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地域における様々な取組主体が、地域の資源を最大限活用しながら、生活や産業活動に必要なエネ
ルギーを可能な限り地域の中から生み出し、地域の中にエネルギー源を分散配置するとともに、省エ
ネを推進することにより、環境に配慮した、産業振興につながる、災害に強い社会を築きます。

～地域主導による「地産地消型」「自立分散型」
エネルギー社会の創造～

基本理念

滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン
平成25年3月策定

「電力供給量（電源別構成比）」の比較

分散型電源
（25％）

19.3倍

▲30％

再エネ発電（106万kW） ⇒約20倍(2010年比)

分散型電源比率 ⇒25％
（再エネ10％、コジェネ等15％）

導入目標量
（再生可能エネルギー発電分

／設備容量ベース）

導入目標量（2030年）



地域エネルギーに関する現状と今後の方向性
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■固定価格買取制度（ＦＩＴ）の開始
以降、メガソーラーなど事業用を中
心に再生可能エネルギー発電設備
の導入に向けた動きが急速に拡大

■市民共同発電や小水力発電など
地域に根ざしたエネルギー創出に向
けた動き

■再生可能エネルギーの導入促進等■再生可能エネルギーの導入促進等

■中小企業者による再エネ・省エネ
など低炭素化技術の開発・実証化
などを支援

■産業振興（地域経済の活性化）■産業振興（地域経済の活性化）

■地域が主体となった再生可能エネルギー
の事業化等に向けた取組の促進

■農業水利施設を活用した小水力発電等の
取組の促進

■熱電併給設備（コージェネ）の導入によるエ
ネルギー効率の更なる高度化

■普及啓発、人材育成（人づくり）

■これまでの施策に加え、エネルギー分野に
係る産業振興施策の強化（電気・熱・ビジネ
ス）

現状 方向性

現状 方向性



【参考】 ＦＩＴ開始後、導入に向けた動きが急速に拡大

■平成24年7月からの固定価格買取制度（ＦＩＴ）の開始以降、経済産業大臣による設備の認定を
受けた新規設備（平成25年10月末時点）は、滋賀県内で約25万kW。

■平成23年度までの県内の累積導入量（約7万kW）の約3.5倍の水準に達しており、今後とも加
速度的な導入拡大が期待される。

4

固定価格買取制度開始後の設備認定の推移 【滋賀県】
（各月末時点における認定出力：累積ベース）

固定価格買取制度開始後の設備認定の状況
（平成25年10月末時点：累積ベース）

【滋賀県】

認定件数
認定出力
（万kW）

8,410 3.61

2,815 21.02

メガソーラー以外 2,779 12.67

メガソーラー 36 8.35

1 0.36

11,226 24.98

【参考：全国ベース】

認定件数
認定出力
（万kW）

469,715 204.2

196,271 2,249.0

メガソーラー以外 193,211 840.3

メガソーラー 3,060 1,408.7

267 167.9

666,253 2,621.1

太陽光（10kW未満）

太陽光（10kW以上）

その他

合計

太陽光（10kW未満）

太陽光（10kW以上）

その他

合計



④滋賀建機(株) 【東近江市・1,000kW】

②(株)橋本不動産 【東近江市・1,000kW】

③甲陸湖南(有) 【湖南市・1,000kW】

23.佐川印刷(株) 【日野町・2,000kW】

⑰(財)滋賀食肉公社
エナジーバンクジャパン(株)

(株)京セラソーラーコーポレーション
【近江八幡市・1,750kW】

⑪セキスイボード(株) 【甲賀市・1,000kW】

⑫積水化学工業(株) 【甲賀市・1,500kW】

⑤福栄鋼材(株)【東近江市・1,000kW】

⑱ブリヂストンプラントエンジニアリング(株)
【彦根市・1,900kW】

⑳サカタインクス(株)【米原市・2,000kW】

⑨(株)ウエストエネルギーソリューション
【東近江市・1,000kW】

⑩(有)エムイー【彦根市・1,000kW】

⑥ニッショク(株)【愛荘町・1,000kW】

⑧ジャパンリアルティスーパービジョン(株)
【東近江市・1,000kW】

⑬京セラ(株)を代表とする
企業の連合体
【野洲市・1,800kW】

21.近江鉄道(株)【高島市・2,500kW】

稼動中

工事・計画中

⑦(株)村田製作所
【野洲市・1,000kW】

⑲(株)シーエナジー
【大津市・1,300kW】

①(株)昭建 【湖南市・1,800kW】

【参考】 県内の「メガソーラー」マップ

5（平成25年12月27日現在）

22.(株)昭建【米原市・2,000kW】

⑭(株)ダイフク 【日野町・4,400kW】

25.京セラ(株)を代表とする
企業の連合体
【草津市・8,300kW】

⑯甲賀バラス(株) 【甲賀市・1,250kW】

⑮東洋産業(株)
【野洲市・1,000kW】
24.東洋産業(株)
【野洲市・1,000kW】



⑤ひかりちゃん
【新旭風車村】

②大地２１
【障害者施設「大地」】

【参考】 県内の主な「市民共同発電所」マップ

6（平成25年12月16日現在）

⑳もりやま市民ソーラー３号機
【河西幼稚園】

③じゃがいも１号
【ぽてとファーム共働作業所】

⑮もりやま市民ソーラー１号機
【守山中学校 柔剣道場】

⑲もりやま市民ソーラー２号機
【小津こども園】

④さんさんくん
【大津あいあい保育園】

①てんとうむし１号
【なんてん共働サービス】

⑦てんとうむし２号
【高齢者グループホーム】

⑭コナン市民共同発電所 初号機
【障害者支援施設「バンバン」】

21.コナン市民共同発電所 弐号機
【甲西陸運(株)】

⑰あいとうふくしモール市民共同発電所
【あいとうふくしモール（３施設）】

⑯ひがしおうみ市民共同発電所 ３号機
【平和祈念館】

⑩ひがしおうみ市民共同発電所 ２号機
【ＦＭひがしおうみ】

⑧ひがしおうみ市民共同発電所 １号機
【八日市やさい村】

⑱川並共同発電所
【特別養護老人ホーム 清水苑】

⑫燦電２号 森の子発電所
【森の子保育園】

⑨燦電１号 たんぽぽ発電所
【たんぽぽ作業所】

⑪（東近江市）
【布引グリーンスタジアム】

⑬燦電３号 るーぶる愛知川発電所
【コミュニティホール るーぶる愛知川】



平成２６年度の主な地域エネルギー施策の概要
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普及啓発・人材育成 、 再エネ・省エネの導入促進 、 産業界の取組支援

事業用再生可能エネルギー等導入促進事業
【10,000千円】

民間事業者節電・省エネ推進事業 【24,100千円】

中小企業振興資金貸付金（省エネ・再生可能エネルギー枠）

【741,000千円】

（商工観光労働部）
２－２．事業所

個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業
【50,310千円】

個人用既築住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業
【15,590千円】

（琵琶湖環境部）２－１．家 庭

地域主導型再生可能エネルギー事業化支援事業
【3,643千円】

公共的施設等再生可能エネルギー導入推進事業
【361,947千円】

電気自動車普及促進事業 【790千円】

県営農村地域再生可能エネルギー施設整備事業
【352,400千円】

農村の「近いエネルギー」活用推進事業【900千円】

高等学校建設費 施設改修 【37,232千円】

（琵琶湖環境部、商工観光労働部、
農政水産部、教育委員会事務局）２－３．地 域（琵琶湖環境部、商工観光労働部）１．普及啓発・人材育成等

再生可能エネルギー普及啓発・人材育成事業
【1,640千円】

低炭素社会づくり先端的取組普及事業
【2,999千円】

グリーン・イノベーション推進事業 【4,762千円】

革新的エネルギービジネスモデル推進事業
【2,112千円】

熱エネルギー有効活用調査事業 【4,692千円】

電池産業支援拠点形成事業 【2,400千円】

低炭素化技術開発・実証化補助事業【25,000千円】

（商工観光労働部）３．産業振興

２．導入促進



再生可能エネルギー普及啓発・人材育成事業

■平成25年3月に策定した『滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン』の基本理念に定める『地域主導によ
る「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会の創造』を目指し、地域主導型のエネルギーシフトを推進していく
ため、国内外の先進事例等について幅広く県民に対し情報提供を行うためのセミナーを開催するとともに、地域
の資源である再生可能エネルギーの事業化を通じて、地域の活性化や経済的自立に貢献できる人材を育成す
る連続講座を開講する。

新

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【１，６４０千円】

事業の内容事業の内容

事業の趣旨・目的事業の趣旨・目的

①「地域主導型再生可能エネルギー」セミナー
主に国内の先進的な取組を実践する専門家等

を招き、地域主導による再生可能エネルギーの導
入に向けた取組の促進を図る。

②「日独エネルギーシフト」セミナー
主にドイツなど国外の専門家等を招き、地域・市

民によるエネルギーシフトに向けた取組の促進を
図る。

地域主導型エネルギーシフト
普及啓発事業

・
【講座内容】 ※全４回の連続講座
●再生可能エネルギーの現状、グリーンビジネ
ス総論
●ビジネスを通じた持続可能なまちづくり、各地の
成功事例研究
●ビジネスリスク（法律、金融分野）、事業
計画の策定 等

しが「まちエネ大学」
人材育成事業

１．普及啓発・人材育成等

8

※再エネ・省エネのための技術人材育成（検討）



低炭素社会づくり先端的取組普及事業新

琵琶湖環境部温暖化対策課
予算見積額【２，９９９千円】

9

背 景

「まちと建物」などの分野において、取組の
モデルとなる先端的・先進的な取組を募集

☆「まちと建物」分野：例）地中熱、パッシブ
デザイン、高断熱化、太陽熱利用

☆「生活」分野：例）家庭における省エネ・創
エネ機器の総合的な管理

所有者（施主）だけでなく、施工業者等
からも募集

県低炭素社会づくり推進計画に
おける「まちと建物」「生活」分野
の取組を一層進めていく必要

・取組事例集（ガイドブック）の作成

・条例第44条による顕彰（表彰）

・受賞者等による見学会の開催等

県等による広報

県HPで
広報

取組普及による低炭素社会の実現

１．普及啓発・人材育成等

中小企業の活性化

○ 家庭部門、業務部門（オフィス・商業
系）におけるCO2排出量の増加

部門 1990年度 2010年度 2011年度

家庭 1,259 1,653（+31%） 2,074（+65%）

業務 1,083 1,691（+56%） 2,258（+109%）

滋賀県におけるCO2排出量（単位：千t）



個人用既築住宅太陽光発電・コージェネ普及促進事業

・家庭部門における二酸化炭素排出が増加。（2010年度：90年比31％増、2011年度：90年比65％増）

・家庭のエネルギー消費量の約３割を占める給湯時においてエネルギーの有効活用が必要。

琵琶湖環境部温暖化対策課
予算見積額【１５，５９０千円】

背景背景

○補助対象：個人用既築住宅において太陽光発電システ
ムとコージェネ（エネファーム、エコウィル）を設置した個人
への補助

事業内容事業内容
・給湯におけるエネルギー効率の向上

・家庭における節電意識の向上と、省エネルギー活動の促進。

・太陽光発電売電量の増加によるピークカットへの寄与

・災害時等におけるエネルギー供給源の自立化、分散化の促進。

・県内中小企業の活性化

・二酸化炭素の排出が少ない低炭素住宅の普及。

事業効果事業効果

新

○太陽光発電+コージェネのCO２削減量

太陽光発電
年間 約1.9ｔ

コージェネ
年間 約1.3ｔ

太陽光+コージェネ
年間 約3.2ｔ

+ ＝

太陽光発電

○太陽光発電＋コージェネの効果

コージェネ

＋

施策イメージ施策イメージ

2-1．家庭

10

コージェネの導入による太陽光発電売電量の増加

ピークカット対策に寄与 一世帯あたりの年間排出量全量を削減

低炭素社会
の実現

エネルギー供給源
の多様化



事業所における再生可能エネルギー等導入支援
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■事業用再生可能エネルギー等導入促進事業

補助対象設備補助対象設備

◆発電設備 ：太陽光発電、風力発電、小水力発電、バイオマス発電 ※発電設備は自家消費目的
◆熱利用設備：太陽熱利用、バイオマス熱利用、地中熱利用、その他熱利用
◆燃料製造 ：バイオマス燃料製造
◆革新的なエネルギー高度利用技術：ガスコージェネレーション、燃料電池

事業の趣旨・内容事業の趣旨・内容

事業所レベルでの再生可能エネルギー導入を促進するため、中小企業等による再生可能エネルギー等
の設備導入に対して助成する。

個別事業の内容個別事業の内容

補助対象事業：エネルギー管理士等による省エネ診断において助言・提案を受けた照明、空調、給湯設備等の改修
〔要 件〕 (1)設備導入により導入前と比較して１０％以上のＣＯ２削減が見込まれること

(2)「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」に基づく事業者行動計画に定める取組内容に
補助対象事業が盛り込まれていること

(3)施工は県内に本社または支店等の事業所を有する事業者に発注すること

事業の趣旨・内容事業の趣旨・内容

中小企業等の節電・省エネ行動を促進するため、省エネ診断や省エネ設備整備に対して助成する。

■民間事業者節電・省エネ推進事業

省エネ診断支援事業

省エネ設備整備モデル事業

補助対象事業：公益財団法人滋賀県産業支援プラザが行う専門家派遣事業のうち省エネ診断部門

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【１０，０００千円】

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【２４，１００千円】

2-2．事業所



地域主導型再生可能エネルギー事業化支援事業

事業の趣旨・目的

新

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【３，６４３千円】

事業の内容事業の内容

① まちづくり団体、地元商工会等が地元金融機関と連携して設置する市民共同発電の配当を地域商品券で分
配することにより地産地消のエネルギー循環社会を目指す。更に工業団地内の熱融通の可能性を探る。

② 市、林業事業者、森林組合が連携し、木質バイオマスの普及に向けた検討を実施。地元産チップ・薪を使用
した熱利用・発電によるエネルギーの地域循環を行うことで、雇用、木材資源利用の拡大、エコツーリズム等経
済の地域循環につながる事業を目指す。

事業の趣旨・目的事業の趣旨・目的

■ 再生可能エネルギーの事業化に向け
た検討、調査等に要する経費

■ 協議会等に参加する団体の会員等個
人への人件費および設備費などハード経
費は対象外

補助対象経費

事業のイメージ（※例示）

県 協議会等
補助

実施スキーム

再生可能エネルギーの導入、エネルギービジネスの創出
⇒エネルギー関連産業の振興、地域の活性化、雇用の創出

事業効果

地域資源や地域特性などを活かした再生可能エネルギーの普及に向けた取組を推進するため、事業化検討を行

う当該地域の地方公共団体、滋賀県内に事業所を有する民間企業、ＮＰＯ等民間団体、地域住民、その他の関係

機関等の関係者で構成する協議会等に対し支援を行うことで再生可能エネルギーの事業化をサポートする。

2-3．地域

12



■現状および目的

・再生可能エネルギーの取り組みは、固定買取価格制度の開始等による社会情勢の変化により投資効果が見込めるようになった。

・農業水利施設を活用した取り組みは、農村地域の活性化や施設の維持管理費軽減が図れるだけでなく、地球環境への貢献、

農村地域のイメージアップ等、社会的な意義も大きいことから積極的に推進。

○施設整備

〔実施地区〕 小水力：湖北地区、姉川沿岸地区、犬上川沿岸地区

太陽光：姉川左岸地区、鴨川地区、愛西地区、安土地区、大原貯水池地区

〔事業内容〕 小水力発電等の実施設計や施設整備 1式

〔負担割合〕 国50%、県25%

○概略設計等

〔実施地区〕 小水力：愛知川地区

〔事業内容〕 概略設計および各種協議資料作成 1式

〔負担割合〕 定額（全額国庫補助）

★ 実施位置図 ★

★ 事業のイメージ ★
◆太陽光発電

揚水機場の屋根

農政水産部耕地課 予算見積額【３５２，４００千円】

2-3．地域

県営農村地域再生可能エネルギー施設整備事業

13



農村地域再生可能

エネルギー推進懇話会

（学識経験者、国、県土連

等で組織）

平成25年度～平成26年度

・最新技術、先進事例

などの技術的助言お

よび情報の共有

・検証結果・課題等の

とりまとめ

技術研修会(年数回)等開催

•市町、土地改良区、集落等への技術的支援
（国庫補助事業の活用）

身
近
に
あ
る
未
利
用
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
農
村
地
域
の
活
性
化

太陽光発電・小水力発電（3kw以上）施
設の整備（国庫補助事業の活用）

土地改良区の維持管理費を低減

機場等で太陽光発電 基幹水路で小水力発電

発電設備の設置・運転管理等 平成25年度～平成26年度

地域ぐるみによる比較的小規模な小水力発電によるエネルギー

の地産地消活動を支援

【事業主体：市町(６地区)】

○発電設備の設置補助 H25

○運転管理・検証補助 H25～H26

・維持管理における巡視、運転記録（発電出力、流量）等

獣害防止柵の電源 環境教育防犯街路灯

集落等で
地産地消

滋賀らしい
再生可能エネルギー
の活用に係る
提案・指導・助言

（仮称）

農村地域再生可能

エネルギー推進協議会

（土地改良区、市町、県土

連、県等で組織）

・小水力発電等の導入促

進に向けた推進

・概略設計や土地改良区

等の技術力向上のため

の支援

・小水力発電等に関する

情報の収集及び提供

（国庫補助事業の活用）

企画・立案

指導・助言

指
導
・
助
言

2-3．地域

農村の「近いエネルギー」活用推進事業 農政水産部耕地課
予算見積額【９００千円】
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グリーン・イノベーション推進事業

■戦略プランの基本理念に掲げる『「地産地消型」「自立分散型」エネルギー社会の創造』に向けては、新たに売電事業に参入した県
内事業者を含めて、エネルギーに関する多様な技術・ノウハウ、アイデアを有する関連産業の事業者を巻き込んだ取組が重要
■要素技術の研究開発等を中心としたこれまでの発想から、社会実装までを視野に入れたシームレスな取組の強化、更には社会の
在り方そのものの変革（グリーン・イノベーション（※））といった中長期的な観点に立った骨太な戦略の構築等が重要

新

■県内事業者や市町等への最新情報の提供、ネットワーク形成のための場づくり（※県内事業者等が国等の
プロジェクトへ積極的に参画し、外部資金の獲得等を目指す機運の醸成、仕組みの整備→事業化の促進）

■特定分野におけるプロジェクト推進への支援（※必要に応じてテーマ毎に深堀り）
■規制・制度改革及びインフラ整備等に関して国への政策提案等に反映

■国内外および県内のエネルギー分野に関する動向等を踏まえ、滋賀の産学官が有する資源の強みを把握したうえで、今後の滋賀
におけるグリーン・イノベーションの誘発に向けた更なる施策の方向性等を導き出すことを目的とした研究会を設置・運営し、社会実装
に向けた産業界の取組を促進することにより、本県におけるグリーン・イノベーションの推進と関連産業の振興を図る。

※「グリーン・イノベーション」＝本事業においては、エネルギー分野の視点から社会の在り方を変革していくことを指すものとする。

２．事業内容２．事業内容

５．今後の展開５．今後の展開

３．研究会３．研究会

１．背景１．背景

（１）スマートコミュニティ

スマコミ構築に向けた推進方策（本
県の実情に照らして展開可能な事
業類型、スキーム、制度的課題等）

（２）地産地消型
電力供給モデル

電力システム改革の進捗を見据
えた、電力小売りなど地域における
多様な電力供給主体等の在り方

■有識者や企業関係者、経済団体、行政等で構成する「（仮称）しがグリーン・イノベーション研究会」を設置し、
グリーン・イノベーション推進に向けた課題等を共有するとともに、今後の推進方策等について調査・検討する。

４．検討テーマ（案）４．検討テーマ（案）
（※地域におけるグリーン・イノベーション推進に関わる多様なプレイヤーの参画も促す。）

●グリーン・イノ
ベーションの推進
●関連産業の振興

３．産業振興

商工観光労働部地域エネルギー振興室 予算見積額【４，７６２千円】

15



革新的エネルギービジネスモデル推進事業
熱エネルギー有効活用調査事業

■再生可能エネルギー等に関連するビジネスを本県における新たな「産業」として育成し、地域の活性化を図ると
ともに雇用の創出につなげていくため、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」などエネルギー関連分野における新たな普及
モデルとなり得る「革新的なビジネスモデル」の提案・創出を支援する。

事業の趣旨・目的
●ソーラーシェアリング（営農型発電設備の設置）
●県産材を活用した架台等を活用した太陽光パネルの設置
●レンタル事業など他のビジネスモデルとの組み合わせによる事業
●地域熱供給など熱エネルギーの有効活用・面的利用 等

事業の趣旨・内容事業の趣旨・内容

革新的ビジネスモデル（※例示）

●革新的エネルギービジネスの創
出
⇒エネルギー関連産業の振興、
地域の活性化、雇用の創出

事業効果

16

３．産業振興

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【２，１１２千円】■革新的エネルギービジネスモデル推進事業

■中長期的なエネルギーシフトを実現していくためには、電気だけでなく、このような熱利用の在り方を含めて検討
していくことが重要であり、再生可能エネルギー（熱）や未利用熱エネルギー（工場排熱、温泉熱等）などの熱エネ
ルギーの有効利用のほか、複数の建物間の熱エネルギーの融通等による未利用熱エネルギーの面的活用を図
ることにより、エネルギー利用の最適化を推進していくことが重要である。
■このため、熱エネルギーの有効活用等に必要となる基礎情報や課題、解決策等を調査する。

事業の趣旨・内容事業の趣旨・内容

商工観光労働部地域エネルギー振興室
予算見積額【４，６９２千円】

■熱エネルギー有効活用調査事業

■県内事業者が国等のプロジェクトへ積極的に参画し、外部資金の獲得を目指す機運の醸成
⇒熱エネルギーの有効利用の促進（エネルギー利用の最適化の実現）

■規制・制度改革及びインフラ整備等に関して国への政策提案等に反映

事業効果

新

新



■震災以降の電力の需要逼迫や二酸化炭素削減
のために、省エネルギーや再生可能エネルギー
活用技術などの低炭素化技術の必要性が増して
いる。
■中小企業者のかかる分野への開発を促進し、
製品の高付加価値化、新分野への進出、新産業
の創造等を支援するため、新製品、新技術の開
発や実証化試験に必要とされる経費の一部を助
成する。

技術開発 実証化

平
成
２
４
年
度

平
成
２
５
年
度

３次元太陽光発電モジュールを用いた景
観調和型室外灯の試作開発

球状シリコン

フレキシビリティ太陽電池モジュール

自己浮上式小水力発電装置に関する研究

小水力発電装置の性能の確認と改良

Vehicle to Homeを活用した実用的グリッドタ
イ技術の研究開発

電気自動車用バッテリーの家庭用電源化技術の確立

針葉樹を主燃料にできる純国産セラミック製蓄熱
式薪ストーブの開発と最終の実証化評価

製品化に向けた改良とデータ採取

３．産業振興

低炭素化技術開発・実証化補助事業
商工観光労働部モノづくり振興課
予算見積額【２５，０００千円】１．事業の概要１．事業の概要

２．補助事業の実施例２．補助事業の実施例
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