福島復興再エネ探訪ツアー参加報告
田畑

保

復興支援の太陽光発電の一大プロジェクトが進む富岡町
福島第一原発から 20km 圏内に入ってバスは福島第二原発があり、一部の帰還困難区域
を除き避難指示が解除されたばかりの富岡町を通りすぎる。バスの窓から一部を眺めただ
けだったが、ここでは今「富岡復興ソーラープロジェクト」という復興支援のための太陽
光発電の一大プロジェクトが進行中とのことである。

写真①

富岡町でのソーラーパネルが広がる光景

地域住民が主体となり復興支援事業を行うためにたちあげられた一般社団法人富岡復興ソ
ーラーが中心となって進められているプロジェクトで、そこから生まれる事業収益は、被
災住民の生活再建支援事業、高齢者支援事業、次世代農家自立支援事業等の復興支援に充
てることになっている。高津戸と清水前という町内の二つの地区をまたぐ 34ha の広大な土
地に総出力 33MW のメガソーラーを建設しようとするものである。2016 年 11 月に起工式
が行われ、2018 年 6 月の竣工を目指している。総事業費は 92 億円、市民からの出資を募
るとともに、最大 88.5 億円程度を福島銀行、大東銀行（郡山市）、あぶくま信金、城南信
金等からの融資でまかなう計画となっている（「新エネルギー新聞」2016 年 12 月 26 日等）。
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故郷の未来への貢献、将来の農業再生に向けての太陽光発電事業：浪江町と南
相馬市小高区
昼過ぎに南相馬市小高区に到着し昼食をすませ、早速三浦広志さんにバスで浪江町と小
高区（金谷・井田川）を案内していただいた。三浦さんは「みうらふあみりー農園」を経
営するとともに特定非営利活動法人野馬土（組合員 23 名）の代表理事や農事組合法人浜通
り農産物供給センターの代表理事をつとめる等この地域で復興支援、農業振興で幅広く精
力的に活躍されている方である。小高区は 2016 年 7 月 12 日に避難指示が解除され、浪江
町も東側はこの 3 月 31 日に解除されたが、西側は帰還困難区域となっている。これらの地
域は海に近いところは津波にも襲われ、津波の被害と原発被害との二重の被害に遭遇した
地域である。徐々に復興が進んでいるとはいえ被災の傷跡が生々しく残っているところも
少なくない。浪江町と小高区をまわりながら三浦さんからこの地域のそうした現在の状況
について詳しく説明していただいた。

写真②

減容化施設の表示が見える風景

除染のために表土をはがす作業が進んでいるが、土づくりで頑張ってきた農民にとって
はその表土をはがされるのは複雑な思いであろう。いつ作物が作れるようになるのか。剥
いだ表土をいれたフレコンパックがあちこちで山をなす風景は翌日訪れた霊山や飯舘も含
め共通の風景になっている。仮置き場が集落毎に設けられている。住宅のまわり、道路ま
での 20ｍを除染しているが、それで果たして安心できるか。山林の方の汚染は残されたま
まである。避難指示解除になったとはいえどれくらいの人が戻ってきてくれるか。浪江町
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でも除染は一気に進められたが農地としてどれだけ復旧できるのか。昨年は試験的に菜種
を作ってみたが出来なかった。今年も挑戦する予定であると三浦さんは語ってくれた。
そうした中で浜通り農民連（農事組合法人浜通り農産物供給センター）が組合員農家に
呼びかけて取り組んでいる太陽光発電事業はこの地域での農業と農地の再生をめざす人た
ちの希望の光となっている。三浦さんは「しんぶん福島からの発信」第 5 号（2016 年 6 月）
にその思いをこう述べている。「原発事故で農業ができなくなっている人には農業に代わ
り収入を得る賠償金の投資先になる。不本意に荒れ果てた農地に太陽光パネルを並べるこ
とで、継続した収入を得ることが可能になるほか、20 年以上の放棄をせざるを得ない土地
とのつながりを維持しつつ故郷の未来に貢献できる。‥‥さらにその売電収入を活かして、
除染され、
すぐには農地として機能しないであろうと思われる太陽光パネルの間の農地に、
飼料用作物や、油脂原料用作物や稲などを作る試験を行い、いつの日にか地域の農業を再
開することができる日のための準備をしていく。そうすることが、無理やり農地から切り
離された農民が祖先から預かった農地を子孫に引き継ぐという使命感の一部を充足させる
ことができる」。
小高区金谷地区では農事組合法人浜通り農産物供給センターの被災した組合員有志が出
資して合同会社金谷村守りソーラーを立ち上げ（2016 年 2 月）、合計 22 基 1243KW のソ
ーラー団地をつくり、津波に洗われた沿岸部の小高区井田川には合同会社みさき未来が立
ち上げられ 5 基 261kw の太陽光発電所を設置し、進んでいない農地の復旧や 10 年以上先
になると思われる農業の復活の準備を進めつつある。

写真③

みさき太陽光発電所
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特定非営利活動法人野馬土も金谷ソーラー団地に 6 基 367kw、井田川ソーラー団地にも 1
基 64kw のソーラーパネルを設置している。
なお三浦さんが代表理事をつとめている特定非営利活動法人野馬土は震災後の 2012 年
10 月に設立され、原発事故の影響による食品の安全性や健康に対する不安を最小限にとど
めるための事業を行い、相馬地方の地域と農業復興に寄与することを目的に活動している
組織である。福島第一原発 20km 圏内ツアーや風評被害軽減のための米の全袋検査、土壌
測定、食品全般の放射能検査、直売所やカフェの運営、東京四ッ谷での産直市（2016 年度
4 回開催）、学生災害復興支援団体の受け入れ、「半農半エネ」（自然エネルギー事業）
などふるさと・きずな維持・再生支援事業も活用しながら多様な活動を展開している。ま
た農事組合法人浜通り農産物供給センターはそれと密接に連携しながら活動を行っている
農民組織である。かっては 120 人ほどの組合員を擁していたが、小高区が中心だったこと
もあり、避難を余儀なくされた人も多く、今は 40 人ほどになっているとのことである。
特定非営利活動法人野馬土が作成したパンフレットに掲載されている「NPO と農家のコ
ラボ発電

半農半エネ

太陽光発電マップ」によれば、両組織が農家等とも連携しながら

浜通り地域で進めている太陽光発電は、前述のように金谷ソーラー団地 1610kw、井田川ソ
ーラー団地 325kw の他、農事組合法人農産物供給センターによる屋根貸しソーラー27 ヶ所
489kw、農家による太陽光発電所 10 ヶ所 560kw、合計 2984kw にものぼっている。なお、
復興特区の事業を実施しているこの地区では農地でも農業委員会を通さずにソーラーパネ
ルの設置が可能とのことで、ソーラーシェアリング方式でない農地へのパネルの設置が多
くみられる。

えこえね南相馬

南相馬ソーラーヴィレッジ：ソーラーシェアリングによる農

業再生と地域活性化
小高区からさらに北上して南相馬市原町区太田地区へ。ここは福島第一原発からちょう
ど 20km のところで、ここで奥村農園と一般社団法人えこえね南相馬が協力してソーラー
シェアリングによる太陽光発電所「再エネの里」がたちあげられた。2013 年 8 月のことで
ある。農水省が「営農型発電」に関する通知を出してから 5 ｹ月後のことで、おそらく福島
県では最初、全国的にも早いソーラーシェアリングの一つと思われる。この「再エネの里」
がこの地域のソーラーシェアリングのパイロットプラントとなり、太田地区でソーラーシ
ェアリングによる太陽光発電が広がっていく。
ここでのソーラーシェアリングの取り組みについて「再エネの里」の施主の奥村健郎さ
んにお話しをうかがった。奥村さんは 34 年ほど務めた東北電力を 2009 年に退職して就農
（認定農家に）。それから 1 年半ほどして東日本大震災に見舞われた。奥村さんは震災後
も原町区下太田に留まり、震災、放射能汚染で失われてしまった昔ながらの農村風景、季
節毎の風物詩を如何に取り戻すか、作物が作れなくなった農地をどう復活させ、次世代に
引き継げるようにするかを模索し、地域の人たちと協力して「一般社団法人えこえね南相
馬研究機構」（「えこえね南相馬」）を 2013 年に立ち上げた。奥村さんも理事の一人とな
り、太陽光発電と農業との共存、太陽光発電での収入確保による農地・農業の再生を図る
ためのソーラーシェアリング（営農型発電）に取り組むことになった。その第 1 号が前述
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した奥村農園が施主となった「再エネの里」である（設備容量 30kw、遮光率 36％、設置
面積 540m２ 、太陽光パネル 250w×120 枚

パネル設置高さ 2.5m、架台柱スパン 5m）。パ

ネルの下の畑地での作物栽培は 2013 年 12 月から始まり、大豆やナス、カボチャ、インゲ
ン、菜種等を順次作付けし、収量調査も行っている。作物の生育状況については毎月成長
観察としてネットで公開している。

写真④

南相馬ソーラーシェアリング

太田地区ではこの「再エネの里」がパイロットプラントとなり、地権者と話し合いを進
めさらに 8 ｹ所でソーラーシェアリングが立ち上げられ、2015 年 8 月から発電が開始され
た（総面積 6,032m２ 、総設備容量 332kw）。半農半電の推進モデル地区として進められた
事業で、「南相馬ソーラーヴィレッジ」と名付けられた。架台やパネルの設置等も皆で手
作りで進められた。地権者にとっても将来の営農のモチベーションを高めることにつなが
ることが期待されている。
「再エネの里」以外の太陽光発電所の概要を紹介しておくと、
①東後迫発電所

設備容量 56kw（契約容量 49.5kw）、土地利用面積 805m2

の高さ 3.5m、遮光率 30.9％、作付け作物 カボチャ

（以下同じ順序）

2

②藤沼発電所

40.2kw（39.6kw）、688m 、3m、36.7％、カボチャ

③久保発電所

35.2kw（33kw）、742m2、3m、32％、カボチャ

④割羽迫発電所
⑤五治郎内発電所

44.8kw（41.3kw）、775m2、2.5m、38％、カボチャ
56.7kw（49.5kw）、1,201m2、3&3.5m、31.2％、大豆
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パネル

⑥金井神発電所

19.2kw（17.7kw）、389m2、38.2％、アスパラ・春菊

⑦高田発電所

25.3kw（20kw）、187m2、2.4m～3.6m、65.5％、ミョウガ

⑧森合発電所

54kw（49.4kw）、1,195m2、3.5m、31.9％、カボチャ

このうち②藤沼発電所についても皆で見学し説明していただいた。

写真⑤

えこえね南相馬ソーラーヴィレッジ

写真⑥

藤沼発電所

えこえね南相馬のソーラーシェアリング
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なお藤沼発電所では猪が出てきてカボチャが被害を受けたとのことで、営農型発電の要件
である平年収量の 80％以上の収量確保が困難になったが、その点については農業委員会に
事情を説明して理解してもらっている。
稲作と異なって畑作では連作障害の発生を避けるため、なるべく連作はせずにいくつか
の作物を組み合わせて交互に作付けることが必要である。そのような多様な作物の作付け
が可能になるように営農型発電の要件を柔軟なものに変えていく必要性を奥村さんは指摘
していた。営農型発電を持続させる上で必要な制度的枠組みに関わる重要な検討課題であ
る。
この地域の伝統行事であった馬追が震災で中断してしまった。奥村さんが小さいときか
ら皆が楽しみにしてきた行事である。この馬追を 2 年前から復活させることができた。そ
れにあわせて訪れる皆に楽しんでもらおうとかってのひまわりに代えて菜種を栽培するこ
とにした。菜種の油にはセシウムが移行しないというアドバイスももらった。2014 年は 1
～2ha だったが、2015 年には 10～15ha に、2016 年には 35ha、2017 年には 70ha にまで拡
大した。収穫量は昨年は 25 ﾄﾝ、今年は 40～50 ﾄﾝを見込んでいる。今年は 4 ﾄﾝの油を提供
できる見込みである。全国菜の花サミットにも参加している。
＊奥村さんのところには 2013 年 8 月末にゼミの学生や他のグループの人たちと一緒
に訪問してお話しをうかがったことがある。
「再エネの里」を設置した直後のこと

で

あった。そのときはまだパネルの下には作物は植えられていなかったのを記憶し

て

いる。

専業農家になってソーラーシェアリングに取り組むＫＴＳＥ合同会社の斉藤
さん（川俣町）
2 日目は南相馬市原町区から山をこえて川俣町に入り、小神字東地内でソーラーシェア
リングの発電事業に取り組むＫＴＳＥ合同会社の斉藤広幸さんを訪ねた。KTSE 合同会社
という名前は、斉藤さんが住む川俣町（K)、小神 字東地（T）の頭文字と Safety Energy
の SE をとって名付けたとのことである。実家は水田 55a、畑 35a の農家だったが震災時に
は設計関係の会社で働ていたという斉藤さん。その後農業に取り組むようになったが、東
電の原発事故のためにここで作る農作物は全く売れず、農業経営は先のみえない日々が続
いた。農業を辞め、太陽光発電事業への転換も考えたが、ここは第 1 種農地のために農地
の転用が認められなかった。
転機は 2014 年 7 月 6 日、松本市で開催された「ソーラーシェアリング実践とその効果」
という講座に参加し、ソーラーシェアリングの発案者である長島彬さんと出逢ったことで
訪れた。斉藤さんはその場でソーラーシェアリングに取り組むことを決意した。その年千
葉県で開催された第一回のソーラーシェアリング交流会にも参加し、会社員時代の経験を
活かし、スマートターンの設計者とともにスマートターン式ソーラーシェアリングの共同
開発に関わることになった。スマートターンは太陽の動きにあわせて太陽光パネルの角度
を変え、発電効率の向上と作物にあたる太陽の光の量を調節するというシステムである。
ソーラーシェアリング設置のための農地の一時転用に関しては、千葉県の情報をもとに
同じ資料を添付して申請したにもかかわらず、許可までには約半年もかかった。
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一時転用許可を得て 2015 年春から建設を開始。斉藤さんはもともと設計関係の会社で仕
事をしていたこともあり、その経験を活かして設置工事はほとんど斉藤さんと息子さんの
2 人で進めた。斉藤さんがこの事業に取り組みはじめる 2015 年 3 月に作成した「ＫＴＳＥ
合同会社３ケ年事業計画」には 1 年目の目標の一つとして「ソーラーシェアリング普及に
貢献できる技術力をつける」ことがあげられ、具体的には、①スマートターンの架台改良
により、販売できる商品化を目指す。②発電所建設工期短縮できるシステムの構築により、
収益性を向上させる。③購入部品の調達ルートの開拓により、トータルコスト削減を目指
す」という 3 つを掲げている。設計関係の経験が豊富だったということもあろうが、斉藤
さんがこのソーラーシェアリング事業にかける意気込みの高さがうかがえよう。
スマートターン式という新しいソーラーシェアリング施設だったこともあり、開発トラ
ブル続きで着工から完成までに約 1 年を要したが、2016 年春にようやく設置工事を完了さ
せ、6 基の発電所を稼働させ、米と大豆を作付けするところまでこぎつけることができた。
各発電所の概要をみておくと、最初の 1 基だけはソーラーシェアリングに取り組む前の
2013 年 11 月に宅地に設置したもので、屋根・野立て方式で設備認定容量 11kw、パネル容
量は 14kw である。2 号機～6 号機はスマートターン式のソーラーシェアリングでその概要
と 2016 年度の実績は以下の通りである。
設備認定容量（パネル容量）

作付け作物（品種）

平年収量比

米検査結果

2 号機

49.9kw （61.74kw）

米（コシヒカリ）

97.8%

3 号機

49.9kw（63.21kw）

米（コシヒカリ）

97.8％

1等

4 号機

49.9kw（65.45kw）

米（コシヒカリ）

97.8％

1等

5 号機

20.0kw（23.24kw）

米（コシヒカリ）

97.8％

1等

6 号機

49.5kw（56.7kw）

米（こがねもち）

72.9％

3等

大豆（タチナガハ・青豆）

1等

97％

作物の収量は 6 号機の米がやや低いがそれ以外は平年並みの収量を確保し、米質も 1
等でソーラーシェアリングでないところと遜色のない作柄を実現している。
各発電所毎の発電量も細かく記録されており、それによれば 2016 年度の年間発電量をパ
ネル容量で除した数値は 1 号機と比較して 2～6 号機の平均は 19％高くなっていることが
確認できる。つまりスマートターン方式のソーラーシェアリングの発電効率が野立方式の
発電所の発電効率よりも 19％高くなっているのである。スマートターン方式の発電効率の
高さを示すものといえよう。
パネルの高さは 3m で、低いように見えるがトラクターの作業は充分可能である。パネ
ルの角度は＋30 度～－30 度。遮光率は 34%程度で少し高めだが、スマートターンでは実
際にはもっと低くなるとのことである。
2 号機～6 号機のパネルの下には米が作付けされていることにも注目しておきたい。水田
へのソーラーシェアリングの設置、米の作付けは全国的にまだそれほど多くない。今後ソ
ーラーシェアリングを大きくのばしていくには水田への設置が重要である。その点からも
斉藤さんの取り組みに注目したい。
斉藤さんのところでは、今後 2017 年度中に 5 基、認定設備容量で合計 234kw を、2018
年度に 1 基 49.5kw、2019 年度に 3 基 148.5kw の建設を目指している。合計 15 基 652kw の
発電所となる。このうち 2017 年度建設予定の 2 基は畑地で、現在農地の一時転用の事前協
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議中であり、2019 年度のうちの 2 基も畑地への設置を予定している。2017 年度の 2 基は自
分の土地、他は借地の予定である。
資金は個人名義での調達もあるが、他は政策金融公庫と福島信用金庫からも借入れてい
る。
今後はまとめて一時転用の申請をする予定で、一時転用の許可が下りてから融資の相談
を進めようと思っている。
売電単価は 6 号機から 14 号機までは 38.88 円／kw で認定を受けている。東北電力との
接続契約が 2016 年 8 月にやっと成立した。東北電力が保留していたのがやっと動き始めた。
パルシステムからも売電契約変更の働きかけがきているがまだ決めていない。
今地域でソーラーシェアリングが注目されるようになってきている。周囲の農家からも
空き地にソーラーシェアリングを設置したいという相談が斉藤さんのところにくるように
なった。農業委員会にも問い合わせがきているそうだ。
斉藤さんはソーラーシェアリングに舵をきった昨年度（2016 年度）から専業農家になっ
た。ソーラーシェアリング、太陽光発電事業に支えられての専業農家化である。実は太陽
光発電を始めた 2013 年は当時中学生だった斉藤さんの息子さんは不登校で悩んでいたと
きだった。斉藤さんは息子さんと一緒に自宅や養蚕の小屋の屋根にパネルを設置する作業
を行った。息子さんと一緒に仕事をし、生活することで学校にはいけなかったがやる気を
取り戻すことが出来た。高校も進学校に合格したが 1 週間ほどでまた行けなくなった。斉
藤さんは子どもと一緒に過ごす時間を大事にし、一緒にソーラーシェアリングを設置する
仕事をしたり、一緒にジョギングや散歩もした。その結果学校に復帰できるようになった。
会社を辞めて農業に復帰し、太陽光発電にも取り組むようになったからこそ家にいて子ど
もと一緒に過ごすことも可能であった。斉藤さんが親子で一緒にソーラーシェアリングの
パネルを設置したことにはそのような意味も含まれていたのである。
6 号機のパネルの下の畑には昨年度は大豆を作付けたが今年度はコンニャクを作付けす
る計画である。斉藤さんは今後コンニャクの作付けを借地も利用しながら 2ha 位まで拡大
する計画をもっている。川俣町では町ぐるみでコンニャクの産地化を進めており、斉藤さ
んも今年「コンニャク川俣」に入会した。遊休農地をコンニャク畑として蘇らせながらソ
ーラーシェアリングによる地域活性化を目指したいと考えている。
2016 年度に苦労の末にソーラーシェアリングを成功させた斉藤さんは、「長い道のりだ
ったが、‥‥この路を選んで進んできて本当に良かったと強く感じている。自然に逆らわ
ず農業をし農業の奥深さを痛感する日々だが、自然の中での農業は、資力に表せない幸福
を感じるときがある。資力の豊かさに直結しないけれど、この幸福感は､人と人との助け合
いの心や人を思いやる心の大切さに気付かされた」と述懐している。先祖が培ってきた大
地、人と人との助け合い、結いの文化。先祖から受け継いできた大地を大切にし、それを
活かしたソーラーシェアリングを目指すというのが、650kw の太陽光発電を目指す斉藤さ
んの思いであり、決意でもある。
なお 6 号機の発電所の設置に関しては、農業と共存した営農型発電設備の導入を支援し、
福島県の農業農村の活性化を目指す「ふくしまからはじめよう。再エネ発電モデル事業（営
農継続モデル）」という 2015 年度の福島県の事業を活用している。この事業では 2014 年
度 3 ヶ所、2015 年度 4 ヶ所の 40～50kw 規模のソーラーシェアリングが導入されている。

-9-

これらの導入事例ではいずれも優れた特徴ある取り組みが行われているが、その中には集
落全戸参加の集落営農が営農型発電を行い、水稲育苗及び施設園芸と太陽光発電とを共存
させ、集落営農の財務基盤の強化と周年雇用の確保を通じて永続的な集落営農を目指して
いる事例（白河市農事組合法人入方ファーム）も含まれていることに注目しておきたい。
集落営農は集落を基礎に存続の危機に直面している集落の農業の存続・再生を図ろうとす
る集落の農家・住民の取り組みで、今や全国に大きく広がり（約 1.5 万）、法人化も進み
つつある。その集落営農が自然エネルギー、太陽光発電と農業との共存を図るソーラーシ
ェアリング事業にも取り組むことになれば、それは集落営農の経済面、営農面の基盤強化
につながると同時に、営農型発電の広がりにも大きく貢献していくことになろう。

福島県農民連の自然エネルギー事業：ミドルクラス太陽光発電所計画
次ぎに向かったのは伊達市霊山町。ここを福島県農民連の佐々木健洋事務局長に案内し
ていただいた。福島県農民連は会員 1,400 戸を擁する一大農民組織であり、早くから自然
エネルギー事業、太陽光発電に取り組んできている。原発事故後風評被害等もあって農業
収入が落ち込み苦しむ農家を自然エネルギー、太陽光発電で支援していきたいという狙い
からである。「エネルギー自立」で農村地域の再生をめざしています、がそのキャッチフ
レーズになっている。
霊山町にはりょうぜん市民共同発電所（50kw）が設置されている（2013 年）。市民から
の出資を募り、それをファンドとして設置したもので、この面で既に多くの実績を積み、
ノウハウも蓄積している「NPO 法人自然エネルギー市民共同発電」が事業主体となり、福
島県農民連が協力する形で設置されたものである。発電所を囲む柵の設置には地元の人た
ちが関わり、地元の材を活用した。周辺の草刈りも地元の人たちが協力している。施工費
も皆で作ったので安く仕上げることができた。既に配当も 3 回行われ、順調に進んでいる。
猪が掘り返したりすこともあるが、発電には影響はないとのことである。売電益の 2％を
復興資金として積み立てている。福島県農民連ではこのりょうぜん市民共同発電所と同じ
敷地に 105kw の太陽光発電所を別に設置している。
福島県農民連では農民による発電事業の活性化をめざし県内各地に太陽光発電所の設置
を進めているところである。会員から農地以外の土地を借りてソラーパネルを設置する取
り組みも進めている。その他農家が単独で太陽光発電所を設置する動きも生まれている。
原発事故の賠償金をソーラーパネルの設置に当てることもあるようである。
福島県農民連が掲げる「ミドルクラス太陽光発電所計画」によれば、福島市で 5 発電所
834kw、郡山市で 4 発電所 1,256kw、
喜多方市で 2 発電所 889kw、二本松市で 4 発電所 1897kw、
相馬市で 324kw、南相馬市で屋根借発電と半農半エネで合計 2,871kw、伊達市で 2 発電所
155kw、飯舘村で 162kw、合計 8,388kw の太陽光発電所の建設が目標として掲げられてい
る。郡山市と二本松市の事例については、農林水産省「農山漁村における再生可能エネル
ギーの取り組み事例」でも紹介されている。この中には建設予定のものも含まれているが
計画は着々と進んでいるようである。発電所の規模では 100kw 未満のものが多いが、200
～400kw 規模のものも少なくなく、600kw、700kw 規模のものも見られる。メガソーラー
ではなく、まさにミドルクラスの発電所である。地域に根ざした農民組織ならではの発電
事業ということができよう。
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福島県農民連では太陽光発電だけでなく、裏山を使っての薪の活用、薪ボイラーや床暖
房、風呂の給湯、太陽熱温水の活用等の他の自然エネルギーの活用、省エネ等も課題に掲
げている。「裏山を油田に変える」である。電気・化石燃料費を自然エネルギーに変える
ことで地域外に流出していた資金を地域で循環させ、地域経済が潤うことになるからであ
る。
福島県農民連ではまた原発事故の被災者として「生業を返せ、地域を返せ！」福島県原
発訴訟にも取り組んでいる。原発事故で生活する場と生業・農業を破壊された立場から、
生業の回復、地域の回復を求めての訴訟である。2017 年 3 月で第一陣訴訟が結審し、10
月 10 日に福島地裁での判決が予定されている。被災者の思いにしっかり向き合った判決を
期待したい。

飯舘電力株式会社：飯舘村で「太陽光銀座」と呼ばれる集落も生まれた
二日目の最後に訪問したのは飯舘村の飯舘電力株式会社（以下は飯舘電力）。飯舘村で
は飯舘電力の福島事務所長の近藤恵さんに案内していただいた。全村避難となった飯舘村
が避難指示区域の指定が解除されたのは浪江町の一部や富岡町とほぼ同じ 2017 年 3 月 31
日。
帰還困難区域を別とすれば福島第一原発からは 40 キロ以上も離れているにもかかわら
ず、避難指示解除が最も遅い地域であった。避難解除になってもどれだけの人が戻ってく
るかはまだ見通せない。農地は汚染されたので戻ってもすぐ昔のように農業をやるという
わけにはいかない。村内をまわると除染土を包み込んだフレコンパックの山が目に入って
くる。飯舘村だけで 230 万袋にもなるという。それだけ除染のためにはぎ取られた表土が
厖大だということである。そのことはまた農地の再生、作物を栽培できる状態に土を作り
替えていくことの大変さを示すものといえよう。
飯舘電力は社長の小林稔さんら 5 人が発起人となって 2014 年 9 月に設立された。その後
村民 30 名の出資が集まった。小林さんはこの村で生まれ、この村でずっと和牛の飼養等農
業を続けてきた。原発事故で蔵王町に避難し、そこで和牛の肥育を再開した。飯舘村の地
酒「おこし酒」を思いだし、喜多方市に水田を借り、蔵王町から通いながら酒米「夢の香」
を育てた。そこで大和川酒造の当主であり、会津電力を起こした佐藤弥右衛門さんと知り
合い語り合ううちに飯舘電力の構想が生まれ、仲間と話し合い、飯舘電力の設立にこぎつ
けた。目的には「‥‥帰村拠点の運営事業等を行ない、飯舘村民の自立と再生を促し、自
信と尊厳を取り戻すことを目指す」ことがうたわれ、事業目的としても「飯舘村の再興、
再生、創造に関する一切の事業」が最初に掲げられ、自然エネルギー事業はその次ぎに掲
げられている。
1 号機の伊丹沢太陽光発電所は、村役場と話し合い、20 年間の貸借契約を結んで村役場
の隣、老人ホームの南側の斜面に設置することができた（2015 年 2 月）。49.5kw で総事業
費 1,800 万円である。
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写真⑦

飯舘村伊丹沢太陽光発電所

しかしそれに続く 2 号機以下については様々な障害があった。当初 1.5mw のメガソーラー
を立ち上げる計画であったが、東北電力が自然エネルギーの買取を中断すると言い出し計
画が頓挫した。そこで小規模分散型のソーラーパネルの設置を考えたが、農地法の制約で
頓挫した。原発事故で農地が汚染され、しばらくは使えないにもかかわらず 1 種農地のた
めに転用は認められないというのである。
現在飯舘電力の福島事務所長を務める近藤さんが飯舘電力に来る前に千葉で有機農業を
やっていたこともあり、「市民エネルギーちば」の東光弘さんと出会う機会があり、東さ
んに福島にきてもらいソーラーシェアリングについて話をしてもらった。こうしてソーラ
ーシェアリングで太陽光発電を進めていく方向がかたまり、村内での設置計画が進むこと
になった。既に 50 基の設置申請があげられ、2017 年 3 月末までに承認を受けた。2017 年
4 月までに 18 基が稼働しており（900kw）、2018 年 3 月までには 50 基が稼働する予定で
ある（2,500kw）。
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写真⑧

飯舘村で広がるソーラーシェアリング

その中には「太陽光銀座」とよばれているところも生まれている。飯舘電力の社長の小
林さんのところの集落である。出資者が地権者というところも多い。工事もはなるべく地
元で請け負ってもらう。設置工事は会津電力に委託しているが、自分達でやれる工事は自
分達でやる方が工事費の削減にもなるし、地元の協力も得やすい。出資者、地権者として
ソーラーシェアリングに参加し、工事等にも可能な限り関わり、そうすることで太陽光発
電の成果が地権者や出資者、地元に還元されることになる。そうすることで「村民の自立
と再生」、村の復興、再生にもつながるということであろう。なお、パネルの下では牧草
を栽培する計画である。放射能汚染で作物が引き取ってもらえるかどうかはまだ分からな
いので試験栽培というかたちである。
売電先は東北電力の他に新電力である「パルシステムでんき」にも売却しているそうで
ある。

おわりに
今回訪問したところでは、いずれも農家や農民団体、農家が主体となった地域の組織に
よって自然エネルギー事業、太陽光発電が取り組まれ、大きく広がりつつある。そしてそ
れは震災からの復興をめざす取り組みとも深く結びついている。原発事故の影響で短期に
は農業の再開が難しいようなところでも、農業が再開できる日のための準備という思いも
こめて取り組まれている。
その中でも、農業と太陽光発電事業との共存が可能なソーラーシェアリングへの注目、
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期待が高まり、農家、農家が主体となった組織による事業としてソーラーシェアリングが
大きく広がりつつある。ソーラーシェアリングであれば転用には制約のある農地を活用し
た太陽光発電が可能であり、そこで太陽光発電による収入によって農業が支えられ、営農
を継続することも可能になるからである。震災後農業の途が絶たれたり、収入が激減した
農家にとっても農業への復帰や継続を支え、カバーする上でソーラーシェアリングは重要
な意義をもっている。地域の復興の要となる農業の再生であり、農業と太陽光発電の共存
による農業と地域の再生、復興支援である。
「脱原発」をめざす自然エネルギー（太陽光発電）。福島ではそこにさらに重要な意義
が込められることになる。原発事故によって破壊された地域での暮らしと農業、生存条件
の太陽光発電等の自然エネルギーによる再生、復興であり、地域での暮らしと営農、生存
条件の再生、復興のための「脱原発」、エネルギーの転換である。
＊今回の訪問に際してそれぞれの訪問先で詳しくご説明いただいた方々にあらた
めて深く感謝申し上げます。また今回のツァーを準備いただいた市民電力連絡
会の方々にも感謝いたします。

この報告の取りまとめにあたっては、以下のような訪問先でいただいた資料およびイ
ンターネットで収集した資料を参照しました。
・富岡復興ソーラープロジェクト
「新エネルギー新聞」2016.12.26
富岡復興ソーラープロジェクトＨＰ
(2017.3.20)

http://www.tomioka-reconstruct.jp/

・特定非営利活動法人野馬土、農事組合法人浜通り農産物供給センター
当日いただいた資料
特定非営利活動法人野馬土が作成したパンフレット（2016 年 12 月末作成）
【野馬土の新聞】WEB 版

2017 年 3 月号

「原発被災地を歩くガイドブック」（相馬新地・原発事故の全面賠償をさせる会）
2017 年 4 月版
「しんぶん福島からの発信」第 5 号

2016 年 5 月

「しんぶん福島からの発信」第 6 号

2016 年 12 月

・えこえね南相馬
当日いただいた資料
「ソーラーシェアリングの考え方

農地と太陽光発電の共存による農業再生と地

域活性化」一般社団法人えこえね南相馬研究機構
「えこえね南相馬『再エネの里』」
「一般社団法人

一般社団法人えこえね南相馬研究機構

えこえね南相馬」のソーラーシェアリング第 1 号竣工式、2013.10.01
（2017.03.21） 「南

http://www.fre-net.jp/?p-=1098
相馬ソーラーヴィレッジ-ee-minamisoma
http://www.ee-minamisoma.jp/

南

ページ」 開所 2015 年 11 月
相

馬
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（2017.03.21）

「再エネの里」農作物-ee-minamisoma ページ

「『再エネの里』」ソーラーシェアリングによる植物栽培日誌」
（2017.03.20）

http://www.ee-minamisoma.jp/再エネの里-農作物/
・KTSE 合同会社
当日斉藤さんからいただいた資料

「KTSE 発電所ソーラーシェアリングについて」KTSE 合同会社、2017.01.17
「KTSE 発電所建設計画」KTSE 合同会社、2017.01.19
「KTSE 発電所仕様（建設済分）」KTSE 合同会社、2017.04.08
「KTSE 合同会社 3 ヶ年事業計画」KTSE 合同会社
福島インターネット動画放送局

きぼうチャンネル

代表社員

斉藤広幸 2015.03.06

KTSE 発電所

2016.12.09
(2017.03.20)

http://kibou-ch.com/movie/specials/2016/12/09/ktse

ふくしまからはじめよう。再エネ発電モデル事業（営農継続モデル）について
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36045b/saiene-einou-top.html

(2017.03.20)

・福島県農民連
当日の配布資料
「ミドルクラス太陽光発電所計画」
「ふくしま再生可能エネルギー事業ネット主催による『市民共同発電所見学会＆太陽
光発電セミナー』が開催されました」 2014.08.25
（2017.03.21）

http://www.fre-net.jp/?p-=3550
「『エネルギー自立』で農村地域の再生をめざしています

（2017.03.21）

http://www.f-nou.com/?page_id=444
「しんぶん福島からの発信」第 5 号

福島県農民連」

2016 年 5 月

・飯舘電力
当日いただいた資料
「『再生可能エネルギー先駆けの地・福島』を目指して」
「飯舘電力の挑戦

までいの村で再エネ：福島便り」（「東京新聞」2016.11.29）

飯舘電力 HP
（2017.06.17）

http://iitatepower.jp/overview/
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