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２０１８年９月２０日 鹿児島県企画部エネルギー政策課 

Ⅰ 鹿児島県の再生可能エネルギーの導入状況 
 
Ⅱ 「再生可能エネルギー導入ビジョン2018」について 
 
Ⅲ 再生可能エネルギーの導入促進に向けた主な取組（2018年度） 
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Ⅰ 鹿児島県の再生可能エネルギーの導入状況 

2018年３月に「再生可能エネルギー導入ビジョン2018」を策定し，2018年度～2022年度の
５年間の導入目標を設定。 

（単位…発電：kW  熱利用，燃料製造：kL） 

※１ 2017年度は12月末時点の導入状況。   ※２ 箇所数欄は設置基数を記載。 
（注） 固定価格買取制度による設備認定を受けていない施設（九州電力㈱の発電所等）を含む。 

導入目標

2022年度末

容量 箇所数 容量 箇所数 容量 箇所数 容量　① 箇所数 容量　② 箇所数 容量　③

440,730 38,525 855,213 47,917 1,130,274 53,229 1,348,628 57,981 1,539,441 60,742 190,813 2,970,000 51.8%

217,815 138 256,920 155 263,820 158 263,820 158 262,520 157 -1,300 371,000 70.8%

255,832 43 257,747 45 258,369 48 261,719 51 262,992 53 1,273 277,000 94.9%

 うち，小水力 6,712 21 8,627 24 9,249 27 10,609 29 11,882 31 1,273 25,890 45.9%

60,100 3 61,680 4 61,680 4 61,680 4 66,670 5 4,990 71,000 93.9%

 うち，ﾊﾞｲﾅﾘｰ 0 0 1,580 1 1,580 1 1,580 1 6,570 2 4,990 10,900 60.3%

57,550 10 57,550 10 90,000 13 90,000 13 90,000 13 0 228,000 39.5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数例導入 -

43,089 222,672 43,339 223,970 43,566 225,071 43,697 226,118 43,840 227,024 143 44,000 99.6%

129,147 38 136,827 39 124,726 34 107,956 37 124,523 30 16,567 168,000 74.1%

温泉熱 - - - - - 導入事例増 -

地中熱 189 8 182 7 -7 300 60.7%

419 9 450 10 454 9 179 7 212 6 33 500 42.4%バイオマス燃料製造

区 分
目標

達成率
②/③

発
電

　太陽光 （※１）

　風力    （※２）

　水力    （注）

　地熱

基準年度に
対する容量
増減②-①

2016年度末（基準年度）2014年度末

　バイオマス

　海洋エネルギー

導 入 実 績

2017年度末2015年度末

熱
利
用

　太陽熱

　バイオマス熱

2013年度末
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○ 本県の再生可能エネルギー導入量の推移 

441

855

1,130

1,349

1,539

218

257

264

264

263

256

258

258

262

263

60

62

62

62

67

58

58

90

90

90

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016

【基準年度】

2017

太陽光 風力 水力 地熱 バイオマス



・基本はＭＳ Ｐゴシック使用 
・フォントサイズは変更可 
（文字が小さくなりすぎないよ
う注意してください） 
・※の枠は，適宜変更・削除等
して使用してください。 

4 

○ 主な導入事例 

鹿児島七ツ島メガソーラー発電所 霧島木質発電所 メディポリス指宿発電所 

発電所等名 設置場所
出力
(kW)

事業者 運転開始

鹿児島七ツ島メガソーラー発電所 鹿児島市 70,000 鹿児島メガソーラー発電㈱ 2013.11

ソフトバンク鹿児島湧水ソーラーパーク 湧水町 32,300 鹿児島湧水ソーラーパーク(同) 2017.6

長島風力発電所 長島町 50,400 長島ウインドヒル㈱ 2008.1

柳山ウインドファーム風力発電所 薩摩川内市 27,600 ㈱柳山ウインドファーム 2014.1

安房川第一発電所 屋久島町 23,200 屋久島電工㈱ 1960.2

船間発電所 肝付町 995 九州発電㈱ 2014.8

メディポリス指宿発電所※バイナリー 指宿市 1,580 ㈱メディポリスエナジー 2015.2

山川バイナリー発電所 指宿市 4,990 九電みらいエナジー㈱ 2018.2

霧島木質発電所 霧島市 5,750 霧島木質発電㈱ 2015.5

中越パルプ工業 川内工場 薩摩川内市 23,700 中越パルプ工業㈱ 2015.11

バイオ(ﾊﾞｶﾞｽ) 生和糖業 喜界町 1,600 生和糖業㈱ 1979.12

温泉センター「くすの湯」 姶良市 580 姶良市 2015.4

道の駅たるみず 垂水市 360 垂水市 2014.4

種別

熱
利
用

太陽光

風力

木質ﾊﾞｲｵ

発
電

水力

バイオ（木質）

地熱
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○ 主な導入事例（小水力発電） 

発電所等名 設置場所
出力
(kW)

事業者 運転開始

金峰ダム 南さつま市 170 鹿児島県 H15

竹山ダム 霧島市 190 鹿児島県 S63

輝北ダム 鹿屋市 400 国 H19

笠野原発電機場 鹿屋市 820 国 H13

荒瀬ダム 肝付町 308 国 H29

徳之島ダム 天城町 438 国 H29

白谷川発電所 屋久島町 4 屋久島町 H14

新曽木発電所 伊佐市 490 新曽木水力発電㈱ H25

船間発電所 肝付町 995 九州発電㈱ H26

重久発電所 霧島市 980 九州発電㈱ H26

龍門滝発電所 姶良市 150 西技工業㈱ H27

佐多辺塚水力発電所 南大隅町 199 ㈱Misumi H27

新名音川発電所 大和村 370 九州電力㈱ H28

一ノ谷発電所 肝付町 990 九州発電㈱ H29

内之浦辺塚発電所 肝付町 800 九州発電㈱ H29

永吉川水力発電所 日置市 44.5 ひおき地域エネルギー㈱ H30

船間発電所 

新曽木発電所 

竹山ダム発電所 
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Ⅱ 「再生可能エネルギー導入ビジョン2018」について 

１ 再生可能エネルギー導入促進の体系 
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２ 再生可能エネルギー導入促進に向けた基本理念 
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３ 再生可能エネルギー導入促進に向けた基本方針 

 「エネルギーパークかごしま」の実現に向けて，「地域の特性を生かす」，
「種類を増やす」，「量を増やす」という観点から，６つの基本方針を設定。 
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４ 再生可能エネルギー導入促進に向けた導入目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再生可能エネルギーの供給において全国トップクラスを目指す。 

安定した発電が可能な小水力やバイオマス，バイナリー方式による地熱

については，太陽光以上の伸びを達成する。  

 
小水力２．４倍，バイオマス２．５倍，地熱バイナリー６．９倍  

（太陽光２．２倍） 

＜目標設定の方針＞ 

  再生可能エネルギー導入目標の設定に当たっては，導入量だけでなく，エネルギーの地産地消による雇用の創
出及び地域活性化を図ることを重視します。 
  短期的には，導入量の具体的な目標を設定し，地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入促進を図ります。 
  中長期的には，再生可能エネルギーの更なる導入促進を図りつつ，それらを活用したエネルギーの地産地消の
まちづくりを促進します。 
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４ 再生可能エネルギー導入促進に向けた導入目標（短期目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再生可能エネルギーの供給において全国トップクラスを目指す。 

安定した発電が可能な小水力やバイオマス，バイナリー方式による地熱

については，太陽光以上の伸びを達成する。  

 
小水力２．４倍，バイオマス２．５倍，地熱バイナリー６．９倍  

（太陽光２．２倍） 

＜目標設定の方針＞ 
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５ 再生可能エネルギー導入促進に向けた取組 

（抜粋） 
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５ 再生可能エネルギー導入促進に向けた取組 

＜目標設定の方針＞ 

（抜粋） 



・基本はＭＳ Ｐゴシック使用 
・フォントサイズは変更可 
（文字が小さくなりすぎないよ
う注意してください） 
・※の枠は，適宜変更・削除等
して使用してください。 

13 

Ⅲ 再生可能エネルギーの普及拡大に向けた主な取組（H30年度） 

１ 推進体制の整備 

 再生可能エネルギー導入ビジョン2018の策定，導入推進方策の検討及び進捗管
理等を行う「再生可能エネルギー推進委員会」を平成29年度に設置。 
 平成30年度は，９月３日に開催し，再生可能エネルギーの導入状況や導入促進
に向けた取組などについて協議した。 
 また，今年度から小水力及びバイオマス（木質を除く）の導入を加速するための
具体的な議論を行うための部会を設置することとした。 
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バイオマスエネルギー
利用促進事業(H28～) 
 

 
 地域の特性を生かした家畜排せつ物等によるメタン発酵ガス化発
電等の導入を促進するため，事業化に当たって必要となる調査等に
対する助成 
【実施状況】 
 事業主体：市町村，民間事業者 
 補助率：１／２以内 
 補助額：総額4,500千円 以内（１事業者当たり1,500千円上限） 
 

 
口之島周辺海流発電
推進事業(H28～) 
 

 
 口之島周辺海域における海流発電実証試験の実施に向けた関係
機関との各種調整や，課題解決等の検討 
【実施状況】 ※詳細は後述 
 ① 関係団体との調整（５月） 
 ② 住民説明会の実施（７月11日） 
 ③ 海流発電実証試験機ウェルカムイベントの実施（７月17日） 
 ④ 口之島周辺海流発電推進協議会の開催（９月） 

２ 導入促進のための条件整備等 

（新）地熱資源を活かし
たまちづくり事業 

地熱資源を活かしたまちづくりのための研修会・検討会の開催 

（新）竹バイオマスエネ
ルギー利用促進事業 

竹のエネルギー利用のための事業可能性調査の実施 

（新）水素エネルギー利
用促進事業 

本県の地域特性を生かした水素エネルギーの利活用に係る可能性
調査の実施 

口之島周辺海流発電推
進事業（H28～） 

口之島周辺海域における海流発電実証試験の実施に向けた関係
機関との各種調整や，課題解決等の検討  

（１）条件整備 

（２）導入支援 

（新）再生可能エネルギー
加速化支援事業 

地熱バイナリー発電や小水力発電などの導入可能性調査，家畜バ
イオマス発電の概略設計等への支援 

かごしまグリーンファン
ド 

県内の事業者が行う再生可能エネルギー設備の導入事業に対す
る出資 

（新）地域を照らす再生
可能エネルギー事業 

市町村が整備する，再生可能エネルギーを電源とする街路灯等の
設置経費に対する助成 
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３ 導入支援 

○事業の目的 
  安定的な発電が期待できる再生可能エネルギー（バイオマス，小水力，地熱バイナ 
 リー）設備の導入を加速させることを目的に，必要な経費（導入可能性調査，設備の 
 基本設計等）に対し補助を行う。 

 
○補助対象となる事業 
 （１）導入可能性調査事業 
 （２）設備の基本設計  ※詳細設計（実施設計）は対象外 
 
○補助対象経費 
  補助対象・・・旅費，謝金，原材料費，委託費等 
  補助率・・・・・１／２以内（上限４５０万円） 
    
○募集期間 
  平成３０年６月１８日（月）～平成３０年７月１３日（金）（必着） 
 
○選定状況 
  平成30年度：小水力発電３件（霧島市，南九州市），地熱発電１件（霧島市） 

再生可能エネルギー加速化支援事業（平成３０年度） 
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名 称  かごしま再生可能エネルギー投資事業有限責任組合 
 （愛称：かごしまグリーンファンド） 

フ ァ ン ド 総 額  11.1億円 

設 立 日  平成27年7月10日 

投 資 期 限  平成32年7月9日 

存 続 期 限  平成37年6月30日（最長3年延長可能） 

投 資 形 態  株式（種類株を含む）、社債等 

運 営 会 社  鹿児島ディベロップメント株式会社 

出 資 者  株式会社鹿児島銀行，株式会社南日本銀行，鹿児島県， 
 一般社団法人グリーンファイナンス推進機構， 
 鹿児島ディベロップメント株式会社 

投 資 件 数  基本的な方針として３～５社への投資を行う 

投 資 金 額  １社あたり５億円以下 

投 資 目 的  再生可能エネルギーの活用・導入を通じて，地域の活性化，雇用 
 促進に大きな役割を果たす県内の事業者の発展に寄与する 

３ 導入支援 

  地元金融機関等とともに設立した「かごしまグリーンファンド」への出資を通した，本
県の地域特性を生かした再生可能エネルギーを導入する事業者への支援 
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３ 導入支援 

かごしまグリーンファンド出資案件（平成３０年度） 

１ 会社概要 

［名  称］ひおき地域エネルギー株式会社 

［代  表  者］代表取締役 小平 竜平 

［設  立  日］平成２５年１１月 
［資  本  金］１，０２０万円 

 
 

２ 発電所概要 
［名  称］永吉川水力発電所 
［所  在  地］日置市吹上町永吉印口 
［河  川  名］永吉川 

［発電出力］４４．５ｋＷ 
［発  電  量］年間約260,000kWh  ※一般家庭の約７０世帯に相当 
［運転開始］平成３０年６月１２日   

   
  ※建設工事費の一部をファンドで出資 
    ファンドの総出資額：2,000万円 (うち県出資額:450万円) 

永吉川水力発電所〔愛称：水永吉（みなきち）君〕 
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(1) イベントの開催 

イベント名 対 象 内 容  開催日(予定) 場 所 

水素・再生可能
エネルギー 
フェア 

一般県民 
 水素や再生可能エネルギー
に関する各種展示や実演，
体験型イベント 

１０月１９日（金） 
～２１日（日） 

かごしま県民 
交流センター 

水素・再生可能
エネルギー 
導入セミナー 

市町村職員 
関連企業 

(一般参加も可) 

 水素や再生可能エネルギー
に関する最新動向や先進事
例等に関する講演等 

１０月３１日（水） 市町村自治会館 

親子再生可能 
エネルギー 
工作教室 

一般の親子 

再生可能エネルギーへの興
味と理解を深めてもらうため
の小学生を対象とした工作教
室 

随時 県内７市町村 

４ 普及啓発等 

(2) パンフレットや普及啓発資料の作成   


