
取組全体の目的・概要： 被災地において農業と発電を一体的に展開する営農型太陽光発電の実証試験を行う。農地を立体的に活用する
試みで、栽培畑の上に両面太陽光パネルを設置し、発電効率と農作物の種類、適合性、生育状況などを調査し、
発電事業の両立による農村基盤の強化につなげる。

取組の先導性 ： 東北で初めてとなる営農型太陽光発電設備の一時農地転用許可であり、農業従事者に夢や希望を与えることが
でき、その先導的役割を果たして全国的なモデル事業となり得る。

取組① スチールファウンディング基礎工法の研究・検証

取組② 両面太陽光パネルの発電量・発電効率の検証

主な実施内容

～ＮＰＯ法人ビルトグリーンジャパン ～（宮城県東松島市）
21_営農型太陽光発電による被災地農村を元気にする事業

取組③ 太陽光発電設備下における農作物の生育調査
ビニルーハウス内での作付用苗作り：
実証期間が冬季であるため、作付準備として冬季に育成可能な葉物の苗作りを行う。
試験耕作地の生育環境のデータ測定と生育調査：
太陽光パネル下耕作地の日照時間、照度、気温、湿度、地温、土壌分析等のデータ
を取得し考証する。
少ない日照量での適切な農作物の選定調査：
少ない日照量でも生育可能で適切な農作物選定を研修・勉強会を開催し調査する。

ｽﾁｰﾙﾌｧｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ工法 パネル枠の施工 水平・XY方向 垂直Z方向

両面太陽光パネルの設置

ハウス内での苗作り パネル下での農作業

両面太陽光パネルの構造：
営農型用として適切なパネル構造の選定を行う。
両面太陽光パネルの配置：
幅狭の敷地内に対応、積雪や農作物への影響を考慮した配置を設計、実施する。
発電量データ計測システ、及び気象センサー類の設置：

最大発電量、電流電圧特性、日射量（受光面・裏面）、及び気温を測定するための計測
システムの構築を行い設置する。
発電量の計測、発電量増加率の検証：
実測発電量及び日射量から発電量増加率を算定する。両面太陽光パネルの裏面

風速30ｍ・アレイ角45度
45度鉄杭打設支点反力値
Ｘ方向、Ｙ方向とも3500Ｎ強
Ｚ方向反力Ｚ方向7950Ｎ
農地、砂地でも堅固な設置

研修・勉強会

施工性：
凸凹地盤の農地で、整地等を行うことなく基礎を設置施工する。

基礎耐久性能： スチールファウンディング工法にて農地基礎
を施工。打込みパイプの耐久性について考証する。

安全性： 同基礎における耐風速計算及び垂直積雪４０ｃｍに
て耐荷重性を検証するための計算を実施（下記枠内）。また、実
現場での積雪、降雨等の環境下での実証を行う。

維持管理： 肥料・農薬等の散布における露出架台の耐腐食
性や維持管理性について検証する。

パネル表面に加え
裏面からも散乱光
を取り込んで発電
が可能

持続可能なエネルギー社会
（自律・分散型エネルギー社会）
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取組① スチールファウンディング基礎工法の研究・検証

取組② 両面太陽光パネルの発電量・発電効率の検証

取組③ 太陽光発電設備下における農作物の生育調査

得られた成果

亜鉛皮膜の溶解とPHの関連
水中PH値における検証値
(出展・日本溶融亜鉛メッキ協会)
PH6.5未満あるいはPH12.5以上
の値において、亜鉛溶解が見ら
れ通常農地では安全

パネル枠の施工

データー測定

パネル下耕作地の気温変化

発電量の１日変化

降雪時の状況

1．制度上の問題検証
・本制度上、営農型太陽光発電設備の転用期間が３年以内の期間と限定され（一次転用の継続、再申請）、また収量が20％下落すると取消になると規定されてい

る。
営農型太陽光設備を継続的に運営するに当たり、様々な課題をクリアーするためには年間を通した実績：検証、調査が必要である。

2．今後に向けた課題・活動の見通し
・本事業での冬期間における栽培調査では生育時期での光飽和点による作物選定には不十分であった。今期研修・勉強会での検証を兼ねた結果を基に、年間
を通し栽培実証を行う事で様々なデータを取得し作物の適応性を検証する。

・両面太陽光パネルの年間を通じての発電量評価、下部農作物と発電特性の関連性評価、設置方法の最適化等を実証し、通年での発電量増加分を検証する。
・年間での発電量アップを考慮し、１セット（全体5セット）を勾配可動型の太陽光パネルに改築（３ｋW）し、発電効率の更なるアップを検証する。

3．普及活動 （相乗効果・波及効果）
・被災地のみならず東北地区：積雪地帯において、ワークショップ：事例発表会等を開催し、諸々のﾃﾞｰﾀを積極的に公開し、営農型太陽光発電設備の普及展開
を図るため活動を行う。

今後に向けた課題・活動の見通し

両面太陽光パネルの構造： 営農型用として、高効率両面太陽電池セル(素子)を両面表
裏2mmの強化ガラスでカバーした構造を採用、裏面での農作業中にぶつかっても割れな
い強度と軽量化を兼ね備えた構造となった。
両面太陽光パネルの配置： 幅狭の敷地内に対応すべく5ユニットに分割して設置、また
農作業を考慮してパネルの最低地上高1.5mとし、積雪を考慮して45度勾配とした。結果と
して、今回の大雪においても、スムーズな落雪が実証された。
発電量データ計測システム及び気象センサー類の設置： 両面太陽光パネルの電流・電
圧特性を1分毎に測定し、両面太陽光パネルの農地での有効性が確認された。

発電量の計測、発電量増加率の検証： 左図は代表的な発電量の一日変化を示してい
る。実証期間中の測定により、従来の片面太陽光パネルと比較し、積雪のある状態で20%、
土や農作物のある状態で10～15%の発電量増加が確認され、両面太陽光パネルが営農
型太陽光発電に大きなメリットをもたらすことが実証された。

基礎耐久性能： 溶融亜鉛メッキはPH6～12.5範囲において有効耐食性があり、PH6～
6.5の通常畑地では有効である。
安全性： 下記耐風速計算の通り、畑地(砂地）でも十分な強度があり、通常架台と異なり
撤去後残留物がない「優しい架台」であることを証明。また、当該地域観測史上2位、38ｃ
ｍの積雪でも十分な強度であることが実証された。
維持管理： 溶融亜鉛メッキ架台の維持管理留意点は、強酸・強アルカリ性の薬剤等に
接触しないことであり、通常農作業においてほぼメンテナンスフリーとなり得る。

作付用苗作りと試験耕作地の測定データ取得と生育調査：
冬期間かつ短期間での実証、また当地９０年振りの大雪もあり、本実証期間では生育調査
としては不十分であった。 測定データからは寒冷時において、パネル設置下の放射冷却
による地温低下の緩和等が確認された。
少ない日照量での適切な農作物の調査選定：
研修・勉強会の成果として、光飽和点(必要以上の光が強くても光合成速度が変わらな
い)20klx以下で生育可能な半陰性、陰性作物の中から最適作物を選定し、春以降の育成
時期に検証する目処が立てられた。

地中温度の測定

PCデータ画面
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取組全体の目的・概要： 地元の旅館、土産物店、加工業者など、地域全体を巻き込みながら、温泉熱資源を活かした「野菜・果物栽培の
開発」、「養殖業開発」、「生産物の六次化商品の開発」の３つの取組と、再生可能エネルギー事業（別事業）の相
乗効果により、日本の中で代表的なエコ温泉地として訪問者の増加を図るとともに、活力ある温泉街を目指して本
事業に取り組んだ。

取組の先導性： 温泉熱エネルギーを植物工場、養殖業等に有効活用するとともに、地元の旅館や観光業等とも連携したモデル的取組

取組① 温泉熱利用と廃業旅館の空きスペース利用による
植物工場の事業計画の策定

取組② 温泉熱とバイナリー発電から発生する冷却水（温
水）利用による陸上養殖の事業計画の策定

2013.11.01 第１回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・課題整理 ・実施方針の確認 ・事業候補地の踏査

2013.11.21 福島高校との協議 （於．福島高校）【別紙１】

【内容】 ・ミラクルフルーツの商品開発・PR活動等の方針確認

2013.12.05‐06 先進地視察 （於．岐阜県奥飛騨温泉郷・㈲FRUSIC）【別紙２】

【内容】 ・温泉水利用によるドラゴンフルーツ栽培・販売ノウハウの収集

2014.01.17 第２回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・事業化検討（中間報告）

2014.03.05‐06 先進地研修視察 （於．千葉大・カネコ種苗㈱波志江研究所）【別紙３】

【内容】 ・栽培方法の研修、野菜以外の栽培物の調査、販売ノウハウの収集

2014.03.05 第３回事業検討会 （於．伊香保温泉）

【内容】 ・事業成果報告 ・次年度以降の方針 ・今後の課題の整理

主な事業内容

2013.11.01 第１回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・課題整理 ・実施方針の確認 ・事業候補地の踏査

2013.11.11 長崎大・福島大との協議 （於．元気アップつちゆ）【別紙５】

【内容】 ・事業の協働実施の可能性検討

2013.11.21 福島高校との協議 （於．福島高校）【別紙１】

【内容】 ・好適環境水（岡山理科大学）を活用した陸上養殖事業と土湯温泉での
特産品化の可能性と方針確認

2013.12.05 先進地視察 （於．岐阜県奥飛騨温泉郷・㈱焼岳スッポン）【別紙６】

【内容】 ・温泉水利用によるスッポン・チョウザメ養殖・販売ノウハウの収集

2014.01.17 第２回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・事業化検討（中間報告）

2014.01.17 好適環境水講演会・意見交換会 （於．福島高校）【別紙７】

【内容】 ・山本先生（岡山理科大学）講演/意見交換 ・福島高校実験水槽視察

2014.03.05 第３回事業検討会 （於．伊香保温泉）

【内容】 ・事業成果報告 ・次年度以降の方針 ・今後の課題の整理

写真．廃業旅館の現地確認

写真．源泉近くで既
に実施しているミラ
クルフルーツの温
室試験栽培と収穫
した果実

写真．土湯再生
に関連する福島
高校の活動が地
元紙で紹介

写真．事業候補地

～NPO法人土湯温泉観光まちづくり協議会～（福島県福島市）

22_土湯温泉の温泉熱を活かした六次化産業創出事業 持続可能なエネルギー社会
（自律・分散型エネルギー社会）
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取組③ 取組①、②を活用した地域活性化のためのビジネ
スモデルの検討
2013.11.01 第１回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・過去の商品開発（雉・蒟蒻）の経験に基づく課題整理

2013.11.28 地産品に対するニーズ把握 （於．福島市内飲食店）

【内容】 ・スッポンや葉菜類の消費者、商品開発に向けた協力先の探索

2013.12.24 福島高校・桜の聖母短大24名との

ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ利用商品開発意見交換会 （於．支所）【別紙10】

【内容】 ・ミラクルフルーツ栽培結果報告、試食会、商品化アイデア創出

2013.12.24 福島高校・桜の聖母短大27名とのﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂを活用
した商品開発・試食会 （於．いちいFOUR’S MARKET）【別紙11】

【内容】 ・開発成果報告ならび試食会 ・今後の利活用の検討

2014.01.17 第２回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・事業化検討（中間報告）

2014.02.16 「あっと驚く！土湯温泉健康応援祭」開催（第1回）【別紙12】

2014.03.15 「あっと驚く！土湯温泉健康応援祭」開催（第2回）【別紙12】

【内容】 ・商品化が有望視される「ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂと酸っぱいﾚﾓﾝﾊﾟｲ、こんにゃくｾﾞﾘｰ」、

「スッポン鍋」、 「人工光源野菜サラダ」の試食会、食味アンケートの実施【別紙13】

2014.03.05 第３回事業検討会 （於．伊香保温泉）

【内容】 ・事業成果報告 ・次年度以降の方針 ・今後の課題の整理

取組④ 地熱開発の理解促進とエコ観光（自然・環境・食体
験）プログラムの開発

2013.11.01 第１回事業検討会 （於．土湯温泉町支所）

【内容】 ・「エコな温泉」を目指したアクションプランの再整理の必要性の確認

（事業外の関連した取組）
2013.12.07 新キャラクター「きぼっこちゃん」誕生 ※地元単費事業

2013.01.05 兵庫県灘高と福島高校生徒によるエコ観光【別紙14】

【内容】 ・震災体験、復興計画報告 ・源泉・ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ実験栽培地の視察

2013.01.17～2014.3.27
レタスの人工光源栽培デモ機を用いた試験栽培

【内容】 ・栽培体験による来年度以降の栽培ノウハウの習得 ・課題抽出
・来訪者への啓蒙【別紙16】

2013.02.16 「あっと驚く！土湯温泉健康応援祭」
【内容】 ・地域住民によるスッポン鍋、ミラクルフルーツ等試食会

・地域住民へのアンケートの実施【別紙17】
・スッポンパワーランチ付宿泊プラン（企画ツアー） 【大雪により中止】

2013.03.02 中国上海の高校生と福島高校生徒によるエコ観光【別紙15】

【内容】 ・源泉・ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ実験栽培地の視察 ・試食体験 ・廃業旅館活用紹介

2013.03.15 「あっと驚く！土湯温泉健康応援祭」開催
【内容】 ・スッポンパワーランチ付日帰りプラン（企画ツアー）

・参加者への企画ツアーに対するアンケートの実施

2014.03.05 第３回事業検討会 （於．伊香保温泉）

【内容】 ・事業成果報告 ・次年度以降の方針 ・今後の課題の整理

地元で栽培した
マルチリーフレタス

スッポン鍋 ミラクルフルーツとレモンパイ
（食べ合わせを楽しむ）
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【取組①】 他事業（町全体の復興再生に向けた福島市との都市再整備事業）との整合を速やかに図るとともに、引き続き、行政・教育機関と連携して「体験型植物工場」を立地・
運営するためのサービス・管理・運営方法・環境プログラムの開発等のソフト面ならびに基本設計を平成26～27年度実施し、平成28年度の開園を目指す。

【取組②】 本事業は平成26年度着工予定の「バイナリー発電事業」の付帯事業である。今回想定している冷却水（温度・量）を試運転などを経て確認する必要がある。そのた
め、土地利用条件や試運転データとの整合を図り（平成27年度）、これら条件整備を終えた上で、再び本事業成果を精査する。（養殖事業開始時期は平成28年度以降）

【取組③④】 地区では、小水力・バイナリー発電事業の開始に合わせ、温泉街に再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを学べる「エネルギーミュージアム（仮称）」の開設を計画している。本事業で
得た来訪者の意見などを参考に、引き続き平成26年度は、「新しい東北」継続事業として、専門家を交え、「再生可能エネルギーニューツーリズム商品」として様々な仕掛けづくり
（土湯こけしとのふれ愛い、温泉や昆虫等とのふれ愛いも含め）を検討し、福島県の子供たちが郷土に誇りを持てるような商品モデル事業化を優先して進展させる。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

【取組①】 温泉熱利用と廃業旅館の空きスペース利用による植物工場の事業計画の策定
地区内中心部の廃業旅館の空きスペースを対象に、食育・環境教育にも活用できる
「体験型植物工場（FruVegeパーク）」の計画を策定した。
＜事業計画の概要＞【別紙４】

事業コンセプト： ①様々な品種が栽培できる（栽培種にこだわらない）新しい発見ができる施設、

②都市と山間部の交流、③農業と教育・観光等との連携、

④再生可能エネルギーの積極的利用、⑤体感施設（見学・収穫・食べることができる）

整備する施設 ： ①南国フルーツ（ミラクルフルーツ等）栽培用ガラス温室、②トマト・イチゴ等の栽培用ガラス温室、

③交流スペース（ベジタブルカフェ・人工光型装置によるリーフレタスの展示栽培）

整備・運営費 ： ①イニシャルコスト 8,300万円 ②ランニングコスト 800万円 （直用員2名）

今後の課題 ： ①行政・学校教育機関との連携、②補助金の活用による初期投資の低廉化、③都市再生整備事業との整合、④風雪害対策

【取組②】 温泉熱とバイナリー発電から発生する冷却水（温水）利用による陸上養殖の事業計画の策定
様々な養殖魚種の候補の中から、4,000㍑/min・21℃の温水を利用することを前提に、「養殖技術が確立」、「市場
単価が高い」、「好適水温が21℃以上」、「育成期間が短期間」、「設備コスト低廉化のために温水の直接使用（か
け流し）ができる」これらの５つの条件に基づく総合評価の最も高かった【スッポン】を対象とした計画を策定した。

＜事業計画の概要＞【別紙８】

事業コンセプト： ①東北に新たな食文化を発信（ここでなら手に入る）、②地産地消にこだわらない、③女性の美容・健康ニーズに応える商品開発、

整備する施設 ： ①鉄骨ガラス張りの建屋、②稚亀用水槽３面（63m2）、②成亀用水槽12面（252m2） ※3m×７ｍ×1ｍ／面、

整備・運営費 ： ①イニシャルコスト 2億2,000万円 ※バイナリ発電設備からの温水配管 6,900万円含 ②ランニングコスト 600万円 （直用員2名）

今後の課題 ： ①スッポン養殖に対する更なるコンセンサスの形成、②補助金の活用による初期投資の低廉化、③土地利用条件との整合、④風雪害対策、⑤許認可

【取組③】 取組①、②を活用した地域活性化のためのビジネスモデルの検討
取組④の一環で取り組み栽培したマルチリーフレタス、取組②で事業化対象魚種として選定したスッポン、既に温泉熱を利用して栽培実験
【別紙９】をしているミラクルフルーツを併用するスィーツを開発し【別紙10・11】、「健康応援祭」というイベントを開催【別紙12】することで、協議会が温泉
熱を使った新たな挑戦を行っていることを来訪者・地元の旅館・商店の皆さんと共通認識化するとともに、開発した料理も好評で、今後の検
討に参考となる利用方法の多くのアイデアを食味アンケートを通じて得ることができた【別紙13】。

【取組④】 地熱開発の理解促進とエコ観光（自然・環境・食体験）プログラムの開発
取組①に関連して実際の人工光源栽培デモ機を協議会事務所に設置し、職員が概ね2ヵ月間、マルチリーフレタスの播種から収穫までの栽
培体験を２周期行い【別紙16】、今後の事業化に向けたノウハウの習得ならびに、植物など生き物を扱うことのたいへんさなどを体得した。
源泉ツアーやレタスの収穫体験さらに取組③で開発した試作品の試食会などを盛り込んだ日帰ツアーを開催【別紙14・15】し参加者から今後に繋
がる貴重な意見を頂いた【別紙17】。一方、大雪中止となったが、宿泊プランは希望者がなく、宿泊誘客までのインパクトはまだ弱いと把握した。
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取組全体の目的・概要： 宮古市のスマートコミュニティ事業推進のため、市民への周知・理解を図り、参画を促すことで、事業の
地域への定着を図る。また、事業継続のための課題を検討する。

取組の先導性： 行政と民間が同じ思いのもと各々役割を果たしながら、一つの事業を作り上げ、かつ持続させていく官民連携
の新しいモデルを実現する。複数の広報手段を用いることにより、幅広い市民と双方向の情報交換を行う。

～NPO法人○○、一般社団法人○○、○○協会～（○○県○○市）
○○プロジェクト 報告概要

～宮古市スマートコミュニティ推進協議会～（岩手県宮古市）
23_自然とともに育むずっと住みたいまち 宮古市プロジェクト

取組① 普及促進のための活動 取組②小水力発電導入検討

（イ）市民参加型情報提供ツールの整備
さまざまなITスキルや情報アクセス環
境下で利用できる、双方向情報交換
ツールを整備することを目的に、地元
FM局からの情報発信や返信用はがき
付チラシの全戸配布を行った。情報の
受け皿としてのホームページを制作し、
開設した。
ハガキによる質問はシンポジウムの
展示会場で掲示したほか、ホームペー
ジでも意見の収集および開示を行って
いる。

（ア）導入のための諸課題整理
2013年11月1日に部会（仙台
市）・現地見学会（一関市）を行
い、小水力発電事業の進め方に
ついて検討した。検討結果をもと
に、12月13日、1月10日、2月1
日・2日に候補地の現地確認、2
月14日に河川法等規制整理（県
河川課訪問）を行った。

（ア）シンポジウムの開催
開催日：2014年2月2日（日）
場所：シートピアなあど （宮古市）
参加者：161名
ターゲット：市民一般。主に大人層。
専門知識を持たない人。
内容：漫才師による再エネに関する
特別講演、市のとりくみについての
講演、パネルディスカッション、展示。
詳細は別紙１参照。

（イ）小水力導入実証実験
開催日：2014年1月11日（土）
場所：宮古市田老地区
参加者：28名（内保護者6名）
ターゲット：小学生
内容：環境学習（座学）、小水力
発電機器の組み立て、発電実験。

写真：11月1日の部会（仙台市）の様子

http://www.miyakosumakomi.net

主な実施内容

写真（上2枚）：シンポジウムの様子
画像（下）：ハガキ付チラシ

写真
（下3枚）：
実証実験
の様子

持続可能なエネルギー社会
（自律・分散型エネルギー社会）
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○マスタープランに掲げる目指す姿を実現するための構築事業のさらなる具体化のための調査・検討
○より多くの市民への周知や参画の推進
○再生可能エネルギー導入のための事業化検討（小水力発電の事業化可能性調査等実施に向けた具体的取組み、そのほかの再生可能エネル
ギー導入のための調査及び調整）
○地元企業との連携強化

①普及促進活動⇒市民に再生可能エネルギーやスマートコミュニティに対する理解が得られつつあり、参画意識の高まりが見られた。
②小水力発電導入⇒より実現可能性の高い箇所を候補地として複数抽出し、導入にあたっての課題の整理を行った。
③社会基盤維持管理⇒新たな維持管理の在り方について、認識共有が図られ、現状の課題整理ができた。
④地域事業創出⇒水産業関連ビジネス等新ビジネスの具体的検討テーマがあげられたほか、地元企業との連携を構築する端緒となった。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

取組③社会基盤維持管理検討 取組④地域事業の創出

（イ）技術勉強会
中田教授を招聘し、協議会メンバー等とディスカッションを行った。
第１回 （2013年11月12日、宮古市役所内会議室）

テーマ：「人口減少化時代におけるインフラの整備と課題（維持管
理在り方）」
第２回（2013年12月19日、宮古市役所内会議室）
テーマ：「『新しい東北』の創造に向けて」
第３回（2014年2月3日、宮古市役所内会議室）

テーマ：「まちづくりに技術が果たす役割 ～ハード面からのデザ
イン・ソフト面からのデザイン～」

（ア）地産エネルギーに関する地元ニーズの調査

２月に地元商工会議所及び漁業協同組合に対して、スマートコミュ
ニティ事業に係る情報交換を行い地元連携に関して意識の共有が
図られた。また、今後、具体的な連携に向け、引き続き協議を行う
こととなった。

（ア）事例・市場調査

研究部会において、スマートコミュニティの
先行事例の紹介や周辺技術・市場の情報
交換を通じ、コンパクトシティ構築の考え方、
地域のインフラマネジメント技術者の養成
手法の検討を行った。
結果は報告書参照。 （イ）ビジネスモデル検討

2013年12月9日に部会（盛岡市）を
行い、宮古市の産業の振興や雇用
創出につなげ、地域の活性化に資
することを目的として、あらかじめ参
加企業に対してアンケートをとり、対
象とするテーマを検討した。
この結果、エネルギーと水産業を組
合せた新規ビジネスモデルの提案
がなされるなど、具体化に向けて継
続して模索することとなった。

第１回技術勉強会の様子

専門部会における
ビジネスモデル検討の様子

（2013年12月9日）
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取組① 「再エネの里」によるソーラーシェアリング実証実験

と市民への普及啓もう
取組② 農地と太陽光発電共存

事業化の支援
取組③ 太田地区のエネルギー

自律モデル地区検討

（福島県南相馬市） ～一般社団法人えこえね南相馬研究機構～

24_「福島県南相馬市の地域再生と自律・分散型エネルギーコミュニティづくり

◎ソーラーシェアの発電量分析 ◎普及促進の加速（見学会）

◎作物の生育調査・分析

◎ビニールハウス上面への
設置促進

◎普及促進（メディア等でのＰＲ）

・パネルヘの太陽光の当たり方
と発電量の相関を分析

・照度、温度、湿度と作物生育
との関係を計測

・見学会及び見学者受入れ
（計１９回、参加者≒２００名）

・雑誌ソトコト１２月号掲載
・朝日新聞１２月２３日掲載

・従来スキ―ムでは許可が下り難く
新たな対応策を行政とともに模索

◎省エネ・再エネ勉強会の開催

◎再エネによる地域再生と
自律モデル化検討

・課題整理と現状分析を推進
・エネルギー収支の分析
・地区の現状把握及び
シミュレーションの実施

・再エネ〔小型風力、小水力〕
勉強会開催 （１１月）

・課題の明確化と論点の整理

◎農地法面、周縁部の設置促進

◎生育環境分析手法の検討 ◎対外的なＰＲ活動

・農業センサーシステムの導入
・慶應大学との共同研究検討

・リバイブジャパンカップ受賞
・南相馬復興大学成果発表会

・ソーラーシェアリングの企画や
事業の進め方のガイド制作

◎地区復興会議との協働開始

・地区アンケート実施
・今後に向けた進め方協議

◎事業化支援マニュアル策定

主な実施内容

取組全体の概要： 原子力災害による風評被害に打ち勝ち、復興の原動力をつくるために、農業と太陽光発電の共生事業を
中心としながら、半農半電の新たな地域活性化のモデルをつくる。またこの地域が新たな魅力を持つことで、子どもたち
が夢の持てる街づくりに繋げて行くとともに、継続的に地域を支える担い手となる人材育成を進めていく。

取組の先導性： 「農業と再エネの共生」による地域再生は被災地復興のみならず、中山間地の農業後継者の確保にもつながる。

持続可能なエネルギー社会
（自律・分散型エネルギー社会）
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今後に向けた課題・活動の方向性

●農山漁村再エネ法や復興整備計画も
活かした「農地と再エネ共生モデル」
事業の促進

●地区全体の復興ビジョンづくりと
具現化するための方法論

●行政や第三者を含めた協働の進め方

●放射能の影響を受けにくい農業の確立
●汚染／除染／地域特性に応じた農地再生
●ソーラーシェアリング実証実験の進化・深化

① 半農半電を可能とする農業の確立と再エネの事業性の実証
・環境条件を乗り越えることができる販売作物づくりと、消費者とのネットワークづくり

～花卉、食用油、エネルギー作物、育苗 ～水耕栽培、ポット栽培、ハウスなど
・ソーラーシェアリングの手法を進化させつつ、標準モデル化を推進する

② 農業を継続したい人たちを支える「農地と再エネ共生モデル」の導入を実現するスキムづくり
・農山漁村再エネ法復興整備計画も活かした行政との協働による事業化の推進

③ 地域の未来に希望を持てるビジョンの共有と具現化に向けたロードマップづくり
・地域の強みを活かしながら、皆が目指す未来像を創発的に生み出し実現する仕組み

■次年度の活動方向性

■活動体制

・太田地区復興会議、まちづくり委員会等と連携しながら、慶應大学ＳＦＣや農業関係の専門家と協働していく。
・南相馬市役所、福島県、国など行政の支援も受けて進めていく。

得られた成果

＜今後に向けた課題＞

◎発電量の確保にはパワコン＆

系統連系のシステム構成との
マッチングが重要である

◎ 作物の生育状況の対比は
寒冷な南相馬では、秋冬期
のデータ取りが難しい

◎ 生育環境分析に関して大学
との共同研究の目途がついた

※ 放射能影響が想定よりも長引
いており、新たな農業の確立
が必要である

取組① 「再エネの里」によるソーラーシェアリング実証実験

と市民への普及啓もう
取組② 農地と太陽光発電共存

事業化の支援
取組③ 太田地区のエネルギー

自律モデル地区検討

◎対外的なＰＲに力を入れた

ことで、南相馬のソーラー
シェアリングは浸透した

◎ 支柱付営農継続型太陽光
発電設備が許可されたこと
と併せて、ソーラーシェア
リングの認知度も高まった

※ ただし、南相馬市の地元
住民への浸透は十分に
できていない

◎農地ソーラーに関する行政の

スタンスを把握でき、半農半電
へのアプローチ方法が見えた

◎ 行政との協働体制もできつつ
あり今後が期待できる

◎ 事業化支援マニュアルを制作
し、今後の導入の助けになる

◎ 農地の法面、畝畦に関しては
依然として難しいことが分かり
新たな枠組みが必要なことが
明確になった

◎エネルギー自律の現状分析
とシミュレーションができた

◎ 地域再生に向けた取組みと

連動するキッカケをつくること
ができた

◎ 慶應大学や行政との協働
による推進も合意できた

※ ただし、地域の想いを集約し
復興ビジョンとして共有して
いく活動には至っていない
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風速風向風量等の気象データをサンプリング。風力エネルギーによる電力を活用したまちづくりをワークショップ（取組②）を開催。ワーク
ショップで話題となった電動軽トラックの試乗会を東日本三菱自動車販売（株）の協力により開催。風レンズ風車開発者である九州大学
等を訪問し、風力発電の可能性について学習。

取組全体の目的・概要：東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けた広田半島（田谷地区）において、風力等の再生可能エネルギーを
活用し、住民が話し合い、主体となって住宅再建・地域コミュニテイ再構築・生業の復興・新規事業の創造を行うこと
で、新しい田舎をつくる。

取組の先導性：集団移転先の仮設住宅に小型風力発電を導入。住民ワークショップ等でその活用方法を議論し、アイデイア等を創出。アイ
デアの実現に向け、住民が主体となり取組を推進。

取組①小型風力発電準備事業

平成26年2月28日、田谷地区にある仮設住宅に風車（５KW）
を設置。
・風速等データ蓄積（2月28日～）
・電動軽トラック（漁業従事者が多い地域なので、軽トラック
を利用している人が多いため）試乗会（2月11日）

九州大学伊都キャンパス等視察（10月3日）
風レンズ風車を開発した九州大学（大屋教授）訪問。
１００KWタイプを設置している九州大学伊都キャンパス視

察。
販売業者である、（株）ウインドレンズ社訪問。

得られた成果

主な実施内容

風レンズ風車設置（2・28） データ蓄積 陸前高田市長への報告

九州大学伊都キャンパス視察（10・3） 電動軽トラ試乗会

気象データの蓄積を継続する。また、別の場所に風車の２号機を設置し、気象データの精度を上げる。
風力発電以外の再生エネルギーについても、住民ワークショップ（取組②）と連動させ、可能性を模索していく。電力をどう活用するか、が課題。

今後に向けた課題・活動の見通し

～田谷地区集団移転協議会～（岩手県陸前高田市）
25_新しい田舎づくり事業 持続可能なエネルギー社会

（自律・分散型エネルギー社会）
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取組②住民ワークショップ

第1回住民ワークショップ
・平成25年11月23日、喜多公民館、参加40名
田谷地区の被災低地の活用についてアイデアを出し合った。
地域の活性化にむけて希望を述べあった。

第2回住民ワークショップ
・平成25年12月21日、喜多公民館、参加25名
前回のワークショップの内容を受けて、基盤整備、事業主体等
具体的な話し合いを行った。

第1回中高生ワールドカフェ
・平成26年2月8日、竹駒地区コミセン、参加40名
まちづくりに関して意見を述べる機会の少ない地域の中高生、
各種支援で地域に溶け込んでいる大学生の意見・考えを聞い
た。
地域の住民、ボランティアに来ている一般社会人も多く参加した。

主な実施内容

第1回住民ワークショップ（11・23） 第2回住民ワークショップ（12・21）

第1回中高生ワールドカフェ（2・8） 検討会（協議会）、10回

ワークショップ・検討会（協議会）を重ね、地域住民の「将来のまちづくり」＝「新しい田舎づくり」の骨格を一定程度構築。これにより、「短期事業」、「中
期事業」、「長期事業」に大きく３分類することが可能となった。
また、住民が臆することなく意見を述べるようになったのも一つの成果。あまり意見を述べる機会のない中高生が、いろいろな考えを持っており、語る
場を欲していることが「中高生ワールドカフェ」を開いたことにより明確化した。

得られた成果

○ 「新しい田舎づくり」の骨格の中で、「短期事業」とは地域住民がここ３年の間に問題となる案件で、具体的には「住宅再建問題」、「低地基盤整備
問題」。専門家への事業委託により、行政・住民・施工業者等の調整を行う予定。
○ 同じく「中期事業」とは１０年の間に問題となる案件で、具体的には、「生業の再生・創造」、「地域活性化の促進」。国の事業等をうまく活用し、調査
を行う予定。
○同じく「長期事業」とは５０年の間に問題となる案件で、具体的には、「雇用の増大」、「地域活性化の周辺地域への拡大」。大規模なプロジェクトに
なる可能性があり、先進地域・研究大学等の視察を重ね、それを住民ワークショップに図り検討していく予定。
関係省庁、県、市、漁協、地域コミセン、地域住民、他地域の関係各位との連携も必須だと考えており、連絡を密に推進する予定。

今後に向けた課題・活動の見通し
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法的規制に対応するために、募集を大々的に行うことができない仕組みで実証を行ったため、出資者数に関して目標達成が難しい状況である。
課題として「法的規制対応」、「募集方法の工夫」、およびそれらに応じた「募集スキーム構築」について今後も市民出資を進めていく。

現段階（3/13）で、市民出資への参加希望者を１５口確保できており、市民出資による事業構築へ向けて一定の成果が得られた。
出資の募集スキーム構築、募集方法の実践、契約書ひな形の作成、配当の工夫（地域産品での利益配当）などについて実証できた。

取組全体の目的・概要：市民が主体となり再生可能エネルギー活用を事業化するビジネスモデル（共同出資のしくみ）を構築する。
また、再生可能エネルギーの重要性を講座などを通して、楽しさとともに伝える手法を確立する。

取組の先導性：全国初の市民施工型太陽光発電に、さらに市民出資型を加え、一貫した市民によるコミュニティ電力を構築する。

【取組①コミュニティ電力事業化調査（市民出資しくみづくり、募集の実践）】

第１回検討会 （10/23 福島市チェンバ大町会議室）
講師：NPO法人太陽光発電所ネットワーク 代表理事 都筑建氏

市民出資の方法、および疑似私募債等についてメリット、デメリットや実際の募集方法、
飼料や募集要項等の作成について説明
また、それらを受けたいわきおてんとSUNでの市民出資方法の検討

第２回検討会 （11/1 古滝屋会議室）
講師：サステナジー株式会社 代表取締役 山口勝洋氏

市民ファンドの組成方法や実際の募集事例「紫波ゆめあかりファンド」を題材にしたファ
ンドの説明
また、それらを受けたいわきおてんとSUNでの市民出資方法の検討

第３回検討会 （11/11 古滝屋会議室）
講師：社団法人ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表 大和田順子氏
市民出資についての具体的な募集（声掛け）方法、事業設定（1口いくらでいつどうやっ
て返すか）などについて検討

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施取組の内容

～いわきおてんとSUN企業組合～（福島県いわき市）

26_市民による地域に根差した再生可能エネルギー（いわきコミュニティ電力）
実証事業

持続可能なエネルギー社会
（自律・分散型エネルギー社会）
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課題としては、ノウハウの不足がある。（ソーラーシェア自体が始まったばかりであり、先進事例も含めノウハウのストックがあまりない状況。）
年度末までにソーラーシェア設備は完成するため、春からの作物の栽培実証につなげるとともに、先導的モデルとして公表し、次段階事業へ進める。

ソーラーシェアの先進事例などをもとに、ボランティア等による市民施工型のソーラーシェアの実証を進め、年度内に概ね設備は工事を終了。
計画の着手が遅れたため、今年度の栽培実証はオーガニックコットン、カミツレを別途同敷地内で栽培し、土壌への適応について実証した。
カミツレは特に成長が見られ、来年度に引き続き農作物としての栽培実証を行う。

【取組②ソーラーシェア※実証調査】
10月～11月
◇ソーラーシェア用地の選定、地権者との調整
◇ソーラーシェア架台、設置方法の検討

11月～12月
◇ソーラーシェア用地の整地
◇ボランティアの受入準備（仮設トイレの設置ほか）
◇ボランティアの募集、調整

12月～3月（同時進行）
◇ボランティアの受入による発電設備設置実証
（ボランティア施工における安全対策の見直しなど）

1月～3月（同時進行）
◇ソーラーシェア先進事例の情報収集
◇栽培農作物の検討
・作物別光飽和点の確認
・オーガニックコットン、カミツレの試験栽培
（土壌に合うかどうかの確認）

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施取組の内容

※農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うこと

光飽和点(kℓx) 光補償点(kℓx)

イネ 40～50 0.5～1

トマト 70 -

ナス 40 2

キュウリ 55 -

エンドウ 40 2

レタス 25 1.5～2

ミツバ 20 1

ブドウ(巨峰) 40 0.4

ブドウ(デラウェア ) 48 0.3

モモ (白鳳) 40 0.2

ナシ (幸水) 40 0.3

オウトウ 40～60 0.4

イチジク (桝井ドーフィン ) 40 1
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震災後3年を経過し、被災地への思いの風化などが進み、あわせてエネルギーについて考える機会が減ってきている。今後、震災の経験を活かして
いくためにも、五感で体験する普及啓発モデルとして引き続き様々な形態の講座を実施し、市民等参加者が自ら考える機会を創出する。

講座を通して、参加者にエネルギーについて見直す機会を提供し、再生可能エネルギーに自ら関わることができるという評価を得た。
本事業を通じて、来年度のコミュニティ電力の新たな用地の確保（協力地権者など）が得られたため、さらに取組を拡げることが可能となった。

【取組③自然エネルギー普及啓発講座・教室】

第１回講座 （10/25 小名浜第一中学校ほか）
対象：中学生
◇見学：いわき市小川コミュニティ電力
◇見学：いわき市小川 水力電力施設
◇講義：太陽光発電システム概論
◇実技：太陽光パネル自作ワークショップ

第２回講座 （1/24・25 ソーラーシェア用地ほか）
対象：企業ボランティア
◇実技：オーガニックコットン栽培体験（収穫、圃場整備）
◇ワーク：いわきの未来を考えるワーキングセッション
◇実技：ソーラーシェア機器設置体験（パネル設置等）

第３回講座 （2/21・3/26実施 ソーラーシェア用地ほか）
対象：女性団体「会津若松市母親連絡会」
2/21◇見学：いわき市小川コミュニティ電力

◇見学：被災地、手作り太陽電池防犯灯
3/26◇講義：太陽光発電システム概論

◇実技：太陽光パネル自作ワークショップ

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

主な実施取組の内容
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