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Ⅰ 導入の現状とポテンシャル 

  
平成9年度
（MW) 

平成22年度
(MW) 

平成24年度 
(MW) 

主な導入事例 

太陽光発電 0.4 35 63 
・住宅用：50,043kW 
・事業所等：12,518kW（うちメガ１500kW) 

風力発電 0.5 67 67 
・グリーンパワーくずまき風力 21,000kW 
・釜石広域ウィンドファーム 42,900kW 

バイオマス発電 0.1 2 2 
・バイオマスパワーしずくいし 250kW 
・北上川上流流域下水道都南浄化センター560kW 

地熱発電 104 104 104 
・松川地熱発電所 23,500kW 
・葛根田地熱発電所 80,000kW 

水力発電 269 274 275 
・企業局：143,981kW 
・その他：130,781kW 

計 374 482 510   
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■北上川を中心に早くからダム開発に併せた水力発電の導入や日本で最初の地熱発
電所が立地するなど、水力と地熱が本県の再生可能エネルギー発電の約7割を占める。 
 
■近年では北上高地などへの風力発電の立地や住宅用を中心に太陽光発電が増加。 

岩手県環境生活企画室調べ 

四十四田ダムと四十四田発電所 松川地熱発電所 釜石広域ウィンドファーム 

【岩手県の再生可能エネルギー導入量の状況】 



発電種別等 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 

電力量
(MWh) 

電力自給率
(％) 

電力量
(MWh) 

電力自給率
(％) 

電力量
(MWh) 

電力自給率
(％) 

県内発電電力量 2,374,030 24.6 2,556,253 28.9 2,462,013 26.5 

内
訳 

再生可能エネルギー 1,747,160 18.1 1,780,699 20.1 1,534,858 16.5 

火力発電 626,870 6.5 775,554 8.8 927,155 10.0 

県内消費電力量 9,652,437 100 8,848,637 100 9,277,266 100 
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Ⅰ 導入の現状とポテンシャル 
 
■本県の電力需要は900万MWh前後、発電量は250 MWh前後。電力自給率は概ね
25％程度で、7割から8割は県外からの供給に依存。 
 
■再生可能エネルギー発電による自給率は概ね20％程度。なお、平成24年度は猛暑に
より水力発電量が減少したことなどにより、自給率は16.5％となり前年に比べ3.6ポイント
下がった。 

【岩手県の電力自給率の状況】 

岩手県環境生活企画室調べ 



出典：総務省緑の分権改革会議 

利用別 種類 
推定利用可能量 

(全国) 
対全国比 

(順位) 

電力利用 
(MWh) 

太陽光発電 
687,000 

(65,215,000) 
1.1% 
(29) 

風力発電 
20,921,000 

(223,561,000) 
9.4% 

(2) 

地熱発電 
1,071,000 

(6,424,000) 
16.7% 

(2) 

中小水力発電 
389,000 

(27,701,000) 
1.4% 
(17) 

電力計 
23,068,000 

(322,901,000) 
7.1% 
(2) 

熱利用 
(千kl) 

熱計 
80 

(3,138) 
2.5% 
(10) 
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Ⅰ 導入の現状とポテンシャル 

■本県は広い県土を有し、多様な自然環境に恵まれているため、水力、風力、地熱、森
林資源が豊富に賦存。更には、冬場でも晴天が多く、日射量は西日本と遜色なし。 
 
■再生可能エネルギー推定利用可能量は全国2位。中でも風力と地熱は優位。 

北上山地周辺が好風況 

関東・西日本と遜色ない日射量 

出典：NEDO「局所風況マップ（地上高70m）」 

出典：NEDO「太陽光フィールドテスト事業に関するガイドライン2010」 

【岩手県の再生可能エネルギー推定利用可能量】 
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Ⅱ 再生可能エネルギーを取り巻く環境変化 

■東日本大震災津波による停電とエネルギー不足がエネルギーに対する問題意識を深
め、再生可能エネルギーの重要性を高めた。 
■平成24年7月から固定価格買取制度（FIT)が施行され、再生可能エネルギー導入の大
きな追い風となっている。 
■一方、送電線の容量不足等による電力会社への接続制約が課題として浮上。 

区 分 最大被害状況 復旧状況 

停電 約76万戸 5月28日 

ガス供給停止 約9.4千戸 4月26日 

断水 約18万戸 7月12日 

電話不通 約6.6万回線 4月17日 

出典：岩手県災害対策本部調べ 

【東日本大震災津波におけるライフライン被害】 

太陽光 10kW以上 10kW未満 
調達価格 37.8円（36円+税） 38円（税込） 
調達期間 20年間 10年間 

風力 20kW以上 20kW未満 
調達価格 23.1円（22円+税） 57.75円（55円+税） 
調達期間 20年間 20年間 

水力 
1,000kW以上 

30,000kW未満 
200kW以上 

1,000kW未満 
200kW未満 

調達価格 
25.2円 

（24円+税） 
30.45円 

（29円+税） 
35.7円 

（34円+税） 
調達期間 20年間 20年間 20年間 

地熱 15,000kW以上 15,000kW未満 
調達価格 27.3円（26円+税） 42円（40円+税） 
調達期間 15年間 15年間 

バイオ 
マス 

メタン発酵 
ガス化発電 

未利用木材 
燃焼発電 

(※1) 

一般木材等 
燃焼発電 

(※2) 

廃棄物 
（木質以外） 
燃焼発電 

(※3) 

リサイクル 
木材燃焼発電 

(※4) 

調達価格 
40.95円 

(39円+税) 
33.6円 

(32円+税) 
25.2円 

(24円+税) 
17.85円 

(17円+税) 
13.65円 

(13円+税) 
調達期間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 

【平成25年度固定価格買取制度における価格及び期間】 
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Ⅲ 導入方針と取組み 

■「いわて県民計画」に掲げる環境共生いわて構想において、低炭素社会に向けて再生
可能エネルギーの利用拡大を位置づけ。 

■さらに「岩手県東日本大震災津波復興計画」で防災のまちづくりを推進するため、再
生可能エネルギーを活用した非常時におけるエネルギー自給体制の構築を推進。 
■「岩手県地球温暖化対策実行計画」で再生可能エネルギー導入に係る目標を決定。 

いわて県民計画 
（平成21年12月策定） 

＜環境共生いわて構想＞ 
低炭素社会への転換の推進 
 
・ 太陽光、木質バイオマス、 
風力、地熱等の再生可能エネ 
ルギーの利用拡大 
・ 沿岸の未利用地等を活用 
した大規模太陽光発電設備の 
立地検討 
・ 農業用水利施設を活用し 
た小水力発電の導入検討 
 ほか 

岩手県東日本大震災津波 
復興計画 

（平成23年8月策定） 

＜防災のまちづくり＞ 
・ 本県に豊富に賦存する太
陽光、木質バイオマス、地熱
などの再生可能エネルギーを 
最大限活用する 
・ 防災拠点や住宅・事業所
等が非常時においても一定
のエネルギーを賄えるシステ
ムの導入促進 

岩手県地球温暖化対策 
実行計画 

（平成24年3月策定） 

計画期間 
平成23年度から平成32年度 
 
目 標  
温室効果ガスの排出量削減（△３０％） 
再生可能エネルギー導入量（1157MW） 

 
対 策（再エネ）  
・再生可能エネルギーの導入促進 
・自立・分散型エネルギー供給体制の
構築 



エネルギー種別 
平成22年度末（基準年） 目標値（平成32年度末） 

導入量 原油換算 導入量 原油換算 増減率 

電
力
利
用 

太陽光発電 34,740kW 9千kl 139,630kW 38千kl 302% 

風力発電 67,099kW 39千kl 575,099kW 324千kl 757% 

水力発電 274,576kW 278千kl 276,406kW 280千kl 1% 

地熱発電 103,500kW 198千kl 163,500kW 313千kl 58% 

バイオマス発電 1,724kW 3千kl 2,324kW 4千kl 35% 

小計 481,639kW 527千kl 1,156,959kW 959千kl 82% 

熱利用 23,426kl 23千kl 27,642kl 28千kl 18% 

合計 － 550千kl － 987千kl 79% 

出典：岩手県「岩手県地球温暖化対策実行計画」 

Ⅲ 導入方針と取組み 

指 標 名 単位 
現 状 

(H22年度) 
目標値（年度） 

H27 H32 

県内エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー
の導入割合 ％ (H21)12.3 17.3 23.9 

再生可能エネルギーによる電力自給率 ％ 18.1 25.2 35.0 
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約２倍 

太陽光 ４倍 
風力 8.5倍 

【主な指標】 

【種類別の導入目標】 

■目標導入量は、基準年に比べ約２．５倍、風力は８．５倍など、意欲的な目標を設定。 
■導入割合や電力自給率でも、倍増を目指すもの。 
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Ⅲ 導入方針と取組み 

■防災：防災拠点などに導入を進め、非常時の自立・分散体制を構築するとともに、一
定範囲を自営線等によるグリッド化するなどの面への展開を図る。 

■参入・誘致：県内事業者による事業参入や市民ソーラーなどの取組みを促進するとと
もに、県外の大規模発電事業者の誘致を図る。 
■研究・開発：全国2位の賦存量を有する風力や地熱の新たな開発を掘り起こすとともに、
洋上風力など海洋再生エネルギーの研究開発を促進する。 

■導入環境整備：送電線への連系制約や導入適地での土地利用規制など、導入にあ
たって支障となる課題の環境整備を図る。 



Ⅲ 導入方針と取組み 
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■防災拠点等への再生可能エネルギーの導入支援 

  県内の市町村等や民間事業者が所有等する防災拠点となる施設に、再生可能エネ
ルギー等設備を導入する経費に対して補助金交付（140億円基金、H24～H27) 
■住宅、事業所等への太陽光発電の導入支援 

 東日本大震災津波の被災者が、県内の被災家屋等に太陽光発電システムを設置する
場合に要する経費に対して補助金交付 
■自立・分散型エネルギー供給体制の構築支援 

 防災拠点等を中心とした一定のエリアにおいて、災害時においても再生可能エネル
ギーにより電力などを賄える具体の自給システムづくりを行う市町村への補助 

「防 災」の取組 

【葛巻町をフィールドとした調査研究（H24)】 
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Ⅲ 導入方針と取組み 

 
■地域に根差した取組みの推進 

  住民、事業者、行政などあらゆる主体の導入の取組みを促進するため、地域でのセ
ミナーによる機運醸成や適地情報マップの提供、ポータルサイトによる有益な情報発信 
■大規模発電施設の立地促進 
 ・大規模太陽光発電導入候補地の紹介（マッチング） 
  市町村と連携し、大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の立地候補地をリストアップ 
  し、開発希望事業者への紹介等を実施 
 ・展示会などへの出展 
  PVJapan 2013（東京ビッグサイト）への出展や企業ネットワークいわてでのPRなど 
 ・再生可能エネルギー利用発電設備導入促進資金の貸付（県単低利融資制度） 

「参入・誘致」の取組 
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Ⅲ 導入方針と取組み 

 
■地熱資源開発の促進 
 全国第2位の賦存量の地熱資源の開発を促進するため、国（JOGMEC）の地熱資源開
発調査事業費助成金交付事業中の地表調査等事業（3/4補助）を活用する事業者に対
して、助成金交付 
■洋上風力発電や国際的研究拠点の誘致 

 洋上ウィンドファームの実現に向けた取組みや国が設置する海洋エネルギー実証
フィールド（日本版EMEC）を波力利用などが期待される釜石沖への誘致を推進 

「研究・開発」の取組 

①地表調査（1/8） 

・継ぎ足し補助 
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Ⅲ 導入方針と取組み 

 
■「再生可能エネルギー復興特区」の提案 

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、導入適地が限られる風力・地熱について、
農地転用などの規制緩和の特例措置を国に提案 
■電力システム改革等の要望 

 ・系統への連系可能量拡大のための電気事業者間の融通拡大や送電網の増強支援 

 ・非常時に送配電網の活用を可能とする送配電部門の中立性の確保 

 ・環境アセスメントの簡素化・迅速化に係る対策の早期実現 

環境整備 

岩手県再生可能エネルギー復興推進協議会 
第1回 平成24年3月15日 
第2回 平成25年6月22日 
第3回 平成25年8月21日 
規制緩和要望40項目から4項目に重点化 
①農用地区域内における開発行為の制限の緩和 
②農地転用の制限の緩和 
③保安林の指定の解除要件の緩和 
④風力発電事業に係る環境影響評価の期間短縮 
                

立地が限定される風力と地熱に係る農地転用規制
（農用地区域内の開発行為含む）の特例提案 
③及び④は国の規制緩和の推移を注視 

電力システム改革の動向 
 
第1段階  
 広域系統運用の拡大（2015年目途） 
第2段階  
 小売及び発電の全面自由化（2016年目途） 
第3段階 
 法的分離の方式による送配電部門の 
中立性の一層の確保（2018～2020年目途） 
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Ⅳ まとめ 

■再生可能エネルギーの導入は、本県の恵まれた再生可能エネルギーのポテンシャル
を最大限に活かし、地球温暖化対策はもちろんのこと、電力自給率の向上や災害にも対
応した自立・分散型エネルギー供給体制の構築、さらには、地域産業の活性化など、多
面的な効果をもたらすもの。 
 

■今後も、復興の加速や低炭素社会の実現に向け、本県の「希望郷いわて」のシンボル
のひとつとなるよう積極的に取組みを推進していく。 

ご清聴ありがとうございました。 


