハードルが非常に高い。
・沸点の低い別の流体を利用する「バイナリ方式」では、新たな掘
削が必要なく、フラッシュ方式より導入可能性はある。
・熱源、泉源を利用する権利を有する者の導入意思と周辺住民等
関係者との調整なくして進めることはできない。
・導入コストに加え、町内の源泉温度は低めであることや温泉地に
おいて大量の冷却水の確保が困難なことも課題となる。

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
するもの

△ △ 〇

・冬期の寒さが厳しい本町では、給湯や暖房のために家庭や事業
所に導入するメリットはあると考えられる。
・導入時のハードル（コスト、スペース等）は比較的低いものの、他
の再エネ設備と比べて導入支援策が充実していない。

民間

◎ 〇 ◎

太陽光をレンズや鏡で集めて
熱に変換し、その熱で蒸気を
発生させ、タービンを回して電
力を発生させるもの

× × ×



３－２

・規模が大きくなるほどコストパフォーマンスに優れるものの、大規
模なものは、景観に与える影響が大きい。
・町内の適地(瀬の本高原等)は雄大な景色が魅力で、人家が少な
い地域であり、事業用の大規模なものも家庭用の小規模なものも
導入のハードルは高いと考えられる。

中小水力発電
水力発電機（水車）により流水
の力を電力に変換するもの △ △ 〇

・天候等に左右されず安定的に発電でき、小規模なもの(マイクロ水
力発電)であれば、設備投資(導入コスト)が他の発電設備と比較し
てそれほど大きくはない。
・水利権者等との利害調整、取水口の清掃等日常的な維持管理が
必要であり、その流水の周辺住民で構成する団体等が導入主体と
なるのが望ましい。

風力発電
風力発電機（風車）により風の
力を電力に変換するもの △ △ △

・広大な草原はあるが、採集可能な草本は、概ねすべて利用され
ており、余剰や未利用はほとんど生じていない(利用していないもの
は採草コストが高い傾斜地のもの等である)。
・過去に近隣地域で実証実験が行われたが、機器トラブル等もあり
採算が見込めなかったため、現在は事業化されていない。

木質系バイオマス
発電・熱利用

間伐材、未利用材等の木由来
の資源又はそれから生成され
たガスや熱等を発電や暖房等
に利用するもの

◎ ◎ ◎

・持続的に供給可能な資源量が3,300㎥/年程度あると見込まれ、
これまでの取組みから得られた情報・成果も活用できる。
・木質ボイラー等の熱利用や小型のガス発電等の導入を促進する
ことで、地域経済におけるお金の循環や環境・社会への貢献という
地域・企業としてのブランド力の高まり等が期待できる。

草本系バイオマス
発電・熱利用

野草・牧草等の草由来の資源
又はそれから生成されたガス
や熱等を発電や暖房等に利用
するもの

× × ×

・下水汚泥による発電について過去に検討したが、量が少なく採算
がとれないため導入を見送った経緯はあるが、いくつかのバイオマ
スを集約・活用すれば、事業化できる可能性もある。
・下水道施設のエネルギー拠点化の検討を促進する国の制度があ
り、専門家支援のもと実現可能性を精査することができる。

廃棄物系バイオマス
発電・熱利用

生ごみ、家畜排せつ物、下水
汚泥、刈草等生物由来のごみ
から生成されたガスや熱を発
電や暖房に利用するもの

〇 〇 ×

エネルギー種別 エネルギーの概要等

導入可能性評価

左記評価の主な理由等町 民間 町民

(公共) 事業者 (家庭)



第４章

ロードマップ



１　ロードマップ

　前章の導入可能性評価で「◎」又は「〇」となったものについて、エネルギー種別ごとに今後の取組方針とスケジュールを次のと
おりロードマップとしてまとめました。
　今後は、このロードマップに沿って、導入に向けた取組みを着実に進めます。

太　陽　光　発　電
導 入 に 向 け た 取 組 方 針

①景観を阻害しない程度の規模で、かつ、自家消費可能な仕様の太陽光発電設備の導入に対する補助事業を展開し、町内の住宅（家

庭）や事業所における発電設備導入（分散電源確保）を促進する。（大規模な設備の導入や農地転用を伴う導入については、促進し

ない）

②公共施設の新築・改築等を行う際には、導入について積極的に検討していく。

③補助事業で設置した発電設備について、設置者からデータや課題等を聞き取り、これらの情報を整理して町内事業者や町民に周知

していくことにより、町全体として太陽光発電に関する理解度を深めていく。

導 入 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ

４－１

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

住宅又は事業所向け導入促進補助事業の実施

（※案件が生じた際に随時）

公共施設新築・改築時の導入検討

データ・課題等 データ・課題等 データ・課題等

町内への周知・広報

データ・課題等



４－2

太陽熱（熱利用）

導 入 に 向 け た 取 組 方 針

①太陽熱温水器の導入について町民のニーズや利点等を正確に把握する為の実証事業を行う。

②実証事業で得られたデータを町民に周知し町民の理解を深める。

③実証事業の結果や町民の反響に応じて、機器導入費用補助の事業化を検討する。

導 入 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

制度設計 実証事業の実施・データの収集(町内外)

補助事業の実施

（結果に応じて）

データ・課題等 データ・課題等

町内への周知・広報



４－３

廃棄物系バイオマス（地域バイオマス）

導 入 に 向 け た 取 組 方 針

①町内の地域資源（種類・量・利活用の状況・関係主体の状況）についての調査及び推進体制を整備し、情報の整理を行う。

②町内資源の調査の結果得られた情報を基に、地域資源の利活用に向けた検討委員会等を立ち上げ、具体的な検討に入る。

※検討にあたっては専門家等の助言を得ることができる「下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ事業（国土交通省）」の活用を想

定。

③関係主体で構成された検討委員会等で実現可能と判断した事業について、補助事業等を活用しながら事業実施。

導 入 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地域資源及び関係主体の洗い

出しと推進体制の整備

資源利活用の実現可能性

について継続して審議

データ・課題等

実現可能と判断した場合に事業実施



４－４

木 質 系 バ イ オ マ ス

導 入 に 向 け た 取 組 方 針

①木質系バイオマスの活用は、自然環境を守りながら地域資源の持続可能なエネルギー利用の観点から、発電よりも熱利用を推進す

る。

②発電設備を導入する場合は、50kW未満の小型ガス化発電とする。

③低炭素社会、経済の地域内循環の観点から町内の家庭、事業所へのペレットストーブ・薪ストーブの導入促進を引き続き実施す

る。

④事業所における木質バイオマスボイラーの導入に向け、国庫補助事業を活用した支援策を検討し、事業化を目指す。

導 入 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ペレットストーブ等購入補助事業 実施 （適宜内容の検討を実施）

事業所への木質バイオマス

ボイラー導入支援策検討

温泉館きよら 木質バイオマスボイラー運用状況を周知（南小国町まち・ひと・しごと創生総合戦略）

事業実施可能と判断した場合 事業実施



４－５

中　小　水　力　発　電

導 入 に 向 け た 取 組 方 針

①地域住民で構成する自治会等による、５００ｗ～５ｋｗ程度のマイクロ水力発電設備（費用が安価で、管理がしやすい）の導入を

促進していく。

②町内における最初の事例を生み出すため、まずは、導入に意欲的な自治会等と連携した実証事業に取り組む。

③実証事業で設置した水力発電設備から得られたデータや課題等を整理し、町内事業者や町民に周知していくことにより、町全体と

して小水力発電に関する理解を深め、次の事例の呼び水とする。

④実証事業で得られたものを踏まえ、次の事例が実現するために必要な支援策（補助制度等）を検討し、事業化していく。

導 入 に 向 け た ロ ー ド マ ッ プ

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

連携自治会等

公募・選定
実証事業実施（最初の事例創出）・効果検証

次の事例創出に向けた新たな支援制度の検討 新たな支援制度の実施（2番目以降の事例創出）

データ・課題等 データ・課題等 データ・課題等

町内への周知・広報

データ・課題等



４－６

太陽熱（熱利用）

廃棄物系バイオマス
（地域バイオマス）

木質系バイオマス

ペレットストーブ等導入

バイオマスボイラー導入

中小水力発電

太陽光発電

２　エネルギー種別毎の取組みの進捗段階（フェーズ）一覧

フェーズ

情報収集・
ニーズや資源量に関する調査

事業の試行（実証事業等） 事業の本格的な実施

２０２１

～２０２５年度

２０２１年度
２０２２

～２０２４年度

２０２３

～２０２５年度

２０２１年度 ２０２２年度～
２０２２

～２０２５年度

２０２１

～２０２５年度

２０２１

～２０２５年度
２０２２年度～

２０２１

～２０２５年度
２０２４年度～



３　進捗評価を行う為の指標

ＫＰＩ又は目標 ＫＰＩ又は目標の定義、説明
計画開始
時の数値
(時点)

目標数値
(達成時期)

把握
頻度

把握
時期

役場関与により導入された
再生可能エネルギー設備等
による年間発電量

(再生可能エネルギー導入ロードマップ策
定後に)役場関与により導入された再生可
能エネルギー設備等による年間発電量の
合計

0kWh
(2020年度)

500,000kWh
(2025年度末)

毎年度 5月頃

役場関与により導入された
再生可能エネルギー設備等
による年間発熱量

(再生可能エネルギー導入ロードマップ策
定後に)役場関与により導入された再生可
能エネルギー設備等による年間発熱量の
合計

0kWh
(2020年度)

1,600,000kWh
(2025年度末)

毎年度 5月頃

役場関与により導入された
再生可能エネルギー設備導
入件数

役場関与による再生可能エネルギー関連
設備導入件数

0件
(2018年度)

5件
(2020～2024年度

累計)
毎年度 3月頃

【目標数値設定の考え方】

【目標数値を達成することの意味】

４－７

・年間発電量及び年間発熱量については、ロードマップに掲げた取組みの結果、増加すると見込まれる数量を試算し（電力：43～46万kW、熱：159万
kW）、更に周知広報や現時点で想定している取組み以外による成果による上積みを図るという前提で設定しました。
　なお、試算に当たっては、現在町内外に導入されている設備の実績等から、太陽光発電：定格1kW当たり年間846kWh、小水力発電：定格1kW当たり年間
7,391kWh、木質バイオマスボイラ：年間130万kWh、木質バイオマスストーブ：年間11,175kWh、太陽熱システム：1㎡当たり年間630kWhと仮定しました。

・導入件数については、第4次南小国町総合計画において設定したKPIと一致させました。

・電力自給率が、約2.4%から約4%に向上します（自給率算定の分母を、2014～2018年までの消費電力量の平均値に設定した場合の試算）。

・経済効果を試算したところ、電気代として約1,000万円/年、暖房・給湯等の燃料代として約1,100万円/年のこれまで地域外に出ていたお金（合計
2,100万円/年）が、達成後は毎年、地域内で循環していくことになります。

・温室効果ガスであるCO2の排出量が、年間812.7トン（290世帯分）削減できます（南小国町地球温暖化防止実行計画を基に、0.387kg-CO2/kWhで試算）。



第５章

ロードマップの見直しや次期ロード

マップの策定に向けて



世論・民意

・政府は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標に掲げており、今後再生可能エネ
ルギーの導入促進に向けた動きが一層加速されることが予想される中で、国又は国民から、都市部に比較し
て活用可能な土地の多い地方部に対して、電源確保の観点からどのような役割が求められてくるか。

・太陽光発電設備や風力発電設備のように景観に影響を及ぼす設備又は地熱発電設備のように周辺環境に影
響を及ぼす恐れがある設備の導入に関して、本町及び周辺地域の住民の考えがどのように変化していくか
（又は変わらないのか）。

　当該ロードマップは、現状を踏まえて策定しており、今後情勢の変化により、見直しが必要になる可能性があります。

　また、当該ロードマップの計画期間満了時には、改めて次期ロードマップの策定を検討していくこととなります。

　こうした当該ロードマップの見直しや次期ロードマップの策定については、主に次に掲げる事項の情報を随時収集及び分析したうえで、

PTを中心に、その必要性を判断していくこととします。

注目していく事項 注目すべき点

５－１

イノベーション
（技術革新等）

・再生可能エネルギー関連機器の発電効率の向上、省スペース化及び低コスト化など、本町への導入を検討
するに当たり、プラスに働くような変化をもたらすイノベーションが起こっていないか。

売電に関する制度
（FIT、FIP)

・適用条件や買取価格の変更がなされていないか。

※FITは、再生可能エネルギー設備導入後の発電した電力を国が定めた特定の価格で売電できる制度、FIPは、発電した電力を市場
で売買した場合に売電量に応じてプレミアム（補助金）を受け取れる制度であり、発電設備導入後の運営収支に大きな影響を及ぼ
す。

その他支援制度・税制等の
新設、変更又は廃止

・国や県等により、再生可能エネルギー導入に向けた補助金等の支援制度や税制の新設、変更又は廃止が行
われたことにより、本町への導入のハードルが大きく下がる再生可能エネルギー関連設備がないか。

電力会社の動向
・再生可能エネルギー発電設備を系統に接続することに関する制約や条件に変わりはないか。

・FIT終了後又は適用外の再生可能エネルギー発電設備による電力の売電に関する変動はないか。



第６章

関連資料集



エネルギー自給率 （2016年度）

（2018年度）

エネルギー関連部門における移輸出入の収支差額

エネルギー代金の域外流出額　〈P145〉

（2013年度）

町内消費電力量（九州電力契約分）

　（環境エネルギー政策研究所(ISEP)ホームページ掲載情報から）

１　エネルギーに関する本町の現状データ

全体 電力分 熱分

30% 2% 28%

-1億円 -9億円

　（2015年南小国町産業連関表（(有)イーズ作成）から）

石炭・原油・天然ガス 石油・石炭製品 電気 ガス・熱供給 総計

0億円 -4億円 -3億円

　（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）

部門 収支(百万円)

電力 -553

　（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）

年度

2016 31,651,712

６－１

使用電力量(kWh)

2014 33,301,271

2015 32,833,585

2019 21,173,675

2017 32,227,013

2018 30,980,019

・地域的自給率＝［*地域的自然エネルギー（電力＋熱）年間供給量］÷［地域の年間エネルギー
需要（民生＋農林水産）］

*地域的自然エネルギーとは、太陽光発電、風力発電、地熱発電、小水力発電（原則としてダム式
を除く１０MW以下）、バイオマス発電および熱利用（大規模産業用は除き、原則として国内資源）、
一般廃棄物焼却施設（バイオマス分）、太陽熱、地熱（温泉、地中熱）

　（九州電力への照会により把握）

順位 市区町村 地域的自給率 電力自給率 熱自給率

1 五木村 1296.8% 1908.5% 24.7%

2 水上村 748.4% 1114.8% 44.5%

3 相良村 241.8% 355.3% 50.8%

4 小国町 233.1% 326.7% 39.3%

5 山都町 180.1% 243.4% 29.0%

6 錦町 112.6% 147.1% 17.8%

7 西原村 100.7% 130.6% 12.1%

8 大津町 85.5% 109.9% 10.4%

9 産山村 80.5% 100.3% 43.6%

10 甲佐町 76.6% 97.5% 19.8%

11 南関町 73.3% 92.7% 16.2%

12 菊池市 70.2% 87.8% 25.9%

13 美里町 59.3% 71.9% 26.6%

14 高森町 59.0% 73.9% 17.5%

15 益城町 58.7% 74.3% 10.4%

16 荒尾市 54.6% 67.1% 17.0%

17 御船町 54.0% 67.6% 12.5%

18 和水町 51.3% 59.0% 34.1%

19 あさぎり町 50.8% 47.7% 55.5%

20 芦北町 49.0% 59.4% 20.4%

21 水俣市 48.8% 30.7% 68.4%

22 南阿蘇村 42.4% 40.3% 46.3%

23 長洲町 40.5% 49.2% 14.8%

24 球磨村 34.1% 27.6% 46.5%

25 山江村 34.0% 40.5% 15.9%

26 玉東町 32.5% 38.2% 15.3%

27 津奈木町 32.3% 34.4% 26.6%

28 山鹿市 31.4% 33.3% 26.7%

29 南小国町 31.1% 5.8% 62.8%

30 上天草市 30.0% 31.1% 27.3%

31 宇城市 29.3% 36.5% 5.7%

32 合志市 28.9% 33.1% 16.1%

33 八代市 26.5% 32.3% 8.0%

34 多良木町 26.5% 30.3% 15.8%

35 人吉市 26.3% 24.9% 29.8%

36 玉名市 26.3% 29.5% 17.2%

37 氷川町 25.4% 28.9% 14.9%

38 宇土市 21.1% 25.5% 6.8%

39 阿蘇市 20.9% 18.8% 26.1%

40 湯前町 20.5% 22.7% 14.3%

41 天草市 17.4% 20.3% 8.6%

42 菊陽町 12.8% 13.9% 9.3%

43 苓北町 11.9% 12.9% 8.5%

44 嘉島町 11.2% 13.1% 5.3%

45 熊本市 5.9% 6.5% 3.9%



再生可能エネルギー賦存量・利用可能量の推計 再生可能エネルギー導入件数及び導入容量　〈P96-97〉

（2017年3月時点）

※2017年度導入　1件　50kW(大仁産業)

FIT認定状況

（2020年6月末現在）

※太陽光、バイオマス以外（風力、水力、地熱）の発電設備は、認定実績なし

町関連施設によるCO2排出量

太陽光発電 - 12千MWh/年

風力発電（陸上） 464千MWh/年 168千MWh/年

エネルギー分類 賦存量 利用可能量

バイオマス熱利用（未利用・木質系） 87,220GJ/年
発電利用 937GJ/年

熱利用 7,965GJ/年

中小水力発電（河川部） 31千MWh/年 31千MWh/年

中小水力発電（農業用水路） - -

分野 導入件数 導入容量

水力発電 0件

バイオマス熱利用（未利用・草本系） 136,344GJ/年
発電利用 13,634GJ/年

熱利用 40,903GJ/年

バイオマス熱利用（未利用・農業残渣） 21,281GJ/年
発電利用 761GJ/年

熱利用 2,282GJ/年

6,468GJ/年

バイオマス熱利用（廃棄物・木質系） 26,646GJ/年
発電利用 176GJ/年

熱利用 1,496GJ/年

バイオマス熱利用（廃棄物・畜産糞尿、汚泥） 71,777GJ/年
発電利用 1,797GJ/年

熱利用

地熱発電（バイナリー型・120-180℃） 42千MWh/年 8千MWh/年

太陽熱利用 - 0億MJ/年

バイオマス熱利用（廃棄物・食品系） 4,355GJ/年
発電利用 817GJ/年

熱利用 2,941GJ/年

地熱発電（バイナリー型・53-120℃） 51千MWh/年 20千MWh/年

地熱発電（バイナリー型・120-150℃）

バイオマス熱利用（廃棄物・BDF） 7,969GJ/年 7,691GJ/年

地熱発電（蒸気フラッシュ・150℃以上） 154千MWh/年 14千MWh/年

0kW

地熱発電 0件 0kW

太陽光発電 96件 587kW

風力発電 0件 0kW

　（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）

太陽光発電設備 バイオマス発電設備

導入件数 導入容量 導入件数 導入容量

バイオマス発電 0件 0kW

合計 96件 587kW
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　（温暖化防止実行計画に係るCO2排出量調査結果から）

合計 117件 763kW 1件 50kW

　（資源エネルギー庁ホームページ掲載データから）

旧制度からの移行分 56件 234kW 0件 0kW

現行制度での認定分 61件 529kW 1件 50kW

地中熱利用 - 3億MJ/年

　（平成30年度熊本県総合エネルギー計画改定基礎調査　調査結果報告書から）

27千MWh/年 8千MWh/年
(t-CO2)

項　　目 H19 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 増減(H29-19) 削減率

　自動車 51.645 49.402 53.914 50.290 51.843 55.871 51.677 49.555 54.852 56.828 50.090 -1.555 -3.0%

　ガソリン 1.769 0.276 0.271 0.257 0.695 0.618 0.610 0.412 0.426 0.370 0.251 -1.518 -85.8%

　軽油 0.593 0.146 0.667 0.100 0.658 0.698 1.249 1.102 0.152 0.280 0.246 -0.347 -58.5%

　灯油 207.659 220.385 237.694 251.311 257.586 236.614 173.706 151.388 130.003 126.581 126.640 -81.019 -39.0%

　A重油 203.250 178.914 171.108 161.326 117.885 119.240 113.820 124.66 97.56 119.240 107.316 -95.934 -47.2%

　LPG 25.819 22.736 20.341 19.085 19.080 20.237 19.812 20.041 12.025 12.092 20.658 -5.161 -20.0%

　電気 486.851 513.968 586.601 548.275 525.297 500.997 504.131 480.391 513.297 558.627 527.703 +40.852 +8.4%

　HFC 1.053 1.014 1.034 1.092 1.190 1.190 1.151 1.131 1.248 1.229 1.229 +0.176 +16.7%

　終末処理 4.947 9.415 9.823 9.823 10.418 9.851 9.853 9.739 10.686 10.446 10.926 +5.979 120.9%

　浄化槽 12.044 8.347 39.906 39.906 2.437 2.330 2.316 2.367 2.361 2.500 4.742 -7.302 -60.6%

合　　計 995.630 1,004.603 1,121.359 1,081.465 987.089 947.646 878.325 840.786 822.610 888.193 849.801 -145.829 -14.6%

燃
 
 

料



２　南小国町内の再生可能エネルギー関連設備の分布図
※令和2年10月1日現在で、役場にて把握している範囲で作成しています。（個人所有の住宅等に導入している分は対象としていません。）

国道442号

県道満願寺黒川線

国道212号

阿蘇市

大

分

県

日

田

①【役場前バス停】民/公

太陽光発電：8.55kW

③【森園マンホール】民/公

太陽光発電：13.95kW

④【山村広場】民/公

太陽光発電：8.55kW

⑧【満願寺公民館】民/公

太陽光発電：8.55kW
⑤【中原保育園】民/公

太陽光発電：5.4kW

②【農産加工所】民/公

太陽光発電：17.1kW

⑨【りんどうヶ丘小学校】民/公

太陽光発電：17.1kW

⑩【星和公民館】民/公

太陽光発電：8.55kW

⑪【太陽印刷社】民

太陽光発電：35.2kW

⑦【波居原公民館】民/公

太陽光発電：17.1kW

⑥【湯夢プラザ】民/公

太陽光発電：8.55kW

⑭【金剛宝寺】民

太陽光発電:24kW

⑬【華匠庵】民

太陽光発電：49.5kW

⑮【大仁産業】民

バイオマス発電：50kW

⑯【阿蘇おぐにウィンドファーム】民

風力発電：3400kW

⑫【大朗館】民

太陽光発電：3.2kW

役場

【中原小学校】公

ペレットストーブ：12kW×5台

【市原小学校】公

ペレットストーブ：12kW×7台

【南小国中学校】公

ペレットストーブ：7kW×5台

【りんどうヶ丘小学校】公

ペレットストーブ：12kW×8台

【温泉館きよら】公

木質チップボイラ：250kW
【あぶらや】【綾部自動車】【ピエロ】民

ペレットストーブ：12.6kW、6.5kW、9.1kW

【鬼笑庵】民

ペレットストーブ：6.6kW

【天河山荘】民

ペレットストーブ：5.4kW

【流憩園】民

ペレットストーブ：7kW

【旅館わかば】民

ペレットストーブ：6kW

【旅館こうの湯】民

ペレットストーブ：6.6kW

【お宿花風月】民

ペレットストーブ：7.5kW

発電設備

熱利用設備
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整理番号 ① 整理番号 ⑦ 整理番号 ⑬

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電 種別 太陽光発電

設置場所 役場前バス停 設置場所 波居原公民館 設置場所 華匠庵

設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 華匠庵

定格出力 8.55kW 定格出力 17.1kW 定格出力 49.5kW

発電実績 646kWh/月 (2019年平均) 月発電量 1,258kWh/月 (2019年平均)

整理番号 ② 整理番号 ⑧ 整理番号 ⑭

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電 種別 太陽光発電

設置場所 町農産加工所 設置場所 満願寺公民館 設置場所 金剛宝寺

設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 金剛宝寺

定格出力 17.1kW 定格出力 8.55kW 定格出力 24kW

月発電量 1,197kWh/月 (2019年平均) 月発電量 562kWh/月 (2019年平均)

整理番号 ③ 整理番号 ⑨ 整理番号 ⑮

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電 種別 木質バイオマス発電

設置場所 森園マンホール（温泉館敷地内） 設置場所 りんどうヶ丘小学校 設置場所 大仁産業敷地

設置者 ㈱イーファシリティ(町関与) 設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 大仁産業

定格出力 13.95kW 定格出力 17.1kW 定格出力 50kW

月発電量 1,101kWh/月 (2019年平均) 月発電量 10,043kWh/月 (2020年1～9月平均)

整理番号 ④ 整理番号 ⑩ 整理番号 ⑯

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電 種別 風力発電

設置場所 山村広場 設置場所 星和公民館 設置場所 阿蘇小国ウインドファーム

設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 ㈱ジェイウインド

定格出力 8.55kW 定格出力 8.55kW 定格出力 3,400kW

月発電量 541kWh/月 (2019年平均) 月発電量 619kWh/月 (2019年平均) 月発電量 55～60万kWh/月 (推計)

整理番号 ⑤ 整理番号 ⑪

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電

設置場所 中原保育園 設置場所 太陽印刷社

設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 (有)太陽印刷社

定格出力 5.4kW 定格出力 35.2kW

月発電量 418kWh/月 (2019年平均)

整理番号 ⑥ 整理番号 ⑫

種別 太陽光発電 種別 太陽光発電

設置場所 湯夢プラザ 設置場所 大朗館

設置者 ㈱NTTスマイルエナジー(町関与) 設置者 大朗館

定格出力 8.55kW 定格出力 3.2kW

月発電量 567kWh/月 (2019年平均)
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３　南小国町内の再生可能エネルギー発電設備一覧
※令和2年10月1日現在で、役場にて把握している範囲で作成しています。（個人所有の住宅等に導入している分は対象としていません。）

〈番外編〉町内熱利用設備写真

温泉館きよらのバイオマスボイラー

教室に設置されたペレットストーブ

5月 8月 1月

戸建 192 240 297

集合 153 215 232

戸建 269 352 461

集合 214 322 336

戸建 314 430 530

集合 261 369 402

戸建 343 479 608

集合 267 387 378
4人以上

世帯人数

※参考　平均的な家庭における消費電力量
　　　　(出典:家庭の省エネハンドブック(東京都作成))

住居
タイプ

消費電力量（kWh)

1人

2人

3人



設備の種別 仕様 設備導入費用 収益/年 管理等費用/年 法定耐用年数 処分費用 備考

太陽光発電設備
定格出力

4kW
110万円 8.9万円 1.2万円 17年 15～20万円

・収益に関して、現時点では、自家消費による便益＞
売電価格となるため、全量自家消費の前提で試算(実際
に全量を自家消費しようとするならば、蓄電池の活用
が必要となる可能性が高い)。

太陽熱利用設備

集熱面積
3㎡

タンク容量
200ℓ

30万円 1.3～4.2万円 6,000円 15年 5～10万円

・収益は、熊本市在住、4人世帯の燃料費節約額。
・管理等費用は、ソ振協HPの「よくある質問」を参考
に、7年に1回の不凍液の交換と2年に１回のシステム点
検を行った場合を想定。

燃料代
64,000円

メンテナンス
（年１回）
5,000～15,000円

小水力発電設備
定格出力

2kW
332万円 31.2万円 13.6万円 22年

16万円＋その他
原状回復費用

・収益は全量売電する仮定で試算。
・発電量は水の流量や有効落差に影響を受ける。
・処分費用は、廃棄費用に加えて、発電用地の原状回
復に一定の費用が発生することが想定される。

４　再生可能エネルギー設備導入に関する比較検討表

　この比較検討表は、町民（又は町民で構成する自治会等）が導入する場合の参考資料となるよう、現時点で今後5年間のうちに町民による導入が
進むと考えられる再生可能エネルギー設備に関して、PTが標準的と思われるケースを仮定して独自で試算等を行い、作成したものです。国、業界団
体（太陽光発電協会等）等が公表しているデータや町内における実績等を基に数値を算出していますが、実際に設備を導入する場合には、機器の仕
様や設置場所の状況、発注する業者、今後の制度や社会や物価の変化等によって下表に掲げる各数値は大きく変動しますので、あくまでも一つの目
安としてご覧ください。

木質
ペレットストーブ

定格出力
6.8kW

45.3万円 0万円 6～15年 700円

・管理等費用の燃料代は、町内に導入されているペ
レットストーブの平均的な1時間あたりの燃料消費量に
燃料代50円/kg、運転時間6ｈ/日、使用日数120日/年を
掛けて算出
・管理費用等のメンテナンスは、別途消耗品などの部
品交換が必要となる場合あり。
・処分費用は、自ら撤去し、滝美園クリーンセンター
に持ち込んで処分した場合。業者に依頼する場合は別
途費用が発生する。

６－５



※上記検討表作成の際に活用したデータ

27.5万円/kW

0.3万円/kW/年

846kWh/年

26.44円/kWh

19円/kWh

19万円

15万円

30万円

灯油1.3万円
LPガス4.2万円

6,000円

15年

5～10万円
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自家消費分の便益（2021年度）
令和３年度以降の調達価格等に関する意見（令和３年１月２７日　調達価
格等算定委員会）

FITによる売電価格（2021年度）

住宅用太陽光発電システム撤去時の平均費用（2013年度）

太陽光発電協会HPに掲載のQ&A
2014年度国検討会WGにおける太陽電池モジュール（屋根置き）の撤去費用
の設定金額

太陽熱温水器

設備導入費用
ソ振協*HP「太陽熱利用システム1台当たりの年間CO2削減量及び節約金額」
（*ソーラーシステム振興協会）

収益/年（導入による燃料費節約金額） ソ振協HP「太陽熱利用システム導入効果のめやす」

管理等費用/年 メーカー数社の平均値\21,000/7年（不凍液）+\6,000/2年（点検）

法定耐用年数

設備導入費（2021年度）
令和３年度以降の調達価格等に関する意見（令和３年１月２７日　調達価
格等算定委員会）

維持費(定期点検、パワコン交換等)（2021年度）

定格1kW当たりの発電量 町内の太陽光発設備の発電実績

国税庁HP「主な減価償却資産の耐用年数」

処分費用 事業者の撤去工事の実績値（処分費込）

太陽光発電



※上記検討表作成の際に活用したデータ

6.8kW

45.3万円

0.5～1.5万円

6～15年

700円

166万円/kW

6.8万円/kW/年

4,599kWh/年

34円/kWh

建設費の５％
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耐用年数
国税庁の主な減価償却資産の耐用年数（器具・備品）及び設置業者等への
聞き取りによる。

処分費用
町内の平均的なペレットストーブ70kgを粗大ごみとして滝美園に持ち込ん
だ場合（100円/10kg）

木質ペレットストーブ

仕様（定格出力） 補助金を活用して導入したペレットストーブの定格出力の平均値（25台）

設備導入費
補助金を活用して導入したペレットストーブの導入費用（機器・設置費）
の平均値（25台）

メンテナンス費用 小国郷内のペレットストーブ設置業者へ聞き取り

FITによる売電価格（2021年度）
令和３年度以降の調達価格等に関する意見（令和３年１月２７日　調達価
格等算定委員会）

廃棄費用
コスト等検証委員会報告書（平成２３年１２月１９日　エネルギー・環境
会議コスト等検証委員会）

小水力発電

設備導入費
令和３年度以降の調達価格等に関する意見（令和３年１月２７日　調達価
格等算定委員会）

維持費

定格1kW当たりの発電量
令和３年度以降の調達価格等に関する意見（令和３年１月２７日　調達価
格等算定委員会）より稼働率52.5%として試算。
定格1kW×8,760時間(24h×365日)×稼働率52.5%


