
■ 第一部 上映会 13:30～15:00 
 「シェーナウの想い」上映 ＋ みんなの想い共有 
 
■ 第二部 勉強会 15:00～16:00  
 「なっとく再エネ」 ＋ 「市民電力」構想 ＋ トーク 

８/２５（土） 

「シェーナウの想い」
上映会 ＆

市民電力  勉強会

未来のための映画会
子供たちに　自然のエネルギーを



■ 第二部 勉強会 15:00～16:00 

   「なっとく再エネ」 ＋ 「市民電力」構想 ＋ トーク  

 

 １．再生可能エネルギーのニーズと現状      

 ２．南相馬市の取組み状況                

 ３．エネルギーを自分たちで創りだす街づくり    

 ４．相双地区有志のメッセージ              

 ５．会場との意見交換                 



２．南相馬市の取組み状況  





南相馬市 復興計画 
 

■主要施策  
 ３-２ 新たな産業の創出 
  

 ＜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）） 

【基本施策 ６－２】 
 〇再生可能エネルギーの各家庭、企業への普及 

  ・全市のエネルギーを再生可能エネルギーで 
   賄う “自立発電のまち”を目指し、各家庭や 
   企業が積極的に設備を導入するよう支援制度 
   や意識啓発に取り組みます 



南相馬市 再生可能エネルギーゾーン 



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 



小高区 

【参考】 南相馬市 土地利用計画（案）  （２／２） 市南部 



【参考】 進行中の取組み   

■ メガソーラー 

① 東芝 
 ・合計出力 １００ＭＷ＝（１０万ｋＷ） 
 ・総工費 約３００億円 
 ・鹿島区右田などで計画中 
 

② ソフトバンク  
 ・ 出力 ２０ＭＷ クラスを複数個所で計画検討中 

③福島復興ソーラー 
 ・ 出力 ５００ｋＷ   ソーラー・アグリパーク事業 
 ・ 子どもたちの成長支援や交流事業も含めて 事業化 
 ・ 東芝も 1億円出資予定 

④ 福島おひさま連合 
 ・ 初年度１ＭＷを計画中 
 ・ ５０ｋＷテスト設備を準備中  



■ 風力発電 

海岸エリア 
 ・ 風況調査を推進している 
  原町区萱浜 付近 
  
 ・ 複数の企業が設置検討中 
 

【参考】 進行中の取組み   

■ 小水力発電 

■ バイオマス  

・ 真野川 小水力発電既存 
・ 高の倉ダム、横川ダム 検討中？ 

・数社から提案があるが、研究段階のものが多い 
・森林除染を含めた補助金も加味しながら、採算に乗せるのがポイント 



【参考】 南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 



【参考】 南相馬市再生可能エネルギービジョン（案） 

出典：南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 

目次 
1 章 南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン     
    策定の背景等     
2 章 国内のエネルギーを取り 巻く環境  
3 章 南相馬市の地域特性 
4 章 再生可能 エネルギー推進の基本方針と 
    導入目標 
 
5 章 再生可能エネルギー推進の基本施策     
 
■  資料編     

  資料 1 アンケート調査結果 



【参考】 南相馬市再生可能エネルギー導入目標 

出典：南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 



出典：南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 

5 章 再生可能エネルギー推進の基本施策     

  5-1  省エネルギーの推進 

  5-2  再生可能エネルギーの積極的利用の推進 

  5-3  南相馬市版スマートコミュニティの構築 

  5-4  地域循環のしくみづくり 

  5-5  推進体制 

【参考】 南相馬市再生可能エネルギービジョン（案） 



出典：南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 

【参考】 

5-5 推進体制   （抜粋） 
 再生可能エネルギーの導入目標を達成するとともに、地域循環のしくみづくり
などの施策を具体的に推進するため、以下の体制等の整備を図ります。 

 
(1)  市民参加・協働 
  本ビジョンの推進にあたっては、市民参加と協働の推進を図り、 
  市民をはじめ各種団体等とも連携を強化して取り組みます。 

 
(2)  産学官民の連携 
  本ビジョンに基づき効果的に各施策を進めていくために、 
  市は、産学民官の連携を積極的に支援することとします。 

 
(3)  庁内を横断する推進体制の確立 
  本ビジョンの推進にあたっては、市民生活、経済活動、まちづくり、環境活動、 
  教育など、広範囲かつ重層的な取組みが必要となります。 
  このため、定期的な連絡調整会議など横断的な組織体制を確立します。 



出典：南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン（案） 

【参考】 アンケート調査結果 －市民 

今後、発電に使うエネルギー源で 
最も増やしたいのは 
太陽光や風力などの再生可能エネルギー 



自然エネルギーは地域の特産品 

代替エネルギーを地域産業に！ 
京都府 



３．エネルギーを 
  自分たちで創りだす街づくり 



エネルギーを 
自分たちで創りだす街づくり 

地震と原発災害からの復興に向けて 
みんなが心をひとつにして、 
自分たちでエネルギーをつくり出し、 
街づくりを進めていく活動の提案 



私たちの想い 

◎ 復興がどんどん進んで欲しい 
 ・ なんとかしたい気持ちはあるけど、自分でやるのは難しい 
 ・ 行政はいろいろやってるけど、あんまり良く分からない 
 ・ 外の企業が入ってるけど、地元の人や企業も関わりたい 
 

◎ 再生可能エネルギーを復興のキッカケにしたい 
 ・ 新たな産業になりそうだし、雇用にもつなげそう 
 ・ 想いはあるけど、知識やノウハウがない 
 ・ 目の前のことに精いっぱいで、先のことまで考えられない 
 

◎ そろそろ街の将来のことも考えたい 
 ・ この先の農業をどうしていくのか 
 ・ 除染＋農業再生＋エネルギー でなにかできないのか 
 ・ これからの街づくりをどうしていくか、みんなで考えたい 



エネルギーを 
自分たちで創りだす街づくり 

省エネ 

暮らし 

創エネ 

協働 



エネルギーを上手に活かしながら 
どんな暮らしをつくっていくか 
みんなで考えていきます。 

暮らし 

● ほんとうの豊かな暮らしとはなんだろう 
● エネルギーの自産自消、地産地消 
● コミュニティーのある暮らし 

出典：福島県再生可能エネルギー推進ビジョン 出典：東北大学 大学院環境科学研究科 



省エネ 
みんなで工夫しながら、 
使用するエネルギーを 
減らしていく取組みを進めます。 

７０％のエネルギーで 
心豊かに暮らす 

出典：東北大学 大学院環境科学研究科 

● 節電のアイデア出し 
● 遮熱、断熱、蓄熱 など 
● 省エネコンクール  



住民発の再生可能エネルギーづくり 
をみんなで学びながら、 
実現していきます。 

創エネ 

http://www.ohisama-energy.co.jp/cn17/pg82.html 引用元： おひさま進歩エネルギー株式会社 ＨＰ  「省エネルギー事業」 

http://yaplog.jp/m-mayu/archive/274 

● 中大規模太陽光発電 

● 分散型太陽光発電 

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20090428/1025893/ http://www.re-port.net/oversea.php?ReportNumber=24492 

● バイオマス実証調査スタディ 

木質チップ 

除染廃棄物 

 
バイオマス 
利活用 
 

農作物 

減容・回収 

発電 
熱利用 
燃料 

貯蔵 処分 

様々な実証調査を学び 
住民が受け容れられて 
実効性の高い手法を考えます 

● 小水力、風力発電 

● 再生可能エネルギー学習会／見学会 

http://www.ohisama-energy.co.jp/cn17/pg82.html
http://www.ohisama-energy.co.jp/cn17/pg82.html
http://www.ohisama-energy.co.jp/cn17/pg82.html
http://yaplog.jp/m-mayu/archive/274
http://yaplog.jp/m-mayu/archive/274
http://yaplog.jp/m-mayu/archive/274
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20090428/1025893/
http://www.re-port.net/oversea.php?ReportNumber=24492
http://www.re-port.net/oversea.php?ReportNumber=24492
http://www.re-port.net/oversea.php?ReportNumber=24492


みんなが力を合せて 
協議会をつくって、一緒に取組み 
相双地区や都会とも連携していきます。 

協働 

一般市民 

企業家 
起業家 

行政 

ＮＰＯ 市民団体 

専門家 

資本家 

南相馬 相双地区・福島各地 

心ひとつに、力を合せて 

首都圏など他地域 



趣旨 
１、私たち住民の復興に向けた想いをひとつにする 
   ・復興への想いを結集し、新たな街づくりのきっかけとする。 
   ・補償に依存するのではなく、自分達の暮らしは自らつくるという 
    取り組みを進めていく。 
   ・地域のコーディネーター育成にも取り組み、みんなが参加 
    しやすい活動をつくっていく。 
 
２、エネルギーによる地域自立を進める 
   ・脱原発を宣言している南相馬市を中心に、原子力に依存しない 
    再生可能エネルギーを地域からつくりだす。 
   ・再生可能エネルギーと農林業など一次産業との両立、 
    観光などとの相乗効果により、新たな地域産業をつくり出す。 
 
３、放射能被害を克服する取り組みに繋げていく 
   ・農作が難しい土地の積極利用をすすめる。 
   ・除染廃棄物の処理や森林除染とバイオマスの利活用などの技術スタディ 
      を進め、実効性の高い方法を見定めていく。 

［仮称］相双再生可能エネルギー普及協議会 （案） 



◆当面の活動予定 

◎ 協働顔合わせ会    9月1日（土）18時～

◎ 勉強会／準備会合   9月下旬 

◎ 実践事例見学会  １０月下旬 

◎ 協議会立上げ   １０月末  



エネルギーを 
自分たちで創りだす街づくり 

みんなで心ひとつに 


