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1 全体構想
次世代エネルギー・社会システム実証地域としての位置づけ
（1）

糸満市における「海洋資源を活用した自立型地域エネルギー供給システム」の位置付け

わが国では「新・国家エネルギー戦略」に示されているようにエネルギーの安定確保すなわちエネルギー安全保障が重要
な課題になっている。このため、風力、太陽光などの地域に偏在する再生可能エネルギーの利活用が大きな注目を集めてい
る。また、わが国では「京都議定書」に定められているように環境問題への取り組み、とりわけ地球温暖化防止のための炭
酸ガス（CO2）の削減が喫緊の課題になっている。さらに、活性化による経済の振興、雇用の確保等を通じた持続的な地域経
済の発展が期待されている。
エネルギー、環境、持続的な経済発展という 3 つの課題を三位一体で解決する次世代エネルギー・社会システムとして、
糸満市では「海洋資源を活用した自立型地域エネルギー供給システム（以下、「本システム」とする）」の整備を目指して
いる。本システムの実証地域とした沖縄県南部地域の自治体は、風力、太陽光などの導入に積極的であり、再生可能エネル
ギーが多く賦存している。これらエネルギーを活用するためには、分散性、偏在性、不安定性やコストが割高等の問題を解
決するスマートグリッド方式の採用が有効である。
一方、島国であるわが国では海洋政策の新たな制度的枠組みを構築するために平成 19 年に海洋基本法を施行し、同法を
踏まえた海洋基本計画の策定により豊かな海洋資源などの持続可能な利用を政策目標に掲げている。糸満市の周辺海域にお
ける海洋資源を利用して、その低温性を温度差エネルギーとしてわが国で初めて本格的に活用する分散型電源を整備するこ
とで、一層安定したエネルギーマネジメントが可能となる。
このように再生可能エネルギーと海洋資源を効果的に組み合わせた海洋資源活用型の本システムは、環境に配慮した上で
エネルギーの地産地消を図るだけでなく、海洋深層水を活用した新規産業の創出等、地域経済への波及効果も期待される。
全国各地の海洋資源が活用可能な地域における次世代エネルギー・社会システムの先進事例として、本システムを実証する
ことは大きな意義があるものと考える。
（2）

糸満市の現況

糸満市は、面積 46.63 ㎢、人口約 6 万人、沖縄本島の最南端に位置し
海洋資源に恵まれた地域である。
主力産業としては地域ブランドの一つとしてカマボコに力を入れてお
り、農業では生産量の多いサトウキビの他、パッションフルーツ、アセ
ロラなど熱帯果樹への取り組みも強化されている。環境に優しい循環型
社会を形成する企業が多いのが一つの特徴であると言われている。今後
はデータセンターなどの情報通信関連産業の集積が期待され、地震被害
の尐なさ、那覇空港からのアクセスの良さに加え、通信コストの支援、
情報通信産業振興地域の税制優遇措置、人材育成といった面でも優れた
立地といえる。
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[糸満市の位置]

また、糸満市では、平成 8 年度に策定した「糸満市新エネルギービジョン」に基づき、次世代エネルギー・社会システム
の構築に向けて意欲的に取り組んできた実績がある。
例えば、観光農園における大型風力発電機 3 基によるウインドファーム、大規模太陽光発電システムの市庁舎への導入な
ど、新エネルギー導入に積極的に取り組んできた。
更に、平成 19、20 年度に糸満市は、「海洋資源を活用した自立型地域エネルギー供給システムに関する調査研究（以下、
「調査研究」とする）」において、関連専門家、沖縄県などの地元関係者で構成する技術委員会（委員長：酒匂敏次東海大
学名誉教授）の一員として参加した実績がある（なお、本委員会を支える形で海洋開発フォーラム参加企業と㈶エンジニア
リング振興協会が事務局として支援）。
平成 21 年度に経済産業省の認定を受けた糸満市次世代エネルギーパーク計画を策定し推進していくにあたっては、市の
総合計画に基づき、次のポイントを考慮した計画とし、「地域の伝統文化・自然環境へ配慮したまちづくり」
、
「資源循環型
社会の構築に寄与するまちづくり」の理念の下推進していくものとする。
・ ランニングコストを見越した計画とする。
・ 実用的で地域普及が可能な計画とする。
・ 新エネルギーの施設整備を新技術だけでなく伝統的技術も加えてのシステム的対応とし、資源の有効利用による循環
型社会の形成を目指す。
・ 新規整備の公共施設では上記コンセプトに基づく整備を積極的に検討する。
・ 展示は展示のための展示館の整備ではなく、現実的に運用可能な施設の展示公開を原則とする。
このように、糸満市では、新エネルギービジョンなどに基づき、新たな次世代エネルギー・社会システムの実現を目指し
た地域環境整備を推進している。
[平成 21 年度に経済産業省から認定された糸満市次世代エネルギーパーク計画概要]
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（3）

「海洋資源を活用した自立型地域エネルギー供給システム」の概要

本システムを実現するにあたり、地元大規模ネットワーク側と連携し、海洋深層水を活用した新たなエネルギーマネジメ
ントシステムを確立する。
具体的には、スマートグリッドで分散型エネルギーを供給する「地域エネルギー供給センター」
、海洋深層水を供給する
「アクア事業センター」の 2 事業が本システムの核となり、糸満市のエネルギーパークの実現、データセンターの誘致、県
水産海洋研究センターの移転、地元企業などによる海洋深層水の活用などが相互連携しながら事業推進することを目指す。
なお、地域に賦存する再生可能エネルギーのうち、市庁舎の太陽光発電及び観光農園の風力発電に関しては地元大規模ネ
ットワーク側と既に連携している。この実績を踏まえ、今後のシステム構築においても地元大規模ネットワーク側と連携系
統で進めることを前提とする方針としている。
[「海洋資源を活用した自立型地域エネルギー供給システム」による次世代エネルギー・社会システム実証地域イメージ]

[本システムの事業形態イメージ]
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① エネルギーマネジメントシステムの確立
本システムのエネルギー需要をコントロールするために、地域エネルギーマネジメントシステム（ＣＥＭＳ）を情報通信
システム事業者の協力を得て、構築、実証する。ＣＥＭＳは、エネルギーシステム監視制御装置と、エネルギー貯蔵システ
ム、エネルギーの需給バランスを確保するコージェネシステム（燃料電池）、需要家の計量／双方向情報連携を行う需要家
ゲートウェイより構成される。
ＣＥＭＳの機能は以下の通り。
・エネルギー貯蔵システムの充放電や、燃料電池の発電制御により、地域のエネルギーリソース（海洋深層水の冷熱、天
然ガス、再生可能エネルギー）と、需要家やＥＶ充電スタンドなどの負荷との同時同量制御をおこなう。
・大規模電力系統と１点で連系（スマートグリッド連系）し、エネルギー貯蔵システムのＰＣＳより電力／無効電力制御
を行うことにより、大規模系統の電圧／周波数の安定化に貢献する。
・気象情報やエネルギー計測データにより、発電／需要予測をおこない、安定かつＣＯ２排出最小となる最適なエネルギ
ーシステム運用計画を立案する。
・計測したエネルギー需給データに基づき、需要家ゲートウェイを介してデマンドレスポンス情報を提供し、需給一体の
エネルギー利用効率化を啓発する。
・バーチャルパワープラント／天然ガス系統／熱供給配管などの監視制御を行い、エネルギー供給グリッドの運用、保守
管理を行う（グリッド制御機能）。
[地域エネルギーマネジメントシステム（ＣＥＭＳ）のイメージ図]

② 地域エネルギー供給センターの整備概要
地域エネルギー供給センターでは、糸満市に賦存する再生可能エネルギー、天然ガス・海洋深層水を利用するガスタービ
ン発電などを大規模電力系統に接続、ＣＥＭＳを構築し、エネルギーを供給する。
エネルギー需要先としては、市の既存施設や小中学校などの主要な公共施設に加え、マリノベーション構想に基づき整備
済みあるいは数年内に整備される施設、今後の構想などで検討されている施設（県水産海洋研究センター、温泉施設、海洋
深層水誘致施設など）
、立地が期待されるデータセンターなどが想定され、推定所有電力は 11,190ｋW となる。一方、供給側
設備規模を先の研究調査で検討した結果、既設の太陽光発電 240ｋW・風力発電 1,800ｋW の他に、海洋深層水冷却ガスター
ビンの出力を 10MW、主に風力発電や太陽光発電の短時間での出力変動を吸収する蓄電池の出力を 600ｋW と設定する。
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[想定電気需要及び発電量]
想定電力需要
単位：ｋW
項 目
用 途
所要電力
小中学校 小学校１２校、中学６校
1,500
美化センター
1,150
公共施設
その他
2,850
ホテル客室400室
500
整備中
ITオフィス棟 47,750m2
2,800
施設
コテージ 23棟
70
コンドミニアム棟 250戸
750
水産海洋研究センター
400
温泉施設
100
構想中
海洋深層水誘致施設
150
施設
次世代エネルギーパーク
100
交通基盤（広域ネットワーク）の整備
100
データセンター
720
合 計
11,190

想定発電量
単位：ｋW
発電設備
定格出力 実効出力
太陽光発電
240
70
風力発電
1,800
270
ごみ発電
消化ガス発電
かん水温度差発電
海洋深層水冷却ガスタービン
10,000
蓄電池
600
合 計
10,940

③ アクア事業センターの整備概要
アクア事業センターでは、取水深度 600ｍ、取水温度 10.0℃、取水量 8,000t/日の海洋深層水を取水する施設整備を行い、
地域エネルギー供給センターや県水産海洋研究センター、データセンター、海洋深層水を活用する地元企業などへそれぞれ
が求める水温に調整した上で分水・売却などを行う。
海洋深層水需要先は、地域エネルギー供給センターでのガスタービン用冷却水や、糸満市喜屋武岬への移転が正式決定し
た県水産海洋研究センターの飼育水、誘致を目指すデータセンター、農業・水産業・製造業・観光業といった地元企業など
であり、これらによる海洋深層水の利用ニーズから 8,000t/日程度と設定する。
[需要調査を踏まえた海洋深層水利用のイメージ]
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（4）

システムの国内外への波及

地域自治体と民間企業が連携し、沖縄県、国の適切な指導を受ける条件が整備できれば、海洋資源を活用した本システム
は海に面した日本各地における発展モデルとして適用可能なものと考える。
また、国内に留まらず、例えば、米国のオバマ大統領が唱道する「グリーン・ニューディール政策」の下で進められつつ
あるハワイ諸島や太平洋島嶼部などへも活用が可能と考える。ハワイでは、ハワイ州政府、ハワイ大学、ハワイ電力などの
産業界が三位一体になって、ハワイ島嶼のエネルギー確保、環境問題への対応、島民の生活水準の維持を旗印に数々の海洋
及び再生可能エネルギー関連プロジェクトが進捗している。
これら世界の他地域と連携・協力を図り、国内のみならず世界に向けた国際標準に展開する新たな次世代エネルギー・社
会システムの実証を目指す。
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２－１ 大幅な省エネルギー、CO2 削減目標
糸満市では、新エネルギービジョンに基づく太陽光発電・風力発電の導入などによって、地球温暖化を促す温室効果ガス
の削減に寄与してきた。今回、環境省の「低炭素地域づくり面的対策推進事業モデル地域」に同時応募することを予定して
いる。採択された場合には、未利用エネルギー又は再生可能エネルギーを活用する事業、エネルギーの効率的な利用を推進
する事業などについて、二酸化炭素削減量のシミュレーションを実施する。このシミュレーション結果を踏まえ、削減目標
をより具体化した上で地域計画を策定、地球温暖化対策推進法に基づく「地方公共団体実行計画」に盛り込むことを目指し
ている。
本システムを構築する具体的な取組みとして以下の 4 方針を掲げる。
① 再生可能エネルギーと海洋深層水によるスマートグリッドの導入
② 海洋深層水取水・供給施設の整備ならびに活用
③ 誘致するデータセンターのスマート化によるグリーン IT の推進
④ 次世代エネルギーパーク計画の策定・推進
また、今後実施していくことで下記のような具体的な CO2 削減などを図るものとする。
・ ＣＥＭＳのエネルギー最適運用による省エネルギー（CO2 削減）効果
・ スマートグリッドのガスタービン発電における海洋深層水を利用した吸気冷却による出力増加効果
・ 糸満環境美化センターの排熱利用による省エネルギー効果
・ データセンターにおける海洋深層水を利用した冷房による省エネルギー効果
・ 地域エネルギー供給センターのガスタービン排熱を利用して海洋深層水を加熱することによる省エネルギー効果
具体的な取組み方針

削減の程度及びその見込みの根拠

＜再生可能エネルギーと海洋深層水によるスマートグリッドの ・ＣＥＭＳのエネルギー最適運用による省エネルギー
導入＞

（CO2 削減）効果は 3～6％（実績）

実証地域に賦存する再生可能エネルギーと、海洋深層水を効果的 ・海洋深層水によるガスタービン吸気冷却の効果
に組み合わせたスマートグリッドを構築する

発電出力 10MW の場合

事業総額は 27.5 億円と想定

CO2 削減量：479t-CO2/年
根拠：吸気冷却により発電効率 0.6 ポイント向上
（添付資料②「調査研究」報告書 54 ページ表 4-3（1）
などを参照）
・糸満環境美化センターの排熱利用による省エネルギー
効果
CO2 削減量：7,181ｔ-CO2/年
根拠：排熱が 100％利用されたときの灯油使用量の削減
分
（添付資料③「糸満環境美化センターの排熱利用による
省エネルギー効果」を参照）
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＜海洋深層水取水・供給施設の整備ならびに活用＞

・ガスタービン排熱による水産養殖用水の加温

省エネルギーや新規産業の創出等に寄与する海洋深層水の取水 (ｱ)県水産海洋研究センターで 3,000m3/日、年間稼働率
及び供給施設を整備し、活力ある低炭素地域づくりのために活用 50％の場合
を図る

(ｲ)民間水産養殖で 3,300m3/日、年間稼働率 50％の場合

事業総額は 20.4 億円と想定

CO2 削減量：(ｱ)855ｔ-CO2/年、(ｲ)940ｔ-CO2/年
根拠：加熱温度５℃としたときの灯油使用量の削減分
（添付資料②「調査研究」報告書 59 ページ表 4-7 などを
参照）

＜誘致するデータセンターのスマート化によるグリーン IT の推 ・データセンターへの海洋深層水冷房の適用
進＞

サーバー室床面積（冷房対象面積）＝3,000m2 の場合

誘致を目指すデータセンターにおいて海洋資源を利用した空調 CO2 削減量：2,293t-CO2/年
システムによりグリーン IT の推進を図る

根拠：海洋深層水の直接冷房による冷房エネルギーの大

事業総額は 54.8 億円と想定

幅削減、空気熱源ヒートポンプによる冷房と比較して
1/10 以下
（添付資料②「調査研究」報告書 58 ページ表 4-6 などを
参照）

＜次世代エネルギーパーク計画の策定・推進＞
平成21年度に認定を受けた「糸満市次世代エネルギーパーク」を
もとに、昨今の事情、変化していく地域のニーズを考慮し、現実
に応じた次世代エネルギーパーク計画を策定し推進する
フォローアップの方法
先の調査研究における技術委員会を核として、システムメーカー、エネルギー関連企業、データセンター事業者、電気自
動車関連メーカー、海洋深層水を活用する地元企業など、関係機関・団体に参加者を拡充する外部機関「次世代エネルギー・
社会システム実証技術委員会（仮称）
」を立ち上げ、事業の検証やフォローアップの実施を目指す。
なお、各取組み方針における具体的なフォローアップの方法は以下のとおりと考える。
＜再生可能エネルギーと海洋深層水によるスマートグリッドの導入＞
･･･ガスタービン発電の発電効率を評価
＜海洋深層水取水・供給施設の整備ならびに活用＞
･･･ガスタービン排熱による水産養殖用水の加温に要したエネルギー量を計測
＜誘致するデータセンターのスマート化によるグリーン IT の推進＞
･･･空気熱源ヒートポンプによる冷房に要するエネルギーと比較
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２－２ 再生可能エネルギーと海洋深層水によるスマートグリッドの導入
取組方針
実証地域に賦存する再生可能エネルギーと、海洋深層水を効果的に組み合わせたスマートグリッドを構築する。
具体的には、糸満市に賦存する太陽光、風力などの再生可能エネルギーや天然ガス・海洋深層水を利用する分散型電源で
あるガスタービン発電と、糸満市内の既存公共施設や整備・構想中施設を、送配電網で接続しエネルギーを面的に供給する。
長期的には糸満市土地開発公社の開発による潮崎タウンの住宅への太陽光発電、又はスマートメーター等の導入を積極的に
推奨し、スマートグリッド化の推進を、市民参加を含めて糸満市全体での本システムの事業展開を試みる。
事業総額：27.5 億円
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業規模 主体

時期

省エネ・CO2 削減の見込み・フォローアップ
の方法

(a)整備推進体制の構築

0.1 億円

スマートグリッド整備を推進するために、関係自治体、地

地球温暖化 H22
地域協議会 ～

元大規模ネットワーク側、新エネルギー関連の民間企業な
どによる地球温暖化地域協議会を本年中を目途に設立する
など、整備推進体制構築を目指す
(b)事業化のための基本計画・実施計画の策定

0.2 億円

開発方針などをまとめた基本計画、より具体的な事業内容

地球温暖化 H22
地域協議会 ～

を盛り込んだ実施計画を段階的に策定、着実な事業推進を

H23

図る
(c)エネルギー供給関連インフラ整備

4.3 億円

民間事業者 H23

ＣＥＭＳのエネルギー最適

ＣＥＭＳなど、スマートグリッドによるエネルギー供給に

～

運用による省エネルギー

必要なインフラの検討・設計・整備を図る

H25

（ＣＯ２削減）効果は 3～
6％（実績）

(d)地域エネルギー供給センター施設整備

22.9 億 民 間 事 業 H23

喜屋武岬周辺での立地選定、用地買収、調査・設計、許認 円

者、自治体 ～

可手続きなどを踏まえ、PFI/PPP を活用した電源供給の要

(PFI/PPP） H26

となる施設整備を図る

想定

(e)市民なども巻き込んだスマートグリッドの展開

－

初期段階では公的施設を対象にスマートグリッドを構築し

糸満市他

発電出力 10MW の場合
CO2 削減量：479t-CO2/年

H26
～

た上で、次世代エネルギーパークなどの糸満市の施策と併
せた啓蒙活動を推進する。長期的には糸満市土地開発公社
の開発による潮崎タウンの住宅や企業に参加を促す
課題
(c)エネルギー供給関連インフラ整備について、地元の大規模ネットワーク側の既存送配電網との接続協力を得ることで、
より円滑なエネルギー供給のためのネットワークの構築を目指す。
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２－３ 海洋深層水取水・供給施設の整備ならびに活用
取組方針
省エネルギーや新規産業の創出等に寄与する海洋深層水の取水及び供給施設を整備し、活力ある低炭素地域づくりのため
に活用を図る。
具体的には、地域エネルギー供給センター、移転進出予定の県水産海洋研究センター、データセンター、海洋深層水を活
用する地元企業などを想定供給先として施設整備を行い、地域への海洋深層水の供給を行い、活力ある低炭素地域づくりの
実践を進める。
事業総額：20.4 億円
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業規模 主体

時期

省エネ・CO2 削減の見込み・フォローアップ
の方法

(a)整備推進体制の構築

0.1 億円

地球温暖 H22

海洋深層水取水・供給施設の整備を推進するために、関係自 （2-2(a) 化地域協 ～
治体、学識経験者、海洋深層水関連の民間企業などによる整 の内数） 議会
備推進体制構築を目指す
(b)事業化のための基本計画・実施計画の策定

0.2 億円

地球温暖 H22

開発方針などをまとめた基本計画、
より具体的な事業内容を （2-2(b) 化地域協 ～
盛り込んだ実施計画を段階的に策定、
着実な事業推進を図る の内数） 議会
(c)アクア事業センター施設整備ならびに活用

H23

20.1 億 民間事業 H23

(ｱ)県水産海洋研究センタ

喜屋武岬周辺での立地選定、用地買収、調査・設計、許認可 円

者、
自治体 ～

ーで 3,000m3/日、年間稼働

手続きなどを踏まえ、海洋深層水供給の要となる施設の

等

率 50％の場合

PFI/PPP 活用型整備を図る

（PFI/PPP

(ｲ)民間水産養殖で

活用型を

3,300m3/ 日、年間稼働率

想定）

50％の場合

H26

CO2 削減量：(ｱ)855ｔ-CO2/
年、(ｲ)940ｔ-CO2/年
課題
(c)アクア事業センター施設整備ならびに活用について、沖縄特別新興対策事業を想定しているものの、前提となる沖縄振
興計画の期限が平成 23 年度までとなっている。平成 24 年度以降における同制度の継続が切望される
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２－４ 誘致するデータセンターのスマート化によるグリーン IT の推進
取組方針
誘致を目指すデータセンターにおいて海洋資源を利用した空調システムによりグリーン IT の推進を図る。
具体的には、サーバーなどの機器発熱で冷房負荷密度が大きいデータセンターにおいて、省エネルギーと CO2 排出量削減
が可能な海洋深層水による冷房システムを開発・導入することでスマート化の実現を目指す。
事業総額：54.8 億円
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業規模 主体

時期

省エネ・CO2削減の見込み・フォローアップの
方法

(a)整備推進体制の構築

0.1 億円

地球温暖 H22

データセンターの誘致を推進するために、関係自治体、情報 （2-2(a) 化地域協 ～
通信関連の民間企業などによる整備推進体制構築を目指す

の内数） 議会

(b)事業化のための基本計画・実施計画の策定

0.2 億円

地球温暖 H22

開発方針などをまとめた基本計画、より具体的な事業内容を （2-2(b) 化地域協 ～
盛り込んだ実施計画を段階的に策定、着実な事業推進を図る の内数） 議会
(c)データセンター施設整備

H23

54.5 億 民間事業 H25

施設整備、運営などの事業主体となる民間企業などを誘致 円
し、喜屋武岬周辺での立地選定、用地買収、調査・設計、許

者

～

サーバー室床面積（冷房対
象面積）＝3,000m2 の場合
CO2 削減量：2,293t-CO2/年

認可手続きなどを踏まえ、データセンターの整備を図る
課題
(c)データセンター施設整備について、データセンター事業者を円滑に誘致するためには法人税をはじめとした税制優遇な
どの支援制度の充実が必要といえる（例えば、沖縄県知事が情報通信産業振興計画において定め、内閣総理大臣、総務大臣
及び経済産業大臣の同意により、糸満市を新たに情報通信産業特別地区とし、法人税の特例措置を可能にするなど）
。
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２－５ 次世代エネルギーパーク計画の策定・推進
取組方針
平成 21 年度に認定を受けた「糸満市次世代エネルギーパーク」をもとに、昨今の事情、変化していく地域のニーズを考
慮し、現実に応じた次世代エネルギーパーク計画を策定し推進する。
具体的には、計画の全体像として、以下の二つがあげられる。
１．新エネルギーの取組みにかかる情報提供活動と周遊コースの開発
①既存施設における新エネルギーの取組・実績・課題等の情報提供
②観光コース・伝統文化・自然環境に配慮した周遊コースの開発
２．将来的に整備する施設の検討
新たな計画については、今後検討を開始するがその全体像を次のとおりに想定する。既存施設の糸満市庁舎の太陽光発電、
糸満市観光農園の風力発電を核として、ＲＰＦ生産施設、バイオマス、電気自動車給電ステーション、ごみ発電施設、海洋
エネルギー等を活用した施設整備について、その要否・在り方等を検討する。これらの施設整備理念は、自然エネルギーの
活用と同時に、廃棄物の再資源化・有効利用による循環型社会の構築を目指すものとする。
[施設整備の全体像]

なお、糸満市次世代エネルギーパーク計画は、平成 21 年度に経済産業省から認定され、下記事項は今後順次実施してい
く予定。
①新エネルギーに関する検討委員会の立ち上げ、在り方検討
②新エネルギーの取組みかかる情報提供活動
・既存施設を活かした周遊コースの開発、及びその案内・情報提供活動
・既存施設の実績・課題・今後の方向性の情報提供（Ｗｅｂ．展示等）
５年以内に具体化する予定の取組に関する事項
取組の内容

事業規模 主体

時期

省エネ・CO2 削減の見込み・フォローアップ
の方法

(a) 検討委員会における
「次世代エネルギーパークの在り方

糸満市

H22

糸満市

H22～

検討」
・施設整備の在り方について検討
(b) 新エネルギーの取組みにかかる情報提供活動
・既存施設を活かした周遊コースの実績・課題・今後の方向
性の情報提供
・既存施設の実績・課題・今後の方向性の情報提供（継続）
(c)「次世代エネルギーパークにおいて将来的に整備する施
設の検討」

民間事業 H23
者、
自治体 ～
等
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（PFI/PPP
活用型を
想定）
課題
特になし
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３．平成２２年度中に行う事業の内容
取組の内容

事業規模

主体

時期

海洋資源を活用した自立型エネルギー供給 0.2 億円

糸満市、㈶エンジニア H22 年度～

システム事業の協力体制の構築、及び基本

リング振興協会他

計画の策定
･･･地球温暖化対策の推進を図るために、日
常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制
などに関し必要となるべき措置について協
議する「地球温暖化地域協議会」の設立を
目指す
･･･環境省の「低炭素地域づくり面的対策推
進事業モデル地域」に採択されることを前
提に、未利用エネルギー又は再生可能エネ
ルギーを活用する事業、エネルギーの効率
的な利用を推進する事業などについて、二
酸化炭素削減量のシミュレーションを実施
する
･･･前述の本シミュレーション結果などを
もとに、本システムの事業化に向けた開発
方針などをまとめた基本計画の策定、及び
ＣＥＭＳの構築、検証への着手も目指す
海洋資源を活用した自立型エネルギー供給 同上の内数

糸満市他

H22 年度～

糸満市

H22 年度

システム事業への優遇措置導入に向けた関
係団体との協議
･･･「地球温暖化地域協議会」での協議を踏
まえ、国や沖縄県などに対して、それぞれ
の事業をより円滑に推進するための協議・
申し入れを行う
新エネルギーの取組みにかかる情報提供活
動
･･･既存施設を活かした周遊コースの実
績・課題・今後の方向性の情報提供
･･･既存施設の実績・課題・今後の方向性の
情報提供（継続）
４．取組体制等
応募主体の役 糸満市と㈶エンジニアリング振興協会が主導して本システムの具体化を推進する体制を想定している。㈶
割

エンジニアリング振興協会には、エネルギー関連企業、システムメーカー、ゼネコンなどが参加している。
今後、海洋資源やエネルギーを活用する地域企業の参加を得て、更なる取組体制の充実を目指す。
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糸満市：沖縄県・周辺市町村・島尻地域振興開発推進協議会などとの連携・調整、事業推進のための体制
構築及び事業化に向けた基本計画・実施計画の策定などへの協力
㈶エンジニアリング振興協会：本システム実証のための基本計画・実施計画の取りまとめ、事務局
富士電機システムズ㈱：エネルギーマネジメントシステムのコンサルティング・構築
鹿島建設㈱・清水建設㈱：各施設整備のコンサルティング・施工
行政機関内の 糸満市：庁内の連携・情報の共有化を図るとともに、必要に応じて関係各課からなるプロジェクトチーム
連携体制

を立ち上げ、今後地域エネルギー供給センターや、アクア事業センターの各事業を推進する。

地域住民等と 糸満市による新エネルギー導入に関する啓蒙活動を通じて、地域住民や民間団体による以下のような取組
の連携体制

みへの参加を促し、ライフスタイルの革新を目指す。
・太陽光発電パネルを自宅に設置する市民らによるスマートグリッドへの実験的な参加
・小学校・中学校がスマートグリッドに連携することによる環境教育の充実及び推進
・糸満環境美化センター等の余剰エネルギー活用に関連し、資源循環型社会形成を目指す取組みを支援
・糸満市総合計画策定作業（H22 年度）と連携した環境まちづくりの市民活動の推進（及び市総合計画へ
の位置づけ）

大学、地元企 本システム全般について、東海大学、琉球大学などから専門的な立場からの助言を受ける予定。
業等の知的資
源の活用

2-2 の実施について、地元大規模ネットワーク側から、技術の提供、発電燃料の安定供給、送配電網の系
統利用、自家発補給契約などの多岐に渡り協力を受けるべく、本年中を目途として協議を予定。

※ 実施箇所を一覧できる地図を添付すること
※必要に応じて適宜、行や欄の追加、注記・例示の削除を行ってよいが、様式１、２の全体の枚数は 10 枚程度とすること。また、
様式に入力する文字は 10.5 ポイント以上とすること。
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