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１．第１回検討会での主な意見と対応
資料１

主な意見 対応 資料

範囲を「漁港区域」に限定することは
妥当なのか。

基本的には、多くの製氷施設や冷凍冷
蔵施設等が立地する漁港区域を対象と
する。なお、漁港区域外であっても、必要
に応じて漁港の機能に密接に関連のある
区域については含めることとする。

２

エコ化の手法はコストも含めて整理
すべき

コストも含めて整理を行った。
３－１～
３－６

エコ化の評価手法はCO2削減率とエ
ネルギーコスト削減率の２つを使用し
ており、煩雑で分かりにくい。

CO2削減率のみを使い評価指標を策定
した。

６
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２．漁港のエコ化の定義
資料２

第１回目検討会での議論を踏まえ、漁港のエコ化の定義を以下のとおり
修正する。

漁港のエコ化とは、漁港※）において、使用されるエネルギー量の削減、
化石燃料使用量の削減、再生可能エネルギーの活用により、エネルギー
コストの削減を図りつつ、漁業活動における活動に伴い排出される二酸化
炭素量の削減を行うこと。

※）漁港とは、漁港漁場整備法第２条、第６条に定められた区域。なお、漁
港区域外における取組みが、漁港区域内での取組みに密接に関係のあ
る場合には、当該取組みも考慮することとする。
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３．漁港のエコ化の手法 資料３－１

漁港におけるＣＯ２排出量の削減のための具体的な手法は、エネルギー使
用量の削減対策、化石燃料使用量の削減対策、再生可能エネルギーの活
用。

漁港のエコ化の
手法(CO2排出量
削減の手法)

消費するエネルギー量を削減することによりＣＯ２排出量
を削減する方法。

エネルギー使用量の削減対策

化石燃料使用量の削減対策

車両・漁船の電動化とそれに対応したインフラ整備により
ＣＯ２排出量を削減する方法

再生可能エネルギーの活用

太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーを活用
することによりＣＯ２排出量を削減する方法

（１）漁港のエコ化の手法の概要

※）電力会社に売電した電力分については最終的には他
の電力需要者に供給されることからCO2削減効果を有す
るとみなす。
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３．漁港のエコ化の手法
資料３－２

漁港のエコ化の
手法(CO2排出量
削減の手法)

エネルギー使用量の削減対策

化石燃料使用量の削減対策

再生可能エネルギーの活用

（２）漁港のエコ化の手法体系 【ソフト】
・不要時の照明・空調のオフ、適正な空調
温度の設定、冷蔵・冷凍庫扉の開閉時間
の短縮

・夜間電力の有効活用
・ピーク電力の削減

【ハード】
・人感センサーの設置
・エリア別照明スイッチの設置

・LED照明の設置
・冷凍機、製氷機の高効率設備の導入

・遮熱フィルムの設置
・屋上や壁面の緑化

・フォークリフトの電動化

・漁船の電動化
・加工設備の電化

・太陽光発電の導入
・風力発電の導入

・雪氷熱利用
・波力発電
・潮流発電

漁港のエコ化の
支援のための手
法

余剰買取制度の利用

全量買取制度の利用

国内クレジット制度の利用(CO2排出量取引）
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（３）エネルギー使用量の削減対策（ソフト対策）
内容 効果 特長 課題等

・不要時の照明・空調の
オフ、適正な空調温度の
設定、冷蔵・冷凍庫扉の
開閉時間の短縮

・消費するエネルギー量
が削減されＣＯ２排出量
も削減される

・初期投資は必要としない。
・個々の施設による取組が可
能

・施設の管理者だけでなく漁港を利用する多くの人に
ルールの徹底を図ることが必要
・ＣＯ２削減効果を漁港内に掲示する等の「見える化」等
により取組意欲の向上・継続を図ることが重要（※見え
る化にかかる費用は100～200万円（ディスプレイ、計測
器、ケーブル、ソフト等。データ測定箇所数や表示項目
数数で価格が変わる）

・夜間電力の有効活用
・消費するエネルギー量
は削減されないものの電
気料金は削減される

・初期投資は必要としない。
・製氷施設、清浄海水製造施
設は深夜に生産し貯氷・貯水
することで電気料金を削減。

・昼間に操業する加工施設や、昼間に陸揚げのある漁
港の荷捌き施設、市場では、夜間電力の使用が難しい。

・ピーク電力の削減
・ピーク電力の削減に
よって電力の基本料金
が削減される。

・デマンド監視装置は当該施設
の需要電力量を３０分単位で
測定、需要電力量を予測する
装置。
・デマンド値が超えると予測さ
れた場合は、予め定められた
負荷を停止させ、契約電力以
内になるように制御する。
・自動制御設定にすることで、
確実に基本料金を削減できる。

・漁港区域は季節によって電力使用量が大きく変動する
ため、デマンド値の設定が難しい。
・制限をかける設備の選択が難しい。
・デマンド監視・制御装置の設置コストは約１００～３００
万円/システム

資料３－３

３．漁港のエコ化の手法
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（４）エネルギー使用量の削減対策（ハード対策）
内容 効果 特長 課題等

・人感センサーの設置
・照明スイッチの切り忘れを
防止し、無駄な電気使用量を
削減する

・漁業者、流通業者、漁協職
員といった多数の人が作業
している施設で有効。

・設置コストは1,000～10,000円/台

・エリア別照明スイッチの
設置

・過剰な照明の点灯を防止し、
無駄な電気使用量を削減す
る。

・広いエリアを有し、時間帯
によって使うエリアが限られ
る市場・岸壁の照明において
有効

・エリアの分割方法は施設の利用方法を考慮し、市
場利用者と協議する必要がある。
・配線工事が必要。

・LED照明の設置
・低電力消費・高効率照明の
設置による電力消費量の削
減される。

・特別な工事が不要
・長寿命

・従来の照明とは光の色が変わるため、市場施設に
おいては魚の見え方が変わることが懸念される。
・設置コストは約1,000～20,000円/台（球形タイプ～
直管タイプ）

・冷凍機、製氷機の高効
率設備の導入

・電気の損失が少ない設備の
設置により電気使用量が削
減される。

・施設更新時に高効率設備
に変換

・冷凍機、製氷機等施設ごと買い替える必要があり、
初期費用が高価となる。
・今般の震災で被災した設備を買い換える場合、検
討することが重要。

・遮熱フィルムの設置

・ポリエステル製の遮熱フィル
ムを窓ガラスに張るだけで、
夏期に室温を最大5℃下げる
ことができるため、冷房にか
かる電気使用量を削減する。

・遮熱フィルムを張る作業は
比較的簡単であるため、専
門業者でなくても施工できる。

・フィルムを窓に張るため、室内が若干暗くなる。

・冬期は室温が下がるため、暖房エネルギーが増え
る。
・遮熱フィルムのコストは3,500円/ｍ2程度である。

・屋上や壁面の緑化
・屋上や壁面に緑化を施すこ
とで、冷房にかかる電気使用
量を削減する。

・植生によるＣＯ2の吸収削減
効果が見込める。

・植物の根がコンクリートへ侵食するため、防根シート
層を設ける必要がある。
・漁港エリアは塩害があるため、これに強い植生を選
択する必要がある。
・コストは屋上の薄層緑化工事で20,000円～30,000円
/ｍ2程度である。
・屋上や壁面は太陽光パネルの設置場所でもある。

資料３－４

３．漁港のエコ化の手法
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３．漁港のエコ化の手法
資料３－５

内容 効果 特長 課題等

・フォークリフトの電
動化

・フォークリフトによる
燃料（ガソリン、軽
油）消費量を減らし、
CO2排出量を削減す
る。

・排ガスが出ないため、
衛生管理にも寄与する。

・定期的なバッテリーの交換が必要
・充電・給電設備といったインフラの整備を合わせ
て進める必要がある
・エンジン車：（車体価格140万円）（燃料代470円/
時間）
・電動車：（車体価格190万円）（電気代50円/時
間）

・漁船の電動化

・漁船による燃料（重
油、軽油）消費量を
減らし、CO2排出量を
削減する。

・CO2排出量削減に加
え、燃料にかかるコスト
が削減される。

・充電量により走行可能時間が制限されるため、
操業範囲が限られる（遠距離の漁業に対応する為
には大量の蓄電池を搭載する必要がある）。
・充電・給電設備といったインフラの整備を合わせ
て進める必要がある
※なお、急速充電システムを用いた電動漁船によ
る操業は、長崎県豆酘漁港にて実証実験中であり
実験の内容を資料４にて示す。

・加工設備の電化

・乾燥工程の熱源を
化石燃料から電力に
変更しCO2排出量を
削減する。

・電化により、ボイラー
での火器の使用がなく
なるため、安全面が向
上する。
・ヒートポンプを利用す
ることでさらにCO2削減
効果が上がる。

・加工施設ごと買い替える必要があり、初期費用
が高価となる。
・今般の震災で被災した施設を買い換える場合、
検討することが重要。

（５）化石燃料使用量の削減対策
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内容 効果 特長 課題等

・太陽光発電
の導入

・発電量に応じて
CO2排出量を削減。

・施設屋上や屋根といった、
未使用スペースを発電設備
設置場所に利用可能。

・荷捌き所は夜間や早朝に利用することも多いため、太陽光発電による
発電電力の供給を直接受けることは困難であり、蓄電池の設置が必要。

・冷凍・冷蔵庫や貯氷施設のように日中に大量の電力を使用している場
合には太陽光発電による発電電力を直接利用することができるが、設置
用地の制限により、施設消費量の全量を賄うことはできない。
・海に近接しているため、発電設備に対する塩害や鳥害が懸念。
・被災地域を含めた太平洋岸沿岸で日射量に恵まれている。
・発電コストは68円/kWh
※火力発電（石油）は10.0～17.3円/kWh

火力発電（石炭）は5.0～6.5円/kWh

・風力発電の
導入

・発電量に応じて
CO2排出量を削減。

・太陽光発電と比較して設置
面積当たりの発電量が多い。

・強風の際に多く発電されるが、一方出漁できないため陸揚量が少なく
電力使用量も低下するため、需要と供給のアンバランスが生じる。（※風
速7.0～10m/sが休漁の目安となっている）
・全量・余剰買取制度を活用することで上記の課題は解決できる。
・騒音や電波障害、バードストライクといったことが懸念される。
・洋上風力発電については、藻場、干潟、水産資源への影響や、漁業活
動へ支障を来すことが懸念される。
・今般の震災で被災を受けた地域は風況に恵まれた地域
・発電コストは24円/kWh
※火力発電（石油）は10.0～17.3円/kWh

火力発電（石炭）は5.0～6.5円/kWh

・雪氷熱利用

・空調等の冷熱源と
して利用することで、
CO2排出量を削減
する。

・積雪地では無尽蔵にある
雪氷をエネルギー源として
利用できる。

・雪を保存しておくために断熱加工を施した大規模な容器が必要。

・初期費用、維持管理費を含めたエネルギーコストは10円/kWh
※火力発電（石油）は10.0～17.3円/kWh

火力発電（石炭）は5.0～6.5円/kWh

・波力発電
・発電量に応じて
CO2排出量を削減。

・無尽蔵にある波の力をエネ
ルギー源として利用できる。

・実証実験段階の技術である。

・潮流発電
・発電量に応じて
CO2排出量を削減。

・潮の干満は規則的である
ため、計画的に発電を行うこ
とができる。

・実証実験段階の技術である。

資料３－６

（６）再生可能エネルギーの利用

３．漁港のエコ化の手法
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４．漁港のエコ化の支援のための手法 資料４－１

漁協等が再生可能エネルギー発電施設などCO2削減のための施設を導入するにあたっては、施設
の採算性が確保できるかが課題。

施設の採算性を確保するため、買取制度等の各種制度を有効に活用することが重要。

特に被災地を含む全国の拠点漁港においては、CO2排出量は大きいことからエコ化を積極的に推
進することが重要。

手 法 内 容 課題等

・余剰買取制度の利用 ・太陽光発電による電気が、自家消
費電力を上回った際に、その上回る
分の電力を、電力会社が１０年間固
定価格で買い取る法制度が平成21
年11月よりスタート
・風力発電、水力発電等については
電力会社との協議により売電が可能。

・対象となるエネルギーは太陽光発電のみ。
・漁港は夜間や早朝に利用することが多く、電力消費時間と発電
時間が異なるため、余剰電力が発生しやすい。このため、余剰買
取制度を活用することが重要。
・電力会社に売電した電力分については、最終的には他の電力需
要者に供給されることから、CO2削減量効果を有するとみなす。
・買取期間（10年）があることを考慮して採算性を検討する必要が
ある。

・全量買取制度の利用 ・太陽光発電、風力発電、水力発電、
地熱発電、バイオマス発電による発
電電力の全量を、電力会社が一定
期間固定価格で買い取る法制度が
現在国会にて審議中。
・現時点では電力会社との交渉によ
り全量を売電することは可能。

・太陽光発電だけでなく、風力発電やバイオマス発電等についても
電力会社に売電が可能。
・漁港で活用した場合、発電した電力は全量を電力会社に売電す
るため、漁港内で必要な電力はこれまで通り、電力会社から購入
することが必要。
・電力会社に売電した電力分については、最終的には他の電力需
要者に供給されることから、CO2削減量効果を有するとみなす。
・買取期間（太陽光：10年、その他：15～20年の範囲内）があること
を考慮して採算性を検討する必要がある。

・国内クレジット制度の
利用(CO2排出量取引）

・中小企業がCO2削減につながる設
備投資を大企業の資金と技術で進
めると、削減できたCO2量は大企業
の削減量として評価される。
・平成20年よりスタート

・本制度を利用するにあたっては、計画、実行、実績報告の各段階
で国内クレジット認証委員会の承認が必要。
・資金や技術の提供を行う大企業とのマッチングが必要。

９



電力会社の送配電網に連結

再生可能エネルギー発電
（太陽光発電のみが対象）

電力会社の送配電網に連結
再生可能エネルギー発電
・太陽光発電
・風力発電
・水力発電
・地熱発電
・バイオマス発電
５つが対象

余剰買取制度 全量買取制度

自己消費
40kWh

売電
60kWh

太陽光発電
50kWh

売電
100kWh

買電
0kWh

買電
50kWh

・法律上の買取対象となるのは太陽光発電のみ。

・太陽光発電の発電時間と漁港の施設利用時間が異な
るため、余剰電力が発生しやすい。

・電力会社に売電した電力分については、最終的には
他の電力需要者に供給されることから、CO2削減量効果
を有するとみなす。

課題等 課題等

資料４－２

風力発電
50kWh

荷捌き所、製氷施設、
冷凍・冷蔵庫等

発電量
100kWh

荷捌き所、製氷施設、
冷凍・冷蔵庫等

需要量
40kWh

需要量
50kWh

・法律上の買取多少となるのは太陽光発電、風力発電、水
力発電、地熱発電、バイオマス発電の５つ。

・漁港内で必要な電力はこれまで通り、電力会社から購入
することが必要。

・電力会社に売電した電力分については、最終的には他の
電力需要者に供給されることから、CO2削減量効果を有す
るとみなす。
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商用電源

太陽電池パネル

パワーコンディショナーなど

急速充電器

小型クレーン

小型電動漁船

電動漁船への電力供給イメージ

豆酘漁港における「漁港エコ化」実証試験の取組

自然エネルギーを漁船の運航
に利用するため、太陽電池パネ
ルを設置。発電した電気を一度
蓄えた上で、漁船搭載のリチウ
ム・イオン蓄電池に充電。曇りな
どの日射が得られない日には
商用電源でサポート。

我が国の電気自動
車で広く用いられて
いる充電規格と同じ
急速充電（CHAdeMO
方式）を用いて、電動
漁船へ充電。

充電ケーブルの海
中落下防止と充電作
業を行いやすくする
ため、小型のクレーン
を設置。

太陽光発電で得
られた直流電源を
交流電源に変換。
急速充電器に供
給する。

東京海洋大学で開発され
た急速充電に対応した世
界初の電動漁船「らいちょ
うS」を借り受けて実証試
験を行う。
・全長:8.04m
・全幅:2.24ｍ
・総トン数:1.3t
・出力:25kw
・蓄電池：18kwh

電動漁船「らいちょうS」

長崎県水産部

長崎県対馬市

位置図

豆酘漁港

平成２２年度
実証試験内容の検討・設備の設計（～H２３年．３月）・・済
実証実験検討委員会（第１回）開催（H２３年．３月）・・・・済

平成２３年度
実証試験設備の建設（４月～７月）・・・・・・済（一部未完）
急速充電対応電動漁船の借り入れと現地搬入（７月）・・・・・済
電動漁船の運用試験（７月～９月）・・・・・・実施中
運用試験データの解析（１０月～１２月）・・・・・未

スケジュール

太陽電池パネル等パワーコンディショナー等

充電器（急速充電対応）

１．必要な発電設備、充電設備の規模の検討
２．発電パネルや充電設備の最適な配置の検討
３．その他の自然エネルギー導入や商用電源との

バランスの検討
４． ＣＯ２削減量の算定
５．費用対効果の検討
６．維持管理上の問題点の洗い出し
７．安全面や運用上の問題点の洗い出し、など

実証試験の目的

資料５
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６．漁港のエコ化の評価指標（案） 資料６

（１）以下の全ての取組みを行っている漁港をエコ化推進漁港とする。
①漁協、漁業者、加工業者、流通業者等の関係者から成る地域協議会を設立

していること。
②地域協議会は、推進計画（計画期間、CO2削減目標、取組内容）を策定・実

施するとともに、実績値を定期的に把握し、公表していること。
③災害時の非常用電源としての活用も考慮に入れて（BCP）、再生可能エネル

ギー導入を行っていること。
④ＣＯ２削減の目標を有していること。

（２）目標としたCO2削減率をＡ、Ｂ、Ｃの３段階で評価。

Ａ ： 平成３３年度までの目標ＣＯ２削減率が１５％以上
Ｂ ： 平成３３年度までの目標ＣＯ２削減率が１０％以上１５％未満
Ｃ ： 平成３３年度までの目標ＣＯ２削減率が５％以上１０％未満

基準年は、地域協議会を設立し推進計画を策定した年とする。

（例）
・平成３３年度までの目標ＣＯ２削減率が１５％
・当該年度の目標の達成率８０％

８０
の場合の表示は

課題 ： 目標の達成状況の計測方法の確立
漁港のエコ化を推進するインセンティブの検討 １２
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