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はじめに

　宮古市は、東日本大震災以降、エネルギー自給
の必要性を強く認識し、復興計画の重点施策とし
て、再生可能エネルギーによる地産地消の取り組
みを推進してまいりました。
　2020 年（令和２年）３月の宮古市東日本大震
災復興計画の終了に伴い、新たな再生可能エネル
ギー施策の方向性を示す宮古市再生可能エネル
ギービジョンを 2020 年（令和２年）９月に策定
いたしました。
　ビジョンでは、「再生可能エネルギーの地産地消を通じた地域内経済循環の創出に
よる持続可能なまちづくり」を基本目標とし再生可能エネルギーの推進に向け取り
組むこととしています。

　一方、国においては、2020 年（令和２年）10 月に、2050 年までに温室効果ガス
の排出を実質ゼロにすることを掲げ、2030 年までに 46％の温室効果ガスを削減す
ることを国際公約として宣言いたしました。
　当市においても、2020年（令和２年）11月に「宮古市ゼロカーボンシティ」を表明
し、省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの導入促進によるＣＯ２の排出を実質
ゼロにする取り組みを進めています。

　この度、本市のエネルギー政策と地球温暖化対策が調和した新たな再生可能エネ
ルギー政策を推進する具体的な取り組みの方向性を示す宮古市再生可能エネルギー
推進計画を策定いたしました。
　再生可能エネルギーの推進による地球温暖化対策と地域内経済循環の達成に向け、
この計画に基づき各施策を進めてまいります。

　計画の推進にあたりましては、市民、事業者、市が連携を図りながら計画を推進
していく必要があります。取り組みに対する皆様の積極的な参加をお願いいたします。
　結びに、本計画の策定にあたりご審議をいただきました宮古市再生可能エネルギー
推進会議委員の皆様、意識調査や住民説明会、意見募集などで貴重なご意見、ご提
言をお寄せいただきました皆様に心より御礼申し上げます。

令和４年 3月� 宮古市長　山　本　正　德
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第１章 計画策定の趣旨 

1 
 

第１章 計画策定の趣旨                            

１ 計画策定の背景 

（１）社会的背景 

 CO2（二酸化炭素）などの温室効果ガスの増加により、地球の平均気温は年々
上昇傾向にあります。これに伴う気候変動は、私たちの生活や経済活動に大きな
影響を与え始めています。 
 政府は、2050 年（令和 32 年）までに温室効果ガスの排出を実質ゼロ（ゼロ
カーボン）とすることを掲げ、これに向けて 2030 年（令和 12 年）までに 2013
年度（平成 25 年度）比で 46％の温室効果ガスを削減することを国際公約として
宣言しました。 
 国内では、2050 年ゼロカーボンシティを宣言する自治体が増えており、2022
年（令和４年）２月末現在では 598 自治体に達しています。 
 温室効果ガスの排出を実質ゼロにして脱炭素社会を実現するためには、省エ
ネルギーによってエネルギー需要の総量削減や効率化を図った上で、再生可能
エネルギーを基盤とした社会構造への転換と CO2（二酸化炭素）の吸収・固定機
能を有する森林を適正に保全管理していくことが必要です。 
 これらの取り組みは、温室効果ガスの削減に貢献するとともに、生活の快適性
の向上や災害時のエネルギー供給システムの強化、地域外へのエネルギー代金
の流出抑制による地域内経済循環の活性化などの様々なメリットを地域にもた
らします。 
 

（２）本市のこれまでの取り組み 

 本市では、甚大な被害を受けた東日本大震災の復興計画において、重点プロ
ジェクトの一つとして、スマートコミュニティの構築による再生可能エネルギー
の地産地消の取り組みを推進してきました。この実績を踏まえて、再生可能エネ
ルギーの普及を地域一体で推進していくために、2020 年（令和２年）９月に「宮
古市再生可能エネルギービジョン」を策定し、「再生可能エネルギーの地産地消
を通じた地域内経済循環の創出による持続可能なまちづくり」を基本目標とし
て様々な取り組みの方針をとりまとめました。 
 同年 10 月には「宮古市気候非常事態宣言」、11 月には「宮古市 2050 年ゼロ
カーボンシティ」を表明し、豊かで美しい「森・川・海」を次世代に引き継いで
いくため、CO2（二酸化炭素）の排出を実質ゼロにする取り組みを進めています。 
また、2021 年（令和３年）１月からは「宮古市再生可能エネルギー事業の導
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止、環境との調和を図った再生可能エネルギー設備の適正な導入を促すととも
に、ガイドラインに沿った再生可能エネルギー事業については市が積極的に支
援することとしています。 
 本市は、市民や市内事業者と一体となって省エネルギーや再生可能エネルギー
の導入に取り組み、地域の活性化を図りながら 2050 年度（令和 32 年度）のゼ
ロカーボンの実現を目指しています。この取り組みの一環として、市が率先して
再生可能エネルギー事業へ参画し、得られる収益を地域の公共交通の維持や福
祉、教育等の地域課題の解決や新たな再生可能エネルギー事業への再投資のた
めの財源として活用する「宮古市版シュタットベルケ」の取り組みを推進してい
ます。 
 引き続き、市が率先する姿勢を示しながら市民や市内事業者の主体的な取り
組みを促進するとともに、これまで以上に相乗効果を生み出していくため、市民
や事業者等と共有する具体的な目標や施策を示す計画が必要です。 
 

２ 計画策定の目的 

 本計画は、省エネルギー、多様かつ豊富な地域資源を活用した地産地消の再生
可能エネルギーの導入、「宮古市版シュタットベルケ」の推進などに取り組むこ
とで地域内経済循環を創出し、地域の活性化や災害に強いまちづくり、先行的な
ゼロカーボンシティの実現の道筋を示すために策定します。 
 本計画では、地域の特性や課題を踏まえた上で、目標年度における目指す地域
の将来像を設定します。また、目標年度から逆算して現在までを振り返り、設定
した将来像の実現のために必要な目標及び行政、市民、事業者等の主体的な取組
内容を設定します。 
 

３ 計画の位置づけ 

 本計画は、「宮古市総合計画」との整合を図りつつ、「宮古市再生可能エネル
ギービジョン」の内容を具現化するものとして、「宮古市気候非常事態宣言」や
「宮古市 2050 年ゼロカーボンシティ表明」を踏まえて、「宮古市環境基本計画」
における二酸化炭素の削減に関する施策や指標に対応する計画として策定しま
す。 
 また、本計画において検討する施策や事業については、地球温暖化対策や森林
整備などの関連する各分野の計画と連携・調和しながら推進します（図 1-1）。 
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４ 計画期間 

 本計画の計画期間は、2021 年度（令和３年度）から 2030 年度（令和 12 年度）
までの 10 年間とし、必要に応じて見直しを行います（図 1-2）。 
 

 

 

 

図 1-2 本計画及び関連計画の計画期間 
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５ 定義 

 本計画で使用する用語を以下のとおり定義します。 
 

〇〇省省エエネネルルギギーー  
 高効率機器や高断熱建築物への転換などによりエネルギー消費量を削減する
こと。また、エネルギー消費を極力抑える行動に転換すること。ZEH（ゼロ・エ
ネルギー・ハウス）、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）の導入、エコドライブや
節電などの取り組みが該当します。 

 

〇〇再再生生可可能能エエネネルルギギーー  
 太陽光、風力、その他の非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続
的に利用することができるもの（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）。その他、
バイオマスエネルギーなど、自然現象とは別に再利用できる資源を使って生み
出されるものも含まれます。 
 再生可能エネルギーには、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、太陽熱、
地中熱、温度差エネルギー、濃度差エネルギー、海洋エネルギー（波力、潮流、
海洋温度差）等があります。 
 

〇〇蓄蓄エエネネルルギギーー  
 電気や熱等のエネルギーを効率的に利用するため、エネルギーを一時的に貯
蓄すること。蓄電池による蓄電や蓄熱槽による蓄熱の他に、再生可能エネルギー
の余剰電力から水素を製造し、貯蔵する手法などがあります。 
 

〇〇一一次次エエネネルルギギーー  
 自然から直接得られるエネルギーで、石油・石炭・天然ガス等の化石燃料や、
原子力の燃料であるウラン、太陽光・水力・風力等の自然エネルギーのこと。ま
た、そのエネルギーの総量のこと。 

 

〇〇正正味味利利用用エエネネルルギギーー  
 電力への変換時や送電時などのエネルギー損失を除いた利用時点でのエネル
ギー量のこと。エネルギーの利用・変換効率が上がることにより、一次エネル
ギーとの差異は小さくなります。 

 

〇〇地地域域エエネネルルギギーー供供給給率率 
 地域内で消費されるエネルギー量に対して、創出される再生可能エネルギー
量の割合のこと。 

＜本市の地域エネルギー供給率の算出方法＞ 
 

  
市内で創出される再生可能エネルギー量
量 市内で消費されるエネルギー量 

× 100 (%) 

ゼッチ

ゼ　ブ
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第２章 本市の地域概況と課題            

１ 本市の自然的特性と社会特性 

（１）位置・面積 

 本市は、岩手県の沿岸中部に位置し、北部は岩泉町、南部は遠野市、大槌町、
山田町、西部は盛岡市、花巻市に隣接しています。総面積は 1,259.15 km2で、岩
手県内の市町村で最大の面積を有し、全国の市町村の中でも 11番目の広さです。 

 

（２）地勢 

 本市は、三陸復興国立公園や早池峰国定公園を代表とする森・川・海の豊かな
自然環境を有しています。本市の総土地面積の 91.8％を森林が占め、岩手県の
市町村の中で最も広大な森林面積を有します。また、閉伊川が宮古市の中央を西
から東に流れ、宮古湾へ注いでいます（図 2-1）。 
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（３）気候 

①①月月別別平平均均日日照照時時間間  
 宮古観測所の 2001 年（平成 13 年）から 2020 年（令和２年）までの 20 年間
における年間の平均日照時間は、1,889 時間です。本市以外の県内の観測所があ
る市の年間の平均日照時間（1,664 時間）と比べて、日照時間は 225 時間多く
なっています（図 2-2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②②平平均均風風速速  
 宮古観測所の 2001 年（平成 13 年）から 2020 年（令和２年）までの 20 年間
における年間の平均風速は約 2.3 m/s です。本市以外の県内の観測所がある市の
年間の平均風速（1.9 m/s）と比べて、0.4 m/s 高くなっています。 
 なお、本市は、山間部において地上高 80 m の平均風速が 6.0 m を超える地点
が多く存在することや海面高 140 m において平均風速が 7.0 m を超える海域を
有しています（図 2-3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 本市及び県内の観測所がある市の月別の平均風速 

出典：気象庁 気象データ 2001年（平成 13年）年１月～2020年（令和２年）12月 
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（４）土地利用 

 本市の総面積 1,259.15 km2のうち、森林が 91.8％と最も高い割合を占めてい
ます。田は 0.6％、畑は 1.0％、宅地は 1.0％、その他（道路、河川、鉄道等）が
5.6％となっています（図 2-4）。 
 

用途 面積 割合 

森林 1,155.93㎢ 91.8% 

田 7.55㎢ 0.6% 

畑 12.70㎢ 1.0% 

宅地 12.26㎢ 1.0% 

その他 70.71㎢ 5.6% 

総面積 1,259.15㎢ 100% 

 

図 2-4 宮古市の土地利用の状況 

出典：宮古市林業振興ビジョン（令和３年度） 

農林水産省 農林水産関係市町村別統計（令和２年） 

宮古市の統計（令和２年版） 
 

（５）人口動向 

 本市の人口は、1960 年（昭和 35 年）の 81,093 人をピークに減少傾向となり、
2020 年（令和２年）には、ピーク時から 30,724 人減の 50,369 人となっていま
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２ 本市における再生可能エネルギーと CO2（二酸化炭素）の排出状況 

（１）再生可能エネルギーの導入状況及び導入ポテンシャル 

＜市域全体の状況＞ 
 本市における 2021年(令和３年)３月末時点の再生可能エネルギーの導入済設
備容量は 93,595kW、今後導入が計画されている設備容量は 172,518kW です。
導入済設備容量のうち太陽光発電が 73,495kW と最も多く、全体の約 80%を占
めます。そのうち 1,000kW 以上のいわゆるメガソーラーは 58,675kW であり、
太陽光発電全体の約 80%を占めます。 
 再生可能エネルギー発電の導入ポテンシャルは 2,473,450kW あります。 
発電以外の地中熱・太陽熱の導入ポテンシャルは 33,010 億 kJ/年です。 
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・発電電力量は、発電出力に発電した時間を乗じたもので、エネルギー量で示されます。 

例えば、１kWで１時間発電すると、１kWhの発電電力量となります。 

（消費電力も同様に、１kWの出力で１時間使用すると、１kWhの消費電力量になります。） 
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表 2-1　再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル【設備容量】2021 年３月末時点

表 2-2　再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル【発電電力量・エネルギー量】2021 年３月末時点

出典：経済産業省「固定価格買取制度　情報公表用ウェブサイト　市町村別認定・導入容量（2021 年３月）
　　　環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」
　　　環境省「平成 24 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書」
　　　東北電力 HP「水力発電所一覧」
※１　『導入件数』及び『導入済設備容量』は、新規認定分と移行認定分の合計値。
※２　『導入計画設備容量』は、認定容量（新規認定分）から導入済設備容量（新規認定分）を引いた値。
※３　『導入ポテンシャル』は、年間稼働日 330 日、発電効率 25％とした。

出典：【地中熱・太陽熱】環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」
　　　【バイオマス資源量】「宮古市再生可能エネルギービジョン」
　　　設備容量から発電電力量・エネルギー量への換算は下記を前提とした。
・太陽光発電：宮古市の平均平面日射量 (3.52 kWh/m2/day) 及び NEDO「太陽光発電ガイドブック」を参照した。
・風力発電　：経済産業省の調達価格算定委員会 2020 年の資料より設備利用率 25.6% とした。
・水力発電　：設備利用率 60% とした。
・バイオマス発電：水分 40%、低位発熱量（0.1 億 kJ/t）、年間稼働日 330 日、発電効率 25％とした。
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表 2-1 再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル【設備容量】2021年３月末時点 

再生可能エネルギー種別 導入件数※1 
導入済 
設備容量※1 

導入計画 
設備容量※2 

導入 
ポテンシャル 

発
電 

太陽光発電  1,841件 73,495 kW 2,065 kW 

325,000 kW 
 

10kW未満 （1,632件） （7,187 kW） （44 kW） 

10kW～1000kW未満 （201件） （7,633 kW） （2,021 kW） 

1000kW以上 （8件） （58,675 kW） （0 kW） 

風力発電 0件 0 kW 170,453 kW 2,061,000 kW 

水力発電 3件 14,300 kW 0 kW 77,260 kW 

地熱発電 0件 0 kW 0 kW 0 kW 

バイオマス発電※3 1件 5,800 kW 0 kW 

10,190 kW 
 
未利用木材 （0件） （0 kW） （0 kW） 

一般木材・建設廃材等 （1件） （5,800 kW） （0 kW） 

合計 1,845件 93,595 kW 172,518 kW 2,473,450 kW 

出典：経済産業省「固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト 市町村別認定・導入容量（2021 年３月） 
環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」 
環境省「平成 24 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書」 
東北電力 HP「水力発電所一覧」 

※１ 『導入件数』及び『導入済設備容量』は、新規認定分と移行認定分の合計値。 
※２ 『導入計画設備容量』は、認定容量（新規認定分）から導入済設備容量（新規認定分）を引いた値。 
※３ 『導入ポテンシャル』は、年間稼働日 330 日、発電効率 25％とした。 

 

表2-2 再生可能エネルギー導入状況と導入ポテンシャル【発電電力量・エネルギー量】2021年３月末時点 

再生可能エネルギー種別 導入済設備 導入計画 導入ポテンシャル、 
資源量 

発
電 

太陽光発電  68,932千 kWh/年 1,937千 kWh/年 

304,819 千 kWh/年 
10,973億 kJ/年  

10kW未満 (6,741千 kWh/年) (41千 kWh/年) 

10kW～1000kW未満 (7,159千 kWh/年) (1,896千 kWh/年) 

1000kW以上 (55,032千 kWh/年) ( 0 ) 

風力発電 0 382,251千 kWh/年 
4,621,916 千 kWh/年 

166,390億 kJ/年 

水力発電 37,222千 kWh/年 0  
406,079 千 kWh/年 

14,619億 kJ/年 

地熱発電 0  0  0 

バイオマス発電 40,646千 kWh/年 0  116,180 t/年 
11,618億 kJ/年 

80,705 千 kWh/年  
未利用木材 （0） （0） 

一般木材・建設廃材等 （40,646千 kWh/年） （0）  

合計 146,800千 kWh/年 384,188千 kWh/年 5,413,519 千 kWh/年 

熱 

地中熱 - - 29,740 億 kJ/年 

太陽熱 - - 3,270 億 kJ/年 

合計 - - 33,010 億 kJ/年 

出典：【地中熱・太陽熱】環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」 
   【バイオマス資源量】「宮古市再生可能エネルギービジョン」 
設備容量から発電電力量・エネルギー量への換算は下記を前提とした。 
・太陽光発電：宮古市の平均平面日射量(3.52 kWh/m2/day)及び NEDO「太陽光発電ガイドブック」を参照した。 
・風力発電 ：経済産業省の調達価格算定委員会 2020 年の資料より設備利用率 25.6%とした。 
・水力発電 ：設備利用率 60%とした。 
・バイオマス発電：水分 40%、低位発熱量（0.1 億 kJ/t）、年間稼働日 330 日、発電効率 25％とした。  
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（２）公共施設への再生可能エネルギー・蓄電池の導入状況 

 本市の 2021 年（令和３年）３月時点の太陽光発電システムの導入施設数は 60
施設、発電出力の合計は 515.10 kW、蓄電池容量の合計数は 385.60 kWh です。
導入施設 60 施設のうち、売電している施設数は 17 施設となっています（表 2-
3）。 

 

表 2-3 本市の公共施設への再生可能エネルギー設備・蓄電池の導入状況 2021年３月末時点 

施設分類 施設数 
発電最大出力 

合計数 

蓄電池容量計 

合計数 

売電 

施設数 

庁舎など 2 30.40 kW  45.00 kWh  0 

消防施設 11 35.30 kW  0.00 kWh  11 

文化・観光施設 5 105.00 kW  67.50 kWh  0 

集会施設・公民館 5 26.03 kW  35.00 kWh  2 

小・中学校 20 224.65 kW  201.00 kWh  2 

福祉・医療施設 3 22.46 kW  13.10 kWh  0 

保育所 5 36.20 kW  0.00 kWh  2 

公営住宅 9 35.06 kW  24.00 kWh  0 

合計 60 515.10 kW  385.60 kWh  17 

 

 

（３）エネルギー消費量 

 2018 年（平成 30 年）時点の市内の一次エネルギー消費量は 49,250 億 kJ/年、
正味利用エネルギー量は 21,160 億 kJ/年です（表 2-4）。 

 

表 2-4 本市におけるエネルギー消費量 2018年時点 

内訳 
一次エネルギー 
消費量 

正味利用 
エネルギー量 

産業部門（製造業、農林水産業、鉱業、建設業） 13,780 億 kJ/年 9,260 億 kJ/年 

家庭部門（自家用車など運輸を除く家庭） 10,110 億 kJ/年 6,180 億 kJ/年 

業務他部門（公共施設、サービス業等） 9,930 億 kJ/年 5,050 億 kJ/年 

運輸部門（旅客、貨物） 4,190 億 kJ/年 670 億 kJ/年 

（エネルギー転換、送電などに伴う損失分） 11,240 億 kJ/年 - 

合計 49,250 億 kJ/年 21,160 億 kJ/年 

出典：宮古市のエネルギーフロー（2018年） 東北大学 中田俊彦、中田研究室 
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（４）CO2（二酸化炭素）排出量 

 2018 年度（平成 30 年度）の CO2（二酸化炭素）排出量は、約 40 万９千トン
と、温室効果ガス削減目標の基準年度である 2013 年度（平成 25 年度）と比べ
て、約 14％減少しています。 
 産業部門と業務その他部門（第三次産業に該当）、家庭部門において CO2（二
酸化炭素）排出量の減少が見られます。産業設備や家電製品の省エネルギー性能
向上、再生可能エネルギーの普及などによる電力の CO2（二酸化炭素）排出係数
（一定の電気を作るために排出する CO2量）の減少が寄与しています。 
 一方、運輸部門の CO2（二酸化炭素）排出量は、ほぼ横ばいで推移していま
す。自動車の燃費性能は徐々に改善されているものの、CO2（二酸化炭素）削減
目標の基準年度である 2013 年度（平成 25 年度）と比べて、家庭における自動
車保有台数や業務用の車両台数が増加していることが影響しています（図 2-7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-7 本市の CO2（二酸化炭素）排出量の推移 

出典：環境省 自治体排出量カルテ 

 

（５）森林吸収量 

 本市の森林面積は、総土地面積の 91.8％を占める 1,155.93 km2です。この森
林によって吸収・固定されている CO2（二酸化炭素）は、およそ 365 千トン／
年※と推計されています。 
※ 出典：ゼロカーボンシティ実現に向けた再生可能エネルギー導入量と森林吸収量を考慮した市町村の

二酸化炭素排出推計、重 浩一郎ほか、エネルギー・資源学会論文誌 Vol. 42, No.3, p.p. 158 
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３ 現状と課題の整理 

（１）省エネルギー 

 省エネルギーは、国際的には『エネルギー効率向上（Energy efficiency）』と言
われており、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入と同等又は
それ以上に重要な取り組みとなっています。具体的には、高効率機器や住宅・ビ
ルの断熱性向上などがあり、技術開発や機器の買い替えなどの経済効果も創出
します（図 2-8）。 

 

 

 

図 2-8 国際的な脱炭素化の将来シナリオ 

出典: 国際エネルギー機関(IEA) World Energy Outlook 2019 に補足追記 

 
【現状】 
・省エネルギーの重要性について市民や事業者等の理解を促進するための政策
誘導が不足しています。 

・省エネルギー対策として、住宅の断熱性の向上、高効率の産業用機器や家電製
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（２）再生可能エネルギーの導入 

【現状】 
・豊富な再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを有していますが、全体の導入
ポテンシャルに対して、４％程度の導入量にとどまっています。 

・既に導入済みの再生可能エネルギーの設備容量のうち、比較的導入が容易であ
る太陽光発電が大部分を占めており、メガソーラー発電が全体の約６割を占
めています。 

・太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電所として、水力発電所が３箇所、バ
イオマス発電所が１箇所立地しています。 

・エネルギー消費量に対するエネルギー生産量（地域エネルギー供給率）は、正
味利用エネルギーに対しては 28.6%、一次エネルギーに対しては 12.5%となっ
ています。 

・北東北地域では送配電網への系統連系の制約によって、大規模な再生可能エネ
ルギー設備の導入が困難な状況にあります。 

【課題】 
・地域固有の重要な資源である再生可能エネルギーについては、豊富な資源量に
着目し、地域のまちづくりや経済の活性化などへの寄与を目指して、その導入
ポテンシャルを十分に活用していく必要があります。 

・地域への再生可能エネルギーの導入に際しては、近隣住民や関連事業者等との
合意形成を図ることが重要であり、そのルールとして、導入を促進する区域と、
導入を抑制（規制）する区域に分ける、ゾーニングを実施する必要があります。 

・送配電網の系統連系の制約については、国などに対して大規模な設備導入が進
められるように、送配電網の増強などを求める必要があります。 

・送配電網の系統連系の制約を受けにくい低圧接続である小規模な太陽光発電、
風力発電、水力発電等を導入する必要があります。 

 
（３）地域内経済循環の創出 

【現状】 
・エネルギー代金の域外流出は、年間約 114 億円となっています（表 2-5）。 
・エネルギー代金は、ガソリンや灯油が約 73 億円となっており、全体の６割以
上を占めています（表 2-5）。 

・市の財政状況は人口減少に伴う税収の減少などにより厳しさを増しています。 
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表 2-5 エネルギー代金の内訳 2015年時点 

エネルギー種類 代金 

石炭・原油・天然ガス（燃料資源を市外から購入） 約 16億円 

ガソリン・灯油（燃料製品を市外から購入） 約 73億円 

電気（市外で発電した電力を購入） 約 15億円 

ガス・熱供給（市外で精製したガスや熱を購入） 約 10億円 

合計 約 114億円 

出典：環境省 地域経済循環分析（2015年 Ver.4.1） 

 

【課題】 
・省エネルギーと再生可能エネルギーの導入推進によって、市外へのエネルギー代
金の流出をできる限り抑制し、資金・資本が市内で循環する方向へと変化させて
いく必要があります。 

・地域資源の活用などにより、公共サービスの継続や地域の課題解決を図るため
の財源確保の仕組みを構築する必要があります。 

 

（４）自然災害や地球温暖化が生活・産業に及ぼす影響 

【現状】 
・2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、大規模停電の発生や道路ネッ
トワークの寸断等、長期間にわたりライフラインが途絶え、復旧や初期の災害
応急対応に多大な影響がありました。 

・地球温暖化による海面水温の上昇や大気中の水蒸気量の増加などに伴い、これ
までに経験したことのない集中豪雨、台風等により、洪水や土砂災害は頻発
化・甚大化する傾向にあります。2016 年の台風第 10 号や 2019 年の台風第 19
号（令和元年東日本台風）では、被災による停電や浸水被害等が発生しました。 

・地球温暖化による海水温上昇は、サケやサンマ等の漁獲不良の一因とも考えら
れています。さらに、温暖化の影響は農作物の生育にも影響を与え、収量の減
少や品質の低下等の農業被害が懸念されています。 

【課題】 
・災害時においても生活や事業活動等に必要なエネルギーが供給できるように、
小規模発電所を複数設置する自立分散型のエネルギーシステムを構築するな
ど、耐災害性の向上を図る必要があります。 
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（５）行政のリーダーシップ 

【現状】 
・再生可能エネルギー発電事業に参画するなど、再生可能エネルギー事業の普及
促進に努めています。 

・「宮古市再生可能エネルギービジョン」策定時の市民アンケートでは、再生可
能エネルギーの望ましい事業主体は「自治体」という回答が約 60.7％あり、行
政が主体の事業が望まれています。 

・公共施設では、約 10 年前から順次、太陽光発電設備を導入していますが、今
後これらの設備も老朽化していきます。 

【課題】 
・自治体が率先して再生可能エネルギー事業を牽引し、得られた収益を公共サー
ビスに活用するなど、市民に還元する取り組みを進める必要があります。 

・再生可能エネルギーの自家消費・省エネルギーによる支出削減に取り組む必要
があります。 

・官民連携によって省エネルギー、再生可能エネルギー事業を普及促進し、特に
民間事業者の参画を積極的に誘導していく必要があります。 

・公共施設の新築または改修の際には、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化やバ
イオマスボイラーの導入など、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を
含めた包括的なエネルギー対策を講じる必要があります。 

・設備導入した施設については、適切な維持管理や部分更新を行いつつ、長寿命
化を図っていく必要があります。 

 

（６）省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を推進するための技術・技能を有

する者の育成 

【現状】 
・「宮古市再生可能エネルギービジョン」策定時の市民アンケートでは、再生可
能エネルギー発電事業の望ましい事業主体は「地域内の企業・事業者」という
回答が 57.3％あり、行政に次いで地元事業者主体による事業の実施が望まれ
ています。 

・省エネルギーや再生可能エネルギーに関する技術は、高度かつ多岐に渡るため、
利活用は大手事業者や先端開発を手掛ける事業者などに、その大部分を依存
しています。 

【課題】 
・地域内の事業者が主体の省エネルギーや再生可能エネルギー事業を推進する
には、設備の設計・施工・維持管理に関する技術、地域住民などとの合意形成
や調整能力を有する者を育成する必要があります。 

・再生可能エネルギー事業の安定経営を図る営業ノウハウの形成や事業者を育
成する必要があります。 

ゼ　ブ
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（７）情報発信と環境・エネルギー教育 

【現状】 
・地球温暖化の現状や影響について、「宮古市気候非常事態宣言（2020年 10月）」
を行い、市民との共有を図っています。 

・「宮古市再生可能エネルギービジョン」策定時の市民アンケートでは、再生可
能エネルギーを導入するあるいは導入を検討する際にあると良い支援策とし
て、「行政からの導入にかかる費用への補助金」という回答が 82.9％、「行政か
らの導入検討にかかる情報提供」という回答が 47.9％であったことから、補
助金を含めた情報発信が望まれています。 

・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入に関する情報発信は、不足している
状況です。 

・文化や音楽、スポーツ教育等と比較して、環境・エネルギー教育は不足してい
る状況です。 

【課題】 
・有効かつ効率的に利活用できる補助制度を検討する必要があります。 
・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入に関する情報を、積極的に発信して
いく必要があります。 

・導入促進区域と導入抑制（規制）区域を区分するゾーニングを実施し、これを
周知していく必要があります。 

・学校教育や生涯学習の一環として、環境・エネルギー教育を推進する必要があ
ります。 

 

（８）関係自治体との情報共有や共同の取り組み等の広域連携 

【現状】 
・近隣自治体にまたがる大規模な発電事業においては、各自治体が個別に発電事
業者に対応しています。 

・系統送配電網への連系制約については、関係自治体とともに国などに対して送
配電網の増強を求めています。 

・再生可能エネルギーの導入政策に取り組む自治体への支援を求めています。 
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 「宮古市総合計画」では、都市の将来像として、「『森・川・海』とひとが調和
し共生する安らぎのまち」を掲げ、地域が持つ豊かな自然の保全や共生を図りな
がら、多様な産業が結びつき、力強く活動するまちを築いていくことなどを、ま
ちづくりの基本的な方向としています。 
 「宮古市環境基本計画」では、「将来の世代への継承」、「人と自然の共生」、「主
体的かつ積極的な参加」、「地球全体を意識した取り組み」を基本理念とするとと
もに、地域の将来像として、「恵み豊かな自然の維持と、循環を基調とした持続
可能な社会の形成」を掲げています。 
 本計画の基本的な方向性を示す「宮古市再生可能エネルギービジョン」では、
「宮古市総合計画」で示す地域の将来像を踏まえて、「再生可能エネルギーの地
産地消を通じた地域内経済循環の創出による持続可能なまちづくり」を基本目
標とし、５つの基本方針を設定しています。 
（１）多様かつ豊富な地域資源の活用 
（２）再生可能エネルギーによる地域経済の活性化と地域課題の解決 
（３）災害に強い再生可能エネルギーの創出 
（４）温室効果ガスの削減と省エネルギーの推進 
（５）連携、協働による推進と人材育成 
 
 本計画では、「総合計画」や「環境基本計画」、「再生可能エネルギービジョン」
を踏まえて、目指すべき地域の将来像を設定します。 

  

目指す地域の将来像 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・省エネルギーが無理なく効果的に導入され、快適な生活が実現している。 

・豊富な地域資源が、再生可能エネルギーの導入に活用されている。 

・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入の取り組みにより、様々な地域の 

課題が解決している。 

・蓄エネルギーなどにより、災害に強く持続可能なまちになっている。 

エネルギーの地産地消で実現するゼロカーボンのまち 

～恵み豊かな自然の継承と地域内経済循環～ 
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第４章 取組方針                  

本市は、「宮古市再生可能エネルギービジョン」の基本目標や「宮古市 2050 年ゼ
ロカーボンシティ」を実現するため、６つの取組方針を設定します。 
方針１：省エネルギーの促進 
方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 
方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 
方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 
方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 
方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

 

方針１：省エネルギーの促進 

（１）省エネルギー設備などの導入促進 

・エネルギー消費量を削減するとともに効率的なエネルギー利用を促進するた
め、公共施設をはじめ、一般家庭や事業所において、LED 照明や高効率の空
調・給湯設備等の省エネルギー設備導入を促進します。 

・第一次産業の効率的な経営に向けて、光熱費の削減を図るため、農漁村施設へ
の省エネルギー設備の導入を推進します。 

 

（２）省エネルギー建築物への転換の促進 

・公共施設の改修や建替えをする際には、断熱性能の向上や省エネルギー設備の
導入を図り、施設の ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化を推進します。 

・一般家屋や事業所等において、断熱性能の向上や省エネルギー設備の導入を促
し、ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）、ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）等
の普及を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4-1 ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）の概要 

出典：環境省 
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（３）省エネルギーなライフスタイルの普及促進 

・市民や事業者に対して、節電やエコドライブ、公共交通機関の利用などについ
て周知を図り、省エネルギーなライフスタイルの普及を促進します。 

・省エネルギーの重要性や実施のポイントなどを周知し、事業者や市民の意識啓
発や行動の変化を促進します。 

 
方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 

（１）ゾーニングによる再生可能エネルギーの導入促進 

・本市の豊かな自然環境の保全を図るとともに、地域と共生した再生可能エネル
ギーの導入を円滑に進めるため、地域の合意形成を図りながら再生可能エネ
ルギーの導入を促進する区域と規制する区域を設定します。 

 
（２）大規模な再生可能エネルギー設備の導入促進 

・大規模太陽光発電、大型風力発電、浮体式洋上風力発電等、CO2（二酸化炭素）
の排出抑制効果が大きい設備の導入を促進します。 

・発電事業者などが初期費用を負担して、施設所有者が提供する屋根や敷地等の
スペースに再生可能エネルギー設備の設置と維持管理を行い、需要家へ電力
供給をする事業（PPA 事業）の普及を促進します。 

・業務用建物における給湯や冷暖房、産業用の乾燥システムや加熱プロセス等、
規模の大きな熱需要に対応する太陽熱利用設備や地中熱利用設備、再生可能
エネルギーによる熱電併給システム等の導入を促進します。 

 
（３）小規模な再生可能エネルギー設備の導入促進 

・送配電網への系統連系が比較的容易で、エネルギー需要のある場所の近くに設
置することが可能な小規模な再生可能エネルギー設備の導入を促進します。 

・家庭や小規模事業所等の屋根や敷地の活用を図るため、初期費用を抑えて再生
可能エネルギー設備を導入することができる事業（PPA 事業）の普及を促進
します。 

・小規模分散型の地産地消電源を数多く確保するため、小規模分散型の太陽光発
電、マイクロ風力発電、小・マイクロ水力発電設備等の導入を促進します。 

・第一次産業の活性化に向けて、光熱費の低減や収入増加を図るため、農漁村施
設や農地に対する再生可能エネルギー設備の導入を促進します。 

・家庭や小規模事業所等における給湯や冷暖房等の熱需要に対応する太陽熱利
用設備やバイオマスストーブ、再生可能エネルギーによる熱電併給システム
等の導入を促進します。 
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＜参考事例＞ 

 

図 4-2 農地における営農型太陽光発電の例 

出典：農水省HP 

 

 

図 4-3 屋上を活用した太陽光発

電と小型風力発電の例 

出典： 川崎市幸区HP 
 

（４）エネルギー利用形態の転換の促進 

・化石燃料を利用する動力や暖房・給湯設備等の電化を促進します。 
・家庭や事業所、公共施設、農漁業施設等において、化石燃料を利用する暖房・
給湯設備から、再生可能エネルギー由来の熱を利用する暖房・給湯設備等への
転換を促進します。 

・多様な再生可能エネルギーの導入を図るため、エネルギーの需要と供給のバラ
ンスを調整する蓄エネルギー設備やエネルギーマネジメントシステムの導入
を促進します。 

・事業所や工場の廃熱の有効活用を図るため、蓄熱材料や熱導管により熱を輸送
して再利用するシステムの構築を促進します。 

・家庭や事業所において個別に空調設備を設置して運用する方式に比べて、ス
ケールメリットによる設備投資や維持管理の効率化、熱源の集中管理による
安全性の向上などの効果がある地域熱供給（地域冷暖房）を促進します。 

・電気自動車（EV）などの普及を促進します。 
・多数の電気自動車（EV）への充電が可能な再生可能エネルギーの供給体制の
構築を促進します。 

 
方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 

（１）エネルギーの地産地消によるエネルギー代金の地域内経済循環の促進 

・再生可能エネルギーの地産地消による市外へのエネルギー代金の流出を抑制
するため、化石資源に依存したエネルギー利用から再生可能エネルギーを利
用する社会構造への転換を促進します。 

・市内で発電した再生可能エネルギー電力を、市内で消費することにより、エネ
ルギー代金の循環を促進します。 
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出典：農水省 HP

図 4-3　  屋上を活用した太陽光発電

と小型風力発電の例

出典：川崎市幸区 HP
　　　  https://www.city.kawasaki.jp/

saiwai/page/0000026413.html
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方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 

（１）エネルギーの地産地消によるエネルギー代金の地域内経済循環の促進 

・再生可能エネルギーの地産地消による市外へのエネルギー代金の流出を抑制
するため、化石資源に依存したエネルギー利用から再生可能エネルギーを利
用する社会構造への転換を促進します。 

・市内で発電した再生可能エネルギー電力を、市内で消費することにより、エネ
ルギー代金の循環を促進します。 
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・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入によって生み出される環境価値を
取引するグリーン電力証書や J-クレジット制度等の活用を促進します。 

・再生可能エネルギーの導入に関するノウハウの蓄積などを図り、市内事業者の
再生可能エネルギー事業への参画により地域産業の活性化を促進します。 

 

（２）「宮古市版シュタットベルケ」の推進 

・本市は、民間事業者が主体の再生可能エネルギー事業への参画とともに、自ら
が主体となった再生可能エネルギーの事業に取り組み、得られる収益を地域
の公共交通の維持や福祉、教育等の地域課題の解決や再生可能エネルギー事
業への再投資のための財源として活用する「宮古市版シュタットベルケ」を推
進します。 

・地域資源を活用した域外からの資金の獲得を通じた雇用の創出や地域への還
元、再投資等の取り組み主体となる「宮古市版シュタットベルケ」を推進しま
す。 

 
≪シュタットベルケ≫ 

ドイツにおける公共的な事業を行う自治体出資の公社を言います。主要事業

として電気、ガス、水道、交通、廃棄物処理等の公共インフラの整備・運営を行っ

ています。経営は民間企業として実施されており、主にエネルギー事業で得た利

益を収益性の低い他の公共サービス（地域公共交通の運営など）に補塡するこ

とで、地域の公益サービスを安定的に運営しています。 

 

≪宮古市版シュタットベルケ≫ 

様々な再生可能エネルギー事業へ市が資本参加することにより得られる収益

を、再生可能エネルギー基金を通じて、地域公共交通の運営など地域課題の解

決のための財源として活用する仕組みを言います。 

 

 

（３）技術・技能を有する者の育成と雇用拡大の促進 

・再生可能エネルギーの導入を促進するため、市内の事業者を主な対象として、
省エネルギーや再生可能エネルギー導入の設計・施工・維持管理ができる技術
者や営業ノウハウを持つ者の育成を推進します。 

・市内における再生可能エネルギー事業を促進し、関連事業に伴う雇用の拡大を
目指します。 
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（４）森林の適切な管理の促進 

・森林による CO2 吸収量の維持や増加を図るため、間伐や植林等による森林の
保全・管理を促進します。 

・公共施設や一般住宅等での木材の利用拡大を通じ地域材の需要を高めることで、
積極的な森林経営を促進し、カスケード利用による木質バイオマス燃料の安定
供給を促進します。 

・多面的な森林の利活用を促進するため、林内路網の整備を推進します。 
・林業体験や木を題材とした木育などを通じて、林業の振興を推進します。 
・J-クレジット制度などを活用して、本市の森林の環境価値を市外の事業者や大
都市に提供することで収入を獲得し、持続的な森林管理を促進します。 

 
 

 

 

 

図 4-4 再生可能エネルギーの地産地消による地域内経済循環の創出イメージ 
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図 4-4　再生可能エネルギーの地産地消による地域内経済循環の創出イメージ
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方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 

・家庭や事業所等への太陽光発電や蓄電池などの導入を促進し、自立分散型電源
の普及拡大を推進します。 

・プラグインハイブリッド車（PHV）や電気自動車（EV）の導入促進や給電施
設などのインフラ整備を推進します。 

・複数の小規模再生可能エネルギー発電所などによる自立分散型電源、蓄電池な
どを適切に組み合わせたエネルギーシステム（マイクログリッド＝小規模電
力系統）を構築し、災害に強い地域づくりを推進します（図 4-5）。 

 

 

 

図 4-5 マイクログリッドのシステムモデル例 

出典：「資源エネルギー庁 地域マイクログリッド構築のてびき」に加筆 
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図 4-5　マイクログリッドのシステムモデル例

出典：「資源エネルギー庁　地域マイクログリッド構築のてびき」に加筆
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方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 

・公共施設の再生可能エネルギー設備の更新や、公共施設の新改築における ZEB
（ゼロ・エネルギー・ビル）基準の導入など、行政が率先して事業を推進します。 

・省エネルギーや再生可能エネルギー事業に行政が参画し、官民連携により事業を
推進します。 

・市民や市内事業者が主体の地域と共生した再生可能エネルギー事業の取り組
みを活性化するため、市民ファンドなど市民参加型資金調達の仕組みの普及
を促進します。 

・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入促進について、行政から情報発信の
ほか、学校教育や生涯学習における環境・エネルギー教育や体験機会の創出な
ど、市民や事業者への意識啓発を推進します。 

 
 

方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

・関係自治体とともに、広域的な再生可能エネルギーの導入の実現や、省エネル
ギー、再生可能エネルギーの導入に関わる者・事業者の相互活用などの連携を
推進します。 

・系統送配電網の連系など広域に渡る課題の解決や改善について、関係自治体と
連携して取り組みます。 

・積極的な情報発信を通じて、国内全体の脱炭素化や再生可能エネルギーの導入
拡大に向けた取り組みの活性化を推進します。 

 
 

ゼ　ブ
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第５章 取組目標                  

１ 目標設定の基本的な考え方 

 目標の設定に際しては、BAU（Business As Usual）ケースを推計し、この結果
に基づいて CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標、省エネルギー目標及び再生可
能エネルギーの導入目標をそれぞれ検討します。 
 BAU ケースとは、特段の CO2（二酸化炭素）排出量削減対策を施さず、現状
の社会経済の活動状況が概ね継続するケースを指します。 
 BAU ケースにおける将来の CO2（二酸化炭素）排出量を推計することで、目
標値（例えば、2030 年度に 2013 年度比で 50％減）に対して、BAUケースの CO2

（二酸化炭素）排出量からあとどれだけ削減する必要があるのかを把握すること
できるため、目標を達成するための取り組みをどの程度進める必要があるのかを
検討することができます。 
 続いて、BAU ケースの値と将来目指す姿を現す目標値とのギャップを埋める
ために、省エネルギー及び再生可能エネルギー導入の推進目標を検討します。 
 目標検討においては、2019 年度（令和元年度）以降に導入された再生可能エ
ネルギー及び 2030 年度（令和 12 年度）までの導入が見込まれる計画中の再生
可能エネルギーによる CO2（二酸化炭素）の削減量を反映した上で、意欲的な取
組目標を設定します（図 5-1）。 
 

 
 

図 5-1 目標設定の基本的な考え方のイメージ 

どれだけ削減する必要があるのか把握することが
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図 5-1　目標設定の基本的な考え方のイメージ



第５章 取組目標 

30 

第５章 取組目標                  

１ 目標設定の基本的な考え方 

 目標の設定に際しては、BAU（Business As Usual）ケースを推計し、この結果
に基づいて CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標、省エネルギー目標及び再生可
能エネルギーの導入目標をそれぞれ検討します。 
 BAU ケースとは、特段の CO2（二酸化炭素）排出量削減対策を施さず、現状
の社会経済の活動状況が概ね継続するケースを指します。 
 BAU ケースにおける将来の CO2（二酸化炭素）排出量を推計することで、目
標値（例えば、2030 年度に 2013 年度比で 50％減）に対して、BAUケースの CO2

（二酸化炭素）排出量からあとどれだけ削減する必要があるのかを把握すること
できるため、目標を達成するための取り組みをどの程度進める必要があるのかを
検討することができます。 
 続いて、BAU ケースの値と将来目指す姿を現す目標値とのギャップを埋める
ために、省エネルギー及び再生可能エネルギー導入の推進目標を検討します。 
 目標検討においては、2019 年度（令和元年度）以降に導入された再生可能エ
ネルギー及び 2030 年度（令和 12 年度）までの導入が見込まれる計画中の再生
可能エネルギーによる CO2（二酸化炭素）の削減量を反映した上で、意欲的な取
組目標を設定します（図 5-1）。 
 

 
 

図 5-1 目標設定の基本的な考え方のイメージ 

第５章 取組目標 

31 

（１）BAUケースにおける CO2（二酸化炭素）排出量の推計 

 現況の CO2（二酸化炭素）排出量と経済活動や生活等の活動量との関係を基
に、2050 年度（令和 32 年度）までの将来の CO2（二酸化炭素）排出量を推計し
ます。 
 本市の CO2（二酸化炭素）排出量は、基準年度である 2013 年度（平成 25 年
度）では 477 千トンですが、2030 年度（令和 12 年度）には 363 千トン（2013
年度比－24％）、2040年度（令和 22年度）には 337千トン（2013年度比－29％）、
2050 年度（令和 32 年度）には 319 千トン（2013 年度比－33％）になると推計
されます（図 5-2）。 

 

 

 

 

 

（２）再生可能エネルギーの導入実績及び見込みを反映した CO2（二酸化炭素）排

出量の推計 

 2019 年度（令和元年度）以降の再生可能エネルギーの導入実績及び 2030 年
度（令和 12 年度）までの導入が見込まれる計画中の再生可能エネルギーによる
CO2（二酸化炭素）の削減量は、73 千トンと推計されます。 
 2030 年度（令和 12 年度）の BAU ケースを踏まえると、2030 年度（令和 12
年度）の CO2（二酸化炭素）排出量は、290 千トン（2013 年度比－39％）とな
ります。 
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図 5-2　本市の 2030 年度以降の BAU ケースにおける CO2 排出量推計値



第５章 取組目標 

32 

２ 設定する各目標について 

 本計画が目指す地域の将来像に向けた取り組みを推進するため、下記の目標
を設定します。 
（１）CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標 
（２）省エネルギー目標 
（３）再生可能エネルギーの導入目標 

 

（１）CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標 

 温室効果ガスのうち、本市における排出量の大部分を占める CO2（二酸化炭
素）を対象とします。 
 本市は、積極的な CO2（二酸化炭素）の排出削減対策を行わない場合において
も、森林吸収効果により脱炭素を達成することができます。 
 一方、本市が持続可能であるためには、世界全体で気候変動（地球温暖化）を
できる限り緩和していくことが必要です。本市が有する豊かな地域資源を活用
して、国際社会や日本の脱炭素社会の実現に向けて、協調して取り組むことが強
く望まれます。 
 積極的に省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、森林の計画的な保全管
理による CO2（二酸化炭素）吸収・固定対策に取り組むことは、一時的に経費を
要しますが、地域内経済循環の創出や J-クレジット制度による市外からの収入
など、生み出した価値や効果が還元されます。 
 これらのメリットを享受して持続可能な地域づくりを推進するため、本市で
は国の目標を上回る意欲的な取り組みの目標を設定します。 
 本計画では、2030 年度（令和 12 年度）までに、森林吸収効果を除いて 2013
年度比で 50％削減する目標を設定します。 
 長期目標として、森林吸収効果を除き、2013 年度比で、2040 年度（令和 22
年度）までに 65％、2050 年度（令和 32 年度）までに 83％の CO2（二酸化炭素）
排出量を削減します（図 5-3）。 
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図 5-3　CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標

・  宮古市の森林による CO2（二酸化炭素）吸収・固定量はおよそ 365 千トン／年と推計されている
ため、当該年度の CO2（二酸化炭素）排出量（推計値）との差分により、マイナスの値となる。
これは、区域内のエネルギー利用などによって排出される CO2（二酸化炭素）の量に対して、森
林への CO2 吸収・固定量が上回る状態を表している。

・森林吸収量の出典：エネルギー・資源学会論文誌　Vol. 42, No.3, p.p. 158-165（2021 年）
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（２）省エネルギー目標 

 2030 年度（令和 12 年度）までに、CO2（二酸化炭素）排出量を BAU から 2013
年度比－６％（29 千トン削減）とする省エネルギー目標を設定します。この値
は、正味のエネルギー消費量として 90,754 千 kWh（3,267 億 kJ）の削減分に相
当します。 
長期目標として、BAU から 2013 年度比で、2040 年度（令和 22 年度）まで

に－10％（48 千トン削減）、2050 年度（令和 32 年度）までに－14％（67 千ト
ン削減）と設定します。この値はそれぞれ、正味のエネルギー消費量として
151,256 千 kWh（5,445 億 kJ）、211,759 千 kWh（7,623 億 kJ）の削減分に相当
します。 
 省エネルギー目標の達成による CO2（二酸化炭素）排出量の推移は、2030 年
度（令和 12 年度）は 334 千トン、2040 年度（令和 22 年度）は 289 千トン、
2050 年度（令和 32 年度）は 252 千トンです（図 5-4）。 
 

 

 

 

・省エネルギー目標は、2021 年度以降、平均して毎年 0.5％前後でエネルギー需要の削減やエネルギー利

用効率の向上が進むと仮定して推計。 

・省エネルギーによる正味のエネルギー需要の削減は、電気使用量の削減と燃料（灯油）使用量の削減とで

50％ずつ案分して推計。  
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34

第５章　取組目標

図 5-4　本市の CO2（二酸化炭素）排出量削減目標達成に向けた省エネルギー目標

・  省エネルギー目標は、2021 年度以降、平均して毎年 0.5％前後でエネルギー需要の削減やエネ
ルギー利用効率の向上が進むと仮定して推計。

・  省エネルギーによる正味のエネルギー需要の削減は、電気使用量の削減と燃料（灯油）使用量
の削減とで 50％ずつ案分して推計。
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（３）再生可能エネルギーの導入目標 

 本市の多様で豊富な導入ポテンシャルを考慮し、2030 年度（令和 12 年度）の
CO2（二酸化炭素）排出量削減目標を達成するために必要な再生可能エネルギー
の導入目標を設定します。 
 2030 年度（令和 12 年度）の CO2（二酸化炭素）排出量の削減目標を達成す
るためには、省エネルギーによる削減のほか、さらに 24 千トン（2013 年度比－
５％）の削減が必要となります。これに相当する再生可能エネルギー量（2,420
億 kJ）を、2030 年度（令和 12 年度）の再生可能エネルギーの導入目標に設定し
ます。 
 以降、2040 年度（令和 22 年度）には 2030 年度の導入目標の２倍（合計 4,840
億 kJ）、2050 年度（令和 32 年度）には 2040 年度の導入目標の２倍（合計 9,680
億 kJ）の導入を設定します。 
 なお、2021 年（令和３年）現在、固定価格買取制度（FIT）の認定を受けてい
る計画中の太陽光発電（71 億 kJ）と風力発電（3,879 億 kJ）は、2030 年度（令
和 12 年度）までの導入目標に含めます。この導入に伴う CO2（二酸化炭素）排
出量の削減量は、73 千トン（2013 年度比－15％）となります（図 5-5）。 
 設備容量（kW）で表した再生可能エネルギーの導入目標を示します（図 5-6）。 

 

図 5-5 本市の CO2（二酸化炭素）排出量削減目標達成に向けた再生可能エネルギーの導入目標（kJ） 

（図中の再生可能エネルギー導入目標の合計値は、小数点以下の四捨五入の関係で一致しない場合がある。） 
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図 5-5　本市の CO2（二酸化炭素）排出量削減目標達成に向けた再生可能エネルギーの導入目標（kJ）

（図中の再生可能エネルギー導入目標の合計値は、小数点以下の四捨五入の関係で一致しない場合がある。）
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≪参考≫ 

・2021 年度から 2030 年度までに導入を目指す太陽光発電の設備容量 25,109 
kW は、家庭用太陽光発電（4.5kW）の約 5,580 件分に相当します。また、
設置面積（１kW 当たり約 10 m2）にするとサッカーコート約 35 面分（１面
当たり 7,140 m2）に相当します。 

・2021年度から 2030年度までに導入を目指す風力発電の設備容量 53,053 kW
は、大型陸上風力発電（１基当たり 4,000 kW）約 13 基分に相当します。 

・2021 年度から 2030 年度までに導入を目指す水力発電の設備容量 500 kW
は、一般家庭の年間電力使用量（5,000 kWh）の約 525 軒分に相当します。 

・2021年度から 2030年度までに導入を目指すバイオマス発電の設備容量 300 
kW は、一般家庭の年間電力使用量（5,000 kWh）の約 473 軒分に相当しま
す。 
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（図中の再生可能エネルギー導入目標の合計値は、小数点以下の四捨五入の関係で一致しない場合がある。） 
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（図中の再生可能エネルギー導入目標の合計値は、小数点以下の四捨五入の関係で一致しない場合がある。） 
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（４）BAU、省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標の整理 

 BAU ケース、省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標の積み上
げにより、CO2（二酸化炭素）排出量の 2030 年度目標、2040 年度目標、2050 年
度目標の達成を目指します（図 5-7）。 

 

 

 

図 5-7  BAU、省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標の整理 
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図 5-7　 BAU、省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標の整理
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３ 目標達成により得られる効果について 

（１）地域エネルギー供給率の向上 

 省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標が達成された場合に想
定される地域エネルギー供給率について示します。 
 地域エネルギー供給率は、2030 年度（令和 12 年度）には 70％、2040 年度（令
和 22 年度）には 102％、2050 年度（令和 32 年度）には 169％に達すると算出
されます（表 5-1）。 

 

表 5-1 地域エネルギー供給率の向上 

 2030年度 2040年度 2050年度 

地域エネルギー供給率目標値 50％ ‐ 100％ 

将来のエネルギー需要予測 ① 16,709億 kJ 13,857億 kJ 11,197億 kJ 

再生可能エネルギー導入目標 ② 11,660億 kJ 14,080億 kJ 18,920億 kJ 

地域エネルギー供給率 

（②／①） 
70％ 102％ 169％ 

 

 

（２）エネルギー代金の流出抑制効果 

 省エネルギー目標及び再生可能エネルギーの導入目標が達成された場合に想
定される地域外へのエネルギー代金の流出抑制効果を示します。 
 2015 年度（平成 27 年度）時点で、地域外に流出しているエネルギー代金は
114 億円と算出されています。2015 年度から 2018 年度までのエネルギー需要
の減少を考慮し、2018 年度のエネルギー代金の流出額は 96 億円と推計します。 
 省エネルギー目標や再生可能エネルギーの導入目標の達成によって、2030 年
度（令和 12 年度）には９億円、2040 年度（令和 22 年度）には 18 億円、2050
年度（令和 32 年度）には 33 億円のエネルギー代金の流出抑制効果が見込まれ
ます。 
 抑制効果により、エネルギー代金の流出額は、2030 年度（令和 12 年度）は 82
億円、2040 年度（令和 22 年度）は 70 億円、2050 年度（令和 32 年度）は 53 億
円になると推計されます（図 5-8）。 
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図 5-8 エネルギー代金の流出抑制効果 

 
推計条件１：推計を簡易にするため、再生可能エネルギー導入によるエネルギー量は、一度すべて本市内に

供給されたものとし、かつ電力需要として取り扱う。また、電力取引の状況（2021 年８月実

績）を基にした特別高圧、高圧、低圧の取引量に応じて、1 kWh当たりの電気料金（東北電力

（株）特別高圧：14.87円、高圧：16.82円、低圧：25.33円）を用いる。 

推計条件２：市内の再生可能エネルギー導入による発電量のうち、直接市内で利用される割合（自給率）を

次のように仮定する。 

2030年度時点では、蓄電池などの蓄エネルギー設備の普及が進んでいないため、自給率は 25％

とする。 

自家消費による再生可能エネルギーの利用環境が一般的となる 2040 年度時点、2050 年度時

点での自給率は、それぞれ 40％、50％とする。 

省エネルギーによる需要低減効果は、ほぼすべてがエネルギー代金の流出抑制に寄与するも

のとする。 

推計条件３：推計を簡易にするため、上記２（３）の省エネルギーによる需要低減量のうち、50％が電気使

用量、残りの 50％分が灯油相当として取り扱う。電気使用量の削減効果は、推計条件１に準

ずる。灯油の削減効果を算定するため、灯油１L当たりの販売価格として、107.7円／L（2021

年 11月４日版 給油所小売価格調査：資源エネルギー庁）を用いる。 
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取組方針 
方針１ 

 
省エネルギー 

の促進 

１．設備導入 
施策項目 

① 省エネルギー機器の導入推進 
② 省エネルギー家電の導入推進 
③ LED 街路灯の導入推進 
④ PHV、EV 等の普及推進 
⑤ ESCO 事業の推進 
⑥ 廃熱利用の促進 

取組施策 

２．建物 ⑦ 公共施設更新時の省エネルギー化 
⑧ 既存建築物の省エネルギー化 
⑨ 学校などの断熱改修ワークショップの実施 

３．ライフ 
スタイル 

⑩ 省エネルギー診断の実施促進 
⑪ 資源循環型社会の推進 
⑫ 省エネルギーの意識啓発の推進 

１．ゾーニング ① ゾーニングの実施 

２．大規模 
再エネ 

② 大規模発電施設の導入推進 
③ 洋上風力発電の導入検討 

方針２ 
 

再生可能エネ
ルギー（電気
及び熱）の 
導入拡大 ３．小規模・分散

型再エネ 
④ 地産地消の早期実現の推進 
⑤ 店舗や事務所における再生可能エネルギー設備の

導入推進 
⑥ 再生可能エネルギー設備等の共同購入の推進 
⑦ 海洋エネルギーの導入 
⑧ 軽量な太陽光発電パネル・シートの普及促進 
⑨ 小型風力発電の普及促進 
⑩ 水素利用インフラの整備 
⑪ 地域マイクログリッドの構築 

４．第三者所有
スキーム 

⑫ PPA 事業の拡大 

５．産業 ⑬ ソーラーシェアリングの導入 
⑭ マイクロ水力発電の普及促進 
⑮ 耕作放棄地などにおける再生可能エネルギーの導

入推進 
⑯ 港湾、工場等における再生可能エネルギーの導入

推進 
⑰ 港湾、工場等における需給調整力の向上推進 
⑱ 電動漁船などの導入推進 
⑲ 電化した農機具の導入推進 
⑳ ハウス栽培などへのバイオマス資源の利活用推進 
㉑ 小型バイオマス発電の導入 
㉒ 廃棄物系バイオマスの利活用推進 

6.新技術 ㉓ 新技術の導入 

将
来
像 

エネルギーの地産地消で実現するゼロカーボンのまち 
～恵み豊かな自然の継承と地域内経済循環～ 
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方針３ 
 

省エネルギー
と再生可能エ
ネルギーの導
入による地域
内経済循環の

創出 

④ 地域新電力事業の普及拡大 
⑤ 卒 FIT 電源の活用促進 
⑥ 再生可能エネルギー事業に伴う雇用創出の推進 
⑦ 適切な森林保全・管理及び木材利用の推進 

1.設備導入 ① 小規模分散型の再生可能エネルギー設備の導入推進 
② 蓄電池の導入推進 
③ PHV、EV 等の導入推進 
④ 給電施設などのインフラ整備の推進 

方針４ 
 

災害に強い 
エネルギー 
システムの 

構築 2.統合的シス
テム構築 

⑤ マイクログリッドの構築推進 
⑥ VPP の構築推進 

1.行政 方針５ 
 

官民の積極的
な事業推進と

情報発信 
2.情報発信・ 

連携 
④ ゾーニング情報の発信 
⑤ 太陽光台帳の整備 
⑥ 積極的な情報発信 
⑦ 市広報誌、ホームページ、SNS を活用した情報発

信の推進 
⑧ 脱炭素先行地域の取り組みの推進 
⑨ 地域内事業者との連携 

① 公共施設への再生可能エネルギー設備の導入 
② PHV、EV 等の導入 
③ 公共施設の維持管理や再生可能エネルギー設備更

新を踏まえたマネジメント 

3.教育 ⑩ 環境・エネルギーに関するコミュニケーションの
推進 

⑪ 環境・エネルギー教育の充実 

方針６ 
 

地域資源や技
術・技能のよ
り有効な活用
に向けた広域
連携の推進 

1.地域間連携 ① 近隣自治体と連携したゾーニングの実施 
② 送配電網の強化への要望 
③ 市外への再生可能エネルギーの供給 

2.情報共有・ 
交流 

④ 広域的な情報発信 
⑤ 先進的地域などとの情報共有や交流の推進 

① 宮古市版シュタットベルケの推進 
② 市民参加型資金調達方法の構築 
③ 環境価値の活用促進 

１．財源・ 
資金調達 

2．産業振興・ 
経済波及等 

取組方針 施策項目 取組施策 
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１ 2050年度（令和 32年度）までに取り組む施策 

 市民や事業者が主体となった省エネルギーや再生可能エネルギーの導入の取り
組み、「宮古市版シュタットベルケ」による地域経済の活性化や地域課題の解決、
災害に強いエネルギーシステムの構築などの促進を目指した６つの取組方針によ
り、2050 年度までの脱炭素社会の実現に必要な取り組みを設定します。 
方針１：省エネルギーの促進 
方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 
方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 
方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 
方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 
方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

 

表 6-1 方針１：省エネルギーの促進 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

設
備
導
入 

① 
省エネルギー機器の導

入推進 

市内の事業所に対して、エネルギー効率の良い OA機器

への更新を推進する。 

② 
省エネルギー家電の導

入推進 

市内の家庭に対して、製造年が新しくエネルギー効率

の良い冷蔵庫やエアコン等の更新を推進する。 

③ ＬＥＤ街路灯の導入推進 既存の街路灯の照明をＬＥＤライトに変更する。 

④ 
ＰＨＶ、ＥＶ等の普及

推進 

市内の家庭や事業所等に対して、燃費性能の良い自動

車や電気自動車（ＥＶ）などの普及を推進する。 

⑤ ＥＳＣＯ事業の推進 

市内の事業所等に省エネルギー改修の診断を実施し、導入

効果が見込まれる場合には、省エネルギー改修にかかる経

費を光熱水費の削減分で賄うＥＳＣＯ事業に取り組む。 

⑥ 廃熱利用の促進 
低・未利用の排熱が生じている工場や事業所等を調査し

て、有効に活用するための調査や事業を促進する。 

建
物 

⑦ 
公共施設の更新時の省

エネルギー化 

公共施設を更新する際には、消費エネルギー基準の ZEB（ゼ

ロ・エネルギー・ビル）適合に取り組む。 

⑧ 
既存建築物の省エネル

ギー化 

既存建築物を高断熱化・高気密化する改修を促進し、エ

ネルギー消費性能の向上に取り組む。 

⑨ 
学校などの断熱改修

ワークショップの実施 

市民や生徒が主体となり、二重窓の設置や天井や壁面

へ断熱材を充填する断熱改修を学校などの施設で実施

する。 

 ⑩ 
省エネルギー診断の実

施促進 

市内の家庭や事業所、工場等に対して、技術的・経済的観

点から効率的な省エネルギーの取り組みを図る省エネル

ギー診断の実施を促進する。 
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１ 2050年度（令和 32 年度）までに取り組む施策 

 市民や事業者が主体となった省エネルギーや再生可能エネルギーの導入の取り
組み、「宮古市版シュタットベルケ」による地域経済の活性化や地域課題の解決、
災害に強いエネルギーシステムの構築などの促進を目指した６つの取組方針によ
り、2050 年度までの脱炭素社会の実現に必要な取り組みを設定します。 
方針１：省エネルギーの促進 
方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 
方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 
方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 
方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 
方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

 

表 6-1 方針１：省エネルギーの促進 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

設
備
導
入 

① 
省エネルギー機器の導

入推進 

市内の事業所に対して、エネルギー効率の良い OA機器

への更新を推進する。 

② 
省エネルギー家電の導

入推進 

市内の家庭に対して、製造年が新しくエネルギー効率

の良い冷蔵庫やエアコン等の更新を推進する。 

③ ＬＥＤ街路灯の導入推進 既存の街路灯の照明をＬＥＤライトに変更する。 

④ 
ＰＨＶ、ＥＶ等の普及

推進 

市内の家庭や事業所等に対して、燃費性能の良い自動

車や電気自動車（ＥＶ）などの普及を推進する。 

⑤ ＥＳＣＯ事業の推進 

市内の事業所等に省エネルギー改修の診断を実施し、導入

効果が見込まれる場合には、省エネルギー改修にかかる経

費を光熱水費の削減分で賄うＥＳＣＯ事業に取り組む。 

⑥ 廃熱利用の促進 
低・未利用の排熱が生じている工場や事業所等を調査し

て、有効に活用するための調査や事業を促進する。 

建
物 

⑦ 
公共施設の更新時の省

エネルギー化 

公共施設を更新する際には、消費エネルギー基準の ZEB（ゼ

ロ・エネルギー・ビル）適合に取り組む。 

⑧ 
既存建築物の省エネル

ギー化 

既存建築物を高断熱化・高気密化する改修を促進し、エ

ネルギー消費性能の向上に取り組む。 

⑨ 
学校などの断熱改修

ワークショップの実施 

市民や生徒が主体となり、二重窓の設置や天井や壁面

へ断熱材を充填する断熱改修を学校などの施設で実施

する。 

 ⑩ 
省エネルギー診断の実

施促進 

市内の家庭や事業所、工場等に対して、技術的・経済的観

点から効率的な省エネルギーの取り組みを図る省エネル

ギー診断の実施を促進する。 
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フ 
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ル 

表 6-1　方針１：省エネルギーの促進

ゼ ブ
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⑪ 資源循環型社会の推進 
廃棄物の焼却量を低減するため、生ごみの有効利用や

資源の再利用などリサイクルシステムを構築する。 

⑫ 
省エネルギーの意識啓

発の推進 

節電やエコドライブの要点などを周知して、エネル

ギーを効率的に利用するためのライフスタイルの普及

に向けた意識啓発を推進する。 

 

表 6-2 方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

ゾ
ー
ニ
ン
グ 

① ゾーニングの実施 

再生可能エネルギーの導入に向けて、地域との合意形成

が図られた導入促進や抑制に関する方針の策定及びエ

リアの設定を行う。 

大
規
模
再
エ
ネ 

② 
大規模発電施設の導入

推進 

地域の多様かつ豊富なポテンシャルを活用した再生可

能エネルギーの最大限の導入に向けて、メガソーラーや

大規模風力発電等を推進する。 

③ 洋上風力発電の導入検討 
漁業や景観等に配慮した上で、大規模発電が可能な洋上

風力発電の導入を検討する。 

小
規
模
・
分
散
型
再
エ
ネ 

④ 
地産地消の早期実現の

推進 

家庭や事業所等への再生可能エネルギー設備の導入や

蓄電池等の導入を促進し、自家消費や相対取引等を通じ

てエネルギー自給率向上の取り組みを推進する。 

⑤ 

店舗や事務所における

再生可能エネルギー設

備の導入推進 

業種の特性や施設の状況を踏まえて、店舗や事務所にお

ける再生可能エネルギー設備の導入や蓄電・給電機能の

導入を推進する。 

⑥ 
再生可能エネルギー設

備等の共同購入の推進 

太陽光発電システムや蓄電池等を共同購入し、スケール

メリットにより１件当たりの導入費用を節減する。 

⑦ 海洋エネルギーの導入 
海流、波力、潮汐力等を利用した発電設備の導入を検討

する。 

⑧ 
軽量な太陽光発電パネ

ル・シートの普及促進 

軽量薄型で曲げることが可能な次世代型の太陽電池な

どを活用した太陽光発電の普及を促進する。 

⑨ 小型風力発電の普及促進 
市街地などに近接して設置可能な小型の風力発電設備

の普及を促進する。 

⑩ 水素利用インフラの整備 
再生可能エネルギーを活用した水素の製造、貯蔵、輸送、

供給等の水素利用インフラの整備を図る。 

⑪ 
地域マイクログリッド

の構築 

地域の再生可能エネルギーやコージェネレーションによる

分散型電源と蓄電・給電設備、需要家を適切に組み合わせ

て、災害時にも自立的にエネルギー供給可能な地域マイク

ログリッドを構築する。 

ラ
イ
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⑪ 資源循環型社会の推進 
廃棄物の焼却量を低減するため、生ごみの有効利用や

資源の再利用などリサイクルシステムを構築する。 

⑫ 
省エネルギーの意識啓

発の推進 

節電やエコドライブの要点などを周知して、エネル

ギーを効率的に利用するためのライフスタイルの普及

に向けた意識啓発を推進する。 

 

表 6-2 方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

ゾ
ー
ニ
ン
グ 

① ゾーニングの実施 

再生可能エネルギーの導入に向けて、地域との合意形成

が図られた導入促進や抑制に関する方針の策定及びエ

リアの設定を行う。 

大
規
模
再
エ
ネ 

② 
大規模発電施設の導入

推進 

地域の多様かつ豊富なポテンシャルを活用した再生可

能エネルギーの最大限の導入に向けて、メガソーラーや

大規模風力発電等を推進する。 

③ 洋上風力発電の導入検討 
漁業や景観等に配慮した上で、大規模発電が可能な洋上

風力発電の導入を検討する。 

小
規
模
・
分
散
型
再
エ
ネ 

④ 
地産地消の早期実現の

推進 

家庭や事業所等への再生可能エネルギー設備の導入や

蓄電池等の導入を促進し、自家消費や相対取引等を通じ

てエネルギー自給率向上の取り組みを推進する。 

⑤ 

店舗や事務所における

再生可能エネルギー設

備の導入推進 

業種の特性や施設の状況を踏まえて、店舗や事務所にお

ける再生可能エネルギー設備の導入や蓄電・給電機能の

導入を推進する。 

⑥ 
再生可能エネルギー設

備等の共同購入の推進 

太陽光発電システムや蓄電池等を共同購入し、スケール

メリットにより１件当たりの導入費用を節減する。 

⑦ 海洋エネルギーの導入 
海流、波力、潮汐力等を利用した発電設備の導入を検討

する。 

⑧ 
軽量な太陽光発電パネ

ル・シートの普及促進 

軽量薄型で曲げることが可能な次世代型の太陽電池な

どを活用した太陽光発電の普及を促進する。 

⑨ 小型風力発電の普及促進 
市街地などに近接して設置可能な小型の風力発電設備

の普及を促進する。 

⑩ 水素利用インフラの整備 
再生可能エネルギーを活用した水素の製造、貯蔵、輸送、

供給等の水素利用インフラの整備を図る。 

⑪ 
地域マイクログリッド

の構築 

地域の再生可能エネルギーやコージェネレーションによる

分散型電源と蓄電・給電設備、需要家を適切に組み合わせ

て、災害時にも自立的にエネルギー供給可能な地域マイク
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１ 2050年度（令和 32年度）までに取り組む施策 

 市民や事業者が主体となった省エネルギーや再生可能エネルギーの導入の取り
組み、「宮古市版シュタットベルケ」による地域経済の活性化や地域課題の解決、
災害に強いエネルギーシステムの構築などの促進を目指した６つの取組方針によ
り、2050 年度までの脱炭素社会の実現に必要な取り組みを設定します。 
方針１：省エネルギーの促進 
方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大 
方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 
方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 
方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 
方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

 

表 6-1 方針１：省エネルギーの促進 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

設
備
導
入 

① 
省エネルギー機器の導

入推進 

市内の事業所に対して、エネルギー効率の良い OA機器

への更新を推進する。 

② 
省エネルギー家電の導

入推進 

市内の家庭に対して、製造年が新しくエネルギー効率

の良い冷蔵庫やエアコン等の更新を推進する。 

③ ＬＥＤ街路灯の導入推進 既存の街路灯の照明をＬＥＤライトに変更する。 

④ 
ＰＨＶ、ＥＶ等の普及

推進 

市内の家庭や事業所等に対して、燃費性能の良い自動

車や電気自動車（ＥＶ）などの普及を推進する。 

⑤ ＥＳＣＯ事業の推進 

市内の事業所等に省エネルギー改修の診断を実施し、導入

効果が見込まれる場合には、省エネルギー改修にかかる経

費を光熱水費の削減分で賄うＥＳＣＯ事業に取り組む。 

⑥ 廃熱利用の促進 
低・未利用の排熱が生じている工場や事業所等を調査し

て、有効に活用するための調査や事業を促進する。 

建
物 

⑦ 
公共施設の更新時の省

エネルギー化 

公共施設を更新する際には、消費エネルギー基準の ZEB（ゼ

ロ・エネルギー・ビル）適合に取り組む。 

⑧ 
既存建築物の省エネル

ギー化 

既存建築物を高断熱化・高気密化する改修を促進し、エ

ネルギー消費性能の向上に取り組む。 

⑨ 
学校などの断熱改修

ワークショップの実施 

市民や生徒が主体となり、二重窓の設置や天井や壁面

へ断熱材を充填する断熱改修を学校などの施設で実施

する。 

 ⑩ 
省エネルギー診断の実

施促進 

市内の家庭や事業所、工場等に対して、技術的・経済的観

点から効率的な省エネルギーの取り組みを図る省エネル

ギー診断の実施を促進する。 
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フ 
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表 6-2　方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）の導入拡大
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 ⑫ ＰＰＡ※事業の拡大 

需要家が提供する敷地や屋根等のスペースに初期費用

ゼロなどの形式で発電事業者が再生可能エネルギー設

備を設置するビジネスモデルを拡大する。 

※電力販売契約の意味。 

産
業 

産
業 

⑬ 
ソーラーシェアリング

の導入 

農作物の栽培と共存する形で太陽光発電の導入を行う営農

型太陽光発電（ソーラーシェアリング）を推進する。 

⑭ 
マイクロ水力発電の普

及促進 

小規模河川や農業用水路等へのマイクロ水力発電設備

の導入を推進する。 

⑮ 

耕作放棄地などにおけ

る再生可能エネルギー

の導入推進 

耕作放棄地、遊休農地等の土地を活用した再生可能エネ

ルギー設備の導入を推進する。 

⑯ 

港湾、工場等における再

生可能エネルギーの導

入推進 

漁港施設や工場等の屋根や敷地を活用した再生可能エ

ネルギー設備の導入を推進する。 

⑰ 
港湾、工場等における需

給調整力の向上推進 

漁港施設や工場等に蓄電池やエネルギーマネジメント

システムなどを導入し、エネルギーの需要と供給のバラ

ンスをとって系統の安定的運用を図る調整力の向上を

推進する。 

⑱ 電動漁船などの導入推進 
電気や再生可能エネルギー由来の水素を動力源とした

漁船の導入を推進する。 

⑲ 
電化した農機具の導入

推進 

電気を動力とした農機具、燃料電池を使用した農業機械

などの導入を推進する。 

⑳ 
ハウス栽培などへのバイ

オマス資源の利活用推進 

化石燃料を使用して加温しているハウス栽培などにお

いて、木質バイオマスを燃料としたボイラーやストーブ

等の暖房機器の導入を推進する。 

㉑ 
小型バイオマス発電の

導入 

未利用間伐材や加工くず等の供給量に合わせた小規模

なバイオマス発電を導入し、熱と電気を合わせた利用シ

ステムを構築する。 

㉒ 
廃棄物系バイオマスの利

活用推進 

漁業系廃棄物や農業系廃棄物等を利活用した再生可能

エネルギーの導入や資源循環の取り組みを推進する。 

新
技
術 

㉓ 新技術の導入 
大気中の CO2を捕集して利用する技術や重力式蓄電などの

新技術の開発動向を踏まえて、積極的な導入を行う。 

 
 
 
 
 

第
三
者
所
有 

ス
キ
ー
ム 
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表 6-3 方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

財
源
・
資
金
調
達 

① 
宮古市版シュタットベ

ルケの推進 

再生可能エネルギー事業などへの参画による収益を地

域の課題解決に向けた取り組みの財源として活用する

宮古市版シュタットベルケの取り組みを推進する。 

② 
市民参加型資金調達方

法の構築 

市民ファンドや公募債等により、再生可能エネルギー

の導入推進を目的とした市民参加型の資金調達の仕組

みを構築する。 

③ 環境価値の活用促進 

省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、森林の保全

管理によって生み出される環境価値を取引する J-クレ

ジット制度やグリーン電力証書等の活用を促進する。 

 

④ 
地域新電力事業の普及

拡大 

一般家庭や小規模事業者への地産地消電力の供給を推

進するなどの事業展開に取り組み、地域新電力事業の

普及拡大を図る。 

⑤ 卒ＦＩＴ電源の活用促進 

固定価格買取制度（ＦＩＴ）の満了を迎える再生可能エ

ネルギー設備由来の余剰電力を市内の新電力事業者が

買い取ることで、電力の地産地消を促進し、地域外への

エネルギー代金の流出を抑制する。 

⑥ 
再生可能エネルギー事業

に伴う雇用創出の推進 

再生可能エネルギーの設計、施工、運転・維持管理（Ｏ＆

Ｍ）の技術者や営業ノウハウを持つ者を市内で育成する取

り組みを通じて、再生可能エネルギー関連事業による雇用

の拡大を推進する。 

⑦ 
適切な森林保全・管理

及び木材利用の推進 

適切な間伐の実施や未利用間伐材の利用システム構築な

どにより、森林の保全・管理を推進するとともに、公共施

設や一般住宅等での木材利用、バイオマス燃料としての

利用を促進する。 

 

 

表 6-4 方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

設
備
導
入 

① 

小規模分散型の再生可

能エネルギー設備の導

入推進 

災害時の電力供給を確保するため、複数の小規模分散

型の再生可能エネルギー設備の導入を推進する。 

② 蓄電池の導入推進 

系統からの電力供給が遮断した場合でも一定の電力を

確保するため、家庭や事業所、公共施設等への蓄電池の

導入を推進する。 

産
業
振
興
・
経
済
波
及
等 
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表 6-3 方針３：省エネルギーと再生可能エネルギーの導入による地域内経済循環の創出 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

財
源
・
資
金
調
達 
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宮古市版シュタットベ
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⑥ 
再生可能エネルギー事業

に伴う雇用創出の推進 

再生可能エネルギーの設計、施工、運転・維持管理（Ｏ＆
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及び木材利用の推進 

適切な間伐の実施や未利用間伐材の利用システム構築な

どにより、森林の保全・管理を推進するとともに、公共施

設や一般住宅等での木材利用、バイオマス燃料としての

利用を促進する。 

 

 

表 6-4 方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

設
備
導
入 

① 

小規模分散型の再生可

能エネルギー設備の導

入推進 

災害時の電力供給を確保するため、複数の小規模分散

型の再生可能エネルギー設備の導入を推進する。 

② 蓄電池の導入推進 

系統からの電力供給が遮断した場合でも一定の電力を

確保するため、家庭や事業所、公共施設等への蓄電池の

導入を推進する。 

産
業
振
興
・
経
済
波
及
等 
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③ 
ＰＨＶ、ＥＶ等の導入

推進 

非常用の電源としても活用可能なプラグインハイブ

リッド車（ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ）等の導入を推

進する。 

④ 
給電施設などのインフ

ラ整備の推進 

災害時に活用可能な分散型の給電施設などのインフラ

整備や要請に応じて電気自動車（ＥＶ）などを現地に派

遣して給電する体制の整備などを推進する。 

統
合
的
シ
ス
テ
ム
構
築 

⑤ 
マイクログリッドの構

築推進 

災害時においても電力供給が継続できるようにマイク

ログリッドの構築を推進する。 

⑥ ＶＰＰの構築推進 

点在する小規模な再生可能エネルギー設備や蓄電池、燃

料電池等の設備と電力の需要を、インターネットを使用

して高度なエネルギーマネジメント技術によってまと

めて制御することで安定したエネルギー需給を図るＶ

ＰＰ（仮想発電所）の構築を推進する。 

 

 

表 6-5 方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

行
政 

① 
公共施設への再生可能

エネルギー設備の導入 

再生可能エネルギー設備が導入可能な公共施設に太陽

光発電システムや蓄電池等を積極的に導入する。 

② ＰＨＶ、ＥＶ等の導入 
公用車としてプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）や電気自

動車（ＥＶ）等を積極的に導入する。 

③ 

公共施設の維持管理や

再生可能エネルギー設

備更新を踏まえたマネ

ジメント 

公共施設の維持管理と合わせた再生可能エネルギーや

蓄電設備の更新に関する計画を策定する。また、設備の

更新に係る費用の準備について積立てなどの手法を検

討する。 

情
報
発
信
・
連
携 

④ ゾーニング情報の発信 
事業参画を促すため、促進区域を設定したゾーニング

の情報を発信する。 

⑤ 太陽光台帳の整備 

計画的な再生可能エネルギーの推進を図るため、市内

の太陽光発電設備などに関する台帳整備により、ポテ

ンシャルを把握するとともに、地図に表示して見える

化をする。 

⑥ 積極的な情報発信 

環境・エネルギーに関する取り組みや活用可能な支援

制度などの情報を積極的に市民や市内事業者等に発信

し、各主体の積極的な省エネルギーや再生可能エネル

ギー導入の取り組みを支援する。 

設
備
導
入 
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③ 
ＰＨＶ、ＥＶ等の導入

推進 

非常用の電源としても活用可能なプラグインハイブ

リッド車（ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ）等の導入を推

進する。 

④ 
給電施設などのインフ

ラ整備の推進 

災害時に活用可能な分散型の給電施設などのインフラ

整備や要請に応じて電気自動車（ＥＶ）などを現地に派

遣して給電する体制の整備などを推進する。 

統
合
的
シ
ス
テ
ム
構
築 

⑤ 
マイクログリッドの構

築推進 

災害時においても電力供給が継続できるようにマイク

ログリッドの構築を推進する。 

⑥ ＶＰＰの構築推進 

点在する小規模な再生可能エネルギー設備や蓄電池、燃

料電池等の設備と電力の需要を、インターネットを使用

して高度なエネルギーマネジメント技術によってまと

めて制御することで安定したエネルギー需給を図るＶ

ＰＰ（仮想発電所）の構築を推進する。 

 

 

表 6-5 方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

行
政 

① 
公共施設への再生可能

エネルギー設備の導入 

再生可能エネルギー設備が導入可能な公共施設に太陽

光発電システムや蓄電池等を積極的に導入する。 

② ＰＨＶ、ＥＶ等の導入 
公用車としてプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）や電気自

動車（ＥＶ）等を積極的に導入する。 

③ 

公共施設の維持管理や

再生可能エネルギー設

備更新を踏まえたマネ

ジメント 

公共施設の維持管理と合わせた再生可能エネルギーや

蓄電設備の更新に関する計画を策定する。また、設備の

更新に係る費用の準備について積立てなどの手法を検

討する。 

情
報
発
信
・
連
携 

④ ゾーニング情報の発信 
事業参画を促すため、促進区域を設定したゾーニング

の情報を発信する。 

⑤ 太陽光台帳の整備 

計画的な再生可能エネルギーの推進を図るため、市内

の太陽光発電設備などに関する台帳整備により、ポテ

ンシャルを把握するとともに、地図に表示して見える

化をする。 

⑥ 積極的な情報発信 

環境・エネルギーに関する取り組みや活用可能な支援

制度などの情報を積極的に市民や市内事業者等に発信

し、各主体の積極的な省エネルギーや再生可能エネル

ギー導入の取り組みを支援する。 

設
備
導
入 
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⑦ 

市広報紙、ホームペー

ジ、ＳＮＳを活用した

情報発信の推進 

市の広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等の媒体を活用し、

省エネルギーや再生可能エネルギー導入の取り組みに

関する記事の掲載や日常的な情報発信により、市民や

事業者への意識啓発を推進する。 

⑧ 
脱炭素先行地域の取り

組みの推進 

市内の特定のエリアを対象として、2030 年度までに民

生部門の電力由来の CO2排出量実質ゼロを目指す脱炭

素先行地域の構築を図る。 

⑨ 地域内事業者との連携 

省エネルギーの取り組みや再生可能エネルギーの導入

などに関して、地域の事業者と連携した推進の枠組み

を構築する。 

教
育 

⑩ 

環境・エネルギーに関

するコミュニケーショ

ンの推進 

行政と市民、事業者が一体となった省エネルギーや再生

可能エネルギー導入の取り組みを促進するため、市民や

市内事業者との意見交換や取り組みに関する課題の共

有などのコミュニケーションを推進する。 

⑪ 
環境・エネルギー教育

の充実 

事業者や研究・教育機関等と連携し、環境保全や省エネル

ギー、再生可能エネルギーの導入等に関する学校教育や

生涯学習の機会の充実を図る。 

 

表 6-6 方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

地
域
間
連
携 

① 
近隣自治体と連携した

ゾーニングの実施 

ゾーニングの実施により、市境と隣接する再生可能エ

ネルギー事業や市境をまたいだ再生可能エネルギー事

業が想定される場合には、近隣自治体との情報共有や

協議を通じて、自治体間の合意形成を図る。 

② 送配電網の強化への要望 

再生可能エネルギーの導入を推進するため、広域的な

課題である送配電網の強化に向けた国などへの要望を

関係自治体と連携して行う。 

③ 
市外への再生可能エネ

ルギーの供給 

再生可能エネルギー地産地消の次の段階として、市外

への再生可能エネルギーの供給を通じて、広域的な地

球温暖化対策への貢献や本市の稼ぐ力を高める取り組

みを図る。 

情
報
共
有
・
交
流 

④ 広域的な情報発信 

本市の環境・エネルギー分野の取り組みを積極的に市外

へ情報発信するとともに、近隣自治体との情報交換や交

流を通じて、より充実した取り組みへとつなげる。 

⑤ 
先進的地域などとの情

報共有や交流の推進 

先進的地域などとの情報共有や交流を推進し、持続可能

なまちづくりに向けた広域的な取り組みの充実を図る。 

  

情
報
発
信
・
連
携 
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⑦ 

市広報紙、ホームペー

ジ、ＳＮＳを活用した

情報発信の推進 

市の広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等の媒体を活用し、

省エネルギーや再生可能エネルギー導入の取り組みに

関する記事の掲載や日常的な情報発信により、市民や

事業者への意識啓発を推進する。 

⑧ 
脱炭素先行地域の取り

組みの推進 

市内の特定のエリアを対象として、2030 年度までに民

生部門の電力由来の CO2排出量実質ゼロを目指す脱炭

素先行地域の構築を図る。 

⑨ 地域内事業者との連携 

省エネルギーの取り組みや再生可能エネルギーの導入

などに関して、地域の事業者と連携した推進の枠組み

を構築する。 

教
育 

⑩ 

環境・エネルギーに関

するコミュニケーショ

ンの推進 

行政と市民、事業者が一体となった省エネルギーや再生

可能エネルギー導入の取り組みを促進するため、市民や

市内事業者との意見交換や取り組みに関する課題の共

有などのコミュニケーションを推進する。 

⑪ 
環境・エネルギー教育

の充実 

事業者や研究・教育機関等と連携し、環境保全や省エネル

ギー、再生可能エネルギーの導入等に関する学校教育や

生涯学習の機会の充実を図る。 

 

表 6-6 方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進 

カテ
ゴリ 

取組項目 取り組みの概要 

地
域
間
連
携 

① 
近隣自治体と連携した

ゾーニングの実施 

ゾーニングの実施により、市境と隣接する再生可能エ

ネルギー事業や市境をまたいだ再生可能エネルギー事

業が想定される場合には、近隣自治体との情報共有や

協議を通じて、自治体間の合意形成を図る。 

② 送配電網の強化への要望 

再生可能エネルギーの導入を推進するため、広域的な

課題である送配電網の強化に向けた国などへの要望を

関係自治体と連携して行う。 

③ 
市外への再生可能エネ

ルギーの供給 

再生可能エネルギー地産地消の次の段階として、市外

への再生可能エネルギーの供給を通じて、広域的な地

球温暖化対策への貢献や本市の稼ぐ力を高める取り組

みを図る。 

情
報
共
有
・
交
流 

④ 広域的な情報発信 

本市の環境・エネルギー分野の取り組みを積極的に市外

へ情報発信するとともに、近隣自治体との情報交換や交

流を通じて、より充実した取り組みへとつなげる。 

⑤ 
先進的地域などとの情

報共有や交流の推進 

先進的地域などとの情報共有や交流を推進し、持続可能

なまちづくりに向けた広域的な取り組みの充実を図る。 

  

情
報
発
信
・
連
携 

表 6-6　方針６：地域資源や技術・技能のより有効な活用に向けた広域連携の推進
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２ 重点施策 

 第５章で設定した取り組みの目標を達成して、本計画の目指す地域の将来像で
ある「エネルギーの地産地消で実現するゼロカーボンのまち～恵み豊かな自然の
継承と地域内経済循環～」を実現するため、計画期間中において、次の施策を重点
的に推進します。 
 重点施策は、第４章の取り組みの方針に沿って、2050 年度（令和 32 年度）まで
に取り組む施策の中から、早期に取り組むべき施策や効果の大きい施策等を考慮
し、市民や事業者、行政、その他関係者が主体的に進める施策として設定します。 
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取組方針  重点施策の名称 

方針１：省エネルギーの促進 １ 
家庭や事業所等の省エネルギー対策の

推進 

方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）

の導入拡大 

方針６：地域資源や技術・技能のより有効な

活用に向けた広域連携の推進 

２ 大規模な再生可能エネルギー事業の促進 

方針２：再生可能エネルギー（電気及び熱）

の導入拡大 

３ 
小規模分散型の再生可能エネルギー事業

の推進 

４ 脱炭素型のモビリティの推進 

方針３：省エネルギーと再生可能エネルギー

の導入による地域内経済循環の創出 

５ 「宮古市版シュタットベルケ」の推進 

６ 
管理・運営（Ｏ＆Ｍ）を行う組織・仕組

みの構築促進 

７ 環境価値の活用推進 

方針４：災害に強いエネルギーシステムの構築 ８ マイクログリッドの構築推進 

方針５：官民の積極的な事業推進と情報発信 

９ 市民参加型資金調達方法の構築促進 

10 
環境・エネルギー教育や意識啓発活動の

推進 
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環境・エネルギー教育や意識啓発活動の

推進 
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No.1 家庭や事業所等の省エネルギー対策の推進 

＜概要＞ 

・一般家庭や事業所等における省エネルギー対策の実施範囲や実施目標について検討し、取り組

み効果の高い対策を実施。 

・エネルギー効率の高い設備（家電製品、給湯設備、ＯＡ機器、ＬＥＤ等）へ更新。 

・既存建築物の省エネルギー診断や断熱改修を実施。 

・新築のＺＥＨ（ゼロ・エネルギー・ハウス）、ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化。 

・ＥＳＣＯ事業の実施。 

・公共施設の断熱改修や断熱改修ワークショップ※を実施。 

・省エネルギーなライフスタイルの普及啓発。 

＜効果＞ 

・CO2（二酸化炭素）の排出量が削減される。 

・断熱改修による光熱費用が削減される。 

・温熱環境の改善による学習効果の高まりや健康増進効果が期待される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、工務店、電気工事業者、設備販売業者、ＥＳＣＯ事業者、市民、事務所等 

＜評価指標＞ 

・省エネルギー診断実施件数 

・断熱改修の実施件数（関係事業者によるアンケート調査により把握） 

・ＺＥＨ、ＺＥＢの件数（新築は、建築確認申請により把握） 

＜ロードマップ＞ 
  

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

■家庭や事業所の省エネルギー診断の促進 
 

■公共施設の断熱改修、断熱改修ワークショップ等の推進 
 

省エネルギー機器の導入促進 

省エネルギー診断の促進 

断熱改修目標や改修の概略設計等の計画 

断熱改修・省エネルギー機器の導入 

断熱改修ワークショップの企画・実施 

エネルギー使用量、維持管理費、断熱性能等の基礎調査 

■ＺＥＨ、ＺＥＢ等の推進 
 

 建築物の ZEH、ZEB化の推進 

制度設計★ 

★実施項目 

・市内、周辺地域の工務店などへの ZEH設計対応状況調査 

・ZEH、ZEBの建物軒数などの状況把握調査 

・ZEH、ZEBの建築に対する補助制度の創設 

ゼ ブ

ゼ  ブ

ゼ ブ

ゼ　ブ

ゼ　ブ

ゼ ブ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ

ゼ ッ チ
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

＜備考＞ 

※ 学校施設などを対象に、壁面への断熱材の付加や窓枠を二重にするなどの改修により、温熱環境

の改善に取り組む事例が増加している。例えば、生徒が主体となって地域の工務店や住民、地域

外の専門家の協力により、教室の断熱改修をするワークショップの取り組みが広がっている。環

境・エネルギー学習効果や学習環境の改善、光熱費の削減などの複合的な効果が期待される。 

  
  

■省エネルギーのライフスタイルの普及推進 
 

家庭や事業所等の省エネルギーの取り組みモデルの PR 

、 
省エネルギーイベントの実施 
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No.2 大規模な再生可能エネルギー事業の促進 

＜概要＞ 

・地域の多様かつ豊富な資源を活用し、再生可能エネルギーを最大限に導入。 

・地域と共生した大規模太陽光発電（メガソーラー）や大規模風力発電の導入を促進するため、

自然環境や地域特有の状況への配慮、地域住民や有識者等関係者の意見聴取を行って促進や規

制（抑制）区域を設定するゾーニングを実施。 

・ゾーニングに際しては、市内だけではなく、隣接する自治体との情報共有や協議を通じて連携。 

・ＰＰＡ※1事業により、再生可能エネルギー設備、蓄電池等を導入。 

・ＶＰＰ※2（バーチャルパワープラント）を構築。 

＜効果＞ 

・地域の合意形成に基づき、再生可能エネルギーの導入可能量を整理できる。 

・地域の自然環境や生態系、景観、文化財等の保全を図った再生可能エネルギーの導入が促進さ

れる。 

・民間事業者の参入を促進し、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取り組みが円滑化する。 

・再生可能エネルギーの大規模導入により、エネルギー自給率が向上し、CO2（二酸化炭素）の排

出量が大幅に削減される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、市民、市内事業者、隣接自治体、発電事業者、送配電事業者、地域新電力等 

＜評価指標＞ 

・ゾーニングマップの策定 

・再生可能エネルギー設備の導入容量 

・ＰＰＡ事業の契約件数 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ゾーニングによる設備導入 

太陽光発電、風力発電等の導入 

促進区域など 
の調査検討★ 

ゾーニング 
マップ策定 

★実施項目 

・保全（抑制）区域、調整区域、促進区域の調査 

・鉄道用地や駅舎への再生可能エネルギー導入調査 

・各区域設定のための地域の合意形成 

・地球温暖化対策実行計画における地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項と

しての促進区域としての位置づけ検討 

・再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの継続調査 
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

＜備考＞ 

※１ Power Purchase Agreement(電力購入契約）の略。 

発電事業者などが初期費用を負担して、施設所有者が提供する屋根や敷地等のスペースに再生可

能エネルギー設備の設置と維持管理を行い、需要家へ電力供給をする事業。 

※２ Virtual Power Plant（仮想発電所）の略。 

点在する小規模な再生可能エネルギー電源や蓄電池、燃料電池等の設備と及び電力の需要を、ネッ

トワーク・システムによってまとめて管理・制御し、安定したエネルギー需給を実現すること。 

 
  

PPA事業マッチング 

PPA事業の PR 

 ■PPA※1 事業の促進 

VPPの導入・運用 

電力地産地消調査 

PPAの導入・運用 

VPPの構築 

 ■VPP※2 の構築 

電力地産地消調査 
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No.3 小規模分散型の再生可能エネルギー事業の推進 

＜概要＞ 

・地域の多様かつ豊富な資源を活用し、再生可能エネルギーを最大限に導入。 

・小規模太陽光発電システムや市街地などに近接して設置が可能なマイクロ風力発電を導入。 

・小河川や農業用水路等を活用した小・マイクロ水力発電を導入。 

・未利用地を活用した再生可能エネルギー事業や農地への太陽光発電の導入（ソーラーシェアリ

ング）を導入。 

・再生可能エネルギーによる熱電併給システム（ＣＨＰ）の導入や地域熱供給を実施。 

・ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）を構築。 

・ＰＰＡ事業により、再生可能エネルギー設備、蓄電池等を導入。 

・卒ＦＩＴ再生可能エネルギー設備を活用。 

・太陽光発電などのポテンシャルを把握し可視化するため、太陽光などの台帳整備を実施。 

・中長期的な再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、社会実装が期待される新技術などを積極

的に導入。 

・再生可能エネルギーの導入に関する意識啓発。 

＜効果＞ 

・再生可能エネルギーの地産地消により、地域内経済循環が促進される。 

・CO2（二酸化炭素）の排出が削減される。 

・全国に先駆けて新技術を実証することにより、地域の産業への刺激や地域経済の活性化が期待

される。 

・災害時においてもエネルギー供給が確保される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、発電事業者、送配電事業者、地域新電力等 

＜評価指標＞ 

・再生可能エネルギー設備の導入容量 

・新技術の実証事業件数 

・ＰＰＡ事業の契約件数 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■小規模分散型の再生可能エネルギー設備の導入 

太陽光発電、風力発電、水力発電等の導入 

熱電併給システムの導入 

地域熱供給導入調査 

太陽光 
などの 
台帳整備 

電力地産地消調査 

設備の
更新制
度構築 

バイオマスによる熱電併給導入調査 

設備更新支援 

地域熱供給の導入 
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

＜備考＞ 

※１ Power Purchase Agreement(電力購入契約）の略。 

発電事業者などが初期費用を負担して、施設所有者が提供する屋根や敷地等のスペースに再生可

能エネルギー設備の設置と維持管理を行い、需要家へ電力供給をする事業。 

※２ Virtual Power Plant（仮想発電所）の略。 

点在する小規模な再生可能エネルギー電源や蓄電池、燃料電池等の設備と及び電力の需要を、ネッ

トワーク・システムによってまとめて管理・制御し、安定したエネルギー需給を実現すること。 
 
  

余剰電力の市内事業者買取制度の構築 

PPA事業マッチング 

PPA事業の PR 

 ■PPA※1 事業の促進 

VPPの導入・運用 

電力地産地消調査 

PPAの導入・運用 

VPPの構築 

 ■VPP※2 の構築 

電力地産地消調査 
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No.4 脱炭素型のモビリティの推進 

＜概要＞ 

・運輸部門における CO2（二酸化炭素）の排出を抑制するため、ソフト・ハード面の取り組みを実施。 

・再生可能エネルギー由来の電気を利用する電気自動車（ＥＶ）や燃料電池車（ＦＣＶ）等によ

る公共交通を検討。 

・公用車としてプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）や電気自動車（ＥＶ）等の積極的な導入。 

・公共交通でつなぐコンパクトなまちづくりを進め、エリア内は徒歩や自転車での移動をしやす

くするエコ・コンパクトシティの実現。 

・電気自動車（ＥＶ）の給電場所の増設。 

＜効果＞ 

・運輸部門における CO2（二酸化炭素）の排出が減少する。 

・内燃機関の自動車が減少することにより、大気環境が改善する。 

・歩いて暮らしやすいまち、自転車が利用しやすいまちになることにより、都市の魅力や中心部

の活性化が期待される。 

・電気自動車（ＥＶ）の利用が広がることにより、蓄電機能が増強され、災害時の電力確保や再

生可能エネルギーの出力変動を緩和する効果が得られる。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、自動車販売店、交通事業者、給電施設設置場所関係者、まちづくり関係者等 

＜評価指標＞ 

・公共交通への電気自動車などの導入率 

・電気自動車などの販売台数（関係事業者によるアンケート調査により把握） 

・給電施設の設置件数（関係事業者によるアンケート調査により把握） 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

導入支援 

 ■公共交通への電気自動車、燃料電池車の導入推進 

バス・タクシーの電気自動車、燃料電池車の導入 

事業者 
協議★ 

★実施項目 

・公共交通事業者の脱炭素計画の作成支援 

・公共交通への電気自動車、燃料電池車の導入支援 

給電設備の設置 

 ■電気自動車への給電場所の整備推進 

給電設備 

需要調査 

再エネ電気利用手法構築 

導入制
度構築 
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

 

 

 

 

 

＜備考＞ 

※ Mobility as a Service（マース）の略。 

住民や旅行者の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やその他の移動サービスを組み合わせて

検索・予約から決裁までを一括で行うサービスのこと。移動の利便性向上、交通弱者対策、地域活

性化等の地域の課題解決にも資する手段として、各地で導入が進んでいる。 

  

市民への公共交通、自転車利用の PR継続 

旅行者への公共交通利用の PR 

 ■コンパクトなまちづくり 

MaaS※導入 

電気自動車、燃料電池車によるカーシェアリングの推進 
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No.5 「宮古市版シュタットベルケ」の推進 

＜概要＞ 

・市が積極的に再生可能エネルギー事業に参画し、得られる収益を地域の公共交通の維持や福祉、

教育等の地域課題の解決や再生可能エネルギー事業への再投資のための財源として活用する

「宮古市版シュタットベルケ」を推進。 

・市民参加型資金調達や市内事業者の再生可能エネルギー事業への参画。 

・再生可能エネルギーの導入に関する市民、事業者、行政の連携及び分野を横断したネットワー

クづくりを促進する共通の拠点づくり。 

・広域連携による取り組みや地域資源を活用した域外からの資金獲得、投資を誘起する仕組みづ

くり。 

＜効果＞ 

・再生可能エネルギーの地産地消が促進され、エネルギー代金の市外流出の抑制や再生可能エネ

ルギー事業への再投資等により、地域内経済循環が促進される。 

・地域資源を活用した収益などを活用して、地域の課題解決が促進される。 

・市民、事業者、行政の連携による取り組みが相乗効果を発揮し、地域の活性化が促進される。 

・域外からの資金獲得や投資により、地域内経済循環が促進される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、市民、市内事業者、金融機関、発電事業者、関連団体等 

＜評価指標＞ 

・市が参画する再生可能エネルギー事業数 

・地域課題解決のための取り組みの資金活用件数 

・地域内経済循環規模（エネルギー代金の流出抑制額、経済波及効果） 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜備考＞ 

 

 ■民間事業者の再生可能エネルギー事業への参画 

事業収益の積み立て・運用 

 

本格実施、事業収益の積み立て・運用 

市民、事業者との共同検討 
 

事業構築 

 ■市が主体となった再生可能エネルギー事業 

市民、事業者への再エネ政策の PR 

地域主導型の再生可能エネルギー事業に対する積極的支援 

公共施設、遊休公有財産を活用した再生可能エネルギーの導入 

地域発電会社、地域新電力等の事業拡充 

 

事業者への再エネ 
事業企画支援 
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No.6 管理・運営（Ｏ＆Ｍ）※1を行う組織・仕組みの構築検討 

＜概要＞ 

・再生可能エネルギー施設の所有者に代わって、運転管理や維持管理業務を行う組織・仕組みの

構築。 

＜効果＞ 

・運用及び保守点検を行う技術者・技能者の雇用が創出される。 

・太陽光発電や風力発電設備等の安全性確保（損失の回避や縮小化）が促進される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、発電事業者、調査・設計・施工・管理等の事業者 

＜評価指標＞ 

・Ｏ＆Ｍ組織が実施する案件数 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

 

＜備考＞ 

※１ 運用及び保守点検のことで、Operation & Maintenance の略。 

・運転管理業務（Operation） 

 発電設備が適切に運転できるよう「発電量監視」と「障害時の復旧対応」を行うこと。 

・保守点検業務（Maintenance） 

 正常に運転できる状態を保つために、「保守点検」と「発電設備維持」を行うこと。 

 
  

O＆Mに関する講習会、技術研修の実施 

運用・拡充 

 ■O＆M の組織構築 

市内事業者の 

現状把握・勉強会 

組織の 

構築 
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No.7 環境価値の活用推進 

＜概要＞ 

・省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、森林の保全管理によって生み出される環境価値※

を取引するグリーン電力証書や J-クレジット制度等の活用。 

＜効果＞ 

・環境価値の販売により、市外から代金を取得し、地域課題の解決や森林管理に活用することで

地域内経済循環や持続可能なまちづくりが促進される。 

・事業者や大都市等の脱炭素化促進に貢献する。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、地域新電力、発電事業者、ＥＳＣＯ事業者、森林所有者、林業経営体等 

＜評価指標＞ 

・グリーン電力証書の発行量 

・J-クレジットの発行量 

・非化石証書の発行量 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

＜備考＞ 

※ 省エネルギーや再生可能エネルギーの導入、森林の保全管理によって二酸化炭素の排出が削減さ

れる効果を「付加価値」として評価したもの。この付加価値は、エネルギーそのものの価値とは分

離して取引することができる。環境価値を見える化して取引する仕組みとして、次の３種類がある。 

・グリーン電力証書 

 太陽光、風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーで発電された電力の環境価値を第三者

認証機関が認証し、証書発行事業体が証書として発行する。 

・J-クレジット制度 

 再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入、森林経営等の取組による、二酸化炭素など

の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証し取引する制度。 

・非化石証書 

 日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）を通じて取引される、再生可能エネルギーなどで発電された電力

の非化石価値を証書化したもの。非化石証書には、固定価格買取制度（ＦＩＴ）の適用を受けた電

源による「ＦＩＴ非化石証書」、大型水力や固定価格買取制度（ＦＩＴ）適用期間が満了した電源な

どによる「非ＦＩＴ非化石証書」がある。 

 

 ■グリーン電力証書、J-クレジット、非化石証書の発行 

J-クレジット登録 
プロジェクトの企
画、モニタリング 

宮古市産の環境価値の PR 

グリーン電力証書の発行 

J-クレジットの発行 

非化石証書の発行 
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No.8 マイクログリッドの構築推進 

＜概要＞ 

・分散型の再生可能エネルギー設備や蓄電池等を利用してエネルギーを供給する小規模電力系統

（マイクログリッド）の構築。 

・卒ＦＩＴ再生可能エネルギー設備を活用して分散型電源を確保。 

・脱炭素先行地域の構築。 

・実施地区の優先順位を決定して順次実施。 

＜効果＞ 

・災害時などに系統からの電力供給が遮断した場合でも、電力の供給が継続できる。 

・エネルギーの地産地消が促進されることにより、市外に流出しているエネルギー代金費用が低

減する。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、発電事業者、電力小売事業者、調査・設計・施工・管理等の事業者、市民、その他事業者 

＜評価指標＞ 

・マイクログリッドの構築件数 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

＜備考＞ 

 

  

■マイクログリッドの構築推進 
 
計画 
★１ 

構築 
★３ 

運用 

★1実施項目 

・マイクログリッド構築範囲の調査 

・需要施設の電力使用状況の調査 

・マイクログリッドを活用したサービスの企画 

・マイクログリッド基本計画の作成 

★2実施項目 

・関係機関との協議調整 

・市民、事業者との合意形成 

★3実施項目 

・自立分散型の再生可能エネルギー設備の新規導入 

・蓄電池、水素製造・利用設備等の新規導入 

・マイクログリッド構築機器の導入設置 

課題 

検討★２ 
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No.9 市民参加型資金調達方法の構築 

＜概要＞ 

・地域協働型市民出資（市民ファンド・グリーンボンド等）の仕組みの構築。 

＜効果＞ 

・市や発電事業者が発電設備を設置する際に、初期費用負担が軽減される。 

・地域と共生した地域主導型の再生可能エネルギー事業が促進される。 

・市民の省エネルギー、再生可能エネルギー導入の取り組みが活性化する。 

・市民が省エネルギー、再生可能エネルギー事業に参画し、地域資源を活用したメリットを享受

する。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、金融機関、市民（出資者）等 

＜評価指標＞ 

・市民ファンドやグリーンボンド等の実施件数 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

＜備考＞ 

資金調達方式の種類 

・市民ファンド（匿名組合契約） 

市民や地域の事業者から集めた資金を、金融商品取引業者や投資運用業者が運用し、その損益を

出資者に分配する方式。元本を割り込むことがある。 

・住民参加型市場公募地方債（ミニ公募地方債） 

地方公共団体が資金調達のため、主に地域住民を対象に発行する債券のこと。行政施策への住民

参加意識の向上や施策の PR を図る目的もある。元本と利子の支払いは地方公共団体が行うため､安

全性の高い債券である。 

■市民参加型資金調達（市民ファンド、住民参加型市場公募地方債） 
 

事業ごとのクラウドファンディング運用 

■市民参加型資金調達（グリーンボンド、クラウドファンディング） 
 

市民参加型資金調達 
に関する勉強会 

市民出資の仕組みの構築 

市民ファンドを設立するための

組織の構築、所要の法手続き 

住民参加型市場公募地方債の発行計画 

出資者への還元 

グリーンボンド発行計画 

出資者への還元 
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・グリーンボンド 

 事業者や地方自治体が、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなどのグリーンプロジェクトに要

する資金を調達するために、機関投資家や個人投資家に対して発行する債券のこと。元本を割り込

むことがある。 

・クラウドファンディング 

 インターネットを介して不特定多数の賛同者から少額ずつ資金を調達すること。金銭で事業の収

益を還元する貸付型やファンド型、商品やサービスで成果を還元する購入型、金銭やサービスの返

礼がない寄付型がある。 
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No.10 環境・エネルギー教育や意識啓発活動の推進 

＜概要＞ 

・市内の学校を対象に、体系的な環境・エネルギー教育のプログラムを構築。 

・市民や事業者を対象とした講習会や体験会等の環境・エネルギー教育、意識啓発活動を実施。 

・市の広報紙やＳＮＳ等を利用して、環境・エネルギー分野に取り組む意義や専門家のコラム掲

載、市の取り組み、関連する制度などの情報を掲載し、継続的な意識啓発を実施。 

＜効果＞ 

・市民や事業者が省エネルギーや再生可能エネルギーの取り組みの重要性を理解し、積極的に取

り組みに参画する。 

・環境やエネルギーに関する技術や知識を有する者の育成への理解が醸成され、取り組みが促進

される。 

＜関係主体＞ 

・宮古市、市民、市内事業者、専門家 

＜評価指標＞ 

・環境・エネルギー教育プログラムの実施件数 

・環境・エネルギーに関する講習会、体験会などの実施件数 

・市民、事業者等の意識の向上（アンケート調査などにより把握） 

＜ロードマップ＞ 
 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

■学校における環境・エネルギー教育の推進 
 

■市民や事業者を対象とした環境・エネルギー教育の推進 
 

環境・エネルギー教育に関する意識調査 

環境・エネルギー教育に関する意識調査 

環境・エネルギーに関する講演、見学会等の開催 

学年ごとの環境・エネルギー教育講義資料の作成 

環境・エネルギーに関する講演、見学会等の開催 

環境・エネルギーに関する職業体験などの開催 

手作り太陽光電池などの体験会、高気密高断熱モデル住宅体験会等の開催 

環境・エネルギーに関する研究会、取組発表会等の開催 
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 

          

 

＜備考＞ 

 

 
 

  

■市広報紙やＨＰ・ＳＮＳなどを通じた情報発信・意識啓発 
 
広報戦略の作成 

市広報誌への定期
的なコラム掲載 

再生可能エネルギーの推進、支援制度等の市 HPへの掲載 

SNSによる即時性ある情報発信 

市民、事業者等の双方向の情報共有、問合せ対応等 

再生可能エネルギーの導入に関するイベントの企画・実施 
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３ 取り組みのロードマップ 

 2050 年度の脱炭素社会の実現に向けて、省エネルギーの取り組みや豊富な地
域資源を活用した再生可能エネルギーの最大限の導入、森林の保全・管理の取り
組みを推進します。 
 また、2030 年度に向けては、設定した 10 の重点施策について評価指標を踏ま
えて推進し、「エネルギーの地産地消で実現するゼロカーボンのまち～恵み豊か
な自然の継承と地域内経済循環～」の実現を目指します。 
 

 

図 6-1 取り組みのロードマップ 
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図 6-1　取り組みのロードマップ
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４ 市民、事業者、行政の役割と連携・協働 

 本計画の推進にあたっては、市民、事業者、行政がそれぞれに期待される役割
を理解し、前向きに行動することを期待します。また、再生可能エネルギーの導
入推進などに際しては、お互いの合意や関係構築により、連携・協働して地域主
体で継続的な取り組みを進めていくことが期待されます。 
 本計画で定めた目指す地域の将来像の実現に向けて、市民、事業者、行政は以
下の項目に取り組みます。 

 

表 6-8 市民、事業者、行政の役割・取り組み 

主体 役割・取り組み 

市民 

・エネルギーに対する理解を深め、PPA事業などの仕組みを活用して積

極的に再生可能エネルギーを導入します。 

・再生可能エネルギーの割合が高く、CO2（二酸化炭素）の排出量が少な

い電力プランの選択に努めます。 

・電気やガスの使用量を見える化し、家電機器を自動制御してエネル

ギー利用を効率化する HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステ

ム）の導入に努めます。 

・製造年が古い家電をエネルギー効率の良い最新のものに更新する、

LEDを導入するなど、省エネルギーのライフスタイルの定着に取り組

みます。 

・家庭の省エネルギー診断の利用に努めます。 

・プラグインハイブリッド車（PHV）や電気自動車（EV）等の選択に努

めます。 

・公共交通機関や自転車の利用に努めます。 

・住宅の建築やリフォームの際には、断熱性・省エネルギー性能の向上

を図り、再生可能エネルギーを導入する仕様を選択するように努めま

す。 

・再生可能エネルギーの利用が地域の持続的な発展に貢献することを理

解し、積極的に協力します。 

・自ら情報の収集に努め、行政や事業者が実施する取り組みに積極的に

参加します。 
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極的に事業所へ再生可能エネルギーを導入します。 
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・製造年が古い OA機器を定期的に更新する、LEDを導入するなど、エネ

ルギー利用の効率化に取り組みます。 

・事業所の省エネルギー診断の利用に努めます。 

・ESCO事業の活用に努めます。 

・事業用車両のプラグインハイブリッド車（PHV）や電気自動車（EV）

等の選択に努めます。 
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・役員、従業員の通勤時の公共交通機関、自転車の利用を推進します。 

・エネルギー使用の効率化や環境負荷の低減を図るため、エネルギーマ

ネジメントシステムや環境マネジメントシステムの構築・運営に取り

組みます。 

・再生可能エネルギーの利用が地域の持続的な発展に貢献することを理

解し、脱炭素社会の実現に協力します。 

・大規模な再生可能エネルギーの導入に際しては、自然環境や景観の保

全、地域社会との調和を考慮し、必要な調査を十分に行います。 

・自らが行う再生可能エネルギーに関する取り組みの発信を行います。 

行政 

・公共施設への再生可能エネルギー導入を進めます。 

・公共施設での省エネルギーに取り組みます。 

・公共施設の ZEB化に取り組みます。 

・プラグインハイブリッド車（PHV）や電気自動車（EV）の導入を進め

ます。 

・市民、市内事業者に対して、再生可能エネルギーを活用したまちづく

りに関する取り組みの説明や意見交換を積極的に行います。 

・市民、市内事業者に対して、再生可能エネルギーに関する情報提供や

普及啓発を行います。 

・市民、市内事業者に対して、補助金などによる導入支援を行います。 

・市内事業者への導入、普及が進むよう事業可能性調査などを行い、産

業振興への活用を促していきます。 

・再生可能エネルギーの関連機関・事業者の誘致や支援を進めます。 

・再生可能エネルギー事業への積極的な参画を進めます。 

・再生可能エネルギーの導入に際して、自然環境や景観の保全、地域社

会との調和を考慮した事業実施を求めていきます。 

・国、県等の関係機関に対して再生可能エネルギー導入拡大に向けた課

題の解決について働きかけを行います。 

ゼ ブ



第７章 推進体制 

 

68 

第７章 推進体制                   

１ 推進体制 

 本計画を推進するためには、行政がリーダーシップを発揮して取り組みを進
めるとともに、市民や市内事業者が主体性を持ち、認識の共有や連携を図りつつ、
それぞれに期待される役割を踏まえて行動していくことが重要です。 
 また、国や県、関係自治体をはじめ、関係機関や関係団体との連携も重要です。 
 本市では、市民や市内事業者、学識経験者、関連団体等から成る第三者組織を
設置し、取り組みを推進するための実効性ある体制を整備しています。 

 

２ 進行管理 

 本計画の着実な推進を図るため、取り組みの推進状況や目標の達成状況につ
いて、第三者組織による評価を含めて毎年度検討し、PDCA サイクルにより適
切な進行管理を行います。 
 また、計画期間中には技術革新や関連する国の制度変更等の様々な社会・経済
情勢の変化が予測されるため、必要に応じて適宜見直しを図ります。 
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図 7-1　本計画の推進体制
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《ア行》 
【【IIEEAA（（アアイイイイーーエエーー））】】  

 International Energy Agency の略。国際エネルギー機構。1974 年設立。第 1 
次石油危機をきっかけに、アメリカなどの提唱により OECD 内に設立された
機関。石油を中心としたエネルギーの安全保障や石油への依存を低減するため
の省エネ、代替エネルギーの開発、利用の促進などに取り組んでいる。 

【【IICCTT（（アアイイシシーーテティィーー））】】  
 Information and Communication Technology の略。情報通信技術を使って、
人とインターネット、人と人とがつながる技術のこと。 

【【EEMMSS（（イイーーエエムムエエスス））】】  
 Energy management system の略。エネルギー管理システム。ビル（building）
と組み合わせると BEMS（ベムス）、家（home）なら HEMS（ヘムス）、地域社
会（community）なら CEMS（セムス）などと使われる。 

【【EEVV（（イイーーブブイイ））】】  
 Electric Vehicle の略。電池式電気自動車。搭載した蓄電池から電気を得て、
モーターを動力源として走る自動車。 

【【EESSCCOO（（エエススココ））事事業業】】  
 Energy Service Company 事業の略。顧客の光熱水費等の経費削減を行い、削
減実績に応じた対価を得る事業形態。 

【【FFCCVV（（エエフフシシーーブブイイ））】】  
 Fuel Cell Vehicle の略。燃料電池自動車。燃料電池で発電し、モーターの動力
で走る自動車。 

【【LLEEDD（（エエルルイイーーデディィーー））】】  
 Light Emitting Diode の略。発光する半導体素子。LED を使った照明は発光
効率が高いため、消費電力と発熱量が小さく寿命が長い。 

【【OO＆＆MM（（オオーーアアンンドドエエムム））】】  
 Operation（オペレーション）＆ Maintenance（メンテナンス）の略。施設の
オーナーに代わって運転管理業務、維持管理業務を行うこと。 

【【温温室室効効果果ガガスス】】  
 二酸化炭素 (CO2) やメタン (CH4)、フロン類など大気中にあって、太陽から
の熱を地球に封じ込める働きをするガス。地球温暖化の主な原因とされている。 
 

《カ行》 
【【可可採採量量】】  

  エネルギー賦存量のうち、経済性や技術的な理由などの制約要因を考慮した上
で、開発利用の可能性が高いエネルギー資源量。導入ポテンシャルともいう。 
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【【化化石石燃燃料料】】  
 太古の生物を起源とし、地殻中に埋蔵された燃料として利用される天然資源
の総称。石油、石炭、天然ガスなどの炭素原子と水素原子を主体に、酸素原子な
どが結合した化合物。 

【【カカーーボボンンオオフフセセッットト】】  
 CO2（二酸化炭素：カーボン）を相殺する（オフセット）こと。日常生活や経
済活動で排出する二酸化炭素などの温室効果ガスの量を把握し、削減する努力
を行った上で、どうしても減らせない分のクレジットを購入することで埋め合
わせする取り組み。 

【【カカーーボボンンニニュューートトララルル】】  
 CO2（二酸化炭素：カーボン）の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロになる
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風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーで作ったグリーンな電

気が持つ「環境価値」を「証書」化して取引することで、再生可能エネルギーの
普及・拡大を応援する仕組み。 

【【系系統統連連系系】】  
 太陽光発電や風力発電などの発電施設で発電した電力を既存の一般送配電会
社の送配電線（系統線）に接続させること。 

【【固固定定価価格格買買取取制制度度】】  
 再生可能エネルギー由来の電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が
買い取ることを義務付ける制度。「FIT 制度」とも呼ばれる。詳しくは「FIT 制
度」の項を参照。 
 

《サ行》 
【【再再生生可可能能エエネネルルギギーー事事業業】】  

 再生可能エネルギー設備を用いて変換したエネルギーを自ら利用し、または
他人に利用させ、その対価を得る行為。 

【【再再生生可可能能エエネネルルギギーー設設備備】】  
 再生可能エネルギーを利用するための変換設備及びその付属設備。 
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【【JJ--ククレレジジッットト制制度度】】  
 CO2（二酸化炭素）などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」
として国が認証する制度。国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J－
VER）制度が統合された。カーボンオフセットなどに活用できる。 

【【自自然然エエネネルルギギーー】】  
 再生可能エネルギーのうち、自然現象から得られるエネルギー。主に太陽光・
水力・風力・地熱などが該当する。 

【【CCHHPP（（シシーーエエイイチチピピーー））】】  
 電力と熱を同時に生産し供給する仕組み。「熱電併給システム」と呼ばれ、エ
ンジンやタービン、燃料電池などで発電した際に排出される熱を回収して、給湯
や暖房に利用する。日本では、コージェネレーションと呼ばれることもある。 

【【シシュュタタッットトベベルルケケ】】  
 ドイツの自治体公社。公共インフラ、公益サービスを総合提供する公営企業。
自治体出資ながら経営は民間企業として実施。ドイツには約 1,400 あり、およ
そ 900 がエネルギー事業を主とする。 

【【JJ（（ジジュューールル））】】  
 仕事量、エネルギー、熱量などの単位。１W は１ J の仕事を 1 ｓ（秒）間でし
た仕事率なので１W ＝１J/s となる。１ KJ ＝ 10³ J ＝ 1,000 J、１ MJ ＝ 10⁶ J ＝ 
1,000,000 J、１ GJ = 10⁹ J=1,000,000,000 J、１ TJ=10¹² J ＝ 1,000,000,000,000 J 

【【新新電電力力】】  
 旧一般電気事業者以外の、電力自由化以降に新たに参入した小売電気事業者。
PPS とも言う。 

【【ススママーートトココミミュュニニテティィ】】  
エネルギーを造り、蓄え、賢く（スマート）使うことを地域単位でまとめて管

理する社会。環境負荷が少ない暮らし方を実現する環境配慮型社会。エネルギー
マネージメントシステム（EMS）を中心に、家庭用蓄電池や電気自動車のバッテ
リーなどの蓄電装置と省エネ機器を活用しながら、情報技術（ICT) を利用して
電力の需給バランスを統合的に管理する。 

【【ZZEEBB（（ゼゼブブ））】】  
Net Zero Energy Buildiing の略。快適な室内環境を実現しながら、建物で

消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。 
【【ZZEEHH（（ゼゼッッチチ））】】  

 Net Zero Energy House の略。住まいの断熱性・省エネ性能の向上を図った上
で、太陽光発電などでエネルギーを創り出すことによってエネルギー消費量の
収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅。 
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【【卒卒 FFIITT（（フフィィッットト））】】  
 FIT（固定価格買取制度）期間を終了した発電設備を指す言葉。住宅用（10 kW
未満）太陽光発電は、FIT で定められた余剰電力買取期間が 10 年間となってい
る。買取期間が満了となった設備が卒 FIT と呼ばれ、2019 年から卒 FIT が急増
を始めた（2019 年問題）。卒 FIT による余剰電力は、①引き続き売る、②自宅で
すべて使う、③蓄電池を導入して蓄えるなどの選択を迫られる。 

【【ソソーーララーーシシェェアアリリンンググ】】  
 営農型太陽光発電。農地のままで、農業を行える空間を確保した支柱の上部に
太陽光パネルを設置し発電するという取り組み。 
 

《タ行》 
【【太太陽陽光光発発電電】】  

 太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式。 
【【太太陽陽熱熱】】  

太陽から放射の形で地球に到達するエネルギー。太陽定数から計算される全到
達エネルギーのうち、日射の形で地表に到達するエネルギーは大気による吸収
などのため約３分の２に減少し、平均して 1 m2当り 0.9 kW になる。 

【【地地球球温温暖暖化化】】  
 CO2（二酸化炭素）などの温室効果ガスが大気中に放出され、地球全体の平均
気温が長期的に上昇すること。 

【【地地中中熱熱】】  
浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギー。大気の温度に対して、地中の温度

は地下 10～15 m の深さになると、年間を通して温度の変化が見られなくなる。
そのため、夏場は外気温度よりも地中温度が低く、冬場は外気温度よりも地中温
度が高くなることから、この温度差を利用して効率的な冷暖房などを行うこと
ができる。 

【【地地熱熱発発電電】】  
 地下深くから得られた蒸気で直接タービンを回し発電するもの。水よりも沸
点が低いアンモニア水などの媒体を地熱水で加熱し、その蒸気でタービンを回
して発電するバイナリー方式が新エネルギーの一つとして位置付けられている。 

【【電電力力】】  
 電気によるエネルギー。電気エネルギーが単位時間に行う仕事量で、電流（A）
と電圧（V）の積をいい、単位はワット（W）で表す。W（ワット）＝ V（ボル
ト）×A（アンペア）。 

【【導導入入ポポテテンンシシャャルル】】  
エネルギー賦存量のうち、経済性や技術的な理由などの制約要因を考慮した

上で、開発利用の可能性が高いエネルギー資源量。可採量ともいう。 
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《ナ行》 
【【燃燃料料電電池池】】  

 水素と酸素を化学反応させて、直接電気を発生させる発電装置。電池という言
葉だが蓄電装置ではない。 
 

《ハ行》 
【【ババイイオオママスス】】  

 生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、動植物などの生物から生ま
れた再利用可能な有機性のエネルギー資源の総称。家畜の排せつ物や食品残渣、
工場残材、下水汚泥などの「廃棄物系バイオマス」、林地残材などの「未利用バ
イオマス」、さとうきびやとうもろこしなどの「資源作物」がバイオマス資源と
して活用できる。 

【【ババイイオオママスス発発電電】】  
 バイオマス資源を燃焼するなどして発電するシステム。 

【【PPPPAA（（ピピーーピピーーエエーー））】】  
 Power Purchase Agreement の略。本来の意味は、電気の供給者と需要者が直
接需給契約を結ぶことだが、現在の日本では「太陽光発電施設の無償設置」とい
うビジネスモデルを指すことが多い。 

【【FFIITT（（フフィィッットト））制制度度】】  
 Feed in tariff の略。再生可能エネルギーの固定価格買取制度。再生可能エネ
ルギーにより発電された電気を国が定めた価格・期間で電気事業者が買い取り
することを義務付ける制度。再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に平成 24
（2012）年 7 月に開始された。電力会社が買い取る費用の一部を電気料金に賦
課金として上乗せして集め、再生可能エネルギー由来の電気の買い取りに充当
し、コストの高い再生可能エネルギー電気でも普及しやすい環境を創り出すた
めの仕組み。「Feed in」は「入れる。供給する」、「tariff」は「関税、電気などの
公共料金の請求方式」などの意味がある。 
 なお、FIT 制度は再生可能エネルギーの導入初期における普及拡大と、普及に
伴ってもたらされるコストダウンを目的として時限的に設けられた制度である。
電力料金に上乗せされる賦課金の負担が増加したことや再生可能エネルギーの
主力電源化に向けた電力システムの構築促進等を背景に、新たに FIP 制度の運
用が開始されている。 

【【FFIIPP（（フフィィッッププ））制制度度】】  
 Feed in Premium の略。FIT 制度の見直しに伴い、2022 年（令和４年）４月
から運用が開始される。発電された電気を発電事業者が卸市場などで売電した
とき、その売電価格に対して一定のプレミアム（供給促進交付金）を上乗せする
ことで再生可能エネルギーの導入を促進する制度。プレミアムの単価は、基準価
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格（FIP 価格）から、参照価格（市場取引等により期待される収入）を控除した
額が基準となり、１箇月ごとに決定される。 
卸市場などにおける再生可能エネルギーの売電価格は電力需要に応じて変動

するため、再生可能エネルギー発電事業者は、売電価格が高いとき（電力需要が
大きいとき）に電気を供給し、売電価格が安いとき（電力需要が低いとき）は蓄
電するなど、市場の状況に合わせた工夫をして収入を確保する。このインセン
ティブにより、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上等、再生可能エネル
ギーの主力電源化が促進されると期待されている。 
 

【【VVPPPP（（ブブイイピピーーピピーー））】】  
 Virtual Power Plant の略。仮想発電所ともいう。点在する小規模な再エネ発
電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システ
ムをまとめて制御する事。 

【【風風力力発発電電】】  
 風の力で風車の羽を回し、その回転エネルギーを発電機に伝えて電気を起こ
す発電方式。 

【【PPHHVV】】  
Plug-in Hybrid Vehicle の略。プラグインハイブリッド自動車と言われる。ガソ
リンエンジンを使う HV に充電できる機能を搭載した自動車。 
  

《マ行》 
【【ママイイククロロググリリッッドド】】  

一定の地域で、全ての電力を分散型電源から供給する小規模電力系統。既存の
電力会社の送電電力に依存せず、エネルギー供給源と消費施設を持つ小規模なエ
ネルギーネットワーク。 
【【メメガガソソーーララーー】】  

 １MW（メガワット）以上の出力を持つ太陽光発電システム。１MW は 1,000 
kW。 

【【木木質質ババイイオオママスス】】  
 木材に由来する再生可能な有機性のエネルギー資源。薪、木質チップ、木質ペ
レットなど。 
 

《ヤ行》 
【【洋洋上上風風力力発発電電】】  

 海洋上における風力発電。オフショア風力発電とも呼ばれる。洋上風力発電に
は、設備を海底に固定する「着床式」と海の上に構造物を建設する「浮体式」の
2 種類がある。 

76 77

用語説明



用語説明 

78 

 
《ワ行》 
【【WW（（ワワッットト））・・WWhh（（ワワッットトアアワワーー））】】  

 W（ワット）は電力を表す単位。Wh（ワットアワー）は電力量を表す単位。
１Wh は 1kW の電力を 1 時間消費または発電した時の電力量。 
 
１Whは 1Wの電力を 1時間消費または発電した時の電力量。
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《ワ行》 
【【WW（（ワワッットト））・・WWhh（（ワワッットトアアワワーー））】】  

 W（ワット）は電力を表す単位。Wh（ワットアワー）は電力量を表す単位。
１Wh は 1kW の電力を 1 時間消費または発電した時の電力量。 
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＜本計画の策定経過＞ 

年月日 経過内容 

令和３年 ３月 １日 令和２年度 第１回宮古市再生可能エネルギー推進本部会議 

策定方針について審議 

５月 11日 令和３年度 第１回宮古市再生可能エネルギー推進委員会会議 

策定方針及び計画構成（素案）について説明 

６月 １日 令和３年度 第２回宮古市再生可能エネルギー推進委員会会議 

推進委員会及びワーキンググループの役割等について説明 

６月 14日 令和３年度 第１回宮古市再生可能エネルギー推進会議 

策定方針について説明 

８月 ２日 令和３年度 第２回宮古市再生可能エネルギー推進本部会議 

第１回推進会議及び第１回、第２回推進委員会の結果について報告 

10月 ７日 令和３年度 第３回宮古市再生可能エネルギー推進委員会会議 

ワーキンググループでの検討内容について報告 

11月 25日 令和３年度 第４回宮古市再生可能エネルギー推進委員会会議 

推進計画（素案）について審議 

12月 14日 令和３年度 第４回宮古市再生可能エネルギー推進本部会議 

推進計画（案）について審議 

12月 23日 令和３年度 第２回宮古市再生可能エネルギー推進会議 

推進計画（案）について審議 

令和４年 １月 12日 令和３年度 第５回宮古市再生可能エネルギー推進委員会会議 

推進計画（修正案）について審議 

１月 21日 令和３年度 第５回宮古市再生可能エネルギー推進本部会議 

推進計画（修正案）について審議 

１月 31日 市議会総務常任委員会 

推進計画（案）について説明 

２月 １日 パブリックコメントの実施（～21日） 

２月 ８日 令和３年度 第３回再生可能エネルギー推進会議 

推進計画（修正案）について審議 

２月 14日 市民説明会の実施（新里地区） 

２月 15日 市民説明会の実施（宮古地区） 

２月 17日 市民説明会の実施（川井地区） 

２月 18日 市民説明会の実施（田老地区） 

３月 30日 令和３年度 第６回宮古市再生可能エネルギー推進本部会議 

推進計画（最終案）について審議 
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＜宮古市再生可能エネルギー推進会議要綱＞ 

 
   宮古市再生可能エネルギー推進会議要綱 

令和３年３月４日 告示第１９号 

改正 令和３年５月２０日 告示第１１１号 

 （設置） 

第１条 宮古市再生可能エネルギービジョンに掲げる基本目標の達成に向けた取組み

に関し意見を求めるため、宮古市再生可能エネルギー推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を置く。 

 （組織） 

第２条 推進会議は、委員１５人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市

長が任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 関係団体の役職員 

 (3) 公募による者 

 (4) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。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。 

 （会長及び副会長） 

第３条 推進会議に、会長及び副会長を１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

 （意見の聴取） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、推進会議に出席を求め、

意見を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、企画部エネルギー推進課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の日以後最初に開催する推進会議の会議は、第４条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 

   附 則 

 この告示は、令和３年５月２０日から施行する。 
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＜宮古市再生可能エネルギー推進会議委員名簿＞ 

 
任期：令和３年６月 14日～令和５年６月 13 日 

役職 氏名 所属機関団体名 

会長 中田 俊彦 国立大学法人東北大学大学院 

副会長 雲然 祥子 岩手県立大学宮古短期大学部 

委員 水木 高志 宮古市環境審議会 

委員 杉本 裕樹 宮古商工会議所 

委員 中居 克広 宮古地方森林組合 

委員 米澤 拓 宮古漁業協同組合 

委員 山根 千春 一般社団法人宮古観光文化交流協会 

委員 吉田 敦美 一般社団法人陸中宮古青年会議所 

委員 昆野 香代子 いわて生活協同組合 

委員 村上 善滋 東北電力ネットワーク宮古電力センター 

委員 千葉 拓美 公募委員 

委員 佐藤 隆一 一般社団法人岩手県建設業協会宮古支部 

委員 黒渕 祐司 一般社団法人岩手県電業協会宮古支部 

委員 佐藤 玲子 特定非営利活動法人いわてマリンフィールド 

委員 在原 歌織 浄土ヶ浜ビジターセンター運営協議会 
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＜宮古市再生可能エネルギー推進本部規程＞ 

 
   宮古市再生可能エネルギー推進本部規程 

令和３年２月２４日 訓令第１号 

 （設置） 

第１条 宮古市再生可能エネルギービジョンを推進するため、宮古市再生可能エネル

ギー推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 宮古市再生可能エネルギー推進計画（以下「推進計画」という。）の策定及び変

更に関すること。 

(2) 推進計画の進行管理に関すること。 

(3) その他再生可能エネルギー施策の推進に係る重要事項の策定に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、総務部長、企画部長、エネルギー政策担当部長、市民生活部長、保健福

祉部長、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、危機管理監、議会事務局長、

教育部長及び会計管理者をもって充てる。 

 （本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、会務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。 

２ 本部長は、議事に関係のある課長等を本部の会議に出席させて説明を求めることが

できる。 

 （再生可能エネルギー推進委員会） 

第６条 本部の円滑な運営に資するため、本部に再生可能エネルギー推進委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

３ 委員長は企画部エネルギー推進課長をもって充て、委員は本部長が指名する。 

４ 委員長は、委員会を主宰する。 

５ 委員会の会議は、委員長が招集する。 

 （ワーキンググループ） 

第７条 委員長は、再生可能エネルギービジョンの推進に係る専門的な事項について調

査及び検討を行うため、ワーキンググループを置くことができる。 

 （庶務） 

第８条 本部の庶務は、企画部エネルギー推進課において処理する。 

 （補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この訓令は、令和３年２月２４日から施行する。  
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＜宮古市再生可能エネルギー推進本部員名簿＞ 

 

役職名 職名 氏名 

本部長 市長 山本 正德 

副本部長 副市長 佐藤 廣昭 

副本部長 副市長 桐田 教男 

副本部長 教育長 伊藤 晃二 

本部員 総務部長兼会計管理者 若江 清隆 

本部員 企画部長 菊池 廣 

本部員 エネルギー政策担当部長 滝澤 肇 

本部員 市民生活部長 松舘 恵美子 

本部員 保健福祉部長 伊藤 貢 

本部員 産業振興部長 伊藤 重行 

本部員 都市整備部長 藤島 裕久 

本部員 上下水道部長 大久保 一吉 

本部員 危機管理監 芳賀 直樹 

本部員 議会事務局長 下島野 悟 

本部員 教育部長 菊地 俊二 
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＜宮古市再生可能エネルギー推進委員会委員名簿＞ 

 

役職 所属 職名 氏名 

委員長 企画部エネルギー推進課 課長 三上 巧 

委員 総務部財政課 課長 箱石 剛 

委員 総務部契約管財課 課長 菊池 敦 

委員 企画部企画課兼公共交通推進課 課長 多田 康 

委員 市民生活部環境生活課 課長 田代 英輝 

委員 保健福祉部福祉課 課長 佐々木 俊彦 

委員 産業振興部産業支援センター 所長 岩間 健 

委員 産業振興部農林課 課長 飛澤 寛一 

委員 産業振興部水産課 課長 佐々木 勝利 

委員 都市整備部建築住宅課 課長 菅野 和巳 

委員 危機管理監危機管理課 課長 佐々木 雅明 

委員 上下水道部施設課 課長 竹花 浩満 

委員 教育委員会事務局総務課 課長 中屋 保 
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