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□現状と課題　

　　地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最

も重要な環境問題であり、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の最新の報告では、気候シ

ステムの温暖化については疑いの余地がなく、人類起源の温室効果ガスの排出が20世紀半ば以降に

観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高いとしています。加えて、近年増加し

ている大雨や猛暑の背景には、地球温暖化による影響があると考えられていることから、温室効果

ガス削減などによる地球温暖化の緩和ヘの取組を着実に進めるとともに、既に現れている影響や、

今後中長期的に避けることのできない影響への適応を計画的に進めることが必要とされています。

　　こうした中、国は、気候変動問題解決のため全ての国が参加する公平かつ実効性のある新たな国

際枠組の構築を目指して開かれたＣＯＰ21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、温室

効果ガスを2030年度に2013年度比で26％削減することを表明し、国内での排出削減に取り組むとと

もに、我が国の優れた技術や途上国支援を通じ世界全体での温室効果ガス排出削減に貢献するとし

ています。併せて、政府全体の適応計画を策定し、気候変動による影響への備えを計画的に進めて

いくこととしています。

　　本県の2012年度の温室効果ガス排出量は、東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石燃料

消費量が増加したことなどにより、青森県地球温暖化対策推進計画における基準年度である1990年

度と比較すると、16.6％増加しており、低炭素社会の形成に向けて、県民、事業者、行政など全て

の主体が日常生活、仕事、余暇活動などあらゆる場面においてライフスタイルやビジネススタイル

を見直しながら、省エネルギーに取り組む必要があります。

　　県では、平成23年３月に策定した「青森県地球温暖化対策推進計画」に基づき、「あらゆる主体

の連携・協働による、青森県の地域特性を生かした、快適で暮らしやすい低炭素社会の形成」を目

指し取組を進めていますが、今後策定される国の地球温暖化対策計画に即した本県計画の見直しな

どを通じて、適応の視点も踏まえた低炭素社会づくりを目指す必要があります。

　　一方､本県は､これまでも様々なエネルギー関連の先進的なプロジェクトの実施などを通じて、再

生可能エネルギーの導入推進を図り、風力発電の導入量が平成27年３月末時点で７年連続全国第１

位になるなど一定の成果が表れています。国では、平成24年７月からスタートした再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度により、再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいるところですが、再生

可能エネルギーは地域に広く薄く存在する分散型エネルギーであり、地域固有の資源として地域自

らが活用し、そのメリットを地域に還元する仕組みづくりを進めることが、我が国の低炭素社会づ

くりに貢献していくことになります。

　　こうした省エネルギーの取組と本県の再生可能エネルギー利活用の取組を進めることで、環境へ

の配慮と経済の成長・発展がより望ましい状態で作用し合い、環境と経済の好循環が生み出される

ことにより、持続可能な地域社会の創造につなげていくこととしています。

政策５ 暮らしと地球環境を守る低炭素社会づくり

１　環境にやさしく効率の良い省エネルギー型の社会づくり

２　地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進

【 求められる施策 】
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政策５施策１

□現状と課題

　　本県の2012年度（平成24年度）の温室効果ガス排出量は1,606万３千t-CO2と、基準年度である

1990年度（平成２年度）と比較すると16.6％増加しています。

　　県内の温室効果ガス排出量の91.3％が二酸化炭素であり、その約９割は産業部門、民生（家庭・

業務）部門及び運輸部門におけるエネルギー使用によるものとなっています。

　　産業部門からの二酸化炭素排出量は、県全体の42.5％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比

で19.6％増加しています。中でもエネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の規制の

及ばない中小製造業等からの排出量が大幅に増加しています。

　　運輸部門については、県全体の13.9％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比で2.3％増加し

ています。自動車の台数の増加や買い物、レジャーなどライフスタイルの多様化による乗用自動車

の利用機会の増加が排出量の増加の主な要因と見られています。

　　民生（家庭）部門については、県全体の18.3％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比で

46.2％増加しています。排出量増加の主な要因は、世帯数の増加に伴い基礎的なエネルギー使用量

が増加していることに加えて、エアコンやパソコンなどの家電製品の大幅な普及による電気使用量

の増加、暖房や融雪等に要する灯油使用量の増加などと見られています。

　　また、民生（業務）部門については、県全体の18.0％を占め、1990年度比で54.3％増加していま

す。排出量増加の主な要因は、高齢者等福祉施設数の増加等、建物床面積の増加に伴う空調・照明

等に要するエネルギー使用量の増加や商業施設の営業時間の増加などと見られています。　

　　民生（家庭・業務）部門の取組として、住宅・建築物に係る温室効果ガス排出量の削減について

は、「エネルギーの使用と合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく規制や省エネルギー性能の表

示・情報提供、インセンティブの付与等により省エネルギー化を推進してきたところですが、これ

らの取組を一層推進するため、国においては「低炭素社会づくりに向けた住まいと住まい方推進会

議※１」において検討を進めており、県としては平成26年度に策定した「あおもり方式住宅ガイド

ライン」の活用等により、地域特性に応じた省エネルギー型住宅・建築物の普及促進に努めていま

す。

　　低炭素社会づくりを進めるためには、県民、事業者、行政などのあらゆる主体による取組が必要

であり、省エネルギー性能の高い機器や住宅、自動車の普及を図るとともに、県民のライフスタイ

ルや事業者のビジネススタイルを省エネルギー型に転換させていくための多様な取組を進めていく

ことが求められています。

※１　低炭素社会づくりに向けた住まいと住まい方推進会議…温室効果ガス排出削減のため、民生（家庭・業務）部門におけ

る取組を充実・強化する必要があることから、住宅・建築物における取組について、低炭素社会に向けた広範な取組と具

体的施策の立案の方向性を取りまとめるため、経済産業省、国土交通省、環境省が共同で設置した組織のことです。平成

24年７月10日に、「中間とりまとめ」と「2020年に向けた新築住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化等に関する工程

表」を公表しました。

施策１ 環境にやさしく効率の良い省エネルギー型の社会づくり
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□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 温室効果ガス排出量（千ｔ－ＣＯ２） 20 21 22 23 24

15,023 14,422 14,596 14,879 16,063

地球温暖化対策推進の基本となる指標として、県内における温室効果ガス排出量（二酸化炭素

など）の合計値を選定。

2 二酸化炭素排出量（千ｔ－ＣＯ２） 20 21 22 23 24

13,676 13,086 13,238 13,519 14,673

省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す代表的な指標として、県内にお

ける産業、運輸、民生（家庭・業務）等の各部門からの二酸化炭素排出量の合計値を選定。

3 民生部門（家庭系）における１人当た

り二酸化炭素排出量（ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

1.67 1.70 1.77 1.84 1.97

家庭における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、民生

部門（家庭系）における１人当たり二酸化炭素排出量を選定。

4 民生部門（業務系）における床面積

（㎡）当たり二酸化炭素排出量 

（ｋｇ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

118 122 109 118 136

ビルやオフィスにおける省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標と

して、民生部門（業務系）における床面積（㎡）当たり二酸化炭素排出量を選定。

5 産業部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

5,389 5,158 5,583 5,626 6,236

産業部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、

産業部門（製造業、建設業・鉱業及び農林水産業）からの二酸化炭素排出量の合計値を選定。

6 運輸部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

2,207 2,205 2,045 2,018 2,043

運輸部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、

運輸部門（自動車、鉄道、船舶及び航空機）からの二酸化炭素排出量の合計値を選定。

7 次世代自動車※２普及率（％） 21 22 23 24 25

32.6 37.3 41.8 7.3 15.8

電気自動車、ハイブリッド車、低燃費かつ低排出ガス認定車等の導入状況を表す指標として、

次世代自動車普及率を選定。（資料：東北運輸局　低公害車普及率より作成。平成24年度から

低公害車の対象が変更。）

※２　次世代自動車…ハイブリッド車(エンジンと電気モーターなど２種類以上の動力源を組み合わせて走行する車両)や電気

自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、天然ガス自動車など、新たな技術に

より二酸化炭素や大気汚染物質の排出量を減らした自動車のことです。
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政策５施策１

□施策の概要

　　１　環境に配慮した企業経営、省エネルギー性能の高い設備・機器の導入等低炭素型の事業活動

の促進を図ります。

　　２　日常生活における省エネ行動、省エネルギー性能の高い設備・機器、住宅の導入等、低炭素

型のライフスタイルづくりを推進します。

　　３　エコドライブ※３の推進、次世代自動車の普及、公共交通機関の利用を中心とした低炭素型

交通社会の仕組みづくりを推進します。

　　４　機能集約型都市づくりなど面的な省エネルギー対策を推進します。

□施策の展開方向

　重①　中小事業者等に対し、省エネに関する知識や技術の提供及び個別課題の解決に向けた支援を

行う「青森県中小事業者省エネ対策アシスト事業」等の展開により、省エネ意識の改革と自主

的かつ継続した省エネ対策の実施につなげるとともに、制度金融などの事業者向け融資制度の

活用などにより、工場や事業場、農家、林業者、漁業者への省エネルギー性能の高い機器や設

備の導入を促進します。【環境政策課、商工政策課】

　　②　「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」（農林水産省）の普及などを通じて農作業の

省エネルギー化を推進します。【農産園芸課】

　　③　廃棄物焼却に係る廃熱の利用や廃棄物発電、下水熱の地域熱需要への活用など、廃棄されて

いたエネルギーの有効利用を推進します。

 【環境政策課、都市計画課、エネルギー開発振興課】

　　④　事業者の自主的な環境配慮行動を促進するため、省エネルギーの取組などを行っている事業

者をエコ事業所・エコショップとして認定することにより、県内事業所のエコ活動の取組を支

援します。【環境政策課】

　　⑤　自動車税のグリーン化などを通じてハイブリッド自動車や電動バイクなど燃費性能に優れた

自動車の普及を進めるとともに、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車※４などの次世

代自動車の利用モデルの発信により、将来の普及を推進します。

 【税務課、環境政策課、エネルギー開発振興課】

　重⑥　多様なメディアの活用等によりエコドライブ実践者の拡大を図るとともに、自動車教習所に

おけるエコドライブ教習や運転免許証の更新時における講習を活用した普及啓発などにより、

県民へのエコドライブの浸透を図ります。また、ノーマイカー運動等により自動車利用の抑

制、公共交通機関の利用促進を図ります。【環境政策課、警察本部運転免許課】

　　⑦　高気密・高断熱化などの省エネリフォームによる省エネルギー効果についての情報提供など

を通じて、既存住宅の省エネルギー化を推進するとともに、住宅性能表示制度の普及・活用を

促し、新築住宅の省エネルギー化を推進します。【環境政策課、建築住宅課】

　　⑧　青森県地球温暖化防止活動推進センター※５やあおもりアースレンジャー※６と連携するなど

して、地球温暖化の現状や省エネルギーにつながる具体的な行動に関する情報を継続的に発信

するとともに、環境家計簿※７による二酸化炭素の排出量・削減量の「見える化」の取組の普

及などにより、家庭における省エネルギー活動を推進します。【環境政策課】

　　⑨　関係業界と連携して省エネ家電製品や高効率給湯器、省エネ住宅、次世代自動車など家庭生
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活の省エネルギー化に資する製品やサービスに関する情報の総合的な提供を図り、省エネ機

器・設備の普及を推進します。【環境政策課】

　　⑩　都市計画づくりにおいて、都市機能が集約され公共交通機関が利用しやすく、自転車道が整

備されるなどの低炭素型都市の形成を目指します。【都市計画課】

　　⑪　港湾機能や臨港道路の充実によりＲＯＲＯ船※８など内航海運の活用を促進するとともに、

鉄道輸送に転換した成功事例の紹介などにより、海運や鉄道を利用した物流体系に切り替える

モーダルシフト※９を推進します。【環境政策課、港湾空港課】

　　⑫　地球温暖化対策推進法の地方公共団体実行計画である「地球にやさしい青森県行動プラン」

に基づき庁舎の省エネルギーや次世代自動車の導入などを着実に行うとともに、グリーン購入

など県による率先的なエコオフィス活動を進めるほか、市町村による実行計画の策定を支援し

ます。【行政経営管理課、環境政策課】

　　⑬　「もったいない・あおもり県民運動」を通じて、あらゆる主体の連携・協働により、県全体

で低炭素社会づくりを進めます。【環境政策課】

新・重⑭　県民、事業者、学校・団体それぞれが環境にやさしい行動に取り組むとともに、相互に連

携・協力しながら地域全体のエコにつなげていく「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェク

ト※10」の普及拡大を図り、低炭素社会づくりを進めます。【環境政策課】

※３　エコドライブ…アイドリングストップや経済速度の遵守、急発進・急加速・急ブレーキの抑制など、誰でも実行できる

手段で燃費を向上させることにより、省エネルギーや二酸化炭素、大気汚染物質の排出削減を図る運転技術のことです。

※４　プラグインハイブリッド自動車…家庭用コンセントなどの電源からも充電して走行可能なハイブリッド電気自動車のこ

とです。

※５　青森県地球温暖化防止活動推進センター…地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活

動等を行う者で、地球温暖化対策の推進に関する法律第24条に基づき知事が指定しています。

※６　あおもりアースレンジャー…青森県地球温暖化防止活動推進員。地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性につい

て住民の理解を深めること等の活動を行います。地球温暖化対策の推進に関する法律第23条に基づき知事が委嘱していま

す。

※７　環境家計簿…家庭での電気、ガス、水道、灯油、ガソリン等の使用量や支出額を集計して、二酸化炭素排出量などの環

境負荷を計算できるように設計された家計簿のことです。各個人や世帯ごとの排出量の推移を把握し、季節別のエネル

ギー消費量を把握したり、二酸化炭素排出量の削減努力の成果の確認に役立てることができます。一方、世帯員数や地域

のエネルギー消費構造により各世帯の二酸化炭素排出量は大きく異なってくるので、世帯同士で排出量を比較する場合な

どは注意が必要となります。

※８　ＲＯＲＯ船…ローローせん。Roll-on/roll-off shipの略。フェリーのようにランプを備え、トレーラーなどの車両を

収納する車両甲板を持ち、自走で搭載/揚陸できる構造の貨物船のことです。

※９　モーダルシフト…より環境負荷の小さい交通手段に切り替える取組のことです。二酸化炭素の排出削減のため、自動車

による貨物輸送から鉄道や船舶などに切り替えることによって、環境保全上のメリットが期待されますが、コンテナ列

車・船の確保やその拠点となる駅や港湾の整備などが課題となります。

※10　あおもりエコの環（わ）スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。
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政策５施策１

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定

◎　地球温暖化防止や省エネルギーの取組に関する啓発

◎　廃棄物発電や下水熱の利用など廃棄されていたエネルギーの有効利用の推進

◎　次世代自動車や高効率照明器具などの省エネルギー性能の高い機器・設備等の

率先導入

◎　エコドライブ推進運動への参加・職員へのエコドライブの普及

◎　都市機能が集約され公共交通機関が利用しやすいなどの低炭素型の街づくりの

推進

◎　グリーン購入の率先実行

県 　 民 ◎　次世代自動車や高効率照明器具、高効率給湯器などの省エネルギー性能の高い

機器・設備等の導入

◎　省エネリフォームによる既存住宅の省エネルギー化やゼロ・エネルギー・ハウ

ス等による住宅新築時の省エネルギー化

◎　環境家計簿の作成による家庭からの二酸化炭素排出量の把握

◎　家庭でできる地球温暖化対策になる環境配慮行動の実践

　【実践例】

　　○ 冷房・暖房時の室温の適切な設定（夏の冷房時28℃、冬の暖房時20℃）

　　○ 公共交通機関の利用や徒歩・自転車による移動

　　○ 主電源をこまめに切るなどして家電製品の待機電力を削減する

　　○ シャワーを１日１分家族全員が減らす

　　○ 風呂の残り湯を洗濯に使い回す

　　○ 炊飯ジャーや電気ポットの保温を止める

　　○ 家族が同じ部屋で団らんし、冷暖房と照明の利用を減らす

　　○ 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ

◎　エコドライブ推進運動への参加・実践

　【実践例】

　　○ ふんわりアクセル『ｅスタート』

　　○ 加減速の少ない運転

　　○ 早めのアクセルオフ

　　○ エアコンの使用を控えめに

　　○ アイドリングストップ

　　○ 暖機運転は適切に

　　○ 不要な荷物は積まずに走行

◎　「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」への参加
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事 業 者 ◎　次世代自動車や高効率照明器具、高効率給湯器、高性能産業炉などの省エネル

ギー性能の高い機器・設備等の導入

◎　コージェネレーションシステム※11などエネルギー利用効率の高い設備の導入

◎　事業活動に伴う温室効果ガス排出量の把握　

◎　省エネルギー診断の活用と対策の実施

◎　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定」制度への登録

◎　エコドライブ推進運動への参加と従業員へのエコドライブの普及

◎　鉄道や海運を利用した物流体系への転換（モーダルシフト）

◎　従業員の通勤手段を自家用車から公共交通機関、自転車などに転換するエコ通

勤の実施やノーマイカーデーの実施

◎　グリーン購入の実行

農 業 者 ◎　農業機械の適切な利用などによる農作業の省エネルギー化

環境保全

団 　 体

◎　地球温暖化対策や省エネルギーの取組に関する啓発

学校等の

教育機関

◎　地球温暖化対策や省エネルギーの取組に関する環境教育・学習の推進

◎　学校施設における省エネルギーの推進

※11　コージェネレーションシステム…発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給システ

ムのことです。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は40％程度で、残りは廃熱として放出されますが、コージェ

ネレーションシステムでは理論上最大80％まで高めることができます。
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政策５施策２

□現状と課題　

　　低炭素社会の構築には、省エネルギー型の社会づくりや適切な森林の整備・保全を通じた森林吸

収源対策を進めるとともに、風力や太陽光、太陽熱、バイオマス、地熱、水力など発電過程におけ

る二酸化炭素の排出が少なく、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すことが可能な再生

可能エネルギーの利活用を進めることが重要です。

　　本県は風況に優れた風力発電の適地を豊富に有しており、風力発電の導入量は平成27年３月末時

点で７年連続で全国第１位となっているなど、風力発電に関する高いポテンシャルを有しているほ

か、木質バイオマス燃料や家畜排せつ物などのバイオマス資源、温泉熱・排湯熱、雪氷冷熱※１な

どのエネルギーにも恵まれており、多様で豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを有している

地域です。

　　また、これまで県内では、再生可能エネルギー大量導入のための系統安定化対策地域実証とし

て、経済産業省による「次世代双方向通信出力制御実証事業」が行われたほか、国内初の蓄電池併

設型風力発電所※２が設置されるなど、我が国の環境・エネルギー分野のトップランナーとして先

進的なプロジェクトが展開されています。

　　このような再生可能エネルギーの高いポテンシャルを生かし、我が国の持続可能な社会の先駆け

となることを目指して、県では平成18年11月に、「青森県エネルギー産業振興戦略」を策定し、再

生可能エネルギーの導入等による産業づくり、低炭素社会づくりを進めてきました。

　　一方で、国においては、平成24年７月に固定価格買取制度をスタートさせ、以後県内においても

太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの普及が急速に進んでいますが、再生可能エネルギーの普

及拡大が、地域における雇用の拡大や産業振興等地域活性化には必ずしもつながっていないこと、

太陽光発電が急速に普及する一方で、バイオマスや小水力など地域エネルギーの活用が進んでいな

いことなど、課題も明確になってきたところです。

　　このような状況を踏まえ、県では平成27年度に、新たな「青森県エネルギー産業振興戦略」を策

定しました。

　　新戦略においては、太陽光や風力のほか、バイオマス、小水力、地熱・地中熱、海洋など、県内

に賦存する様々なエネルギーの活用を図るとともに、熱電併給（コージェネレーション）や水素関

連技術など、新たな分野にも着目しながら、再生可能エネルギー関連の先進的なプロジェクトを提

示しています。

　　環境・エネルギー分野で先進的な取組を積極的に進めている本県は、我が国の持続可能な社会の

先進モデルとなる可能性を秘めた地域であり、日本の低炭素社会づくりに貢献することが期待され

ていることから、県としては今後とも、エネルギーを活用した地域振興を図りながら、低炭素社会

づくりに向けた取組を積極的に進めていくことが必要です。

※１　雪氷冷熱…雪や氷の冷熱エネルギー（冷たいエネルギー）のことで、冬季間に貯蔵し、夏季の冷蔵、冷房その他の用途

への利用が考えられています。新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に位置付けられる石油代替エネルギーのひ

とつです。

※２　蓄電池併設型風力発電…発電した電力を蓄え、気象条件にかかわらず安定した電力の供給を行うための蓄電池を併設し

た風力発電施設による発電のことです。

施策２ 地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進
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□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度等）

実績値

指標の説明と選定理由

1 風力発電導入量(ｋＷ) 23年3月末 24年3月末 25年3月末 26年3月末 27年3月末

292,540 307,093 329,063 333,763 363,763

再生可能エネルギー（風力発電）の導入状況を示す指標として、風力発電導入量を選定。

2 木質ペレット生産量(t) 22 23 24 25 26

2,579 2,571 2,444 2,714 3,067

地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入状況を示す指標として、化石燃料の代替エネル

ギーとして利用する木質バイオマス燃料の生産量（年度集計）を選定。

□参考資料

参考資料名（単位） 平成（各年３月末現在）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 再生可能エネルギー導入状況（導入量・件数）     

太陽光発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 6,814 43,697 132,950

（件数：件） - - 1,048 2,915 9,076

バイオマス発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 0 6,624

（件数：件） - - 0 0 2

水力発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 36 1,817

（件数：件） - - 0 3 7

再生可能エネルギーの導入状況を示す参考資料として、平成24年７月に開始された固定価格買

取制度(ＦＩＴ制度)に認定されている太陽光発電・バイオマス・水力の導入量を選定。ただ

し、平成25年３月末、平成26年３月末の数値については、移行認定分（ＦＩＴ制度以前から運

転しており、ＦＩＴ制度後に移行認定を受けたもの）を含まない。

□施策の概要

　　１　風力、太陽光、太陽熱、雪氷冷熱、温泉熱や木質バイオマスなどの再生可能エネルギーの利

活用をさらに進めます。

　　２　再生可能エネルギーの活用に関する先進的プロジェクトや地域が主体となった本県の豊かな

再生可能エネルギーの活用等により、日本の低炭素社会づくりへの貢献を進めます。
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政策５施策２

□施策の展開方向

　重①　風力、太陽光をはじめ、バイオマス、地熱・地中熱、水素など、主要なエネルギー分野ごと

に、地域の産業振興や雇用の拡大、農林水産業の活性化等を目指した先進的なプロジェクトに

取り組み、地域エネルギーの有効活用を図ります。【エネルギー開発振興課】

　重②　積雪寒冷地にマッチした持続可能な青森型エネルギーマネジメントを構築するため、地元企

業と自治体が連携し、核となる事業体の形成を図るなどにより、自立分散型のスマートコミュ

ニティの実現を目指します。【エネルギー開発振興課】

　　③　雪室りんごや雪下にんじん、雪室低温貯蔵施設など雪を活用した付加価値の高い農産物貯蔵

を推進するとともに、雪冷房システムの研究など雪氷熱の活用方策について研究を進めます。

 【農林水産政策課、農産園芸課】

　　④　木質バイオマス燃料の活用を推進するため、ペレットボイラーやチップボイラー、ペレット

ストーブの普及を進めるとともに、未利用間伐材やりんご剪定枝など農業、林業分野における

未利用木質資源の有効活用に取り組みます。

 【農林水産政策課、農産園芸課、りんご果樹課、林政課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　再生可能エネルギーの活用に関する啓発

◎　公共施設における再生可能エネルギー利用機器の率先導入

◎　小水力発電やバイオマス発電など地域における再生可能エネルギーの活用

県 　 民 ◎　太陽光発電システムや太陽熱温水器などの再生可能エネルギー利用機器の導入

◎　ＢＤＦ※３の原料となる廃食用油の回収への協力

事 業 者 ◎　風力などの再生可能エネルギーによる発電事業への参入

◎　太陽光発電システムや太陽熱温水器、ペレットボイラー・チップボイラーなど

の再生可能エネルギー利用機器の導入

◎　ＢＤＦなどのバイオ燃料の利用

農 業 者 ◎　雪室りんごや雪下にんじん、雪室低温貯蔵施設など農業における雪氷熱の利用

◎　ペレットボイラーやチップボイラーの導入などの木質バイオマス燃料使用設備

の導入

環境保全

団 　 体

◎　再生可能エネルギーの活用に関する啓発

◎　ＢＤＦなどのバイオ燃料の製造や原料となる廃食用油の回収

学校等の

教育機関

◎　再生可能エネルギーの活用に関する環境教育・学習の推進

大学等の

研究機関

◎　再生可能エネルギーの活用に関する研究開発

※３　ＢＤＦ…Bio Diesel Fuel（バイオディーゼルフューエル）の略。廃食用油を精製して作られる軽油代替燃料のことで

す。硫黄酸化物をほとんど含まず、ディーゼル車の燃料として注目されています。燃費や走行性は軽油とほぼ同じで、軽

油と混ぜて使用できます。最近では、ガソリンの代替燃料又は混合燃料として植物由来のバイオエタノールを活用してい

くための技術開発も進められています。


