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白河市再生可能エネルギー導入促進ビジョン

１．ビジョン改定の背景と趣旨

（１）白河市新エネルギービジョンの策定の背景

以下の観点から、平成 23 年２月に「白河市新エネルギービジョン」を策定

• 石油資源に対する過度な依存からの脱却

• 温室効果ガス排出量の削減

• 「白河市第一次総合計画」における自然環境分野の政策大綱「環境と調和したまち

づくり」の実現に向けた省エネルギー・新エネルギーの推進、「白河市環境基本計画」

における新エネルギーの普及促進等地球温暖化対策

（２）導入の基本方針

• 行政・市民・事業者の三位一体の推進

• 長期的視点に立った効果的・総合的・広域的な視点での取り組み

• 市民一人ひとりの啓発

• 周辺市町村との連携強化による効率的な利用

（３）ビジョン改定の必要性

策定後の３月 11 日に発生した東日本大震災により、地域におけるエネルギー政策の見直

しが不可欠となった。特に福島県は震災とこれに伴う原子力発電所事故が発生した事によ

り、県内の各産業に甚大な被害を及ぼした。

このことから、従来の「環境への負荷の少ない低炭素・循環型社会への転換を図ること

（その方策として太陽光など再生可能エネルギーの開発・導入支援、関連産業の育成など）」

に加えて、「地域でエネルギー自立を図る多極分散型モデル、経済的活力と環境との共生が

両立するモデルを提示すること（「原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な

社会づくり」という基本理念の具体化）、「再生可能エネルギーの飛躍的推進による新たな

社会づくり」を実現すること（復興に向けた主要施策の一つ）との位置付けがなされるこ

ととなった。

これを踏まえ、本市においてもエネルギー政策を積極的に見直し、白河市独自のビジョ

ン策定（改定）と、それを具体化させるための取り組みを進めていくことが求められてい

る。

今後のエネルギー政策の課題としては、以下の点があげられる。

◎一極集中型電力供給システムの見直し

◎原子力発電の安全性の問題

◎エネルギーの安定供給

◎地域でのエネルギー創出

◎再生可能エネルギー先駆けの地 福島県下の自治体としての主体的取り組み
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（４）課題に対する視点

課題に対する視点としては、「エネルギーの使い方を見直し・改善、効率的な設備等への

切り替え」による『省エネ』、「地域の資源でエネルギーを創る」という『創エネ』、「地域

内資源の活用による新たなエネルギー源の研究・開発・実用化の検討」を行う『新エネ』

が求められる。



２．目指す将来像

ビジョンの策定にあたっては

すべき将来像を定める必要がある

また、その具体化に向けた取

見直し、活用し、新たな価値を

る。

（１）方針・テーマ

再生可能エネルギーの導入促進

各種上位計画に位置付けられた

対する視点を踏まえ、一定の期間

り組んでいく必要がある。また

るものでなく、国や県、関係する

も重要であり、行政のみでなく

このような必要性に対し、各種

り方とそれを踏まえた地域の特徴

化していくための環境整備を定

3

にあたっては、今後の本市のあるべき姿、特にエネルギーに

がある。

取り組みとして、市内の資源や環境（自然

を見出していくための取り組みを示していくことが

導入促進に当たっては、今日まで取り組んで生

けられた本市の方向性や、震災に伴う原発事故による

期間を定め、実現可能であるとともに効果的

また、エネルギーや環境に関する問題は一地域

する自治体や地域と連携し、広域的な視点

のみでなく、民間事業者や市民レベルでの取り組みが

各種の取り組みを展開するため、基本となるまちづくりのあ

特徴あるまちづくりの実現、地域が一体となってこれを

定めていくことが導入促進のテーマとしてあげられる

にエネルギーに係わる目指

自然、産業、生活）を

していくことが重要であ

生きた総合計画等の

による新たな課題に

効果的かつ総合的に取

一地域だけで解決でき

視点で対応を図ること

みが不可欠といえる。

となるまちづくりのあ

となってこれを具体

のテーマとしてあげられる。
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５つの基本方針 ３つのテーマ

①将来のあるべき姿を念頭に置き長期的な

視点に立つ

②効果的で総合的に考える

③広域的な視点で考える

④市民一人ひとりの啓発に重点を置く

⑤地域間の連携に配慮する

①環境負荷の少ない循環型社会のまちづく

り

②豊かな自然環境を活かすまちづくり

③環境学習を通じた再生可能エネルギーの

啓発

（２）将来像

課題に対する視点、ビジョンの基本的方針とテーマから、以下のような事柄が実現され

ていくことが、本市にとっての再生可能エネルギーに関する将来像として考えられます。

①市内のエネルギー需給に見合った再生可能エネルギーの導入拡大が図られている状態

②地域の特徴や自然と共生し、安全で安心なエネルギー供給が可能な状態

③地域で必要なエネルギーに地域で創ったエネルギーの占める割合が高い状態



5

３．方策

国、県、市内の動向と市内における再生可能エネルギーの活用可能性、他地域の先進的

な取り組み等を踏まえ、本市の再生可能エネルギーに関する将来像を実現させるための取

り組みとして、以下のような方策を展開する。

（１）福島県の目標を見据えた白河市独自の再生可能エネルギー活用方策と目標値の設定

①太陽光

【現状】

 民間事業者や補助制度を背景に住宅での導入促進が進んでいる。民間事業者による 50kW 未満の小

規模な発電事業が進展している点が特徴である。

【見通し】

 民間事業者による太陽光発電の導入は、白河地域再生可能エネルギー推進協議会（再エネ協議会）

が中心となり活動することで、また福島実証モデル事業等が始まれば、更なる推進が期待される。

【行政の役割】

 再エネ協議会と連携しながら普及・PR 活動を積極的に展開する必要がある。また、公共施設の屋

根や遊休地を活用することで、更なる普及に寄与できる。また、防災拠点という視点で、地域住民

の避難場所への導入を進めるべきである。

対象施設
目標値

2020 年
備考

太陽光発電施設

（総発電容量）
30,000kW

*県の目標値から世帯按分による市の目標値：

31,816kW

（上記の内数として）

10kW～50kW 未満

の小規模発電事業

3,000kW *50kW 規模で市内 60 カ所見込み

②太陽熱

【現状】

 市の補助制度はなく、電力買取制度の導入により太陽光発電に比べ注目度は低いが、電気を作ると

いう視点ではなく、買う電気を少なくする「省エネ」という視点では重要なエネルギー対策である。

太陽光発電とともに導入推進を図るべきである。

【見通し】

 太陽光発電と一体となった補助制度やＰＲによる導入推進が期待される。

【行政の役割】

 太陽光発電と一体となった導入に向けた新たな補助制度の検討が必要である。
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目標名
目標値

2020 年
備考

太陽熱利用施設

（原油換算量）
1,000kl

*県の目標値から世帯按分による市の目標値：

1,075kl

*2,653 世帯への導入を目指す。

*太陽光発電施設との一体型導入を図る。

③風力・水力

【現状】

 検討可能なエリアは存在しているが、具体的な導入の動きは見られない。小水力の導入については

可能性調査を実施している。

【見通し】

 投資と効果の関係から民間レベルでの導入は難しく、実現可能性は低いものと考えられる。

 水力は調査結果次第では事業性も見込まれるが、風力は、FIT 制度活用も難しく、費用対効果がほ

とんど期待できない。

 一方で、再生可能エネルギー導入推進のシンボルとして導入は考えられる。

【行政の役割】

 今後の導入に向けては設置場所の検討と事業性を含めた調査が必要である。再生可能エネルギーの

広告塔としての「見える化」の取り組みには市民意識の啓発や外部へのＰＲ等で一定の効果が期待

されるため、この部分での導入検討は必要である。

目標名
目標値

2020 年
備考

小型風力発電施設

（設置数）
３箇所

*県の目標値から世帯按分による市の目標値：

2,215kW

*目標値（県）達成は厳しいと考えられることから

設置個数を目標とする。

中小水力発電施設

（設置数）

３箇所

*県の目標値から世帯按分による市の目標値：

478kW

*目標値（県）達成は厳しいと考えられることから

設置個数を目標とする。

*中小規模のみ。
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④バイオマス

【現状】

 木質系バイオマスエネルギーの導入は、森林の多い本市でのポテンシャルは高いものの、原料の放

射能汚染（バイオマス発電により生ずる灰の放射能問題）が未解決であり、計画が進まない状況で

ある。

 現状は活用されていないが、廃棄物系のエネルギー資源としては、一般廃棄物（ごみ）と下水汚泥、

畜産ふん尿等が、必ず発生するため、供給の面では安定している。

【見通し】

 木質系バイオマスに関しては、放射能問題（除染と住民感情の解消）の解決がハードルとなり短期

的な解決は困難である。一方で木質系バイオマスエネルギーの資源は豊富であり、積極的な活用を

模索する民間事業者も存在していることから、課題への対応が図られることで中長期的な可能性は

高まるものと考えられる。

 廃棄物系の資源は、一部の再利用を除きコストをかけて処分をしているが、今後は貴重なエネルギ

ー源として利活用を目指していく必要がある。

【行政の役割】

 木質系バイオマスエネルギーの導入に向けては、民間事業者との連携と行政のバックアップが不可

欠である。市の積極性、国・県への働きかけ、そして何より住民の理解を深めるための総合的な取

り組みが求められる。

 焼却施設や下水処理場等での廃棄物系資源の活用に向けた調査や導入に向けた検討が必要である。

目標名
目標値

2020 年
備考

バイオマス発電施設

（総発電容量） 15,000kW

*県の目標値から世帯按分による市の目標値：

11,306kW

*白河ウッドパワー：11,500kW 稼動済み。

⑤その他の熱利用（バイオマス等）

【現状】

 ペレットストーブについては行政施設への一部導入を行っている。

【見通し】

 大きな設備ではなく、個々の施設への導入が考えられる。従来の重油ボイラーにかわり、バイオマ

ス熱、地中熱などの熱利用を促進する。公共施設においては新設の際に導入検討する。

 民間施設でも福祉施設、病院等のほか、農業用施設への導入も期待できる。

【行政の役割】

 行政施設のみでなく、民間での導入促進を図るため、効果を明確にした導入事例等の紹介や意識啓

発を行う必要がある。
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対象施設
目標値

2020 年
備考

その他の熱利用施設

（設置数）
１０箇所以上

*公共施設への導入はもちろん、民間施設・農業

での導入可能性あり。

（２）公共施設への再生可能エネルギーの積極的導入検討

 目標値の達成と市民への意識啓発、対外的な取り組みＰＲの観点から、公共施設の屋根の活用や試

験的導入を積極的に図る。

（３）民間活力による再生可能エネルギー導入の促進

 現状民間レベルで進んでいる 50kW 未満の小規模発電を再生可能エネルギー導入における白河モ

デルとして支援する。

 再エネ協議会は、本市への再生可能エネルギーの導入により、地域産業の育成及び雇用の確保を目

的として設立されており、再生可能エネルギーに係わる本市の将来像を担う民間主体の組織である。

市産業部も事務局として関与しており、今後も連携を図りながら再生可能エネルギーに係わる取り

組みを牽引する役割を担っている。再エネ協議会を再生可能エネルギー事業のインキュベーション

機関として機能させることで民間事業者による一層の再生可能エネルギー導入促進を図る。

（４）再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制緩和や支援誘導策の国や県等への提案

 各種再生可能エネルギーの導入に向けた試験的な取り組みの実施や実証実験に向けた国や県の支

援環境を確保するとともに、バイオマス発電の実現に向けた環境整備を行うため、本市の取り組み

を積極的にＰＲするとともに、国や県等に規制緩和や支援誘導策等の適用を継続的に働きかける。
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４．白河市版エネルギー需給モデルの構築に向けて

（１）推進体制

ビジョンの推進とビジョンの実現による白河市版エネルギー需給モデルの構築に向け、

三位一体の推進体制を構築する。

（２）白河市版エネルギー需給モデルの構築

白河市では、現在民間事業者による太陽光発電事業を主軸として、地域のエネルギーを

地域の資源で創る「創エネ」の実現モデル構築が図られつつある。また、震災後の市民・

企業意識は、エネルギーを大切に使うという「省エネ」の取り組みにも確実に反映されて

いる。今後は、市が先導を図りながら、太陽光以外の再生可能エネルギー「新エネ」を適

切に選択することで、白河市ならではの独自性の高いエネルギー循環性の高い地域として

のあり方を示すことが可能であると考えられる。

このような白河市の再生可能エネルギーに係わる将来像を具体化する代表的な事業とし

て、再エネ協議会の会員が出資して設立した白河エナジー㈱があげられる。白河エナジー

㈱は、今後地域の小規模なニーズをマッチングさせまとめることで、一定の発電量を確保

する「地域発の電力会社」として地域のエネルギー需給の一翼を担うという公共性の高い

民間企業として成立する可能性があり、市のビジョン実現に重要な役割を担う組織である。

白河市が目指す地域で使用する電力における地域で創った電力の割合を高めるためには、

まず足元の取り組みとして既に始まっている

①[市民・企業による省エネ活動の徹底、住宅への太陽光パネルの設置、既存の民間ベー

スでの 50kW 未満の発電事業]を確実に進めるとともに、



②[民間事業者による自主的

加えて

③[白河エナジー㈱が予定する

格展開等]の実現を推し進

また、行政としては、バイオマスエネルギーの

その他再生可能エネルギーの導入検討等

地域の電力に関し一定量を地域

これらの取り組みを具体化させていく

具体性の高い取り組みから確実

求められる。
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自主的な取り組み、公共施設等での太陽光発電等

する発電事業や再エネ協議会による福島実証

進めていくことが重要である。

バイオマスエネルギーの導入に向けた支援、可能性

導入検討等を進めることも必要である。

地域で賄うという需給バランス構築に向けては

させていく必要があり、三位一体でビジョンの

確実に実施し、次の課題に向けて強い意志で

太陽光発電等の導入]を推進し、

福島実証モデル事業の本

可能性の考えられる

けては、中長期的に

でビジョンの共有を図りつつ

で臨んでいくことが
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第１章 震災後の国、県のエネルギー政策の動向把握

1.1 国のエネルギー政策と今後の方向性

本節では、我が国のエネルギー政策について以下の項目に分けて整理する。

 我が国のエネルギー基本的政策について

 再生可能エネルギーに関する施策について

 震災復興に関する政策について

（１）エネルギーの基本的政策について

我が国のエネルギーの基本的政策に関する近年経緯を以下に示す。

平成 14 年６月 エネルギー政策基本法の制定

平成 15 年 10 月 エネルギー基本計画の策定

平成 19 年３月 エネルギー基本計画の第一次改定

平成 22 年６月 エネルギー基本計画の第二次次改定

（平成 23年３月 11日 東日本大震災の発生、東京電力福島第一原子力発電所の事故発生）

平成 23 年６月 エネルギー基本計画の白紙決定

平成 23 年３月 11 日の原子力発電所の事故発生を受けて、現行のエネルギー基本計画（平

成 22 年６月、原子力発電への依存度を高めるなどとした計画）を白紙で見直すこととし、

エネルギー・環境会議（内閣官房）や総合資源エネルギー調査会基本問題委員会（資源エ

ネルギー庁）において震災後におけるエネルギー政策のあり方について議論が重ねられて

いる。エネルギー・環境会議は、エネルギーシステムの歪み・脆弱性を是正し、安全・安

定供給・効率・環境の要請に応える短期・中・長期からなる革新的エネルギー・環境戦略

及び 2013 年以降の地球温暖化対策の国内対策を政府一丸となって策定するための会議で

あり、これまでに以下の報告書などが作成されている。

 「革新的エネルギー・環境戦略」策定に向けた中間的な整理（案）平成 23 年７月 29

日

 エネルギー・環境に関する選択肢、平成 24 年６月 29 日

 革新的エネルギー・環境戦略、平成 24 年９月 14 日

平成 24 年９月 14 日に公表された革新的エネルギー・環境戦略の概要は以下のとおりで

あり、「原発に依存しない社会の一日も早い実現」、「グリーンエネルギー革命の実現」、「エ

ネルギー安定供給の確保のために」の三本柱を掲げ、さらに三本柱を実現させるために「電

力システム改革の断行」をあげている。
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図表 1.1-1 革新的エネルギー・環境戦略

出典：http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120924/20120924.pdf
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なお、電力システム改革については、経済産業省の電力システム改革専門委員会にお

いて、平成２５年２月に電力システム改革専門委員会報告書が公表された。これによれば

以下に示すように、平成 27 年に広域系統運用機関を設置し、平成 28 年に小売りへの参入

の全面自由化、平成 30 年～32 年に送配電部門の法的分離、料金規制を撤廃する工程とな

っている。

図表 1.1-2 電力システム改革の工程表

出典：「電力システム改革専門委員会報告書」について

一方、総合資源エネルギー調査会基本問題委員会は、新しいエネルギー基本計画を策定

するための議論の場として資源エネルギー庁に設けられている。これまでに以下の報告書

などが作成されている。

 新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた論点整理、平成 23 年 12 月 20 日

 エネルギーミックスの選択肢の原案について(平成 24 年６月 19 日)

「新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた論点整理（平成 23 年 12 月 20 日）」では、

我が国のエネルギー政策の基本的方向性として、以下の４点を挙げている。

① 需要家の行動様式や社会インフラの変革をも視野に入れ、省エネルギー・節電対策を

抜本的に強化すること

② 再生可能エネルギーの開発・利用を最大限加速化させること

③ 天然ガスシフトを始め、環境負荷に最大限配慮しながら、化石燃料を有効活用するこ

と（化石燃料のクリーン利用）

④ 原子力発電への依存度をできる限り低減させること

「エネルギーミックスの選択肢の原案について、平成 24 年６月 19 日」における各エネ
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ルギー源の中長期的な位置付けとして以下のようなことが述べられている。

①省エネルギー・節電対策の抜本的強化

今後、省エネルギー・節電対策を抜本的に強化していく際には、「需要を所与」として

供給能力を確保することに主眼を置いたこれまでのシステムを抜本的に見直し、価格を通

じて需要を効果的に抑制するシステムに転換する必要がある。このため、これを可能とす

る料金メニューの拡充、スマートメーターの早期普及、卸電力市場の整備等が重要である。

また、季節や時間帯毎の電力の使用実態に関する分析等を踏まえ、ピークカットの視点

を盛り込んだ省エネ政策を強化することが必要である。加えて、HEMS・BEMS の導入加速化

や断熱性能の向上した建材や住宅・ビルの普及、スマートコミュニティの普及、きめ細か

い情報提供などを通じて、省エネ余地の大きい民生部門の対策を強化する必要がある。

さらに、省エネの徹底のためには、社会全体として排熱等を有効活用することや電気と

熱を一体利用することが重要であり、コージェネレーションシステムや燃料電池の普及、

街区における未利用熱の活用・融通のためのインフラ整備や関連する規制改革が必要であ

る。

省エネルギー・節電に最大限取り組むべきことについては共通認識として、2030 年にお

ける省電力量を 2010 年度比約 1 割、省エネ量を 2010 年度比約２割と想定することとした

今後、継続的に省エネルギー対策に取り組んでいくためには、我が国として遅れている民

生部門のエネルギー需要構造に関するデータベースの整備を急ぐべきであり、その具体的

な手法について、今後検討を進めていく必要がある。

②再生可能エネルギーの最大限の加速化について

震災を踏まえ、エネルギー安全保障を確保する上でも、再生可能エネルギーの重要性が

高まり、その開発・利用を最大限加速化することが求められている。その際には系統運用

の広域化、ネットワーク（送電網）の整備や立地規制の大幅な改革、技術開発の加速化、

バックアップ電源の確保、地域との共生を可能とする仕組みの整備等を進めることが必要

である。

③化石燃料の有効活用

化石燃料は、他のエネルギー源に比べてコスト面で優位性があり、中長期的にも我が国

のエネルギー供給の過半を占める重要なエネルギー源である。また、省エネルギーや再生

可能エネルギーの拡大は中長期的な技術革新に依存する面が大きい中で、原子力発電への

依存度の低減を図るためには、当面、火力発電を活用することが重要である。

一方で、化石燃料はほぼ全てを輸入に頼っており、ＣＯ２排出の面でも課題がある。こ

のため、今後、シェールガス革命の恩恵も期待され、ＣＯ２排出が相対的に少ない天然ガ

スの一層の活用（天然ガスシフト）を始めとして、環境負荷に最大限配慮しつつ、化石燃

料の有効活用を推進する必要がある。その際には、調達先の多様化、コスト削減、国内の

供給ネットワークの強化等の取組を併せて強化する必要がある。また、今次の災害により

明らかになったように、エネルギーの安定供給の確保のためには、海外からの燃料調達や

備蓄のみならず石油や LP ガスを中心とした非常時に備えた体制整備も重要である。
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火力発電の燃料構成については、原子力発電というベース電源の代替としての石炭火力

の活用が重要であり、また、地球温暖化対策の観点から優れているガス火力発電について

も、今後一層の推進を図るべきと考えられる。ただし、天然ガスについては、エネルギー

安全保障(国内での災害対応、備蓄の困難性を含む)やコスト等の観点から大きく依存する

状況は危険であるとの指摘もあった。以上のような観点を踏まえ、燃料構成については、

燃料特性、供給安定性、コスト、環境負荷等の観点から、バランスを確保することが重要

である。

化石燃料のクリーン利用を進めるとともに、廃熱の有効活用や分散型電源の普及を加速

化させるという観点から、電気と熱を一体活用するコージェネレーションシステム（燃料

電池を含む）の利用拡大を図ることが重要である。このため、余剰電力を系統で有効活用

する仕組みの整備も含め、導入拡大に向けた施策を早急に具体化させる必要がある。
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（２）再生可能エネルギーに関する政策について

近年の再生可能エネルギーの導入促進に関する主な政策を以下に示す。

① 平成９年４月 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

② 平成 14 年 バイオマス・ニッポン総合戦略

③ 平成 15 年６月 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法

④ 平成 24 年７月 再生可能エネルギーの固定価格買取制度開始（再生可能エネルギー特

別措置法）

①新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成９年４月）

新エネルギーの導入を加速的に進展させるため、新エネルギー利用等を総合的に進める

ための各主体の役割を明確にすると共に、新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融

上の支援措置を規定している。

②バイオマス・ニッポン総合戦略（平成 14 年閣議決定）

バイオマス・ニッポン総合戦略は、農林水産資源、有機性廃棄物などの生物由来の有機

性資源であるバイオマスを、エネルギーや製品として総合的に利活用し、持続的に発展可

能な社会「バイオマス・ニッポン」を実現することを目的として、2002 年に閣議決定され

た。

③電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（平成 15 年６月）

電気事業者に対して一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務

付けることにより、新エネルギー等の利用を推進することを目的としている。

④再生可能エネルギーの固定価格買取制度

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により、再生可能

エネルギーの固定価格買取制度が 2012 年７月から開始した。

平成 24 年度の買取価格は以下のとおりである。



図表 1.1-3 再生可能

出典：http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html

留意点は以下のとおりである

 買取価格は基本的には年度

 買取期間は、特定契約に基

転期間）。一度売電がスタートすれば

される。

 買取価格は、以下２点のうちいずれか

ア．接続の検討にあたり不可欠

べてそろっている接続契約

17

再生可能エネルギーの買取価格（H24 年度

://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html

のとおりである。

年度ごとに見直しが行われる。

基づく電気の供給が開始された時から起算

がスタートすれば、買取価格・期間は当初の特定契約

のうちいずれか遅い時点での価格が適用される

不可欠な設備の仕様、設置場所及び接続箇所

接続契約の申込みの書面を電気事業者が受領した

年度）

起算される（除く試運

特定契約の内容で固定

される。

接続箇所に関する情報がす

した時
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イ．経済産業大臣の設備認定を受けた時

（３）震災復興に関する施策

①東日本大震災復興特別区域法（平成 23 年）

この法律は、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、東日本大震災からの

復興の円滑かつ迅速な推進等を目的とするものである。税制上の優遇措置等を活用するこ

とで、再生可能エネルギーの導入促進による地域づくりが考えられる。

図表 1.1-4 東日本大震災復興特別区域法の枠組み

出典：東日本大震災復興特別区域法資料ｐ3、平成 23年 12 月
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図表 1.1-5 復興特区制度のイメージ

出典：東日本大震災復興特別区域法資料ｐ5、平成 23年 12 月

②福島復興再生特別措置法（平成 24 年）

福島復興再生特別措置法は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復

興・再生を推進することを目的とする。再生可能エネルギーに関しては、「産業復興再生計

画」に基づく産業の復興及び再生の推進、再生可能エネルギー源の利用促進を含む「重点

推進計画」に基づく産業創出等に寄与する取組の重点的な推進が掲げられている。本法の

枠組は、以下のとおりである。
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図表 1.1-6 福島復興再生特別措置法の概要

出典：福島復興再生特別措置法の概要
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1.2 福島県のエネルギー政策と今後の方向性

（１）福島県復興計画（第１次）

福島県復興計画（第１次）の構成を以下に示す。

図表 1.2-1 福島県復興計画（第１次）の構成

出典：福島県復興計画（第１次）平成 23 年 12 月、福島県

このうち、再生可能エネルギーの飛躍的推進による新たな社会づくりに記載されている
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事業を以下に示す。

① 省資源・省エネルギー型ライフスタイルのふくしまからの発信

主要事業 事業概要

ふくしまから発信！「福島議定

書」事業

地球にやさしい「ふくしま」県民会議を運営する。

地球温暖化防止のための福島議定書事業を実施する。

公共施設省エネ改修等補助事業 市町村等が行う省エネ改修等に対し補助する。

バス・鉄道利用促進事業 県内バス、鉄道で共通に使えるＩＣカードを導入し、沿線の店

舗で割引が得られるなどのメリットにより、利用促進と地域振

興を図る。

小学生に実際にバス・鉄道のきっぷの買い方、乗降りの仕方や

楽しい基礎知識を学んでもらい、継続的な利用促進を図る。

福島都市圏総合都市交通計画策

定

社会情勢の変化に即し、新しい時代に対応した都市交通体系の

実現に向けた総合

的な都市交通計画を策定する。

県有建築物を環境共生建築に転

換するための事業

既存県有建築物を環境共生建築に転換していくため、建築物の

環境性能を診断し、施設管理者にCO2削減に向けた改修手法を提

案すると共に、被災施設の復旧工事にその内容を反映させる。

再生可能エネルギー普及推進市

町村等支援事業

再生可能エネルギーの導入を推進するため、市町村との連携に

より導入費用の負担軽減を図るほか、地域が取り組む未利用エ

ネルギー等活用の調査・研究や設備導入などに対する支援を行

う。

再生可能エネルギー等の導入を

促進するための事業

民間事業者による太陽光発電システムなどの再生可能エネルギ

ー利用設備の導入に対する補助を行う。また、設置費用の負担

軽減等に関する新たな仕組みづくりについて検討する。

再生可能エネルギー導入について、産学民官協働の場となる組

織を整備するとともに、継続的なサポートを行う。

もっともっと木づかい推進事業 森林による二酸化炭素吸収量の増加を図り、低炭素社会づくり

に資するため、県民の木材利用に対する意識を醸成するととも

に、民間施設における県産材利用やバイオマスエネルギー利用

機器の普及を図る。

スマートコミュニティの実証試

験を行うための事業

多様な再生可能エネルギーを導入し,スマートグリットによる

電力の需給バランスを制御した環境に優しく、自然災害に強い

スマートコミュニティの「ふくしまモデル」の確立に向けて実

証試験を行う。

地球にやさしい"ふくしま"ライ

フスタイル普及啓発事業

省資源・リサイクルなど環境に配慮したライフスタイルの普及

啓発を図る。

再生可能エネルギーデータベー

ス構築事業

再生可能エネルギーの事業化促進に向けたデータベースを構築

する。
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公共施設等における自立・分散

型の再生可能エネルギー導入等

を進める事業

非常時における避難住民の受入施設や公共施設等における再生

可能エネルギーの導入や、再生可能エネルギー等を活用した発

電事業に対する支援を行い、災害に強い自立・分散型エネルギ

ーシステムの構築を図る。

ICTによる流通インフラを構築

するための事業

ICT（情報通信インフラ）を活用した地域をつなげる商業環境整

備（買い物弱者対策、配送拠点整備 等）を実施する。

ふくしまエコオフィス推進事業 県の環境負荷低減対策を推進する。

ESCO審査会を開催する。（※ESCO事業（エスコ）…ビルや工場

などの建物の省エネルギーに必要な、技術、設備、人材、資金

などの全てをESCO事業者が包括的に提供するサービスをESCO

（Energy Service Company）事業という。）

図表 1.2-2 省資源・省エネルギー型ライフスタイルのふくしまからの発信

出典：福島県復興計画（第１次）ｐ101、平成 23年 12 月、福島県

② 再生可能エネルギー産業などの飛躍的発展

主要事業 事業概要

再生可能エネルギー関連分野に

おける国、大学、民間の研究機

関を誘致するための事業

国、大学、民間の再生可能エネルギー関連の研究所、認証機関

を誘致し研究開発の一大拠点とする。

再生可能エネルギー普及推進市

町村等支援事業

再生可能エネルギーの導入を推進するため、市町村との連携に

より導入費用の負担軽減を図るほか、地域が取り組む未利用エ

ネルギー等活用の調査・研究や設備導入などに対する支援を行

う。

再生可能エネルギーデータベー

ス構築事業

再生可能エネルギーの事業化促進に向けたデータベースを構築

する。

再生可能エネルギー導入推進の

ための法規制緩和や制度・シス

テムの整備

再生可能エネルギーの迅速な導入推進を目指し、法規制緩和に

向けた取組や制度・システムの整備に向けた働きかけを行う。

再生可能エネルギー等の導入を

促進するための事業

民間事業者による太陽光発電システムなどの再生可能エネルギ

ー利用設備の導入に対する補助を行う。

太陽光発電システムなどの設置費用の負担軽減等に関する新た

な仕組みづくりについて検討する。

再生可能エネルギー導入について、産学民官協働の場となる組

織を整備するとともに、継続的なサポートを行う。

再生可能エネルギーを推進する

ためのファンドを創設する事業

本県の再生可能エネルギーに関するファンドを創設、出資する

ことにより、事業に対する信用力の補完や資金調達の円滑化、

地域の資金循環の促進等を図る。

木質バイオマスエネルギーの利

用促進を図るためのモデルを構

被災地域における木質系震災廃棄物について、木質バイオマス

エネルギーに転換し、有効活用できるシステムを構築する。
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築する事業 震災廃棄物処理終了後は木質資源によるエネルギー供給に移行

し、地域の豊かな森林資源の活用による再生可能エネルギー生

産を行い、持続可能な社会モデルを構築する。

森林の再生を図りながら県産材

の利用を促進し、安定供給体制

を整備するための事業

木質資源によるエネルギー供給への円滑な移行のため増大する

県産材需要に対する安定供給体制を整備する。

木質バイオマス利用促進のための間伐材の搬出を促進するとと

もに、除染や需要増加により伐採された跡地の森林を整備する。

洋上風力発電の実証研究を行う

ための事業

国内初の浮体式洋上風力発電の実用化に向けた実証試験を行

う。

小水力発電を促進するための事

業

復興特区等による規制緩和と併せて、農業用水等を活用した小

水力発電の推進を図る。

省エネルギー等研究開発補助事

業

創・蓄・省エネルギー関連技術の開発に取り組む県内企業等に

経費の一部を助成する。

環境・新エネルギーモデル事業 浅部地中熱利用技術開発を実施する事業者に事業を委託する。

次世代エネルギー利活用事業 バイオマス発電技術開発を実施する県内企業等に対し経費の一

部を助成する。

がんばる企業立地促進補助金 がんばる企業立地促進補助金企業が立地する際の初期投資額の

一部に対して補助する。

企業立地貸付金 企業が必要とする工場建設資金等の設備資金を融資する。

がんばろうふくしま産業復興企

業立地補助金

県外からの進出や、県外に避難した企業の帰還を促進し、併せ

て県内企業の流出を防止するため、県内での新増設・移転を行

う企業に対し、補助する。

ふるさと福島Ｆターン就職支援

事業

多様な産業の集積に伴う雇用に対応する人材を確保するため、

企業の魅力情報発信、きめ細かな就職相談や職業紹介を行う。

カーボン・オフセット普及促進

事業

カーボン・オフセットに関する説明会（3方部×2回）を実施す

るクレジット申請への支援を行う。

スマートコミュニティの実証試

験を行うための事業

多様な再生可能エネルギーを導入し,スマートグリットによる

電力の需給バランスを制御した環境に優しく、自然災害に強い

スマートコミュニティの「ふくしまモデル」の確立に向けて実

証試験を行う。

図表 1.2-3 再生可能エネルギー産業などの飛躍的発展

出典：福島県復興計画（第１次）ｐ102、平成 23年 12 月、福島県
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（２）福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改定版）

福島県における近年の再生可能エネルギーに関する取組の経緯を次に示す。

平成 11 年３月 福島県地域新エネルギービジョン

平成 16 年３月 地球と握手！うつくしま新エネビジョン（詳細ビジョン）

平成 20 年２月 地球温暖化防止の環境・エネルギー戦略

平成 23 年３月 福島県再生可能エネルギー推進ビジョン

平成 24 年３月 福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）

以下では、福島県の今後の再生可能エネルギー導入の基本的政策となる平成 24 年 3 月に

策定された福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改定版）の概要について述べる。

①推進期間

2011（平成 23）年度から 2020（平成 32）年度までの 10 年間とする。

②位置づけ

2011 年 12 月 28 日、「福島県復興計画（第一次）」を策定し、その中で、「再生可能エネ

ルギー推進プロジェクト」を復興へ向けた重点プロジェクトの一つに位置付ける。

③目指す姿

再生可能エネルギーが飛躍的に推進され、原子力に依存しない、安全・安心で持続的に

発展可能な社会

④「再生可能エネルギー推進プロジェクト」の内容

「再生可能エネルギー推進プロジェクト」の内容は、次のとおりである。

1)太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなど再生可能エネルギーの導入拡大

2)再生可能エネルギーに係る最先端技術開発などを実施する研究開発拠点の整備

3)再生可能エネルギー関連産業の集積・育成

4)スマートコミュニティ等による再生可能エネルギーの地産地消の推進

⑤再生可能エネルギーの導入推進の基本方針

ア 環境への負荷の少ない低炭素・循環型社会への転換

・地球の有限性に対する社会的な認識が深まり、産業、行政、学校、家庭など社会のさ

まざまな主体による省資源・省エネルギーの取組が定着して、二酸化炭素の排出量が

減少した低炭素型の社会へと転換する。

・太陽光などの再生可能エネルギーが最大限利用され、社会経済の発展と自然環境の保

全の好循環が生まれる。

・二酸化炭素吸収源など多面的な機能を有する県内の広大で豊かな森林が大切に整備さ

れ、森林保全活動と経済活動が調和した持続可能な取組が行われている。

・廃棄物などの発生抑制や資源の循環利用などの取組が当たり前のこととして県民、産

業界、行政に浸透し、資源を大切にする循環型の社会に転換する。

イ 復興（地域振興）

・県民が主役となり、県内で資金が循環し、地域に利益が還元される仕組みを構築する

とともに、エネルギーの地産地消を推進する。
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・浮体式洋上風力発電の実証研究等の世界に先駆けるプロジェクトを契機として、県外

からの関連産業企業の誘致をしつつ、県内において新規産業の育成や既存産業の再構

築を図り、雇用を創出する。

⑥日本と世界をリードするための道標として

戦略的に再生可能エネルギーの導入を進め、環境と経済の両立を図りながら、国のエネ

ルギー政策をリードする「再生可能エネルギーの先駆けの地」の実現を目指す。

⑦導入目標

目標年度の 2020 年には県内の一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合

が約 40%を占めている社会を想定する。2040 年頃を目途に、県内の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生可能エネルギーで生み出す。



28

図表 1.2-4 福島県の再生可能エネルギー導入目標

出典：福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改定版）
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⑧再生可能エネルギーの導入推進施策

図表 1.2-5 導入推進施策展開のイメージ

出典：福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改定版）
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⑨導入推進施策

 再生可能エネルギー「先駆けの地」実現ファンドの設立

 特に地域に利益が還元されるような取組に対する優遇措置等の研究・検討

 ふくしま再生可能エネルギー推進機構の設立

 低炭素・循環型社会に対応した環境教育の推進

 県庁内の各部署の連携強化

 再生可能エネルギー導入推進連絡会の継続

 公共施設等への率先導入

 再生可能エネルギー事業可能性詳細調査に対する支援

 固定価格買取制度の活用等に係る研究

 再生可能エネルギーマッチング事業

 事業の継続性を支えるファイナンスの構築

 需要プル型の制度の導入

 土地の区分や利用状況等に応じた活用策の検討

区分 施策の内容

太陽光発電・太陽熱

利用関係

 住宅用太陽光発電設備設置補助金

 住宅用高効率太陽光発電の実証試験

風力発電関係 風力発電の事業化可能地域、開発可能量などに関する情報を整理し、その

情報を住民や事業者などの関係者が共有できる仕組みづくりを研究

水力発電関係  県有の砂防えん堤等を活用した民間事業者による小水力発電の設備

導入事業の実現

 小水力発電の維持費用を低減するため、流水占用料の減免又は免除の

検討を進め、福島県河川流水占用料等徴収条例の改正を視野に入れて

いきます

地熱発電関係  磐梯地域の開発可能性について国や事業者と調査を進めていきます。

 地熱バイナリー発電の発電コストの低減のため、ボイラータービン主

任技術者の選任や常時現場監視義務などの規制の緩和を国に働きか

けていきます。

 地域が主体となって行う地熱バイナリー発電事業に対し、関係市町村

とともに積極的に支援していきます。

バイオマス発電／熱

利用／燃料製造関係

① 一般家庭、公共施設から園芸用、さらには発電等大口需要に至る幅広

い分野での木質バイオマスのエネルギー利用を促進します。また、木質バ

イオマス（チップ、ペレット等）の安定供給を図るため、林業機械等の導

入や生産施設の整備等、供給体制づくりを支援します。

② 農業分野から発生する家畜排せつ物や稲わら等のバイオマスについて

は、堆肥や飼料としての活用を基本としながらも、多様な活用を促進する

ため、先進事例等の情報収集及び普及啓発事業を積極的に実施します。

③ 火力発電所等における木質バイオマスの利用を促進し、本県の木質バ
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イオマスの利用拡大に努めます。

④ 事前調査や診断等により木質ボイラー等の導入支援に努めるととも

に、クレジット制度を活用して農産物等を販売する仕組みづくりを構築し

ます。

⑤ 木質バイオマス暖房機器の普及啓発や導入支援を行うとともに、J-VER

制度等を活用し、木質バイオマス利用を促進します。

⑥ 食品廃棄物を原料とし、電気として利用するバイオマスガス発電装置

の開発に取り組みます。

⑦ 東日本大震災により発生した木質系・農業系・生活系の廃棄物等をバ

イオマス資源として活用することについて研究していきます。

温度差熱利用関係 ① 温度差熱利用はまだ十分に普及しているとはいえない初期投資費用の

更なる削減を図るため、新たな技術開発に取り組みます。

② 温泉や工場などの排熱を有効活用し、温度差による熱エネルギーを電

力に変換する熱電発電システムの開発に取り組みます。

雪氷熱利用関係 ① 雪氷の貯蔵にはある程度の施設規模が必要で、初期投資に多大な施設

費が必要となることから、費用負担の軽減を図る支援制度等を実施しま

す。

③ 雪氷熱エネルギーを利用して農産物の付加価値を高めるなど、新しい

雪氷熱利用の施策を検討します。

その他のエネルギー

資源の利用について

波力発電・潮汐力発電・海洋温度差発電、さらには藻類による燃料製造な

ど、研究開発段階にあるエネルギー資源についても、研究開発の状況に応

じて、その活用を図っていきます。

図表 1.2-6 再生可能エネルギー毎の導入推進施策の内容

⑩再生可能エネルギー関連産業集積の基盤づくりのための主な施策

 企業立地に係る支援

 県内外の企業のマッチング機能の強化

 太陽光発電関連産業の創出

 洋上ウィンドファームの実現及び関連産業の集積

 再生可能エネルギー研究開発拠点によるエネルギー新技術の開発

 スマートコミュニティの構築

 再生可能エネルギー等の研究開発に対する支援

 再生可能エネルギー関連産業集積推進協議会などの実施
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（３）再生可能エネルギー先駆けの地 アクションプラン

平成２５年２月７日に前述の福島県再生可能エネルギー推進ビジョンの 2015 年までの

行動計画として、「再生可能エネルギー先駆けの地 アクションプラン」が公表された。こ

のアクションプランの趣旨は次の通りである。

『福島県再生可能エネルギー推進ビジョン』で掲げた、「2040 年頃を目途に県内エネルギ

ー需要の 100％に相当する再生可能エネルギーを生み出す」とした目標への歩みを着実に

進めるとともに、関連産業の集積に向けた取組を加速することにより、福島県を名実とも

に再生可能エネルギーの「先駆けの地」とするため、必要となる当面の導入推進策、導入

見込量及び工程（＝行動計画）を明らかにし、関係者が広くこれを共有し、一層の連携の

下で再生可能エネルギーの飛躍的な推進を図る。 アクションプランの期間は、2020 年度

の導入目標（直近の目標値）を射程に入れた 2015 年度までの期間とする。

①導入目標と見込量

本プランは再生可能エネルギー先駆けの地を目指すための 2015 年までの行動計画であ

る。再生エネ導入目標量は、県内エネルギー需要に対する割合で、2020 年 40％、2040 年

100％としている。福島県が把握している官民の事業計画の約 50％が実現すること等を前

提にした場合の 2015 年の再生可能エネルギー導入見込量は 2040 年目標 100％に対して約

24％の見込量を目標量に近づけるべく、県の各部局が連携してアクションプランの効果的

な遂行に取り組んで行く。具体的には、2015 年度導入見込量 （大規模水力を除く発電設

備容量は、約 800,000kW（原油換算 395,300kl）としている。

図表 1.2-7 福島県アクションプランにおける再生可能エネルギー導入見込み量
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②三つの柱

本アクションプランでは地域主導、産業集積、復興を牽引の三つの柱を掲げている。そ

の内容と主な取り組みは以下のとおりである。

柱 内容 主な取組

地域主導 多くの県民の参加を得な

がら地域主導で再生可能

エネルギーの導入を推進

 再生可能エネルギー推進センターを設置して再

エネ導入を推進

 再エネ支援ファンドで地域主導を推進

 住宅用太陽光補助金で県民の再エネを推進

 太陽光発電福島実証モデル事業で多様な普及手

法を開拓

産業集積 再生可能エネルギー関連

産業を集積し、雇用を創

出

 関連産業集積推進協議会による強固なネットワ

ークの形成

 研究会を通じた県内企業等の研究開発の促進

 産総研福島拠点を核とした最先端の再エネ研究

開発拠点の形成

 浮体式洋上風力発電実証研究事業の実施

 再エネ産業フェアの開催による取引支援と情報

発信

復興を牽引 再生可能エネルギーで東

日本大震災からの復興を

牽引

 被災農地転用の規制緩和を国に求める

 固定価格買取制度や発電施設導入補助制度の特

例措置を国に求める

 被災地の環境を保全する太陽光発電、阿武隈高地

や海岸等での風力発電など、復興に貢献する再生

可能エネルギーの事業化を推進

図表 1.2-8 福島県アクションプランにおける３つの柱と内容等



（４）平成 24 年度福島県生活環境部

平成 24 年度福島県生活環境部

ー関連事業は次のとおりである

図表 1.2-9 福島県生活環境部
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年度福島県生活環境部の事業計画書

年度福島県生活環境部の事業計画書（ｐ63）に記載されている

のとおりである。

福島県生活環境部の事業計画書（平成２４年度

されている再生可能エネルギ

年度）抜粋
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1.3 福島県内地方公共団体での想定導入量

（１）県内市町村における再生可能エネルギーに関連する計画の策定状況

福島県内の新エネルギービジョン策定状況（平成 22 年度末現在）を図表 1.3-1 に示す。

図表 1.3-1 福島県内の新エネルギービジョン策定状況（平成 22 年度末現在）

出典：福島県地域新エネルギー重点ビジョン報告書（平成 23 年 2 月）ｐ27
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（２）県内市町村における再生可能エネルギー導入状況

県内市町村における主な再生可能エネルギー導入施設を図表 1.3-2 に示す。また、導入

状況の詳細を資料編に示す。本市内には、㈱白河ウッドパワーが存在しており、11,500kW

の発電出力を持つ木質専焼バイオマス発電所大信発電所が稼働している。また本市近傍に

は、レンゴー㈱福島矢吹工場の 1,535kW のメガソーラー発電がある。

図表 1.3-2 福島県の再生可能エネルギーマップ（平成 24 年 3 月現在）

出典：福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）H24 年 3 月、ｐ25
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福島県内の再生可能エネルギー導入実績は図表 1.3-3 に示すとおりである。近年では、

風力発電、バイオマス発電、太陽光発電が増加している。

図表 1.3-3 福島県内の再生可能エネルギー導入実績

出典：福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）平成 24 年 3 月、ｐ24
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福島県におけるメガソーラー候補地（平成 25 年３月５日現在）は以下のとおりである。

図表 1.3-4 福島県におけるメガソーラー候補地

出典：福島県 HP 公表資料
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1.4 活用可能な制度・政策等

（１）震災からの復旧・復興のための予算措置

「東日本大震災からの復興の基本方針」では、復興期間を 2020（平成 32）年度までの

10 年間とし、復興需要が高まる当初の５年間（2015（平成 27）年度末まで）を集中復興期

間に位置付けるとともに、今後 10 年間における公費（国と地方）の復旧･復興事業規模を

少なくとも 23 兆円、集中復興期間については少なくとも 19 兆円と見込んでいる。

（２）2011 年度の第３次補正予算

2011 年度の第３次補正予算における再生可能エネルギー導入推進に関係する主な事業

を以下に示す。地方自治体を対象とした事業としては、環境省の地域グリーンニューディ

ール支援基金事業基金の再生可能エネルギー導入促進勘定などがある。

①環境省

事業種別 事業名

J-VER 制度を活用した CO2 削減・復興支援・節電等緊

急支援事業

緊急 CO2 削減・節電ポテンシャル診断・対策提案事業

再生可能エネルギー導入及び震災がれき処理促進地

方公共団体緊急（地域グリーンニューディール支援基

金事業基金の拡充）

再生可能エネルギー導入促進勘定

再生可能エネルギー事業のための緊急検討事業

図表 1.4-1 環境省事業

②経済産業省

事業種別 事業名

エネルギー対策の推進 自家発電設備導入促進事業

エネルギー管理システム(BEMS・HEMS)導入促進事業費補助金

定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費

民生用燃料電池導入支援補助金

建築物節電改修支援事業費補助金

住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業費補助金

原子力災害からの復興 福島県再生可能エネルギー研究開発拠点整備事業

福島県再生可能エネルギー研究開発事業
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再生可能エネルギー発電設備等導入支援復興対策事業費補助金

スマートエネルギーシステム導入促進等事業費補助金

スマートコミュニティ導入促進等事業費補助金

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業委託費

住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業費補助金

産業空洞化の会費・新

たな成長の実現に向け

た立地支援など

がんばろう ふくしま産業復興企業立地支援事業

革新的技術開発

図表 1.4-2 経済産業省事業

③農林水産省

事業種別 事業名

6 次産業化や再生可能エネルギーの活用 農山漁村再生可能エネルギー導入事業

森林・林業復帰有対策 施設の復旧整備木質バイオマス関連施設の整備

東日本大震災復興交付金 木質バイオマス施設等緊急整備事業

図表 1.4-3 農林水産省事業

（３）福島県及び白河市の補助金制度

福島県及び本市における再生可能エネルギーに関する補助金制度を以下に示す。

①福島県

エネルギー

種類

対象分類 制度名称 対象 限度額利率等 実施期間

太陽光発電

ほか

事業用 公共施設再生可能エ

ネルギー等導入事業

市町村 補助対象経費の

10/10

平成 24 年度か

ら平成 27年度

太陽光発電

ほか

事業用 民間施設再生可能エ

ネルギー等導入推進

事業

事業者 補助対象経費の

1/2 以内（下限

額 3,000 千円）

平成 24 年度か

ら平成 27年度

太陽光発電 住宅用 住宅用太陽光発電設

備設置補助制度

住民 1kW あたり 5 万

円（上限 49.9

万円）

平成24年6月か

ら 11 月まで

太陽光発電 住宅用 住宅用太陽光発電設

備設置補助制度

住民 1kW あたり 3.5

万円（上限 14

万円）

平成25年1月か

ら
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小水力 その他 再生可能エネルギー

事業可能性調査補助

金

事業者等 補助対象経費の

1/2 以内

平成 24 年度

地熱バイナ

リー

その他 再生可能エネルギー

事業可能性調査補助

金

事業者等 補助対象経費の

1/2 以内

平成 24 年度

図表 1.1-19 福島県補助金制度

②白河市

エネルギー種類 対象分

類

制度名称 対象 限度額利率等 実施期間

太陽光発電 住宅用 白河市住宅用太陽

光発電システム導

入促進事業補助金

住民 1kW当たり 2万円

(上限 8 万円)

平成 23 年度 6 月

から開始

図表 1.4-4 本市の補助金制度

出典：白河市提供資料による
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第２章 震災後の白河市内での再生可能エネルギー導入の動向把握

本章では、震災後を主に本市内における再生可能エネルギー導入に係る動きや検討状況

について、再エネの種類別に整理する。

第１節（2.1）では、各再エネの特徴と全国・的な動向を解説したうえで、民間事業者の

動向を解説する。第２節（2.2）では、市内の公共施設への導入に係る検討状況を整理する。

2.1 白河市内で検討されている再生可能エネルギープロジェクトの整理

（１）太陽光発電

①FIT と系統接続ルールと地域対応

太陽光発電設置が全国的にブームになっている。固定価格買取制度（FIT）が好条件であ

る。10kW 以上は 42 円で 20 年間買い取ってもらえる。土地や屋根があれば比較的容易に設

置できる。マスコミでは、連日のようにメガソーラー開発の記事が登場する。その多くは

2000kW（２MW）未満である。その規模までは高圧配電線への接続になり、接続線の工事費

は 1000 万円/km で済む。2000kW を超えると特別高圧線への接続となり、接続線の工事費は

8000 万円～1億円へ跳ね上がり、採算に乗るためには 1万 kW（10MW）程度に引き上げる必

要があるとされ、財務力・資金調達力が必要になる。

50kW 以上は高圧配電線への接続となり、系統への接続コストは特別高圧に比べて低くな

るものの、電力会社との間で調整（系統協議）が必要になり、東北電力に申し込みが殺到

している中で、いつ認められるか不透明になる。また、申請書自体、作成にあたっては専

門的な電気の知識が必要となる。一方、50kW 未満の場合は低圧配電線となり、接続は届出

で済む。

FIT 価格で販売するためは FIT 施設として認定を受けなければならないが、そのために

は系統接続の承認を得る必要がある。太陽光の FIT 価格は段階的に引き下げられていくこ

とが予想されており、早期の設備認定が求められることになるが、電力会社との調整が鍵

を握ることになる。50kW 未満だと届出で済むので、事業者の都合でスケジュールを決める

ことが可能になる。

また、低圧連系の 50kW 未満は、電気工作物としての届出が不要になる。具体的には、工

事計画、使用前検査、使用前届、主任技術者、保安規定等である。

太陽光発電は、モジュール構造になっており規模の経済が働きにくいことに加えて、昇

圧のための変圧器（トランス）を設置する必要がない。従って、小規模だからと言って必

ずしもコスト高にはならない。また、資金面でも調達しやすい規模で地元の金融機関も対

応しやすい。こうした中で、市内の事業者において、50kW 未満を対象にソーラービジネス

を構築しようとする動きが出てきている。
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図表 2.1-1 太陽光発電の系統連繋区分、電気工作物届出について

出典：太陽光発電協会
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②民間事業者のメガソーラー建設動向

メガソーラー事業の計画としては、活発な動きがみられる。一般社団法人新エネルギー

促進協議会は、「再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業費補助金」の交

付を実施しているが、以下の２件計２万８千 kW（申請ベース）の事業が、決定案件として

公表されている。

また、公表されてはいないが、民間レベルでは導入の計画が検討されているとの情報も

存在している。

計画中の事業名 申請規模

白河ソーラー発電事業 8,000kW

SK 白河太陽光発電設備設置事業 20,000kW

図表 2.1-1 市内のメガソーラー計画

③地元事業者の積極的な取り組み（50kW の小さい発電所を市内に多く作る）

本市内で、FIT 導入を機に、地元の事業者が 50kW 未満の小規模発電設備を導入する動き

が活発となっており、平成 25 年度中には、1,000kW を超える勢いである。これは、市内に

太陽光発電事業のシステムインテグレーター役を担う企業が存在していることの影響であ

る。

他地域や他社の動向は把握しにくいものの、地元事業者が積極的にこのような設置の牽

引にあたり導入が計画されている地域は全国的にも珍しいものと考えられる。

このような動きがあることで、企業独自に所有する駐車場に 50kW の太陽光パネルを設置

するような動きもみられる。

この方式は、地元事業者が遂行していくには、現実的でかなり有効と考えられ、今後の

普及が期待される。

④国の補助事業の活用と行政財産の利用

一方、国の制度を利用して同様な事業を地元で行い、それを起爆剤に自立的に事業を広

めようとする動きがある。資源エネルギー庁が JPEA（一般社団法人太陽光発電協会）を通

して実施するいわゆる「福島実証モデル事業」であり、ソーラーパネル設置に適した土地

や施設を所有している事業者と太陽光発電事業を行おうとする意欲のある事業者とを、マ

ッチングするという事業が実施に向け動き出している。国の補助事業を利用して地元の事

業者に実際に再エネ事業に馴染んでもらい、実践してもらうという目的がある。

地域に投資意欲を持っている方がいて、それを地域発展のために活用してもらおうとす

るものである。大規模な屋根貸し事業等は大手企業も始めているが、大手が行う事業は、

最終的には都市部へ資金が流れてしまう可能性が高い。地元内で資金が流通することで、

結果として地域発展につながるという考えである。

白河地域再生可能エネルギー推進協議会（以下、再エネ協議会という）が実施者として、

この福島実証モデル事業の採択を受けている。50kW 程度の事業を３ヵ所で合計 150kW 規模

にて行うが、会員が所有する屋根および市が所有する遊休地を活用する。想定事業費は

6,000 万円であり、補助金 1/3、金融機関からの借入れ 2/3 を予定している。25 年６月ま
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でに実施することが条件で補助金が支給される。

再エネ協議会は、一方の当事者である発電事業者については、まずは協議会の会員出資

により設立した事業会社（白河エナジー㈱）を想定し、実績と経験を積み、しかる後に本

格的なマッチング事業を進めていく方針である。１対１マッチングや小口分譲方式、小規

模出資を募る方式とバリエーションを増やしていきたいとしている。

再エネ協議会は、中小事業者が中心であり、再エネ発電事業について興味を持っている

事業者は多く、同事業への期待は大きい。市は、再エネ協議会の会員としてではなく、市

長が顧問として参加するとともに、事務局を担当している。これにより、市と地元企業が

連携しながら再生エネルギーの普及促進を進める形をとっている。また、地元の金融機関

も小規模太陽光発電事業への融資については、積極的な対応を考えているようであり、地

域金融にも期待しうる。

このように、地元民間事業者の自主的かつ先行的な取り組みに加えて、補助事業を利用

した一般的モデルとして浸透しうる可能性のある取り組みが検討されているなかで、まと

まった行政財産を有する市も、同様の取り組みを検討し、地元に開放しようと考えている。

このやり方は有効であり、市の未利用地、公共施設の屋根、法面等にも事業展開の可能

性がある。市としても、50kW 未満の小規模な発電所を市内に沢山作っていく考えをもって

いる。そのために行政財産のデータ化を進める必要があるが、25 年度以降調査を実施する

予定としている。

（２）木質バイオマス：発電

本市はバイオマスの資源量は、他地域と比べても遜色はなく、日本でも有数の大規模木

質バイオマス発電が立地している。

福島県全体に言えることであるが（除く会津地方）、セシウム等放射性物質（以下セシ

ウム等という）の影響が林業経営を難しくしている。バイオマスは林業の副産物であり、

林業が再生しないとバイオマス関連事業の開発は難しい。一方で、セシウム等を早期に処

理する必要があり、そのためにも樹皮を含むバイオマスを焼却等により処理し、セシウム

の減容・処分等を進めていかなければならない。

国（環境省）は、一定水準以上のセシウムを含む焼却灰について、セメント等で固化し

た後、管理型や遮断型の埋め立て処分施設にて管理・監視しなければならない（すること

ができる）との方針を打ち出している。放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg を超え

100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処分は基本的に管理型処分場で、100,000Bq/kg を超える焼

却灰の埋立ては遮断型処分場に埋め立てることとしている。

また、一定水準に満たないものの汚染されたバイオマスを原料とするためには、セシウ

ム等を焼却等で処理する技術が必要になる。環境省はそうした技術を公募し、発電では３

つの技術を採択し、開発を助成している（鴻池、鉄研、日本グランドワーク協会）。2012

年３月に採択され、４月以降除染技術の実証実験が始まっている。鴻池組は岩手県奥州市

で、鉄研は茨城県つくば市、日本グランドワーク協会は美土里ネット那須野ヶ原と組んで

いわき市にて、実施している。

いずれもガス化システムである。草木等を乾燥し、高温でガス化し、ガスを燃焼し発電

する。ガス化の過程でセシウム等は灰に凝縮される。セシウムは数十の一になる。燃焼時
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の排ガスに含まれるものはフィルターで捉える。いわき市に設置されているのは 100kW と

小型であるが、ガス化は小さい出力でも低コストとされている。

セシウムの除去については、このような実証実験が緒に就いたばかりであるが、技術的

な可能性以外にも、住民感情といった解消しなくてはならないハードルが存在しており、

福島県内でのバイオマス事業の進展は依然として困難な状況である。

実際に、本市周辺では、以下の計画が検討されているが、地域住民の反発によりスケジ

ュールの遅れなど実施への道のりが懸念されている。

自治体 計画概要

鮫川村 環境省が建設を進めている放射性物質を含む堆肥用の落ち葉や稲わらなど農林

業系副産物の焼却実証実験施設

塙町 県と塙町が東京の事業者を誘致し、12,000kW の木質バイオマス発電施設を整備。

総事業費 60 億。県が国の交付金による基金から 30 億補助する方針

図表 2-1-2 本市周辺のバイオマス関連の実証実験等
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【参考事例１】山形県村山市のバイオガス発電

バイオマス発電とはどのようなものかをイメージするために、山形県の先端事例を見

てみる。東日本大震災で発生した気仙沼地区のがれきを受け入れていることでも知られる、

やまがたグリーンパワー（本社村山市）である。

【ガス化技術で効率的な発電を実現】

山形県村山市は、隣接する東根市、寒河江市とともにさくらんぼの産地であり、周辺

に大量の剪定枝が発生する。また、林業が盛んな最上郡にも近く、間伐材も入手しやすい。

ここで 2007 年 7 月にバイオマス発電事業会社、やまがたグリーンパワーは設立した。

バイオマス発電が抱える課題の一つに効率性がある。石炭火力発電は、電気への変換

効率が約 4 割であるが、木質バイオマスは、大規模で高効率な発電でも 25％程度である。

燃料であるバイオマスの水分割合が効率性を大きく左右する。一般にバイオ燃料は水分 40

～50％を含むが、水分が多いと発電効率はさらに低下する。換言すると、一定の発電をす

るために膨大なバイオマスを要する。効率を上げるためには、乾燥してから燃やす、ガス

化してから燃やすなどの工夫が必要になる。木質バイオマス利用、特に今後大量に「山」

から市場に出てくる（下りてくる）伐採材・間伐材の利用は、水分との戦いでもある。

やまがたグリーンパワーの発電所は、木質バイオマスをガス化してから発電するガス

化発電を導入している。日本では最初の商業施設であり、当時世界で第 4 番目であった。

発電効率が高くなり、生木のまま乾燥せずに投入できるという利点がある。通常用いられ

る蒸気タービンに代えて、ガスエンジンで発電する。発電出力は 2000 キロワットで、使用

するバイオマスは年間約 2万トンである（資料 1.1）。

資料 1.1：やまがたグリーンパワー 木質バイオマス発電所

撮影：山家公雄（2012/5/9）

収集したバイオマスは、まずガス化炉（還元炉）で、高温・低酸素の環境下で蒸し焼

きにされ、一酸化炭素、水素などのガスと、液体（タール水）、固体（チャー）に分解され

る。生成されたガスを使ってガスエンジンで発電する（資料 2.2）。ガス化によって発電効

率は 3割程度に上がる。タール水は、比重の軽いもの（軽質タール＝木酢液）については、



48

場内で発生する熱を利用しボイラー燃料に加工して自家消費する。重いもの（重質タール

＝木タール）については全量販売している。

資料 2.2：木質バイオマスのガス化発電 ―山形グリーンパワー、フロー図―

出典：やまがたグリーンパワー（株）

この事業は、2006 年 12 月に完成し、2007 年 1 月に運転を開始した。プラントメーカー

は JFE エンジニアリングで、還元炉は JFE 製、ガスエンジンはオーストリアの GE イェンバ

ッハ製である。最初の大規模木質バイオガス事業として、実証実験をかねていた。実証の

過程で生じた多くの課題を克服してきている。特に、水分量にばらつきがある燃料の調整

が難しかった。冬場は廃棄物由来の木チップが少なく、水分の多い林地残材への依存が大

きくなる。現在ではタールサイクルなどの技術が確立してきており、稼働は安定してきて

いる。

【検査態勢を整備して震災がれきを受け入れ】

燃料は、果樹や街路樹の剪定枝などや間伐材、加えて東日本大震災で発生した気仙沼の

がれきを利用している。これらは、関連会社のやまがたグリーンリサイクルで受け入れ、

破砕・分別などの処理をして燃料チップにしたものを購入し、使用している。当初は、さ

くらんぼの剪定枝に期待したが、年間を通して安定的に集まらなかった。間伐材などは運

搬にコストを要し、収集範囲に限界がある。

震災がれきは、放射性物質濃度などの検査態勢を整備することで、全国に先駆けて受け

入れを実施している。放射線量の測定は（1）気仙沼から搬出の際、（2）やまがたグリーン

リサイクルに搬入の際、（3）同社の敷地境界の 3 段階で測定している。放射性物質濃度に

ついては（1）気仙沼市と（2）同社で必要項目について測定している。使用比率は現状、

被災木（ガレキ由来の木チップ）：自然木由来の破砕チップ：切削チップ＝5：2：3となっ

ている。

木質バイオマス発電事業は、FIT の対象になり、既存設備にも適用されることから、同

社のパイオニアとしての苦労が報われることになる。木質バイオマス発電は、効率とのひ

いては水分との戦いであり、ガス化は有力な解であろう。



49

（参考）バイオマス発電を利用した放射性物質除染処理：新聞記事

（2012 年５月 23 日 朝日新聞）
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（2012 年３月 23 日 日経新聞）
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本市では㈱白河ウッドパワーがバイオマス発電事業を行っている。３・１１後は放射性

物質が含まれる可能性のあるバイオマスの調達を止めていたが、放射線量や放射性物質濃

度の測定を行い、震災瓦礫の処理も行っている。

㈱白河ウッドパワーに地元のバイオマスを供給していた事業者は、行き場のないバイオ

マス資源の処理が必要との考えの下で、新たにバイオマス発電事業を立ち上げる準備を進

めている。この事業者は、欧州の焼却技術や高効率のガス化炉を導入することで、直ちに

セシウム等の処理に対応できる、と主張する。時間をかけると樹皮に留まるセシウムが中

まで浸透する可能性があり、また雨や風で森林から周辺へ拡散する恐れがあるので、早急

な実施を目指している。

この事業者は、新会社を立ち上げて、地元の木質バイオマスを利用し産業を興し、雇用

を守り・増やすこと、地元林業を維持していくことを目的としている。しかし、時間との

勝負ともいえる中で、現実的に早期に立ち上げることが出来る国内炭化炉メーカーを探し

当て、自社敷地内において、本事業者が収集するバイオマスを使う計画であったが、地元

や周辺町村との調整過程において排水の環境への影響が議論になり、現在計画は中断して

いる状態である。計画の実現に向けては、住民の懸念に対する十分な説明や、必要であれ

ば影響が及ばないようなシステム開発を行う必要がある。これは、一事業、一企業の問題

を超えた重要性をもつことから、国や県の政策レベルでも真剣に対応していくべきである。

なお、同社は近隣自治体で計画が検討されている 11,000kW の発電設備へバイオマス燃料を

供給することも検討している。

この事業が実現できれば「白河方式」として普及・発展していく可能性がある。イノベ

ーションの推進力の一つに課題克服があるが、課題が大きいほどインパクトは大きい。

木質バイオマス発電に関しては、本市には既にウッドパワーが経営する 1万 kW 級の大規

模施設がある。加えて、地元資源を対象に、強い意欲をもって取り組んでいる地元事業者

が存在している。現状中断を余儀なくされている事業計画ではあるが、この実現はセシウ

ム処理ひいては林業・製材業復興につながる意義があり、地域を挙げて真剣に検討してい

くべきであろう。

木質バイオマスの利・活用については、一般に製材やパルプチップ等のマテリアル利用

が最優先で、エネルギーとしても熱利用を発電よりも優先すべきとされる。発電する場合

でも同時に発生する熱を合わせて利用すべきとされる。木質バイオマス発電は、水分を含

むことや一般火力に比べて規模が小さいこと等によりエネルギー効率が悪い。しかし、セ

シウムを含む廃棄物処理と考える場合は、大量に処理できる効率のいい方法となる。FIT

による事業支援も期待できる。

（３）木質バイオマス：熱利用

木質バイオマスは、バイオマスの中でも資源量は膨大であり、様々な利用形態がある。

エネルギー利用では、熱、（輸送用）燃料そして電力がある。輸送用燃料は付加価値が高

く化成品（バイオケミカル）にも繋がる。

熱利用はエネルギーとしては効率がよく、電気に比べて事業形態も自家消費・ご近所消

費が主で複雑ではない。より地域密着で持続可能なシステムであり、環境 NPO 等からの評

価は高い。小規模からでも事業を展開できる。事業のポイントは、一定規模以上の熱を利
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用する施設が存在する（あるいは創出する）ことである。温泉施設、医療・福祉、飲食、

農業ハウス等がその候補になる。

本市には、温泉施設が二カ所あり、今後の検討次第では、重油ボイラーをバイオマスに

転換することも考えられる。

まず、きつねうち温泉が挙げられる。市が所有・経営する市民のレジャー施設であり、

温泉ランド、飲食・宿泊施設を擁する。運営は指定管理方式を取る。老朽化が進み施設全

体のリニューアルが検討されている。平成 25 年度に施設リニューアルに係る設計を行い、

26 年度夏に改修するスケジュールである。

温泉の温度が 40 度以下と低いために、重油ボイラーを設置して熱を供給している。この

ボイラーをバイオマスに変えることが考えられる。現在のボイラーは緊急用に待機させて

おくことも一法である。導入費の削減や支援制度の利用も検討する必要がある。市営プー

ルも隣接しているが、現在は冬季は休業している。ここにも温水を供給することで、通年

稼働を目指すことも考えられる。

また、関の森公園に都市農村交流センターがあり、温浴施設を設置している。温泉では

ないが風呂があり、ここにバイオマス発電の導入可能性がある。公園の利用が少なくなり

寂れてきており、日常の利用は減りイベント時の利用依存が高まっている。バイオマス導

入は、その話題性により公園やセンター利用者数が増加し再活性化も期待できる。
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【参考事例２】山形県最上町のバイオマスボイラーと福祉施設

林業が盛んで製材産業として日本有数の競争力をもつ山形県最上郡最上町の動向を紹

介する。森林の再生、製材事業の高効率化を目指すために、高効率ボイラーを設置して、

地域や工場内に温水や蒸気を供給する。

【最上町の森林姿勢と地域熱供給】

秋田県、宮城県と接する最上町は、森林比率８割の林業の町であり、独立行政法人 新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の支援制度を活用しながら、森林整備とバイオ

マス事業による里山再生を進めている。所有者確認や伐採スケジュールなど森林情報の整

備、高効率機械の導入と間伐を実施する。森林の２割は民有林であるが、植林後 40 年以上

を経過し、伐採・整備が不可欠な状況になっている。地元事業者が中心となり、間伐材を

利用したチップ生産事業を起こした。

同時に、バイオマス（チップ）の需要を創造する。木質チップを効率良く燃やす高効率

ボイラーを導入し、その熱を福祉施設「ウェルネスプラザ」などに送る。ウェルネスプラ

ザは、病院・健康センター・健康クラブ・高齢者福祉センターを一体化した施設であり、

町が運営している（資料 2.1）。ボイラーを利用する熱供給は町の自家供給・自家消費事業

である。ボイラーは 550 キロワット、700 キロワット、900 キロワットの３基を設置してい

る（資料 2.2）。スイスのシュミット社製を採用している。

資料 2.1：最上町ウェルネスプラザの全体施設

（出所）山形県最上町
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資料 2.2：最上町のバイオマスボイラー

【特別養護老人ホームの建設で熱需要を創造】

同町は、さらに、ウエルネスプラザに隣接する平屋建て 80 戸からなる特別養護老人ホー

ムおよび給食センターに対して、冷熱を含む熱を併給するほか、環境省のグリーンニュー

ディール事業を活用し、60 キロワット規模のバイナリー発電・蓄電システムの導入を検討

している。

このように、間伐を計画的に実施するとともに、福祉センターのエネルギー転換や特別

養護老人ホームの建設により、熱需要を創造している。林業再生のモデルケースともいえ

る。

いくら巨額の予算を森林に投入し、機械化や間伐を進めても、切り出した木材が流通し

ないのでは、供給過剰と価格低下を招き、所有者や施業者の「やま」に利益が落ちない。

需要を自ら作り出して循環させることが重要だ。また、バイオマスの領域でのバイナリー

発電活用は、欧州では普及しているものの、日本では例を見ない。バイナリーを活用する

電熱併給（コジェネ）は、木材・バイオマスの需給をにらみながら、発電を戦線に投入で

きる方式で、一定のエリアでバイオマス資源を循環するという視点では魅力がある。
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（４）下水汚泥、ごみ焼却炉

下水汚泥およびごみ焼却の一部はバイオマスである。公的施設が行う処理施設でバイオ

マス事業を実施することは、経済性の面で大きな可能性がある。バイオマス事業の最大の

課題は燃料の安定調達であるが、基本的にこの心配がない。処理費用が収入として入って

くるので、一定の支えになる。

ごみ焼却施設を利用する発電事業は、環境省において発電事業化を推進する方向が打ち

出されており、支援が期待できる。本市の一般廃棄物は、周辺町村を含んだ白河地方広域

市町村圏整備組合が焼却施設を設置・運営している。現在の施設は建設後 20 年近くを経過

しており、供用年数は 25 年が目途とされていることから、更新のタイミングで発電設備を

導入することは十分考えられる。

（５）風力発電

風力発電は、資源量（ポテンシャル）が大きく、再エネの中ではコストが安く、建設期

間が短いことから、再エネ普及が先行している海外では、再エネのエースとして急拡大し

ている。日本でも、環境省のポテンシャル調査では、圧倒的な存在を示している。北海道

と東北地方に集中・偏在しており、特に首都圏に近い東北は好立地地点と見なされている。

2012 年度の東北電力の募集に 10 倍の 300 万 kW の応募があった。

しかし、FIT 導入と同じ時期に、環境アセスメントの対象施設となったが、アセスだけ

でも３～４年かかる。政府は、本格的な再エネ普及には、風力開発に頼らざるを得ないと

しており、規制緩和、送電線建設、変電所への蓄電池設置、洋上風力実証事業への支援等

次々に普及策を打ち出している。環境アセスについても、様々な工夫を凝らして 1/2 の期

間になるように政府内で検討しているところである。

風力発電の出力は、風速の３乗、風車面の１乗（羽根の長さの２乗）に比例する。風況

がいい場所の選定がポイントになるが、大型風車の導入も重要になる。高くなるほど風速

は増し、羽根も長くなるからである。

本市内は、残念ながら風況に恵まれているとはいえない。経済的な検討が可能とされる

秒速 5.5m 以上の風が吹くゾーンはある程度存在するが、事業者は秒速６m以上を目安に検

討する場合が多い。また、機器等を運ぶ道路、電気を運ぶ送電線、人家より 500m 以上離れ

ていること等の制約を考えると、適地は限られてくる。

市営のゴルフ場とその周辺は可能性があるとも言われており、いくつかの開発会社が検

討したことはあるが、FIT 導入以前だったこともあり、決断するに至っていない。FIT 導入

で条件がよくなっており、地域への助成等があれば可能性は高まることになる。

一方で、小型風車の普及が望まれている。オンサイトにて地域でも消費できる再エネ電

力としては、現在では太陽光に依存せざるを得ない状況である。太陽光は昼間の日射に頼

っており、夜は稼動せず、昼間でも曇天では発電量が大きく後退する。風況に依存するも

のの一日中発電できる風力が加われば、分散型電力の供給力は大きく整備される。

小型風力の最大の課題は、まだ経済性に乏しいことである。高さが低いために風速が上

がり難い。高さを確保するためには、ビルの屋上に設置する、首（ポール）を長くする等

が考えられるが、適当なビルを探して合意を得ること、ポールが長くなるとコストが嵩む

こと等の課題を克服する必要がある。
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注目される小型風車のなかに、栃木県の風車開発ベンチャーであるグローバル・エナジ

ーの「ベルシオン式」がある。羽根の形状を工夫することで小さい風で回り始め、いった

ん回りだすと自ら風を呼び込む力が働きまわり続ける、という特徴がある。羽根の形状は、

マグロ型に丸みを帯び、根元から先端部かけて幅を広く、先端部は内側に 45 度曲げている。

材質は強化発泡スチロールを使用しており、軽く、万が一強風ではずれても危険度は非常

に小さくなる。プロペラ型の水平軸と垂直軸の両方を開発しているが、乱流にも強い垂直

軸を主に製品をラインアップしている。

本市および再エネ協議会はグローバル・エナジーの研究所を訪問しており、参加者は強

い印象をもった。小型風力は、現時点ではまだ経済性に難があるが、ベルシオン式は今後

普及する可能性があり、実証や教育を兼ねて他地域に先駆けて導入を検討する価値がある

と考えられる。屋根に設置が可能なビルの探索・募集、太陽光とハイブリッドによる実証

を兼ねた設置等が検討される。また、グリーンニューディール基金事業等で地域の防災用

に再エネと蓄電池を一体として設置することも検討に値する。実際、東北の他地域では、

グリーンニューディール基金事業を利用してベルシオン式の導入を決めたところもある。

市内での導入を視野に、設置候補地に係る風況調査を行いつつ、具体的に検討してい

くことになる。

（参考）ベルシオン小型風車

（６）水力発電

バイオマスと並ぶ地域利用に適した資源として期待されるのが小水力発電である。落差

と流量を利用して水車（タービン）を回し、その力を利用して発電する水力発電は、最も

効率のいい発電方式である。また、流れ込み式が多くなることから、常に安定して発電で

きるというメリットもある。大規模水力の開発は略々完了し、中小規模の開発が課題にな

っている。FIT でも、３万 kW 未満を対象に、20 年間で規模別に 24 円、29 円、34 円の買取

り価格となっている。

5
（撮影）山家公雄（2011年7月）グローバルエナジー栃木研究所
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本市で可能性がある中小水力資源として、農業用水が挙げられる。農業用水を利用する

ことのメリットは、水利権を巡る調整に比べてかなり容易であることである。水利権の調

整は最大の課題となるが、農業用水の場合は、既に農業用としての権利を確保しており、

未利用分の権利を灌漑施設用電力として使用する分には、本来新たな認可を伴わないとも

考えられる。従来は、用途の変更という始点から、河川局の認可が必要とされていた。今

般、規制緩和の一環として、届出で済むようになり、一段と農業用水は利用しやすくなり、

一段と期待が高まっている。

こうした中で、本市五箇地区にある農業用水について、補助金を利用した事業可能性調

査（小水力等農村地域資源利活用促進事業）が行われている。本地区は、市の中央に位置

し、県営かんがい排水事業五箇地区（昭和 46 年～53 年）で設置された五箇かんぱい水路

であり、落差が点在している。水利権は現在慣行水利権となっており、施設の所有・管理

は白河市土地改良区が行っている。水利権については、西郷ダム関連施設として、農林水

産省において水利権の法定化に向け作業を行っているところである。

落差がある４箇所の地点があり、それが調査対象となっている。平成 24 年度中に調査

が実施され、それが良好であると次のステップに進み、順調にいくと設置は２年後になる。

設置となる場合は、50%の補助金が交付される。FIT での売電と併せて事業を支えることに

なる。調査結果次第ではあるが、設置の可能性がある。

なお、平成 20 年度中小水力開発促進始動事業基礎調査によれば、農業用水利用発電の

未開発水系として、阿武隈川水系の泉川ダム（主力 86kW、発電電力量 414kWh）、阿武隈川

水系の黄金川の犬神ダム（主力 359kW、発電電力量 1,730kWh）が挙げられている。

また、上水道を利用する小規模のマイクロ発電も注目されている。東京発発電と川崎市

が先鞭を切って以来、「都市型でも出来る水力発電」として全国で導入されてきている。

配水の圧力調整する箇所を配管で繋いでそこに圧力調整用の水車を組み込んで発電するも

のである。浄水場等で水源から取水する箇所、下水処理した水を流す箇所に落差を利用す

る通常の水力発電も可能性がある。
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【参考事例３】美土里ネット那須野ヶ原の小水力発電開発

【水不足解消との戦いの中でインフラを整備】

那須野ヶ原は、栃木県の北東部に位置し、那珂（なか）川と箒（ほうき）川に挟まれた

約４万ヘクタールの複合扇状地である。扇央部から扇頂部まで 30 キロメートル、標高差

480 メートル（120～600 メートル）の急峻な地形である。歴史的に水不足で苦しんできた

土地柄で、３大疏水の一つの那須疏水が 1885 年（明治 18 年）に完成、戦後も 29 年（1967

～95 年）の長期を要して国営総合農地開発事業が遂行され、現在の那須野ヶ原用水が完成

する。生活用水、農業用水確保を目的に深山（みやま）ダムが建設され、農業用水路は 330

キロメートルにも及ぶ（資料 3.1）。

資料 3.1：那須疏水

（撮影：山家公雄［2012/7/3］）

この土地改良施設の管理運営を行っているのが、水土里ネット那須野ヶ原である。参加

土地改良区は 6 区で、その受益地面積は 4300 ヘクタール、組合員数は 3382 人に上る。管

理する水力発電所は、那須野ヶ原発電所、百村（もむら）第 1、第 2 発電所、蟇沼（ひき

ぬま）第 1、第 2発電所である（資料 3.2）。

資料 3.2：那須野ヶ原地域小水力発電一覧
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国営事業が進むにつれて大きな便益を享受できるようになる一方で、近代化された施設

の維持・管理費用も増える。特に水門などの電動化に伴い電気代が大きくなる。これを負

担する農業人口は減少する。施設の管理を引き継いだ水土里ネット那須野ヶ原は、経営資

源の有効活用を図ることで、コスト負担の軽減を考える。農林水産省は、1983 年に小水力

発電事業制度を導入し、灌漑排水事業での発電が可能になった。那須野ヶ原では、国営事

業として初の発電所を建設する。

【まず、調整地整備を利用】

水土里ネット那須野ヶ原が最初に手掛けたのが「那須野ヶ原発電所」である。国の調整

池工事に合わせて発電所を設置した。用水路から調整池へ注ぎ込む流量と落差を利用して

発電する。1394メートルの水圧管路を引き、29.11メートルの落差をとっている（資料3.3、

3.4）。

資料 3.3：那須野ヶ原発電所

資料 3.4：横軸フランシス水車

ただ、発電所の設置には、リスクを懸念する組合員の反対の声が大きく、電力を売買す

る契約先の東京電力も小規模な発電にあまり乗り気ではない。それでも東電の知人や、先

行して小水力発電を導入していた遠野市のアドバイスを受け、何とか完成まで持ち込んだ。

さらに、運転が軌道に乗るまでには、様々な問題に悩まされた。

まず、水力発電の永遠の課題であるごみ問題だ。ごみが羽根や発電機に付着すると故障

の原因になるため、取水口に除塵設備を設置する。那須野ヶ原発電所では当初、幅 30 ミリ

のストレートバーのスクリーンで除去していた。しかし、細かいゴミが通り抜けてしまい、

すぐに停止する。適切なスクリーン探しに奔走し、ようやく 16 ミリのメッシュ状のものに

交換することでクリアした。

それだけではない。最大出力は 340 キロワットのはずが、300 キロワットも出ない。取

水のところで水位の調整がうまくいかず溢れていたのだ。だが、メーカーに修理するよう
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にかけあってもはじめは取り合ってくれず、東電の知人の口添えでなんとか直してもらっ

た。このことから、メーカーが提示する「定格」は必ずしもあてにならず、自分で解決し

なくてはならないことを学んだ。

電力会社との売電契約交渉は、採算を左右する重要な“イベント”だが、相応の値段で決

着した。２年かけて運転が軌道に乗り、施設管理経費の一部に充てられるようになると、

農家の人たちも喜んでくれ、ようやく水力事業に納得してもらえた。

【段差を利用するマイクロ発電を設置】

次のステップは、用水路の落差を利用したマイクロ発電である。那須野ヶ原には、落差

の大きい用水路に沿って４基のマイクロ水力が存在する。百村発電所である。那須野ヶ原

地区は最上利用地から最下まで 480 メートルの差があり、所々に段差（落差工）を設け流

速を減じている。これを利用するのである。水路幅 2 メートル、有効落差２メートルのと

ころに縦軸カプラン式発電機を設置している。段差を利用するマイクロ発電は、土木工事

が不要で、発電機の設置が容易であるという利点がある。

事の起こりは、福島県の発電機メーカーである中川水力が実証試験を申し入れてきたこ

とにある。1 年半の試験を経て、事業に踏み出した。上から落ちる水は、円筒状に並ぶ羽

根型より内側に入り込み斜めに捩れた中心体に沿って勢いをつけて下部の回転体をすり抜

ける。発電機は上部にある（資料 3.5）。

資料 3.5：百村発電所のシステム

（出所）上：山家撮影、下：美土里ネット那須野が原
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ここでも、最大の課題は除塵だった。各発電機の取水口にストレートバーを配置したが

やはりゴミが入ってくる。マイクロ発電機は小規模のため、那須野ヶ原発電所で設置した

メッシュバーはコストが合わず、使えない。そこで、４機共通の除塵設備として、最上部

に梁（やな）を模擬したスクリーンを設置した。鮎取り用の梁は、竹などを川底に突き刺

したもので、そこを通過する水は川下に向けて上昇圧力がかかり、鮎が梁の上に飛び乗っ

てくる。福島県の先行事例を参考に、専門家のアドバイスを得て、ステンレス製の V 字型

バーによる「防塵用梁」を設置した。この発電所も軌道に乗るまで２年間を要した。

なお、百村発電所は、同じ場所に４機連なっているが、第一発電所（１機）と第二発

電所（３機）に分けている。これは補助金の出所が農水省、経済産業省と異なるためであ

る。

【開発に規制の壁】

水土里ネット那須野ヶ原は、様々な規制と格闘し、それを乗り越えてきた（資料 3.6）。

まず河川法上の水利権の問題がある。農水省が農地整備のために制度化している水土里ネ

ットは、灌漑用の水利権を得ており、その範囲内で発電事業を行う。従って、水利権の水

量に全く影響がないはずだが、目的が異なるとの理由により、別途水利使用のために国土

交通省の許可が必要となる。また、発電所は河川構造物でないのだが、設置構造の許可も

取らなければならない。農水省の財産権使用にかかる許認可は、国の灌漑排水事業の一環

であれば不必要になるが、地域の単独事業の場合は必要になる。

経産省関連では、出力 20 キロワット以上は、電気主任技術者およびダム水路主任技術

者を抱えている必要がある。

資料 3.6：関係省庁などとの手続き関係

経 済 産 業

省協議

電気事業法第 42条、43条

事業用電気工作物の範囲（38）

工事計画の届出（48）

保安規定の制定及び届出（42）

主任技術者選任届出（43）

主任技術者兼任申請（52）

FIT 発電設備の認定（FIT 法）

国 土 交 通

省協議

水利使用に関する河川法第 23 条工事着手

届・完成検査関係

農 林 水 産

省協議

財産使用申請

電力会社

売電協議

電力受給需給契約、運用申合書締結

自家発並列運転に関する契約他

資料：水土里ネット那須野ヶ原資料より作成
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【再生エネ活用の新たな展開を描く】

水土里ネット那須野ヶ原は、FIT の導入などにより再生エネ事業が進めやすくなったと

考え、これまでの経験とノウハウを活用して今後も積極的に展開していく方針だ。2013 年

にも余水を利用する方式で、500 キロワット規模の発電所を建設する。従来から温めてい

た構想であるが、機器の価格低下と 29 円の買い取り価格により、事業性が見込めるように

なった。

さらに、将来は次の様な展開を描く。落差工を利用するマイクロ発電を全面的に設置す

る。設置台数は 80～100 機に達する見込みである。小規模で買電に適しない箇所は、トラ

クターなど農耕車向けに自家消費する。蓄電池や水素に貯め、電気自動車（EV）や燃料電

池車（FC）に利用する。これらが普及することでスマートコミュニティの形成が視野に入

る。水土里ネット那須野ヶ原は、太陽光発電、蓄糞を利用したバイオガス、林業と絡めた

木質バイオマスなどの実証も手掛けている。落差工を利用したマイクロ水力開発構想は、

栃木県とも共有している。昨年、総合開発特区の認定を受けて、実証事業を進めようとし

ている。

再生エネ事業を展開する好機であるが、農政上の制約がある。水土里ネット那須野ヶ原

の事業は、支出以上の利益が出る場合は、その分を国庫に納付しなければならず、発電事

業としての魅力がそがれてしまう。この問題を解決するためには、別法人を作って出資す

るなどの工夫が必要になる。水土里ネット那須野ヶ原でも、そうした方法を視野に入れて

今後の展開を検討している。
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【参考事例４】東京発電の上水道利用マイクロ発電

【水道利用の都市発電を実現した東京発電】

東京発電は、東京電力系の発電事業者で、関東地方を中心に 68 カ所、計 18 万キロワッ

トの水力発電の運転・維持管理を実施する。さらに、新規事業としてマイクロ発電部門を

設置し、自治体の水道設備や農業用水路などを利用し、着実に実績上げている。特に水道

事業関連は都市型の水力発電として注目される（資料 4.1）。

【水道の圧力を有効落差に見たてる】

水力発電の出力は、流水量と落差に比例する。地理的な高低差がなくとも、それに代わ

りうる圧力があれば、水力発電と同じ原理が利用できる。その原理を都市部の水道事業に

応用した。

南関東は、高低差が小さいために、ポンプで圧力を加えて水道を流している。この圧力

の未利用分を活用して発電する。圧力残渣を落差に見立てるわけだ。とはいっても、圧力

を利用した結果、配水に影響が出るのでは本末転倒になる。水道には圧力を調整する箇所

がある。この調整機能を発電事業（回転エネルギーによる負荷）で代替することを同社は

考えた。この方式だと、水道事業に影響を及ぼすことなく発電できる。圧力調整箇所の前

後を配管でバイバスし、その中でマイクロ発電機を稼動させる。管内に横軸プロペラ、横

軸フランシス水車を設置している。

同社は、まず川崎市の水道局に提案し、協同作業で実現した。第 1 号は江ヶ崎水道局制

御室に設置した。その後、川崎市の鷺沼配水所にも設置した（資料 4.2）。水道設備の利用

は、河川水や農業用水を利用する場合に比べて、浄化されている（ごみのない）分、運転

は安定しやすい。しかし、一定の圧力と水量で流れる地点は少なく、設計は容易ではない。

正しい設計の水車がつくと、運転は安定し維持管理が容易になる。川崎市との共同での取

資料 4.1：東京発電の水道・マイクロ水力発電
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組みは評判を呼び、横浜市、千葉県、さいたま市に同種の発電所が展開されていった。

下水処理施設において処理・放流される水も利用している。東京都の葛西および森ヶ崎

水再生センターには、それぞれ 37 キロワット、177 キロワットの水力発電機が設置されて

いる。同社は、設計・建設・運転保守にかかわるテクニカルアドバイズを行っている。

【北関東では高低差を利用】

北関東などでは様相が異なる。地理的に高低差があり、また人口密度が小さく消費量は

少ない。こうした環境下では、水道の高低差を利用した発電を提案している。群馬県高崎

市の若田浄水場は、烏川の取水口から導管を通して水を得ている。その貯水層の手前に発

電機を設置した。同市の白川浄水場では、群馬用水の分水工からの導管を通して入ってく

る水を利用する。甲府市では、羽黒配水池と圧力を調整する山宮減圧槽との高低差を利用

している。

【水道・水力発電のビジネスモデル】

このように東京発電は、既存の設備を使って都市にある未利用の水資源を活用すること

によって、小規模でも採算に乗る手法を開発し、実績を積んできた。補助金を活用しては

いるが、RPS（買い取り義務量規制）制度下の安い価格体系の中で、事業として成立させて

きた。FIT（固定価格買い取り）制度の導入で 200 キロワット未満は 34 円（税抜き）、1000

キロワット未満は 29 円で販売できるようになり、事業が可能な範囲は拡大する。

しかし、配水所などで配管や発電機を設置するスペースがなく土木工事などが必要な場

合は、コストがかなり高くなる。同社は、補助金がなくなることも合わせ考えると、事業

拡大にはポテンシャルのある地点の発掘努力と工夫が引き続き必要との認識である。

水道設備利用の場合は、同社が設備を所有し運転・管理することを含め提案している。

水道局は初期投資ゼロで、利益の一部の配当を受ける。マイクロ水力設置の ESCO（Energy

Service Company）事業である。また、状況に応じて自家消費により購入電力を減らす（省

電）か、あるいは FIT を活用して電力会社に売電するかを検討する。

資料 4.2：鷺沼発電所
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（７）天然ガスの導入・利用

本市においては、天然ガス普及への環境整備も重要である。再生可能エネルギーではな

いが、天然ガスは化石燃料のなかでは CO2 排出量が少ないクリーンなエネルギーであり、

オンサイト・リージョンサイトに設置することから熱利用も可能になる。いわゆるコジェ

ネレーション（電熱併給）を通じて、地域効率的にエネルギーを供給できる。分散型であ

ることから、太陽光発電、家庭用燃料電池（エネファーム）、風力、バイオマス等再エネ

との連結の中心的な位置づけとなりうる。

本市は交通の要所であり、東北と関東が接する地域としての立地等が評価され、多くの

企業が進出している。低炭素時代、来るべき分散型時代では、地域で提供しうるエネルギ

ー源は立地選定に当たって大きな役割を果たす。その意味で、天然ガスインフラの整備は

大きな意味がある。

本市は、天然ガスパイプラインの面では、いわばミッシングリンクといえる位置づけに

ある。東京ガスが宇都宮までガス導管を敷設している。東北電力と石油資源開発の JV であ

る東北天然ガス開発が郡山まで導管を延ばしてきている。東北天然ガスは、郡山からいわ

きまで延伸する計画をもつ。政府も、エネルギー制度改革を進め低廉なエネルギー供給を

進めるためにも、分散型エネルギーシステムを構築するためにも、天然ガスインフラの整

備に力を入れようとしている。

白河地区が天然ガスインフラの白地になっている理由として、インフラ会社の事業主体

が異なっているからとの指摘もある。地元としてもインフラ整備に向けた関心をもち、そ

れを発信していくことが重要になってきている。
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2.2 市内公共施設への再生可能エネルギー導入量の検討

（１）白河市が積極的に取組む意義

再エネを普及する上で、公共施設が先導して設置していくことが重要である。予算措置

等により、設置のスケジュールを立てることが出来る。政策遂行のために、国や県の支援

の受け皿となる場合が多い。先行して経験を積むことで、民間普及を誘導する役割も担い

うる。

本市は、総合計画や新エネルギービジョンの策定を通して、目標や方向性を示すととも

に、具体的な事業を選択・実施してきた。また、地元事業者へ情報を提供し、行動を促し、

調整役を担ってきたし、今後もそうした役割への期待は大きい。

エネルギー政策は、基本的に国の役割であり、地方にとってエネルギーはあまり馴染み

のある施策ではなかった。3・11 後、状況は一変し、再エネ・省エネ・分散型システムを

キーワードとするエネルギー政策の方向性が打ち出され、地方の役割は格段に大きくなっ

た。特に被災地である東北、とりわけ原発事故に見舞われた福島県は再エネ立県を唱えて

いる。福島県には特別措置法の成立を含め、多くの支援策が策定されてきている。

（２）白河市が自身の事業として検討しているアクションプラン

①太陽光発電

以下は、現在市が検討している、市が所有する施設への再エネ導入計画である。これは、

現時点でのものであり、施設の詳細な調査を経て、引き続き整備していく予定である。

太陽光発電は、環境省の「市町村公共施設支援事業」（グリーンニューディール基金事

業）を利用して、平成 25 年から 27 年にかけて、蓄電池とともに設置していく。蓄電池と

組み合わせることで、停電等の緊急時でも一定のエネルギー供給を確保できることから、

地域の防災拠点になる。７ヶ所に太陽光発電を出力計 140kW、蓄電池を計 135kWh 設置する

予定である。グリーンニューディール基金事業以外では、本庁舎車庫屋根等３ヶ所で、25

年に約 36kW を設置する。

場所貸しとしては、旧東中学校跡地の約 9,200 ㎡を提供し、地元事業者の投資意欲に応

えていく（投資を誘発していく）方針である。また、前述のように、白河地域再生可能エ

ネルギー推進協議会が、国の「福島実証モデル採択事業」のマッチング事業の主体として

採択されている。これは、小規模太陽光発電所の設置のために、場所を貸してくれる方と

発電事業をやりたい方をマッチングさせることを意図している。

②その他

本市は、バイオマス熱利用の可能性がある施設として、きつねうち温泉健康館と都市農

村交流センターがあげられる。

ペレットストーブについては、24 年に本庁舎１階ロビーに導入している。その結果、熱

量、経済性等の課題も明らかになっており、それの克服策の有無を含めて検討していく。

風力については、低い風速でも発電可能な革新的な小型風力発電の導入を検討する。市

民の教育や意識向上に係る効果も勘案しつつ、一定の風速が見込める公共施設を検討する。
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（３）導入実績及び今後の導入計画

以下は、本市での公共施設への導入実績及び今後想定している計画の一覧である。

①太陽光発電

１）実績

施設名称 時期 規模 備考

白河南中学校 H20 30kW

白河第四小学校 H22 0.08kW ハイブリッド照明灯

市立図書館 H23 5.32kW

白河第二小学校 H23 30kW

関辺幼稚園 H24 7kW

図表 2.2-1 太陽光発電導入実績

２）今後の導入施設

施設名称 時期 設備容量

中央福祉センター H25 30kW（蓄電池 20kWh）

大信デイサービスセンター H25 20kW（蓄電池 20kWh）

表郷デイサービスセンター H25 20kW（蓄電池 20kWh）

東保健福祉センター H26 10kW（蓄電池 15kWh）

表郷公民館 H26・27 20kW（蓄電池 20kWh）

中央中学校 H26・27 20kW（蓄電池 20kWh）

市民文化会館 H26・27 20kW（蓄電池 20kWh）

図表 2.2-2 市町村公共施設支援事業（グリーンニューディール基金事業）

施設名称 時期 規模 備考

本庁舎車庫屋根 H25 16.38kW 全量配線（売電）

表郷庁舎車庫屋根 H25 13.52kW 全量配線（売電）

表郷保育園 H25 6.3kW 余剰配線

図表 2.2-3 その他設置事業

②風力発電（実績）

施設名称 時期 規模 備考

白河第四小学校 H22 0.4kW ハイブリッド照明灯

図表 2.2-4 風力発電導入実績

③その他熱利用（バイオマス等検討施設）

きつねうち温泉健康館 温泉施設、加温

都市農村交流センター（関の森公園内施設） お風呂あり

図表 2.2-5 その他熱利用（バイオマス等）の導入検討が考えられる施設
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④場所貸し（太陽光発電）

旧東中学校跡地 所在地：白河市東釜子字枇杷山 66-1

9,239 ㎡

図表 2.2-6 太陽光発電への場所貸し用地
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第３章 震災後の市民及び事業者意識の把握（アンケート調査）

3.1 調査目的

（１）調査目的

平成 22 年度のアンケート調査結果に対し、震災後の市民及び事業者（企業、農林業事業

者等）の意識の変化を把握する。

（２）調査対象

[市民編]

標本数：800 人

抽出方法：市民無作為抽出

[事業所編]

標本数：200 票（事業者 100 票、農業者 100 票）

抽出方法：無作為抽出

（３）調査期間

平成 24 年 10 月 16 日～11 月７日

（４）調査方法

郵送法

（５）調査項目

[市民編]

① エネルギー利用状況について

② 地球温暖化について

③ 省エネ活動について

④ 再生可能エネルギーについて

⑤ 自宅（個人）での再生可能エネルギー利用について

⑥ 白河市での再生可能エネルギー導入について

[事業所編]

① エネルギー使用状況について

② 省エネ活動について

③ 再生可能エネルギーについて

④ 白河市での再生可能エネルギー導入について

（６）回収結果

[市民編]

回収数：259 票
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回収率：32.4％

[事業所編]

回収数：109 票

回収率：54.5％

3.2 調査結果概要

（１）市民編

市民が年間を通じて利用しているエネルギーは、電気（97.3％）とガソリン（82.6％）

が中心となっている。前回調査との比較では、割合が５％程度高まっているが、傾向とし

ては同様である。

地球温暖化に関しては、前回調査同様、「よく知っている」「問題があることは知ってい

る」との回答が 98.5％と認知度が高い。一方、地球温暖感を身近な問題として感じている

かどうかという質問に対して、「身近な問題」として解答したのは 32.4％にとどまってい

る。前回調査同様、地球温暖化問題をまだ身近な問題として捉えていない層は多い。

本市内における地球温暖化に関する知識深化や啓発活動の必要性に関しては、「活発化す

る必要がある」が全体の約７割弱を占めている。前回調査に比して若干割合が下がってい

るが、啓発活動の必要性に対する意見構成としては同じ傾向である。

今回新たに設問とした、東日本震災後のエネルギー利用に対する考え方の変化では、「まあ

変わった（37.8％）」「大いに変わった（32.0％）」と変わったとする回答が全体の約７割を

占めている。考え方が変わった理由としては、原子力に対する考え方の変化、停電等によ

る電気の大切さの認識、震災を機会に節電を考えるようになったとする回答が多い。一方、

変わらない理由としては、以前から節電に取り組んでいたとする回答が多い。

東日本大震災後、身の回りのエネルギー対策としては、｢電気をこまめに消すなどの省エ

ネ活動｣が 87.6％と２位以下に比べて高い。次は「省エネ家電への買い替え」が 25.1％で、

再生可能エネルギーの導入である「自宅への太陽光発電や代用熱利用の導入」は 6.2％に

とどまっており、身近な環境での省エネ活動が中心となっている。

再生可能エネルギーの認知度については、内容について理解していると考えられる「再

生可能エネルギーがどういうものであるかを含めて知っている」が33.2％であるのに対し、

「言葉は知っているが内容はよく分からない」とする回答が 56.8%となっており、前回調

査の新エネルギーに対する認知度と同様に、再生可能エネルギーの詳細についての認知度

はまだあまり高くないものと考えられる。再生可能エネルギー個々の認知度をみると、太

陽光発電、太陽熱利用、風力発電、水力発電に関しては、半数以上が「技術の内容も含め

てだいたい知っている」と回答している。これに対し、温度差熱利用、雪氷熱利用、天然

ガスコージェネレーションの認知度は１割前後となっている。全体的な傾向については、

前回調査と同様の傾向である。再生可能エネルギーの利用状況に関しては、いずれも 10%

未満にとどまっている。前回調査度応用市民レベルでの導入は進んでいないものと言える。

再生可能エネルギーの導入意向に関しては、「導入を検討したい」が 30.1％、「導入は考
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えていない」が 43.2％である。前回調査に比べて、導入を考えていない割合は同程度であ

るが、導入を検討している人が若干増加したものとみえる。再生可能エネルギーの認知度

別に導入意向をみると、「技術の内容も含めてだいたい知っている」の回答者の導入意向は

高いものの、「導入は考えていない」回答者の方が高くなっている。この傾向は前回調査結

果と同様である。知ってはいるが導入は考えていない市民への支援や一層の理解の推進が

必要である。

導入したいエネルギーとしては、「太陽光発電」が 55.1％と最も高く、次いで「クリー

ンエネルギー自動車」が 23.1％、「太陽熱利用」12.8％となっている。自宅での再生可能

エネルギー導入にあたって重視する要素としては、コスト面での問題が導入に大きく影響

しているものと言える。再生可能エネルギーや省エネルギー装置を家庭で導入する際に、

どの程度の価格であれば設置するかについては、「50 万円未満」とする回答が 48.3％と最

も高く、100 万円までとする回答が全体の８割弱を占めている。

本市における公共施設への再生可能エネルギー導入に関しては、採算性が重要視されて

おり、公共施設に導入すべき再生可能エネルギーは、「太陽光発電」が 74.1％と最も高く、

導入すべきと考える施設・建物に関しては、「学校などの教育施設」が 58.7％、「市役所・

公民館などの公共施設」36.7％、「工場や事業所での利用」22.4％の順で高い。

市内での再生可能エネルギーの導入を活発化させる場合、効果的と考えられる取り組み

に関しては、前回調査の傾向と同様、「補助制度」が 58.7％と最も高く、次いで「公共施

設などにおける率先的な導入」46.3％、｢導入事例の見学会の開催｣38.6％の順となってい

る。

図表 3.2-1 再生可能エネルギーへの認知度
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図表 3.2-2 白河市の公共施設への再生可能エネルギー導入への意向

（２）事業所編

年間を通じて使用の割合が高いのは、「電気」96.3％と「ガソリン」83.5％で、次いで「プ

ロパンガス」68.8％、「軽油」53.2％となっており、前回調査と同様の傾向である。省エネ

ルギーに取り組んでおり効果も出ていると回答しているエネルギーは、「照明・事務機器」

が 42.2％と最も多く、次いで「冷房」38.5％、「暖房」37.6％となっている。一方、必要

を感じるが取り組んでいないものでは、「給湯」31.2％、「自動車等」30.3％、「調理」27.5％

が高くなっている。前回調査との比較では、「取り組んでいて効果の出ている」項目につい

ては同じ傾向であるが、「必要は感じるが取り組んでいない」項目での「暖房」「冷房」「照

明・事務機器」「業務用設備・機器」「自動車」の割合が低くなっている。東日本大震災後

の省エネ意識の高まりが影響し、必要牲を感じる省エネへの取り組みが進んだことが影響

していると考えられる。

再生可能エネルギーについては、「内容まで知っている」と回答したのは、54.1％と半数

を超えている。市民アンケートで、「内容まで知っている」と回答した 33.2％と比較して、

事務所においては再生可能エネルギーの認知は進んでいるものと考えられる。また、若干

内容は異なるが、前回調査の新エネルギーの認知度の数値 40.0％と比較して、認知の割合

も高まっており、事務所レベルでの再生可能エネルギーへの意識は高まっているものと考

えられる。今後の推進にあたっては、「内容はよくわからない」とする事業所への意識啓発

等の取り組みが必要であると考えられる。
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再生可能エネルギー個々の認知度をみると、「太陽光発電」「太陽熱利用」「風力発電」「水

力発電」「地熱発電」は半数以上が「技術の内容も含めてだいたい知っている」と回答して

いる。前回調査との比較では、「地熱発電」の割合が高まり５割を超えている。「バイオマ

スエネルギー」についても４割程度であるが、前回の調査結果の 28.6％に比べ認知度が高

まったと言える。一方、「温度差熱利用」「雪氷熱利用」の割合は２割程度で前回調査結果

とほぼ同程度である。再生可能エネルギーの事業所での導入は、「太陽光発電」「太陽熱利

用」以外はみられない。前回調査との比較では、「太陽熱利用」の導入への回答が加わって

いる。一方、再生可能エネルギー利用技術に対する関心度は高く「とても関心がある」「少

し関心がある」を合わせると「太陽光発電」に関しては９割弱、「太陽熱利用」に関しては

６割強の事業者が関心を示している。前回調査との比較では、全体的に「少し関心がある」

の割合が減少し、「太陽光発電」を除き「関心がない」の割合が高くなっている。これは、

固定価格買取制度が始まり、太陽光発電の調達価格が提示された事や導入のしやすさ等か

ら太陽光発電への関心が高まったことが影響していると考えられる。再生エネルギーを導

入する場合に重視する要素は、「導入設備の価格と光熱費削減とのバランス」が 62.4％と

最も高く、次いで「導入設備の価格」59.6％、「光熱費の削減効果」55.0％、「地球環境へ

の貢献」50.5％の順で５割を超える結果となっている。前回調査との比較でも導入にあた

っての採算性やコスト面を重要視する傾向は同様である。

本市で今度積極的に活用すべきエネルギーについては、「各種エネルギーバランスの取れ

た複合的な利用」が 60.6％と最も高く、次いで「再生可能なエネルギーへの積極的な転換」

37.6％で、この２つで全体の９割以上を占めている。市民調査との比較でも同様の傾向で

あるが、事業所の方が「各種エネルギーバランスの取れた複合的な利用」への回答割合が

高い。公共施設における再生可能エネルギー導入に関しては、「採算があれば導入を進める

べき」が 73.4％と最も高く、次いで「多少採算性が悪くても積極的に導入を進めるべき」

が 22.0％で、この２項目で全体の９割強を占めている。割合は市民アンケートよりも若干

高く、前回調査結果と比較しても再生可能エネルギー導入を進めるべきとする回答割合が

高くなっている。市内で再生可能エネルギーを導入すべきと考える施設・建物は、「教育施

設」が 58.7％と最も高く、次いで「市役所・公民館などの公共施設・47.7％、「工場や事

業所での利用」37.6％の順で高い。市内で再生可能エネルギーの導入を活発化させる場合、

効果的と考えられる取り組みに関しては、「補助制度」が 66.1％と最も高く、次いで「公

共施設などにおける率先的な導入実施」59.9％、「導入事例の見学会の開催」49.5％の順と

なり、前回調査と同様の傾向となっている。
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図表 3.2-3 再生可能エネルギー導入において懸念する要素

図表 3.2-4 公共施設への再生可能エネルギーの導入
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第４章 震災を踏まえた白河市内の再生可能エネルギー賦存量の見直し

4.1 再生可能エネルギー賦存量の見直しに当たっての基本的考え方

再生可能エネルギーの賦存量の推計に関する震災後の主な変化は次のとおりである。本

市では、再生可能エネルギーの市内公共施設へさらなる導入を検討している。一方、福島

県は福島県再生可能エネルギー推進ビジョンを改定し、平成 24 年 3 月に福島県再生可能エ

ネルギー推進ビジョン(改定版)を公表した。また、環境省は「再生可能エネルギー導入ポ

テンシャルマップ・ゾーニング基礎情報（平成 23 年度版）」（平成 24 年 6 月）や「平成 22

年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書」（平成 23 年 4 月）などを公表し

た。またバイオマスの賦存量については、NEDO の「バイオマス賦存量・有効利用可能量の

推計」が平成 23 年 3 月 31 日にリニューアルオープンした。

これらの情報を踏まえて、平成23年2月に作成した白河市地域新エネルギービジョン（以

下、平成 22 年度調査とする）に記載してある再生可能エネルギーに関する賦存量を見直す。

4.2 推計方法

本市における再生可能エネルギーの賦存量（潜在的なエネルギー量）と利用可能量（活

用が期待されるエネルギー量）について推計する。それぞれの推計方法を図表 4.2-1 と図

表 4.2-2 に示す。

なお、雪氷熱に関しては、積雪量が 50cm 以上を必要とするが、本市の最深積雪量は平成

14 年～23 年において 6～29cm（気象庁気象統計情報 白河）であるため、推計の対象外と

する。
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エネルギー

区分

推計方法 H22 年度調査からの変更点等

太陽エネル

ギー

本市全域での太陽の日射によって得られ

るエネルギーとする。

日射量の最新版が公表されたので、最新

のデータに変更した。

最適傾斜角平均日射量

3.78kWh/㎡・日

（白河の値 33.5 度）

出典：NEDO 日射量データベース（1981～

2009 年の 29 年間の日射量データ

http://www.nedo.go.jp/library/nissha

ryou.html

風力発電 平成23年度東北地方風況変動データベー

ス作成事業の年間平均風速メッシュデー

タ（500ｍメッシュ）より各メッシュに

2000ｋW 級の風力発電装置を設置するこ

とを仮定して算出する。

環境省の HP に「平成 23 年度東北地方に

おける風況変動データベース作成事業委

託業務」において作成したマップデータ

（約 500m メッシュ）が公開されたので、

そのデータに基づき算出する。

バイオマス 統計データに基づき算出

NEDO『バイオマス賦存量・利用可能量

の推計』

http://app1.infoc.nedo.go.jp/biom

ass/

バイオマスの区分

未利用

系資源

木質系バイオマ

ス、農業残渣、草

本系バイオマス

廃棄物

系資源

木質系バイオマ

ス、畜産ふん尿、

汚泥、食品系バイ

オマス

NEDO のバイオマス賦存量・有効利用可能

量の推計が平成２３年３月に変更された

ので、これに基づきデータを変更する。

http://app1.infoc.nedo.go.jp/biomass

/

温度差熱利

用

温泉量×密度×定圧比熱×温度差

下水道排水量×密度×定圧比熱×温度差

変更なし

中小規模水

力発電

「再生可能エネルギー導入ポテンシャル

マップ（平成 23 年度版）、環境省、平成

24 年 3 月」の白河市の賦存量より推計

追加

地熱 「再生可能エネルギー導入ポテンシャル

マップ（平成 23 年度版）」の賦存量に基

づき推計する

「再生可能エネルギー導入ポテンシャル

マップ（平成 23 年度版）、環境省、平成

24 年 3 月」が公表されたことに基づき追

記する。

図表 4.2-1 新エネルギー賦存量の推計方法
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エネルギー区分 推計方法 H22 年度調査からの変更点等

太陽 太 陽 光

発電

民間施設、公共施設及び耕作放棄地

に、太陽光発電装置を設置することを

仮定して算出する。

設置可能（受光）面積は、建床面積よ

り算出する。

パネルの設置面積を 15m2/kW と設定

する。（平成 23 年度再生可能エネルギ

ーに関するゾーニング基礎情報整備

報告書環境省ｐ11）

設置係数は、「再生可能エネルギー導

入ポテンシャルマップ・ゾーニング基

礎情報（平成 23年度版）」（平成 24年

6月）及び「平成 22年度 再生可能エ

ネルギー導入ポテンシャル調査報告

書」（平成 23年 4月）のレベル 3に基

づき設定する。

利用可能量については、本市での最新

の発電実績等を勘案して係数を修正

した。

耕作放棄地についても追加した。

太 陽 熱

利用

民間施設および公共施設に、太陽熱集

熱器を設置することを仮定して算出

する。

設置可能（受光）面積は、住宅系を 1

戸当たり 3㎡、非住宅系は建て床面積

の 25％とする。

太陽熱温水器の効率は外気温との差

により変化する。このため、福島県の

再生可能エネルギー推進ビジョン（改

定版）に準じて 0.4 とした

風力発電 平成 23 年度東北地方風況変動データ

ベース作成事業の年間平均風速メッ

シュデータ（500ｍメッシュ）より年

平均風速 5.5ｍ/ｓ以上のメッシュに

2000ｋW 級の風力発電装置を設置する

ことを仮定して算出する。

環境省の HP に「平成２３年度東北地

方における風況変動データベース作

成事業委託業務」において作成したマ

ップデータ（500m メッシュ）が公開さ

れたので、そのデータに基づき算出す

る。

バイオマス 統計データに基づき算出

NEDO『バイオマス賦存量・利用可能量

の推計』

http://app1.infoc.nedo.go.jp/biom

ass/

バイオマスの区分

未 利 用

系資源

木質系バイオマ

ス、農業残渣、草

本系バイオマス

廃 棄 物

系資源

木質系バイオマ

ス、畜産ふん尿、

汚泥、食品系バイ

オマス

NEDO のバイオマス賦存量・有効利用可

能量の推計が平成２３年３月に変更

されたので、これに基づきデータを変

更する。

http://app1.infoc.nedo.go.jp/biom

ass/

温度差熱利用 温泉水量×密度×定圧比熱×利用温

度差

変更なし
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エネルギー区分 推計方法 H22 年度調査からの変更点等

中小規模水力発

電

小水力発電可採量（県南建設事務所よ

り入手した資料）

県直轄及び県所有既設砂防えん堤に

おける未利用落差を利用して発電を

行う箇所。

地熱 「再生可能エネルギー導入ポテンシ

ャルマップ（平成 23年度版）」の導入

ポテンシャルに基づき推計する

「再生可能エネルギー導入ポテンシ

ャルマップ（平成 23年度版）、環境省、

平成 24 年 3 月」が公表されたことに

基づき追記する。

図表 4.2-2 新エネルギー利用可能量の推計方法
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4.3 算出結果

賦存量及び利用可能量の算出結果を図表 4.3-1 に示す。熱量ベースの利用可能量と賦存

量については、太陽熱利用が最も多く、次に農業残渣バイオマス、温度差の順となってい

る。一方、電力ベースの利用可能量では、風力発電、太陽光発電、中小規模水力発電の順

となっている。但し、風力発電は地上 80ｍ地点（2000ｋＷ）で設置した場合を想定した利

用可能量であることに留意する必要がある。賦存量では太陽光発電、風力発電、中小規模

水力の順となっており、太陽光発電が突出して多くなっている。また、バイオマスの内訳

を図表 4.3-2 に示す。熱量ベースでの利用可能量では、稲わら、家庭系厨芥類、建築解体

廃材が多くなっている。

区分 利用可能量 賦存量

エネルギー区分 熱量 電力量 熱量 電力量

単位 （GJ/年） （MWh/年） （GJ/年） （MWh/年）

太陽 太陽光発電 ― 254,599 1,516,400,676 421,222,410

太陽熱利用 1,298,563 ―

風力 風力発電 ― 2,442,271 ― 4,840,431

バ イ

オ マ

ス

未 利 用

系資源

木質系 8,042 106,152 ―

農 業 残

渣

47,978 290,579 ―

草本系 4,683 9,367 ―

廃 棄 物

系資源

木質系 21,217 81,780 ―

畜 産 ふ

ん尿、汚

泥

5,496 44,968 ―

食品系 24,434 28,942

バイオマス計 111,850 561,788 ―

温度差 26,134 ― 162,091 ―

中小水力発電 ― 2,144 32,412

地熱 272 788

図表 4.3-1 賦存量の算出結果
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賦存量

DW-t/年

有効利用

可能量

DW-t/年

賦存熱量

GJ/年

有効利用

熱量

GJ/年

未利用系

資源

木質系バイ

オマス

林地残材 1,278 27 23,133 492

切捨間伐材 3,578 76 76,200 1,619

果樹剪定枝 326 249 3,755 2,869

タケ 245 245 3,064 3,062

小計 5,427 597 106,152 8,042

農業残渣 稲わら 17,253 2,588 234,638 35,196

もみ殻 2,997 450 42,557 6,384

麦わら 33 5 451 68

その他の農

業残渣

1,197 586 12,933 6,330

小計 21,480 3,629 290,579 47,978

草本系バイ

オマス

ササ -------- -------- -------- --------

ススキ 689 344 9,367 4,683

小計 689 344 9,367 4,683

未利用計 27,596 4,570 406,098 60,703

廃棄物系

資源

木質系バイ

オマス

国産材製材

廃材

1,656 80 29,972 1,442

外材製材廃

材

528 21 9,556 382

建築解体廃

材

1,839 956 33,292 17,312

新・増築廃

材

427 66 7,725 1,200

公園剪定枝 107 77 1,235 881

小計 4,557 1,200 81,780 21,217

畜産ふん

尿、汚泥

乳用牛 1,338 134 7,707 771

肉用牛 3,617 362 21,356 2,136

豚 2,349 235 14,035 1,403

採卵鶏 -------- -------- -------- --------

ブロイラー -------- -------- -------- --------

下水汚泥

(濃縮汚泥)

25 25 221 221

し尿・浄化

槽余剰汚泥

4 0 35 0

集落排水汚

泥

160 96 1,614 965
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小計 7,493 852 44,968 5,496

食品系バイ

オマス

食品加工廃

棄物

54 5 154 15

家庭系厨芥

類

852 852 17,391 17,391

事業系厨芥

類

559 344 11,397 7,028

小計 1,465 1,201 28,942 24,434

廃棄物計 13,515 3,253 155,690 51,147

総合計 41,111 7,823 561,788 111,850

図表 4.3-2 バイオマス賦存量の内訳
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4.4 推計結果の考察

本市の各再生可能エネルギーについての考察を以下に示す。

（１）太陽エネルギー

太陽エネルギーの賦存量・利用可能量とも多い。電力の利用可能量 254,599ＭＷｈ/年と

推計されている。これは、本市全体の電力消費量（613,478ＭＷｈ/年（平成 22 年度調査よ

り））の約４割程度であり、民生家庭部門と民生業務部門の合計（231,449ＭＷｈ/年）より

も多くなっている。太陽エネルギーは本市において最も有望な新エネルギーといえる。

太陽エネルギーは福島県全体に概ね均等に分布していると考えられることから、福島県

再生可能エネルギー推進ビジョン(改定版)における太陽光発電、太陽熱利用の導入目標か

ら本市の割合を案分してみる。ここでは、世帯数（福島県再生可能エネルギー推進ビジョ

ン(改定版)において利用可能量の算出するベースとしていること）で福島県の目標を案分

すると次のようになる。

区分 2020 年度 2030 年度

福島県の目標 1,000,000kW

（1,051 百万 kWh）

2,000,000kW

（2,102 百万 kWh）

福島県の世帯数

平成 24年 12 月 1 日現在

717,939

白河市の世帯数

平成 24年 12 月 1 日現在

22,842

白河市の目標

(世帯数の比率で案分)

31,816 kW

（1 住宅当たり 4 kW を設置する

と仮定すると、7,954 棟の住宅に

太陽光発電を設置する。約 1/3

の世帯に太陽光発電を設置する

ことに相当。）

63,632 kW

（1 住宅当たり 4 kW を設置する

と仮定すると、15,908 棟の住宅

に太陽光発電を設置する。約 2/3

の世帯に太陽光発電を設置する

ことに相当。）

図表 4.4-1 福島県の目標の本市への案分（太陽光発電）
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区分 2020 年度 2030 年度

福島県の目標 33,786kl 50,000kl

福島県の世帯数

平成 24年 12 月 1 日現在

717,939

白河市の世帯数

平成 24年 12 月 1 日現在

22,842

白河市の目標

(世帯数の比率で案分、( )

の中の数値は本市の年間の

最適傾斜角日射量と効率に

基づいて、受光面積に換算

した面積)

1075kl （8557 ㎡）

（1住宅当たり3㎡を設置すると

仮定すると、2852 棟の住宅に太

陽集熱器を設置することに相当

する。約 12.5％の世帯に太陽熱

利用を設置設備することに相

当。）

1591kl （12663 ㎡）

（1住宅当たり3㎡を設置すると

仮定すると、4221 棟の住宅に太

陽集熱器を設置することに相当

する。約 18.5％の世帯に太陽光

熱利用設備を設置することに相

当。）

図表 4.4-2 福島県の目標の本市への案分（太陽熱利用）

注 1）本市では、太陽熱集熱装置 1㎡当たり年間 7.96ｋｌの原油に相当する。

注 2）福島県の世帯数：717,939（平成 24 年 12 月 1 日現在）ふくしま統計情報 BOX より

本市の世帯数：22,842（平成 24 年 12 月 1 日現在）白河市 HP より

本市の世帯数の割合：3.18％

（２）風力エネルギー

今回、環境省の HP に「平成２３年度東北地方における風況変動データベース作成事業委

託業務」において作成した地上 80m 地点でのシュミュレーションに基づく 500m メッシュマ

ップデータ（資料編参照）が公開されたので、そのデータに基づき賦存量を算出した。メ

ッシュマップデータによれば、本市の北部には 5.5ｍ/ｓ以上の地域が比較的広く分布して

いる。シュミュレーション上ではこれらの地域での風力発電の設置は可能である。但し、

「平成２３年度東北地方における風況変動データベース作成事業委託業務」には、「シミュ

レーション手法によって推定された風況データである性質上、一定の誤差を含んでいます。

データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。環境省は、風況変

動データベースの正確性について保証をするものではありません。」との注意書きがあり、

設置の可能性の検討に当たっては、詳細な風況調査を実施する必要があると考える。この

ため、風力発電については、地上80ｍ地点での賦存量及び利用可能量は相当量存在するが、

経済性を勘案すると設置に適した地域は少ないと考える。

本市の中央および南部の地域では、風力発電に適した地域は少なく、風力発電施設を設

置する場合には、教育施設や公共施設に小規模な風力発電設備を設置することが環境教育

や市民の啓発として有効と考える。
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（３）バイオマスエネルギー

前述のように、バイオマスエネルギーに関しては、熱量ベースでの利用可能量では、稲

わら、家庭系厨芥類、建築解体廃材が多くなっている。一方、福島県全体に占める本市の

割合を図表 4.4-3 に示す。福島県全体に対して本市の占める割合が比較的多いのは、排水

汚泥、豚糞尿となっている。

（単位：DW-t/年）

白河市 福島県 割合（％）

未

利

用

系

資

源

木質系バ

イオマス

林地残材 27 2,497 1.1

切捨間伐材 76 10,170 0.7

果樹剪定枝 249 12,606 2.0

タケ 245 5,397 4.5

農業残渣 稲わら 2,588 56,300 4.6

もみ殻 450 9,655 4.7

麦わら 5 173 2.9

その他の農業残渣 586 19,861 3.0

草本系バ

イオマス

ササ - 3,746 -

ススキ 344 343,656 0.1

廃

棄

物

系

資

源

木質系バ

イオマス

国産材製材廃材 80 7,253 1.1

外材製材廃材 21 1,920 1.1

建築解体廃材 956 25,009 3.8

新・増築廃材 66 1,771 3.7

公園剪定枝 77 1,740 4.4

畜産ふん

尿、汚泥

乳用牛 134 4,083 3.3

肉用牛 362 11,358 3.2

豚 235 2,598 9.0

採卵鶏 - 1,616 -

ブロイラー - 0 -

下水汚泥(濃縮汚泥) 25 250 9.9

し尿・浄化槽余剰汚泥 0 722 0.0

集落排水汚泥 96 721 13.3

食品系バ

イオマス

食品加工廃棄物 5 200 2.7

家庭系厨芥類 852 31,328 2.7

事業系厨芥類 344 11,554 3.0

図表 4.4-3 バイオマス有効利用可能量の本市と福島県の比較

出典：NEDO、バイオマス賦存量・有効利用可能量の推計、平成２３年３月
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（４）温度差エネルギー

温度差エネルギーは温度差が大きいほど有利である。下水処理場などの利用も考えられ

るが、温度差が少ないので費用対効果の面で不利である。きつねうち温泉の温度は 35℃で

あり、下水処理排水に比べれば、温度差エネルギーとして利用する場合には有利であるが、

利用したとしても費用対効果はあまり期待できない。

（５）中小規模水力発電

平成 20 年度中小水力開発促進指導事業基礎調査によれば、農業用水利用発電の未開発

として、阿武隈川水系の泉川の泉川ダム（出力 86 kW、発電電力量 414MWｈ）、阿武隈川水

系の黄金川の犬神ダム（出力 359 kW、発電電力量 1,730MWｈ）が挙げられている。発電原

価は、財団法人新エネルギー財団による『平成 20 年度中小水力開発促進指導事業基礎調

査（未利用落差発電包蔵水力調査)報告書』によれば、泉川ダムで、21 円/kWh、犬神ダム

で 11 円/kWh であり、いずれも再生可能エネルギーの固定価格買取制度の平成 24 年度買取

価格 35.7 円/kWh（200kW 未満）、30.45 円/kWh（200kW 以上 1000kW 未満）よりも安価であ

り、経済的にも実現可能と考える。

さらに、「環境省、再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ、平成 23 年度版」によ

れば、以下に示す中小水力発電の賦存量が分布しているので、これらの利用が期待される。

凡例

図表 4.4-4 白河市の河川部賦存量

出典：環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ（平成 23 年度版）」

送電線
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（６）地熱

「環境省、再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ・ゾーニング基礎情報（平成 23

年度版）」のメッシュデータに基づいて推計したが、賦存量は少なく、その分布も他の市町

村との境界近傍であり、利用は難しいと考える。
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第５章 今後の市内外での需給量を踏えた目標値の検討

5.1 再生可能エネルギー導入目標に係る考え方

再生可能エネルギーの普及を積極的に推進していくために、市として導入目標を設定す

る方針であり、その意義は大きい。福島県は、再生可能エネルギー立県を決めており、普

及のための（導入）目標を立てている。本市も、基本的に福島県の目標を念頭に置き、県

の目標達成に貢献する役割を担うべきと考えられる。

福島県は、地震・津波だけでなく原子力発電事故の影響も受け、最も大きな被害を受け

た。原子力発電に頼らない産業の再生を目指しているが、再生可能エネルギーはその中核

に位置づけられている。県が策定した再生可能エネルギー推進ビジョンでは、日本と世界

をリードする「これまでにない大きな導入目標を設定する」としている。1次エネルギー

に占める再エネの割合は、2009 年時点で 21%であったが、2020 年には 40%と２倍に、2040

年頃には、省エネを織り込んで 100%としている。

再エネ発電について、2020 年目標を 2009 年実績との対比で具体的にみてみる。再エネ

発電全体で 420 万 kW（うち大規模水力 400 万 kW）から 740 万 kW（同 400 万 kW）へと 320

万 kW 増える。2020 年度末の設備容量は、大きい順に風力 200 万 kW（うち洋上 100 万 kW）、

太陽光 100 万 kW、バイオマス 36 万 kW、地熱７万 kW、小水力２万 kW となっている。同様

に熱利用をみてみると、太陽熱が 11 千 kl から 341 千 kl へ、バイオマスが 124 千 kl から

150 千 kl へ拡大する。

本市としては、再エネ導入目標を設定する際に、地域資源である再エネを開発・活用う

えで「地域の自給率を設定」する考え方や、「現在の普及量からどの程度増やすか」を決

める考え方あるいは両方を折衷するような考え方等がありうる。

一方で、本市が所属する福島県において極めて野心的な目標が設定されている。県内に

おける再エネの構成比を目標としつつ、種類毎に精査することで個別の増加量（率）も明

示している。従って、県の目標達成に積極的に貢献するとの視点が重要であり、また分り

やすいと言える。

一方で、再生可能エネルギー資源は地域により偏在しており、単純に面積割や人口割り

で目標をシェアできるものではない。例えば全国的にみると、再エネで最もポテンシャル

がある風力は、陸上では北海道は 1/2、東北が 1/4 を占めている一方で、関東や関西は少

ない。地熱発電は、北海道、東北、九州のポテンシャルが高い。

市としての目標の考え方としては、世帯数による按分値を最低ラインとしつつ、ポテン

シャルの小さい分野については、設置数（地点数）等別の考え方を併せて採用することが

妥当であろう。県の再エネ推進ビジョンでは、利用可能量を算出するベースとして世帯数

を採用している。

5.2 個別目標

（１）太陽光発電

太陽光発電は、本市で当面最も普及が期待できる再エネである。魅力的な買取り価格、

環境アセス不要、遊休地と送変電容量があれば開発の可能性があること、初年度一括償却
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の特典等を背景に、全国で開発が急ピッチで進んでいる。日射量時間の差はあるものの、

全国で事業性に大きな差はないといわれている。本市内でも、２民間事業者が合計 3万 kW

を超えるメガソーラー建設計画をたてており、補助金対象事業として公表されている。工

場等自社の設備に設置する動きもある。

県の目標値からの世帯按分によれば、31,816kW となる。導入規模は大きいが、以下の様

に民間事業者の間で活発な動きがあり、その計画が順調に推移すれば達成が十分に見込め

る水準である。

本市でも太陽光発電が普及する可能性は大きく、現に地元でも多くの事業者が関心を示

しており、地元密着型モデルとも言える動きが生じている。系統接続等手続きが容易であ

ること、変圧器の設置が不要であること、地元のファイナンスを受けやすいこと等から、

10kW 以上 50kW 未満の事業は、地方の事業者にとってやりやすいモデルである。この身の

丈にあった事業モデルは、再エネ協議会が国の支援を受け、よりきめ細かく個人でも投資

できるような事業を仕立て上げようとしている。市も、公共施設を活用して事業機会を提

供する予定である。

再エネ推進協議会は、専門家の話を聞き、全国で先行施設を見学するなど研究を積んで

きたが、当面はこの小規模太陽光発電事業が、地元が取組みうる現実的な事業との判断を

固めている。協議会結成による最初の成果となることが期待されている。

太陽光発電の特徴や地元の活動状況を背景に、県の目標値を世帯数で按分した 31,818kW

を目標値とする。既に民間計画のメガソーラー事業も予定されており、これに地元事業者

の 50kW 未満の分譲計画が 1000kW 程度あり、計画がそのまま実現すれば、容易に目標を達

成も困難ではない。目標をオーバーする場合は、不透明性が残る他の再エネが下振れする

場合をカバーする、と位置づけるのが適当である。

（２）太陽熱

太陽熱利用は、太陽光に比べて、機器メーカーの開発力が劣る、固定価格買取り制度の

ような国の支援がまだ準備されていない等により、普及が遅れている。しかし、太陽光に

比べてエネルギー効率がよく、設置コストが低いというメリットがある。集熱器と貯湯槽

が分離しているソーラーシステム型でも太陽光発電の 1/2 程度であり、集熱器・貯湯槽一

体型だと 20～30 万円でも設置できる。

東京都が東京ガス等の協力をえて普及策を講じており、国も普及に積極的になってきて

いる。FIT のような制度ができると一気に普及する可能性をもつ。県の目標値からの世帯

按分によれば、1,075kl となり、同水準の 1,000kl を目標値とする。これは、パネルの広

さでは 7960 ㎡であり、１住宅当たり３㎡とすると 2653 世帯に相当する。

（３）風力

本市域では、残念ながら風力や小水力の利用可能な資源量は多くない。風力発電は、県

の目標値からの世帯按分によれば、2,215kW と大規模風車１基分になるが、適地を探すの

は容易ではない。しかしながら、政府は、再エネ全体の普及のために、ポテンシャルの大

きさやコストの低さから、風力への期待が大きくなっている。風力を念頭に置いた送電線
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の整備や蓄電池補助、広域での調整システム構築等の施策を相次いで打ち出している。本

市内でも今後可能となる地点が出てくることもありうる。

一方、小型風車については、地域消費等の観点もあり期待されてはいるがまだ普及して

いない状況である。環境意識や教育的な意味合いからも、他地域に先行して設置していく

ことは、有意義であると考えられる。低速でも回る技術の先行導入を含めて、小型風車に

ついて積極的な導入を検討していくべきである。

本市での導入目標値については、以上のような観点から発電規模ではなく、設置個所と

しての設定を行うこととする。

（４）小水力

小水力は、県の目標値からの世帯按分によれば、478kW となるが、資源量からして容易

に達成できる数字ではない。現在、可能性のある立地点について国の補助制度を利用して

事業可能性調査が実施されているところである。この調査を基に、事業性を確保する手段

も含めて具体的な地点を検討していくことになる。このため、本市での導入目標値につい

ては、発電規模ではなく、設置個所としての設定を行うこととする。

（５）木質バイオマス発電

木質バイオマスは、県の目標値からの世帯按分によれば、11,306kW となるが、既に

11,500kW の発電所（白河ウッドパワー）が立地・稼働している。このような実績を踏まえ、

豊富なバイオマス資源や地域特性からこの分野での更なる発電を目指していくことが必要

である。

一方で豊富なバイオマス資源はあるが、現状の課題としては原料となる資源の放射能汚

染の影響が大きく、短期間でさらに積み上げていくことは容易ではない。可能性はあり、

やる気のある事業者も存在するが、セシウム等放射性物質の対応には時間がかかっており、

スケジュールが立て難い状況にある。この分野は政府の役割が大きくまた技術開発を伴う

領域であり、個々の自治体や事業者で対処していくのはかなりの困難を伴う。

このように地元での事業化に向けた動きは短期の実現は困難であるが、木質バイオマス

発電は本市の特徴を踏まえたポテンシャルの高い再生可能エネルギーであるため、中・長

期的な観点からこの実現に向けて国や県に支援を働きかけるとともに、広域なレベルでの

住民理解を深めていくための取り組みが不可欠である。

（６）木質バイオマス熱利用

バイオマス熱利用は、発電に比べてエネルギー効率が高い、熱は長距離輸送には不適で

発生元の近くで消費される分散型である、小規模から対応でき比較的容易に事業化が可能

になる等の理由で、注目が高まっている。林業の盛んな欧州では、長年にわたる熱導管の

整備とも相まって、木質バイオマスを利用した地域熱供給が広く普及している。日本も、

これを見習おうとする風潮が高まっている。

きつねうち温泉および都市農村交流センターの温浴施設への導入検討を始め、バイオマ

スボイラーの設置を進めていくことは、現実性のある施策と考えられる。公共施設への導

入はもとより、民間施設・農業での導入の可能性がある。
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（７）下水汚泥、ごみ焼却

下水汚泥およびごみ焼却の一部はバイオマスである。公的施設が行う処理施設でバイオ

マス事業を実施することは、燃料の安定調達が保証されているとも言え、経済性の面で大

きな可能性がある。

下水処理汚泥に関しては、2011 年に民間事業者から、国土交通省の補助金を利用した実

証事業を実施したいとの申し出があり、市で前向きに検討を行ったものの、放射能の風評

被害が大きくなり断念を余儀なくされた経緯がある。下水汚泥を燃料とする発電は国も力

を入れており、ボイラーの種類によっては、乾燥させた下水汚泥を燃焼することも可能で

ある。民活方式を含め、検討に値する。

ごみ焼却施設を利用する発電事業は、環境省において発電事業化を推進する方向が打ち

出されており、支援が期待できる。本市の一般廃棄物は、周辺町村を含む上白河地方広域

市町村圏整備組合が処理している。現在の焼却施設は築 20 年を経過しており、供用年数が

25 年目途とされていることから、更新のタイミングで発電設備を導入することは十分考え

られる。

（８）その他

福島県の再エネビジョン等では、スマ－トグリッドの構築促進について、一定の比重を

置いている。再エネの地元消費拡大や省エネの推進、蓄電池使用による産業化への足がか

りとなるものであり、地域エネルギ－会社の創設にも繋がる可能性をもつ。小売自由化、

送配電分離等電力システム改革が進んでいくと、こうした可能性は高まってくる。

太陽光発電等再エネや省エネ家電等の一定規模の普及、省エネマインド等個々人の意識

向上等が進んでいくなかで、本市においても、検討する土壌が整ってくることが期待され

る。
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目標名 基準値
目標値

2020 年

太陽光発電施設

（総発電容量）
資料なし

30,000kW

（うち、50kW 未満の小規模発

電で 3,000kW）

太陽熱利用施設

（原油換算量）
資料なし 1,000kl

小型風力発電施設

（設置数）
０箇所 ３箇所

中小水力発電施設

（設置数）
０箇所 ３箇所

バイオマス発電施設

（総発電容量）
11,500kW 15,000kW

バイオマス熱利用施設

（設置数）
０箇所 １０箇所

図表 5.2-1 白河市における再生可能エネルギー導入目標値


