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熊本県

熊本県の低炭素社会実現の取り組み

くまもとソーラープロジェクトの活動状況
～ソーラー関連産業を次世代リーディング産業へ～

２０１０．３．３０

くまもとソーラープロジェクトチーム
サブリーダー 高口義幸

第６回エコエネ研究会

熊本県
くまもとソーラーＰＴの基本方針～太陽光発電の先進県実現に向けて～くまもとソーラーＰＴの基本方針～太陽光発電の先進県実現に向けて～

利用技術の実証試験等利用技術の実証試験等

世界に誇れるソーラー関連産業集積を形成し
リーディング産業へ

世界に誇れるソーラー関連産業集積を形成し
リーディング産業へ

県内事業所、一般家庭への導入促進県内事業所、一般家庭への導入促進

太陽光発電普及率を日本一へ太陽光発電普及率を日本一へ

連携

実現

半導体関連企業群の
技術ポテンシャル

半導体関連企業群の
技術ポテンシャル

産学官による次世代技術
の開発

産学官による次世代技術
の開発

太陽光発電の先進県太陽光発電の先進県
＜目指す姿＞

・フレキシブル太陽電池の新規活用法
の実証実験
・太陽電池・ＬＥＤの新商品開発
・モビリティ社会実験
・企業誘致・地場産業の育成
・植物工場
・民間活力によるｿｰﾗｰ導入促進 等

・有機薄膜技術を核とする
産学官連携による研究開発
の推進・人材育成

・住宅、事業所への導入促進支援
・公共施設への導入促進
・学校への導入促進
・新規の制度融資の創設
・次世代エネルギーパーク
・県民運動の推進

太陽光発電を振興し低炭素、循環及び共生
を基調とした環境立県くまもとの実現を図る

＜取り組み＞

㈱ホンダソルテック・富士電機システムズ㈱2社立地

有機薄膜を活用した太陽電池
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熊本県
くまもとソーラーPTの取り組み（１）くまもとソーラーPTの取り組み（１）

フレキシブル太陽電池の新規活用
法の実証実験

フレキシブル太陽電池の新規活用
法の実証実験

有機薄膜技術を核とする産学官連携による技
術拠点の形成（研究開発の推進・人材育成）

有機薄膜技術を核とする産学官連携による技
術拠点の形成（研究開発の推進・人材育成）

「地域産学官共同研究拠点の整備事業」（文部科学省10/10補助事業。12
月採択。8.3億円）
→有機薄膜技術の高度化のための研究機器等整備

「次世代産業創出人材育成・雇用拠点プロジェクト」（ 【H21.9月補正予算】
予算額約6千万円、うち経済産業省2/3補助）
→ポスドク等を雇用し、有機薄膜分野で活躍できる人材を育成

富士電機システムズ、熊本県（技短）、熊本大学等実施 （経済産業省10/10補助事
業。予算額約1.1億円、7月30日採択、10月23日契約締結、実験開始。）
→建物の壁面にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ太陽電池を設置し、発電効率や機器の強度等を研究

くまもとソーラープロジェクト
チーム会議の概要

くまもとソーラープロジェクト
チーム会議の概要

【第１回】H21.6.29:基本方針、体制について議論し、決定。
【第２回】H21.7.15：県内立地企業製のソーラーパネル設置及び今年度の取組みを議論。
【第３回】H21.8.12：プロジェクトの目標及びロードマップについて議論。
【第４回】H21.10.13：プロジェクトの目標及びこれまでの取り組み状況について議論。
【第５回】H22.2.12：H21年度の取組み実績及びH22の予定について議論。

産学官による次世代技術の開発産学官による次世代技術の開発

利用技術の実証試験等利用技術の実証試験等

モビリティ社会実験モビリティ社会実験
○電気エネルギーの活用による次世代交通システム推進事業の実施（【H21.9月補正
予算】 予算額約1千万円、うち国土交通省6/10交付金。調査事業を実施。）など

植物工場植物工場 ○RISTによる植物工場に関する研究会開催(1回目:9/11、2回目:11/4、3回目:1/12)
※RIST：くまもと技術革新・融合研究会

・リーディング産業化を目指し、ソーラー関連企業の誘致を強化する。
・積極的なサポートを通じて県内立地企業製ソーラーパネル等の需要を喚起するこ

とにより、追加投資を促す。
ソーラー関連の企業誘致

ソーラー関連の企業誘致

民間活力によるソーラー
導入推進

民間活力によるソーラー
導入推進

【H21.9月補正予算】（予算：3,764千円）県によるソーラー導入促進の取組みにあわせて、民間
活力によるソーラー導入を推進するとともに、①設備投資の促進による経済の活性化、②県
有施設等の維持管理の効率化、③県民や事業所への導入により質的向上を図る。

熊本県
くまもとソーラーPTの取り組み（２）くまもとソーラーPTの取り組み（２）

公共施設への導入促進公共施設への導入促進

【H21.6月補正予算】 計419kW 計631,550千円
・県庁(50kW)106,600千円
・熊本県立大学（10kW)14,490千円
・熊本県環境センター(10kW)17,113千円
・熊本県立技術短期大学校(130kW) 142,325千円
・大矢野種苗生産施設(109kW)134,132千円
・県立高校3校(熊本工業10kW、八代工業50kW、小川工業50kW)218,247千円

本県独自の住宅、事業所
への導入促進補助

本県独自の住宅、事業所
への導入促進補助

住宅

事業所

くまもとソーラー普及拡大事業（予算額 591,250千円） 【H21.11補正後】
・補助内容：3.5万円／kW（国補助を受けることが条件）
・申請数：約3,700件（1月末）

くまもとソーラーパーク推進事業（予算額 315,000千円）【H21.11補正後】
・太陽光発電システム補助対象経費の１／４以内（上限1,000万円）

ただし、県内製パネルを利用した場合などには、１／３以内（上限3,000万円）に拡充
・申請数：57件

県民運動の推進県民運動の推進 熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議において太陽光発電普及促進のための取
り組みを開始。

県内事業所、一般家庭への導入促進県内事業所、一般家庭への導入促進

次世代エネルギーパーク
次世代エネルギーパーク 「くまもとソーラーパーク」を中心とした新エネルギーの普及の取り組みを国が8月5日に採択。
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熊本県

くまもと有機薄膜技術高度化支援センター
（仮称）

熊本県

地域産学官共同研究拠点整備事業の概要

１ 目的

地域発イノベーション・システムの強化を図り、科学技術駆動型の地域経済活性化を実現す
るため、各都道府県に地域産学官共同研究拠点を整備し、地域の特色を生かした産学官共同
研究を推進するとともに、研究成果の地域企業への展開を図る。

２ 事業概要

自治体・大学・産業界からの提案を踏まえ、次のような取組を推進するための拠点施設を科
学技術振興機構（JST）が自治体と共に都道府県に整備する。事業実施に当たり、文部科学省、
経済産業省等と連携する。

○ 地域の強みを生かした産学官共同研究の実施

○ 産学官共同研究により開発された装置の設置・共用により、地域企業への成果の普及

○ 共同利用装置設置による中堅・中小企業の技術高度化を支援

○ 装置等の利用を通じた高度技術者の養成

３ 支援の内容

○予算額 ２６３億円（平成２１年度 国の一次補正予算）

※補正予算の見直しにより６９５億円のうち４３２億円が執行停止

※補正予算の見直しにより、地域における産学官連携プロジェクトを実施しているなど優れた成果が
期待できる地域及び真に産学官共同研究に不可欠な研究設備に限定して支援することに変更された。
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熊本県

提案概要と採択された支援内容

１ 提案機関 熊本県、国立大学法人熊本大学、熊本県工業連合会

２ 拠点名 くまもと有機薄膜技術高度化支援センター（仮称）

３ 整備場所 熊本県産業技術センター内

４ 支援額 ８．３億円（うち設備費８．０億円、工事費０．３億円）

５ 事業期間 平成２１年度から平成２２年度まで

本事業には、全国から４５の地域が提案を行い、構想支援地域として２８
地域が、基盤形成支援地域として１２地域の計４０地域が採択（本県は構想
支援地域として採択）。

【参考：九州における採択状況】

・構想支援地域 福岡県、熊本県

・基盤形成支援地域 佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県

熊本県

■2009年2月「有機薄膜研究会」を立ち上げ
主催 熊本県、九州イノベーション創出促進協議会
後援 ソーラーエネルギー等事業推進協議会、熊本県工業

連合会、九州半導体イノベーション協議会など
協賛 東京エレクトロン九州、平田機工
・月１回のペースで研究会を開催。毎回、定員（120名）を大幅に上回る出席者があり、
この分野への地域の産学官の期待は非常に大きい。

■2009年8月 次世代産業創出人材育成・雇用拠点事業（経済産業省）採択決定
・拠点整備に先行して、有機薄膜技術分野で活躍できる若手研究人材を育成。

提案の背景と地域における産業政策の展開

■2009年6月「くまもとソーラープロジェクト」発足～太陽光発電の先進県実現を目指して～■2009年6月「くまもとソーラープロジェクト」発足～太陽光発電の先進県実現を目指して～

世界に誇れるソーラー関連産業集積を形成しリーディング産業へ世界に誇れるソーラー関連産業集積を形成しリーディング産業へ 太陽光発電普及率を日本一へ太陽光発電普及率を日本一へ

半導体関連企業群の技術ポテンシャル半導体関連企業群の技術ポテンシャル

利用技術の実証試験等利用技術の実証試験等 県内事業所、一般家庭への
導入促進

県内事業所、一般家庭への
導入促進

有機薄膜技術を核とする産学
官連携による技術拠点の形成
（次世代技術の開発）

有機薄膜技術を核とする産学
官連携による技術拠点の形成
（次世代技術の開発）

■地域における半導体関連産業の集積
・昭和４０年代の半導体工場進出を契機に、シリコンアイランド九州の中核を担う日本有数の半導体関連
産業としての集積が進んでいる。

■新たな太陽電池関連産業の集積
・近年の太陽電池工場２社の進出により太陽電池関連産業も新たな地域産業の柱となりつつある。
■2006年11月「熊本ソーラー産業振興戦略」の策定

＜重点項目＞

低炭素社会づくりに取
り組む
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熊本県

有機薄膜技術の動向

■太陽電池技術、新たな材料が次々と登場、有機系も大きな役割を
結晶シリコン → 薄膜シリコン(CIGS等) → 新技術(有機系等)
(現行) (2015～2030)

■長い歴史の照明技術も、新たな方式への移行の胎動
白熱球･蛍光灯 → ＬＥＤ →有機ＥＬ

(2015～2020)

光

有機系薄膜デバイスの構造とは

光

発電 照明･表示光

太陽電池 有機ＥＬ

有機系薄膜デバイス

光電気

■有機系太陽電池も有機ＥＬも、デバイス構造は、
共に、有機薄膜の積層構造で、類似

■有機系太陽電池も有機ＥＬも、産業としての立ち上がり･成長の決め手は、材料と製造･評価装置

半導体製造技術を基盤とする

真空系の製造･評価装置から、

塗布･印刷技術を基盤とする

非真空系の製造･評価装置への

移行、必至

熊本県

・県内企業が有機薄膜デバイス関連産業に参入。

・県内のみならず九州地域の中核拠点として機能を強化。

・有機系太陽電池メーカーや有機ＥＬ照明メーカーの誘致。

・太陽光発電関連産業を、半導体、自動車に次ぐ、本県のリーディング産業へと育成。

拠点の概要

＜センター整備による効果＞

今後の展開今後の展開

産学官共同研究人材の育成

技術高度化支援

研究成果の普及ネットワーク形成

【産】
地場企業
進出企業

【産】
地場企業
進出企業

【広域的な連携】
・九州イノベーション創
出促進協議会（KICC）
・九州半導体イノベー
ション協議会（ＳＩＩＱ）
・産業技術総合研究所
太陽光発電研究セ
ンター

【広域的な連携】
・九州イノベーション創
出促進協議会（KICC）
・九州半導体イノベー
ション協議会（ＳＩＩＱ）
・産業技術総合研究所
太陽光発電研究セ
ンター

「くまもと有機薄膜技術高度化支援セン
ター（仮称）」の整備

「くまもと有機薄膜技術高度化支援セン
ター（仮称）」の整備

【行政】・熊本県産業技術センター
・くまもとソーラープロジェクト（熊本県庁）

【行政】・熊本県産業技術センター
・くまもとソーラープロジェクト（熊本県庁）

【学】
・熊本大学
・崇城大学 など

【学】
・熊本大学
・崇城大学 など

＜支援額＞
８．３億円（うち設備費８．０億円、
工事費０．３億円）
＜整備予定地＞
熊本県産業技術センター内
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熊本県

食品加工分館

食品加工エリア

精密機械分館

電子分館

ものづくりエリア

材料技術開発、技術コンセプト実証・評
価、
設置機器：蒸着連携型グローブボックス、イオン化ポ
テンシャル測定装置 等

材料・地域資源エリア

研究者等のネットワーク形成
研究成果等の普及

サテライトオフィス、大会議室 等

有機薄膜技術に関する産学官共同研究、人材育成、参
入する地域企業への技術高度化を支援する。

拠点の整備内容（熊本県産業技術センター内）

平成22年度に完成を予定している熊本県産業技術センター新本館をはじめ、既存の施設（電子分
館、精密機械分館）に、有機薄膜技術高度化のために必要な設備・機器を整備する。

本館（H２２年度竣工）

装置技術開発
設置機器：マイクロフォーカスＸ線ＣＴ
スキャン装置 等

熊本県

研究会
課題抽出 ＆ マーケティング

（非競争的段階）

テストデバイス試作実証

製造･評価装置
コンセプト･試作

プロセス･デバイス評価

薄膜材料
設計･合成･評価

競争的段階

技術コンセプトの実証確認

企業での
実用化･商品化･事業化

大学･企業からの
製造装置の評価機 or 材料の持ち込

み

拠点の活用イメージ
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熊本県

整備する研究設備の概要

（１）材料技術開発

有機合成した材料の組成や
構造、性質の分析

（２）技術コンセプト実証・評価

■テストデバイス（薄膜）の試作

全自動元素分析計
蒸着連携型グローブボックス

■材料・プロセスの評価

■材料技術開発

（３）装置技術開発

装置及び部品の構造設計や

動作解析

マイクロフォーカスＸ線

ＣＴスキャン装置

■装置技術開発

有機物質に含まれる炭素等
の割合を測定

イオン化ポテンシャル測定装置

有機薄膜関連装置や部品の

内部構造を評価

材料やテストデバイス（薄膜）の

性能評価

※示した機器は例示。写真はイメージ。

熊本県

有機薄膜材料等に関する研究を実施

有機系太陽電池など将来有望な有機薄膜技術関連分野で企業ニー
ズを意識した研究のできる人材

熊本大学等の博士卒・ポスドク等の若手研究人材を産業技術センターで雇用し、
県内企業等と連携して、有機薄膜技術関連分野における研究・技術開発で活躍で
きる人材として育成。県内企業の次世代産業への進出・事業拡大に伴う人材の雇用につなげる。

若手研究人材

事業主体

産業技術センター

地域に集積する関連企業
東京エレクトロン九州
平田機工
プレシード 等

［事業スキーム］

【若手人材３名を雇用】

研修（講義の実施等）による
連携

研修（工場への受入れ）等での連携により、将
来の雇用を目指す。

有機薄膜事業化
推進部会

目指す人材

・経済産業省補助事業「中小企業等の次世代の先端技術人材の育成・雇用支援事業」を活
用（2/3国補助金、1/3事業者（県）負担）。
・経済産業省の概算要求額は４．５億円。

有機薄膜技術イノベーション人材育成・雇用拠点事業 （産業技術センター）
【予算額： 15,000千円】 （国庫補助 9,998千円、県費 5,002千円）

有機薄膜技術イノベーション人材育成・雇用拠点事業 （産業技術センター）
【予算額： 15,000千円】 （国庫補助 9,998千円、県費 5,002千円）

官

産

熊本大学

崇城大学

九州大学

九州工業大学

京都大学

産総研 等

学
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熊本県

有機薄膜実用化推進部会から創出された新材料、新技術の研究開発
課題等について、地域企業、大学等との共同研究を実施し、新規有機系
太陽電池等の技術開発、およびその製造装置の実用化を推進。

熊本県産業技術センター

【事業主体】

［事業スキーム］

熊本大学

崇城大学

九州大学

九州工業大学

京都大学

産総研 等

有機薄膜技術イノベーション強化事業（産業技術センター）
【予算額： 35,700千円】 （国庫補助23,799千円、県費11,901千円）

有機薄膜技術イノベーション強化事業（産業技術センター）
【予算額： 35,700千円】 （国庫補助23,799千円、県費11,901千円）

・経済産業補助事業「中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための支援事業」を活
用（2/3国補助金、1/3事業者(県)負担）。
・経済産業省の概算要求額は９．０億円。

研究開発課題

共同研究

課題の克服製造・評価装置の開発

・有機薄膜材料の開発

・有機薄膜・デバイスの 試作、評価

・製造・評価装置開発支援

有機薄膜材料の研究

育成した若手研究人材が活躍

県内企業の有機薄膜関連産業への参入・新産業の振興

地域に集積する関連企業
東京エレクトロン九州
平田機工
プレシード 等

県内企業による有機

薄膜関連製造・評価

装置の実用化

有機薄膜事業化
推進部会

官

学

産

熊本県

ソーラー利用技術の実証実験
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熊本県
フレキシブル太陽電池の新規活用法の実証実験

熊本県
電気エネルギーの活用による次世代交通システム推進事業

産学の協力を得ながら、ソーラーを活用した電動バイク、電気自動車の充電設備のインフラ整備等

の方策に関する調査を行い、新たな交通システム構築を通じた熊本型低炭素社会の構築を図り、ソー
ラー産業を、半導体、自動車関連に次ぐリーディング産業へ育成する。
《 調 査項目（案） 》

①電動バイク、電気自動車の市場拡大に備えての高速充電設備等交通インフラの整備
②高齢者による交通事故防止を目的とした電動福祉車両の普及
③市電と太陽光発電を絡めた新交通システムの開発
④電動バイクを活用した渋滞緩和のためのＪＲ駅を起点としたパーク＆ライドの導入
⑤スマートグリッド導入に向けたモデル事業の実施
《 スケジュール 》

・ ７月 地域活力基盤創造交付金（平成２１年度調査費１千万円）内示
・１０月28日 産学行政で構成する第1回検討委員会開催。座長は谷口功熊本大学長
・１１月 調査を委託
・ ３月 調査結果報告

・ ４月以降 具体的な事業展開
《 今後の展開 》
本調査結果に基づき、平成２２年度から、産学行政が連携して、緊急性と実現可能性が高い事業か

ら着手。

電動バイクの普及による低炭素型コミュニティ構築事業（H22年度事業）
環境省「地域グリーンニューディール基金」を活用し、電動バイクを普及させることにより、マイカー通勤
等に伴う温室効果ガス等の排出を抑制するためのモデル的な事業を実施（平成２２・２３年度事業）。
《 事業内容 》

・ＪＲ駅などに、電動バイクの駐輪場を整備。
・電動バイクに充電するための充電設備を整備するとともに､電源に太陽光発電を活用。
・自宅→会社までのマイカー通勤を、会社の最寄り駅→会社までの電動バイクによる通勤への通勤手
段の変更を促す。
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熊本県

熊本県

新水俣駅

肥後大津駅市電 健軍電停

道の駅 津奈木

道の駅 有明
（リップルランド）

道の駅 五木

道の駅○○

道の駅××

道の駅△△

電動バイク等の普及による低炭素型コミュニティの構築

物産館○○

物産館△△

物産館××

電気エネルギーの活用による次世代交通システムの構築
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熊本県

【目的】
安心・安全な食材の安定供給に対するニーズの高まりと技術革新及びエネルギー対策で
の関連産業の飛躍的な発展に対する期待が相まって「植物工場」に係るビジネスチャンス
が生まれる可能性がある。そこで、地域企業の技術を活かして当該分野への参入の可能
性を検討する。

【活動内容】

① 県内外における植物工場に関する技術動向を調査する。
② 地域企業による植物工場に係る参入が可能な分野を調査する。
③ 上記の調査を踏まえ、プロジェクト構築の可能性を検討する。

【検討会の特徴】

世話役である健康の森（阿蘇ファームランド）の野菜工場を実証実験のフィールドとして提供
することも可能であり、現場ニーズにマッチした技術検討や試験研究を実施。

【指導者】
村山伸樹教授（熊本大学工学部副学部長）
池上知顕教授（熊本大学大学院自然科学研究科）
松永信智准教授（熊本大学大学院自然科学研究科）

【第１回検討会】
9月11日に阿蘇ファームランドで実施し、県内外の産学官関係者約５０名が参加
【第2回検討会】
11月4日に佐賀市の九電総合研究所生物資源研究センターを視察し、約３０名が参加
【第3回検討会】
１月12日にメルパルクで講演会を開催

【世話人】
中川博文（ﾃｲﾗｰｽﾞ熊本㈱）
坂本秀二（㈱健康の森）

ＲＩＳＴ「植物工場技術検討会」

熊本県

◆「民間活力によるソーラー導入推進事業」 （H21. 9月補正：899千円）
ソーラー関連産業の振興と太陽光発電及び新エネルギー普及拡大
を目指して全国のモデルとなるような実証実験等を実施するため民間
業者が主体となるアイデアを募集。（11件応募）
平成22年1月に審査会を実施し、優秀な提案については、事業可能
性調査や調整等をすすめる。（10件採択）
本事業や 「緑の分権改革推進事業（総務省）」 に提案し事業実現に
取り組んでいる。

◆「提案公募型コールセンター設置支援事業」 （ H21.9月補正：2,865千
円）
安全・安心にソーラーを設置･利用できるようサービスの日本一を目
指して、民間活力によるソーラーコールセンターを推進。
・１０月９日から募集開始。
・１１月2日に「日本トータルテレマーケティング株式会社」を採択。
・今年度内に応答検索システムを作成委託し、来年度からコールセン
ターを開設し、２年間はふるさと雇用基金で人件費を支援。

民間活力によるソーラー導入推進
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熊本県

緑の分権改革推進事業【総務省（商工観光労働部関係分）】

県民参加型ソーラー導入に関する
可能性調査

メガソーラー発電所の導入促進に
関する可能性調査

県内産太陽電池の新たな分野への
利用可能性に関する実証調査

ソーラー等クリーンエネルギーを活
用した植物工場の可能性等調査

ソーラーを活用した充電装置の整
備及び電動バイク・電動車椅子等
の新たな活用法に関する実証調査

中小企業のクリーンエネルギー導
入及びＥＭＳ導入可能性に関する
基礎調査

予算額：３０，０９８千円

＜事業概要＞
本県では、民間からソーラーをはじめ
新エネルギーを活用した新産業創出
のアイデアを募集(民間活力による
ソーラー導入推進事業)を行い、多くの
提案が寄せられた。今後、実証実験を
行ない、関連産業と雇用創出の創出
を図る。

＜事業概要＞
本県では、民間からソーラーをはじめ
新エネルギーを活用した新産業創出
のアイデアを募集(民間活力による
ソーラー導入推進事業)を行い、多くの
提案が寄せられた。今後、実証実験を
行ない、関連産業と雇用創出の創出
を図る。

＜参加予定企業等＞
三菱商事、三菱総合研究所、本田技
研工業、熊本ソフトウエア、富士電機
システムズ、パワーバンクシステムズ、
㈱みなまた環境テクノセンター、熊本
大学等(順不同、予定)

＜参加予定企業等＞
三菱商事、三菱総合研究所、本田技
研工業、熊本ソフトウエア、富士電機
システムズ、パワーバンクシステムズ、
㈱みなまた環境テクノセンター、熊本
大学等(順不同、予定)

＜制度趣旨＞
再生可能なクリーンエネルギー等を最
大限活用する仕組みを地方公共団体
と市民、ＮＰＯ等の協働・連携により創
り上げ、地域の活性化、絆の再生を図
ることにより、「分散自立型・地産地消
型社会」」の構築を目指す

＜制度趣旨＞
再生可能なクリーンエネルギー等を最
大限活用する仕組みを地方公共団体
と市民、ＮＰＯ等の協働・連携により創
り上げ、地域の活性化、絆の再生を図
ることにより、「分散自立型・地産地消
型社会」」の構築を目指す

熊本県

県内事業所・一般家庭への導入促進
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熊本県

○「くまもとソーラー普及拡大事業」（住宅向け補助） の状況

（1月末約3,700件の申請）

・内 容 住宅用太陽光発電システム導入への補助

・補助額 35千円／ｋＷ〔２０千円／ｋｗ、ｿｰﾗｰ+ｴｺ：５％〕

・予算 591,250千円〔463,000千円〕

※ H21は全国の伸びを上回る見込み。

○「くまもとソーラーパーク推進事業」 （事業所向け補助）の状況

（57件の申請があり、48件採択）

・内 容 事業所向け太陽光発電システム導入への補助

・補助率 1/4（上限1,000万円）、県内優遇の特例1/3（上限3,000万円）

〔２０％（上限300万円）、県内優遇の特例２０％（上限額1,000万円）〕

・予算 315,000千円〔124,942千円〕

※ 事業所向けの国の補助金の採択件数：全国２位（１１月公表）

〔 〕内は平成２２年度予算

本県独自の住宅、事業所への導入促進補助

熊本県

○平成２１年度太陽光発電システムを設置した県有施設は以下のとおり。
県民にアピールする３施設については、本県に立地しているホンダソルテック、

富士電機システムズ２社のソーラーパネルの設置。

【太陽光発電システムの概要】
・県庁 106,600千円

県庁本館南側サンクガーデン内 （ホンダソルテック） 40ｋＷ
南側駐輪場屋根 （富士電機システムズ） 10ｋＷ

・熊本県環境センター 17,113千円
中庭 （ホンダソルテック） 10kW

・県立技術短期大学校 142,325千円
屋上設置式 （ホンダソルテック） 70ｋW
屋根設置式 （富士電機システムズ） 40ｋW                 

・熊本県立大学（10kW) 14,490千円
・大矢野種苗生産施設(109kW) 134,132千円

・県立高校・中学校
H21当初予算（70,410千円）：本商業(50kW)、済々黌(10kW)、八代中(10kW)
H21年6月補正（118,247千円）：熊本工業(10kW)､八代工業(50kW)､小川工業

50kW)

県有施設への導入促進の状況
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熊本県
設置箇所の写真

県有施設への導入促進の状況

技術短期大学校(体育館)

富士電機システムズ（40kW）

県庁南側駐輪場

富士電機システム（10kW）
環境センター

ホンダソルテック（10kW）
県庁サンクガーデン

ホンダソルテック（40kW）

技術短期大学校(実習棟)

ホンダソルテック（70kW）

熊本県

ソーラーコールセンター 事業概要

１．スケジュール 平成２２年４月１日くまもとグリーンコミュニティウェブサイト公開
ＦＡＱサイト（応答検索システム）ウェブサイト公開

平成２２年４月１９日 ソーラーコールセンター電話受付開始

２．名称 くまもとソーラーコールセンター

３．相談等受付番号 ０１２０-３３３-９１７ （サンサン・サンキュー・いいな）

４．設置場所 〒860-0844 熊本県熊本市水道町８－６朝日生命ビル
日本トータルテレマーケティング株式会社 事業所内

５．運営体制 日本トータルテレマーケティング株式会社

６．相談等受付の曜日及び時間

月曜日～金曜日：１０：００～１８:００

※土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除きます。
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熊本県

2010/3/25 29

環境先進県 未来創造型 コールセンター

コミュニケーション創造型
FAQサイトの構築

コミュニケーション創造型コミュニケーション創造型
FAQFAQサイトの構築サイトの構築

環境コミュニケーションの場としてサイトを活性化！

⇒情報の双方向発信で環境意識を増幅

⇒プラスαの情報で「なるほど」「ためになる」

情報のプッシュ・プルを積極的に支援！

⇒利用者と関係各社を有機的に結ぶ

⇒情報の「安心」と「利便性」を提供

「情報の能動的活用」によるグリーンエネルギーの普及促進

熊本県

【実施運営主体】
・ 熊本県

【場所】
・熊本県内各地

【パークの特徴】
・県内各地の「くまもとソーラーパー
ク」を中心とした全県に広がる新エ
ネルギー施設の見学。

・関連施設を中心とした新エネル
ギー施設の見学コースの設定と情
報発信体制の計画。

・県全体をフィールドとした新エネ
ルギーの実証実験の実施と全国
への普及拡大に向けた情報発信

「ソーラーパーク」を中心とした太陽光発電、バイオマス、風力発電などの新エネルギー
の県内各地の見学及び情報発信

風力発電所

バイオマス施設

くまもとソーラーパーク
（県内各地の太陽光
発電システム）

①10kw以上のシステム
導入
②普及啓発体制を整えて
いる

５０ｋＷ以上（７箇所）

１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満（１８箇所）

５０ｋＷ以上（７箇所）

１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満（１８箇所）

平成20年度から認定開始
平成21年度以降追加認定し、
県内各地へ広めていく予定

グランメッセ熊本（１０ｋｗ）

熊本大学

県有施設

（県庁、環境センター等）

実証実験施設実証実験施設

（阿蘇ファームランド）

新エネルギー施設
の拡大

ソーラーパークを中心とした普及啓発

「くまもと次世代エネルギーパーク計画」（平成21年度 経済産業省認定）


