次世代エネルギーパーク計画書
令和４年７月１５日改定

１．計画名称

とっとり次世代エネルギーパーク計画

２．所在地

鳥取県全域

３．計画策定主体

鳥取県
【担当】 生活環境部 脱炭素社会推進課
係長 竹内 淳子
電話：０８５７－２６－７８９５

４．実施運営主体

鳥取県

５．計画概要
（１）計画のコンセプト
『豊かな自然の恵みがもたらす エネルギーの宝庫とっとり』
だいせん

鳥取県は、中国地方の最高峰・大山をはじめ、中国山地の山々が連なっており、緑豊かな自然ととも
に水資源にも恵まれています。従来から電力会社等による大型の水力発電所が数多く設置されている
とともに、起伏に富んだ地形を活かして小水力発電協会が運営する小水力発電も 15 箇所設置されてい
ます。
日本海に面し、鳥取砂丘をはじめとする白砂青松の海岸が続く沿岸部では、風況が良好で、平成 14
年に県内初の大型風力発電設備が設置されたのを皮切りに、40 基 58,500kW の風力発電設備が設置さ
れています（令和 2 年 2 月現在）
。
また、山陰地方というイメージと異なり、日照時間も十分にあり、家庭や事業所への太陽光発電設備
の導入が進んでいます。また、メガソーラーの設置も進み、平成 26 年２月には全国最大規模の太陽光
発電所である「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク（42.9MW）
」が稼動を開始しました。
更に、豊かな森林資源はエネルギーとしても活用されており、企業においては木質ボイラーや木質バ
イオマス発電が導入されているほか、自治体を中心にペレットストーブやボイラーの設置が進み、木質
バイオマスの利用が広がっています。
以上のように、鳥取県では、豊かな自然や変化に富んだ地形が太陽光、風力、水力、バイオマス、雪
氷熱、地熱といった多種多様な再生可能エネルギーを生み出しており、エネルギーの宝庫となっていま
す。これらのエネルギー施設を連携させ、１つのエネルギーパークとして位置づけることで、自然が生
み出す多種多様な再生可能エネルギーの恩恵を県民自ら認識し、更なる導入につながる意識を醸成し
ます。また、これらの施設と豊かな自然や観光資源と連携させた環境学習やエコツアーの実現などによ
り、地域の活性化を図ります。

① 再生可能エネルギーの導入推進
全国最大規模の太陽光発電所「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク（42.9MW）
」から、地域で利

用されている小水力発電や木質バイオマスボイラーなど、大小様々な再生可能エネルギー施設をネッ
トワーク化し、鳥取県が再生可能エネルギーの導入先進県であることをアピールすることにより、再生
可能エネルギーの導入を推進し、二酸化炭素排出量削減による地球温暖化対策及び安全・安心な地域の
創造につながるエネルギーの地産地消を進めます。
また、再生可能エネルギーを利活用する設備の導入、開発、実用化などによる経済波及効果を期待し
ます。
② 地域との協働による環境教育と環境配慮活動の推進
地域での再生可能エネルギーの活用や地球環境保全への取組を紹介し、これらの取組の重要性、効果
等の周知を図ることで、環境問題解決に向けて自ら考え行動する人を育て、県民運動として環境配慮活
動を推進します。
③ 再生可能エネルギー施設と観光資源の連携による地域の活性化
再生可能エネルギーと鳥取県の豊かな自然や観光資源などの地域特性とを連携させ、県内外からの
修学旅行や環境学習ツアーの誘致に繋がる観光事業としての展開を目指します。

（２）計画の全体像
＜次世代エネルギーパークの構成＞
① 中核施設
次世代エネルギーパークの中核をなすもので、再生可能エネルギーや環境保全活動に関する情報の発
信、次世代エネルギーパークを構成する施設の紹介や案内等を行います。
東部
名 称

鳥取すいそ学びうむ

西部
とっとり自然環境館

（とっとり水素学習館）
設置場所
設置者

鳥取県鳥取市五反田町８番地１

鳥取県米子市大崎３４２１番９

鳥取県水素エネルギー推進コンソーシ 鳥取米子ソーラーパーク（株）
アム

設置時期

平成 29 年 1 月 27 日

平成 25 年 10 月 20 日

② 先導的なエネルギー分野
再生可能エネルギーを利用した大規模な発電所や雪室システム等の地域の特性を活用した設備などを
次世代のエネルギー社会を想起させる先導的なエネルギー施設として位置づけ、各種システム概要やその
効果などを学習し、見て触れることによって効果的に再生可能エネルギーの普及啓発を進めます。
＜主な先導的施設＞
太陽光発電

ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク（42.9MW）
北栄ソーラーファーム（1,000kW）
米川土地改良区調整池水上太陽光発電施設（弓浜調整池 990kW,

彦名調整池 550kW）
風力発電

北条砂丘風力発電所（1,500kW☓9 基）
鳥取放牧場風力発電所（1,000kW×3 基）

水力発電

俣野川発電所ご案内ホール（揚水発電 1,200MW）

バイオマス発電

王子製紙（株）米子工場 第一発電所（119MW）
米子市クリーンセンター（4,000kW）
日新バイオマス発電所（5,700kW）
お～ゆランド（990kW）

その他

サントリープロダクツ（株）雪室システム（貯雪量 260 t）
協和地建コンサルタント(株)湯梨浜地熱発電所（20kW）
公益財団法事人鳥取市環境事業公社（地中熱利用）

③ その他のエネルギー分野
従来から導入されている水力発電の他、木質チップやペレットのボイラーなどエネルギーの地産地消な
ど、生活に身近なエネルギーの活用方法等を紹介します。また、地球環境問題などについても学習できる体
制を整え、ライフスタイルの転換などの普及啓発を行います。
＜主なその他の施設＞
太陽光発電

日南町石見東太陽光発電所（340kW）

水力発電

南谷小水力発電所（90kW）

バイオマス熱利用
三洋製紙(株)鳥取工場第２発電所（16,700kW）
その他

鳥取ガス秋里下水処理場バイオマス発電所（200kW）

※今後設置される施設及び既存の施設で見学受入体制が整備された施設等はエネルギーパークの施設とし
て随時追加します。

＜見学体制＞
① エコツアーの体制整備
とっとり自然環境館及び鳥取すいそ学びうむ（とっとり水素学習館）（当該２施設を以下では「中核施設」と
します。）を中心に周辺のエネルギー関連施設や大自然のみどころなどを巡るエコツアーのモデルルートを
設定し、ツアープログラムを作成します。また、エコツアーをコーディネートする人材や、ガイドとして地域の
環境学習を支援する人材を育成し、エネルギーパークの各施設が一体的に見学できる体制を整備します。
② 環境情報の発信
中核施設を総合的な情報の発信拠点として、再生可能エネルギーと鳥取県の豊かな自然や観光資源など
の地域特性とを連携させた映像コンテンツ、紹介パネルやパンフレット等の啓発資材を設置し、来場者へ広

く情報を提供するとともに、ホームページで各エネルギーパーク関連施設を紹介します。
③ エネルギー体験学習の実施
中核施設を再生可能エネルギーに関する環境教育拠点として、定期的に体験型のエネルギー教室を実
施します。夏休み期間には、集中的に県内エネルギー施設を巡りながら行う自由研究再エネ体験ツアーを
開催します。
（３）関連施設

Ⅰ 中心となる施設
１． とっとり自然環境館

【計画に含まれ

① 概要

る個々の再生可

名

能エネルギー等

設置者： 鳥取米子ソーラーパーク株式会社（鳥取県米子市大崎３４３９番７）

の施設・設備毎

管理者： 特定非営利活動法人エコパートナーとっとり

に記載下さい。】

（鳥取県米子市大崎３４２１番９）

称： とっとり自然環境館

設置時期： 平成 25 年 10 月 20 日
場

所： 鳥取県米子市大崎３４２１番９

②見学等に係る取り組み、体制
・次世代エネルギーパークの関連施設や県の豊かな自然など鳥取の魅力を 4 つのテー
マで紹介。
○鳥取米子ソーラーパークゾーン
○鳥取県の自然エネルギーゾーン

○鳥取県の自然ゾーン（県の豊かな自然を PR）
○鳥取県の取り組み（ＮＰＯ・企業）ゾーン

・とっとり自然環境館を中心とした周辺のエネルギー関連施設や周辺の大自然などを巡

るツアープログラムを設定し、案内ガイドを常駐。
・再生可能エネルギーと鳥取県の豊かな自然や観光資源などの地域特性とを連携させ、
総合的な情報の発信拠点として、映像コンテンツ、紹介パネルやパンフレット等の啓発
資材を設置し、来場者へ広く情報を提供するとともに、ホームページで各エネルギーパ
ーク関連施設を紹介。
③その他
・とっとり自然環境館は、「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」のガイダンス施設とし
て、平成 25 年 10 月に開設。
・平成 26 年 12 月に来館者１万人、平成 27 年 11 月に来館者２万人、平成 29 年 11 月に
来館者５万人。
・平成 30 年 10 月開館５周年を迎えた。
・令和 2 年 3 月に床面改修を行い、リニューアルオープンした。

２． 鳥取すいそ学びうむ（とっとり水素学習館）
①概要
名

称： 鳥取すいそ学びうむ（とっとり水素学習館）

設置者： 鳥取県水素エネルギー推進協議会
（代表企業：鳥取ガス株式会社（鳥取県鳥取市五反田町６番地））
管理者： 鳥取県水素エネルギー推進協議会
（代表企業：鳥取ガス株式会社（鳥取県鳥取市五反田町６番地））
設置時期： 平成 29 年 1 月 27 日

場

所： 鳥取県鳥取市五反田町８番地１

②見学等に係る取り組み、体制
・次世代エネルギーパークの関連施設を館内パネルで紹介しているほか、パンフレット
等の啓発資材を設置し、来場者へ広く情報を提供している。
・太陽光パネルで発電した電力から水素を製造する水素ステーションや燃料電池自動
車、スマートステーションを一体的に整備し、未来のライフスタイルを提案している。
・パビリオンでは、再生可能エネルギーや水素エネルギーのしくみ及び水素社会につい
て、案内ガイドによる説明や映像、学習ノートで学ぶことができるほか、自ら自転車をこ
いで水を電気分解し作った水素でドローンを飛ばすこともでき、水素や再生可能エネル
ギーについて楽しく学ぶことができる。

Ⅱ 構成施設
別添 とっとり次世代エネルギーパーク施設一覧 参照

６．全体スケジュール
平成 25 年 8 月

とっとり次世代エネルギーパーク計画策定

9～10 月

とっとり自然環境館（中核施設）の整備、案内ガイドの育成

10 月 20 日

とっとり自然環境館開設

11 月～

モニターツアー実施

平成 26 年 4 月～

再エネ教室の開催（毎月開催）
エネパ施設ツアーの開催（年４～５回）

平成 29 年 1 月

鳥取すいそ学びうむ（とっとり水素学習館）開設

平成 29 年 4 月

鳥取すいそ学びうむ（とっとり水素学習館）一般利用開始

平成 30 年 10 月

とっとり自然環境館 開館５周年

令和 5 年 10 月

とっとり自然環境館 開館 10 周年

７．運営費
＜令和 4 年度予算＞

計５，３００千円

・次世代エネルギーパーク施設の整備補助
・再生可能エネルギー体験教室の開催
・水素エネルギー体験学習の推進

３００千円

２，０００千円

１，０００千円

・夏休み自由研究再エネ体験ツアーの開催

２，０００千円

＜来場者数見込み＞
中核施設を中心に、年間２万人以上の来場を見込む。
（令和 3 年 2 月～令和 4 年 1 月実績） １０，９８１人 ※とっとり自然環境館及び鳥取すいそ学びうむの合計来館者数
（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月実績） ５，６２９人
（平成 31 年２月～令和 2 年１月実績） １７，００１人
（平成 30 年１月～平成 31 年１月実績）１５，９１１人

〃

（平成 29 年２月～平成 30 年１月実績）１６，９１６人

〃

（平成 28 年２月～平成 29 年１月実績）１４，２９３人

※とっとり自然環境館の来館者数

（平成 27 年２月～平成 28 年１月実績）１１，５７４人

〃

（平成 26 年２月～平成 27 年１月実績）１０，０３２人

〃

＜波及効果＞
・県が再生可能エネルギーの導入先進県であることをアピールすることにより、再生可能エネルギーを利活用
する設備の更なる導入及び開発、実用化などによる産業への波及。
・地域での再生可能エネルギーの活用や地球環境保全への取組の紹介により、これらの取組の重要性、効果
等の周知を図り、環境学習の推進及び、県民運動としての環境配慮活動の推進。
・県内外からの修学旅行や環境学習ツアーの誘致に繋がる観光事業としての展開。

８．関連する新エネルギービジョン等
『令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン（R4.3 改定）』
・再生可能エネルギーの導入やエネルギー消費量の抑制により電力自給率を平成３０年度末３６．８％から
令和１２年度末６０％へアップを図る。

○添付資料
１．全体図
２．とっとり次世代エネルギーパーク施設一覧

とっとり次世代エネルギーパーク施設 全体図
エネルギーパーク施設の紹介や案内機能を有する総合的な情報の発信拠点

中核施設

施設の規模や性質が次世代のエネルギー社会を想起させる先導的なエネルギー施設
先導的施設
従来から導入されているエネルギーや地産地消のエネルギーなど生活に身近なエネルギー施設
その他の施設

※以下に記載しているのは主なもの。

バイオマス＋
新エネルギー発電
王子製紙(株)

バイオマス発電
(株)日新

バイオマス発電
（一般廃棄物）
米子市クリーンセンター

北栄町東園
エナトラパーク

北条砂丘
風力発電所

バイオマス発電
お～ゆランド

三洋製紙(株)鳥取
工場第２発電所

羽田井地区発電所
ソフトバンク鳥取米
子ソーラーパーク

北栄ソーラー
ファーム
船上山ダム
発電所

＜中核施設＞
とっとり自然環境館

南谷小水力発電所

米川土地改良区調整池
水上太陽光発電施設

ミヨシ産業
メガソーラー発電所

日南町石見東太陽
光発電所

雪室システム
サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場

俣野川発電所
（揚水発電）

＜中核施設＞
鳥取すいそ学びうむ
（とっとり水素学習館）

公益財団法人
鳥取市環境事業公社
（地中熱利用）
鳥取ガス秋里下水処理
場バイオマス発電所

鳥取ガス(株)
東郷太陽光発電所
鳥取放牧場
風力発電所

袋川
発電所
とりちく若葉台
発電所

地熱発電
協和地建コンサルタント（株）
別府
小水力発電所

