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森町地域新エネルギービジョン策定等事業 

第 1回 策定委員会 

 

日 時：平成２６年５月２１日（水）１４：００～ 

場 所：森町役場 本棟２階会議室 

 

議 事 次 第 

１． 開会 

２． 町長挨拶 

３． 委員の委嘱 

４． 委員長挨拶 

５． 議事 

（１）事業概要説明 ・・・・・・・・・・・・ 資料－１ 

（２）アンケート調査票（案）  ・・・・・・ 資料－２ 

（３）協議 

６． その他 

７． 閉会 
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【開  会】 

（事務局） 

・ 早速定刻の時間になりましたので、森町地域新エネルギービジョン策定等事業の

第 1回目の策定委員会をこれより開催します。 

・ 長岡様、高橋様、高山様欠席です。 

・ 会を始めるにあたり、最初に梶谷町長からひと言挨拶を頂きます。 

 

【町長挨拶】 

（梶谷町長） 

みなさんこんにちは。本日は午後からの日中の時間、本当にみなさん貴重なお忙しい

時間を割いていただき、本日の森町地域新エネルギービジョン策定委員会、第 1 回目の

会合にご出席を頂き心から感謝を申し上げます。そして本日大変お忙しいのにも関わら

ず濱田教授にも札幌から JR で急きょ駆けつけていただきました。本当に教授には心か

ら感謝申し上げます。 

皆さんご存じのように私の公約といたしまして、新エネルギーを活用した街づくりと

いうことで、一昨年からいろいろと地域の、新エネルギーとしての自然エネルギーの賦

存量を調査させていただきました。 

今年度に入り少し具体的な取り組みを考えようと思った時点におきまして、実はこの

地域のエネルギービジョンの策定がされてなかったという事実がございまして、これか

ら先に進むためには、是非ともこのエネルギービジョンの策定をしておかなければなら

ないということで、取り組みはさておきながらきちんとした策定をしておきましょうと

いうことで今回、委員会の発足に至ったわけでございます。それぞれ町内、道南のグル

ープ、組織を代表されていろんな方々のご意見を頂戴させていただきながら内容の充実

されたビジョンをお作り頂ければと心から願うところでございます。 

時を同じくしてといいますか丁度 3.11 の震災で原子力発電所が稼働停止してから非

常に脚光を浴びるエネルギーになってまいりました。なお一層これは森町としても取り

組むのに非常に充実感を覚えるそういったところでもあります。 

今日は第 1 回目の策定委員会ということで、まずは委嘱状の交付など、準備に取り組

ませていただきながら、今後皆さんに色んなご意見を拝聴してまいりますので、心から

お願い申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきたいと思います。みなさんどう

も本日はご参加ありがとうございました。 
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【委嘱状交付】 

・ 全員に委嘱状の交付を行う。 

（事務局） 

・ 森町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱がございまして、その第 3項

の規定によりまして委員長につきましては、委員長に有識者をあてるということ

になっております。 

・ 今回は北海道大学大学院の濱田靖弘先生に委員長を務めていただきますので宜

しくお願いしたいと思います。 

・ 以降は、濱田委員長の進行で宜しくお願いします。 

 

【委員長及び各委員挨拶】 

（濱田委員長） 

北海道大学の濱田と申します。この度はどうぞ宜しくお願い致します。 

私自身は、森町様の地域特性についての勉強はこれからでございますが、以前北斗市

のエネルギービジョンの策定等をお手伝い頂いた際に、名簿を拝見しておりましたら森

林組合の阿部参事様、それから北海道電力の当時の部長様に大変ご専門の立場からご指

導、ご助言頂いてなんとかその当時の委員会というのを進めることができたという経緯

がありまして、今回改めて広域の森町のビジョン策定にあらためてご協力いただけます

ことを大変心強く思っております。どうぞ宜しくお願い致します。 

それから地域の皆様方におかれましても、４回という回数でございますけれども是非

積極的なご指導、ご助言頂きまして、より良い実現可能性の高い魅力ある報告が最後に

梶谷町長様に提出させていただくことができればと考えておりますので、何卒ご協力の

ほど宜しくお願いできればと思います。 

それではまず第１回でございますので、各委員の皆さま、それから事務局の皆さまの

ご挨拶等を頂くところからスタートさせていただければと思います。宜しくお願い致し

ます。 

（工藤委員） 

どうも、こんにちは。砂原商工会の事務局長をやってます工藤です。 

エネルギービジョンの策定委員ということで選ばれましたけれども、まったくどうい

うことをやるのかチンプンカンプンなものですから、これから先程先生のほうから話さ

れたように４回程やるということで、そのうちに少しでも勉強して知識を得たいと思い

ますので宜しくお願い致します。 

（阿部委員） 

はこだて広域森林組合の阿部でございます。うちども広域ですので、函館・北斗・鹿

部町・森町ということで４ヶ所の市町を担当しております。今、委員長の濱田先生から

言われましたけど北斗市でエネルギービジョンをやっております。その時に大変お世話

になりまして、良い案出せたのかなという形ですけれどもまた今回森町でもお世話にな

ります。４回あるということで少しでも協力できればと思います。宜しくお願いします。 
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（城地委員） 

新函館農協 森支店の城地です。今回４月から知内のほうからこの地域にまいりまし

た。また森地域にこれからいろいろ情報を得ながら微力ながら少しでも地域活性のため

に努めて参りたいと思っています。そして今回のこのビジョン、皆さんからいろいろア

ドバイスを頂き、議論しながら最終的に梶谷町長に良い報告をできるよう努めて参りた

いと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

（清水委員） 

森漁協組合の清水でございます。２つの漁業組合がございまして、お隣に砂原漁業協

同組合がございますけど、今日高山さんは来てません。水揚げじたいは 70 億、80 億ぐ

らいになるのではと思ってます。そういう漁業を一生懸命やっているほうでございます。

エネルギーと言いますと森町の場合は濁川に地熱発電という素晴らしいものをもって

いるということで、更にまた新エネルギーとなれば凄い森町という感じになるのかなと

思っています。いろいろこれからも勉強させて頂きたいと思っております。宜しくお願

い致します。 

（佐々木委員） 

町内会連合会から選ばれました佐々木です。砂原地区で砂原中央町内の会長をやって

おります。仕事は測量会社を経営しておりまして、自分はエネルギーを無駄に費やすば

かりでこれからはエネルギーを生むような事もお手伝いできればと策定委員会で微力

ながら頑張っていきたいと思っております。宜しくお願い致します。 

（小野委員） 

こんにちは。森町立濁川小学校の校長の小野と申します。校長会を代表しての出席と

いうことになります。先程お話しがありましたように北電さんの地熱発電があり、そし

てそれを利用してトマト・きゅうりのハウスでの栽培ということで、非常に北海道でも

それから全国でも有名な、とてもみんなに誇れる地域なんだなと思ってます。なかなか

子どもたちは毎日それを当たり前の風景として見ていて、あまりそういう知識がまだ少

ないということがあります。そういった意味ではこういったビジョンが、私たちそして

子供たちがそれを生かしていき、そして子供たちに繋がっていくようなお手伝いができ

ればと考えております。宜しくお願い致します。 

（柳原委員） 

こんにちは。北海道電力の柳原と申します。私も今年 4 月 1 日でこちらのほうに赴任

してまいりまして、まだまだ管内知らないところばかりですから、森町の特徴を含めま

して勉強していきたいと考えております。私も前の前の職場で中標津の営業所長をやっ

ておりましたときに標津町で同じ様な地域エネルギービジョンの策定に係ったという

ことがございますので、その時の経験が活かせれば、なにか発言なり良いものを作って

いくためにアドバイスができればと思っておりますので、宜しくお願い致します。 
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（事務局：木村） 

企画課の木村と申します。私も 4 月に企画課に配属になりました。皆さまに策定して

いただく間、私自身も皆さまから教えてもらいながら一生懸命やっていきたいと思いま

すので宜しくお願いしたいと思います。 

（事務局：川村） 

こんにちは。企画振興課の川村といいます。私も今課長が話したように 4 月で企画課

に移動となりました。今回の策定委員会の委員の皆さまに事務局として少しでも力にな

れればと思ってますので宜しくお願い致したいと思います。 

 

（事務局：河野） 

こんにちは。企画振興課の河野と申します。この度は策定に係りましてお集まり頂き

ありがとうございます。私、事務局は初めてなので不行き届きな点があるかもしれませ

んが、何卒ご了承お願い致したいと思います。宜しくお願い致します。 

（事務局：菅原） 

こんにちは。私、株式会社事務局の菅原と申します。弊社は札幌に本社がございます

建設総合コンサルタントの会社でございます。主にこのようなエネルギー事業の関係を

これまで数多くお仕事させていただいております。今回も森町様から新エネルギービジ

ョンの策定ということで委員会の運営補助、それからビジョンの策定のほうを今回調査

をさせていただきましたので委員会につきましては皆様に解りやすい資料の作成をさ

せて頂きたいと思っておりますし報告書のほうも取りまとめますのでどうぞ宜しくお

願い致します。 

 

（事務局：佐藤） 

同じく事務局の佐藤と申します、宜しくお願いします。主にビジョンの内容説明を務

めさせて頂きますのでわかりやすいことを心がけていこうと思いますので宜しくお願

い致します。 

 

（濱田委員長） 

どうもありがとうございました。それではここで梶谷町長様は他のご公務のため退席

されます。 

（梶谷町長） 

皆様どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。 
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【議  事】 

 

（濱田委員長） 

それでは、策定委員会 議事次第の 5 番でございますけれども、本日は（１）事業概

要説明、（２）アンケート調査票の素案の 2 つの資料をまとめてご説明頂きまして、そ

のあと委員の皆さまから最後に（３）協議のところでご意見、ご指導を賜ればと思って

おりますので何卒よろしくお願い致します。 

それではご説明のほう宜しくお願い致します。 

 

 

（１）事業概要説明 ―事務局から資料に従って説明― 

（２）アンケート調査（案）―事務局から資料に従って説明― 

 

（３）協議  

（濱田委員長） 

只今事務局のほうから資料 1 と資料 2 についてご説明頂きました。資料 1 につきましては目次

とスケジュールのご紹介ということです。第 1 回でございますので特段ご意見ということにもな

らないかもしれませんが、この 1 年間でこの委員会活動に期待することなど、先程ご挨拶の際に

一部頂戴した部分も多々ございますけれども改めて一言ずつ、ご意見を頂戴できればと思います。

それから資料につきましては間もなくの発想ということで、てにおはの部分でありますとか各設

問の適切性ですとかそのようなことにつきましてご意見を頂けましたら最大限対応するようにさ

せていただければと思っております。私から資料のことで一つご質問ですが回答用紙というのは、

この意識調査票という資料 2 と同じものという理解でよろしいですか。 

（事務局） 

回答用紙についてはここには付いてませんが別紙で 1 枚、番号だけの回答用紙にさせ

ていただきたいと思います。 

（濱田委員長） 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

13 歳というのが非常にユニークな調査かなと感じがしておりますけれども、そのあ

たりも含めていろいろとご意見いただければと思います。まず早速で恐縮ですが柳原部

長様からひと言、抱負とご意見等を頂ければと思うのですがどうでしょうか。 
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【以下質疑は内容抜粋】 

（柳原委員） 

・ 昨年作成した素案にアンケート結果などを肉付けしていくような内容にするの

か。素案と最終案の違いを確認したい。 

 

（事務局） 

・ ビジョン（素案）についておっしゃる通りアンケート以外の部分は素案を作って

いる。 

・ ビジョンの中のエネルギー賦存量・利用可能量推計はある一定の考え方、求め方

に準じて計算している。この中に、森町や近隣の方の持っている情報を、可能な

範囲で推計結果の中に入れていくことも考えている。 

・ 今回のアンケート内容の特性上、具体的な数字を導入目標などに反映するもので

はなく、あくまで意識調査である。その内容を踏まえて、7 章 8 章の重点プロジ

ェクト（主に推進していくもの）の内容に反映していくことを考えている。当然、

策定委員会の意見を活用して重点プロジェクトは可能な範囲で修正していく。 

・ 大枠としては現在作成しているビジョン（素案）を委員会で説明し、委員会を通

して、若干の修正を加え、より精度の高いものを作っていくことを考えている。 

（柳原委員） 

・ 太陽光などの現在の動き、国の規定、法律などの近年の情報を提供していきたい。 

・ 太陽光は様々なとことで話が出ているが受け入れ可能容量というのは限られて

いるため、そのような部分も含めて森町で実行するならばどうかという具体的な

話もできればと考えている。 

（阿部委員） 

・ 2 回目委員会のアンケート結果や賦存量、利用可能量のデーターを見ながら進め

て行き、それから意見等を述べさせてもらう。 

・ 森町は特に森林であれば炭関係が有名である。 

・ 森町は豊富な森林があるので、そういったものはどうかというのも含めながら今

後勉強しながらやっていきたいと考えている 
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（小野委員） 

・ アンケートについて、無作為に選任ということだが、例えば「10 代で何人抽出」

などのようにはしなくても良いか、幅広くいろいろな年齢の意向を取るとなれば

そういったことも必要になるのでは。 

・ 添付資料の「新エネルギー」という項目にはパッと思い浮かべるものが羅列され

ているが、木質ペレットや波力などで海を使ったエネルギーも森町としてはなに

か考えられるのではないのか。もう少し幅広く入っていればいいのかなという感

想を持った。この項目以上多くはしないということで捉えてよいか。 

（事務局） 

・ 無作為抽出ついては作成中のリストではどこかの年代に固まるということはな

い。ただ人数の多い年代に多少集中はしている。50 代～60 代の人口が多いので

無作為の抽出をするとその年代が多くなる。しかし、幅広く取るということで確

認したのですが、平成生まれから大正生まれまで幅広く抽出対象になっているの

で、大丈夫だと考えられる。 

・ エネルギーの種類については函館市などで行っている潮力発電や洋上の風力発

電等があるが近隣でまだ設備導入している例が少ないということ、まだ馴染みが

ないということで取り敢えずアンケートついては一般的な 12 項目の中でやって

いきたいと考えている。 

・ ただし、それぞれの専門分野の中で詳しい委員さんもいらっしゃると思うので専

門的な物は委員さんからのご意見を頂きながら、森町の計画に入れることができ

るものがあれば積極的に導入して行きたいと考えている。 

（城地委員） 

・ 今回のアンケートの回収率をどれくらいの目安にしているのかということ。当然

新エネルギーというと次世代に向けての発想であり、危機感を持ちながら回収率

を上げるという仕組み作りは必要ではないか。 

・ 無作為という形の中で 1000 戸と 100 箇所となっているが、事務局の中でそれぞ

れの事業や職業に対して、ある程度無作為ではなく幅を持った中で発送したほう

が良いのではないか。 

（事務局） 

・ 回収率についてはこのアンケートに係らず 3 割～4 割くらいが通常の回収率とな

っているが、当然回収率は上げたいため委員からの指摘を参考にしながら進めて

いきたいと考えている。 

（城地委員） 

・ ちなみに農協でのアンケートでは回って集めて 7割などにまでもっていくことも

ある。低い回収率であれば是非回収率を上げてほしい。 
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（清水委員） 

・ 地球温暖化の対策ということで、我々漁業者としては最近の海の異変を感じてい

る。 

・ 2 年ほど前から海の水温が上がって取れる魚が変わってきている。南の魚や、今

まで取れていない魚が取れている。取れすぎて値段が安くなってしまうというこ

ともある。噴火湾の場合はホタテの養殖がメインで漁業の 8 割がホタテである。

ホタテの養殖の作業は水温が高いと作業できなくて止まってしまう。 

・ 話が多少飛ぶが極端な話では陸奥湾で 2、3 年前に水温が 26℃になってホタテ貝

が多く死んだという事がある。こうなるとホタテ養殖ができなくなるのではない

かという思いが出てくる。同じように噴火湾で 24℃、25℃になり作業が出来なく

なった。1 ヶ月くらい何もできないで作業スタイルが全部ズレていく。1 ヶ月ズ

レて秋にやる作業がズレて、春の作業もズレる、など、ここ 2年くらいおかしな

ことが続いている。 

・ 我々の実感として目に見えているし、逆に今度、秋鮭、スケトウダラなどの北方

系の魚が取れなくなっている。こういったことを目の前にして本当にこれ以上温

暖化っていうのはやめてほしいという想いがある。漁業自体への危機感も持って

いる。何年、10年先にはどうなってしまうのかという考え方であり、これを何と

かする対策として森町がこういう新エネルギーを取り組みむということであれ

ば、私たち産業のほうも心強い。 

・ エネルギーという面では漁業は油の消費側であって、燃料高騰などに問題が有る。

やはりそういう部門も考えながらいろいろ勉強させて欲しいと思っている。 

（清水委員） 

・ アンケートの回収率の件で、やはり無作為になるとどうしても回収率が落ちるの

ではないか。かといって特定の事業所などに集中すると決まりきったものしか出

てこないというような事もある。 

・ まず知っているエネルギーの種類は限られてくるとも考えられる。太陽光やバイ

オ、地熱、こういうものに集中してしまっても問題ではないかと。アンケートの

添付資料にもあるが、森町で考えられるエネルギーについては、ある程度詳しい

ものがあってもよいのではないか。 
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（事務局） 

・ 資料の中で地熱発電については森町に道内で唯一の地熱発電所があるというこ

とで北電か提供された写真を使用している。町内で設置されているメガソーラー

など、もう少し身近なところにも使われているということをアピールした添付資

料に直す方向で検討する（近隣市町村の事例も含め）。 

 

（佐々木委員） 

・ 森町の中でも身近なところで見てわかる太陽光発電が何箇所か建設されて稼働

されているところもあるようだが、山林・原野地区で行われているところと、砂

原地区では民家に近いところでも設置されているところがあるが、そういった地

域で整備された時の影響はどういったものがあるか。 

・ また私がこの立場で委員として選ばれてるのは、町内会の代表としてきていると

そういった住民の声とかを集めたほうがいいのか、または、どういう風に策定委

員としての立場でやっていくのか、方向性を逆に教えてほしいと思う。 

（事務局） 

・ 太陽光に関しては特に砂原地区に関しては今年度特にもう数件ほど、うちの町で

助成金を出していまして何件か受けている。町としての周知がされれば利用も進

むのではと考えている。町内会においても「こういったものがあるんだよ」と森

町でこういった策定をしてるなど、PRや周知をして頂けたら町のほうとしても一

緒に協力していきたいと思いますので、その点はご了承願えればと思う。 

（柳原委員） 

・ 太陽光の助成金はいくら出しているか。 

（事務局） 

・ １kWあたり７万円、最高３kWまでの２１万円。産業用は除外とし、家庭用で 10kW

未満の方についてのみ助成している。 

（濱田委員長） 

・ これまでのエネルギービジョン策定委員のメンバーで町内会組織の代表の方と

ういうのは殆どのケースで入って頂いている。あくまでもビジョンというのは、

主役は住民の方々だという位置づけがある。当委員会と町民の皆様の橋渡し等々

で是非ご指導ご支援いただければ大変ありがたい。 
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【閉会】 

（濱田委員長） 

・ それでは今日は第 1回ということで目次を中心としたご提示ということになりま

した。また第 2回以降、内容の細部の部分をお図り申し上げますのでその際にま

たご指導いただければと思います。 

・ 次回は 7 月 10 日木曜日、開始時刻は 2 時かもう少し早くなるかもしれませんが

概ねこの時間帯でご予定いただければと思います。 

・ それでは第 1回の議事その他は一通り終了いたしましたので最後の閉会等、諸連

絡のほうは事務局にお返しいたします。どうもありがとうございます。 

（事務局） 

・ 委員長どうもありがとうございました。 

・ 只今第 2回目の日程を決めていただきましてありがとうございます。約 2ヶ月後

になりますけれども皆様に改めてご連絡いたしますので宜しくお願い致します。 

・ それでは第 1回目の策定委員会これをもちまして終了させていただきます。今日

は本当にありがとうございました。次回以降もよろしくお願いします。 
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森町地域新エネルギービジョン策定等事業 

第２回 策定委員会 

 

日 時：平成２６年７月１０日（水）１３：３０～ 

場 所：森町役場 本棟２階会議室 

 

議 事 次 第 

１． 開会 

２． 議事 

（１）アンケート調査結果（速報）・・・・・・・・・・・ 資料－１ 

（２）エネルギーの賦存量、利用可能量等調査結果・・・・ 資料－２ 

（３）協議 

３． その他 

４． 閉会 
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【開  会】 

（事務局） 

みなさんこんにちは。委員の皆さんが全員揃いましたので時間前ですけれども進めて

いきたいと思います。 

では第 2 回目の策定委員会ですが、よろしくお願いしたいと思います。 

今日、清水委員につきましては出張と重なり欠席されるということです。 

それでは始めに濱田委員長から一言ご挨拶を頂きたいと思います。 

（濱田委員長） 

本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

第２回の策定委員会ということで本日はアンケートの調査結果のあくまでも速報で

ございますが、速報とエネルギーの可能性、これを重点的に詰めていくべきプロジェク

トの方向性について委員の皆様方から是非活発な忌憚のないご意見を頂ければと思っ

ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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【議  事】 

（事務局） 

どうもありがとうございます。それでは２番目の議事に入りたいと思います。これか

らの進行については濱田委員長よろしくお願いいたします。 

（濱田委員長） 

それでは早速お手元の議事次第に従いまして進めさせて頂きたいと思います。 

資料は１番と２番ということで、緑色の付箋を付けていただいておりまして、資料２

の一番最後、本日の３番目のトピックである重点プロジェクトという構成になっており

ます。 

それではまず、２の議事の（1）アンケート調査結果の速報を森町様からご説明よろ

しくお願いいたします。 
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（事務局） 【資料-1の説明】 

※以降 質疑応答については簡略化している。 

 

（濱田委員長） 

・短期間で素晴らしく整理いただいた。 

・5-1 ページの表 5－5－1、詳細は資料編にアンケートの内容そのものを載せると思う

が、これだけだと基本情報ってなんだろうとかあるため、もうちょっと箇条書きを増や

して頂くことは可能か。 

（事務局） 

・アンケートの説明がわかる状況で載せていく 

（濱田委員長） 

・自由回答にはコメントがあるが今回のアンケートには原子力の設問はなかった 

（事務局） 

・新エネ部分を対象ということと、原子力についての部分の説明を加えるともう一枚

資料が追加ということで割愛している 

・アンケートを答えて頂いた方の中には、そのことをご指摘される意見のアンケート

が 2、3 見受けられ、こちらの反省点 

（濱田委員長） 

・回収率が 30%を越えたということで他の調査に比べると非常に高い数値 

（事務局） 

・6 月中旬過ぎまでは殆ど終息してしまって 25%程度であったが、ハガキの効果が高

かったと思われる。回答いただいた方にもハガキを送ってしまいお叱りを受けたが、

2 日間で 100 通ほど帰ってきましたので、忘れていた方が出していただいたというも

のがかなり多かったと考えられる。 

（濱田委員長） 

・10 代の方も結構答えており、40 代までで 3 割くらいということで、他の調査事例

に比べると大分若い方が協力してくれた印象を持った。また 5-5 の関心のある新エネル

ギーの図で、温度差熱利用というのはヒートポンプ、という補足はアンケートの中には

入っているか。 

（事務局） 

・入っている 

（濱田委員長） 

・そうすると回答者は温度差熱イコール、ほぼヒートポンプと理解して回答している

ということで良いか 

（事務局） 

・冊子を付けて説明しているので、家にヒートポンプを指している図で説明している

ので、ヒートポンプと理解して頂いていると思われる。 
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（濱田委員長） 

・ヒートポンプとＰＲされたのであればちょっと（率が）低いな、と気になったところ 

・自由回答意見は、様々な回答も多く、あとで時間をかけてお読みいただければと思う 

・地熱への興味や、「太陽熱でぺットボトルでお湯を作っている」や（学生さんでしょ

うか、）「親や大人は危機意識はあまりないと思います」など非常に面白いコメントもご

ざいますので大変貴重な資料かと思う。 

 

このアンケート結果でお気づきの点等ございましたらご意見、ご指摘いただければと

思いますがいかかでしょうか。宜しいでしょうか。それでは、何かございましたらまた

最後に協議のところで改めて戻らせて頂くことにいたします。 

続いて資料 2 のほうのご説明（2）に移らせていただければと思います。宜しくお願

い致します。 
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【賦存量・利用可能量説明】 

（濱田委員長） 

・65 ページに亘る多くの数値をご紹介いただきましてありがとうございます。委員の

皆様も追いつくのに大分ご苦労されるかと存じますけれども。 

まず私のほうからいくつか感じたことは、 

・冒頭にある近隣 3 自治体を加えているというのは、ズバリ本音ではどのような意図

が。 

（事務局） 

・平成 25 年度に北海道の経済部の補助制度を利用して調査事業を行い、その時の前提

意見として広域的に調査するということが補助の選択条件だったということで森町だ

けではなく、近隣町村の試算を行って広域的な利活用を図るという目的から試算をした

もの 

・せっかく試算したので見せないと勿体ないということと、周りの状況もわかるという

ことで参考までに近隣町村も載せている。 

（濱田委員長） 

・当時の道の事業のときは、各自治体の方は議論に参画されていたのか。 

（事務局） 

・調査のみだったので各自治体、七飯町、八雲町、鹿部町のエネルギー担当の方には

森町でこういう事業を行っているということと調査結果を後で報告するということ

で連絡はしている。 

（濱田委員長） 

・あとは、6-65 ページがまとめということだが、いくつか気づいた点として、水産系

のバイオマスというのはこの地域特性として特段出てこないものか。 
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（事務局） 

・今回の前提としている計算方法や定義の中に水産系が入ってこなかったということ

がまず一つある。算出するとなると水産系のバイオマス種類と量などが出てくれば同様

の計算方法で出来るかと考えられる 

（濱田委員長） 

・そのあたり高山理事様のほうで、水産に携われている方で現状廃棄しているけど、

エネルギーになりそうだとかそういう可能性のある現場施設というものは思い当たる

ところはあるか 

（高山委員） 

・水産系で市場の中に上がる漁獲物は基本的には捨てるものがないと思う。 

・ただ、今、森町や道内で盛んに行われているホタテの養殖をやっておりその漁具に

付着している付着物は処分することができないため廃棄している。当然、森町の森漁協

なり、隣 3 町の中でもすべて同じような廃棄物ということで処理している。 

（濱田委員長） 

・貝殻はどうされているか。 

（高山委員） 

・貝殻も同じような施設で処理している。基本的には生産組合で貝だけをとるという

ことはやっておらず、貝のまま出荷しているので発生するとすれば加工屋さんサイドで

発生するという状況。 

（濱田委員長） 

・貴重な情報ありがとうございます。 

・それから、中小水力のところで唯一お金が出てくるが、おそらく町民の方に情報を

届けるときは、エネルギーがあるのは解ったけれど、どのくらいのコストなのかという

事に最終的にはなると思うのですけれど、そういう議論はこの後の章で出てくるか 

（事務局） 

・他のエネルギーに関してということか 

（濱田委員長） 

・例えば、太陽光発電 42457kWh 利用可能ですよ、とありますけれども、それを利用

するのにどのくらいかかりますよと、コスト換算値のようなものは。 

（事務局） 

・今回のビジョンの中で個別の計算だったり、このあと重点プロジェクトというものが

あるがそこで、個別の経済性評価まではこのビジョンの中ではしていない。 

・ビジョン全体を纏める時に、エネルギーそれぞれを紹介する章がある。そこで出力あ

たりの単価など参考値となる金額などは出していく予定 
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（濱田委員長） 

・最後の表の理解としては、木質バイオマスの利用可能量というのが非常に大きく特

筆されるというような総括で宜しいか。 

（事務局） 

・賦存量としては大きい。木質については、をビジョン後半の重点ビジョンからはず

すというより使っていくということで森町としては考えたほうがいいのかなという結

果 

（濱田委員長） 

・専門用語で恐縮だが、電気は一次エネルギー換算するなどして単位を揃えて棒グラ

フにしたほうがよいと考える。 

・この表が町民の方に届くと数字ばっかりわかりにくいと考えられるので視覚的に。

報告書は概要版というのは作られる予定はあるか。 

（事務局） 

・簡略版は設定してなかった。詳しいものと一枚ものだけの予定でいる 

（濱田委員長） 

・アンケート回答者に分厚い報告書を送りつけるわけにもいかないでしょうから、簡

単な分かりやすい町民向けのものがあるといいなと思ったのだが。 

・それと、たとえば森町の年間電力消費量は総計どれくらいか。という数値はお持ち

か。 

（柳原委員） 

・昔は市町村ごとに使用量のデータを取ったのですが、あるかどうか確認させてほし

い 

（濱田委員長） 

・それがあると、太陽光発電の利用可能量が冒頭並んでいると、少ししか無いかとか

結構あるんじゃないかとかがわかる。電気だけでなく熱の利用とかガスとかそういうと

ころも同様 

（事務局） 

・ビジョンの前の章に相当し、でまだ出していないのですが、道全体のデータから按

分して計算した森の中の一次エネルギー消費量であったり主要な公共施設のエネルギ

ー使用量を整理して出そうと考えている。賦存量の結果とは比較をしてなかったので後

でグラフのところで何か解り易いものを載せられる範囲で載せていく。 

（濱田委員長） 

・検討いただければと思う。 

・委員の皆様からどのような角度でも結構ですがお気づきの点等ございましたらお願

いできればと思いますが。 
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（柳原委員） 

・最終結果として P6-65 が総合的な纏めという報告になるのかなと思うが、先程委員

長もおっしゃってましたけれど単位ですが kWh とか MWh というのは割と電気の使用

量だとわかりますが GJ ですか熱量という部分で見たときに、たとえば家畜廃棄物

1049GJ となってますが、これってなんだろうとわかりにくいと考えられる。何か比べ

るものがないとなかなか、単に数字だけ出してきてもわからないのではないか。 

 

（事務局） 

・先程グラフの話もあったので化石燃料、例えば重油換算で何トンに相当するという

ところは見せていけるかなと考えている。 

（柳原委員） 

・そうですね。何かと比べなければきっとわからないかと思う 

（濱田委員長） 

・ご指摘のとおりだと思う。ありがとうございます。 

・町民の方は MWｈとかもちょっとびっくりされるかも。 

（柳原委員） 

・これも一軒のお客様が例えば年間 400kWh くらい使っていると仮定したときに、割

り返したら何軒分ですと、確かに太陽光でいえば夜は発電しないので必ずしも正確なデ

ータとしては扱えないかもしれませんけど、何か比較があってもいいのかなと思った次

第 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。 

・石油換算だとか或いは一般的な家庭何軒分の量とか、そういうようなちょっと噛み

砕いた町民の方にお届けする情報というのもご検討いただければと思う。 

 

（委員） 

・他愛もないことで恐縮だが、6-7 付近の他市町村の発電量推計値の表が一番下に載

っており、森町、八雲、札幌市云々とあって一番下に釧路市がある。 

・普段感じてるのが釧路は夏場、結構ガスとかで日照量少ない町だなという認識があ

ったが、数字を見たら意外と森町より発電量が多いから何でだろうと思い、すると最適

傾斜角というのがあって、たとえばその角度によって冬の間の太陽があたる時間が長い

から発電量が多いのかなと思ったのですが、実際どうなのか 

 

（事務局） 

・日射量自体としてはその場所場所の統計データと、計算されているもの両方がある。

その設る場所が年間、霧が多い所だと別途測定しないとならないだろうと思いますので、

確かにその可能性はある 
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（柳原委員） 

・道東というのは冬に雪降らないので陽が射します。割と太陽光発電パネルというも

のは温度が低いほど発電量が多くなるという傾向があるため、夏を補うだけの日射量が

冬はあると思われる。帯広や、釧路も霧がかかっているというイメージですが冬はカラ

カラと天気が良いですから割とこの数字に近いのではないかと、我々の感覚では太陽光

1kWh のパネルはだいたい年間 1000kWh くらい出力するという考えでいますので、だ

いたい妥当な線かと思う。 

（濱田委員長） 

・はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

（佐々木委員） 

・太陽光発電のことで伺いたいのですが、この利用可能率というのは建築物に設置す

ることを前提としているようですが、この辺では事業系で地上に設置している太陽光発

電があるのですが、そういうものは計算には入っていないのか 

（事務局） 

・今回のこの計算上では入れていない。例えば町の未利用地、使っていない場所であ

ったり遊休施設のようなものの面積が出てくると、そこに置いた場合という出し方を出

すことはできる 

（佐々木委員） 

・わかりました。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

・それでは最後に戻る時間もございますので、一旦次の議事に移らせていただければ

と思います。それでは最後のページの所ですね。 

（事務局） 

【資料最終ページ 重点プロジェクトについての説明】 

 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。①のテーマ 2 は高齢者福祉施設などとおっしゃたか 

（事務局） 

・森町においては、特別養護老人ホームを町営で持っており、当初 50 人程度の方が

そこに入所しておりまして熱需要としてはかなり高い施設となっておりいる。 

・同様に病院も 87 床ベッドがあり稼働率は 7～8 割くらいですので、常時 60 人程度

の入院の患者の方がおられるということでこちらの施設についても冷暖房や電気需要

など需要の高い施設となっている。 

（濱田委員長） 

・言い回しだけですけれども、何らかの福祉施設だとか福祉という言葉が入ると町民

の方も注目されるのかと思う。 

・あとは③で木質バイオマスが一番下にあるがこれは優先順位で並んでいるのか 
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（事務局） 

・優先順位ではなく無作為。 

（濱田委員長） 

・このプロジェクトが将来の事業に結びついていく根拠のひとつになりうる文言で大

変重要な部分かと思う。極端に言うと何らかの将来の構想が生じた時に議会などで根拠

資料のひとつとして紹介していただけるかもしれない、そういうようなところだと思う。

あと一つ①の公共施設の中に、②でも小中学生とありますが①でも学校というようなキ

ーワードが何処かに入らないものかなと感じた次第 

（事務局） 

・公共施設とは何かということで今はただ単に公共施設と記載しているが、前段に学

校などと入れたい 

（濱田委員長） 

・それでは重点プロジェクトに関して、或いはその他の部分でも結構でございますの

で、小野先生いかがでしょうか。 

（小野委員） 

・さっきの公共施設の中で学校というのも校舎の屋上で太陽光パネルを設置している

学校も結構最近は増えてきて、こういったものを子供たちが身近に見られるというのは

とっても大事なことだなと思う 

・重点プロジェクトの②環境教育プログラムの充実があるが、例えば現地に行って見

るということを考える時にどこかに集中していないとなかなか授業で使えないという

か、バラバラにある施設を全部移動して歩くわけにいかないので、例えばそういう重点

的な導入しているところがあって、そこに行って子供たちが見ることで全体がある程度

見えるというような事があるとすごく良いのだろうと思う。 

・例えば北電さんの地熱発電所なんかも私が見ていても非常に大きな設備であり、そ

れを考えてもなかなかあの施設で企業的に元をとるというのは難しいのではと私が見

てても思うが、あの施設があるということが、先程一番最初のアンケートにあったよう

に森町の人たちが地熱発電に非常に関心を持っているということが大きな意義がある

と思う。 

・そういったことで考えると経済的にはペイはしない、元は取れないがそういったと

ころの中に重点的な何かやれるようなところがあってそこに行って子供たちが見てそ

れぞれ感じ取れたりすると良いのではないか。 

・それから木質バイオマスも良いが、バイオマスがポツンとそこにあってそこにバイ

オマスのストーブがあるというだけでは子供たちはなかなか省エネというものを理解

しにくい。そうするとアンケートの中にあったように木を植えたらどうかというのがあ

ったように、そうするとこういったところで採られた木だとかゴミなどを使ってこのバ

イオマスにしているという利用の流れがある程度見えるという事が子供たちの教育の

中ですごく重要なことなのかなと思うのでそういったところもあると良いのかなと思

う。 
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・教育で使うときにはある程度まとまった所でないと難しいというところもあるので

そのあたりを反映されると非常に良い形になるかと思う。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。只今の貴重なご意見をプロジェクトの反映のご参考にして

いただいてもう少しさらに揉んでいただければと思う。 

それでは高橋理事様いかがでしょうか。 

 

（高橋委員） 

・今日初めて参加させていただきました。 

（濱田委員長） 

・全体を通じてでも結構でございますが。 

（高橋委員） 

・いま重点プロジェクト②を校長先生がお話しされていましたけれど、いま学校の教

育委員会も大変感心を持っているので啓発活動は、したほうがいいと思っている。 

・私たちのほうは商業関係にしてしまうが、木質バイオマスボイラーとか新しい産業

に結びつくのかなという考えもある。ペレットを事業化できればもっと森町が良くなる

のかなと考えている。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。学生さんもペレットを見てもありがた味がわかりにくい事

もありえる。先程の小野先生のお話の繰り返しになってしまいますけれど、一連の教育

の流れが出来ると良い。そういう公園のような所が出来ればと思う。貴重なご意見あり

がとうございました。それでは、工藤局長いかがでしょうか。 

（工藤委員） 

・例えば太陽光は大体我々でも設置していくらっていうのはわかってますが、この他

の全部の項目が、例えば 1kW 熱量出すのに設備にどれくらいの費用がかかるのか。そ

のへんがあればまた関心度が高いのではないかという気がする。全く金額的なものは解

りませんので、これだけのものが出ますよ、これだけのものが有効的に使えますよとい

うだけであって、じゃあこれを導入するのにどれくらい掛かるのかというその辺の視覚

的なものがあれば、より素人でも解り易く取り込めるのかなと思う。 

（濱田委員長） 

・大変貴重なご意見ありがとうございます。先程もありましたがコストの情報も是非

お願いします。それに加えてその横に町からの助成の具体的金額みたいなものがはっき

り書いてあったほうが。今ご参考までに太陽光発電以外には何か。 

（事務局） 

・太陽光発電以外には今のところ無い 

（濱田委員長） 

・木質とかも是非光りを当てて頂ければ。宜しくお願いいたします。 

それでは阿部参事様いかがでしょうか。  
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（阿部委員） 

・先程説明を受けて利用可能量ということで、どうしても木質バイオが大きく出てく

るということで、森町の山は比較的、他の町村よりも水の流れも平らに近い。そういう

中で木を育てて切り捨て間伐をどうしてもしなければならない。そして必ずそこで残材

が残って、安くて山に捨ててくるというのが今までの現状であり、その辺のコストは他

の市町村と比べると（平らに近いため）森町は少しは可能でないかなという気はしてい

る。 

・地元でバイオマスで製材工場をやっている、工場の中でハルキさんがやっており、

その辺の状況を、1 年ほど経ったくらいですがその辺のコストの面。それと知内で町で

木質バイオ、9 月に完成予定のはず。公共施設、学校とプールなどで利用すると聞いて

る。住民の皆さんもかなりの方がアンケートのなかでも関心を持っているので、流れを

住民の皆さんに知らせながら進めていったほうがいいかなと。そのへんで分かっている

限り調べながらお知らせしたいと思っている。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。是非貴重な情報、ご指導いただければと思います。それで

は、長岡委員様いかがでしょうか。 

（長岡委員） 

・森町では、地熱開発と太陽光発電が大変身近になっている。阿部参事もおっしゃっ

たとおり、私は農林業をやっている関係で森林の間伐材を山に捨ててきているのを見る

と大変勿体ないなと感じる。森町は読んで字の如く、森ですから木質のバイオマス。竹

炭もたくさん森町では買っており、浸透しています。それで、バイオの糞尿のガスを利

用してそういうのをこれから考えていかなければならないのかなと思っている。 

（濱田委員長） 

はい、ありがとうございます。それでは上地センター長様いかがでしょうか。 

（上地委員） 

・森町、まだよくわかっていないのですが、一つ疑問に思う事はここに全道で初めて

の地熱発電があって、どういう動きがあって今があるのかなと思う。例えば森町でスタ

ートして全道各地にどんどん地熱というのが少しでもそういう目標というかモデルと

して増えていっているのかなと思う。日本は今は原子力に走っているというのが現状だ

と思うのだが、今の反省を踏まえてもっともっと地熱発電をＰＲするというのが良い結

果が出るのかなと期待したいと思っている。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。このあたり重点プロジェクトの表現、言い回しについて只

今のご意見も是非ご参考にさせていただければと思います。高山理事様いかがでしょう

か。 
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（高山委員） 

・先ほど道などのいろいろなツールを利用して計算しているというお話だったが、そ

の中には、逆に森町を見ると山あり川ありそして海があると私たちは海関係の者ですか

ら海の潮流、潮の流れを利用して発電するとかそういったことがツールの中に無かった

のかなという思いがあって、あとは設備投資と先程工藤委員が言われたようにランニン

ニングコストとかあるのかもしれませんが活用する方法もあるのかなという思いでい

る。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。それでは佐々木委員様お願いします。 

（佐々木委員） 

・先程の太陽光発電の地上の設置で町有地など遊休地も結構調べるとあるのではない

かと思いますし、その辺も調査も出来るのではないかなと思いました。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。アンケートのほうはいかがでしょう。町民の方の印象、反

応としてはどうでしょうか。 

（佐々木委員） 

・関心はあるし、言葉は良いクリーンエネルギーとか。ただ実際にそれを自分でどう

するかということになるとコストの事とか二の足を踏んでしまう。やはり前提としては

コストの考え方が例えば十万で元とれるとかそういった提示をして町民の皆さんに理

解してもらうような方法も一つかなと思う。 

（濱田委員長） 

・ありがとうございます。それでは全体を通じまして柳原部長様。 

（柳原委員） 

・利用使用量を調べましたということと、重点プロジェクトの関連性をしっかりして

おかないと、結局重点プロジェクトは出来ますよと言った時にこういう計算結果があっ

てそれぞれの新エネルギーの特徴があって、そしてこういうようなプロジェクトのとき

にいろいろはめていきますという繋がりをきちっと見せていかないと今までやってき

たことがアンケートを含めて関連性が全然なくこれだけが動いてしまうという可能性

がある。そこをきちっと繋がりを見せるという事が大事なのかなと思う。 

・防災拠点であるところに太陽光発電と蓄電池を、太陽光発電という観点から家ば夜

使えないので果たしてこれはどうなのかなと思ったときに蓄電池がきちっとはまって

いるというという事を考えたときには昼間太陽光発電で発電したものを蓄電池に貯め

て、そして夜に電気を使うというふうに見ればこれはなるほどと感じた。 

（濱田委員長） 

はい、ありがとうございます。大変貴重なご指摘を皆様から頂きましてありがとうご

ざいます。次回以降の検討に反映させていただければと思います。 
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（事務局） 

それでは第 2 回委員会を終了させていただきます。議事の進行、委員長どうもありが

とうございました。次回 9 月 24 日を仮日程として、開催させて頂きたいと思います。

本日はお忙しいところありがとうございました。 
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森町地域新エネルギービジョン策定等事業 

第３回 策定委員会 

 

日 時：平成２６年９月２４日（水）１３：３０～ 

場 所：森町役場 新棟２階会議室 

 

議 事 次 第 

１． 開会 

２． 議事 

（１）第２回委員会指摘事項・・・・・・・・・・ 資料－１ 

（２）森町地域新エネルギービジョン・・・・・・ 資料－２ 

（３）協議 

３． その他 

４． 閉会 
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【【開開    会会】】  

（事務局） 

本日は、高橋様、城地様、佐々木様が欠席。高山様は、仕事の関係で遅れます。小野様は、

学校の役員会のため途中退席されます。 

（濱田委員長） 

お忙しい中、第３回策定委員会にお集まりいただきありがとうございます。 

本日もご意見、ご指摘等宜しくお願いします。 

【【議議    事事】】  

（濱田委員長） 

本日の議事は、（１）前回、委員の皆様からの指摘事項に対する対応について。（2）が本

題になります。より深く踏み込んだエネルギービジョンの中身について、かいつまんでご説

明をさせていただく。全体が長いので途中で一旦質疑応答をはさみ最後、全体を通じての総

括とさせていただきます。 

それでは、資料に基づいてご説明お願いします。 

（事務局） 

【1～6章の説明】 

（濱田委員長） 

これまでのご説明で、何かご意見等ございますか。 

小野先生いかがでしょうか。 

（小野委員） 

ｐ4-4 二酸化炭素の排出量が、エネルギー消費量と同じ単位で出ているため、殆んど二

酸化炭素排出量のグラフが無いので別軸で数字を載せ、引き上げて見やすくするなどしてい

ただければ見やすいかと思います。 

（濱田委員長） 

下にスペースがあるので、グラフが 2つになっても良いと思います。 

（清水委員） 

前回、高山さんが海洋エネルギーの話をしてくれたので、今回、波力、潮力を追加して頂

けた。函館で海洋エネルギーを取り込むと新聞に載っていました。海に囲まれているので将

来的なことになるかと思いますが、利用すべきではないかと思う。 
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（小野委員） 

水産系バイオマスについて森町の特徴として出来るかどうかわからないが、ホタテウロを

使用できないかなど、どこかに今後の検討という記載があっても良いかなとは思う。それと

コープの農業系バイオマスの施設で契約農家へ肥料を配布していると聞いた。そのあたりバ

イオマス関連で色々と記載が可能であれば厚みがでて良いのではないか。 

（濱田委員長） 

木質系について、前回に比べて強調されてて良い。水産系についても記載をしていただけ

れば。 

目次についてですがこれは最終版か。4章は、4-1調査方法に次いで、4-2調査結果などと

なれば。また、5章の「速報」は不要。 

それと、P4-5公共の住宅施設は土木施設の範疇になるのでしょうか。公営住宅ですか。 

（事務局） 

建設課の科目に入ってしまっているので、分類上は土木施設となっています。 

（柳原委員） 

前回の会議で森町の電力使用量についてのご質問がありましたので、「全道」、「渡島・檜

山」、「森町」のデータを用意しました。 

（濱田委員長） 

情報提供いただければ、ぜひ報告書に反映させていただきます。 

（清水委員） 

固定価格買取制度の買取価格の記載はあるのでしょうか。 

（事務局） 

毎年変わるので載せると毎年修正しなければならないと考えここでは記載していない。価

格は書かず制度だけにする考えでした。 

（柳原委員） 

もしそれであればですね、ご存じないお客様も多いので太陽光発電、風力発電の買取価格

の一部はお客様にも負担して頂いているなどの記載を入れていただきたい。 

（清水委員） 

風力発電、太陽光発電 1kWあたりの価格をその年の例として記載しては 

（事務局） 

まだページに余裕はあるので、記載させていただきます。 
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（柳原委員） 

その年のお客様の負担 1kw当たりいくらかが解るとよいかと。 

（事務局） 

庁内での説明もしているがなかなかピンとこない部分である。その時はドイツを例に説明

している。 

25％位、再エネ導入が進むと 2000～3000 位の負担になっていますと説明をしている。あ

る程度、わかりやすい消費者負担があるということも載せていきます。 

（濱田委員長） 

いつの時点でどれくらい（の買い取り価格）で、それ以降変更の可能性があるなどの表現

があるといい。 

P3-13 のヒートポンプの絵が若干わかりにくいので、他に解り易いものを記載していただ

ければ。 

（事務局） 

【7章の説明】 

（濱田委員長） 

今説明いただいた 7 章、8 章が報告書上重要な部分かと思います。委員の皆様にご意見い

ただければと思います。 

（工藤委員） 

農業とか設置条件とか問題点は検討されている。太陽光の部分で蓄電池の記載があるが、

容量を大きくしていった場合の問題点はどういうことがあるか。現在、電気に依存している

ので災害時に一時的な蓄電だけでは間に合わないのではないか。 

（事務局） 

蓄電池の容量が大きれば、太陽パネルの数が増え、設置場所の敷地の制約で限界が出てく

る。公共施設でよく導入されている規模が 10～20kWh位、蓄電池は 15～数十 kWh程度。これ

ぐらいの規模だと、災害時の通信用機械、本部となる部屋の照明のみ。携帯電話の充電など

限定して、それに合わせて蓄電池の容量を設定しているのがほとんどです。他の機器につい

ては燃料を使う自家発電を使うことが多いようです。 

（工藤委員） 

また、家畜ふん尿を街中でつかうというのも考えにくいので、その場所場所によって適し

たエネルギーを検討して設置するということも重要かと感じた。 

  



31 

 

（阿部委員） 

特徴、課題は解り易い。森町のアンケートの結果では新エネルギーを望む声が多いという

ことだが、下川や足寄で実際に今やってますが、それによって以前よりも町に負担がかかっ

ているのかや、稼働が上手くいっているのかなど、実際の状況はどうなのかということは感

じた。 

（事務局） 

以前、2 ヵ所で調査しました。足寄町は主要産業が林業という事で、足寄町のコンセンサ

ス・住民総意自体が、町外からのものを使うのではなく、町内で使うものくらいはお金がか

かっても、町内の自家処理として町内の経済を発展させるべきという明確な意思表示がある

とのことです。 

そのため、バイオマスボイラーの設置、庁舎の木造建築などしてますが、それも建設コス

トは大体、通常の 1.5倍くらいかかってますが、町内の産業を育成するということで費用が

かかるのはある程度しょうがないと進めている。費用対効果からすると町でかなり支援して

いるのが現状のようです。 

鹿追町は、昨年ジオパークの認定がされて観光産業にも力を入れている町。酪農業を営ま

れている方が結構いる。堆肥の臭気の問題が長年の課題だった。臭気を無くすという目的が

主という事で、当初赤字だった。24年度から FITが始まり、固定価格での買い取りで売却で

きるように申請し認めてもらえた。現在は軌道に乗っている。今は積み立てもし、費用対効

果は成り立っているようです。 

（阿部委員） 

海のない町が木材産業育成という流れはわかる。一方、森町には海も山もある。仮に木質

を推進して森の木を多く使用すれば、土地は火山灰なので多く使いすぎる場合の懸念も有る。

バランスが重要かと。 

（長岡委員） 

森林組合の阿部委員のお話とも関連しますが、私どもは木の伐採する側。必要なものは持

っていくが、必要でないものは置いていくものもある。そういうものを主に木質バイオとし

て使うのは良いと思うが、収集運搬の課題は有る。身近なものを使うということであれば、

家畜も適してるかと。森町には地熱も太陽光も既にあるので別の物も取り入れる、研究する

のも良いかと。 

（清水委員） 

太陽光、木質バイオは有効と思う。マイクロ水力発電は適さないとの報告ですが、川の上

流にダムがあり、大沼の方面にトンネルでいっている。そういう意味では水力発電があると

もいえる。森町には太陽光、地熱、水力発電がある。木質バイオというのはあれば木炭は関

係なくなるのか。 
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（事務局） 

木炭について、今回の調査の推計は発生源の上流でどれくらいあるか。木炭は加工後とい

うことなので、量としては含まれています。ただ、利用用途として木炭という視点はこの中

には無かったので情報があれば掲載したいと思う。 

（濱田委員長） 

量としては含まれていると。 

（事務局） 

そうです。 

（高山委員） 

遅れて申し訳ありません。やはり水産系の話に偏ってしまいますが、 

市場に荷揚げされる魚鮮度保持のため、夏場の冷却に、雪氷冷熱は使えないかと。せっか

くのエネルギーをそのまま溶かすのではなく。ただ、貯蔵するものが大掛かりになるという

ことであれば、コスト面が気になるが雪氷冷熱は有効活用できるのではないかと思う。 

（柳原委員） 

7 章は解り易い。第 8 章で短期・長期のロードマップを付けるということだったが、そこ

が一番重要だと思う。ロードマップに落とした時に、この時までに何かをしなければならな

いということになるので、そこの見せ方をきちんとする必要がある。 

自前でできなければ補助金なども考えなくてはいけない場面もでてくるはずなので、その

あたりも盛り込んでいくと良いのではないか。 

（濱田委員長） 

個人的な印象として、7 章での類似事例の記載がある。読み手に既に同じことを他でもし

ているという印象を持たれかねないという懸念を持った。既往の事例を差し支えない範囲で

前の章に持っていき、その後、実際どういう結果なのかという事を差し支えない範囲で記載

してはどうか。 

この事業は、研究技術開発というわけではないので、独自性という所は技術的にはなかな

か満たしずらいと思うが、森町ならではの特徴はいずれの項目にもあると思います。年内と

いうことで時間的な制約はあるが森町オリジナルの構想図など、目標もふくめて更に良いも

のを目指していただければと思う。 

項目的には非常にバランスが取れている。水産や海というキーワードが若干増えるとさら

に良いかなと思う。 

細かい部分で、重点プロジェクト②、かぎかっこ、最初は書いてある。推進が抜けている。 

その他いかがでしょうか。 
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では、本日は閉会いたしますが、ご意見を踏まえまして、。 

次回資料は報告書素案ということになるでしょうか。次回最終的なご意見を伺う事になる。

その前にも、事務局で細かいところは随時チェックしてまいりますが、内容的にお気づきに

なることかありましたら随時ご連絡いただければと思います。 

（事務局） 

次回の資料は、委員会前に先に送付されますか。 

（事務局） 

その形で大丈夫です。 

（濱田委員長） 

次回、11月 28日ということで。 
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森町地域新エネルギービジョン策定等事業 

第４回 策定委員会 

 

日 時：平成２６年１１月２８日（金）１３：３０～ 

場 所：森町役場 本棟２階会議室 

 

議 事 次 第 

１． 開会 

２． 議事 

（１）第３回委員会指摘事項・・・・・・・・・・・・・ 資料－１ 

（２）森町地域新エネルギービジョン（素案）・・・・・・ 資料－２ 

（３）協議 

３． その他 

４． 閉会 
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【【開開    会会】】  

（事務局） 

本日は、阿部様、高山様、小野様がご欠席です。 

これより第四回委員会を始めさせていただきます。議事については濱田委員長の方からよ

ろしくお願いいたします。 

（濱田委員長） 

お忙しい中、最終の第４回策定委員会にお集まりいただきありがとうございます。 

事前に報告書の素案を送付させていただいておりますビジョンの素案を中心に最終の委

員会となります。 

本日もご意見、ご指摘等宜しくお願いします。 

【【議議    事事】】  

（事務局） 

【資料-1及び資料-2の説明】 

（濱田委員長） 

この報告書作成のリミットはいつ頃になりますか 

 

（事務局） 

年内を予定しております 

 

（濱田委員長） 

P8-4で個人的な意見ですが、見やすさの点で余白の部分に関連する写真や図を入れると良

いのではないか。 

では全体を通してご意見いただければと思います。 

 

（柳原委員） 

全体を読んだ時に森町の特徴が読み取りにくい部分があるので、何か特徴があればそれを

強調してもよいのではないか 

本文の中には、きちんと記載もあるので見せ方の部分で工夫があるとさらに良いかと。 

また、利用可能量調査の最終結果から重点プロジェクトへの関連性がより分かり易くなる

ようにするとよいのではないか。 
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（濱田委員長） 

仰るとおりかと思います。例えば P8-3 などについても一般的な文言になっているので、

その部分特徴を出せれば良いのではないかと。 

P8-4の重点プロジェクトの③が特に森町の特徴になり得るので、この辺りを踏まえて 8章

全体を検討していただければと思います。 

 

（事務局） 

仰るとおりかと思います。 

つながりなど分かりやすいものを追加する方向で検討致します。 

 

（濱田委員長） 

P8-2の地図は近隣の方は理解されると思うが、他地域の方はわかりにくい可能性も有るた

め少し工夫をするとよいかと。 

 

（佐々木委員） 

近隣市町村との連系とあり、スケールメリットを活かした体制づくりとなっている。 

バイオマスのガスプラントについては、ひとつの施設で連携して事業を行うとか、単独市

町村より連携したほうが効率的と思うので、他市町村との情報共有など重要かと思う。 

 

（濱田委員長） 

近隣市町村の情報については本文で記載あるでしょうか。 

 

（事務局） 

一部あります。 

 

（柳原委員） 

事例についても近隣のものがあると良いかもしれません。 

 

（濱田委員長） 

3章または 8章に近隣自治体のマップで新エネ情報を示すのも良いかと。 
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（清水委員） 

前回お話しした海洋エネルギー情報や買取価格について記載していただき、ありがたいで

す。 

また、全体として膨大な資料をまとめられていて、大変な努力かと思います。 

中身については 8 章の短期と長期の文言について、もっと強調してもよいのではないか。 

 

（城地委員） 

重点プロジェクトが今後どうリンクしていくか興味があります。 

短期は何年までかの目標を設定したほうが良いのではないか。 

 

（長岡委員） 

木質バイオマスについてなどもう少し突っ込んだ検討について考えてもよいのではない

か。 

 

 

（事務局） 

本ビジョンでは重点プロジェクトで公共施設への導入など謳っているが、その具体的な施

設などは、今後の検討共なります。 

現在、ビジョンと並行して庁内委員会を別途設置しており、10月末に庁内検討委員会でも

ビジョンの結果お示しています。その中でビジョンのみでは方向性が趣となるため、別途具

体的なものについても公共施設への導入指針などまとめて行けるように検討しております。

ビジョンにそって。委員の皆様にもビジョン最終段階でお示し出来るかと思います。 

 

（工藤委員） 

全体的にはまとまって見やすくできている。 

1点、各地方でやられている太陽光やバイオなど 1～2枚にまとめて分かりやすいものがあ

ると良いかと。 

 

（濱田委員長） 

地図に番号をふるなどして、詳細は本文のどこにあるかや、北海道の分布状況など示して

いただければ。 
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（高橋委員） 

これまであまり出席しておりませんでしたが、素案を読ませて頂いて大変良い物ができた

かなと感じております。 

ビジョンから実施になる段階にはさらに情報を盛り込んで教えていただければと思いま

す。 

 

（濱田委員長） 

全体を通して他になにか有りますでしょうか。 

 

（清水委員） 

このビジョン終了後、この内容について町民に発信はしていくのか。ビジョン全体は量が

多すぎると思うが、概要版などがあれば良いのではないか。 

 

（事務局） 

広報活動はしていく予定です。 

どういった形で町民の皆様に発信するのが良いか検討していきます。 

（濱田委員長） 

その他いかがでしょうか。 

今後お気づきの点が有りましたら事務局までご連絡いただければと思います。 

 

（事務局） 

今後ご指摘を受けて精査して修正を行っていきますが、その内容については事務局に一任

をよろしくお願いいたします。 

 

5 月の第一回から始まりまして、委員の皆様にははお忙しい中ご参加いただきありがとう

ございます。 

最後に感謝を申し上げて閉会としたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 


