
 住民主体による 

 南相馬市再生可能エネルギー導入検討 

１．情報共有 
 ① 南相馬市の被災状況と住民の想い 
 ② 南相馬市の再生可能エネルギー計画に関して 
 
２．住民主体によるエネルギー導入に関して 
 ①  自然エネルギー導入で関心があること 
 ②  自然エネルギー導入の課題 
 
３．意見交換 

相双地区 検討会 

２０１２年 ６月１日 
＠（社）南相馬除染研究所 



  ・人口   71,429人  （2011年2月末） 

 ・世帯数 23,898 世帯 
 ・面積    398.5 ｋ㎡ ＝39,850ｈａ 
 ・田    6,950ｈａ 畑 1,530ｈａ 
        田畑計 8,480ｈａ 
 ・山林  21,947ｈａ  

【震災後】 

・人口 約45,000人 （2012年3月末）  
・稲作付け禁止 
・企業操業停止、企業流出多数  
・産業別総生産額は大幅に減少 

・産業別総生産額 
 第一次   57億68百万円（2.2％） 
 第二次  475億60百万円（18.0％） 
 第三次 2151億36百万円（81.4％） 
   （2008年国民総経済計算年報より） 
 

・ 農業粗生産額 100億20百万円 

【震災前】 
人的被害 
 ・死者     636人 
 ・行方不明 10人 
 
住家被害 
 被害世帯数 

 1,635世帯 （6.8 %） 
 
津波被害面積 

 4,080ｈａ  （10.2%） 
 
農地流出湛水面積 

 2,722ｈａ （32.4%） 

１-① 南相馬市の被災状況 



線量分布図 土地利用図 

海側は低く、０．２～０．３μＳＶ 
山側は高く、１．５～３．０μＳＶ その他 
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【参考】南相馬市の土地利用と放射能レベル 



住民の想い 

◎ 再生可能エネルギーを地域産業にしたい 
 ・ 新たな産業として根付かせたい 
 ・ 地元の雇用の確保に役立てたい 
 ・ 機械工業のベースを活かせたら良い 
 
◎ 地域産業にしたい想いはあるが 力不足を感じている 
 ・ 被災していて投資体力がない 
 ・ 再生可能エネルギーの知識、ノウハウがまだ足りない 
 ・ ゆえに、まずは取り組みやすいソーラーから  
 
◎ バイオマスに期待している 
 ・ 除染＋農業再生＋エネルギー の一石三鳥 
 ・ 風評被害で売れない農作物を活かしたい 
 ・ 設備制作や、維持管理で雇用が期待できる 
 ・ 8割失敗していると聞いてるが、残り２割の知恵を生かしたい 



1-② 南相馬市の再生可能エネルギー導入計画 

安藤建設に委託した「スマートコミュニティ構想」 

の再生可能エネルギー導入マスタープランを右に
示す。 
 
次のようなプランが示されている。 
 ・ 海岸線エリアにおける風力発電事業 
 ・ 大規模太陽光発電事業 
 ・ 木質バイオマス発電所事業 
 ・ ミニ水力発電事業 
 ・ 山間部エリアにおける風力発電事業 
 ・ コミュニティ住宅計画をスマート化  
  など 

■主要施策 ３ 経済復興 
 ３-２ 新たな産業の創出 
  ＜目標＞ 
    地域特性と地域資源を生かした新たな産業を 
    興すことにより、地域の活力を取り戻します。 
  ＜主な施策＞ 

   〇 新産業創出（再生可能エネルギー基地の 
     設立と関連産業の誘致、放射線研究産業 
     の誘致、特区制度による新規参入の支援） 

   〇 安定経営を目指した複合経営の促進 

     （ＥＤＥＮ計画（注）） 

    注） ＥＤＥＮ計画とは・・・ 
      植物工場や花卉工場などを活用した農作物の生産、大規模 
      化や複合化による農業経営の強化、加工・販売、エネルギー 

      供給などを一体的に行う複合経営の取組みを言う  

南相馬市復興計画 



海側の冠水地域及び常磐道に近い
山間地を中心に、再生可能エネル
ギーゾーンを設定している 
 
 

【参考】 南相馬市 土地利用計画（案）  （１／２）  市北部・中部 

鹿島区 

原町区 



南相馬市南部に位置する小高区は２０ｋｍ圏内が多く 
長らく警戒区域だったため復興が遅れており、農地を 
手放して集団移転を検討する住民も出ている。 
 （旧警戒区域内の農地面積  ８５４ｈａ） 

小高区 

【参考】 南相馬市 土地利用計画（案）  （２／２） 市南部 



【参考】 風力発電計画 

・2.3 ＭＷ  ｘ  ４０基 
・総出力     ９２ ＭＷ 
・発電量   １０７ ＧＷｈ 
・売電収入  ２５億円 
          （ ２３円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費    ３０６億円 

・風力ポテシャル計測用タワーを 
 津波被災跡地に建てて測定中 
・５０基ほどの計画が進んでいるらしい 
・設備利用率はあまり高くない 

・2.3 ＭＷ  ｘ  ３０基 
・総出力    ６９ ＭＷ 
・発電量   １３０ ＧＷｈ 
・売電収入   ３０億円 
          （ ２３円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費    ３５６億円 

・ 山林開発、および除染を含む 
 放射能対策をどうするかが課題 

〇海岸線エリア 

〇山間部エリア 



【参考】 太陽光発電計画 

〇メガソーラー 

海側の試算 
・出力 ５ ＭＷ ｘ ５０単位 
        ＝２５０ ＭＷ 
・発電量     ２４５ ＧＷｈ 
・売電収入  １０３ 億円 
              （ ４２円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費      ９００ 億円 

１単位 ５ＭＷ 
・年間   ４．９ＧＷｎ  
・事業費 18億円 
・面積    10ｈａ  

・ 海側候補地面積 
  ５００ｈａ以上 ⇒ ２５０ＭＷと仮定 
  注：ソーラーパネル１ＭＷに必要な面積は  
    一般的には（ １．２）～２．０  ｈａ 

現状 

① 東芝、双日、大成建設 ３社連合 
 ・出力 ２０ＭＷ 
 ・鹿島区南右田で計画中 
 

② ソフトバンク  
 ・ 出力 ２０ＭＷ クラスを複数個所で計画中 
 ・ 農地転用不要の特区を要請中 
 ・ 放射線の高い山側の農地も検討対象 

山側の試算 
・出力 ５ ＭＷ ｘ ５０単位 
       ＝２５０ ＭＷ 
・発電量    ２４５ ＧＷｈ 
・売電収入 １０３ 億円 
              （４２円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費    ９００＋α 億円 

注：太陽熱発電のほうが 
   熱効率は高いが 
   具体的動きがあるか 
   どうか今のところ不明 

・ 山側候補地 
 仮に 200ｍｘ 500ｍ＝10 ｈａ  を 
  ５０ヶ所、開発したとすれば・・・ 

設置容量は当方の仮定です 



高の倉ダム  (福島県 新田川水系水無川) 
・福島県の灌漑用水取得用ダム  （1975年竣工） 
・重力式コンクリートダム  
・堤高54.2m  堤頂長124m 
・有効貯水容量  5,700,000㎥   

【参考】 小水力発電 

横川ダム  (福島県 太田川水系太田川) 
・福島県の灌漑・工業用水取得用ダム （1984年竣工） 
・重力式コンクリートダム 
・堤高78.5m 堤頂長200m 
・有効貯水容量 12,750,000㎥ 

高の倉ダム 
・水車出力 229 ｋｗ 
・発電量    0.67  ＧＷｈ 
・売電収入 2,000万円 
              （ ３０円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費    3.29  億円 

横川ダム 
・水車出力 102 ｋｗ 
・発電量    0.71  ＧＷｈ 
・売電収入 2,100 万円 
              （ ３０円／ｋｗｈと仮定） 

・事業費    2.15  億円 

【考察】 
・落差と容量から考えれば 
 出力、発電量ともに、この数倍が 
 見込めるのではないか？ 
・また事業費 ｖｓ 出力が見合わない 
・ 県、農業用水との調整要 



【参考】 木質バイオマス発電所 

木質バイオマス 
・規模  3,990ｋｗ 
・処理能力 164ｔ/日  
・詳細不明   
・事業費    88.1  億円 

注：・もともと南相馬市にはバイオマス利活用のプロジェクトがあり、 
    震災前には、原町火力発電所の燃料に １％の 木質チップを 
    混ぜて燃焼する計画だった。 （下図参照） 
   ・燃焼によりセシウムを分離し減容・濃縮する考え方があるが、 
     思っていたよりも簡単でないことが分かりつつある。 

※他にスマートコミュニティ計画 



南相馬市 自然エネルギー発電　試算 2012．5.11　

発電形式
発電容量
（ＭＷ）

年間発電量
（ＧＷｈ）

売電収入
（億円）

総事業費
（億円）

備考

海岸エリア 250 245 102.9 915 ５ＭＷ ｘ ５０ヶ所で試算

山側エリア 250 245 102.9 1000 ５ＭＷ ｘ ５０ヶ所で試算

海岸エリア 92 107.7 24.8 306 ２．３ＭＷ ｘ ４０基　平均風速 ５．１ｍ／ｓ

山間部 69 130.3 30.0 356 ２．３ＭＷ ｘ ３０基　平均風速 ５．９ｍ／ｓＭＷ

高の倉ダム 0.23 0.67 0.2 3.2 ４～９月の５ヶ月間発電

横川ダム 0.10 0.71 0.2 2.2 ４～９月の５ヶ月間発電

木質バイオマス発電 4.0 88.1 処理能力 １６４ｔ／日  年間8,000時間稼働

合計 665.3 729.4 261.0 2670.5

風力発電

大規模太陽光発電

小水力発電

【参考】 南相馬市の自然エネルギー事業 試算 

● 上記試算では、発電容量    665ＭＷ  年間発電量 729 ＧＷｈ、  
                                 売電収入 261億円  総事業費 2670億円 となる 

発電容量、必要発電量を どこに定めるか？ 
資金をどうやって調達するか？ 

煮詰め要す 

年間発電量７２９ＧＷｈは 
・一般家庭  ２０万軒相当 
・原発  1/5 ～1/7 基相当 

注：本試算は発電量の見積もりが低めに感じる 

太陽光発電容量は仮定です 
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２-① 自然エネルギー導入で関心があること 
 
 ■ 太陽光発電 
    ・メガソーラー、 分散ソーラー、 屋根貸しソーラー 
     
 ■ 風力発電 
 
 ■ バイオマス利活用 
    ・ エチルアルコール、 ＢＤＦ、 
    ・ バイオチップ、 メタン発酵、 総合熱利用  
 
 ■ 小水力発電 
 
 ■ 市民ファンド 
 
 ■ 福島から関東への電力供給 



【案】南相馬市民再生可能エネルギープロジェクト 
 
【目的】 
 ◎ 津波・原発事故により大きな打撃を受けた南相馬市の復興のために、 
   再生可能エネルギーの地域産業化を推進する。 
 ◎ 被災地の復興に役立ちたいと考えている都市住民と南相馬とを繋げて、 
   継続的な支援の仕組みをつくっていく。 
  

【目標（仮）】 
 １．太陽光発電事業 
  ・  ５０ＫＷ 実証実験       2012年6月～（15年間） 
  ・  １ＭＷ事業計画         2012年6月末 
  ・  １ＭＷ 系統連系協議開始   2012年8月 
  ・  土地取得              2012年10月 
  ・  工事開始              2012年11月 
  ・  １ＭＷ売電開始          2012年12月 
   
 ２．他のエネルギー事業 
  ・ 太陽光パネル普及事業    2012年末 ５０軒 
  ・ バイオマス利活用事業      2012年末 実験開始  



◎ まず、実績をつくっていくことが大事。 
 ・ゆえに まず ５０ＫＷの発電所をつくる 
  ５０ ＫＷ  ⇒ ５０ｘ１０００／２５５ ＝１９６ 枚  
 
◎ ５０ＫＷのデモによる実証 
 ・ 実証試験  （発電量、劣化量、 塩害）   

相馬太陽光発電事業組合の進め方 

◎ ４ＫＷ １８０万円   補助金 ５０万  実質 １３０万円 
  １２，０００ 円の電気代 ⇒５，０００円に   
  売電 ４２円で  １６，０００円 
  合計 ２３，０００円（節電効果を含む） 
  個人の場合は１０年間固定 ４２円 
  ７年で元が取れる勘定 
 
◎ 南相馬の発電時間  実質 ３時間以下  
   
◎ 意識と経済的効果と投資効果が高まることが必要 
 ・意識： 脱原発  化石燃料はいずれなくなる 
       原発に比べればはるかに安全 
 ・投資効果： 他のビジネスに対しての優位性 

おひさまエネルギーの取組み 



２－② 自然エネルギー導入の課題 

  ■ ソーラー： 利用率 塩害 経時劣化  

           製品不良 パワーコン能力 

  ■ 風力：    利用率 低周波振動  落雷・強風 

  ■ バイオマス： 採算性  技術熟成度 信頼性 

  ■ 小水力：  水利権  効率  稼働率 

  ■ 土地使用権  農地転用  

  ■ 送電 系統連系 

  ■ 投資コスト： 回収 リスク 

  ■ 政策変化、他との競争 

    その他 


