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作成年月日 平成25年７月１日

作 成 部 局
企 画 県 民 部
地 域 振 興 課
資 金 財 産 室

あわじ環境未来島債の発行

１ 事業目的

淡路島では、「エネルギーの持続」「農と食の持続」「暮らしの持続」の３つの柱を掲げ、

「あわじ環境未来島構想」を推進しているが、この構想の実現には、事業者や団体のみ

ならず、島民一人ひとりが参画する取組とする必要がある。

このための具体的な仕組みとなる「住民参加型太陽光発電事業」を実施することとし、

県が島民を中心とした住民から発電施設建設資金を調達し、発電・売電事業を行う（一

財）淡路島くにうみ協会に対して貸し付けるため、住民参加型市場公募債（あわじ環境

未来島債）を発行する。

２ 住民参加型太陽光発電事業の概要

(1) 発電施設設置場所

淡路市岩屋（県立淡路島公園隣接用地約1.54ha）

(2) 発電・売電事業実施主体

(一財)淡路島くにうみ協会

(3) 発電規模

１MW程度

(4) スケジュール（予定）

・ 平成25年７月～平成26年２月 発電施設建設

・ 平成26年３月 売電開始

(5) スキーム図
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３ 発行概要

(1) 名称

あわじ環境未来島債

(2) 販売対象者

個人のみ

(3) 販売期間・取扱店舗

販売期間 ７月31日（水）～８月26日（月）

うち、淡路島内優先販売
７月31日（水）～８月13日（火）

淡路島内の本店・支店のみ

※ 平成25年８月14日（水）以降は、下記取扱金融機関の各店舗でお取り扱いし、

「兵庫県内在住・在勤の方」は、どなたでもご購入いただけます。

(4) 発行日

平成25年８月30日（金）

(5) 発行額

４億円

(6) 発行年限

５年（平成30年８月30日（木）償還）

(7) 利率

平成25年７月30日（火）14:00決定

(8) 販売単位

一口５万円以上５万円単位

(9) 購入限度額

200万円

(10)取扱金融機関

三井住友銀行、みなと銀行、ＪＡ兵庫信連、淡路信用金庫、みずほ証券

４ 購入者特典

事業実施主体である（一財）淡路島くにうみ協会に住所等を登録いただいた方全員に、

同協会から下記の購入者特典を贈呈します。

(1) 記念品

１口（５万円）～２口（10万円）

購入者

充電式電池（単３形２本）付急速充電器セット

（約1,500円相当）

３口（15万円）以上購入者
充電式電池（単３形２本、単４型２本）付充電

器セット（約2,500円相当）

(2) 住民参加型太陽光発電事業の実績報告書の送付

事業収支の状況を詳しく記した書面を年１回送付

＜問い合わせ先＞

【住民参加型太陽光発電事業に関すること】

企画県民部地域振興課あわじ環境未来島構想担当 TEL:078-362-3034

【県民債の発行概要に関すること】

企画県民部企画財政局資金財産室 TEL:078-362-9051
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ああわわじじ環環境境未未来来島島債債ののごご案案内内
１ 発 行 体 兵庫県

２ 銘 柄 名 あわじ環境未来島債

３ 発行総額 ４億円

４ 販売対象 個人のみ

５ 募集期間 平成25年７月31日（水）～８月26日（月）

○このうち、平成25年７月31日（水）～８月13日（火）は、下記

取扱金融機関の淡路島内にある店舗でお取り扱いします。

○平成25年８月14日（水）以降は、下記取扱金融機関の各店舗

でお取り扱いし、「兵庫県内在住・在勤の方」は、どなたでも

ご購入いただけます。

６ 発 行 日 平成25年８月30日（金）

７ 利 率 平成25年７月30日（火）14:00決定

県資金財産室または取扱金融機関にお問い合わせください

８ 期 間 ５年（平成30年８月30日〈木〉償還）

９ 購 入 単 位 額面５万円から５万円単位

10 購入限度額 お一人様当たり200万円

11 取扱金融機関 みずほ証券、三井住友銀行、みなと銀行、

ＪＡ兵庫信連、淡路信用金庫

※平成25年７月31日(水)～８月13日(火)は淡路島内にある店舗で、

平成25年８月14日（水）以降は、各店舗でお取り扱いします。

☆お問い合わせ先☆ 兵庫県 企画県民部企画財政局 資金財産室

TEL：（078）362-9051 FAX：(078)362-9049 E-mail：shikinkosai@pref.hyogo.ｌg.jp



兵庫県は皆さまから提供いただいた資金を「住民参加型太陽光発電事業」の実施主体である一般財

団法人淡路島くにうみ協会（以下、協会）に貸し付け、協会はこの資金を基に太陽光発電所の建設を

行うこととしています。

協会では、この事業への協力のお礼として、県民債を購入した方で、登録ハガキで登録いただいた

方全員に下記の特典を贈呈します。

金融機関から専用の登録ハガキをお渡ししますので、住所・氏名等を記入して、協会にお送りくだ

さい。

特典① 記念品の贈呈

登録いただいた方全員に下記の記念品を贈呈します。

特典② 住民参加型太陽光発電事業の実績報告書の送付

事業収支の状況を詳しく記した書面を年１回送付させていただきます。

＜注意事項（重要）＞

・ 登録ハガキに記載の有効期限までに投函してください。期限までに投函いただけない

場合は、商品を受け取れなくなりますのでご注意ください。

・ 住所・氏名・電話番号その他登録内容に変更があった場合は、速やかに協会までお知

らせください。

購入者特典について

☆お問い合わせ先☆

兵庫県企画県民部地域振興課あわじ環境未来島構想担当

TEL：（078）362-3034 FAX：(078)362-3950 E-mail：seisaku_chiiki@pref.hyogo.lg.jp

単３形エネループ２本付急速充電器セット（約1,500円相当）
(充電池)

くり返し使用回数約2,100回（※１）

(充電器)

単３×２本を約４時間で急速充電可能（※２、※３）

※１ JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安

※２ 同梱電池(BK-3MCC)充電時

※３ 充電式EVOLTA、eneloop対応

単３形・単４形エネループ２本付充電器セット（約2,500円相当）
(充電池)

くり返し使用回数約2,100回（※１）

（充電器）

・ 単３形×２本を約４時間、単４形×２本を約３時間で充電可能（※２）

・ 単３形１～４本、単４形１～２本まで充電可能（※３）

※１ JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安

※２ 同梱電池(BK-3MCC,BK-4MCC)充電時

※３ 充電式EVOLTA、eneloop対応

贈呈する記念品（予定）

１口（５万円）～２口（10万円）ご購入の方

３口（15万円）以上ご購入の方
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取組の３本柱

淡路島の豊富な地域資源を生かして、淡路をもっと元気

にしたい！そんな思いから、淡路島では「あわじ環境未来

島構想」を推進しています。

構想の柱の一つが「エネルギー」。皆さまも「あわじ環

境未来島債」（以下、「未来島債」という。）の購入を通じ

て、再生可能エネルギーの創出に参加しませんか。

○５万円から参画できる創エネルギー

淡路島では、住宅や事業所の屋根などへの太陽光発電

パネルの設置が進んでいますが、住宅事情や事業所の状況のほか、費用面などにより断

念された方も多いのではないでしょうか。

今回の住民参加型太陽光発電事業は、こうした多くの方から資金をご提供いただき、

再生可能エネルギーの創出に参画いただこうとするものです。

○事業の仕組み

淡路島における発電施設の整備に必要な資金を調達するため、兵庫県が未来島債を発

行して、淡路島民を中心とした兵庫県民の皆さまから資金を集め、発電事業者となる（一

財）淡路島くにうみ協会に建設資金の貸付を行います。

（一財）淡路島くにうみ協会では、この資金を基に太陽光発電所の建設を行い、発電

された電気を売電し、得られた収入により借入資金の返済を行います。兵庫県はその資

金を元に未来島債を購入いただいた元本・利息を皆さまにお支払いします。

○あわじ環境未来島構想－生命つながる「持続する環境の島」をめざして－

少子高齢化、都市と農村の地域格差の拡大、雇用

の縮小、後継者不足。これらは、わが国の地方が抱

える共通の課題です。淡路島では、こうした課題を

解決する成功モデルとなるべく、県と島内３市で平

成22年９月に「あわじ環境未来島構想」をとりまと

めました。

淡路島のポテンシャルや豊富な地域資源を生かし

ながら、「エネルギーの持続」「農と食の持続」「暮ら

しの持続」の３つの柱のもと、「生命（いのち）つな

がる“持続する環境の島”」の実現を目指しています。

あわじの太陽をみんなの資金でエネルギーに
－あわじ環境未来島債を活用した住民参加型太陽光発電事業－

淡路島民
島外県民

売電

売電
収入

兵
庫
県
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淡路島公園隣接地(約1.54ha)
で太陽光発電施設(約１MW)
を設置・運営
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CEF南あわじウインド
ファーム 37,500kw
（2,500kw×15基）
《稼動中》

あわじメガソーラー
1,000kw 《稼動中》

重点地区 洲本市五色町

（エネルギーと暮らしの自立）

重点地区 淡路市南鵜崎

（健康回復・健康づくりの
拠点形成）

重点地区 南あわじ市沼島

（エネルギーとなりわいの自立）

重点地区 淡路市野島

（農と食の人材育成拠点）

重点地区 淡路市長沢・生田・五斗長
（地域資源を生かした集落活性化）

重点地区 洲本中心市街地

（超高齢化に対応した基盤整備）

重点地区 南あわじ市志知

（農と福祉の人材育成拠点）

徳島

和歌山

神戸潮流発電候補地
（明石海峡）

洋上風力発電候補地
（洲本市五色町沖）

関電エネルギー開発 淡路風力発電所
12,000kw(2,000kw×６基）《稼動中》

大規模太陽光発電予定地
（津名東生産団地：140ha）

再生可能エネルギー発電
予定地（野島貴船用地：
67ha）

大規模太陽光発電予定地
（太平洋セメント土取り地：249ha）

住民参加型太陽光発電事業予定地
（淡路島公園隣接地：1.54ha）

あわじ環境未来島構想 取組マップ

☆お問い合わせ先☆

＜住民参加型太陽光発電事業及びあわじ環境未来島構想に関すること＞

兵庫県企画県民部地域振興課あわじ環境未来島構想担当

TEL：（078）362-3034 FAX：(078)362-3950 E-mail：seisaku_chiiki@pref.hyogo.lg.jp


