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Ⅳ 再生可能エネルギーの導入・活用の可能性 

1．神河町の特性 

(1) 神河町の現況 

再生可能エネルギー対策を進めるにあたって、まずは神河町の現況を再確認する。 

 

ア 自然的特性 

① 位置等 

 本町は、兵庫県のほぼ中央に位置するハート型のまちで、北部は朝来市、東部は多可町、

南部は市川町・姫路市、西部は宍粟市と接しており、播磨と但馬を結ぶ歴史ある地域として

発展してきた。 

 総面積は 202.27 ㎢で、山林原野が 88.3%、農用地が 4.6%、宅地が 1.3%、道路等公共施

設面積が 1.2%、その他が 4.6%である。千町ヶ峰を筆頭に千ヶ峰・暁晴山など、1,000m 級

の山々に囲まれ、峰山・砥峰高原は関西地方でも有数の高原地帯となっており、自然志向型

の都市住民との交流の場となっている。 

 林野面積は 17,641ha、うち民有林 17,336ha(93.8%)、山林面積は 4,955 千㎥、うち人工

林 4,646 千㎥、自然林は 309 千㎥となっている。 

   

位置図 
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② 気象・気候 

 気候は、平均気温 15℃と比較的冷涼で、降水量は年平均 1,600mm である。 

 

③ 自然環境 

兵庫県版レッドデータブックでは、次のとおり評価されている。 

A ランク：規模的、質的に優れており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当するもの 

B ランク：A ランクに準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当するもの 

C ランク：B ランクに準ずるもので、市町村的価値に相当するもの 

要 注 目：(地質) 

温泉・湧水などのように地質以外の分野の自然現象のうち、地質との関連性があり重要

とみなされるもの 

   (自然景観) 

その場所の貴重性だけでなく、今後の人の暮らしと自然環境の関係を考える上で重要と

みなされるもの 

イ 社会的特性 

① 人口 

 本町は、平成 17 年 11 月 7 日に旧神崎町と旧大河内町が合併して誕生した。 

 平成 22 年国勢調査の人口は 12,289 人で、7 年の 13,829 人と比べて、大きく減少してい

る。年齢別の人口を見ると、年少人口、生産年齢人口の占める割合は減少している一方、老

年人口の占める割合は増加し、高齢化が進んでいる。22 年の世帯数は 3,813 世帯で、7 年の

3,676 世帯と比べ、やや増加傾向にあることから、核家族や単身家族が増加していることが

うかがえる。 

 

 

 

 

 

 

地形 

A ランク 峰山高原(周氷河地形)、太田池周辺(岩塊流、準平原) 

B ランク 平石山(岩塊流、準平原)、笠形山西側「扁妙の滝」(滝) 

砥峰高原(鉄穴流し地形) 

C ランク 猪篠「麓屑面(ろくせつめん)」(麓屑面) 

地質 

C ランク 千ヶ峰周辺(岩石)、笠形山「扁妙の滝」(岩石、節理、滝) 

粟賀町(石、流理、球か) 

要注目 越知「越知谷鉱山」(鉱石) 

自然景観 

A ランク 砥峰高原 

B ランク 千ヶ峰、笠形山、峰山高原 

C ランク 金楽山法楽寺の森、来留山最明寺の森 

 世帯数 

  (戸) 

人口 

  (人) 

人口比率(％) 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 

平成 7 年 3,676 13,829 17.6 60.9 21.5 

  12 年 3,847 13,500 16.0 59.3 24.7 

  17 年 3,831 13,077 14.4 58.6 27.0 

22 年 3,813 12,289 13.1 56.3 30.6 

人口・世帯数の推計 

出典：国勢調査 
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② 土地利用 

神河町の平野部においては、小田原川、市川、越知川といった河川沿いに集落が点在して

おり、河川には「ホタル」や「あまご」といった清流ならではの生き物が生息し、自然とふ

れあえる快適な環境づくりも進められている。 

南北方向に JR 播但線と国道 312 号、播但連絡道路が走り、また、町の南の福崎町には中

国自動車道が位置していることから、姫路市まで約 40 分、京阪神まで約 1 時間 30 分以内

の良好なアクセス環境が整っている。 

 総合計画の神河町の地域構造は下図の通りである。 

はせ 

てらまえ 

神崎南ランプ 

神崎北ランプ 

自然・交流ゾーン 

 

 

自然・交流ゾー

ン 

 

自然・交流ゾーン 

 

暮らし・産業ゾー

 

 

街なか・交流ゾーン 

 

但馬地域 

中国自動車道 

姫路方面 

観光交流拠点 

住民サービス拠点 

観光交流拠点 

地区サービス拠点 
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ウ 観光 

〈保養・宿泊エリア〉 

▹ 砥峰高原 とのみね自然交流館……砥峰高原の保全と管理の拠点施設。 

▹ グリーンエコー笠形……キャンプやスポーツなどを体験できるいこいの村。 

▹ 新田ふるさと村……千々峰のふもとにある、標高 500m のリゾート地。 

▹ エル・ビレッジ おおかわち……大河内水力発電所の PR 館。 

▹ ヨーデルの森……アルパカやカピバラをはじめ 60 種の動物とふれあえる農村公園。 

▹ ピノキオ館……木工品を展示･販売。木工体験も可能。 

▹ 白林陶芸館……有田焼の流れをくむ窯元。白磁や青磁の美術的価値の高い磁器を生産。 

▹ 桜華園……240 種 3,000 本の桜を鑑賞できる桜の名所。  

▹ 峰山高原 ホテルリラクシア……高原の自然に包まれたリゾート施設。 

▹ ホテル モンテ・ローザ……自然を存分に堪能できる高原リゾート。 

▹ 囲炉裏の宿 豊楽……1960 年創業の歴史ある旅館。 

▹ 民宿 百才……清らかな自然が残る長谷の景色に包まれた民宿。 

▹ 水車公園 こっとん亭……水車小屋を観光用として復元し、郷土料理を提供。 

▹ 大黒茶屋……古風な佇まいの“よしぶき屋根”の茶屋。 

  

保養・宿泊エリア 
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〈特産品エリア〉 

▹ くるみが磯りんご園……平成 7 年からオーナー制度を実施。京阪神など都市住民との交流の

場としても大きな役割を果たしている。 

▹ 神崎ふれあい茶園……平成 5 年にオープン。神河町は茶どころとして知られている。約 7ha

の園内で、煎茶の代表的なブランドといわれる「やぶきた」という品種を栽培。 

▹ 根宇野ゆず園……越知川・根宇谷川沿い、グリーンエコー笠形の入口付近にあり、柚子の加工

品開発、集落朝市や都市部での販売などを実施。 

  

特産品エリア 



 

38 

 

エ 福祉・医療・情報・命のエリア 

▹ 公立神崎総合病院……姫路～但馬間で唯一の公立病院。中播磨北部～南但馬、北播磨西部な

ど近隣から多くの患者が利用。地域医療の中核を担い、住民の 24 時間安心できる暮らしを守

る。 

▹ CATV……神河町全域で CATV 情報網が整備されている。テレビ放送だけでなく、CATV 電

話、音声告知放送、インターネットなど様々なサービスを実施。町内の情報を共有でき、地域

コミ ュニティを支えるためには無くてはならない社会基盤となっている。 

▹ 神河町役場……総務課、情報センター(神河町ケーブルテレビネットワーク)、税務課、住民生

活課、地域振興課(地域振興係、農林業係、商工観光係)、建設課、地籍課、上下水道課、健康福

祉課、地域局、会計課、教育課(学校教育係、社会教育係)、議会事務局  

 

  

福祉・医療・情報・命のエリア 

福祉・医療・情報・命のエリア 

公立神崎総合病院 

CATV 
神河町役場 
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(2) 有効な再生可能エネルギー種別 

  本町で利用可能な再生可能エネルギーは、太陽エネルギーをはじめとして、風力エネ

ルギー、水資源エネルギー、バイオマスエネルギーなど、自然エネルギーが大半を占め

る一方、廃棄物発電や発電所廃熱などのリサイクルエネルギーは、都市活動が少ないた

め、可能性は低い。 

  よって、再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電や小水力発電、風力発電などの自

然エネルギーを中心とした導入を図る。 

 

 (3) 地域に賦存する未利用エネルギー 

  神河町における再生可能エネルギーの利用可能性を検討するにあたって、賦存状況を

把握するために「賦存量」と「利用可能量」について算定した。 

〈賦存量・利用可能量の定義〉 

 賦存状況に関する概念である「賦存量」と「利用可能量」を以下のように定義した。 

(接頭語) 

 

  

 
メガジュール 

(MJ=106J) 
キロカロリー 

(kcal) 
キロワット時 

(kWh) 
原油換算 

リットル(L) 

メガジュール 
(MJ=106J) 

1 239 0.278 2.58×10－2 

キロカロリー 
(kcal) 

4.19×10－3 1 1.16×10－3 1.08×10－4 

キロワット時 
(kWh) 

3.60 860 1 0.93 

原油換算 
リットル(L) 

38.7 9.25×103 10.8 1 

接頭語 単位に乗じる倍数 

キロ(kilo) k 103 千 

メガ(mega) M 106 百万 

ギガ(giga) G 109 十億 

賦存量 

 運動エネルギー、位置エネルギー、物質の持っている燃焼エネルギー等、加工せずに存

在するエネルギー量を示す。つまり、理論的に算出できる神河町の潜在的なエネルギー量

である。 

利用可能量 

 エネルギー変換効率等、土地利用状況、法規制の制約要因を考慮し、通常利用できる形

態に変換したときに取り出すことのできるエネルギー量を示す。つまり、神河町において

今後開発利用できる可能性が高いエネルギー量である。 

【参考】         エネルギー・熱量単位換算表 

出典：資源エネルギー庁長官官房総合政策課：総合エネルギー統計(平成 16 年度版) 
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ア 太陽エネルギー(太陽光発電・太陽熱利用) 

 太陽エネルギーは、太陽光発電では電力へ、太陽熱利用では熱の形態に変換して利用す

ることができるが、それぞれの利用形態に変換する前のエネルギー量、つまり賦存量は同

じと考えられる。 

 

① 賦存量 

 神河町全体に降り注ぐ日射のエネルギー(水平面全天日射量)を賦存量とする。 

 算定方法は、単位あたりの年平均日射量と神河町総面積(202.27㎢)を積算した。年平均日

射量のデータは、太田ダムにおける観測データを用いた(年平均 3.26kWh／㎡・日)。 

 その結果、太陽エネルギーの賦存量は 864,000×106MJ(4,247万世帯が使用する電力)となっ

た。 

※一世帯当たりの年間総消費電力量は 20,340MJ(5,650kWh／年)【太陽光発電協会試算：

平成 22 年度】 

 

② 太陽光発電による利用可能量 

 太陽光発電による利用可能量は、神河町にある住宅・アパート、公営住宅、学校・庁

舎、健康福祉施設、社会教育施設及び事業所への屋根置き型太陽光パネル設置、また町内

の 2ha から 5ha の大規模な未利用地へのメガソーラー設置を想定して算出した。 

その結果、町全体の太陽光発電設備による利用可能量は 31,942×103MJ(1,570 世帯が使

用する電力に相当)となった。 

太陽エネルギーの賦存量＝「年平均日射量」×「神河町総面積」×365 日／年 

           ＝3.26(kWh／㎡)×202,270,000(㎡)×365(日／年) 

           ＝240×109kWh＝864,000×106MJ 

● 年平均日射量 3.26kWh／㎡ 

● 神河町総面積 202.27 ㎢(202,270,000 ㎡) 

(屋根置き型太陽光パネル設置） 

太陽エネルギーの利用可能量＝「発電容量 (kW)」×「年間設備稼働率(%)」 

              ×「発熱量原単位(MJ／kWh)」×「年間稼動時間」 

             ＝7,778(kW) ×10(%)×3.6(MJ／kWh)×8,760(時間) 

            ＝24,500×103MJ 

〈設定条件〉 

● 発電容量 7,778kW 「太陽光発電の発電容量と構成比」 

「対象施設の戸数及び箇所」×「設置システム容量(kW)」×「設置可能率(%)」 

● 年間設備稼働率 10% 

● 発熱量原単位  3.6MJ／kWh 

● 年間稼働時間 8,760 時間(24 時間×365 日) 
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● 住宅には、現在主流となっている 4kW 規模の太陽光パネルを想定する。 

● アパートに関しては、建物面積の統計値がないことから、住宅と同様な推計を行う。 

● その他の施設には大型の 30kW のパネル導入を想定する。 

● 住宅・アパートでの設置可能率は 10%とする。公営住宅には場所やエネルギー利用形態を

考慮する必要があるため 50%とする。公共施設については、率先的に導入する可能性が高

いことから 100%とする。事務所については、住宅・アパートの 2 倍とする。 

太陽光発電の発電容量と構成比 

 棟 or 箇所 設置ｼｽﾃﾑ 

容量(kW) 

設置可能率 

(%) 

発電容量 

(kW) 

構成比 

(%) 

住宅・アパート 3,756 4 10 1,502 19 

公営住宅 34 30 50 510 7 

学校・庁舎 18 30 100 540 7 

健康福祉施設  6 30 100 180 2 

社会教育施設 51 30 100 1,530 20 

全産業の事務所 586 30 20 3,516 45 

合計    7,778 100 

注：住宅・アパート箇所数…Web サイト人口統計ラボ参照 

(平成 22 年度の政府統計の国勢調査を基に作成されたもの) 

  公営住宅…神河町 HP 参照 

学校・庁舎…中学校 1 校、小学校 4 校、幼稚園 4 園、高校 1 校、庁舎 3 箇所、 

情報センター、大河内保健福祉センター、地域交流センター、保育園 2 園  

計 18 箇所 

健康福祉施設…医療機関 1 箇所、介護保健施設(特別養護老人ホームほか)5 箇所 

計 6 箇所 

社会教育施設…中央公民館、神崎公民館、アクティブセンター、町内体育施設 9 箇所、 

集落公民館 39 箇所  計 51 箇所  

※町内体育施設 9 箇所は、神河町 HP 参照 

  事業所…平成 24 年兵庫県経済センサス参照 

(未利用地メガソーラー設置） 

太陽エネルギーの利用可能量＝「未利用地発電容量(kW)」×「年間設備稼働率(%)」 

              ×「発熱量原単位(MJ／kWh)」×「年間稼動時間」 

             ＝2,360(kW)×10(%)×3.6(MJ／kWh)×8,760(時間) 

             ＝7,442×103MJ 

〈設定条件〉 

● 未利用地発電容量 2,360kW(未利用地 2 箇所の発電計画の合計出力) 

● 年間設備稼働率 10% 

● 発熱量原単位  3.6MJ／kWh 

● 年間稼働時間 8,760 時間(24 時間×365 日) 
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③ 太陽熱利用による利用可能量 

 太陽熱利用による利用可能量は、太陽光発電と同様に、本町の住宅・アパート、学校、公共施

設、事務所に対して、ソーラーシステムや温水器などの設備を設置する場合を想定して算出した。

利用施設は、太陽光発電による利用可能量と重複しており同施設への設置は不可能であるが、今

回は重複利用できるものと想定する。 

 その結果、神河町全体の太陽熱利用による利用可能量は 36,700×103MJ(1,804世帯が使用す

る電力に相当)となった。構成比をみると、太陽光発電と同様に住宅・アパート、公営住宅が大きな  

割合を占めている。 

太陽熱利用の利用可能量＝「集熱面積(㎡)×「年平均日射量(kWh／㎡)」 

             ×「エネルギー交換率(%)」×「発熱量原単位(MJ／kWh)」 

             ×365(日／年) 

=24,804(㎡)×3.26(kWh/㎡・日)×34.5(%)×3.6(MJ/kWh) 

×365(日/年) 

             ＝36,700×103MJ 

〈設定条件〉 

● 集熱面積 24,804 ㎡「太陽熱利用の集積面積と構成比」 

「対象施設の戸数及び箇所」×「集熱面積原単位(㎡)」×「設置可能率(%)」 

● 年平均日射量 3.26kWh／㎡ 

● エネルギー交換率 34.5% 「グリーンエネルギー推進プログラム」参照 

● 発熱量原単位 3.6MJ／kWh 

● 住宅・アパートでの設置可能率は、住民アンケートにおいて回答者の約 3 割が既に導入さ

れていることを考慮して、40%とする。 

● 他の施設の設置可能率は、太陽光発電の場合と同様とする。 

● 日射の太陽熱として利用できる場合(エネルギー交換率)は、「グリーンエネルギー推進プロ

グラム」で用いられた 34.5%とする。 

太陽熱利用の集熱面積と構成比 

 棟 or 箇所 集熱面積 

原単位(㎡) 

設置可能率 

(%) 

集熱面積 

(㎡) 

構成比 

(%) 

住宅・アパート 3,756 10 40 15,024 61 

公営住宅 34 10 50 170 1 

学校・庁舎 18 50 100 900 3 

健康福祉施設  6 50 100 300 1 

社会教育施設 51 50 100 2,550 10 

事業所 586 50 20 5,860 24 

合計    24,804 100 
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注：住宅・アパート箇所数…Web サイト人口統計ラボ参照 

(平成 22 年度の政府統計の国勢調査を基に作成されたもの) 

  公営住宅…神河町 HP 参照 

学校・庁舎…中学校 1 校、小学校 4 校、幼稚園 4 園、高校 1 校、庁舎 3 箇所、 

情報センター、大河内保健福祉センター、地域交流センター、保育園 2 園  

計 18 箇所 

健康福祉施設…医療機関 1 箇所、介護保健施設(特別養護老人ホームほか)5 箇所 

計 6 箇所 

社会教育施設…中央公民館、神崎公民館、アクティブセンター、町内体育施設 9 箇所、 

集落公民館 39 箇所  計 51 箇所 

※町内体育施設 9 箇所は、神河町 HP 参照 

  事業所…平成 24 年兵庫県経済センサス参照 
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イ 小水力エネルギー(小水力発電) 

① 賦存量 

  神河町の県河川である河川を、犬見川測水データの低水流量(1 年を通じて 275 日はこ

れより下らない流量)を基に、小田原川、犬見川、市川、猪篠川、越知川の 5 河川の流量を

計算する。なお、算出にあたり取水地点は、流量を考慮し河川の中間地点とし、発電地点

を各河川の合流地点を想定した。結果、賦存量は 81,219×10３MJ(3,993 世帯が使用する電

力に相当)となった。 

 

河川名称 小田原川 犬見川 市川 猪篠川 越知川 計 

He:有効落差(m) ※1 109 36 47 66 127  

A:面積(㎢)  ※2 21 27 152(※5) 15 32  

Q:流量(㎥/s) ※3 
0.017×21 

＝0.36 

0.017×27 

＝0.46 

0.017×152 

＝2.58 

0.017×15 

＝0.26 

0.017×32 

＝0.54 
 

P:出力(kW)※4 

9.8×109× 

0.36＝

384.6 

9.8×36× 

0.46＝

162.3 

9.8×47× 

2.58＝

1,188.3 

9.8×66× 

0.26＝

168.2 

9.8×127× 

0.54＝

672.1 

2,575.5 

※1 He:有効落差(m)：各河川の中間地点(取水地点)から下流地点(河川の合流地点：発電地点)まで

の標高差により算出。 

※2 A：面積(㎢)：各河川の中間地点から上流部の流域面積(管内図から図上計算) 

※3 Q：流量(㎥/s)：低水流量(㎥／s)÷100(㎢)×面積(A)＝0.017×面積 

低水流量 1.7 ㎥／s(流域面積 100 ㎢当たり) 

※4 P：出力(kW)：重力加速度(g)×有効落差(He)×流量(Q)×水車効率(ηWT) 

×発電効率(ηHG) 

         ＝9.8×落差×流量×0.88×0.93 

重力加速度 g＝9.8m／s２  水車効率ηWT＝0.88 発電効率ηHG＝0.93 

※5 市川の流域面積は、朝来市の流域も含まれている。 

  

小水力の賦存量＝「出力規模(kW)」×「年間運転時間」 

       ＝2,575.5(kW)×8,760(時間） 

       ＝22,561×103(kWh)＝81,219×103(MJ) 

〈設定条件〉 

● 年間運転時間：8,760 時間(24 時間×365 日) 
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② 利用可能量 

  水力発電の利用可能量は、賦存量に水車効率と発電効率、設備稼働率を考慮して算出

する。 

 その結果、利用可能量は年間 46,529×103MJ(2,287 世帯が使用する電力に相当)とな

る。 

小水力の利用可能量＝「賦存量」×「水車効率(ηWT)」×「発電効率(ηHG)」 

×「設備稼働率」 

         ＝81,219×103(MJ)×0.88×0.93×70(%) 

         ＝46,529×103MJ 

● 水車効率(ηWT)＝0.88 

● 発電効率(ηHG)＝0.93 

● 設備稼働率 70%(一般的に 60～80%) 

〈兵庫県の対策プロジェクト〉 

 兵庫県では、平成 25 年度に策定された「第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画」において、

「小水力発電の設置拡大」として、以下の取り組みを推進している。 

 (1）県の率先導入 

    農業用水・上水共同ダムにおける小水力発電の設計着手 

 (2）農村地域における導入推進 

    農業用水利施設等における小水力発電の導入計画等の支援 

    農業用水等を活用した小水力発電設置の促進 
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ウ 風力エネルギー(風力発電) 

① 賦存量 

 神河町における風力エネルギーは、NEDOの 500m メッシュの風況マップ(地上高 30m)のデ

ータをもとに算出した。結果、年間平均風速は 5.27m/s となり、この値から下式を用いて風力エネ

ルギー密度を求めた。 

出典：風力発電システム導入の手引き(新エネルギー財団) 

  

風力エネルギー密度(pd)＝1.9×(1/2)×ρ×𝑉3 

           ＝1.9×(1/2)×1.206×(5.27)3 

            ＝167.6W/㎡ 

ρ(kg/㎥) ：空気密度(近畿地方：1.206) 

V(m/s)  ：年間平均風速(地上高 30m の風速：5.27m/s) 

1.9    ：レーレ分布の 3 乗根係数 

風況メッシュ図 
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前述の風力エネルギー密度を用いて、風力エネルギーの賦存量を算出する。 

設定条件として、地上高 30mの風を利用するものと考えて、本町全域に 600kW級風車を設置

した場合を想定する。風車(ローター)の直径は 45mで、カットイン(発電開始)風速を 2.5m/s とす

る。 

 その結果、賦存量は 2,779×106MJ(136,600世帯が使用する電力に相当)となった。 

② 利用可能量 

 風力発電の全国の導入事例を見ると 1500kW 級風車が一番多く、次いで 600kW が多

い。しかし、風車設置数に対する導入事業者数の割合を見ると、比較的 300kW から

1000kW の導入実績が多くなっている。 

これらの事例を参考に、当町では 600kW の導入を想定し、年平均風速 5.5m／s 以上

(NEDO 風況マップ)を設置条件として算出した場合、372 台の設置が可能となる。 

このほか小型風力発電として、公共施設や事業所に、比較的設置が容易な 1kW を導入し

た場合の利用可能量について算出する。 

 その結果、大型風力発電所による利用可能量は、238×106MJ(11,700 世帯が使用する電

力に相当)、小型風力発電による利用可能量は、208×103MJ(10 世帯が使用する電力に相

当)となった。 

風力エネルギーの賦存量＝「風力エネルギー密度」×「風車受風面積」×「風車台数」 

            ×「総合効率」×「年間運転時間」 

           ＝167.6(W／㎡)×1,590(㎡)×996(台)×0.332×8,760(時間) 

           ＝771.9GWh＝2,779×106MJ 

〈設定条件〉 

● 風力エネルギー密度：167.6W／㎡ 

● 風車受風面積：(ロータ半径)2×3.14＝1,590 

ロータ半径＝45m÷2＝22.5m 

● 風車台数  ：対象面積(神河町総面積 202.27 ㎢)÷風車 1 台の占有面積 

         ＝202.27×0.203＝996 台 

風車 1 台の占有面積＝(2×(ロータ半径)×10)2＝0.203 ㎢／台 

● 総合効率  ：0.332(理論効率 0.593×風車効率 0.7×発電効率 0.8) 

● 年間運転時間：8,760 時間(24 時間×365 日) 
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風力エネルギーの利用可能量(大型風力発電）  

           =「風力エネルギー密度」×「風車受風面積」×「風車台数」 

                    ×「総合効率」×「年間設備稼働率」×「年間運転時間」 

           ＝167.6(W／㎡)×1,590(㎡)×372(台)×0.332×23(%)×8,760(時間) 

           ＝66GWh＝238×10６MJ 

〈設定条件〉 

● 風力エネルギー密度：167.6W／㎡ 

● 風車受風面積：1,590 ㎡((ロータ半径)2×3.14) 

ロータ半径＝45m÷2＝22.5m 

● 風車台数  ：372 台 

75.5 ㎢(年平均風速 5.5m／s)÷0.203 ㎢(風車占有面積) 

● 総合効率  ：0.332(理論効率 0.593×風車効率 0.7×発電効率 0.8) 

● 年間設備稼働率：23%(環境省「風力発電の賦存量および導入ポテンシャル」の風  

速 6m／s 参照) 

● 年間運転時間：8,760 時間(24 時間×365 日) 

風力エネルギーの利用可能量(小型風力発電) 

                    ＝「発電容量 (kW)」×「年間設備稼働率(%)」 

             ×「発熱量原単位(MJ／kWh)」×「年間運転時間」 

             ＝33.05(kW)×20(%)×3.6(MJ／kWh)×8,760(時間) 

             ＝208×103MJ 

〈設定条件〉 

● 発電容量 33.05kW 「風力光発電の発電容量と構成比」 

「対象施設の戸数及び箇所」×「設置システム容量(kW)」×「設置可能率(%)」 

● 年間設備稼働率 20% 

● 発熱量原単位  3.6MJ／kWh 

● 年間運転時間：8,760 時間(24 時間×365 日) 

          風力発電の発電容量と構成比 

 棟 or 箇所 設置ｼｽﾃﾑ 

容量(kW) 

設置可能率

(%) 

発電容量 

(kW) 

構成比 

(%) 

学校・庁舎 18 1 5 0.9 3 

健康福祉施設  6 1 5 0.3 1 

社会教育施設 51 1 5 2.55 8 

事業所 586 1 5 29.3 88 

合計    33.05 100 
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注：学校・庁舎…中学校 1 校、小学校 4 校、幼稚園 4 園、高校 1 校、庁舎 3 箇所、 

情報センター、大河内保健福祉センター、地域交流センター、保育園 2 園  

計 18 箇所 

健康福祉施設…医療機関 1 箇所、介護保健施設(特別養護老人ホームほか)5 箇所 

計 6 箇所 

社会教育施設…中央公民館、神崎公民館、アクティブセンター、町内体育施設 9 箇所、 

集落公民館 39 箇所  計 51 箇所 

※町内体育施設 9 箇所は、神河町 HP 参照 

事業所…平成 24 年兵庫県経済センサス参照 
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エ バイオマスエネルギー(バイオマス発電・熱利用) 

 バイオマス資源としては、神河町での利用が有望な林産資源および農産資源について推

計する。 

 なお、賦存量および利用可能量の算定については、「NEDO バイオマス賦存量・有効利

用可能量の推計 GIS データベース」、「平成 25 年兵庫県林業統計書」、「神河町バイオマス

タウン構想」(平成 22 年 3 月)を利用した。 

 

1) 林産資源 

① 賦存量 

 神河町の森林の年間成長量全量を燃焼利用すると想定し、得られる熱量を賦存量とし

た。 

 その結果、賦存量は 806,600×103MJ(39,655 世帯が使用する電力に相当)となった。 

※蓄積量は兵庫県農政環境部平成 23 年度「兵庫県林業統計書」(平成 25 年 2 月発行)  

による。 

 

② 利用可能量 

 林産資源の利用可能なバイオマス量は、「NEDO のバイオマス賦存量・有効利用可能量

の推計」で試算した。 

林地残材及び切捨て間伐材は、搬出に関わる経済性を考慮し、林道から集材できる林地

残材量とした。草本系(ササ・ススキ)は賦存量の全量、廃材木質系は、製材やチップ等に

利用されているものや再資源化量を除く量をバイオマス量とした。これらを燃焼してバイ

オマスエネルギーを得ることを想定し、熱利用する際の熱回収率は 50%、発電する際の発

電効率は各バイオマス発電の事例を参考に 15%とした。 

 その結果、林産資源エネルギー利用可能量は、発電利用の場合で 1,223×103MJ、熱利

用の場合で 4,077×103MJ となった。 

 

森林資源の賦存量＝「蓄積量(㎥)」×「成長率」×「焼却利用率」 

          ×「発熱量(kcal/㎥)」 

         =5,682×103(㎥)×0.022×100(%)×1,540×103( kcal/㎥) 

                 =192,506×106kcal=806,600×103MJ 

〈設定条件〉 

● 蓄積量   ：5,682×103㎥ 

● 成長率   ：0.022 

● 木材発熱量 ：1,540×103 kcal/㎥ 
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2) 農産資源 

① 賦存量 

 神河町における農業は、稲作が基幹産業となっている。そこで、農産資源のエネルギー

賦存量として、稲作からの副産物(稲藁、籾殻)、麦作からの副産物(麦藁)、その他果樹剪定

枝を焼却した場合の発生熱量を想定して算出した。 

 その結果、賦存量は 36,570×103MJ となった。 

 

 

 

林産資源の利用可能量＝「林地残材及びその他廃材(㎥)」×「木材発熱量(kcal/㎥)」 

(発電利用の場合)  ×「発電効率」 

          ＝1,264(t)×1,540×103(kcal/㎥)×15(%) 

          ＝292×106kcal＝1,223×103MJ 

(熱利用の場合)   ×「熱回収率」 

          ＝1,264(t)×1,540×103(kcal/㎥)×50(%) 

          ＝973×106kcal＝4,077×103MJ 

〈設定条件〉 

● 利用可能バイオマス量   ：1,264t 

※NEDO バイオマス賦存量・有効利用可能量の推計参照(林地残材 1,211 ㎥、製材所廃

材及び建築廃材 53 ㎥) 

● 焼却利用率        ：0.15 

● 木材発熱量        ：1,540×103kcal/㎥ 

● 発電効率         ：15%(発電利用の場合) 

● 熱回収率         ：50%(熱利用の場合) 

農産資源の賦存量＝「農産資源(t)」×「発熱量(kcal/t)」 

        ＝2,267(t)×3,850×103(kcal/t) 

        ＝8,728×106kcal ＝36,570×103MJ 

〈設定条件〉 

● 農産資源    ：2,267t 

※ 神河町バイオマスタウン構想参照 

(稲藁、麦藁 1,787t 籾殻 386t 果樹剪定枝 94t) 

● 発熱量     ：3,850×103kcal/t 



 

52 

 

② 利用可能量 

 農産資源のエネルギー利用可能量を次のとおり試算するに当たって、稲藁・麦藁は 21％

を飼料・敷料等利用、籾殻は 51%を炭化し土壌改良剤(くん炭)として利用されていること

から、稲藁、麦藁の利用可能量は 79%、籾殻の利用可能量は 49%とした。そのほか果樹剪

定枝は、100%が未利用であるため、100％を利用可能量とした。 

 また、林産資源と同様に、熱利用する際の熱回収率は 50%、発電する際の発電効率は

15%とした。 

 その結果、農産資源の利用可能量は、発電で 4,102×103MJ、熱利用の場合で 13,672×

103MJ となった。 

 

 

3) 食品・汚泥資源 

 各家庭や観光施設、飲食関連企業からの食品残さ、浄化槽から発生する集落排水汚泥な

ども貴重な資源である。これらについては、エネルギー利用としてではなく、たい肥等に

変換利用した有機栽培などが適当であり、今回の再生可能エネルギー基本計画から除外し

た。 

  

農産資源の賦存量＝「農産資源(t)」×「発熱量(kcal/t)」 

(発電利用の場合)  ×「発電効率」 

          ＝1,695(t)×3,850×103(kcal/t)×15(%) 

          ＝979×106kcal＝4,102×103MJ 

(熱利用の場合)   ×「熱回収率」 

          ＝1,695(t)×3,850×103(kcal/t)×50(%) 

          ＝3,263×106kcal＝13,672×103MJ 

〈設定条件〉 

● 農産資源  ：1,695t 

 (稲藁、麦藁 1,412t＝1,787t×79% 籾殻 189t＝386t×49% 果樹剪定枝 94t) 

● 発熱量   ：3,850×103kcal/t 

● 発電効率  ：15% 

● 熱回収率  ：50% 
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2．今後の活用可能性に関する考察 

 再生可能エネルギーのうち、前述の賦存状況を踏まえると、今後の活用可能性は以下の

ようになる。 

3．優先順位の整理 

   各再生可能エネルギー導入施策は、「2.今後の活用可能性に関する考察」を踏まえ、

以下のようなスケジュール・優先度により実施する。 

  

再生可能エネルギーの種類 活用可能性 理由 

太陽光発電 ○ 
設置場所の制約が少なく、町民からの要望も強い。 

実績も多く、安定して稼働し、維持管理も容易。 

太陽熱利用 ○ 
設置場所の制約が少なく、すでに 30%の町民に導

入実績がある。 

小水力発電 ○ 
急峻な山間部を縫って河川が流れているので、小水

力発電が期待できる。 

風力発電 ○ 

山岳高原等の標高の高い場所では比較的風速の強

い場所があり、期待できる。 

環境影響評価条例等に配慮が必要。 

バイオマス発電・ 

熱利用 

林産資源 ○ 
森林組合や民間の製材所から端材やオガコが発生

し、燃料にできる。 

畜産資源 × 
畜産農家がなく、バイオマス燃料の調達は困難であ

る。 

農産資源 × 
耕地面積が狭く、農産物が少ない。賦存量では林産

資源の 1%程度である。 

事業項目 

取り組み主体 実施時期 優先度 

町

民 

事

業

者 

町 

(

１
～
３
年) 

短
期 

(

３
～
５
年) 

中
期 

(

５
年
～) 

長
期 

短

期 

中
～
長
期 

①太陽光発電の導入 ◎ ◎ ◎      ◎ ○ 

②小水力発電の導入 ○ ◎ ◎    ◎ ○ 

③風力発電の導入 ○ ◎ ○    ○ ◎ 

④バイオマス発電等の導入 ○ ○ ◎    ○ ○ 

事業スケジュール案 


