
 

 
  神河町総合計画（基本構想）における“まちづくりの将来像” 【ハートがふれあう住民自治のまち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本的な取り組み方針 

（１）神河町再生可能エネルギー基本条例（仮称）の策定 

神河町長期総合計画（基本目標）である「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現のため、地域に豊 

富にある再生可能エネルギー資源を地域および地域住民の共有財産として、地域の活力と生存力に資する 

よう適正に利用するため基本条例を策定する。 

（２）神河町再生可能エネルギー基本条例（仮称）に基づく取り組み方針 

①再生可能エネルギー基本計画の地区ごとの説明会・学習会、町民への講演会等の開催 

②再生可能エネルギー賦存量の地区ごとの調査実施  

③再生可能エネルギー利用にかかわる地区ごとの計画および取り決めの策定 

④地域主導の事業体の設立支援による起業・雇用機会の創出 

⑤地域主導の事業への投資環境の整備と地域の金融資産の有効活用促進 

⑥再生可能エネルギー資源の販売益を地域内に循環・再投資させることによる地域経済活性化の枠組み作り 

⑦地域による再生可能エネルギーの利用を、地域特産品のブランド力向上、体験型地域観光等のコンテン 

ツ化などに結びつける 

⑧再生可能エネルギーの普及啓発と導入促進に向けた具体的な支援制度の検討 

⑨再生可能エネルギー利用による事業化が見込まれる候補地にかかる規制緩和と導入支援 

２．具体的取り組み内容 

(１) 取り組み目標の設定 

本計画では、「再生可能エネルギー利用の基本理念」と「再生可能エネルギー利用の方針」に基づき、再生可能エ

ネルギーの導入計画案を作成した。この計画案をもとに、本計画期間における取り組み目標を下表の通り設定する。 

種別 
神河町の再生可能エネルギー 実績（H25.3） 

設備規模（千 kW） 
（設置数） 

第 3 次兵庫県 
地球温暖化防止 

推進計画導入目標 
設備規模（千 kW） 

取り組み目標 
設備規模（千 kW） 

（設置数） 
賦存量 

（千 kWh） 
利用可能量 
（千 kWh） 

太陽光発電 240×106 
住宅用 6,813×10３ 住宅用 0.67 180 件 住宅用 517 住宅用 ※１ 1.23 360 件 

非住宅用 2,067×10３ 非住宅用 2.8   6 件 非住宅用 803 非住宅用 16.8  36 件 

小水力発電 22,561 12,924 4.77（3 箇所） 5 0.2(その他水路調査) ※2 

風力発電 771.9×106 

大型 
600kW 66×10６ 

― 56 

大型 600kW 
※3 1.2 

小型 
1kW 58 小型 1kW 

※4 1kW 

バイオマス
エネルギー 

（林産資源） 
224,055 

発電 339 
― 

バイオマス発電 
109 

熱利用を検討 
熱利用 1,131 

（農産資源）

10,149 
発電 1,138 

― 熱利用を検討 
熱利用 3,794 

※1  太陽光発電の住宅用の目標値は、長期総合計画の目標値【250 件（H30.4.1）】と第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画導入目標
値を参考に実績値の 2 倍とした。非住宅用の目標値は、実績値の 6 倍とした。 

※2  小水力は、導入候補地である越知谷小水力発電所の 1 箇所とした。その他水路（準用河川・砂防河川・農業用水路等）は、現地
調査が必要。 

※3  大型風力発電は、600kW2 基を想定。 ※4  小型 1kW は公共施設（学校・庁舎）への設置を想定。 

Ⅲ 今後における取り組み 
（２）具体的な取り組み 

町民の取り組み 

✦地球温暖化対策として、再生可能エネルギーを積極的に導入 

✦町産の木材利用や屋根置き型の太陽光パネル、蓄電池の設置など環境に配慮したスマートハウスの建

築 

✦行政等が開催する再生可能エネルギーや環境問題に関する説明会、学習会、講演会等への積極的参加 

 

事業者の取り組み 

✦景観や自然環境、住宅などに悪影響がない再生可能エネルギー利用計画を策定 

✦再生可能エネルギー事業実施時における地域への説明会の開催 

✦災害時の電気供給や売電収益の地域還元など再生可能エネルギー利用にかかる地域および行政との

協定 

✦再生可能エネルギーを利用したエコ商品の開発 

 

団体（NPO 等）の取り組み 

✦地域住民、地域団体が事業主体となる再生可能エネルギーの取り組みについて先進地視察および調査

研究 

✦再生可能エネルギー事業に向けた地域金融機関との連携協議 

✦地域団体や NPO 法人等による地域主体の再生可能エネルギー事業の検討 

✦再生可能エネルギーを利用した自家消費型のハウスや観光農園などの整備 

✦エコ野菜、エコ果物の栽培による「神河ブランド野菜」としての販売 

 

行政としての取り組み 

①説明会・学習会、町民への講演会等の開催 

✦再生可能エネルギーの普及啓発に向けたパンフレット作成  

✦再生可能エネルギーの仕組についての学習会、説明会の開催 

✦町広報やケーブルテレビによる再生可能エネルギーの普及啓発 

✦専門家を招いての講演会やパネルディスカッション等を開催 

✦再生可能エネルギーに関するイベントや小中学校への出前講座の実施 

②助成制度の周知 

✦国の再生可能エネルギー関連助成制度 

✦県の再生可能エネルギー関連助成制度 
③再生可能エネルギー導入に向けた支援の検討 

✦事業者および地域団体等が取り組む再生可能エネルギーを利用したエコ商品等の開発支援と補助制

度導入の検討 

✦地域住民および地域団体による再生可能エネルギー関連の株式会社、NPO 法人等の設立支援 

✦住宅用太陽光パネルなど再生可能エネルギー利用機器の設置補助制度導入の検討 

✦スマートハウスや再生可能エネルギー設備導入住宅の固定資産税減免制度導入の検討 

④再生可能エネルギー事業候補地の規制緩和と導入支援 

✦農地、保安林、自然公園など候補地にかかる規制緩和に向けた関係機関への調整協議 

✦導入候補地に対する設置補助及び固定資産税減免制度の導入 
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○地球温暖化対策に寄与   
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世界の温室効果ガス排出量は、2050 年までの温度上昇を 2℃以下に抑え、気候変動によって起こりうる異

常気象の被害を最小限にするため、2050 年までに 1990 年比の 1/2 水準まで圧縮することが求められている。

2008 年、わが国は地球温暖化対策として温室効果ガス排出量を 2050 年までに 60―80%の削減を行うことを

行動計画として示した。さらに、2011 年の東日本大震災による原発事故に伴う電力需給のひっ迫を受け、太

陽、風力、水力、バイオマス、地熱、波力などの再生可能エネルギーの導入を積極的に進めていく意向を示し、

2012 年 7 月、従来の電気事業者一任の RPS 法（「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置

法」2002 年公布）から、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（「電気事業者による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法」FIT 法（Feed-in Tariff）2012 年公布）による再生可能エネルギー利用促

進をスタートさせた。 
これら再生可能エネルギーは、石油や石炭などの化石燃料と異なり持続可能な自然資源であり、都市を離れ

た農山村地帯に大量に賦存しているため、エネルギーをめぐる需給関係や立地は今後大きく変化する兆しが表

れている。また、ガソリン等を必要とする内燃機関を有する自動車から電気自動車等におきかえられる時代に

はエネルギー消費構造は変化し、海外から石油や天然ガスを多大に購入することによる対外エネルギー支払い

も大きく変わっていく可能性がある。こうして、地方におけるエネルギーの生産・消費構造の大幅な変革の時

代が始まろうとしている。 
神河町においては、森が生み出す豊かな水流を利用した水力発電所などにより、再生可能エネルギー自給率

は兵庫県で最も高い 43.86%（千葉大学倉阪研究室＋NPO 法人環境エネルギー政策研究所「永続地帯 2013 年

版報告書」）である。このような地域の強みを活かすため、地球温暖化対策やエネルギー対外支払いの削減、

FIT 法の活用による地域の収益事業の推進、産業振興や雇用創出による経済効果の実現に向けて、更なる再生

可能エネルギーの活用が求められている。 
そこで、次に挙げる基本理念と方針をもとに、再生可能エネルギー導入の検討と取り組み目標を設定する神

河町再生可能エネルギー基本計画を策定する。 

● 再生可能エネルギー利用の基本理念 

① 地球温暖化対策が求められる時代において、地域に豊富にある再生可能エネルギー資源の賦存量を把 

握し、有効活用するとともに、気候変動の結果として今後多発することが予測される自然災害に対する 

地域の耐久力を高めていく 

② 豊かな自然資産は、地域および地域住民の共有財産であり、地域住民はそれを適正に利用する権利を 

有すると同時に、生み出される富の享受について応分の権利を有する 

③ 神河町長期総合計画の精神と上記①、②の理念に沿って、必要な枠組みの構築と施策の推進に努める 

Ⅰ 計画策定の目的 

３．今後の検討課題と方向性 

(１) 今後の課題 

町内の主な団体へのアンケート調査により、再生可能エネルギー事業に対する住民からの意見を次のとおり

取りまとめた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）推進体制 

基本計画の推進体制 

 地球温暖化対策として再生可能エネルギーを促進していく取り組みや、再生可能エネルギーを地域に還元

することにより地域活性化を図る仕組み、またそれらを地域主導型で進めていく具体的な方策など、地域と行

政が一体となって推進していくことが重要である。そのため、地域と行政それぞれの推進体制を確立していく

必要がある。 
地域の推進体制 

 基本計画の推進にあたり、再生可能エネルギー利用にかかる説明会や学習会、講演会等に参加し、エネルギ

ー・環境問題に対し住民自治の立場から取り組むための基礎的知識の養成が必要である。 
また、各地区に潜在している再生可能エネルギーの賦存量調査や、町の特性にあったエネルギー利用の方向

性や具体的な取り組みなどを検討する必要もある。 
このような取り組みを行政、地域が一体となって推進するため、町民代表者、町職員、有識者等からなる「神

河町再生可能エネルギー基本計画推進委員会（仮称）」を設置する。 
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住民からの意見（再生可能エネルギーの課題） 
✦地域住民の再生可能エネルギーに関する知識不足と世代による関心度合いの違い 
✦水力エネルギーの現地調査の必要性 
✦風力発電の景観や希少生物への悪影響および低周波音、騒音による人体への影響、また風

車落下への心配 
✦高価な設備投資となる再生可能エネルギー利用にかかる事業性の十分な検討 
✦設置事業者の倒産や事業撤退時の対応 
✦無秩序な山林開発による災害の心配 
✦高齢化や人口減の進行による新規事業への消極性 

行政主導で取り組む

べき 12% 
地域住民主体で取り

組むべき 3% 

企業主体で取り組む

べき 6% 

行政と企業が連携し

て取り組むべき 20% 

行政と地域住民が連

携して取り組むべき 

11% 

行政、企業、地域住

民が連携して取り組

むべき 48% 

再エネ事業の取り組み形態について 

 町民 

事業者 

神河町役場 

（仮称）庁内連絡会議 

連携 

町民の窓口、普及・啓発、 
環境教育、講習会、見学会 協力・連携、 

情報交換 
「神河町再生可能エネルギー基本 

計画推進委員会（仮称）」 

意見・要望 
協力・連携 

意見・要望 
協力・連携 

連携 

事業者の窓口、普及・啓発、見学会・講習会 

本計画は、神河町長期総合計画の基本目標である「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現を、エネルギ

ーと環境という領域から推進していく。 
そのために、まず、エネルギー・環境の課題に対し住民自治の立場から取り組んでいくための基礎的知識等

の普及・啓発、課題について議論を行い、地区ごとの賦存量調査等を通じて、町の特性にあった再生可能エネ

ルギーの方向性や具体的な取り組み施策を明らかにしていく。それらを住民と共有し、実際に再生可能エネル

ギーを導入することで、神河町ならではの産業・文化の創造を図り、持続的なまちづくりを進める。 

【計 画 期 間】本計画の対象期間は平成 26 年度（2014 年度）から平成 35 年度（2023 年度）まで

の 10 年間とする。 

【計画の対象地域】神河町全域 

【計 画の見 直 し】今後においては、第 1 次神河町長期総合計画及び国・県の政策動向を十分に踏まえ、達

成状況と新たな課題を加味し、適宜本計画の見直しを図ることとする。 

Ⅱ 計画策定の位置付けと内容 

● 再生可能エネルギー利用の方針 

① 再生可能エネルギー利用の基本理念について、町民の理解と合意を実現すること 

② 再生可能エネルギー利用に先立ち、その賦存量・利用可能量を町民との協働により明らかにすること 

③ 再生可能エネルギー利用のため、地域の活力と生存力に資するよう適正な施策を推進すること 


