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平成 28 年第 1回定例会	 経済活性化・産業振興特別委員会	 

	 

平成 28 年 3 月 8 日	 

西村委員	 

	 私からは資料の17ページにございます地域主導再生可能エネルギー事業費補

助について、伺ってまいりたいと思います。と申しますのも、こちらの事業を

今回提案をしていただいたその背景には、昨年の第３回定例会本会議で、我が

会派の佐々木議員が代表質問の折に提言をさせていただきました。知事からは、

地域の中小企業やＮＰＯ法人等が再生可能エネルギーを活用して発電事業を行

う際に、初期投資の負担軽減を図るための補助を行い、発電事業で生じた利益

の一部を県に納付をしていただく、新たな制度の創設を検討するという、大変

前向きな御答弁を頂きました。	 

	 私どもが提案させていただいた背景には、この再生可能エネルギー発電事業

といったときに、大きな企業が県外からやってきたのでは結局県内が潤わない

だろうと。県の金融機関であったり中小企業であったり、あるいは太陽光パネ

ルの場合はその設置の業者であったり、県内事業が少しでも利益を得ることが

できて、しかも新たなエネルギーの創設ということで取り組んでいただけたら

という思いでの御提案でございましたけれども、本当に前向きに考えて、また

こういった事業を今回計上していただいたことを感謝申し上げて、そしてまた、

確認の意味で質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。	 

	 この補助対象、対象がＮＰＯや中小企業となっておりますが、その限定の理

由をまずお願いいたします。	 

地域エネルギー課長	 

	 一般的にＮＰＯや中小企業者等は、大企業と比べて財務基盤が弱く、太陽光

発電事業に参入の意欲が高くても高額な初期投資費用の調達が課題となって、

事業実施が進められない状況が多くあると聞いております。そこで、こうした

ＮＰＯや中小企業者等を支援することで、太陽光発電をはじめとする再生可能

エネルギーによる発電事業への参入拡大を目指すこととなりました。	 

西村委員	 

	 そしてまた、県内で少しでも活性化のためにという提案をさせていただいた

ことを受けて、このように決めていただいたのだろうと思うのですが、発電事

業者、施工事業者、そして資金調達ともに県内に限定をするというふうに決め

ていただいたようでございますけれども、この理由を改めてお願いいたします。	 

地域エネルギー課長	 

	 環境エネルギー政策研究所と立命館大学の共同研究の調査結果というのが出

ています。それによりますと、東京など地域外の大企業が行う太陽光発電事業

では、投資金額の８割はその地域から外へ、地域外に流出してしまうという調

査結果が出ていまして、それに対しまして、地元のＮＰＯや中小企業者等が行

う太陽光発電事業では、もちろんほぼ10割は地域内で資金循環、資金還元する、

そういう調査結果、研究結果が出ています。	 

	 そこで、県内経済の活性化に資する再生可能エネルギー発電事業というもの
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を支援するために、この補助事業で県内の再生可能エネルギー発電事業者が県

内の金融機関から資金を調達し、県内の施工業者等を活用する、こういった事

業を補助対象としているところでございます。	 

西村委員	 

	 正にエネルギーの地産地消を目指していますけれども、その前段階で、準備

の段階から地元にというところに光を当てていただいたものと思います。	 

	 さて、この資料の方では補助金額を上限として 20 年かけて県に納付するとあ

ります。ということは、県に結局返還するわけですから、貸付金ということに

はならないのでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 金融機関は、事業者が一定の自己資金を用意していない場合には融資を実行

しないことが多いと聞いております。仮に、本事業を貸付金とした場合に、そ

の貸付金額については金融機関は自己資金とみなさないで、ＮＰＯや中小企業

者等の資金力が乏しい事業者は金融機関からの融資を受けることは困難という

ことを聞いております。	 

	 一方で、この事業を補助金にすることによって、金融機関は補助金額の部分

を事業者の自己資金の一部と捉えることができるというようなことも聞いてお

ります。そういったことができるのであれば、金融機関からの融資の円滑な実

行ということが期待できるということであります。こうした貸付金と補助金の

違いによって、金融機関の受け取り方によって違うということがありますので、

位置付けについて補助金ということで考えているということでございます。	 

西村委員	 

	 つまり、事業への参入がよりスムーズになるというふうに理解をいたしまし

た。	 

	 そうした仕組みであるとすると、金融機関からの融資がスムーズに実行され

るように、県内金融機関との協力関係というのは、これは必要不可欠なものに

なってくると思いますが、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 この補助金の活用を検討されるような事業者に対しましては、金融機関から

の融資というのがスムーズに実行されるために、まずはこの事業内容について

各金融機関に御理解をいただく必要があると考えております。そのために、今

回の事業案につきまして、２月 15 日に県で主催した金融機関向けの説明会にお

いて、その中で内容を周知させていただいております。	 

	 なお、今後、提案事業の公募を行わせていただく段階におきましては、融資

を受けることを検討している事業者からの問い合わせを受けた場合について、

融資の円滑な実行のためには金融機関に速やかに相談するよう、県からもそう

いう周知をしてありますから、速やかに相談するよう事業者に対して連絡をし

てまいりたいと考えております。	 

西村委員	 

	 金融機関に対する周知はしていただきました。ただし一方で、今も申し上げ

ましたけれども実質的には貸付けなわけですから、資金力の乏しいＮＰＯであ

ったり中小企業にとって果たしてメリットがあるのかどうか、少ないのではな
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いかというのが懸念されるところですが、いかがでしょう。	 

地域エネルギー課長	 

	 この事業におきましては、毎年度の納付額について、事業者が得る売電収入

に対して、県が年度ごとに定めた納付率を乗じた額という設計で考えておりま

す。事業者が自己資金や金融機関の融資部分などについて、おおむね固定価格

買取制度の 20 年間のうちの前半部分の 10 年間以内に投資回収、又は金融機関

に返済が済ませられるように、発電開始後の 10 年間、県への納付率を低く抑え

て設定をしたいと考えております。そして、この自己資金の投資回収、金融機

関からの融資返済を 10 年間の中でできるだけ早く終わっていただいて、その後

の 10 年間において売電収入に占める県への納付率を高くさせていただいて、補

助金の回収を進めていきたいということで考えております。	 

	 このように、ＮＰＯや中小企業にとって課題である初期投資の調達部分と、

最初の数年間、10 年間についての不安を資金面で解消するために、仕組みを講

じていきたいと考えておりまして、それによって再生可能エネルギー事業に参

入しやすい制度にしてまいりたいと考えております。	 

西村委員	 

	 仕組みについて工夫をしていただいていることは分かりました。ですが、先

ほどの質問に出ていましたけれども、売電収入というのが想定より低くなって

しまった。そういった場合、この 20 年間の納付額が補助金に達しなかった場合

はどうなるのでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 再生可能エネルギーによる発電事業に参入を検討している事業者の方々に聞

いてみますと、事業実施をちゅうちょする理由の一つとして、天災地変、天変

地異ですとか長期間の異常気象によって太陽光が照らないような時期が多く続

いたような場合、こういった一度起こると事業の採算性を毀損してしまうよう

な事業リスク、こういうようなものがちゅうちょする理由の一つということで

聞いております。	 

	 そこで、納付率については 20 年間で返していただくような制度設計にはして

いるのですけれども、万が一のこういったリスクに対しては、こちらの方で定

めさせていただく納付率にしたがった納付をしていただくことによって、不足

分の納付というのは、それは達しない場合には求めないような形で、県がこう

いった万が一のリスクに対しては応分の負担をするということで、ちゅうちょ

する理由というところを解消するよう、促進に取り組んでいきたいと考えてお

ります。	 

西村委員	 

	 今、自然災害その他も想定をされてお答えを頂きましたが、これは売電価格

自体ということも同じようなことを考えてもよろしいのですか、変動について

は。	 

地域エネルギー課長	 

	 現在の買取価格で、まず来年度事業実施のときに毎年度の納付率、20 年間の

納付率を決めてまいります。その納付率に応じた納付額ということで、それが

満たない場合にはそのリスクを負うことにしておりまして、天災地変のほかに
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もそういったリスク対応していくことを考えております。	 

西村委員	 

	 細やかに御配慮いただいているものと評価をさせていただきます。	 

	 ただし、事業者の方々はこの 20 年間という、長期間にわたって県に納付をさ

れていくわけですよね。まだ納付が終わっていない事業者が移転をしてしまっ

たとか、あるいは撤退しないといけないような事態、こういったときにはどの

ように考えていらっしゃるのでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 太陽光発電の設備の設置者が、転居などにより発電事業の継続が困難な状況

になる場合、通常はその時点で一旦精算をして、補助金の一部をあん分して、

そのあん分した額について返還していただく。残りの額については返還してい

ただくというのが、一般的な補助金の原則ということになります。しかし、こ

の補助金の設計においては、事業者が安心して再生可能エネルギー事業に参入

していただくというのが趣旨でございますので、設備が譲渡されても太陽光発

電事業が継続されるというような場合には、承継した事業者が引き続き県へそ

のお約束の納付分を納付していただくということを条件として、補助金の返還

を求めないといった設計にしたいと考えております。	 

西村委員	 

	 まだ先のことで、そんなに心配する必要はないと思われるかもしれませんが、

万が一こういった、今質問したような事態が起こった。その場合は承継事業者

の方が引き継いでくださるというようなスキームにしてくださるということで

すけれども、撤退をしなければならない背景にはいろいろな事情があると思う

ので、こういう事情が起こったときは、承継されるような事業者を探すお手伝

いというのは、県はしていただけるものなのですか。	 

地域エネルギー課長	 

	 通常は民民の契約ということになりますので、次に引き継ぐ方に対して再生

可能エネルギーの太陽光発電の重要性というのを説明しながら、事業を継続し

ていただくような説明というのは県からさせていただきたいと考えておりまし

て、次の事業者にそういった御理解があれば、この補助金を返還しないで済む

ということでございますので、県から次の事業者に説明するような、前の事業

者から引き継ぐような、そのようなサポートはしてまいりたいと考えておりま

す。	 

西村委員	 

	 転ばぬ先のつえではありませんが、万が一というようなことが起こったとき

には、やはり中小企業であれＮＰＯであれ、余りしっかりとした資金の基盤を

持っていらっしゃる団体ではないというふうに判断をしますし、また、だから

こそ撤退をしなければならないような事態に陥る可能性もありますので、そう

いったことが起こったときには、是非県の方でしっかりとサポートしていただ

きますようお願いいたします。	 

	 さて、この補助率ですが、事業者がＮＰＯなら３分の２となっています。県

単の補助金としては高い率となっておりますが、その理由を教えてください。	 
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地域エネルギー課長	 

	 県内のＮＰＯ法人等に、いわゆる市民発電所のグループにお伺いしたのです

けれども、再生可能エネルギーによる発電事業を始める場合の課題というもの

をお聞きしたところ、初期投資の資金調達が大きな課題であると答えた団体が

非常に多いのが現状です。こうした団体というのは事業実施の意欲は非常に高

いのですが、この制度を検討していく上で、どのくらいの割合だったらよいの

かということで参考に聞いてみまして、例えば初期費用２分の１の補助金でど

うであろうかということを考えたときに、残り半額の資金を調達することも困

難であると、そういったようなお話のことでございました。	 

	 そこで、今回、ＮＰＯ法人など非営利で公益性の高い団体については、補助

率を２分の１よりも更に高い３分の２ということで、優遇したいと考えており

まして、そのことによって、こういったより多くの団体から再生可能エネルギ

ー事業を実施するような提案がなされるように考えていきたいと考えておりま

す。	 

西村委員	 

	 先ほど来話題にも挙がっております太陽光発電の買取価格の引下げ案、そし

てまた様々な世論というか太陽光発電にすぐに乗り出せないような素地という

のが出来上がりつつ、余り良いことではありませんけれども、この事業への影

響をどう見ていらっしゃるか。	 

地域エネルギー課長	 

	 この事業につきましては、固定価格買取制度の全量売電の事業を対象に考え

ておりますので、太陽光発電の場合には今年度より、先ほどの繰り返しになり

ますけれども、３円引き下げて１キロワットアワー当たり 24 円ということにな

り、事業採算の自主性が確かに厳しくなります。そのために太陽光発電施設の

導入を検討する事業者にあっては、これまで以上に設置コストの削減に努めて

いただく必要があると考えております。	 

	 そういったことで、太陽光発電の事業採算性は厳しくなりますけれども、応

募された提案の中でリーズナブルな設置プランというものを広く紹介していく

ことで、太陽光発電の設置コストの削減につながるように、県からサポートし

ていきたいと考えております。	 

西村委員	 

	 その具体的にリーズナブルな設置プランは、何か御提示されているようなも

のがあるのですか。	 

地域エネルギー課長	 

	 提示しているものはないのですけれども、民間事業者のお話を聞きますと、

今の工夫の中で設置コストを低減化するやり方として、一つアイデアとして提

示されたものがございます。太陽光発電設備には、組立てですとかパネルの設

置について、日曜大工のようにＤＩＹ方式で、自ら施工して工事費を抑えるよ

うなキットというものもあるというふうに聞いておりまして、そういった発注

の仕方であれば設置コストの削減を図ることができるといったお話がございま

す。	 

	 あと、福祉作業所で働く方に発注をすることで再生可能エネルギーと福祉の
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連携といった新しい取組によって、ＤＩＹ方式を使いながらこういったアイデ

アもあるということです。非常に事業採算性が厳しいところでございますけれ

ども、発電事業者、施工事業者にとってはいろいろな工夫をしていただくこと

で、設置コストの削減のやり方というのはあるというふうに聞いていますので、

そういった提案がこの事業の中で出てくることを期待しているところでござい

ます。	 

西村委員	 

	 今採算性の面で伺いましたけれども、お話を伺っているとまた違う希望とい

うか、神奈川らしさというものも打ち出せるのかなという、一つ光が見えたよ

うな気がいたしました。	 

	 さて、太陽光の発電について聞いてまいりましたけれども、本補助金で対象

となる再生可能エネルギー事業は、太陽光発電が中心になるとは思うのですけ

れども、その他の再生可能エネルギー事業も対象として考えていらっしゃるの

でしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 この補助金につきましては、太陽光発電にかかわらず固定価格買取制度を活

用した全量売電、再生可能エネルギー発電事業全般を対象としたいと。ただし、

平成28年度中に補助事業を完了できる見込みがあるということが対象になると

考えております。	 

	 小形風力、中小水力、バイオマスについての対象を考えておりますが、太陽

光発電以外の再生可能エネルギーの発電量については、一般的に事業開始など

の時間が長くなりがちでございます。この事業の公募の時期と設備導入のタイ

ミングが合うかどうかということが、少し難しい面もあるかもしれません。た

だし、太陽光発電以外の再生可能エネルギーの公募があった場合には、小形風

力もございますけれども、設置予定の市町村に対して許認可手続等の確認を行

いながら選考を行うようにいたしまして、そして、採択に至った場合には、そ

の市町村と連携をしながら県として、事業が実施できるように積極的にサポー

トしてまいりたいと考えております。	 

西村委員	 

	 

	 先ほど石川委員からも小形風力発電の御質問がありまして、そのときの答弁

で、書類の精査だけで数箇月などということが挙がりましたし、あるいは農地

ということを考えたら、農地転用は農業委員会で申請を行わなければいけない

ようなことが起こっているのだと思います。そのような中で、構造計算書を求

められるとなると、なかなか初期投資にまたお金がかかって、二の足を踏まれ

るようなところがあるのかなと。これは一つ提案ですが、こういった書類に関

わること、申請に関わることがより簡素化できるような仕組み、あるいは働き

掛けというのを県でも調整を図っていただけたらなと。新たな取組でございま

すので、県がしっかりバックアップとかサポートをしなければ、次の段階へと

進む事業者の方も出てこないかなというのが気になりましたので、一言要望申

し上げます。	 

	 さて、本事業は単なる一過性の補助金としないために、県は今後どのような
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取組をなさるつもりでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 県としましては、今後この事業について広く県内の事業者に周知をしまして、

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーによる発電事業に参入する事業

者の拡大を目指してまいりたいと思っております。具体的には、公募提案され

た事業のうち、システム設置費用のコストですとかメンテナンスなどの条件が

魅力的なものについて、県のホームページや各種県主催イベント等でＰＲして

まいりたいと考えておりますし、実際にこの事業によって再生可能エネルギー

事業に参入した中小企業者等に、環境保全のほか、資金調達や施工面で県内事

業者を活用したことを積極的にアピールしていただいて、広く県民や事業者へ

太陽光発電事業等の導入の検討を促してまいりたいと考えております。	 

西村委員	 

	 それでは、要望を申し上げたいと思います。	 

	 まずは、私どもの会派が提案させていただいたことをまじめに受け止めてく

ださり、しかも具体的に早速手を打っていただいたことを評価をさせていただ

きたいと思います。	 

	 太陽光発電の買取価格の引下げによって、パネルメーカーやこれまでの太陽

光発電を推進してきた事業者にとっては厳しい状況が続いておりますけれども、

こうした状況においても地球温暖化の防止や地域経済の活性化などの観点から、

再生可能エネルギー事業に参入しようとしている事業者を県が積極的に支援を

することは重要であると考えます。是非、本補助金を再生可能エネルギー事業

への参入を検討している事業者の背中を押すような、使いやすい制度として運

用していただきまして、2020 年、2030 年の将来につながる再生可能エネルギー

の普及拡大と地域経済の活性化に効果的に取り組んでいただきたいと要望いた

しまして、私の質問を終わります。	 

	 


