
□時  20～60分
□料  1,000円
□開  月～金（土日祝：要予約）
□人  40人　□P  有
□交  大栄東伯ICから　 で５分

□時  40分　
□料  無料（法人1,500円）
□開  年中無休
□人  15人　□P  有
□交  鳥取駅から　 で10分
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６
太陽光発電／49.9kW×５施設 □設 H26.12風力発電／規模 1,000kW×3基 □設 H17.12

■問 米子市環境事業課
0859-30-0270

■所 米子市河崎3280番地１

バイオマス発電／4,000kW □設 H14.4□時  30分 □料  1,000円
□開  月～金（土日祝：要予約）
□人  40人　□P  有
□交  道の駅大栄から　 で7分

7
風力発電／13,500kW
              （1,500kW×9基）□設 H17.11

8
水力発電／110kW□設 H26.11

9

太陽光発電／42,906kW□設 H26.2

１０

）

バイオマス発電 □設 H10.10
新エネルギー発電□設 H17.7／119,400kW

１
□時  30分　□料  無料
□開  月～金
□人  50人　□P  有
□交  鳥取駅から　 で20分

１1

■問（株）日新
0859-47-0303

■所 境港市西工業団地46番地１

バイオマス発電／5,700kW □設 H27.2

■問 俣野川発電所ご案内ホール
　 0859-75-3141
■所 日野郡江府町武庫1990-１

水力発電（揚水式）／
120万kW（30万kW×4台） □設 S63.1

１5１2

■問（株）ミヨシ産業
0859-34-3111

■所 西伯郡伯耆町上野7610-10他

太陽光発電／1,011.78kW □設 H25.9

■問 天然水奥大山ブナの森工場
　 0859-75-6114
■所 日野郡江府町大字御机字笠良原1177

雪氷熱利用／貯雪量 260t  □設 H19.10

１6１3

２
水力発電／1,100kW□設 H23.6

３
太陽光発電／1,990ｋW□設 H27.3

４

ガスコージェネレーション／110kW□設 H19.4
太陽光発電／8kW、風力発電／1kW 他

５

エナテクス

太陽光発電／1,000kW □設 H27.3

境港市

日吉津村

大山 三佛寺投入堂

鳥取砂丘

□時  30分　□料  無料
□開  月～金
□人  40人　□P  有
□交  鳥取駅から　 で30分

□時  15分　□料  無料
□営  月～金
□人  20人　□P  有
□交  鳥取駅から　 で20分

□時  30～70分 □料  無料
□開  月～土
□人  40人　□P  有
□交  道の駅大栄から　 で5分

□時  30分　□料  無料
□開  月～金
□人  150人　□P  有
□交  米子ICから　 で20分

※見学受入準備中

□交  米子ICから　 で20分

□時  30～60分　
□料  無料
□開  月～土（日祝：要予約）
□人  30人　□P  有
□交  溝口ICから　 で3分

■問（有）赤碕清掃　中山工場
0858-58-3211

■所 西伯郡大山町石井垣字向山332-１

バイオマス関連（木質ペレット、燃料製造）
／生産能力 １t/h □設 H18.4

１4 □時  30～60分　
□料  1,000円（学生500円）
□開  月～金
□人  50人　□P  有
□交  赤碕中山ICから　 で2分

□時  90分　□料  無料
□開  水～日（12/16～２月末除く）
□人  60人　□P  有
□交  武庫駅から　 で5分

□時  60分　□料  無料
□開  月～金
□人  40人　□P  有
□交  蒜山IC、江府ICから で30分

□時  60分　□料  無料
□開  月～金
□人  20人　□P  有
□交  赤碕駅から　 で29分

□時  40分　□料  無料
□開  年中無休
□人  50人　□P  有
□交  米子駅から　 で12分

□時  90分　□料  無料
□開  月～金
□人  50人　□P  有
□交  米子ICから　 で15分
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とっとり次世代エネルギーパーク

見学
の時には…

おすすめ見学ルートなどは、
裏面の「とっとり自然環境館」
または「県庁環境立県推進課」に
お気軽にお問い合わせください。

各施設への見学は、
事前に■問 まで
連絡してください。

岩美町

三朝町

北栄町

八頭町

若桜町

智頭町

大山町

伯耆町

南部町
江府町

日南町
日野町

琴浦町
湯梨浜町

鳥取市米子市
倉吉市

　太陽光発電、小水力発電、風力発電、バイオマス
発電など、自然の力を利用して繰り返し利用できる
再生可能エネルギーは、石油、石炭など限りある化
石燃料に変わる次世代エネルギー源として利用が
進められています。

　県内には本州最大級のメガソーラー、雪氷熱利用など
他の地域では見られない施設など、多種多様な再生可能
エネルギー施設があります。「とっとり自然環境館」を中
心に、県内各地のエネルギー施設で、自然の力をどのよう
にエネルギーとして使っているか見学ができます。

豊かな自然の恵みがもたらす再生可能エネルギーの宝庫とっとり

国土交通省殿ダムの河川維持放流を利
用した水力発電所で、出力は1,100kW
です。年間約5千MWｈの電力（一般家
庭約1,400戸分の電力）を発電します。

空港用地を有効に活用した出力1,990kWの太
陽光発電所です。年間約2千MWhの電力（一般
家庭約600戸分の電力）を発電します。なお、太
陽電池パネルは空港内制限区域にあるため立
入りはできませんので、国際会館に設置された
テレビモニターと展望デッキでご見学ください。

サルーテのエネルギーは電力会社と全く連携し
ない、日本初のオールガス化（電力完全自立型）
システムです。ガスエンジンによる発電と排熱
を利用するコージェネレーションシステムをメイ
ンに、太陽光発電と風力発電を設置しています。

鳥取市を一望できる場所に風車3基を設
置した、県営では唯一の風力発電所で
す。年間約4,700MWｈの電力（一般家
庭約1,300戸分の電力）を発電します。
太陽光発電所も隣接しており同時に見学
することができます。

全国でも最大規模のソーラーシェアリング
型（農業と太陽光発電を並立）太陽光発電
所です。太陽電池パネルの下では『常緑キ
リンソウ』の苗を栽培しています。近くにあ
る他の２種類の太陽光発電施設（自動追尾
型、通常型）と合わせてご案内します。

全国でも珍しい、ひまわりのように太陽を追
いかけて太陽電池パネルが動く自動追尾型
の太陽光発電所です。ぜひその動作の様子
を実際にご覧ください。近くにある他の２種
類の太陽光発電施設（ソーラーシェアリング
型、通常型）と合わせてご案内します。

５号機には、現在の運転状況を表示した
電光掲示板を設置しています。駐車場も
ありますので、いつでも自由に見学する
ことができます。

農業用ダムである船上山ダムの河川維持
放流水や農業用水を活用して発電を行っ
ています。船上山ダムは、自然の豊かな
大山隠岐国立公園内の船上山と一体と
なった美しい景観を形成しています。

敷地面積53.2haに及ぶ大規模太陽光発
電所は本州最大級。年間約42,593MWh
（一般家庭約１万2,000戸分の電力）を
発電します。隣接する「とっとり自然環境
館」で映像を交えて説明します。

２缶のボイラー（バイオマスボイラー、
新エネルギーボイラー）で４基のタービ
ンを回し自家発電を行っている。また
余った電力は売電しています。

蒸気タービン発電機を備えた一般廃棄
物処理施設です。発電した電力はプラ
ント内で使用し、余剰分は電力会社へ売
電しています。

俣野川発電所は岡山県新庄村に上池（土
用ダム）、鳥取県江府町に下池（俣野川ダ
ム）をつくり、この間の落差約500ｍを利
用して120万ｋWの発電を行う西日本最
大級の揚水式発電所です。

山陰の地に適した環境に優しい太陽光
発電所です。積雪対策としてパネルの高
さを最大３ｍ、角度30℃にしています。雑
草対策として「木チップ」を地面に敷きつ
めています。

県内初の本格的な木質バイオマス発電
所。燃料となる木材チップは年間８万tを
使用し、工場で発生する残材と未利用の
間伐材で賄います。

水を育む森や環境を大切にしていく自然
共生型の工場です。工程見学や試飲のほ
か、冬に降り積もった雪を貯蔵し、その冷
たいエネルギーを夏場の空調などに活用
する施設「雪室」もご案内します。GW、夏
休み、紅葉シーズン等は土日受入有。

県内唯一の木質ペレット製造工場です。
環境に負荷をかけない燃料として注目さ
れています。材料の粉砕から乾燥、造粒
までを是非、ご覧ください。

米子市クリーンセンター

俣野川発電所ご案内ホール日新バイオマス発電所

サントリープロダクツ（株）　
天然水奥大山ブナの森工場

ミヨシ産業伯耆町
メガソーラー発電所

木材リサイクルセンター北栄東園エナトラパーク

北条砂丘風力発電所

船上山発電所

ソフトバンク鳥取米子
ソーラーパーク

鳥取放牧場風力発電所

袋川発電所

鳥取空港太陽光発電所

鳥取ガスグループ
ショールーム　salute

■問  琴浦町農林水産課
　  0858-55-7803
■所  東伯郡琴浦町山川

■問  とっとり自然環境館
　  0859-21-8533
■所  米子市大篠津、霞津、大崎

■問  王子製紙（株）
　  0859-27-3112
■所  米子市吉岡373番地

■問  鳥取県企業局東部事務所
　  0857-21-4788
■所  鳥取市湖山町西４丁目 鳥取砂丘コナン空港内

■問  鳥取ガスグループショールーム salute
　  0857-30-2020
■所  鳥取市片原５丁目503番地 

■問  （株）エナテクス
　  0858-36-3633　
■所  東伯郡北栄町大谷4251-１

■問  （株）エナテクス
　  0858-36-3633
■所  東伯郡北栄町東園593

■問  北栄町地域整備課
　  0858-36-5568　
■所  東伯郡北栄町江北外

■問  鳥取県企業局東部事務所
　  0857-21-4788
■所  鳥取市越路776番地

■問  鳥取県企業局東部事務所
　  0857-21-4788
■所  鳥取市国府町殿56番１

次世代エネルギーパークとは
子どもから大人まで再生可能エネルギーを中心としたエネ
ルギーについて理解を深めるため、再生可能エネルギー
利用施設やこれらを見学する工夫が整った地域を国（経
済産業省）が認定する仕組みです。「とっとり次世代エネ
ルギーパーク」は、平成25年9月に認定されています。

とっとり自然環境館
（中核施設）

鳥取砂丘

国宝 三佛寺投入堂

大　山

公益社団法人鳥取県観光連盟 とっとり旅の生情報 検索

●観光に関するお問合わせは

TEL 0857-39-2111

～自
然ゆ
たかな

観光資源も巡ろう～

鳥取
砂丘、

大山、温
泉などの豊かな自然の恵みや

環境
につい

て知るこ
とができます。

太陽光発電 その他施設水力発電 風力発電バイオマス施設

施設名／エネルギー種類／規模／料金／受入日／問合せ申込先

鳥取放牧場太陽光発電所／太陽光発電／100ｋW／無料／月～金／鳥取県企業局東部事務所 ☎0857-21-4788
鳥取市青谷町いかり原太陽光発電所／太陽光発電／609.84ｋW／無料／月～金／鳥取市生活環境課 ☎0857-20-3218
企業局東部事務所太陽光発電所／太陽光発電／120kW／無料／月～金／鳥取県企業局東部事務所 ☎0857-21-4788
東部事務所監視室／水力、風力、太陽光発電等施設の監視／無料／月～金／鳥取県企業局東部事務所 ☎0857-21-4788
加地発電所／水力発電／1,100kW／無料／月～金／鳥取県企業局東部事務所 ☎0857-21-4788
南谷小水力発電所／水力発電／90kW／無料／月～金／天神野土地改良区 ☎0858-28-1652
農業大学校管理棟再生可能エネルギー設備／バイオマス熱利用、地中熱利用／チップボイラー180kW、ペレットボイラー58kW、
地中熱ヒートポンプ加熱出力8kW／無料／月～金／鳥取県農業大学校 ☎0858-45-2411
北栄高千穂太陽光発電所／太陽光発電／750kW／1,000円／月～金（土日祝：要予約）／（株）エナテクス ☎0858-36-3633
湯梨浜町風力発電所／風力発電／600kW×１基／無料／年中無休／湯梨浜町企画課 ☎0858-35-5311
西部総合事務所ペレットボイラー／バイオマス熱利用／580ｋW×3台／無料／月～金／鳥取県西部総合事務所 ☎0859-31-9656
企業局西部事務所太陽光発電所／太陽光発電／200kW／無料／月～金／鳥取県企業局西部事務所 ☎0859-26-0017
日新第三工場木質バイオマスボイラー／バイオマス熱利用／12,500kW／無料／要相談／（株）日新 ☎0859-47-0303
竹内西緑地太陽光発電所／太陽光発電／1,250kW／無料／月～金／鳥取県企業局西部事務所 ☎0859-26-0017
高田工業団地風力発電所／風力発電／1,500kW×１基／無料／月～金／大山町企画情報課 ☎0859-54-5202
大山町役場中山支所ペレットボイラー／バイオマス熱利用／冷凍能力：105kW、加熱能力：83.4kW／無料／月～金
／大山町中山支所総合窓口課 ☎0858-58-6111
南部町木質ペレット焚吸収冷温水機／バイオマス熱利用／120RT（362.9Mcal）／無料／月～金／南部町企画政策課 ☎0859-66-3113
協同組合レングス／バイオマス熱利用／蒸気発生量1.1t/h／無料／月～金／協同組合レングス ☎0859-39-6888
賀祥発電所／水力発電／260kW／無料／月～金／鳥取県企業局西部事務所 ☎0859-26-0017
新幡郷発電所／水力発電／9,200kW／無料／月～金／鳥取県企業局西部事務所 ☎0859-26-0017
（株）オロチ／バイオマス発電／木質ボイラー：10t/h、蒸気発電機：160kW／500円／月～金／☎0859-83-6123
日南町石見東太陽光発電所／太陽光発電／340kW／500円／月～金／日南町企画課 ☎0859-82-1115
日南町新石見小水力発電所／水力発電／90kW／500円／月～金／日南町企画課 ☎0859-82-1115
日南町新日野上小水力発電所／水力発電／660kW／無料／月～金／JA鳥取西部日南支所 ☎0859-82-1121
下蚊屋ダム発電所／水力発電／197kW／無料／月～金／大山山麓地区土地改良区連合 ☎0859-77-2101

１7
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鳥取市

若桜町

北栄町
湯梨浜町

江府町

倉吉市

米子市

境港市

大山町

日南町

南部町

伯耆町

□時 … 見学時間（目安）□料 … 料金 □開 … 受入日 □人 … 定員（／回）□P  … 駐車場 □交 … アクセス ■問… お問い合わせ先 ■所… 施設所在地

北栄大谷太陽光発電所 王子製紙（株）
米子工場第一発電所
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鳥取県マスコットキャラクター
エコトリピー

目標 目標

ヤギによる
除草も

やってるよ！

環境学習・企業研修におすすめ!

次世代
エネルギーは
こんな身近に
あるんだ！

県外での発電
72.2％

天然ガス
43.2％

石炭
30.3％

石油
14.9％

原子力 1.0％

水力 8.5％

バイオマス 2.2％

水力 10.4％

風力 2.2％

太陽光 0.7％

バイオマス 14.6％

県内発電=

再生可能エネルギー
27.8％

再生可能エネルギー
10.7％

太陽の光エネルギーを太陽電池で電気に換
えます。家庭用から大規模発電用まで導入
は広がっています。

風の力で風車を回し、その回転運動を発電
機に伝えて電気を起こします。

動植物などの生物資源（バイオマス）をエネ
ルギー源にして電気や熱を作ります。建築廃
材、農業残渣、食物廃棄物など様々な資源を
エネルギーに変換します。

地下に蓄えられた地熱エネルギーを蒸気や
熱水などで取り出し、タービンを回して発電
します。使用した蒸気は水にして、還元井で
地中深くに戻されます。日本は火山国で、世
界第３位の豊富な資源があります。
東郷温泉、皆生温泉で、温泉熱を利用した
バイナリー発電を検討中。

ダムなどの落差を活用して水を落下させ、そ
の際のエネルギーで発電します。現在では農
業用水路や小さな河川でも発電できる中小
規模のタイプが注目されています。　　　　　○相対的にメンテナンスが容易。

○屋根など限られたスペースでも設置可能
　　　　　●天候により発電出力が左右され、
夜間は発電できない。

メリット

課　題

　　　　　○大規模に開発した場合、発電コスト
が火力、水力並みに抑えられる。
○風さえあれば、昼夜を問わず発電できる。
　　　　　●風況により発電出力が左右される。

メリット

課　題

　　　　　○資源の有効活用で廃棄物の削減に
貢献。○天候などに左右されず、発電できる。
　　　　　●原料の安定供給の確保や、原料の
収集、運搬、管理にコストがかかる。

メリット

課　題

　　　　　○出力が安定しており、大規模開発
が可能。○昼夜を問わず24時間稼働できる。
　　　　　●開発期間が10年程度と長く、開発
費用も高額。また、温泉施設などと開発地域が
重なるため地元との調整が必要。

メリット

課　題

　　　　　○安定した発電が可能。
　　　　　●中小規模タイプは相対的に発電コ
ストが高く、水利権の調整が必要。

メリット
課　題

太陽熱、バイオマス熱、
雪氷熱、地中熱、温度差熱、
バイオ燃料などの
再生可能エネルギー熱利用も
実用化されています。

目標
指標

目標
指標

県内にある再生可能
エネルギー設備容量 電力自給率

平成22年度末／661,907kW 

平成26年度末／759,050kW（15％アップ）

平成22年度末／24.6％

平成26年度末／28.8％
※平成27年度以降の目標値は検討中 ※平成27年度以降の目標値は検討中

Ⅰ-１ 温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入加速 Ⅰ-２ エネルギー資源多様化促進の検討

全国の発電量の構成
（平成25年度）

鳥取県の発電量の構成
（平成25年度）

［実行計画］
具体的な施策・目標

Ⅰ エネルギーシフト
Ⅱ 循環社会
Ⅲ 環境実践の展開

Ⅳ 安全・安心
Ⅴ 自然共生
Ⅵ 景観・快適さ

鳥取県環境の保全及び
創造に関する基本条例
（平成８年度制定）

第２次鳥取県
環境基本計画
（平成２３年度策定）

とっとり環境
イニシアティブプラン
（平成２３年度策定）

鳥取県の再生可能
エネルギー導入推進の取組み
鳥取県の再生可能
エネルギー導入推進の取組み
鳥取県の環境政策

再生可能エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況

いろいろあるよ！「再生可能エネルギー」
小さな自然のチカラも、集まれば大きなエネルギーに

太陽光発電 風力発電

バイオマス発電地熱発電

水力発電

とっとり自然環境館

■所  〒683-0104 米子市大崎3421-9　
■問  tel.0859-21-8533　fax.0859-21-8534　
■休  年中無休（年末年始のみ休館）　
■料  入館無料　■営  10：00～17：00
■HP   http://www.eco-tottori.com/kankyokan
■交  車／JR米子駅から約12分、米子ICから約25分、米子鬼太郎空港から約10分  
     バス／日ノ丸バス、内浜線下葭中津行、大崎中1区バス停下車徒歩約15分

■とっとり自然環境館

「

能
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再
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」を

鳥取県内には、豊かな自然が生み出すエネルギーがたくさん！

地域で
家族で

見学してみよ！
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とっとり自然環境館

平成 27 年３月制作

再生可能エネルギーへの理解を深め、エネルギー施設を知って

もらい、より身近に感じてもらうため、夏休みエネルギーツアー

や写真コンテストなどを実施しています。

開催時期や参加方法などは、
鳥取県のホームページ／とりネット
http://www.pref.tottori.lg.jp/223773.htm
により、お知らせしていますのでご覧ください。

「とっとり次世代エネルギーパーク」では

鳥取県生活環境部　環境立県推進課

〒680-8570　鳥取市東町１丁目２２０番地
tel.0857-26-7895　fax.0857-26-8194

「とっとり次世代エネルギーパーク」
に関するお問い合わせ先

「とっとり次世代エネルギーパーク」の中核施設

として、再生可能エネルギーや環境保全活動に

関する情報発信、県内エネルギー施設の紹介を

しています。また、ソフトバンク鳥取米子ソー
ラーパーク（中面・施設❾）に隣接しており、そ
のガイダンス施設にもなっています。

館内には再生可能エネルギーを体験できる設備

やパネルを展示しているほか、エネルギー教室

の開催など、子どもから大人まで、見て、触れて、

学べる施設です。


