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提言の流れ提言の流れ

背景１ 背景

２ 日本の離島は２ 日本の離島は

３ 八丈島と青ヶ島の説明

４ 自然エネルギーと危機管理

５ なぜ八丈島と青ヶ島なのか５ なぜ八丈島と青ヶ島なのか

６ 課題と役割

７ 想定される手法



提言提言

今回の提言は

民間の商工会・観光協会・ＮＰＯ等からの民間の商工会 観光協会 ＮＰＯ等からの

アイディアを地方自治体と協議しそれを

国や都などの行政機関にあげ実施して

いく手法の実行性を提言するものでありいく手法の実行性を提言するものであり、

また八丈島が日本のモデル地区としていかに

適任地であるかを提言したいと思います。



背景背景

• 日本の離島における島々で過疎化や高齢化
が進み若者の流出により農業・漁業・観光進み若者 流出 より農業 漁業 観光
業・公共事業をとりまく産業の衰退は著しく、
このままの状態を続けていく事は 離島またこのままの状態を続けていく事は、離島また
は我が国における将来の危機的状態となる
事は容易に想像することができる事は容易に想像することができる。

• 離島では、災害の際、孤立化する事が想定さ
れ今後の課題となっていく事も想像できる。



日本の離島日本の離島

日本列島には海岸線の長さが 以上の島が 現在 もあり人が• 日本列島には海岸線の長さが100m以上の島が、現在6,852もあり人が、
住んでいる島は現在400ほどで、そのほかは無人島である。

• 我が国周辺の海域管理の重要性が認識され、また、海洋の資源・エネ

ルギーへの期待も高まる中で、離島の持つ国家的な役割も改めて注目
されているされている。

• 本土の南東から南西にかけての海域に点在する島嶼群は、我が国の広本土の南東から南西にかけての海域に点在する島嶼群は、我が国の広
大な排他的経済水域の重要な根拠となっている。

離島では 古くから農業 漁業や特産品生産を主ななりわいとし 多• 離島では、古くから農業、漁業や特産品生産を主ななりわいとしつつ、多
様な伝統文化を形成してきた。また、全国的な視点でも、漁業、海上交
通などの面で重要な役割を担い、対外交流においても重要な拠点の役
割を持っていたと考えられる。



離島の現状離島の現状

• 過疎化が進み若者の流失は止まらない現
状。

• 産業は人口の減少また高齢化によって衰退
しつつあるしつつある。

• 現代社会において離島は、社会生活の基盤
整備の遅れや、経済活動上の不利な条件か
ら、生活向上、経済発展において、相対的にら、生活向上、経済発展において、相対的に
立ち遅れた状態が続いている。



離島「人口の推移」離島「人口の推移」
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離島 「産業の推移」離島 「産業の推移」
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離島の役割 排他的水域離島の役割 排他的水域



八丈島の位置八丈島の位置

日本の中心に

八丈島があ八丈島があ
る。



八丈島とは八丈島とは
• 八丈島は、東京の南方海上２８７キロメートルに位置し、面
積６ 平方キ メ トルのひ うたん型をした島です積６９．５２平方キロメートルのひょうたん型をした島です。
地形的には富士火山帯に属する火山島であり、南東部を
占める三原山（７００．９メートル）と北西部を占める八丈富

成 す
部 丈

士（８５４．３メートル）から成り立っています。



青ヶ島の現状青ヶ島の現状

平成 年 月 日平成23年12月1日

• 現在世帯数111世帯現在世帯数111世帯

• 男100人女76人口 計176人

• 電力供給 ディゼル発電100%

• プロパンガスプロパンガス

• 車 ディゼル車・ガソリン車

• 港が1つ ・ヘリポート１つ



八丈島の人口の推移八丈島の人口の推移



八丈島の現状八丈島の現状

他の離島と同じような推移で人口の流失と高• 他の離島と同じような推移で人口の流失と高
齢化が進んでいる。

• 産業などの衰退は危機感を持つに至ってい
る。る。

• このような状態が続く事によりさらなる悪化は
想像が き今歯止めをかける事が近 課想像がつき今歯止めをかける事が近々の課
題となっている。



八丈町の取り組み八丈町の取り組み

年以上前から自然 ネ ギ に着目し取組• １０年以上前から自然エネルギーに着目し取組
みを行ってきた。

• 近年民間団体と一緒になって、新しい取り組みと
して小型の自然エネルギーの構築を主とした新
し 産業 構築に進みだし るしい産業の構築に進みだしている。

• 自然エネルギー「風力発電」を利用し電動自転
車を使った観光産業の活性化を目指す。

• 自然エネルギー「風力発電」を利用しＥＶ自動車自然 ネルギ 風力発電」を利用しＥＶ自動車
の普及啓発活動・観光産業への利用などの実
証実験を試みる。



「エコ八の島八丈島」「エコ八の島八丈島」

• エコ八とは
• 八丈島の自然を活用し出来うる自然エネル八丈島の自然を活用し出来うる自然エネル
ギーの事を言います。

地熱 太陽 水力 風力 潮力 波力 波高• １地熱２太陽３水力４風力５潮力６波力７波高
８バイオマスの事を言います。

• 全ての自然エネルギーを作り出す際に、自然
環境が厳しいことから八丈島で通用すれば世環境が厳しいことから八丈島で通用すれば世
界で通用するのではないかと言われている。



そこで八丈島を振り返るそこで八丈島を振り返る

世界に誇れる自然エネルギ を保有する離島であり• 世界に誇れる自然エネルギーを保有する離島であり
自然環境が厳しい事から八丈島で実証実験・環境教
育を実施する事が可能である。育を実施する事が可能である。

• 離島では例がない地熱発電所がある事で１００％自
然エネルギーでまかなう事が出来うる可能性に１番近然エネルギ でまかなう事が出来うる可能性に１番近
い離島である。

• 東京から近くインフラもある程度整った離島である事東京から近くイン ラもある程度整 た離島である事

• 危機感を持った民間と行政のマッチングが整っていて
現状である程度事業化が進んでいる。

• 今まで地震も少なく空港・発電所・役場行政機関等が
町の高台にあり災害の際も機能が見込まれる。



八丈島の自然八丈島の自然



八丈島の自然１八丈島の自然１



八丈島の自然２八丈島の自然２



今八丈島の自然エネルギーの現状今八丈島の自然エネルギーの現状



八丈島での自然エネルギー見通し八丈島での自然エネルギー見通し

• 現状 地熱があり風力も少しづつではあるが
構築出来始めている。今後のそのシステム化構築出来始 る。今後 そ シ テ 化
に十分な資料とノウハウも構築しつつある。

次に 水力と潮流と太陽は 今のシステムが• 次に 水力と潮流と太陽は、今のシステムが
構築次第直ぐに活用しうるエネルギーであり
運用は遠くなく可能だと考えられる運用は遠くなく可能だと考えられる。

• 最終 バイオマス・波高・波力といった順番が最終 バイオマス 波高 波力といった順番が
考えられる。



自然エネルギーを活用した危機管理自然エネルギーを活用した危機管理

離島 課題と 孤立化があげられると共• 離島の課題として孤立化があげられると共に
復旧の遅れや医療の問題があげられる。こ

を解決す が 自然の問題を解決するのが、小型化した自然エネ
ルギーの構築による危機管理システムがあ
げられるげられる。

• 離島では、自然環境が厳しいところが多く今離島では、自然環境が厳しいところが多く今
までは、環境自体がリスクになってきたが、そ
のリスクを逆手に取り新しい産業の構築を提のリスクを逆手に取り新しい産業の構築を提
案する。



なぜ離島でこの二つを
進めて行くのか

１ 豊富な自然エネルギーの活用を目指す為

２ 離島ならではの新しい産業構築とリスクの
軽減・雇用の促進軽減 雇用の促進

３ 他の離島などに八丈島で構築した技術やシ
ステムなどを提供出来ていけるステムなどを提供出来ていける。

４ 離島でＣＯ２削減を推進することによる日本離島 減を推 す 本
のＣＯ２削減に寄与またそのシステムなどは世
界の離島にも還元提案できる。界の離島にも還元提案できる。



八丈島が目指す危機管理八丈島が目指す危機管理

災害 際孤立化を防ぎ自然 ネ ギ 地• 災害の際孤立化を防ぎ自然エネルギーの地
産地消を目指す。

• 大きな災害の際、八丈島が出来る支援を想
定し本土の避難地域としての構築又は、被災定し本土の避難地域としての構築又は、被災
地への水やエネルギーの基地としての災害
支援構築などを目指し離島ならではの新しい支援構築などを目指し離島ならではの新しい
役割を提供する。

• 途切れることのない自然エネルギーを利用し• 途切れることのない自然エネルギーを利用し
情報の維持管理を行う。



今想定され日本で
課題とされる危機管理とは

１ 日本の南東・東海岸沿いでの地震による被
害・津波による被害

２ 離島の孤立化の対応が不十分

３ 災害の際の避難方法や避難病院の確保３ 災害の際の避難方法や避難病院の確保

４ 災害の際の各自治体の連携システムの構４ 災害の際の各自治体の連携システムの構
築



現在の自然エネルギーの
方向性を見る。

大型の発電システムの構築がほとんどである• 大型の発電システムの構築がほとんどである。
確かに採算性を考慮すると、どうしてもそちらの
道を選んでしまうと思いますが それを追求した道を選んでしまうと思いますが、それを追求した
のが原子力発電ではなかったのではないでしょ
うか、私達は、同じ過ちに向かって行くのではなう 、私達 、同 過ち 向 行く な
いかと、危惧をしています。太陽パネルを空き地
に引きつめ電力を作る？はたして生物の対応性
は考慮しているのでしょうか？また 大型の物はは考慮しているのでしょうか？また、大型の物は
コストも大きく民間では参入出来なくなっており
小さな所が切り捨てられていく方向性も考えられ小さな所が切り捨てられていく方向性も考えられ
るのではないでしょうか



• 今私達に本当に必要な自然エネルギーの構今私達に本当に必要な自然 ネルギ の構
築は近くで作り近くで消費し管理することでは
ないでしょうか 都市部では確かに非効率とないでしょうか、都市部では確かに非効率と
考えられますが、日本全体を考慮し、いかに
ＣＯ２を削減するかを想像すれば 小型の発ＣＯ２を削減するかを想像すれば、小型の発
電システムを構築しそれを、日本中に広げる
ことが削減と安全確保の近道になると考えら
れます。また、このような技術は世界の島々れます。また、 のような技術は世界の島々
に輸出することで新しい輸出産業を構築し世
界に寄与すると考えられる界に寄与すると考えられる。

• そこで



日本の自然エネルギー活用と
危機管理政策における離島の役割

• 私達八丈島で進めているエコ八プロジェクト
を今まで以上に推進していく事が、これからを今ま 以 推進 く事 、 れ ら
日本の自然エネルギー活用と危機管理政策
における離島の役割や限界地域といった場における離島の役割や限界地域といった場
所でのエネルギーの確保やＣＯ２削減と言っ
た事が推進していけると考えられます そしてた事が推進していけると考えられます。そして
すでに自然エネルギーの取組をスタートさせ
ており、かつ産業化を進めている八丈島はこ
れらのモデル地域として最適といえる。



取り組む手法取り組む手法

• 今まで八丈島で実証実験したノウハウを持ち
青ヶ島で、マイクログリットを構築する。青ヶ島青ヶ島 、 イク グリッ を構築する。青ヶ島
は、人口２００人、世帯数１００と言った小さな
村である そこで風力２５％・太陽２５％・水力村である。そこで風力２５％ 太陽２５％ 水力
５％・波力５％と言った自然エネルギーで島
内での電力を６０％を賄えるまでの実証実験内での電力を６０％を賄えるまでの実証実験
を成功させ、その実証結果を元に、八丈島で
種類 自然 ネ ギ 構築を進め８種類の自然エネルギーの構築を進め１0
０％自然エネルギーの島を構築する。



効果効果

• 離島の自然エネルギーの活用方法の有り方を
変えていく事が可能となる変えていく事が可能となる。

• 離島・限界地域の新しい産業構築・雇用拡大に
貢献する貢献する。

• 離島でのＣＯ２削減に効果が見込める。
• 災害に備えたエネルギーを提供する事が見込め
る。

• 世界の島々や限界地域に対しての提案をする
事での日本の輸出産業と観光産業の貢献



最後に最後に

• 私たちの取り組みは今まで無理だ・出来ない
と言った事を辛抱強く進めてきました。そして言 事を辛抱強く進 きま 。そ
私たちの住む離島・八丈島ではもうそのよう
な事を言っていたら将来が厳しく子供達に何な事を言っていたら将来が厳しく子供達に何
を残していけるのかが見えない状態だと感じ
ています 今ここで私達が踏ん張 て立ち向ています。今ここで私達が踏ん張って立ち向
かっていかなければといけないんだと真剣に
思い、今この場所に立たせていただいている
と感じています。ありがとうございました。



本日は最後までご清聴頂きまして本日は最後まで 清聴頂きまして
誠にありがとうございました。


