


●はじめに

このプロジェクトは、平成24年度からの2箇年にわたり、本町の離島において、自

然に優しく環境に配慮した島の活性化を図る「エコアイランド構想」の実現を目指す

ための取組として行ったものであります。

現在、地球環境の実態は、ごみ問題、オゾン層破壊、地球温暖化、生物種の絶滅

など、一般に知られているよりもはるかに深刻な現実として受け止めなければなら

ない課題が山積しています。

この原因は、商品の大量生産、経済の進展に伴う二酸化炭素の排出、生物の乱

獲に伴う生態系の変化など様々なものが掲げられておりますが、それらは人の生

活が要因となるものが多く、現在、その対策としてゴミの有料化による排出ゴミの抑

制や再生可能エネルギーの導入、更には絶滅危惧種に対する保護活動等が行わ

れております。

一方、本町が有する天売島・焼尻島は、暑寒別天売焼尻国定公園に位置し、天売

島は世界で有数な海鳥繁殖地、焼尻島は島の1/3が緑に覆われ特にオンコの群生

地が存在する自然豊かな島として、年間約15,000人の観光客が訪れています。島

内では、日本国内で絶滅の危機にあったウミガラスの懸命な保護活動が行われて

いるほか、生ゴミの堆肥化など、自然環境に配慮する取組をいち早く進めており、こ

の度の本プロジェクトの成果を基に、小さな離島での取組が環境に配慮した循環型

社会のモデルケースとなるよう、「エコアイランド構想」を策定し、今後の事業化に努
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社会のモデルケースとなるよう、「エコアイランド構想」を策定し、今後の事業化に努

めていきたいと考えております。

むすびに、本プロジェクトの実施に当たりまして、各企業の皆様、天売島の関係各

位及び北海道留萌振興局との協働事業として進めることができ、専門的見地からた

くさんのご助言をいただきましたことをご報告申し上げますとともに、ご協力いただき

ました皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

平成26年３月

羽幌町長 舟 橋 泰 博
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01 エコアイランド天売2013

平成25年６月15日（土）天売島において、本プロジェクト第２年
次スタートの節目として「エコアイランド天売2013」と題した記念

イベントを開催。プロジェクトの概要説明のほか、エコアイランド
構想の未来について考えることを目的に、和やかな雰囲気の中
総勢約80名の参加により実施した。

式 次 第
１ 事業概要説明
２ 抽選会
３ 現地視察
４ タブレット学習会
５ 環境授業

事業概要説明
㈱ウインドエコー 谷澤社長 様

事業概要説明
北海道三菱自動車販売㈱ 小島課長 様

１ 事業概要説明 ※本プロジェクトの25年度事業内容、電気自動車の性能、再生可能エネル
ギーの活用等について説明しました。

２ 抽選会

大切に使用してください・・・。参加者に配布されたエコグッズです。

３ 現地視察

小型風車と太陽光パネル。奥に見え
るのが天売小中学校です。

天売港フェリーターミナルに設置され
た小型風車です。

※環境について考える契機とするため、エコグッズが当たる抽選会を実施しました。

※今年度設置した小型風車と太陽光パネルの設置状況を確認しました。
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４ タブレット学習会

講師は、㈱ＮＴＴドコモ北海道支社
壱岐部長です。

楽しく操作に夢中です。

※島の情報発信を積極的に行うため、タブレットの使い方を学ぶ学習会を
行いました。

５ 環境授業

講師は㈱ウインドエコー谷澤社長です。うちわをあおいで発電しています。

※実験キットを使って、発電の仕組みを学び、実際に風や光を使って発電す
る環境授業を行いました。

エコアイランド天売2013の概要エコアイランド天売2013の概要

と き 平成25年６月15日（土） 10時15分から15時00分

ところ 天売総合研修センター

出席者

総数80名
■エコアイランド構想実証プロジェクト協働推進協議会参加団体 23名
北海道三菱自動車販売㈱ 2名、ゼファー㈱ 2名、㈱ウインドエコー 1名、
㈱ＮＴＴドコモ北海道支社 2名、天売小型運輸㈲ 1名、おろろんレンタル 1名、
北海道留萌振興局 6名、羽幌町 8名
■天売島民等 52名
① 開会から抽選会まで 32名
② タブレット学習会 9名
③ 環境授業 11名
■その他企業 2名
㈱ＫＩＴＡＢＡ 1名、ＰＶＧSolutions㈱ 1名
■報道機関 3名
ＨＢＣ 1名、ＮＨＫ 1名、北海道新聞羽幌支局 1名

その他

当日、会場で使用した電気については、次の設備から供給した。
■10:15～11:30
使用設備：アンプ、パソコン、プロジェクター、モニター、DVDプレーヤー 各１台
使用電源：ミニキャブミーブトラック（パワーボックス使用）
■13:00～15:00
使用設備：投光機 ３基、アンプ、パソコン、プロジェクター 各１台
使用電源：天売小中学校に設置した小型風車及び太陽光で発電

した電気を充電したバッテリー ４個
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02 電気自動車の導入に係る実証試験

電気自動車(以下「ＥＶ」という。)については、北海道三菱自動車販売㈱のご協力により、次のとお

り天売島民及び観光客による試乗を行い、試乗者を対象としたアンケート調査を実施、今後のエコア
イランド構想に向けた取組への参考とすることができた。

また、ＥＶに充電された電気を施設へ供給する実験を行い、災害時等におけるＥＶの実用性につい
てその可能性を探ることができた。
なお、天売島へのＥＶの輸送については、羽幌町職員により行ったので、その概要も記録する。

【導入試乗期間等】
■と き 平成25年６月５日（水）から７月28日（日）まで
■ところ 羽幌町天売島

【導入車両の諸元】

項 目

アイ・ミーブ ミニキャブ・ミーブ トラック

総電力量 16.0kWh 10.5kWh

駆動方式 2WD（後輪駆動） 2DW（後輪駆動）

【アンケートの実施】
■乗車人数45名のうちアンケート記入者18名（回答率 40.0％）
■集計結果は、別紙のとおり

【電気自動車の輸送記録】
⑴ 札幌→羽幌 6月3（月）、4日（火） 天候：晴
ＥＶ走行 3日 11:50 札幌市発⇒14:30 新十津川町着（整備工場でトラック充電）

⇒ 15:30 新十津川町発⇒15:40 滝川市着（日産プリンス滝川店で充電）
⇒ 17:00 滝川市発 ⇒18:10 留萌合同庁舎着（合同庁舎で充電）

4日 10:00 留萌市発⇒ 11:10 羽幌町着
⑵ 羽幌→札幌 7月29日（月） 天候：晴のち雲
ＥＶ走行 8：40 羽幌町発⇒ 9:50 留萌市着（旭川日産自動車留萌店で充電）

⇒ 11:00 留萌市発⇒ 12:20 滝川市着（日産プリンス滝川店で充電）
⇒ 13:30 滝川市発⇒ 14:30 岩見沢着（日産プリンス岩見沢店で充電）
⇒ 15:10 岩見沢発⇒ 16:00 札幌市（北海道三菱自動車販売）

駆動方式 2WD（後輪駆動） 2DW（後輪駆動）

充

電
時
間

急速充電 約30分（80％） 約15分（80％）

普通充電
（200V/15A）

約7時間 約4.5時間

普通充電
（100V）

約21時間 約7時間
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【解析結果】

■質問１（島での実用性）、質問３（島での普及の可能性）及び質問４（観光用としての普及の
可能性）の回答内容から、島内での実用性及び普及の可能性が高いことが伺え、島内にお
ける移動距離や自然環境を考えた活用が期待できるものと思われる。

■質問２（購入意向）では、価格等の周知を行わなかったものの、試乗した上での活用性、経
済面、そして島内及び島外へ与える好影響から、比較的購入意向が高かったものと思われ
る。

■質問６（購入希望価格）では、軽トラック試乗者のみ（島民による導入を期待）としたが、購
入希望としては、通常の軽トラックと概ね同額を希望されているところである。

■自由記述を含め全般的に伺えたのは、これまで過去２回行った試乗を含め電気自動車に
対し好印象が得られたものと理解することができる。特に島を訪れている観光客からは、豊
かな自然を観光素材としてＰＲしている背景から、積極的に導入すべき意見が多く見られたと
ころである。

■島民が所有する車両として導入を図るには、車両更新のタイミングがあるほか、購入時の
価格が少し高値であるものの、その燃料消費に係る経費などランニングコストが低額となるこ
とについて理解を深めてもらう必要がある。
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【天売ウニまつりでの実証試験】

天売島における一大観光イベントである「天売ウニまつり」において、電気自動車の普及促進と理
解向上に努めるため、北海道三菱自動車販売㈱のご協力により、次の取組を行った。
（天売ウニまつりの概要）
・と き 平成25年7月27日（土）、28日（日）
・と こ ろ 天売港
・取組概要 ①電気自動車の試乗（実績は前表に記載）

②電気自動車の電源を使った携帯電話の充電無料サービス

【天売高齢者支援センターへの電気供給実験】

災害発生等の非常時において、電気自動車に充電された電気の家庭への供給の可能性について実
験を行った。
（実験の概要）
・と き 平成25年7月18日（木） 10時から15時までの5時間
・と こ ろ 天売高齢者支援センター
・取組概要 ディサービス開催時に常時利用されているテレビの電源としてアイ・ミーブを使用し、

１時間毎にアイ・ミーブの残電力及びテレビの状況を確認した。
※使用テレビ：パナソニック製37型ＴＶ 消費電力 174Wh

・調査結果 （結論）
当該自動車を満充電すると、一般家庭で使用する電力の概ね1日分を確保することがで
きると推測できます。
（根拠）
調査対象時間の消費電力 174wh×5時間＝0.87kWh

調査対象時間における車両走行距離数の変化 当初131㎞、終了時120㎞(11㎞相当)

以上から車両から供給可能な電力量は、
0.87kwh/11㎞×131㎞＝10.36kWhと推定とされます。

※一般家庭で使用されている主な設備で換算すると・・・

品目
使用電力
(w)

1日の想定
使用時間（h)

1日の想定使
用電力(kwh)

計
(kWh）

冷蔵庫 300 24 7.2

9.8テレビ 174 12 2

室内照明 100 6 0.6
電気の供給に使用した
「powerBOX」-7-

★メーカーより
車両から供給可能な電力量は、彩大16kwhの約56％である９kwhである。これは、自走可能とするために残電気量が25％と
なった時点で供給がカットされ、（16×25％＝12）、また、電気を直流から交流に変換する際に生じる効的ロスが25％生じるため
（12×25％＝９）である。



03 自然再生可能エネルギーの導入に係る実証試験

風力発電機
ｸﾛｽﾀﾜｰ(5m)

風向
風速計 気象

ｾﾝｻｰ

本試験については、昨年に引き続きゼファー㈱、㈱ウインドエコー及び㈱ＮＴＴドコモ北海道支社並
びに現地作業等において㈲天売小型運輸のご協力をいただき円滑に進めることができた。
25年度の設置箇所については、再生可能エネルギー導入の可能性が高いとされる「天売フェリー

ターミナル」「天売小中学校」を選定し、かつ、設備は小型風車のほか、天売小中学校には太陽光発
電を併設し、年間通じての発電の可能性について調査を行うこととしたものである。

また、昨年同様、運転、風速又は発電等の状況を確認するため、両箇所に監視カメラやリモートコン
トロールモニタを設置したほか、気象庁による気象データが観測されていない天売島のデータを把握
し、島における気候の推移及び本事業の参考とするため、気象観測計を設置したところである。
更に、設置箇所におけるバードストライクの状況調査についても実施した。

【実証試験の概要】
■設置期間：平成25年６月１日（土）から平成26年３月17日（月）まで
（天売フェリーターミナル）
■設置設備：小型風車 ゼファー㈱ Z-1000-250 １基
■設置システムの概要

監視
ｶﾒﾗ

設置写真

風力発電機
ｸﾛｽﾀﾜｰ(5m)

（天売小中学校）
■設置設備：小型風車 ゼファー㈱ Z-1000-48 １基

太陽光発電 PST203EarshON48 ６枚
■設置システムの概要
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【運転及び発電状況／発電量の推移】

月月月月

フェリーターミナルフェリーターミナルフェリーターミナルフェリーターミナル 小中学校（風力）小中学校（風力）小中学校（風力）小中学校（風力） 小中学校（太陽光）小中学校（太陽光）小中学校（太陽光）小中学校（太陽光）

平均風速
(m/s）

発電量
(Wh）

平均風速
(m/s）

発電量
(Wh）

瞬時最大
日射
(W/㎡）

発電量
(Wh）

2013.06

1.0 3,015 1.1 2,174 1,259 58,126

21,26,27が低気圧による強
風で、この3日間で月間の約
100%を発電

2-4,20-21,26-27が低気圧によ
る強風で、この3期間で月間
の100%を発電

下旬は夏至。太陽高度が高く、
日射量が大きいほか日照時
間も長い。

2013.07

1.0 208 0.7 40 1,100 81,000

ほとんど無風状態。発電微
小

ほとんど無風状態。発電微小
6月同様に太陽高度が高く、

日射量が大きいほか日照時
間も長い。

2013.08

1.4 5,249 1.0 1,439 959 92,940

1,2,28,30が低気圧による強
風で、この4日間で月間の約
100%を発電

1-2,25-26,30が低気圧による
強風で、この3期間で月間の
約100%を発電

6,7月同様に太陽高度が高く、

日射量が大きいほか日照時
間も長い。

2013.09

1.5 2,656 1.1 687 976 76,880

4,17,26が低気圧による強風
で、この3回で月間の約80%
を発電

4-5,17,24が低気圧による強
風で、この3期間で月間の約
90%を発電

太陽高度が下がり、日射量及
び日照時間が低下している。
特に2-4,14-16,23-25の日射が
弱い。

2.1 11,892 1.5 4,281 795 83,030

2013.10 3,13,16,27が低気圧による強
風で、この4日間で月間の約
90%を発電

3-4,11-12,14-16,26-27が低気
圧による強風で、この4期間で
月間の約90%を発電

更に太陽高度が下がり、日射
量及び日照時間が低下してい
る。

2013.11

2.2 10,644 2.1 4,967 657 51,487

7-8,10-13,17-19,20-23,25が
強風で、この5期間で月間の
約90%を発電

8,10-11,20,23,26-27,30が強風
で、この6期間で月間の約90%
を発電

太陽高度が急に下がり、日射
量及び日照時間が大きく低下

2013.12

2.9 22,339 2.4 12,476 505 36,030

11,15-16,20-24,27-28が強風

で、特に下旬はほぼ毎日が
強風日

11,16,20,27-28が強風。平均
風速はFﾀｰﾐﾅﾙの約80%(発電
量は約56%)

12月は冬至。太陽高度は最

低で、日射量及び日照時間が
低下

2014.01

2.6 15,467 2.4 13,324 550 16,966

1-3,9-14,16-22,25-27が強風

で、中旬からはほぼ毎日が
強風日

1月はほぼ毎日が強風。平均
風速はFﾀｰﾐﾅﾙの約90%(発電
量は約86%)

太陽高度が低く日射量及び日
照時間が大きく低下。ﾊﾟﾈﾙへ
の積雪により発電低下

2014.02

2.6 18,374 1.0 2,776 716 3,410

1-5,10,17-20,28が強風。１月
に比較し悪天候が多数

2/8以降バッテリー容量なく発
電停止（各種設備動作停止）

2/8以降バッテリー容量なく発
電停止（各種設備動作停止）

2014.03
2.0 5,720 - - 808 -

6,14が強風。18撤去 - -

計 ＊月平均 1.9 95,564 1.5 42,164 833 499,869
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【運転及び発電状況／月別】

１ 平成25年６月

【発電の評価】
風は弱い(平均1.0m/s)が、6/21、26、27は風が強く、3日で約3kWhを発電している。

-10-

【発電の評価】
風は弱い(平均1.1m/s)が、6/2~4、20~21、26~27は風が強く、計約2kWhを発電している。



25

【発電の評価】
夏至を迎え太陽高度は高く日射量が大きく、日照時間も長い。

２ 平成25年７月

【発電の評価】
風は弱く(平均1.0m/s)、日常の微風で約200whを発電している。
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【発電の評価】
風は弱く(平均0.7m/s)、日常の微風で40whを発電している。
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【発電の評価】
太陽高度が高く日射量が大きいほか日照時間も長く、発電量が大きい。



【発電の評価】
下旬の低気圧によって一時的に強風が吹いたことから、5,249Wh発電している。

３ 平成25年８月
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【発電の評価】
下旬の低気圧により一時的な強風が吹いたことから、1,439Wh発電している。
しかし、立地環境の違いからフェリーターミナルよりも弱風である。
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【発電の評価】
太陽高度が高く日射量が大きいほか日照時間も長く、発電量が大きい。

４ 平成25年９月

【発電の評価】
上旬及び下旬の低気圧により一時的な強風が吹いたことから、2,656Wh発電している。
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【発電の評価】
上旬及び中旬の低気圧により一時的な強風が吹いたことから、688Wh発電している。し
かし、フェリーターミナルと比べると、平均風速は1/2で、発電量は風速差の影響により
1/4となっている。
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【発電の評価】
9月から太陽高度が下がり日射量、日照時間が低下



５ 平成25年10月
【発電の評価】
平均風速も上がり、また、中旬と下旬の低気圧の影響により11,892Wh発
電している。
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【発電の評価】

平均風速も上がり、恒常的に強風が吹くことが多くなってきたことから、
4,281Wh発電している。



【発電の評価】
太陽高度が下がり日射量、日照時間が低下

【発電の評価】
上旬と下旬の低気圧の一次的な強風により10,644Wh発電している。

６ 平成25年11月
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【発電の評価】
上旬と下旬の低気圧の一次的な強風により4,967Wh発電している。ただし、
発電量は、風速差影響からフェリーターミナルの約1/2となっている。
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【発電の評価】
太陽高度が急激に下がり日射量、日照時間が大きく低下



７ 平成25年12月
【発電の評価】
風の強さが増し、平均風速が上がったことから22,339Wh発電している。
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【発電の評価】
フェリーターミナルと同じく平均風速が上がり、12,476Wh発電



８ 平成26年１月

【発電の評価】
冬至を迎え、太陽高度が最低で日射量、日照時間が大きく低下
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８ 平成26年１月

【発電の評価】
風の強い日が多い。中旬からはほぼ毎日が強風日



【発電の評価】
発電量からほぼ毎日強い風が吹いたものと推測される。
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【発電の評価】
太陽高度が最低で日射量、日射時間が大きく低下



９ 平成26年２月

【発電の評価】
平均発電量は0.6kwh/日で、12月に次ぐ発電量。
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【発電の評価】
7日まで強風が3回。しかし、8日以降はバッテリー容量低下の発電停
止（リモートモニタが動作停止のため監視不能）



10 平成26年３月

【発電の評価】
2月の日射量は小さい。また、8日以降バッテリー過放電のため
チャージコントローラが動作停止

10 平成26年３月
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【発電の評価】
6、14日が強風日であったものの穏やかな天候となり強風日が減少。
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【発電の評価】
日照時間が長くなり、日射量が増加。実績値は10月と近似する。



【総括】

■風力発電については、昨年から設置場所を変更し、風通しの良い場所を選択したことも
あって、ある程度の成果が得られ、特にフェリーターミナルに設置した風車の発電量は、
比較的高く推移したところである。

■天売小中学校へ設置した小型風車については、周辺に障害物（背後の崖、学校校舎
等）がある環境下から、フェリーターミナルと比較し発電量は約1/2となっている。今後の本

格的な整備を計画するに当たっては、自然景観に配慮しながらも、より高い稼働率が得ら
れるような設備の検討が必要とされるところである。

■太陽光においては、実証試験として夏場における風力発電の稼働率低下を補うものと
して設置したところであるが、日照時間の少ない冬場であり、かつ設置パネル数が少なく
ても一定の発電量を確認することが出来た。なお、太陽光パネルを設置する際は、積雪
量に配慮する必要がある。

■総体的に、天売島における自然再生可能エネルギーの活用に当たっては、その実用性
が高いものと判断される。特に、今年度の実証試験の場となった2箇所において、天売小

中学校にあっては、島内最大の避難所として災害時に商用電源が停止した場合に電気を
供給する手法として活用が見込まれるほか、フェリーターミナル周辺においても強い風が
吹く立地環境から、風力発電をはじめ再生可能エネルギーの導入においては、設置の効
果が期待できるものと判断されるところである。

【その他】

１ バードストライクについて

今年度は、フェリーターミナル及び小中学校裏の空地に小型風車を設置したが、港ではオオセグ
ロカメモの姿が見られるものの、施設周辺において鳥の死骸を確認することはなかったほか、学校
敷地においても、野鳥の死骸を確認することがなかったため、小型風車の設置に当たっては、バー
ドストライクの心配はないものと判断できるところである。

２ 風切り音について

フェリーターミナル周辺においては、日中は島民が仕事に従事し、観光客が出入りするなど、賑わ
いがあるため、気になることはないほか、夜においても、風車近郊に住む島民がいないことから、風
車の運転に係る風切り音は心配のないものと判断できる。

また、学校敷地においては、学校からの距離も離れており、風車設置箇所に面する教室は技術室
等の特別教室であり使用頻度が比較的少ない教室であるほか、関係者への聴き取り調査を行った
結果においても「気にならない。」という意見が得られたことから、今年度の設置箇所における風切り
音に係る周辺環境に与える問題はないものとする。

果が期待できるものと判断されるところである。

-25-



04 その他関連事業

⑴ モニターカメラ及びリモートコントロールモニターの設置

風車の稼働状況を遠隔から確認することができる「モニター
カメラ」と、その発電数値等をリアルタイムで把握することので
きる「リモートコントロールモニター」を発電設備毎に設置。本
情報は、設置者の管理用としても活用されたほか、羽幌町
ホームページでも公開することで、本取組の内容を含め再生
可能エネルギー活用の可能性を広く周知することができた。

モニターカメラ

リモートコントールモニター

⑵ 気象観測計の設置

気象庁が設置する気象観測点が天売島
内になく、自然再生可能エネルギーを活
用するに当たって気象データを蓄積する
必要があるため気象観測計を購入し、フェ
リーターミナルへ設置。気象状況の把握
によって、漁業や観光業、災害対策等多
方面に及ぶ利用も期待できる。

観測計

⑶ Wi-Fiスポットの設置

天売島内において、情報を発信し易い環境を整備するため、島内で一番人が集う「フェリーターミ

観測データ画面

天売島内において、情報を発信し易い環境を整備するため、島内で一番人が集う「フェリーターミ
ナル」に光回線を活用したWi-Fi中継器を試験的に設置し、スマートフォン端末等の利用を可能にし
た。
現代の情報社会において、Wi-Fiスポットの必要性は極めて高いことから、今後、恒久的な設置を
進める必要があるものと考える。

⑷ 観光情報提供ソフトの運用

スマートフォンやタブレットを利用して、天売島の観光情報を平成25年8月まで閲覧可能とした。

島のマップから、その位置にある観光情報の閲覧を可能としたほか、現在いる場所でカメラ機能を
かざすことによって、その方向にある観光情報の入手が可能となった。
なお、使用するには無料アプリ「トラベラー北海道」及び「Layar」をインストールする必要があり、
現在は使用出来ないものの、利用方法を下記のとおり参考に記録する。
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【参考】

⑸ 環境授業の実施

自然の力を使用した電気の作り方を広く普及
することにより、再生可能エネルギーの必要性
や本プロジェクトの関心を高めてもらうことを目
的に環境授業を実施。本事業は、昨年に続く
もので、昨年実施した天売小学校以外の天売
中学校、天売高校及び焼尻小中学校の児童
生徒を対象とし、講師は、㈱ウインドエコー谷
澤社長が務め、羽幌町職員が補助員として参
加した。

授業は、児童生徒が親しみやすい内容とし
て実施されたことから、エコや発電のしくみに
ついて関心が高められた機会となった。

焼尻小中学校天売中学校 天売高校

実験キット

（天売中学校・天売高校）
・と き 平成25年11月６日（水）
・ところ 天売中学校、天売高校
（焼尻小中学校）
・と き 平成25年9月19日（木）
・ところ 焼尻小中学校

その他、協働事業者である㈱ウインドエコー及び㈱ＮＴＴドコモ北海道支社のご厚意により、天
売島海鳥繁殖地の素晴らしさを広く宣伝するため、繁殖地にある海鳥観察舎内に定点カメラを
設置、海鳥繁殖地の映像を定期的に撮影し、羽幌町のホームページにおいて公開したもの。設
置及び運用状況は下記のとおりである。
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05 平成24年度事業の記録

本プロジェクトは、24・25年度の２箇年事業であることから、昨年度の実施事業をここで簡単に
振り返る。

【キックオフセレモニー（事業スタート）】

と き 平成24年9月10日（月） 午前10時30分から

ところ 羽幌町天売支所（北海道苫前郡羽幌町大字天売字和浦）

出席者

総数：48名
【覚書締結関係者：21名】
北海道三菱自動車販売㈱ 3名、ゼファー㈱ 2名、 ㈱ウインドエコー 1名、
留萌振興局 7名、羽幌町 8名
【羽幌町エコアイランド構想実証プロジェクト協働推進協議会参加者：8名。
ただし、上記関係を除く。】
㈱ＮＴＴドコモ北海道支社 2名、㈱ＪＴＢ北海道 1名、 海の宇宙館 1名、
天売小型運輸㈲ 1名、おろろんレンタル 2名、島の宿大一1名
【その他参加者：14名】
羽幌町立天売小学校児童 6名、
その他一般島民 8名
【報道機関：5名】
ＨＢＣ 3名、ＨＢＣ ＦＬＥＸ 1名、
北海道新聞羽幌支局 1名

【電気自動車の試乗に係る実証試験】

■試乗期間等
と き 平成24年９月10日（月）から９月14日（金）まで

■試乗車
ミニキャブ・ミーブ バン 総電力：16.0kwh、駆動方式：2WD
（充電について（フルの場合））
急速充電 約35分（80％充電）
普通充電（200V/15A） 約7時間
普通充電（AC100Ｖ） 約21時間

■アンケートの実施
乗車人数34名のうちアンケート記入者24名（回答率 70.6％）

■アンケートの主な解析結果

・すべての質問を通じて、好印象が持たれたことが分かり、特に環境に対する意識及び家庭
用電源への使用等防災面に対し、関心が高いことが伺えた。

・自由記述であった「不安に思うこと」として、最も意見が多かったのは「冬道での運転」であり、
次いで「バッテリー」や「充電施設」、「充電後の走行距離」など、冬期及び長距離運転に利用
した際の不安に対する意見が多かった。

・天売島での生活に直結しているものとして、「災害・停電時等非常用電源に有効である」と
いう意見が最も多かった。
・試乗したほとんどの方がＥＶに関心を持たれた。

ミニキャブ・ミーブ
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【小型風力発電施設に係る実証試験】

■実証試験の概要
・設置期間：平成24年９月10日（月）から11月19日（月）まで
・設置箇所：羽幌町大字天売 天売支所敷地内
・設置機械：ゼファー㈱風力発電機 Z-1000-24V ※平均風速が2.5m/sを超えたときから発電を開始

・設置システムの概要

・24年度における発電量 4,594Wh（4.6kWh）

月 期間 発電量 特記事項

H24.9 9/10～9/31 153Wh
全国的に好天で高温が続き、例年になく北海道内全体で風速が小さ
かった（月平均風速0.8m/s）。

・その他の関連事業
⑴ モニターカメラの設置
⑵ リモートコントロールモニターの設置
⑶ Ｗi-Ｆi中継器の設置
⑷ 環境授業の実施
・開催日 平成24年10月31日（水）

午後１時25分から午後３時00分まで（５及び６時限目）
・場 所 天売小中学校

■小型風車設置に係るまとめ
24年度における実証試験については、天売支所への電力供給の可能性を調査したところである

が、周辺に高齢者支援センターや民家が建ち並んでおり、風の通りが余り良くない条件下での試
験実施となったところである。

発電結果については、思うような発電量を成果として上げることが出来なかったところであり、本
敷地内において風を活用した発電の可能性については極めて低く、天売支所に対し風による再生
可能エネルギーを供給するには、周辺の風通しの良い他の空地を活用するなど、設置環境につい
て一考が必要と思われる。

H24.10 10/1～10/31 2,773Wh
前半は穏やかな日が続き平均風速が10m/sと低かったが、14日以降
は低気圧の影響で風の強い日が数日あった（月平均風速1.1m/s）

H24.11 11/1～11/19 1,668Wh
恒常的に風を受ける日が増えたものの、10月に比べ強風の吹く日が
少なかった（月平均風速10.7m/s）。

計 9/10～11/19 4,594Wh
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06 資料

【プロジェクトの概要】

【覚書】

本プロジェクトの実施に当たり、有意義な事業の推進を目的に関係機関等との間で下記の覚
書を締結した。
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07 まとめ

本プロジェクトは、再生可能エネルギーや電気自動車等の導入を図ることにより、本町の離島が
有する世界に誇る貴重な自然や環境を保全するとともに、地域振興や住民の安全安心に寄与す
ることを目的に、平成24年度から２箇年にわたり実施したものです。

初年度は、企画から実施に至るまでの期間が短い中、資機材の使用に係るご配慮、専門的知
識や技術の提供など、関係企業及び天売島民の皆様などの各種方面から積極的なご支援をい
ただき事業実施に至ることができました。
また、第2年次は、初年度の事業実施状況や成果を踏まえ、より実現性の高い取組を推進する

ことができましたほか、本取組はもちろんのこと、取組の舞台となった「天売島」の素晴らしい島の
宣伝普及や情報発信という分野におきましても併せて、初年度以上に協働で取り組むことができ
ましたことに対し、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

事業の成果につきましては、これまで述べてきたとおりでありますが、総体的な試験結果といた
しましては、一定の成果が得られたものと認識しております。

このため、本結果を基にした本町におけるエコに係る実践的取組、そして防災に有効であるとい
う観点から、昨年、電気自動車を天売島と焼尻島へ１台ずつ導入いたしました。今回の試乗アン
ケートにおいて、冬季における運転への不安等が意見として掲げられておりましたので、島民の
皆様には、電気自動車の運転状況を見ていただくことで、自家用車としての電気自動車の導入に
ついてご検討いただき、二酸化炭素の排出抑制に務めていただきたいと考えております。

また、再生可能エネルギーの導入につきましても、防災拠点の整備と併せた取組を進めることと
しております。第２年次、実証実験の場となった天売小中学校が島内最大の避難所であることか
ら、当該学校に対し再生可能エネルギーにより発電された電気を供給し、災害発生時には、電気
を蓄えたバッテリーを避難時に使用する資機材の電源として使用するものとしております。なお、を蓄えたバッテリーを避難時に使用する資機材の電源として使用するものとしております。なお、
本事業については、現在、設計を行っており、平成26年度に事業着手の予定としております。

このように、既に実行又は計画している事業もありますが、本プロジェクトを進める過程におきま
して、本町離島でのエコに係る事業推進の可能性について確信が得られましたことから、現在、
「羽幌町エコアイランド構想」の作成について準備を進めているところであります。

本構想を作成されたあかつきには、構想の実現に向け具体的な取組を検討する組織を設けた
いと考えており、この度、本プロジェクトにご参加いただきました皆様のお力と、新たに本取組にご
理解ご協力をいただける関係機関等にご参加いただきながら、進めていきたいと考えております。

結びに、本事業に関係いただきました皆様に対し、改めまして深く感謝申し上げますとともに、今
後の取組に対するご支援をよろしく申し上げまして、まとめのご挨拶といたします。
本当にありがとうございました。

■写真で振り返る「羽幌町エコアイランド構想実証プロジェクト」
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