
平成２６年度事業に関する基本的考え方（その１）

資料３

○昨年３月に策定されたビジョンや行動計画の実現に向け、需給両面に着目した事業を実施。
○安全、安心、快適なエネルギーのまちづくりに向け、更なる取組みを進めることが必要。
○市民 事業者 教育機関等との連携強化を図り “未来像”の実現を目指す○市民、事業者、教育機関等との連携強化を図り、 未来像 の実現を目指す。

１．これまでの主な歩み
（１）平成２３年１０月：新エネルギー対策課発足

２．市民課題の解決に資する具体的な取組み例
（１）小鷹井堰らせん水車実証事業（１）平成２３年１０月：新エネルギ 対策課発足

（２）平成２４年 ５月：鹿児島大学と連携協定締結
（３）平成２４年１２月：国土交通省「創蓄省エネル

ギーモデル構想事業」採択（全国５カ所）
（４）平成２５年 ３月：ビジョン及び行動計画策定

（１）小鷹井堰らせん水車実証事業
（２）総合運動公園防災機能強化事業
（３）スマートグリッド実証試験
（４）公共施設の屋根貸し事業
（５）超小型モビリティ導入事業（４）平成２５年 ３月：ビジョン及び行動計画策定

更に、様々な事業を通じた更なるチャレンジ

（５）超小型 ビリティ導入事業

更に、市民意識の向上に資する意見交換等の実施

☆市民の理解不足、庁内外関係者との連携不足等、取組みは“道半ば”。
☆様々な課題解決のため更なる取組み加速化の必要性。

３ ビジョンで描く未来像の実現：次世代エネルギーを活用した１０年～２０年後の「ありたい」姿へ

市民ニーズの実現
“エネルギーのまち”ブランドの確立

（関連施設の“パビリオン化”）

３．ビジョンで描く未来像の実現：次世代エネルギ を活用した１０年 ２０年後の「ありたい」姿へ
（１）エネルギーに関する市民意識が高く、幅広い世代の交流が活発な、安全、安心、快適なまちづくり。
（２）若い世代がやりがいを持って活躍できる関連産業振興が進展、次世代エネルギーが積極的に利活用。 1



平成26年度事業に関する基本的考え方（その２）

○取組みの現状や国のエネルギー基本計画等も踏まえ、継続事業に加え、来年度も、主に
市民が抱える課題の解決に資する事業を実施する。

１．市民生活の安全、安心、快適性の確保
２．雇用や所得の拡大に資する産業振興

予算要求に際しての基本方針（各種アンケート及び地域との対話結果等を踏まえて）

市民アンケートでは、高齢者の安全、
安心な暮らしの実現、集落生活の
利便性向上 防災対策の充実等を

雇用や所得の拡大に資する産業振興
３．安全、安心、快適な市民生活実現に向けた都市基盤整備
４．市民等に対する（質量確保した）積極的な普及啓発

来年度新規事業例の概要
要求総額は約５．５億円

利便性向上、防災対策の充実等を
望む声が多く寄せられた。

番
号

事業名 要求額（万円） 行動計画
テーマ番号

来年度新規事業例の概要 （継続事業を含む）

１ スマートグリッド実証試験と連動した見守りサービス事業 3,000万円 テーマ１

２ 街路灯等ＬＥＤ導入事業 3,000万円 テーマ６

３ 川内駅低炭素化等事業 21 500万円 テーマ５３ 川内駅低炭素化等事業 21,500万円 テ マ５

４ 公用車ＥＶ導入事業 1,000万円 テーマ２

５ 電気自動車充電器等インフラ整備事業 5,948万円 テーマ２

６ 地域防災機能強化共同研究事業 300万円 テーマ９

７ ＦＭさつませんだいを活用した普及啓発事業 52万円 テーマ４ 2



１．スマートグリッド実証試験:見守りサービス実証事業について

1 事業目的と背景
⑴ 本市と九州電力が共同し 実施する「 トグリ ド実証試験 の 環とし⑴ 本市と九州電力が共同して実施する「スマートグリッド実証試験」の一環として、

電気使用量の見える化や電気料金による、ピーク時間帯の電力使用抑制効果の
検証を行うため、モニター（５００世帯）を募集しているところ。

⑵ 本実証試験で構築されたネ トワ クを利用した見守りサ ビス等の提供可能⑵ 本実証試験で構築されたネットワークを利用した見守りサービス等の提供可能
性を検証する。

2 事業費 平成２６年度予算 ３，０００万円

3 事業概要
⑴ 事業のコンセプト

スマートグリッド実証試験で構築された

薩摩川内市 高齢者みまもり支援実証実験

九州電力
実証プラットフォーム

薩摩川内市

薩摩川内市
高齢者みまもり支援実証プラットフォーム

デ タ

ネットワークを利用し、付加価値サービス
として、見える化端末等を使った高齢者の
見守りサービスに実証試験を行う。

薩摩川内市

（高齢者抽出）

SMデータ

スマートコンセント
データ

見守り支援
システム

アラートメール

スマートメーターと
スマートコンセントの電力情報を併用

５００のうち５０件程度で実証事業行う予定 薩摩川内市高齢者世帯
(数十～100世帯程度)

アラ トメ ル

⑵ 事業スキ ム

電力使用量等の「見える化」

の画面イメージ

スマート
コンセント

ＳＭ

独居

HGW

薩摩川内市
担当者

薩摩川内市
民生委員

安否確認

報告

訪問

遠方の
家族など
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⑵ 事業スキーム

薩摩川内市 事業者
委託

夫婦 民生委員

訪

電話など



２. ＬＥＤ街路灯導入事業について

1 事業目的と背景1 事業目的と背景
⑴ 平成２５年３月に策定した次世代エネルギービジョンのアンケート調査において

本市の一番の困りごとは「街灯が少なく夜が暗い」が第１位であった。
⑵ 二つの手法を検討、一つ目は、既存の街路灯等をＬＥＤ灯に変える手法。⑵ 二つの手法を検討、 つ目は、既存の街路灯等をＬＥＤ灯に変える手法。
⑶ 今回実施するのは２つ目の手法で、真に「街灯が少なく暗い」の課題に応えるた

めに、現在街路灯がない暗い個所 に独立電源型街路灯を設置するもの。
2 事業費 平成２６年度予算３，０００万円事業費 成 年度 算 ，

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

街灯が少ない街灯が少なく夜が暗い

3 事業の概要

◆産学連携◆

太陽光等独立電源
＋蓄電池

37.3%

36.0%

34 1%

光熱費の高い

雇用状況

荒山や耕作放棄地

就きたい職種の求人や

就労機会が近隣にない

山林や田畑が手入れされずに

電気料金などの光熱費が高い

◆産学連携◆
① 企業（産）

地元企業

+
不足企業

デザイン
設計
意匠
製作

◆施工・メンテナンス◆
① 地元電気業者

による施工と

ＬＥＤ灯

34.1%

26.8%

26.5%

荒山や耕作放棄地

スポーツ・レジャー・文化施設の充

実

交通の便

ず

放置されている

スポーツ施設、レジャー施設や

文化施設が近隣にない

バスの本数が少ないなど

交通の便が悪い

② 協力（学）
川内商工
ポリテクカレッジ

※設計・製作・施工・メンテナンスまで包括リース

製作 による施工と
メンテナンス

23.9%

19.4%

生活必需品購入店舗数の数及び

遠隔地店舗

子育て環境

高齢者 見守り体制

公園や保育所の不足など

子育て環境が十分でない

生活用品や日用品を

買い物する店舗が少ない、遠い

高齢者の見守り体制が

※設計・製作・施工・メンテナンスまで包括リース

◆官の役割◆・・・出口の補助
① 不足している企業誘致等
② 初期段階の補助は直接 補助とせず 18.8%

17.3%

高齢者の見守り体制

福祉施設の不足

高齢者の見守り体制が

行き届かない

老人ホームや介護施設など

福祉施設が近隣に不足している

② 初期段階の補助は直接 補助とせず、
ＬＥＤ灯を設 置する費用を負担する。

導入費（リース）として ３，０００万円(単年度)×５年間=1億5000万円計上 4



３.川内駅低炭素化等事業について

1 事業目的と背景1 事業目的と背景

⑴ 地域との対話等において、まちの玄関口である川内駅を活用して、「エネルギー
のまち」をもっとＰＲすべきとの意見が多く寄せられている。

⑵ 市民活動の拠点である「川内駅」を平常時は次世代エネルギー情報発信拠点、⑵ 市民活動の拠点である 川内駅」を平常時は次世代 ネルギ 情報発信拠点、
災害時は次世代エネルギーを活用した防災拠点として整備するとともに、市民や
観光客の憩いの場を提供する。

2 事業費 平成２６年度予算 ２億１，５００万円

3   事業概要
(1)エネルギー関連施設整備

薩摩川内市 事業者

 
薩摩川内市保有エリアへの 駅前広場への 

薩摩川内市 事業者

設計施工一括方式による発注

太陽光発電システム導入 東西自由通路への 

LED 照明導入 

風力発電システム導入 

(2)東西自由通路

川内駅 SENDAI STATION
駅駐車エリアへの 

EV ステーション 

駅東口西口階
段壁面への大
型表示板 
導入

ドーンデザイン研究所
（水戸岡鋭治氏）

薩摩川内市

委託

導入

物産館への
EMS・情報端末導入 
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4.公用車ＥＶ（電気自動車）導入事業について

1 事業目的と背景

⑴ 電気自動車の普及については、国において各種普及施策が展開され、本市に
おいても購入補助を実施しているところであるが、あまり進んでいない状況である。

⑵ 電気自動車の普及及び「エネルギーのまち」を積極的にＰＲするため、リース方
式に公用車として電気自動車を導入する。
また、休日には、地域のイベント活動用として一般の方々へ無料で貸し出し、電気
自動車を体感 ただ る う する自動車を体感していただけるようにする。

●導入台数１０台（本庁及び本土４支所に各２台）
2    事業費 平成２６年度予算 １，０００万円

3 事業概要
事業スキーム 非常用電源

としても活用入札によりリース契約 としても活用
薩摩川内市 リース会社

入札によりリース契約

アイミーブ
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ミニキャブ・ミーブ
アイミーブ



5.電気自動車充電等インフラ整備事業について

1 事業目的と背景1 事業目的と背景
⑴ 電気自動車の普及拡大を図る上で、大きなネックとなっている充電インフラ整備

について、市が先導的に一定の面的整備を行うことで、市民の電気自動車の購入
マインドを後押しし 今後の普及拡大に繋げるものであるマインドを後押しし、今後の普及拡大に繋げるものである。

⑵ 現在、手厚く措置されている国補助金を十分に活用しながら、市役所庁舎や交
通結節点等の１０カ所に充電インフラの整備を行うもの。

⑶ 電気自動車で市内を巡る将来的な観光ルート化も念頭に置きながら、充電インフ⑶ 電気自動車で市内を巡る将来的な観光ル ト化も念頭に置きながら、充電インフ
ラの面的かつ加速度的な整備を図るもの。

2 事業費 平成２６年度 ５，９４８万円(Ｈ２５補正を含む)

3 事業概要
事業スキーム

川内駅に先行して
右図 カ所

事前調整
右図の９カ所について
県のビジョンに位置づ
け、Ｈ２５年度補正予算
に計上

事前調整

国補助金
申請

に計上。
四自動車メーカの支援
にも申請

工事着工

運用開始
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