
再生可能エネルギー
の導入に向けて

2018年度

●お問い合わせ先
富山県商工労働部商工企画課　新産業創出班
〒９３０－８５０１　富山市新総曲輪１－７
ＴＥＬ ０７６－４４４－9606　ＦＡＸ ０７６－４４４－４４０１
ＵＲＬ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1301

１　再生可能エネルギー　
産学官イノベーション推進事業
名　称 新商品・新事業創出枠　［環境 ･エネルギー分野］

概　要 再生可能エネルギー分野における新商品・新事業に関する研究開発を支援

対象事業者 県内企業と大学等高等教育機関又は公的試験研究機関の研究者で構成される研究グループ

委託金額 １件200万円以内

名　称 先端技術実用化支援枠

概　要 先端技術の実用化・商品化に向けて、困難な課題を解決するための研究開発を支援

対象事業者 県内企業と大学等高等教育機関又は公的試験研究機関の研究者で構成される研究グループ

委託金額 １件500万円以内

窓　口 （公財）富山県新世紀産業機構
TEL:076-444-5606　http://www.tonio.or.jp 

名　称 再生可能エネルギー利用促進資金

概　要 再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱）を利用した発電設備の導入に対す
る融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県商工労働部　経営支援課
TEL:076-444-3248　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00012293.html

名　称 新成長産業育成支援資金

概　要 再生可能エネルギー・資源有効活用に係る装置・部品等の製造事業または産学官連携により当該事業に
係る新技術・新製品の研究開発等に対する融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県商工労働部　経営支援課
TEL:076-444-3248　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00012293.html

２　環境施設整備
名　称 富山県中小企業環境施設整備資金融資制度

概　要 省エネルギー設備や新エネルギー利用施設の整備、低公害車の導入等に対する融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県生活環境文化部　環境政策課
TEL:076-444-3141　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00006264.html

富山県の再生可能エネルギー導入支援制度の概要富山県の再生可能エネルギー導入支援制度の概要

479144
スタンプ



　再生可能エネルギーとは、「エネルギー源とし
て永続的に利用することができると認められる
もの」で、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気
中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマス
(動植物に由来する有機物で、エネルギー源とし
て利用することができるもの(※１))のことをい
います。(※２)
　再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り
返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原
因となる二酸化炭素をほとんど排出しない優れ
たエネルギーです。
(※１)原油、石油ガス、可燃性天然ガス、石炭などの化石燃料
を除きます。

(※２)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
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など 　富山県は水と緑と大地の豊かな自然環境に恵まれ、住み良さの点でも高い評価を受けています。水資源や地熱
資源が豊富であるなど、地域の特性を活かしながら、環日本海地域の「環境・エネルギー先端県」の実現を目指し
ています。
　また、県では、民間レベルでの再生可能エネルギーの導入が促進されるよう、普及啓発や導入支援、技術開発に
積極的に取り組んでいます。

　エネルギーは、私達の生活
や経済活動を支える基盤であ
り、その大部分を海外に依存
する我が国にとって、エネル
ギーの安定供給を確保するこ
とは極めて重要です。
　今日、新興国の経済発展な
どを背景とした世界的なエネ
ルギー需要の増大や、東日本
大震災以降の多くの原子力発
電所の停止、温室効果ガス排
出量の増加による地球温暖化
問題(※)など、エネルギーを取
り巻く私達の環境は大変厳し
い状況にあります。
　このような中、2018年7月
に閣議決定された新たな「エ
ネルギー基本計画」では、太陽

光や水力、バオイマスなどの再生可能エネル
ギーについて、経済的に独立し脱炭素化した
主力電源化を目指すと明記し、総発電電力量
に占める再生可能エネルギーの導入比率につ
いては、2015年7月に決定した「長期エネル
ギー需給見通し」で示した､2030年度で
22％～24％程度という割合を確実に実現す
ることを目指すとしています。
　こうしたことから、安全性やコスト低減の観
点も踏まえながら、エネルギーを安定的かつ
適切に供給するため、資源枯渇のおそれが少
なく、環境への負荷が少ない再生可能エネル
ギーの導入を進めることがますます必要と
なっています。

(※)　我が国ではパリ協定(＊)を踏まえ、2016年５月に閣議決定された地球温暖化対策計画において、温室効果ガスの排出を、
2030年度には2013年度と比べて26.0％削減、2050年までに現在より80％削減する目標を掲げています。

＊パリ協定：全ての国と地域が参加する地球温暖化対策の国際的な枠組みで、2015年12月に採択され、2016年11月に
発効しました。世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均気温上昇を２度未満に抑え、さらに1.5度
未満にするよう努力するとしており、今世紀後半に世界全体で温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指して
います。
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■エネルギー政策の基本的視点（３Ｅ＋Ｓ）
　エネルギー政策の要諦は、安全性（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定
供給（Energy Security）を第一とし、経済効率性の向上（Economic Efficiency）による
低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に､環境への適合（Environment）を図る
ため、最大限の取組を行うことである。　　　　　　　　　　　　　　（出典：エネルギー基本計画）

出典：電気事業連合会
　　　　「電源別発電電力量構成比」
　　　　（2016年）

出典：長期エネルギー需給見通し
　　　　（2015年７月経済産業省）

2015年度 2030年度

2015年度、2030年度の電源構成

日本の一次エネルギー国内供給構成及び自給率の推移

県内の発電電力量構成比（2017年度）

(注1) IEAは原子力を国産エネルギーとしている。              
(注2) エネルギー自給率(％)＝国内産出/一次エネルギー供給×100。              
出典: IEA 「World Energy Balances 2017 Edition｣、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計（速報値）」を基に作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：経済産業省　エネルギー白書2018）

●熱水資源開発（地熱）の導入ポテンシャル
　（150℃以上の設備容量）

　　全国１位　　北海道 （260.9万kW）
　　　　　２位　　富山県 （  98.7万kW）
　　　　　３位　　岩手県 （  59.3万kW）

環境省　再生可能エネルギー導入ポテンシャル

　　　　　 調査(2010年度)

※水力発電を含めた再生可能エネルギー
　 の発電電力量（2017年度）

　　全国１位　富山県 （101.9億kWh）
　　　　　２位　岐阜県 （90.2億kWh）
　　　　　３位　福島県 （82.4億kWh）
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■水力など再生可能エネルギー　　■火力　　■原子力

出典：資源エネルギー庁

　　　　電力調査統計表　都道府県別発電実績（2017年度）

（総発電電力量）

（総発電電力量）

（総発電電力量）

（点線で囲まれた箇所）

出典：資源エネルギー庁

　　　　都道府県別包蔵水力（2017年3月31日現在）

岐阜県
富山県
長野県

富山県
岐阜県
長野県

年　度 1960 1970 1973 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

エネルギー自給率（％） 58.1 15.3 9.2 12.6 17.0 20.2 19.1 19.9 11.1 6.2 6.1 6.0 7.0 8.4

再生可能エネルギーって何だろう？再生可能エネルギーって何だろう？

富 山 県 の 取 組 み富 山 県 の 取 組 み

再生可能エネルギーへの期待！再生可能エネルギーへの期待！
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　富山県では、2014年４月に富山県再生可能エネルギービジョンを策定し、①再生可能エネルギーの導入促進
によるエネルギーの多様化、②エネルギーの効率的な活用の推進、③エネルギー関連技術の研究開発などグリー
ンイノベーションの加速化を施策の柱に、本県の地域特性を活かしながら､県民・事業者・行政が一体となって再
生可能エネルギー導入の取組みを推進しています。

～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～

●県では、昨今の国のエネルギー政策の動きなどを踏まえ、本県の地域特性を活かしたエネルギー資源の開発・
活用等を一層促進するため、2016年度、県内外の有識者からなる再生可能エネルギー等推進会議を設置し、
今後の取組み方針を整理しました。

●具体的には、①地熱資源量や包蔵水力がともに全国
２位といった本県の強みを活かし、地熱、小水力の重
点的な導入、②富山物質循環フレームワーク(※１)な
どを踏まえたバイオマスなどの導入促進、③水素社
会の実現に向けた水素インフラの整備や日本海側の
表層型メタンハイドレート(※２)の開発に向けた取組
みなどを進めていくこととしています。

水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト

太陽光エネルギー活用促進プロジェクト太陽光エネルギー活用促進プロジェクト太陽光エネルギー活用促進プロジェクト

北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト

バイオマスエネルギー活用促進プロジェクトバイオマスエネルギー活用促進プロジェクトバイオマスエネルギー活用促進プロジェクト

とやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクトとやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクトとやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクト

みんなで省エネアクション！プロジェクトみんなで省エネアクション！プロジェクトみんなで省エネアクション！プロジェクト

(※１)富山物質循環フレームワークとは、2016年５月、先進７カ国（Ｇ７）富山環境大臣会合において採択された、食品や化石燃料を含
むあらゆる資源の循環的な利用や使用量の削減を目指す枠組みのことです。

(※２)メタンハイドレートは、メタンと水が低温・高圧の状態で結晶化した物質で、「燃える氷」とも呼ばれます。日本周辺海域において相
当の量が存在していることが見込まれており、将来の天然ガス資源として期待されています。主に太平洋側に存在する「砂層型」
と、主に日本海側に存在する「表層型」の２種類があります。
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全国第２位の包蔵水力を活かした、
農業用水や中小河川等での小水力
発電所の整備を促進

農業用水を活用した
小水力発電所

小摺戸発電所（入善町）
出力370kＷ、県企業局

固定価格買取制度による発電 31か所

(出力1,000kＷ未満)の発電設備容量

合計8,544ｋＷ(2017年12月)

全国第１位

木質バイオマス発電所（射水市）
出力5,750kＷ、(株)グリーンエネルギー北陸

恵まれた住環境を活かした住宅用
太陽光発電や大規模太陽光発電
所（メガソーラー）の整備促進など
太陽光エネルギーを積極的に活用

地熱資源開発のポテンシャルが高いことから、
有望な地点における地熱発電所建設について
の調査検討などを進める

・住宅や事業所、学校や病院など
への太陽光発電の導入が進んで
いるほか、メガソーラーは32か
所(※)整備されています。　

神通川浄水場太陽光発電所(富山市)
出力1,000kＷ、県企業局※2018年４月末現在、

　 富山県商工企画課調べ

（うち県有地を活用した施設は５か所）
メガソーラー

（固定価格買取制度による設備容量）

目　標（2021年度）

地熱発電所（バイナリー式発電含む）の建設や地熱

資源等を活用した産業・地域振興モデルの事業化

現　状

地熱資源量(※)が全国第２位であることを活かし、県

企業局では、多くの地熱兆候が確認された立山温泉

地域において、地熱発電の導入に向けた調査に取り

組んでいます。

2015年度　地熱発電開発可能性調査

2016年度　電磁探査等の地表調査

2017年度　ヒートホール掘削調査、事前環境調査

2018年度　調査井上部掘削、事前環境調査

地熱資源の分布（150℃以上） ※150℃以上の熱水資源開発導入ポテンシャル

間伐材などの未
利用のバイオマス
を燃料として活用
することにより、
資源を再利用する
循環型社会の構
築や農山村の活
性化へつなげる

目　標（2021年度）

未利用間伐材を活用した木質バイオマス発電や熱

利用による森林林業再生・資源循環モデルの構築

現　状

・バイオマス発電所   　　　　　　６か所

　（うち木質バイオマス発電所　１か所）

・廃棄物発電所　　　　　　　　　  ６か所
　　　　　　　　　　　（富山県商工企画課調べ）

・次世代施設園芸拠点では、地域の廃棄物を

  エネルギーとして活用し、野菜や花を栽培

  しています。

富山の地域の特性を活かした再生可能
エネルギーの活用による地域主導の地
域づくりを推進することにより、「分散
型エネルギーシステム」の構築と観光・
産業振興等地域活性化へつなげる

目　標（2021年度）

富山の地域特性を活

かした分散型エネル

ギーシステムモデル

の確立

現　状（県内の取組み）

・でんき宇奈月プロジェクト（黒部市）

・富山市環境未来都市計画（富山市）

・南砺市エコビレッジ構想（南砺市）　　など

未利用間伐材を活用

生活の快適さや経済成長と両立
する持続可能な省エネルギー構
造への転換を図り、社会全体での
エネルギーの効率的な活用を積
極的に推進

（富山県環境政策課調べ）※とやま温暖化ストップ計画（平成27年３月改定）

●2002年度を基準としたエネルギー消費量の削減率

水素ステーション

と燃料電池自動車

福岡市中部水処理センター

水素ステーション

日本海側に存在する

表層型メタンハイドレート

出典：国立研究開発法人

　　　　　産業技術総合研究所

立山温泉地域

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

（2018年８月末）

小水力発電所
（出力1,000kＷ以下）

の整備箇所数

４５か所程度
以上

４４か所

（富山県商工企画課調べ）

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

(2017年12月末)

太陽光発電
の設備容量

2012年度比
３倍以上(累計)
2012年度(累計)

約42,000kＷ

2012年度比
約６．０倍(累計)

2017年12月末(累計)
255,765kＷ

富山県再生可能エネルギービジョンの概要富山県再生可能エネルギービジョンの概要

富山県再生可能エネルギー等推進会議富山県再生可能エネルギー等推進会議

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

(2015年度)

世帯当たりのエネルギー
　 消費量

１９％以上削減 １９．４％削減

事務所ビル等の延床面積
当たりのエネルギー消費量

９％以上削減 ２１．１％削減



　富山県では、2014年４月に富山県再生可能エネルギービジョンを策定し、①再生可能エネルギーの導入促進
によるエネルギーの多様化、②エネルギーの効率的な活用の推進、③エネルギー関連技術の研究開発などグリー
ンイノベーションの加速化を施策の柱に、本県の地域特性を活かしながら､県民・事業者・行政が一体となって再
生可能エネルギー導入の取組みを推進しています。

～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～～地域の特性を活かし、重点プロジェクトに取り組んでいます～

●県では、昨今の国のエネルギー政策の動きなどを踏まえ、本県の地域特性を活かしたエネルギー資源の開発・
活用等を一層促進するため、2016年度、県内外の有識者からなる再生可能エネルギー等推進会議を設置し、
今後の取組み方針を整理しました。

●具体的には、①地熱資源量や包蔵水力がともに全国
２位といった本県の強みを活かし、地熱、小水力の重
点的な導入、②富山物質循環フレームワーク(※１)な
どを踏まえたバイオマスなどの導入促進、③水素社
会の実現に向けた水素インフラの整備や日本海側の
表層型メタンハイドレート(※２)の開発に向けた取組
みなどを進めていくこととしています。

水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト水の王国とやま　小水力発電導入促進プロジェクト

太陽光エネルギー活用促進プロジェクト太陽光エネルギー活用促進プロジェクト太陽光エネルギー活用促進プロジェクト

北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト北アルプス地熱資源活用促進プロジェクト

バイオマスエネルギー活用促進プロジェクトバイオマスエネルギー活用促進プロジェクトバイオマスエネルギー活用促進プロジェクト

とやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクトとやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクトとやま分散型エネルギーシステム構築プロジェクト

みんなで省エネアクション！プロジェクトみんなで省エネアクション！プロジェクトみんなで省エネアクション！プロジェクト

(※１)富山物質循環フレームワークとは、2016年５月、先進７カ国（Ｇ７）富山環境大臣会合において採択された、食品や化石燃料を含
むあらゆる資源の循環的な利用や使用量の削減を目指す枠組みのことです。

(※２)メタンハイドレートは、メタンと水が低温・高圧の状態で結晶化した物質で、「燃える氷」とも呼ばれます。日本周辺海域において相
当の量が存在していることが見込まれており、将来の天然ガス資源として期待されています。主に太平洋側に存在する「砂層型」
と、主に日本海側に存在する「表層型」の２種類があります。
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全国第２位の包蔵水力を活かした、
農業用水や中小河川等での小水力
発電所の整備を促進

農業用水を活用した
小水力発電所

小摺戸発電所（入善町）
出力370kＷ、県企業局

固定価格買取制度による発電 31か所

(出力1,000kＷ未満)の発電設備容量

合計8,544ｋＷ(2017年12月)

全国第１位

木質バイオマス発電所（射水市）
出力5,750kＷ、(株)グリーンエネルギー北陸

恵まれた住環境を活かした住宅用
太陽光発電や大規模太陽光発電
所（メガソーラー）の整備促進など
太陽光エネルギーを積極的に活用

地熱資源開発のポテンシャルが高いことから、
有望な地点における地熱発電所建設について
の調査検討などを進める

・住宅や事業所、学校や病院など
への太陽光発電の導入が進んで
いるほか、メガソーラーは32か
所(※)整備されています。　

神通川浄水場太陽光発電所(富山市)
出力1,000kＷ、県企業局※2018年４月末現在、

　 富山県商工企画課調べ

（うち県有地を活用した施設は５か所）
メガソーラー

（固定価格買取制度による設備容量）

目　標（2021年度）

地熱発電所（バイナリー式発電含む）の建設や地熱

資源等を活用した産業・地域振興モデルの事業化

現　状

地熱資源量(※)が全国第２位であることを活かし、県

企業局では、多くの地熱兆候が確認された立山温泉

地域において、地熱発電の導入に向けた調査に取り

組んでいます。

2015年度　地熱発電開発可能性調査

2016年度　電磁探査等の地表調査

2017年度　ヒートホール掘削調査、事前環境調査

2018年度　調査井上部掘削、事前環境調査

地熱資源の分布（150℃以上） ※150℃以上の熱水資源開発導入ポテンシャル

間伐材などの未
利用のバイオマス
を燃料として活用
することにより、
資源を再利用する
循環型社会の構
築や農山村の活
性化へつなげる

目　標（2021年度）

未利用間伐材を活用した木質バイオマス発電や熱

利用による森林林業再生・資源循環モデルの構築

現　状

・バイオマス発電所   　　　　　　６か所

　（うち木質バイオマス発電所　１か所）

・廃棄物発電所　　　　　　　　　  ６か所
　　　　　　　　　　　（富山県商工企画課調べ）

・次世代施設園芸拠点では、地域の廃棄物を

  エネルギーとして活用し、野菜や花を栽培

  しています。

富山の地域の特性を活かした再生可能
エネルギーの活用による地域主導の地
域づくりを推進することにより、「分散
型エネルギーシステム」の構築と観光・
産業振興等地域活性化へつなげる

目　標（2021年度）

富山の地域特性を活

かした分散型エネル

ギーシステムモデル

の確立

現　状（県内の取組み）

・でんき宇奈月プロジェクト（黒部市）

・富山市環境未来都市計画（富山市）

・南砺市エコビレッジ構想（南砺市）　　など

未利用間伐材を活用

生活の快適さや経済成長と両立
する持続可能な省エネルギー構
造への転換を図り、社会全体での
エネルギーの効率的な活用を積
極的に推進

（富山県環境政策課調べ）※とやま温暖化ストップ計画（平成27年３月改定）

●2002年度を基準としたエネルギー消費量の削減率

水素ステーション

と燃料電池自動車

福岡市中部水処理センター

水素ステーション

日本海側に存在する

表層型メタンハイドレート

出典：国立研究開発法人

　　　　　産業技術総合研究所

立山温泉地域

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

（2018年８月末）

小水力発電所
（出力1,000kＷ以下）

の整備箇所数

４５か所程度
以上

４４か所

（富山県商工企画課調べ）

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

(2017年12月末)

太陽光発電
の設備容量

2012年度比
３倍以上(累計)
2012年度(累計)

約42,000kＷ

2012年度比
約６．０倍(累計)

2017年12月末(累計)
255,765kＷ

富山県再生可能エネルギービジョンの概要富山県再生可能エネルギービジョンの概要

富山県再生可能エネルギー等推進会議富山県再生可能エネルギー等推進会議

項　目
目　標

（2021年度）
現　状

(2015年度)

世帯当たりのエネルギー
　 消費量

１９％以上削減 １９．４％削減

事務所ビル等の延床面積
当たりのエネルギー消費量

９％以上削減 ２１．１％削減



地中熱ヒートポンプシステム（地中の熱や地下水を利用）
出典：環境省

　2017年12月に策定された国の「水素基本戦略」においては、水素は、炭素分を含まず二酸化炭素を排出しな
いという環境特性や、エネルギーキャリアとして再生可能エネルギー等を貯め、運び、利用することができる特性
を有していることから、エネルギー資源の乏しい我が国にとって、エネルギー安全保障と地球温暖化対策の切り札
となりうるとされています。
　こうしたことを踏まえ、県では、
2018年3月に「とやま水素エネ
ルギービジョン」を策定し、本県の
地域特性やポテンシャルを活かし
た水素エネルギー利活用の取組
みにより、地球温暖化対策に貢献
すること、水素関連産業の振興が
促進することなどを通じて、県民
生活の質の向上を目指すこととし
ています。
　今後は、国、県、市町村、県内企
業、大学等研究機関、県民の皆さ
んと連携し、水素社会の実現に向
けた取組みを進めていきます。

　「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で
一定期間買い取る国の制度で、再生可能エネルギーの導入促進を図るため、平成24年７月から始まっています。
電力会社が買い取る費用の一部は、家庭や事業所など電気の使用者から賦課金として集められ、今はまだコスト
の高い再生可能エネルギーの導入を支えています。

固定価格買取制度や国の支援制度等に関するホームページ
●「なっとく！再生可能エネルギー」（経済産業省資源エネルギー庁）
　URL　http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
　　【固定価格買取制度に関するお問合せ窓口】（受付時間 平日 午前９時～午後６時(年末年始を除く)）
　　　ＴＥＬ ０５７０-０５７-３３３　PHS/IP電話からは０４２-５２４-４２６１
●「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」(経済産業省資源エネルギー庁)　 
　URL　https://renewable-energy-concierge.go.jp/static/gojp/pdf/guidebook.pdf
●2018年度経済産業省関連予算等の概要、PR資料
　URL　http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/index.html

再生可能エネルギー等の公共施設などへの導入事例再生可能エネルギー等の公共施設などへの導入事例 とやま水素エネルギービジョンとやま水素エネルギービジョン

再生可能エネルギー固定価格買取制度再生可能エネルギー固定価格買取制度

富山新港太陽光発電所

　太陽光発電は、シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を
利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換
する発電方法です。災害時などには、貴重な非常用電源として使うことができ
ます｡
●富山西警察署(富山市)　●県民公園太閤山ランド(射水市)
●富山県立中央病院(富山市)　●富山新港太陽光発電所(射水市)など

太陽光発電

稲葉山風力発電所

　風力発電は、風の力でブレード（風車の羽根）を回し、その回転運動を発電
機に伝えて電気を起こす発電方法です。風さえあれば夜間でも発電できま
す。大型風力発電の場合、年間を通じて強い風力（一般的には、地上高30ｍ
で年平均風速６ｍ/秒以上）が必要とされています。
●入善浄化センター風力発電所(入善町)
●稲葉山風力発電所(小矢部市)　など

風力発電

早月川沿岸第一発電所
（農業用水を活用した小水力発電所）

　水力発電は、高所から流れ落ちる河川などの水を利用して落差を作り、水
車を回して発電する方法です。
　富山県は、豊富な水資源に恵まれ、勾配の急な地形を有しており、水力発
電電力量は全国の約１割を占めています。また、農業用水などを活用した小
水力発電が盛んです。
＜小水力発電所＞
●二上浄化センター小水力発電施設(高岡市)
●中野放水路発電所(砺波市)　●早月川沿岸第一発電所(滑川市)
●黒瀬川発電所(黒部市)　●角川ダム管理用水力発電所(魚津市)
●小瀬谷小水力発電所(南砺市)　●常東合口幹線発電所(立山町)など

水力発電

高岡広域圏エコ・クリーンセンター

　バイオマス(生物起源)エネルギーとは、化石資源を除く、動植物に由来す
る有機物で、エネルギー源として利用可能なものを指します。製材廃材や農
作物残さなどの燃焼によって得られる電力・熱を利用するものや、食品廃棄
物や家畜排せつ物を発酵させて得られるメタンガスの燃焼により発電するも
のなどがあります。
●高岡広域圏エコ・クリーンセンター(氷見市)
●クリーンピア射水(射水市)　●食品リサイクル工場(富山市)など

バイオマスエネルギー（※１）

富山県美術館
（地中熱を活用〔地下水利用空調方式〕）

　海水・河川水・地下水・下水等は、
一年を通じてあまり温度が変わら
ず、夏は大気よりも冷たく、冬は大
気よりも暖かい性質があります。こ
れらと外気との温度差を利用したも
のが温度差エネルギーです。ヒート
ポンプ(※２)及び熱交換器を用いて
冷水や温水をつくり、冷暖房や給湯
などに利用することができます。
●海竜スポーツランド(射水市)　●ありそドーム(魚津市)
●立山町立かがやき保育園(立山町)　●富山県美術館(富山市) など

温度差エネルギー
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(※１)植物由来のバイオマスは、その生育過程で大気中の二酸化炭素を吸収しながら成長するため、これらを燃焼させたとしても追加
的な二酸化炭素は排出されないことから、「カーボンニュートラル」なエネルギーとされています。

(※２)ヒートポンプは、投入するエネルギー量より活用するエネルギー量が数倍も得られる技術です。温度差エネルギーを用いた場合、
空気熱源ヒートポンプで同じ温度の熱を作り出すよりも少ない電力で済むことから、省エネ性や経済性に優れます。また、化石燃
料の使用量が減るため、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素排出量の削減に寄与します。

＜固定価格買取制度の概要＞ （資源エネルギー庁の資料を基に作成）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年　1kWh当たり2.90円
（標準家庭で年額9,048円）

本県の特性と施策の方向性

富山県の特性

水素についての低い認知度

環境負荷の低減効果への期待

水素製造拠点の存在

交通インフラ・地理的優位性

高度産業・技術の基盤

都市ガス網・パイプライン

施策 1

施策 2

施策 3

県民意識の醸成

水素関連産業の活性化

水素ステーションなどの
　　　　　　　　インフラ整備の促進

県民・事業者理解の促進

水素ステーションの整備促進

水素に関する新事業創出のための環境づくり

水素サプライチェーンの構築

研究開発に関する取組支援

FCV等モビリティの普及・導入促進

環境負荷低減に向けた理解の促進



地中熱ヒートポンプシステム（地中の熱や地下水を利用）
出典：環境省

　2017年12月に策定された国の「水素基本戦略」においては、水素は、炭素分を含まず二酸化炭素を排出しな
いという環境特性や、エネルギーキャリアとして再生可能エネルギー等を貯め、運び、利用することができる特性
を有していることから、エネルギー資源の乏しい我が国にとって、エネルギー安全保障と地球温暖化対策の切り札
となりうるとされています。
　こうしたことを踏まえ、県では、
2018年3月に「とやま水素エネ
ルギービジョン」を策定し、本県の
地域特性やポテンシャルを活かし
た水素エネルギー利活用の取組
みにより、地球温暖化対策に貢献
すること、水素関連産業の振興が
促進することなどを通じて、県民
生活の質の向上を目指すこととし
ています。
　今後は、国、県、市町村、県内企
業、大学等研究機関、県民の皆さ
んと連携し、水素社会の実現に向
けた取組みを進めていきます。

　「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で
一定期間買い取る国の制度で、再生可能エネルギーの導入促進を図るため、平成24年７月から始まっています。
電力会社が買い取る費用の一部は、家庭や事業所など電気の使用者から賦課金として集められ、今はまだコスト
の高い再生可能エネルギーの導入を支えています。

固定価格買取制度や国の支援制度等に関するホームページ
●「なっとく！再生可能エネルギー」（経済産業省資源エネルギー庁）
　URL　http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
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再生可能エネルギー
の導入に向けて

2018年度

●お問い合わせ先
富山県商工労働部商工企画課　新産業創出班
〒９３０－８５０１　富山市新総曲輪１－７
ＴＥＬ ０７６－４４４－9606　ＦＡＸ ０７６－４４４－４４０１
ＵＲＬ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1301

１　再生可能エネルギー　
産学官イノベーション推進事業
名　称 新商品・新事業創出枠　［環境 ･エネルギー分野］

概　要 再生可能エネルギー分野における新商品・新事業に関する研究開発を支援

対象事業者 県内企業と大学等高等教育機関又は公的試験研究機関の研究者で構成される研究グループ

委託金額 １件200万円以内

名　称 先端技術実用化支援枠

概　要 先端技術の実用化・商品化に向けて、困難な課題を解決するための研究開発を支援

対象事業者 県内企業と大学等高等教育機関又は公的試験研究機関の研究者で構成される研究グループ

委託金額 １件500万円以内

窓　口 （公財）富山県新世紀産業機構
TEL:076-444-5606　http://www.tonio.or.jp 

名　称 再生可能エネルギー利用促進資金

概　要 再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小水力、バイオマス、地熱）を利用した発電設備の導入に対す
る融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県商工労働部　経営支援課
TEL:076-444-3248　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00012293.html

名　称 新成長産業育成支援資金

概　要 再生可能エネルギー・資源有効活用に係る装置・部品等の製造事業または産学官連携により当該事業に
係る新技術・新製品の研究開発等に対する融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県商工労働部　経営支援課
TEL:076-444-3248　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00012293.html

２　環境施設整備
名　称 富山県中小企業環境施設整備資金融資制度

概　要 省エネルギー設備や新エネルギー利用施設の整備、低公害車の導入等に対する融資

対象者 県内中小企業者

窓　口 富山県生活環境文化部　環境政策課
TEL:076-444-3141　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00006264.html

富山県の再生可能エネルギー導入支援制度の概要富山県の再生可能エネルギー導入支援制度の概要


