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令和3年3月 国際航業株式会社

 棚塩RE100産業団地の立地事業者に対して、消費す
るエネルギーを100％再生可能エネルギーで賄える
ようなエネルギー供給の仕組みづくりを含めた「棚
塩RE100産業団地構想」の検討が目的である。

 基本構想として、「棚塩RE100産業団地」を中核と
し、浪江町における再エネの地産地消を進めていく
ほか、世界最大級の再エネ由来の水素製造施設であ
る福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）の
水素を活用することにより、RE100関連企業の誘致
につながる仕組みの実現を目指す。

浪江町における再エネ推進の将来像と基本方針（浪江町再エネ推進計画より抜粋）

【調査①】本町周辺の再エネ発電所の立地状況本業務の目的

浪江町棚塩RE100産業団地基本計画策定業務委託（企画調査）

 浪江町の地域資源である再エネなどの利用促進を契機として、「まちの経済発展」や「魅力あるまちづくり」
への展開を図り、浪江の復興のさらなる加速化させる。

基本方針Ⅰ：再生可能エネルギーをつくる

基本方針Ⅱ：再生可能エネルギーをつかう

基本方針Ⅲ：まちづくりへつなげる

基本方針Ⅳ：将来へつなげる

• 上位・関連計画に沿って再生可能エネルギーの導入割合を増やします。
• 町民が事業主体となる小規模な再生可能エネルギー設備の導入も促進
します。

• 再生可能エネルギー事業者のインセンティブを低下させず、FITによ
る売電の経済価値を地域に還元し、再生可能エネルギーの経済価値
が循環する仕組みの構築を目指します。

• 再生可能エネルギーの需給差による余剰電力については、当面の間、
地域外へ販売するなどにより、経済価値の地域内循環をさらに活性
化させます。

• 蓄電池やエネルギーマネジメント等に関する技術動向を見据えなが
ら、将来的には地域内消費量の割合をさらに高めていきます。

基本方針
導入目標

・2020年⇒自給率40%（18.9GWh）
・2027年⇒自給率54%（76.4GWh）

• 周辺環境と調和した再生可能エネルギー事業が地域内事業者
と地域外事業者との連携により実施されています。

• 地域の低・未利用地が再生可能エネルギー用地として有効活
用されています。

• 再生可能エネルギーの経済価値が地域内で循環し、魅力的か
つ持続可能なまちづくりにつながるサービスや事業が展開さ
れ、新規定住者の獲得につながっています。

• 放射線量の低下により、バイオマス資源が利用可能となり、
小規模バイオマス発電設備による熱利用が始められつつあり
ます。

• 長期的には再生可能エネルギーの地域内消費量の割合が高ま
り、より再生可能エネルギーの経済価値の循環が強まります。

• 水素社会実現へ向けて、再生可能エネルギー由来の水素エネ
ルギーが活用されています。

将来像

①再生可能エネルギー導入推進
②再生可能エネルギーの経済価値が地域に還元され循環する仕組みづくり
③再生可能エネルギーの経済価値の地域内循環による魅力あるまちづくりの推進

視点

 棚塩RE100産業団地の整備計画予定地（13ha）は、
浪江町の北東部の棚塩地区に位置している。

 整備計画予定地の北部には、国の技術実証事業で整
備された、福島水素エネルギー研究フィールド
（FH2R）が立地している。

 FH2R由来の水素を「棚塩RE100産業団地」へ供給
するための整備計画として、2024年には棚塩
RE100産業団地の供用が部分的にも開始できるよう
に整備を進める予定である。

産業団地造成計画予定地

 「帰還困難区域」のほか、避難指示が解除された区域について
は、すぐの利用が困難な土地が多く、このような土地を太陽光
発電等への転用に利用する取組が始動している。

 本町の復興整備事業として、「帰還困難区域」やすぐに営農を
再開することが困難な土地を利用して、60MW規模のメガソー
ラー発電所が２カ所（谷津田地区、酒井地区）建設され稼働中。

 これらの大規模太陽光発電所（以下、「メガソーラー」とす
る）で発電した電力については、福島県沿岸部及び阿武隈山地
における共用送電線網の建設・運営を担う福島送電株式会社が
整備・運営する共用送電線を通じて全量売電を実施している。

 その他の浪江町周辺の再エネ発電所の状況として、遊休地を活
用したメガソーラーが町内に点在。30カ所・383.9MWが稼働
もしくはFIT認定を受けている。

 福島県水素エネルギー研究フィールドの太陽光発電（20MW）
については、水素製造を目的としているが、それ以外のメガ
ソーラーで発電される電力はFIT売電されている状況である。

復興整備事業とメガソーラー発電所の集積

FH2R

福島ロボットテストフィールド
浪江滑走路

棚塩RE100産業団地
（約13ha）

棚塩RE100
産業団地

系統電力利用

水素製造

水素貯蔵
RE100関連企業誘致

風力 太陽光 バイオマス
太陽光

RE100産業団地イメージ図

再エネ供給

浪江谷津田復興ソーラー発電所

浪江酒井第一・第二太陽光発電所



2

【調査②】RE100達成のための手法 【調査④】全国の地域新電力の概況と先行事例の整理

RE100達成手段 ア）浪江町 イ）浪江町外 ウ）東北電力
管轄外 備考

再エネの活用

自家消費 〇 - -

電力市場取引
〇 〇 〇 ※FIT電源は、トラッキングあり

は〇、トラッキングなしは×× × ×

環境価値
取引

ⅰ）非化石証書の売買
〇 〇 〇 ※非化石証書は、再エネ指定あ

りは〇、再エネ指定なしは×× × ×

ⅱ）グリーン電力証書の売買 〇 〇 〇

ⅲ）J-クレジット（再エネ由
来）の売買 〇 〇 〇

イ)浪江町外で再エネの
地産外消・外産地消

ウ)東北電力管轄外を
対象とした広域供給

ア)浪江町内で再エネ
の地産地消

東北電力以外の管轄浪江町

東北電力の管轄

 RE100を達成するために必要な電気の利用、
調達、契約に関する内容や国内における環
境価値取引の手法を整理した。

 浪江町産再エネ電気の供給エリアを、ア）
浪江町内、イ）浪江町外（東北電力の管轄
内）、ウ）東北電力管轄外の３つに分類し、
浪江産再エネ電気と、環境価値としてⅰ）
非化石証書、ⅱ）グリーン電力証書、ⅲ）J-
クレジット（再エネ由来）を活用して
RE100を達成するための要件を一覧化した。

【調査③】RE100産業団地の先行事例（北海道石狩新港）

会社名 ローカルエナジー(株) CHIBAむつざわエナジー 葛尾創成電力株式会社
設立 2015年12月 2016年6月 2018 年10 月

出資者

株式会社中海テレビ放送、山陰酸素工業
株式会社、三光株式会社、米子瓦斯株式
会社、皆生温泉観光株式会社、米子市、
境港市

・パシフィックパワー株式会社
・睦沢町商工会、株式会社合同資源
・関東天然瓦斯開発株式会社
・株式会社千葉銀行、房総信用組合

福島県、東北自然ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)、東邦銀行、
福島銀行、大東銀行、郡山信用金庫、須
賀川信用金庫、須賀川商工会議所、白河
エナジー(株)、会津電力(株)、福島復興
ソーラー(株)、近隣市町村

出資割合 鳥取県 米子市、境港市 10％ 千葉県 睦沢町 56% 福島県双葉郡 葛尾村 52.4％
資本金 9,000万円 900万円 4,200 万円
電力供給
規模 ・売電：23,329MWh ・売電：2,214 MWh ・2021年4月売電開始予定

主な
供給先

・公共施設（約400施設）
・中海テレビ放送向けに電力の卸事業実
施（中海テレビは一般家庭（低圧）の
需要家に小売電気事業実施）

・公共施設：約790 MWh 
・民間施設：約256 MWh ・公共施設（予定）

電源調達
2018年度

・県内太陽光： 7,810 MWh
・県内太バイオマス：14,460 MWh
・県内水力： 530 MWh
・県内地熱発電： 80 MWh
※再エネ電源割合90％程度

・地域太陽光：約821MWh
・JEPX：約405MWh
・その他：約362MWh
※再エネ電源割合50％程度

・太陽光
・廃棄物系バイオマス
・中小水力

調整後
排出係数
2018年度

0.000477 t-CO2/kWh 0.000525 t-CO2/kWh -

事業概要

＜地元への拘りと豊富な電源を活用した
先進的な需給管理＞

【小売電気事業】
・クリーンセンターからのバイオマス

85％＋太陽光発電所や地熱発電所か
ら6％ほど調達

【地域熱供給事業】
【電源熱源開発事業】
【省エネ改修事業】
【次世代エネルギー実証事業】
【視察受入/コンサルティング】

＜PFI事業 (賃貸住宅、道の駅の運営)と
小売電気事業による複合型事業展開＞

【発電・小売電気事業】
・「むつざわスマートウェルネスタウ
ン」に、ガスコージェネ及び太陽光・
太陽熱の電気・熱を供給

【配電事業】
・自営線によるマイクログリッド
・系統電源の自立運転が可能
【熱供給事業】
・台風災害で市内全域が停電した際に、
避難施設に電力、温浴施設に熱供給

＜近隣自治体動向（復興計画実現のため、
地域新電力を通じた地域振興事業）＞
【小売電気事業】
【特定送配電事業】
【再エネ発電設備等の開発・建設事業】
【 〃 の運営・保守管理事業】
【送配電設備開発・建設・保守管理事
業】
【葛尾村の振興に関する事業】
【その他上記事業に附帯・関連の事業】

事業ス
キーム

 全国の小売電気事業者は702社（2021年2月時点）、このうち地方公共団体と民間事業者等が共同出資によって
設立され、電力供給を開始している事業者（2019年10月時点）は40社程度。※下表：特に参考となる事例3例

 自治体新電力設立のための出資金額については、最大１億円から最小240万円程度までばらつきがあり、中央値
は2,500万円程度。地方自治体が民間事業者と共同出資する場合の平均出資金割合は、民間企業からの出資が
54％（450万円程度）で最も高く、次いで自治体が43％（360万円程度）となっている。

 出資規模は、事業規模や自治体の財政状況、首長の方針等によるため、事業計画と並行して慎重な検討が必要。

 棚塩RE100産業団地の先行事例として、北海道石狩
新港におけるRE100工業団地について調査を実施。

 本事例では、京セラコミュニケーションシステムが
エリア内に建設・運営予定の「ゼロエミッション・
データセンター」を核とし、工業団地内の「再エネ
100％エリア」への電力供給を目指すものである。

 脱炭素・産業振興・公共サービスの拡充を通じた

 脱炭素・産業振興・公共サービスの拡充を通じた「石狩版地域循環共生圏」の実現を目指すとともに、「再エネ
100％ゾーン」の形成により、企業誘致の促進を図る。

 その他、広域的なバイオマス燃料の調達、公共交通白紙地帯への
新交通サービスの展開、EV/FCVへの転換とカーボンフリー水素
の活用までを目論む。

 工業団地内に2MW クラスの太陽光発電と風力発電とともに、計
6MWh の蓄電池や自営線を整備。また、AIを活用したEMS を導
入し、充放電制御と需給予測精度の向上を図る。

 京セラのほか、北海道電力や北海道ガスとの連携により、電力・
ガスインフラ整備の助言を受けながら計画を推進中である。

データセンターを核とした
RE100産業団地の形成モデル

令和3年3月 国際航業株式会社浪江町棚塩RE100産業団地基本計画策定業務委託（企画調査）

※「〇」はRE100要件を満たす、「×」はRE100要件を満たさない。
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【調査⑤】浪江町内における関連事業の状況 【調査のまとめ②】浪江町における地域エネルギー会社の将来像とシナリオ

既存施設（庁舎、
道の駅等） 町外町内

RE100
産業
団地

太陽光
系統＋非化石
（トラッキン

グ無）

その
他再
エネ

波力
系統＋非化石
（トラッキン

グ有）

再エネ特
定卸供給

PPA、自
社再エネ
電源開発

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇◎〇 〇 〇〇 〇 〇

FIT特定卸供給
（地域間連携）

非化石証書
トラッキング無

非化石証書
トラッキング有

波力発電開始
RE１００産業団地

需要 供給

再エネ需要拡大

非FIT/卒
FIT電源

〇

〇再エネ需要拡大
（町内中心）

ス
テ
ッ
プ
１

ス
テ
ッ
プ
２

将
来

構成：浪江町、金融機関、地元事業者、域外事業者（シンクタンク等）

小売電気事業
再生可能エネルギー開発
（導入支援等も含む）

省エネ設備機器
のリース等

(仮称) 浪江町
地域マネジメント会社

小売電気事業をもとにしたサービス拡大

モビリティ関連
事業

その他
（視察受入事業等）

地域エネルギー会社 その他の各種復興事業

 町内では、RE100を実現するための様々な技術開発や実証実験が並行して進行している状況であり、これらの動
きも捉え、将来展望としてRE100産業団地の実現に向けたロードマップを検討した（P4参照）。

エリア 技術開発や実証実験の状況 関係者

棚塩
RE100団地

〇福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）：
・2020年2月稼働開始

東芝エネルギーシステムズ（株）、東
北電力（株）、NEDO、岩谷産業（株）

〇水素柱状パイプライン実証実験
・2020年9月～2021年2月26日：全長400mのﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝを地上約5mに敷設、燃料電

池ｼｽﾃﾑを用いて安全性の確認とﾘｽｸを管理

ブラザー工業（株）（株）、巴商会
（株）、横浜国立大学

道の駅

〇道の駅に水素燃料電池
・2020年8月：
水素を使って発電する水素燃料電池システム導入

東芝エネルギーシステムズ（株）

〇道の駅におけるEV充電RE100化実証
・2021年 既存アセットを活用したRE100の実現
・2022年以降 道の駅モデルの適用拡大、RE100団地等へ適応範囲拡大

日産自動車（株）

駅前

〇駅前構想
・STEP1（1～3年後）：EV/FCVのモビリティサービスの展開（施設間の接続）
・STEP2（3～5年後）：駅前-団地事業関連施設の整備（住民とｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗの接続）
・STEP3（5年後～）：浪江町型ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ化（町内のあらゆるサービスとの接続）

ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ合同会社

町全域
〇水素サプライチェーン調査：
・2020年8月：水素サプライチェーン調査開始
・2021年3月：水素サプライチェーン調査結果とりまとめ→事業化

丸紅（株）、みやぎ生協

町内沿岸部
〇請戸漁港の波力発電事業：
・2021年3月 事業の実現可能性を見極め
・2023年～2025年 発電開始、売電開始

（株）エイブル、川崎重工業（株）、
東京大学

【調査のまとめ①】浪江町に求められる地域エネルギー会社の役割

世界・国の動き
・SDGsの採択による気候変動対策への各国の取組み強化 ・日本でも2050年のカーボンニュートラル達成を表明
・国内の地方自治体でゼロカーボンシティ宣言の表明が続出
・国の水素基本戦略において、FH2Rの実験結果活用と、低コストな水素利活用の実現を目指す

浪江町の特徴 ・世界最大級の水素製造施設（FH2R）が町内に立地、実証実験が実施中
・復興事業の本格化に対し、帰還人口の停滞（エネルギー需要低、産業振興必要）

浪江町の復興に
向けた取組状況

・FH2R関連企業だけでなく、様々な企業による水素利活用の実証事業始動、今後の様々な事業展開への期待
・町内では民間企業が主体となる大規模再エネ事業の展開

目的①

棚塩RE100産業団地の実現地域エネルギー会社設立
目的①に対する手段の１つ

復興まちづくり

棚塩RE100産業団地の実現

目的②（町の本来の目的）

目的②に対する手段の１つ

その他の実現手段

目的②に対する複数手段

復興まちづくりを見据え
た場合、複数の実現手段
を連携させて相乗効果を
発揮する組織（＝地域マ
ネジメント会社）が必要

連携

環境

社会経済

・安心安全なまちづくり
・コミュニティ形成
・循環型社会

・再エネ水素の利活用
・地域の再エネの利活用
（太陽光、バイオマス、波力等）

・棚塩RE100産業団地の形成
・新産業・雇用創出 （定住
人口増）

• 電力供給だけでなく、浪江町の特徴の１つであるFH2Rによる再エネ
水素の活用に応えられる地域エネルギー会社の設立が必要（RE100電
源＋再エネ水素供給）。地域エネルギー会社成功のカギは、都市部と
の連携や持続可能なまちづくりに向けた複合事業の展開にある。

• 単なる地域エネルギー会社ではなく、棚塩RE100産業団地を１つの
きっかけとして、浪江町で取り組んでいる様々な復興事業と連携し、
かつSDGsの考え方を踏まえ、社会、経済、環境の課題を統合的に解
決し得る地域マネジメント会社への発展が必要である。

＜地域新電力のキーワード＞
・地域資源（再エネ電源等）の活用
・電力小売だけに留まらず、持続可能なまちづくり等を目的とした複合的な事業展開
・地域間連携（地域循環共生圏）による都市部と地域の連携
＜先行事例（石狩市）のポイント＞
・発電事業者、立地企業、市などが出資者となるSPCの設立
・再エネ100%ゾーン設定による企業誘致・地域活性化

これまでの調査内容

浪江町の地域エネルギー会社に求められる役割

 地域エネルギー会社の設立は棚塩
RE100産業団地の実現手段である。

 一方で、復興まちづくりを目的とした
場合、さらに棚塩RE100産業団地の実
現も手段として捉えられる。

 その他の実現手段として個々の企業の
実証等の取組とも連携して相乗効果の
発揮を目指すのが望ましい。

 したがって、より広義の意味での地域
エネルギー会社（＝地域マネジメント
会社）が必要となる。

棚塩RE100産業団地の実現がもたらす相乗効果

地域マネジメント会社のイメージ

電力供給の段階的な展開
 地域エネルギー会社として、供給・需要の観点に区分し、電力供給を展開していく。

 基本的に、需要については町外から町内への拡大、供給については、徐々にRE100電源に近づけていくと
ともに、地域内の多種多様な再エネ電源の活用を想定する。

 復興まちづくりを目的とした場合、浪
江町における地域エネルギー会社は、
地域マネジメント会社の事業に内包さ
れ、その他の各種復興事業と相互連携
を図り運営していくことが必要である。

 事業収益の一部を原資として、本町と
一体となって地域課題の解決や継続的
な復興や持続可能なまちづくりを進め
ていくことが必要。

令和3年3月 国際航業株式会社浪江町棚塩RE100産業団地基本計画策定業務委託（企画調査）

エネルギーをきっかけとしたまちづくりへの発展
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現在
2020年

短期（２年） 中期（５年） 中長期
（10年）

長期
（20年）2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

ァ) RE100産業団地
整備

イ)RE100産業団地実
現に向けた再エネ
事業運営体制の構
築及びエネルギー
供給

ウ)水素・EV等の関連
実証及び実装

エ)駅前構想
（実証含む）

オ)地域経済の活性化
（交流人口等）

FH2R稼働

詳細設計 団地造成工事基本設計

実証実験

地域エネルギー会社・地域マネジメ
ント会社の設立検討

再エネ電源の
地産外消

（取次契約）

町内既存施設（庁舎等）へ
のRE100 電源試験供給

再エネ電源の
地産外消規模拡大

収益モデルの先行確立

柱上パイプライン実証
（ブラザー工業等）

パイプライン
敷設計画

水素供給事業の可能性検討

譲渡

水素サプライチェーン事業化調査
（丸紅等）

道の駅への
純水素型燃
料電池シス
テム導入

道の駅におけ
るEV充電RE100

化実証
（日産等）

事業化
・連携

応用
（知見共有）

EVと組み合わせた施設のRE100化検討 情報連携
駅前カーシェア（FCV・EV)の可能性検討

（デロイトトーマツFA）

地域マネジメント会社の運営
【売電収益を活用した町内事業（モビリティ等）への再投資】

事業化
・連携

事業化
・連携

町内におけるRE100電源の
供給規模拡大

町内での非FIT再エネ電源開発
（容量市場を見据えて）

浪江町への視察・観光促進 環境教育の充実

人口増加

所有者との
連携

事業化
・連携

波力発電電源調達（エイブル）

なみえスマート
モビリティー
チャレンジ
（日産）

福島県浜通り地域における新しいモビ
リティを活用したまちづくり連携協定
に基づく取組（日産等）

情報
連携

浜通りでの連携促進

波及

情報
連携

企業誘致

事業
承継

RE100産業団地への
電源供給

RE100 産業団地へ
の水素供給

波及

駅前カーシェアの実証事業
（トヨタFCV、日産のEV・i-CMS、岩谷産業

の水素ST・輸送技術などの活用）

企業進出
部分的に供用開始

真のRE100化に向けた取組推進

新規実証事業
（カーボンリサイ

クルなど）

RE100産業団地内での再エネ導入促進

水素供給の
規模拡大

純水素型燃料電池の普及
（既存施設、RE100産業団地、町内一般家庭等）

施設の譲渡に向けた調整

波及

実装化検討

道の駅におけ
る施設のRE100

化実証
（日産等）

EV蓄電池リユースの可能性検討

最適な水素輸送手段
の検討結果反映

次世代の担い手育成

駅前の
拠点化
（整備）

雇用創出

RE100産業団地を中核として広域に波及効果

モビリティ事業化検討

各事業を統合的に管理し、復興まちづくりを推進する組織
企業誘致

工事発注

設立

【調査のまとめ③】需要規模の確保とRE100 電源供給の実現に向けたロードマップ

検討項目①：FH2Rの有効活用

 実証期間中の運用方針
 実証後の運用方針
 FH2Rのランニングコスト
 水素の供給単価
 棚塩RE100産業団地等への
運搬方法

検討項目②：再エネ調達

 RE100供給方針
 町内電源（FIT）の確保
 環境価値取引

検討項目③：棚塩RE100産業団地
への進出企業

 進出企業について
 設備導入について
 進出企業への条件検討

検討項目④：地域エネルギー会社

 電力供給規模の確保
 水素需要規模の確保
 必要とされるプレイヤー
 売上計画の策定及び条件設定
 出資割合
 ライセンス（小売電気事業者
登録）

 地域エネルギー会社設立にあたって検討が必要な項目や、これまでの調査結果から把握できた各企業の取組や町の復興状況踏まえ、以下の通りロードマップを整理した。

 棚塩RE100産業団地の実現を目的とした地域エネルギー会社の設立に向けて、将来的には地域マネジメント会社へと移行していくことを念頭に、地域エネルギー会社の設立にあたって必要な検討事項を４つ列挙した。

地域エネルギー会社設立に
あたって検討が必要な項目

令和3年3月 国際航業株式会社浪江町棚塩RE100産業団地基本計画策定業務委託（企画調査）
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