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1．研究の背景と目的 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴

う大きな津波は、福島県の沿岸に位置する市町村の広範囲

にわたる人的被害や物的被害を与えた。さらに、その後発

生した福島第一原子力発電所（以下、原発）事故により、

原発の近くに位置する市町村には避難指示等が発令され、

多くの住民が長期的かつ広域的な避難を余儀なくされた。 

 今回の原発事故により、国や事業者が主張していた原子

力発電所の安全性が覆り、事故が起こった場合の被害が長

期的かつ広域的に及ぶことが明らかになった。また、当時、

集中電源に頼っていたために発生した大規模な停電等の経

験から、地域に分散的に存在し、災害時の対応強化にもつ

ながる再生可能エネルギー（以下、再エネ）の導入を進め

る必要性があるという認識が高まった。原発事故によって

深刻な被害を受けた福島県においても、脱原発の考えのも

と、「原子力に依存しない、安心・安全で持続的に発展可能

な社会づくり」を復興の基本理念として掲げ、復興に向け

た主要施策の一つとして、再エネの飛躍的推進による新た

な社会づくりを進めている 1)。特に被害の大きかった津波

被災地及び原子力被災地を含む浜通り地域等では、津波被

災地や放射能被害によって使われていない農地を活用した

再エネ設備の導入や、再エネ分野における実証研究等が行

われている。福島県は、県内でこのような取り組みを進め

ることにより、県全体を再エネ先駆けの地とすることを目

指している。 

再エネの飛躍的推進には、国や県に加えて、市町村、住

民、事業者の取り組みが必要不可欠である。特に、市町村

は、地域の住民や事業者に対してより身近な立場から支援

や働きかけができるため、県全体で目指す再エネの飛躍的

推進に大きく貢献できる存在であると考えられる。このよ

うな考えのもと、本研究では、福島県全59市町村を対象と

したアンケート調査を実施し、自治体による再エネの推進

状況と今後の課題を明らかにする。また、福島県における

代表的な再エネ施設・事業を対象とした現地調査及びヒア

リング調査を実施し、再エネの推進に関する現状と課題を

さらに詳細に分析する。既往研究としては、例えば、福島

県の震災・原発事故後における再エネの推進に関して、再

エネ関連団体、事業、政策等の現状を詳しくまとめた久慈

（2016）2)が挙げられる。他には、福島県の再エネ事業や政

策を述べたうえで、日本の再エネ政策を経済的な観点から

分析し、福島県における復興に向けた再エネ政策の在り方

を論じた大平（2016）3)が挙げられる。本研究は、これらの

研究とは異なり、福島県全59市町村における、自治体によ

る再エネの推進に着目し、その現状と今後の課題を明らか

にする点で独自性を有すると考えられる。 

2．震災・原発事故後における再エネ導入の現状 

(1)固定価格買取制度の概要とその現状 

 震災・原発事故後の2011年8月、太陽光、風力、水力、

地熱、バイオマス等の再エネで発電した全電力を、一定期

間、一定価格で買い取る義務を電気事業者に課す「電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法」が成立し、これに基づき、2012年7月から固定価格

買取制度（以下、FIT制度）が導入された。FIT制度により、

再エネの高い導入コストの回収の見通しが立ちやすくなり、

事業採算性も高まったことから、全国各地で再エネの導入

が進んでいる。 

 図1は、国内におけるFIT制度導入前の再エネ設備累積

導入量と、FIT 制度導入後に新規認定され運転を開始した

再エネ設備の導入量を示している 4)。再エネ設備導入量は、
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FIT 制度導入前（2012 年 6 月時点）では約 2,060 万kW で

あったが、2018 年度末時点には 6,840.4 万 kW まで増加し

ている。最も増加率が大きいのは太陽光発電（非住宅）で

あり、自治体や企業によるメガソーラーの設置等が進んだ

ためであると考えられる。浜通り地域等では、津波被災地

や放射能被害によって使われていない農地を活用したメガ

ソーラーの設置も進んでいる。FIT 制度導入後に新規認定

を受けた設備導入量に関しては、都道府県別にみると、2019

年6月時点で茨城県が314万kWで最も多く、次いで千葉

県が 234 万 kW、愛知県が 221 万 kW となっている。福島

県は157万kWで、全国では12番目に、東北地方では最も

多い導入量となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 国内におけるFIT制度導入前の再エネ設備累積導入量と

FIT制度導入後の再エネ設備導入量 

(2)福島県内での構想・ビジョンの概要と再エネ導入の現状                          

①福島県内での構想・ビジョンの概要 

 震災・原発事故後の福島県における再エネの推進に関す

る代表的な構想・ビジョンとしては、福島イノベーション・

コースト構想、福島県再生可能エネルギー推進ビジョン、

福島新エネ社会構想の3つが挙げられる 5)6)7)。 

 福島イノベーション・コースト構想とは、震災及び原子

力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するた

めに、廃炉、ロボット、エネルギー等、様々な分野から新

たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトであり、福

島復興再生特別措置法に基づいて進められている。関係市

町村には、津波や原発事故によって大きな被害を受けた15

市町村が含まれている（図2）。エネルギー分野においては、

再エネの導入促進、水素社会のモデル構築、再エネを活用

したまちづくり（スマートコミュニティの構築）を3つの

柱としている。 

 福島県再生可能エネルギー推進ビジョンは、2009 年 12

月策定の福島県総合計画において、環境負荷の少ない低炭

素・循環型社会への転換に向けた重点施策として、環境に

やさしい安全で持続可能な再エネの導入を掲げたこと等を

踏まえて、再エネ導入推進の加速を目指す目的で県が2011

年3月に策定したものである。その後、震災・原発事故の

発生を機に 2012 年 3 月に改訂され、原子力に依存しない

社会づくりを実現するため、2040年頃を目途に県内の一次

エネルギー需要量の 100%以上に相当する量のエネルギー

を再エネで生み出すという目標を立てた。 

 福島新エネ社会構想は、福島イノベーション・コースト

構想や福島県再生可能エネルギー推進ビジョンのような取

り組みを着実に進め、復興の後押しを強化するために、2016

年9月に、国、県、研究機関、電力会社等で構成される福

島新エネ社会構想実現会議で決定されたものである。この

構想でも、再エネの導入拡大、水素社会実現のためのモデ

ル構築、スマートコミュニティの構築を柱としている。 

 また、県や市町村による補助・助成制度も実施されてい

る。例えば、県は、県全体を再エネ先駆けの地とするため、

地域と共生する再エネ事業の立ち上げを支援するとともに、

家庭や地域における再エネ導入を促進することを目的とし

た再エネ普及拡大事業を実施している。具体的な支援とし

ては、県内の市町村や法人に対して再エネ設備の導入にか

かる費用の一部を助成する福島県自家消費型再エネ導入モ

デル支援事業補助金や福島県地域参入型再エネ導入事業補

助金、再エネの普及啓発につながる体験学習や見学会など

のソフト事業の経費を一部助成する福島県「再エネ先駆け

の地」理解促進事業補助金などがある 8)。市町村では、そ

れぞれの住民に対して、住宅用太陽光発電設備の設置費を

補助する補助・助成制度が多く実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 福島イノベーション・コースト構想関係市町村及び 

県内の主な再エネ施設・事業について 

②福島県内での再エネ導入の現状 

 図3は、震災・原発事故後の福島県におけるエネルギー

種別発電設備の設備容量でみた導入実績を示している。

年々導入が進み、2011 年度と 2018 年度を比較すると、震

災・原発事故後 7 年で導入量が約 5.5 倍にも増加している

ことがわかる。なかでも、太陽光発電の増加が著しい。こ

れは、ソーラーパネル等の太陽光発電設備が、他の発電設

備と比較して安価であること、補助・助成制度が充実して

いること等の理由から、導入されやすいためであると考え

られる。次いで大きく増加しているのが、バイオマス発電

である。また、2018年度では、再エネ導入量が県内電力消

費量を占める割合が77.1%に達しており、2016年度からの

2年間で6.7%増加している（図4）。 
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図3 福島県におけるエネルギー種別発電設備導入実績 

図4 福島県内電力消費量と再エネ導入量の比較の推移 

3．福島県全59市町村における再エネの推進状況と課題 

福島県の自治体による再エネの推進状況と課題を把握す

るために、福島県全59市町村を対象にアンケート調査を

行った（表1）。配布数は59件、回収数は59件であり、

回収率は100%である。 

表1 アンケート調査の概要 

(1)自治体による再エネ設備の所有状況及び導入量 

 福島県全 59 市町村のうち、自治体で所有する再エネ発

電設備が「ある」と回答したのは51市町村（86%）であっ

た（図5）。浜通り・中通り・会津の地域別でみると、中通

りの市町村において、自治体の再エネ発電設備の所有率が

93%と最も高かった。導入件数の合計は 592 件であり、エ

ネルギー種別でみると、多いものから太陽光発電が564件、

バイオマス発電が 11 件、水力発電が 8 件、風力発電が 6

件、地熱発電が3件となっている（表2）。地域別の導入件

数は、中通り（238 件）、浜通り（200 件）、会津（154 件）

の順に多くなっているが、水力発電、地熱発電、バイオマ

ス発電の導入件数については、会津が最も多くなっている。

また、導入容量については、最も大きいものは太陽光発電

（184,905.36kW）、次いで水力発電（15,595.90kW）、バイオ

マス発電（10,861.30kW）が多い。地域別では、導入件数と

は異なり、中通り（189,366.78kW）、会津（19,668.52kW）、

浜通り（5,971.26kW）の順に多くなっている。県内の再エ

ネ発電設備の導入容量（2018年度末時点）に占める自治体

所有の再エネ発電設備の導入容量（2019 年 11 月時点）の

割合をみると、太陽光発電、水力発電が10%を上回ってい

る。 

 

図5 自治体所有の再エネ発電設備の有無 

表2 自治体所有の再エネ発電設備の導入件数・導入容量 

 

 

 

 

 

 (2)再エネの推進に向けた取り組みの実態 

①再エネ関連政策の実施状況

図 6 は、福島県全 59 市町村における現在の再エネ関連

政策の実施状況を示している。図6に掲げる再エネ関連政

策のうち、1つ以上の政策について「現在、実施中である」

と回答した市町村は58市町村（98%）あり、ほぼすべての

市町村が再エネの推進に取り組んでいることがわかった。 

実施している市町村が最も多い政策は「住宅対象再エネ

設備の設置補助・助成」、次いで「自治体自らによる再エネ

設備の導入」、「公有地の再エネ企業への貸出」となってお

り、それぞれ 81%、70%、22%の市町村が実施していると

いう結果が得られた。実施開始時期については、現在実施

中である政策のうち、原発事故以前から実施している市町

村が最も多かったのは「住宅対象再エネ設備の設置補助・

助成」（53%）、FIT制度をきっかけに実施している市町村が

最も多かったのは「住宅対象再エネ設備の設置補助・助成」

（10%）と「自治体自らによる再エネ設備の導入」（10%）

であった。現在実施中である政策の実施開始時期の中には、

原発事故以前から実施している場合及びFIT制度をきっか

けに実施している場合ともにあてはまらないものとして、
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福島イノベーション・コースト構想をきっかけに実施して

いる場合、再エネ業者から依頼があったため実施している

場合、県が実施している状況を踏まえて実施している場合

等があることがわかった。 

図6 再エネ関連政策の実施状況 

②市町村の総合計画における再エネ推進に関する内容の

有無及び再エネ導入計画・ビジョン等の策定状況

 福島県全 59 市町村のうち 48 市町村（81%）では、それ

ぞれの総合計画に再エネ推進に関する方針が示されている

（図7）。また、33市町村（56%）では、再エネの導入目標

や、推進に向けた施策を定めた個別の計画やビジョンを策

定している（図8）。どちらにおいても、浜通り・中通り・

会津の地域別の差はあまりみられなかった。 

(3)再エネを推進する理由・推進しない理由 

現在、再エネの推進に取り組んでいる58市町村に、再エ

ネを推進する理由を尋ねた（図9）。最も多かった回答は「温

室効果ガスの排出削減につながるため」（71%）であり、次

いで「災害時の対応強化につながるため」（55%）、「エネル

ギーの地産地消につながるため」（52%）という理由が多く

なっている。 

 浜通り・中通り・会津の地域別でみると、回答した市町

村の割合が、浜通りが「エネルギーの地産地消につながる

ため」と「震災・原子力災害からの復興につながるため」

の項目において、会津が「遊休地や地域資源の有効活用に

つながるため」と「FIT 制度による利益につながるため」

の項目において特徴的に大きくなっている。 

一方、図6で掲げる再エネ関連政策を、現在実施してい

ない1つの自治体に再エネを推進しない理由を尋ねたとこ

ろ、「役所内の人手が不足しているため」との回答が得られ

た。 

図7 総合計画における再エネ推進に関する内容の有無 

図8 再エネ導入計画・ビジョン等の策定状況 

図9 再エネを推進する理由 

(4)再エネ関連政策の推進にあたって 

①住民や事業者に向けた情報発信の方法

現在、再エネの推進に取り組んでいる 58 市町村におけ

る、再エネ関連政策を推進する上での、取り組みに関する

情報発信の方法や、住民や事業者の再エネへの意識向上の

ために実施している取り組みとしては、「市町村HPでの情

報発信」（71%）が最も多く、次いで「広報誌での情報発信」

（53%）、「学校等での環境教育」（19%）が多くなっている

（図 10）。「その他」の回答では、「再エネ関連イベントへ
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の出展」や「再エネ市民会議の開催」、「公共施設でのパネ

ル展示」等が挙げられた。

浜通り・中通り・会津の地域別でみると、上述した上位

3 項目に関してはあまり差がみられないものの、それ以外

の項目に関して、実施している市町村の割合が最も高い地

域は浜通りとなっている。 

図10 住民や事業者に向けた情報発信の方法 

②再エネ関連政策の推進における課題

再エネ関連政策の推進における課題として最も多かった

のは、「予算の確保」（83%）であった（図11）。次いで、「再

エネ設備の設置補助・助成制度の充実」（40%）、「役所内の

人材の確保」（34%）が多くなっている。「その他」の回答

には、「民間事業者の育成」、「専門知識を有する事業者や県

との連携」、「事務手続きの簡略化」等があった。 

浜通り・中通り・会津の地域別でみると、回答した市町

村の割合が、浜通りが「庁内の情報共有や共通認識の確立」

の項目において、会津が「役所内の専門的な人材の育成」

の項目において特徴的に大きくなっている。 

③再エネ関連政策の推進に伴う問題

再エネ関連政策の推進に伴い、地域で生じている景観の

破壊や騒音等の問題について、13市町村（22%）から問題

が「ある」との回答が得られた（図 12）。その内容として

は、景観の破壊（5件）や騒音（2件）、自然環境や生態系

の破壊（2 件）が多く挙げられたほか、無秩序な開発によ

る土砂災害等の発生、土砂の流出や砂塵の発生、事業期間

終了後の廃棄物に対する懸念が指摘された。 

④再エネ設備の維持管理や廃棄物等への対策

再エネを推進している 58 市町村のうち 4 市町村（7%）

が、ソーラーパネル等の再エネ設備の維持管理や廃棄物等

への対策について実施していることが「ある」と回答した

（図13）。その内容としては、「太陽光発電事業者に対する

事業の適切な実施を求めるガイドラインの策定」や、「再エ

ネ発電設備の設置に関する条例の制定」、「維持管理を行う

SPCの設立」等が挙げられた。 

図11 再エネ関連政策の推進における課題 

図12 再エネ関連政策の推進に伴う問題の有無 

図13 再エネ設備の維持管理や廃棄物等への対策の有無 

4．福島県内における主な再エネ事業の事例分析 

 現在、福島県内には多くの再エネ発電所や再エネ研究施

設等が立地しており、様々な再エネ事業が行われている。

県は、再エネに関する取り組みを周知するため、発電規模

が大きいもの、見学可能なもの、経済産業省の事業計画認

定を受けているもの、構想・ビジョンによるもの等の観点

から抽出した県内の主な再エネ施設・事業を紹介した資料

を作成している。例えば、見学可能な再エネ施設を掲載し

た①福島県再生可能エネルギー発見まっぷがある。他には、

県内の主な再エネ施設に加え、構想・ビジョンによる取り

組み等も紹介した②パンフレットを作成している。表3は、

②で掲載されている再エネ施設のうち、①にも掲載されて

いるもの、あるいは、①に掲載されている見学・学習施設

が併設されているもの、及び、②において、構想・ビジョ

ンの主要施策として取り上げられている事業をまとめたも

のである（図2）。 

本章では、その中から以下の4つの再エネ施設・事業を

取り上げる。1 つ目は、山林未利用材を燃料としたバイオ

マス発電所としてFIT制度による売電事業を開始した国内 
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第 1 号機であるグリーン発電会津河東発電所、2 つ目は、

国内初の水冷式バイナリー発電所である土湯温泉 16 号源

泉バイナリー発電所、3 つ目は、被災地において最も早く

マスタープランを策定し、現在事業を実施中の新地町スマ

ートコミュニティ、4 つ目は、最も早くスマートコミュニ

ティ事業を開始した相馬市スマートコミュニティである。

これらについて実施した現地調査及びヒアリング調査(1)の

結果に基づき、県内における再エネ事業についてより詳細

に分析する（表4）。 

最後に、再エネを推進しつつも、大規模太陽光発電施設

の設置を望まないという宣言を発表し、太陽光発電設備の

設置に関する条例を制定した大玉村について紹介する。 

（1）代表的な再エネ施設・事業 

①グリーン発電会津河東発電所

グリーン発電会津河東発電所は、現在、FIT 制度の効果

もあって全国各地に多く存在するバイオマス発電所の中で、

山林未利用材を燃料としたバイオマス発電所としてFIT制

度による売電事業を開始した国内第1号機である。2012年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月に稼働を開始して以降、これまで停止することなく継

続して運転している。 

木質バイオマス利用のメリットとしては、カーボンニュ

ートラルである点、エネルギー自給率の向上につながる点

だけでなく、森林の健全育成へ貢献する点や、地域の活性

化につながる点が挙げられるが、（株）グリーン発電会津は、

日本の林業が縮小している現状を踏まえて、地域林業を活

性化させたいという熱意から本事業を開始した。 

発電規模（5,700kW）は比較的小規模であり、FIT制度に

よる売電価格も32円/kWhであることから、利益は小さい 

という。ただ、5,700kWという数字は、地域内で長期的か

つ安定的に調達できる燃料量から割り出されたものであり、 

本事業において、利益よりも地域林業の活性化を目的とし

ていることがわかる。 

福島県が県内の一次エネルギー需要量の 100%を再エネ

で生み出すことを目指していることや、地域がエネルギー

の地産地消を目標としていることに関しては、これらの目

標を達成するには行政が需要家への支援をする必要がある 

表3 福島県内の主な再エネ施設・事業 

発電規模
（kW）

使用開始年月

1
大熊町ふるさと再興
メガソーラー

大熊町 2,000 2015年12月
町の復興計画でシンボル事業として位置づけられ、国の半農半エネモデル等推進事業を活用して建設された。FIT制度によ
る売電収入の一部を活用し、町が大川原地区に建設する「次世代型植物工場」の運営を支援している。

2 福島空港メガソーラー
須賀川市
・玉川村

1,200 2014年3月
県復興計画における再エネ推進に向けた重要プロジェクトとして建設された。建設資金のうち1億円が県民参加型ファンドで
調達された。産業技術総合研究所と連携して多種多様なソーラーパネルを設置し、各パネルの長期運用・評価・研究を実施
している。

3 雄国発電所 喜多方市 1,000 2014年10月
会津電力(株)第1期事業として建設された会津地域初のメガソーラーである。ソーラーパネルの角度は雪が落ちやすい角度
に、高さは雪に埋もれない2.5mに設定され、雪国でも太陽光発電ができる工夫がされている。

4
とまとランドいわき
営農型ソーラー発電所

いわき市 970.5 2014年12月
営農型ソーラー発電とは、日当たりの良い農地で、農業と太陽光発電を同時に運営する方式のことである。発電規模は営農
型としては国内最大級である。

5 郡山布引高原風力発電所 郡山市 66,000 2006年12月
布引高原に位置するウォンドファームは国内最大級である。年間、一般家庭約35,000世帯分の年間消費電力量に相当する
約12,500万kWhの電力を供給している。

6 滝根小白井ウィンドファーム
田村市

・いわき市
46,000 2010年12月

田村市といわき市にまたがる標高800m～1,000mの高原地帯に設置されている。一般家庭約30,000世帯相当分の電力を供
給し、年間約4万トンの二酸化炭素の削減効果が見込まれる。

7 会津若松ウィンドファーム 会津若松市 16,000 2015年7月 背あぶり山尾根部に立地しており、強い西風を利用して発電している。

2,000 2013年12月

5,000 2015年12月

7,000 2017年2月

9 下郷発電所 下郷町 1,000,000 1988年4月 揚水発電所であり、発電規模は国内最大級である。下郷展示館にて、発電の仕組み等が学べる。

10 奥只見発電所 檜枝岐村 560,000

＜1～3号＞
1960年12月

＜4号＞
2003年6月

一般水力発電所（揚水発電所を含まない）として、国内最大の発電規模を誇る発電所である。奥只見展示館にて、発電の仕
組み等が紹介されている。

11 第二沼沢発電所 金山町 460,000 1982年5月 揚水発電所であり、県内で見学できる数少ない本格的な水力発電所の一つである。

12 田子倉発電所 只見町 400,000 1959年5月

13 滝発電所 金山町 92,000 1961年12月

14 只見発電所 只見町 65,000 1989年7月

15 黒谷発電所 只見町 19,600 1994年4月

16 花の郷水力発電所 下郷町 175 2015年6月
水圧管路は道路に埋没し、周辺の景観に影響を与えないように工夫している。水力発電の仕組みがわかる学習施設を常備
し、環境学習に使用できるようにしている。

17
土湯温泉東鴉川水力
発電所

福島市 140 2015年5月
FIT制度を利用し、売電事業を行っている。荒川流域で2番目の高さを起こる東鴉川第3砂防堰堤の落差をいかした発電所で
ある。

18 柳津西山地熱発電所 柳津町 65,000 1995年5月 県で初めて作られた大規模地熱発電所である。

19
土湯温泉16号源泉
バイナリー発電所

福島市 440 2015年11月
土湯温泉の温泉熱を利用したバイナリー発電所である。国内初の水冷式バイナリー発電所であり、発電後の熱水を活用した
エビの養殖施設も稼働している。

20 エフオン白河大信発電所 白河市 11,500 2006年10月
山林未利用材を燃料として発電を行っている。震災後は1週間後に再稼働し、2013年より、FIT制度による売電事業を実施し
ている。

21
グリーン発電会津
河東発電所

会津若松市 5,700 2012年7月
山林未利用材を燃料としたバイオマス発電所としてFIT制度による売電事業を開始した国内第1号機である。バイオマス発電
から生まれた電気を供給し、電力の安定化を図るとともに、地域林業の活性化や森林の持続的な再生にも活かすことで、資
源循環型社会の実現を目指す。

22
南会津高原地域熱供給
実証事業施設

南会津町
20

（熱1MW）
2014年6月 間伐材を燃焼し、周辺のホテル等への熱供給と温水によるバイナリー発電を行う。

研
究

23
産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー
研究所

郡山市 - 2014年4月
日本で唯一の再エネに特化した研究所であり、再エネの大量導入に向けた新技術の研究だけでなく、地域企業と連携した開
発・性能評価等の技術支援や、地元大学との共同研究等を通じた人材育成にも取り組んでいる。

沿岸部・阿武隈地域
共用送電線事業

県沿岸部
・阿武隈地域

水素社会実現のモデル
構築

浪江町等

スマートコミュニティの構築

新地町
・相馬市
・浪江町
・楢葉町

・葛尾村等

バ
イ
オ
マ
ス

施設・事業

構
想
・
ビ
ジ

ョ
ン
に

よ
る
取
り
組
み

注：再エネ発電所・施設の数字（1～23）は図2と対応している。
資料：福島県における再生可能エネルギー推進の取組について、福島県再生可能エネルギー発見まっぷ、資源エネルギー庁ホームページ

8

地域 概要

太
陽
光

只見展示館にて発電の仕組み等が紹介されている。田子倉発電所は一般水力発電所（揚水発電所を含まない）としては国
内で2番目に大きい発電規模を誇る。只見発電所には、世界最大級のバルブ水車が使われている。

水
力

県沿岸部・阿武隈地域において、風力発電等の再エネ導入拡大を進めるため、新たに送電事業会社を設立し、再エネ事業者が共同で使用する総延長
約70㎞の送電線を整備している。送電線は新福島変電所に接続される。2020年の一部送電開始を目指している。

再エネから大規模に水素を製造し、輸送・貯蔵・利用する最先端技術実証に向けた取り組みが行われている。2018年7月より、浪江町において、福島水
素エネルギー研究フィールドの建設が開始した。福島市、郡山市において、水素ステーションの整備も行われ、2018年3月に開所している。

再エネや水素エネルギーを地域で効率的に利用するスマートコミュニティの構築に取り組んでいる。すでに会津若松市では、太陽光発電を活用したス
マートコミュニティの構築が2015年度に完了している。経産省と県は、民間事業者と連携し、新地町・相馬市・浪江町・楢葉町・葛尾村の5市町村で復興
と合わせたスマートコミュニティの構築に取り組んでいる。また、県は、県全体でのスマートコミュニティの展開を目指し、エネルギー需給ポテンシャル調
査を支援している。

福島浮体式洋上
ウィンドファーム

福島県沖
福島県沖で、浮体式洋上風力発電システムの本格的な実証を実施している。複数基による実験は世界初の取り組みであ
る。

風
力

地
熱
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と指摘する。具体的には、県や市町村が主体となり、地域

住民に電力の使用を勧めた上で東北電力の電気料金との差

額を補助するといった支援が挙げられた。供給側に対して

発電コストを補助したり、売電価格を上げたりするなどの

支援よりも、需要側への支援によって、地域の人々がその

地域で生産されたエネルギーを使用できる環境を作ること

が必要であるという。 

②土湯温泉16号源泉バイナリー発電所 

 土湯温泉 16 号源泉バイナリー発電所は、土湯温泉の源

泉を利用して地熱発電を行う、国内初の水冷式バイナリー

発電所である(2)。本事業を実施するにあたっては、地域住民

に対し、従来の温泉の供給量や温度、性質等には影響しな

いことが説明され、賛同を得たうえで実施されている。本

事業を行う（株）元気アップつちゆは、土湯温泉16号源泉

バイナリー発電所の他にも、小水力発電設備や公衆浴場、

まちおこしセンターの運営、食品の製造等の様々な事業を

実施している。 

 本事業の売電収入は、土湯温泉町への社会貢献事業に利

用されている。具体的には、地域の高齢者にバスの定期券

を寄贈する土湯温泉足軽サービス、福島市内の高校へ通学

する学生に通学定期券を寄贈する土湯温泉通学マイロード

サービスなどである。また、本事業で排出される温水を活

用したエビ養殖事業（つちゆ湯遊エビ）も行われており、

町の新たな観光資源の創出を目指している。 

 福島県が再エネを推進している状況に関しては、再エネ

100%の目標達成には貢献したいと考えているものの、町の

復興・活性化が本来の目的であるという意見だった。また、

復興やまちづくりへつなげるためには、産官学の連携が必

要であると指摘している。 

③新地町スマートコミュニティ 

 新地町は、相馬郡北東部にあり、浜通り地域の最北端に

位置する町である。震災で津波による大きな被害を受けた

が、2011年に国から「環境未来都市」に選定され、様々な

まちづくりの取り組みを進めている。本事業は、JR新地駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺の約10haのエリアにおいて実施されており、このエリ

アでは、津波被害からの市街地形成も同時に行われている。 

本事業を行うにあたって苦労した点は、津波によって大

きな被害を受けたために、既存の建物やインフラ等を活用

できなかったことだという。都市ではそれが可能であるが、

被災地では設計、建設だけでなく、発電能力のシミュレー

ション等も同時進行で行わなければならない。これは、被

災地特有の課題であると指摘している。今後は、エリア内

の施設を運営・整備と同時に、エネルギー需要量、排気ガ

スの影響、供給熱の温度等のモニタリングが引き続き必要

であるという。 

 ④相馬市スマートコミュニティ 

 相馬市は、浜通り地域北部に位置し、新地町に隣接して

おり、津波による大きな被害を受けた市町村の一つである。

震災・原発事故後、低炭素社会に向けた取り組みを積極的

に行っており、その一つとして本事業が実施された。 

 本事業では、地方における2つの課題を解消する仕組み

がつくられているという。1 つ目は、再エネ事業者が一般

電力会社に売電する際の電力の変動に関する課題である。

再エネ事業者が一般電力会社に売電をする際の変動に対す

る対策はされているものの、限界が来ているといい、余剰

電力の発生は免れない。特に、太陽光は変動が大きいとい

うが、本事業では、太陽光発電による電気エネルギーを、

電気、熱、水素のそれぞれの需要家に配分するため、売電

をせずに済む仕組みを確立した。2 つ目は、下水汚泥の処

理に関する課題である。地方の中小規模下水処理場では、

下水汚泥を産業廃棄物処理しているところがあり、その費

用が地方の財政を圧迫しているという。本事業では、8 割

以上が水分である下水汚泥を乾燥して産業廃棄物の減容化

を可能にしている。 

 相馬市は今後、スマートコミュニティを、水素に関する

研究を進める場、水素やエネルギーを学習する場として提

供していくとしている。2020年度にはグリーンエネルギー

センター内に水素研究棟が開所する予定であり、研究や見

表4 代表的な再エネ施設・事業の詳細 
グリーン発電会津河東発電所 土湯温泉16号源泉バイナリー発電所 新地町スマートコミュニティ 相馬市スマートコミュニティ

(株)グリーン発電会津
（林業全般を行う喜多方市の(株)ノーリンと、バイオ

マス発電に関わるコンサルティングを行う
グリーン・サーマル(株)の出資のもと

2012年12月に設立）

(株)元気アップつちゆ
（地元の温泉事業を手掛ける湯遊つちゆ温泉協同
組合と、NPO法人土湯温泉観光まちづくり協議会の

出資のもと2012年10月に
まちづくり会社として設立）

新地町・
新地スマートエナジ―(株)

（新地町・民間企業・団体の12者の出
資のもと2018年2月に設立）

相馬市・(株)IHI

　グリーン発電会津河東発電所は、会津若松市の河
東工業団地に立地しているバイオマス発電所であ
り、山林未利用材を燃料としたバイオマス発電所とし
てFIT制度による売電事業を開始した国内第1号機
である。発電した電力は、電力会社の送電網を通し
て需要側に供給している。
　本事業では、山林未利用材の長期的・継続的な使
用による、二酸化炭素排出量の削減、森林資源の
有効活用、電力の安定供給だけでなく、地域林業の
活性化を目指している。本事業を行うにあたり、出資
会社の一つである(株)ノーリンをはじめ、地域の森林
組合や林業企業と連携している。本事業の効果とし
て、発電所運営や集荷に携わる雇用の創出として合
計77人、環境負荷低減として二酸化炭素17,000t削
減等の波及効果が得られている。

　土湯温泉16号源泉バイナリー発電所は、福島市街
地から南西に約1㎞に位置する土湯温泉街から少し
離れた源泉地に立地しており、国内初の水冷式バイ
ナリー発電所として、既存温泉を利用した地熱発電
を行っている。
　土湯温泉町は、震災前、年間約26万人の来街者を
誇る観光地であったが、震災後、その数が約11万人
へ激減した。このことから、土湯温泉町復興再生協
議会が、再エネの導入を町の復興・新たな魅力づく
り・活性化に向けた主要事業の一つとしたことが本
事業につながっている。FIT制度による売電収入は
土湯温泉の復興やまちづくりに役立てられている。
また、本事業は土湯温泉町でしか見ることのできな
い観光資源となっており、発電所の視察に年間約
2,500人もの人々が訪れ、その半数以上が温泉街に
宿泊している。

稼働開始年月 2012年7月 2015年11月
再エネ種類 バイオマス発電 地熱発電
発電規模 5,700kW 400kW

年間発電電力量
（相当する一般
家庭世帯数）

40,000MWh
（約1万世帯）

2,600MWh
（約800世帯）

FIT売電価格 32円/kWh 40円/kWh 
注：ヒアリング調査に基づいて作成したものである。

　2015年、JAPEXからスマートコミュニ
ティ事業の提案を受け、JAPEXが国か
ら取得した補助金を財源としてFS調査
を実施し、その結果をもとに町が主体
となってスマートコミュニティ構築のた
めのマスタープランを策定した。その
後、2017年2月より事業を実施中であ
る。
　スマートコミュニティのエリアはJR新
地町周辺の約10haであり、新地エネル
ギーセンター、フットサル場、複合商業
施設、文化交流センター、宿泊施設等
が整備され、順次運営を開始してい
る。2018年3月に運開したJAPEXの相
馬LNG基地の天然ガスを活用し、新地
エネルギーセンターで生産された熱・
電気・二酸化炭素が駅周辺施設へ供
給される。新地エネルギーセンターは、
災害時には地域の自立型電源にもな
る。

　2017年3月にスマートコミュニティ構築
のためのマスタープランを策定後、設
備の整備等を開始し、2018年3月に完
了、2018年4月より約5.4haのグリーン
エネルギーセンターが開所し、運営を
開始した。
　グリーンエネルギーセンター内には、
地域エネルギーマネジメント管理棟、
太陽光発電設備（1.6MW）、蓄電池
（2.5MWh）、水素製造装置、燃料電池
（25kW）等が整備されている。ここで発
電された電力は隣接する相馬市下水
処理場の運転に利用されており、余剰
電力は、下水汚泥の乾燥・ペレット化す
る実証事業と、水電解による水素製造
の実証事業に有効活用されている。
25kWの燃料電池は、災害時に避難所
となる復興交流支援センターに送電が
可能となっている。

発電所・事業

概要
（事業に至った経緯・
事業内容・現状等）

ヒアリング対象事業者
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学等による交流人口の増加も期待しているという。一方、

水素の研究だけでなく、再エネに関する技術等の変化への

対応、災害時等における停電時の電力供給体制の整備、FIT

制度終了後の対応等、課題も残るという。 

(2)大玉村 

 大玉村は、二本松市と郡山市に隣接する村である。村の

北西には安達太良山があり、東側には阿武隈川が流れてい

る。このような恵まれた自然環境を守るため、1996年に大

玉村ふるさと景観保護条例を制定し、2014年には「日本で

最も美しい村」連合に加盟した。 

 地域の豊かな自然環境の保護・保全に積極的に取り組む

大玉村が、2019年6月に「大規模太陽光発電所と大玉村の

自然環境保護との調和に関する宣言」を発表した。これは、

村の基本理念である、豊かな自然環境と優れた景観の保護・

保全との調和を欠くと考えられる大規模太陽光発電施設の

設置を望まないことを宣言したものである。 

 その後、大玉村は、大玉村ふるさと景観保護条例を踏ま

え、太陽光発電設備と村の自然環境や景観、村民の生活環

境との調和を図るため、大玉村太陽光発電設備と自然環境

保全との調和に関する条例を 2019 年 12 月に制定した 9)。

この条例では、事業者に対し、事業区域における自然環境

や生活環境との調和や災害の発生防止に努めること、それ

らに必要な措置や撤去費用等の調達計画等を記載した事前

届け出書を村長に提出しなければならないこと、事業実施

に関して地域住民に説明会を開いて理解を得なければなら

ないこと等が定められている。対象となる太陽光発電設備

は合計出力が10kW以上のものとされ、大規模でないもの

も含まれている。 

5．結論 

震災及び原発事故で特に大きな被害を受けた福島県では、

復興に向けて再エネの導入を進めている。FIT 制度の効果

や、県による 2040 年頃を目途に県内の一次エネルギー需

要量の 100%以上に相当する量のエネルギーを再エネで生

み出すという目標に向けた取り組み等により、県内の再エ

ネ導入量は年々増加している。さらに今後も再エネを推進

していくにあたっては、国や県だけでなく、市町村単位で

の取り組みも必要不可欠である。 

福島県では、過半数の市町村で総合計画に再エネ推進に

関する方針が示されており、それに加えて、再エネの導入

目標や推進に向けた施策を定めた個別のビジョンや計画を

策定している市町村も少なくない。福島県全 59 市町村の

うち 58 市町村で再エネ関連政策を実施している現状にあ

り、再エネ設備の設置補助・助成制度が多くの市町村で実

施されている。また、導入量は少ないものの、自治体自ら

によって再エネ設備が導入されていたり、公有地を企業に

貸し出したりする取り組み等も実施されている。 

また、県内で再エネ発電事業を行う事業者や、構想・ビ

ジョンによる取り組みの一つであるスマートコミュニティ

構築事業を行う自治体及び事業者は、再エネ発電施設を観

光や体験学習の場として活用し、地域の活性化や復興につ

なげていることがわかった。 

しかし、市町村の多くは、予算の確保や補助・助成制度

の充実、人材の確保等、再エネ関連政策を実施していく上

で様々な課題を抱えている。さらに、再エネの推進に伴い、

景観の破壊や騒音等、地域での問題も発生していることか

ら、第4章で述べた大玉村の事例のように、再エネの推進

をしつつ、地域の環境を守るための対策を講じる必要があ

る。また、県内で再エネ発電事業を行う事業者からは、行

政の支援が十分ではないこと、産官学の連携が必要だとい

うこと等を指摘する声も聞かれており、国、県、市町村、

事業者、研究機関の連携したさらなる取り組みが求められ

る。 

【補注】 

(1) ヒアリング調査及び現地調査については、グリーン発電会津河東発

電所及び土湯温泉源泉バイナリー発電所は2019年11月21日（木）、

新地町スマートコミュニティ事業は2018年5月23日（木）、相馬市

スマートコミュニティ事業は6月13日（木）に実施した。

(2) バイナリー発電とは、蒸気の圧力でタービンを回すために約 200 度

以上の高温・高圧の蒸気を必要とする従来型の地熱発電方式とは異

なり、約100度以上の熱水でも利用できるよう、低沸点媒体に熱を移

してタービンを回す方式である。
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