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目　次 　再生可能エネルギーは、太陽光や太陽熱、風力、水力など、資源がなくならず繰り

返し利用することが可能なエネルギーのことです。

　再生可能エネルギーの長所として、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとん

ど排出しないクリーンなエネルギーであること、海外からの輸入に頼ることのない

国産のエネルギーであること、エネルギーを使う場所と作る場所が近いため無駄が

ないこと、などが挙げられます。

　一方、短所として、これまでの石油等のエネルギーと比較するとまだまだ費用が

高いこと、自然条件に左右されるため、出力が不安定なものがあること、などが挙

げられます。

　自然を守り、原子力に依存しない、安全、安心な社会を目指すためにも、再生可能

エネルギーの一層の導入が求められています。
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再生可能エネルギーの種類 発電電力量における再生可能エネルギー
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❸ ❹

　これまでは、石油や石炭などの化石燃料がエネルギーの主役として使われてきました

が、その量には限界があり、さらには、環境汚染や地球温暖化の原因にもなっています。

　このまま化石燃料を使い続けると、地球温暖化の原因となる二酸化炭素が大気中に放

出され続けるために、地球温暖化が進行してしまいます。

　そのため、クリーンで繰り返し利用が可能である、太陽エネルギーや水力のような再

生可能エネルギーが必要とされているのです。

　太陽電池を使って太陽の光で発電します。
　太陽の光が当たると電流が生じる『半導体』
というものを利用して、太陽の光のエネルギー
を電気に変えています。
　最近では住宅の屋根に設置する人が増えて
います。
　太陽光発電によってつくられた電気は、設
置した建物で使ったり、電力会社に売ったり
しています。

　このまま地球温暖化が進んでしまうと、「海水が増え、陸地が減る」、「生態系の変化」、「大雨の増加」、「熱
中症患者の増加」などの影響がでてきます。
　また、このまま温暖化対策をしなければ、2100年ごろには福島県の平均気温が5.3℃上昇するという
温暖化の影響予測もあります。(※)

(※出典：「福島県の気候変動と影響の予測」)

● 地球温暖化の仕組み

● 地球温暖化が進むとどうなるの？

● 再生可能エネルギーの有効利用

● 発電時における二酸化炭素の排出割合（kg･CO2/kWh）

　太陽光発電などの再生可能エネルギーは、自然条件に左右
されるなどの弱点があります。例えば、太陽光発電は太陽の
出ていない夜に発電することができません。
　そこで、最近は電気をためることができる『蓄電池』を家庭
に設置する人が増えてきています。
　蓄電池があれば、昼間に太陽光発電によって発電した電気
を貯めて、夜間も使うことができるようになり、太陽光発電によって発電した電気を有効に利用できる
ようになります。また、災害などで停電してしまった時にも電気を使うことができるようになります。

なぜ再生可能エネルギーが必要なの？
さい せい か のう ひつ よう

再生可能エネルギーにはどんなものがあるの？
さい せい か のう
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● 太陽光発電

　水が流れる力を利用してタービンを回して発電します。自然環境の中で繰り返し
使うことができ、二酸化炭素や大気汚染物質が排出されることはありません。
　近年では、中小規模の水力発電が注目されています。

● 水力発電

いわき市医療センターの太陽光発電

四時ダムの水力発電
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　太陽光発電1kW当たりの1年間の発電量は、およそ
1,100kWhと言われています。（設置した地域や方角などに
よって発電量は違ってきます。）
　１世帯当たりの１年間の電気使用量を約4,400kWh(※)と
すると、仮に4kWの太陽光発電を設置すれば、家庭で使う電気
をまかなえる計算になります。
　太陽光発電を設置して、自分たちの家庭で使う電気を自分た
ちで発電することで、火力発電所の運転が減り、二酸化炭素の排出を減らすことができます。
　また、家庭で使いきれずに余った電気は電力会社に売ることができます。
太陽光発電でつくった電気を節約して上手に使えば、より多くの電気を売ることができ、地球にも家計
にも優しい生活を送ることができます。

❺ ❻

※経済産業省「平成24年度待機時消費電力調査報告書」より木質ペレット燃料

地中熱利用のしくみ 雪氷熱利用のしくみ

　風の力で風車を回し、その回転を発電機に伝
えて発電します。
　おもに、山や海など風の強い場所に設置され
ています。
　太陽光発電と違い、風が吹いていれば夜でも
発電することができます。

● 風力発電

　太陽の光が当たるとじりじりと暑
くなるように、太陽の持つ熱エネル
ギーを直接利用するものです。
　屋根の上などに置いた集熱器で太
陽の熱を集めてお湯を作り、給湯や暖
房などに使ったりすることができま
す。

● 太陽熱利用

　川の水や地面の中は、年間を通して温
度の変化が小さく、夏場は外気よりも温
度が低くなり、逆に、冬場は外気よりも
温度が高くなります。
　この温度差を効率的な冷暖房などに
利用します。

● 地中熱利用・温度差熱利用
　冬に降り積もった雪や、冷たい外気に
より凍結した氷を倉庫などに保管し、夏
などの冷熱を必要とする季節に、冷気を
利用してビルの冷房や農作物の冷蔵な
どに利用します。雪が多く積もる地域
で利用されています。

● 雪氷熱利用

　バイオマスエネルギーとは、化石燃料とは異なり、木くず・生ごみ・稲や麦のわら・
もみ殻・食品廃棄物・家畜排せつ物など、動植物から生まれた物（バイオマス資源）
を燃やして発電したり、発生した熱を利用するものです。
　バイオマス資源を燃やした時にも二酸化炭素が発生しますが、バイオマス資源は
もともと空気中の二酸化炭素を光合成によって有機物に変えたものなので、燃やし
ても二酸化炭素は増えないものとされています。

製材所で出る端材
などをおがくずの
ように細かく砕
き、圧縮して円筒
状に成型した固形
燃料です。

● バイオマス発電・バイオマス熱利用

　日本では、地下深部にはマグマが存
在し、膨大なエネルギーが眠っていま
す。このエネルギーを利用して蒸気を
つくり、タービンを回して発電します。
天候に左右されず安定した発電が可能
です。
　地熱発電には、水よりも沸点の低い
液体を利用して蒸気をつくるバイナ
リー方式というものもあります。

● 地熱発電

いわきの里鬼ケ城の風力発電

地熱発電のしくみ（出典：資源エネルギー庁ＨＰ）
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● 太陽光発電は地球にも家庭にも優しい！
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❼ ❽

　燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応によって発電した電気エ
ネルギーを使ってモーターを動かす車で、走行時に排気ガスを出さず、
水のみが発生します。
　普通の自動車がガソリンスタンドで燃料を補給するのと同じように、
燃料電池自動車は水素ステーションで燃料の水素を補給します。いわ
き市にもいわき鹿島水素ステーションがあります。

○ 燃料電池自動車（FCV）

　エネファームは都市ガスやLPガスから水素を取り出し、それを空気中の酸素と反応させて電気を作り
ます。また、その時に発生する熱を利用してお湯をつくることができます。発電しながらお湯を作るこ
とができるので、エネルギーを無駄なく使うことができる装置として注目されています。

○ 家庭用燃料電池（エネファーム）

　燃料電池バスは、燃料電池自動車と同じく水素を燃料として走るバ
スです。
　いわき市では、東北地方初の燃料電池バスが走っています。

○ 燃料電池バス（FCバス）

● 太陽光発電の公共施設の屋根等貸し事業

フラワーセンターの太陽光発電

　最近、次世代のエネルギーとして「水素」が注目されています。

　水素は、地球上では酸素と結びついて「水」として多く存在しており、水を電気分

解すると、水素を取り出すことができます。反対に、水素と酸素を化学反応させる

ことで、電気を作り出すことができます。

　いわき市では、曇りや雨の日が少なく、

全国でも日照時間が長いことを活かして、

これまで学校や公共施設に太陽光発電を

設置してきました。

　また、豊富な森林資源を有していること

から、「木質バイオマスエネルギー」を取り

入れることとし、公民館や支所などに木質

ペレットストーブを設置してきました。

　東日本大震災をきっかけに、将来的には

原子力発電に頼らない社会を目指すとい

う新たな考えのもとに、再生可能エネル

ギーの導入に取り組んでいます。

● 水素エネルギーってなに？

　水素を燃料として発電する水素発電では、発電時には水のみが発生し、地球温暖

化の原因となる二酸化炭素などのガスを出しません。

　さらに、水素は貯めたり運んだりすることができるので、必要な時に必要な場所

で発電することができます。

　また、水素を作る際に再生可能エネルギーを使うことで、使う時も作る時も二酸

化炭素を発生させないクリーンなエネルギーであるとともに、天候などに左右され

やすい再生可能エネルギーを効率的に利用できるようになります。

● 水素エネルギーってどんな点が優れているの？

● 何に使われているの？

最近水素エネルギーが注目されているようだけれど？
さい きん すい ちゅうもくそ

市の公共施設で再生可能エネルギーは使われているの？
し こう し せつ つかさい せい か のうきょう

いわきの里鬼ケ城のペレットストーブ

たい

さと おに が じょう

よう こう はつ でん

　いわき市では、太陽光発電を行う会社などに公共施設の屋根などを貸し出
しています。小学校や中学校、災害公営住宅などに設置された太陽光発電シ
ステムでは、太陽光発電の発電量を表示して、どのくらい環境にやさしいか

わかるようにするなど、環境教育に役立て
ています。
　また、災害などの非常時に停電になった
ときには、太陽光発電システムで発電した
電気を、貸し出した施設で使用することも
できます。

久之浜中学校に設置された太陽光発電
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　燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応によって発電した電気エ
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公共施設の再生可能エネルギー導入状況について
こうきょう し せつ さい せい か のう どうにゅうじょうきょう

　いわき市内の公共施設に設置している再生可能エネルギー利用設備を、
種類ごとに分けて、設置した年度が早い順にとりまとめました。
　公共施設に出かけた際には、ぜひ確認してみてください。
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●太陽光発電
施　設　名　【規模等】 主な利用形態等　（導入年度）

クリンピーの家 【5.2kW】 照明用電力（H9）

健康・福祉プラザ 【12kW】 照明用電力（H10）

フラワーセンター 【40kW】　総合保健福祉センター 【100kW】 施設内電力（H14）

田人ふれあい館 【47kW】　　養護老人ホーム徳風園 【20kW】 施設内電力（H16）

いわき平競輪場 【5.6kW】 照明・動力用電源（H18）

いわき清苑 【20kW】 施設内電力（H19）

内郷第二中学校 【20kW】 施設内電力（H22）

平浄水場 【20kW】 施設内電力（H28）

いわき市医療センター 【20kW】 施設内電力（H30）

豊間公園 【1kW】 照明用電力（H30）

滝沢3号公園 【0.2kW】 照明用電力（R2）

平第一小学校 【50kW】　　　いわき市文化芸術交流館アリオス 【10kW】 施設内電力（H18）

いわきニュータウン 【310kW】 売電（H13～H14）
（次世代都市整備事業）

草野小学校 【20kW】 施設内電力（H26）
（防災拠点支援事業）

常磐消防署 【30kW】　　　　中央台東小学校 【50kW】
中央台公民館 【60kW】 施設内電力（H15）

泉小学校 【26kW】　　　　　久之浜中学校 【44kW】
玉川中学校 【26kW】　　　　夏井川河川防災センター 【26kW】

売電（H26）
（屋根等貸し事業）

佐糠第一団地 【37kW】　　　佐糠第二団地 【40kW】
永崎団地 【205kW】

売電（H28）
（屋根等貸し事業）

江名公民館 【31kW】　　　　南部アリーナ 【20kW】
平体育館 【21kW】　　　　　勿来体育館 【30kW】
総合体育館 【20kW】　　　　いわきサンアビリティーズ 【20kW】
田人小学校 【10kW】　　　　江名小学校 【13kW】
高久小学校 【13kW】　　　　御厩小学校 【13kW】
中央台北中学校 【20kW】　　平第四小学校 【15kW】
湯本第二小学校 【12kW】　　小名浜東小学校 【15kW】
湯本第三小学校 【10kW】
地域防災交流センター久之浜・大久ふれあい館 【20kW】

施設内電力（H27）
（防災拠点支援事業）

宮小学校 【44kW】　　　　　沼ノ内団地 【33kW】
錦団地 【50kW】　　　　　　作町東団地 【36kW】
薄磯団地 【44kW】　　　　　豊間団地 【44kW】
四倉南団地 【95kW】　　　　関田団地 【44kW】
久之浜東団地 【49kW】

売電（H27）
（屋根等貸し事業）

●太陽熱利用
施　設　名　【規模等】 主な利用形態等　（導入年度）

養護老人ホーム千寿荘 【7kl】 浴室等への給湯（H56）

三和ふれあい館 【16kl】 温風による床暖房（H10）

四倉第二幼稚園 【6kl】 温風による床暖房（H12）

いわき市医療センター 【3kl】 浴室等への給湯（H30）

内郷支所 ペレットストーブ　1台（H16）

勿来支所 ペレットストーブ　1台（H18）

川前支所 ペレットストーブ　1台（H23）

川前小学校 ペレットストーブ　2台（H25・H26）

アンモナイトセンター ペレットストーブ　2台（H26）

湯の岳山荘 ペレットストーブ　2台（H29・H31）

いわきの里鬼ケ城 ペレットストーブ　8台（H19・H20・H21・H22）

遠野オートキャンプ ペレットストーブ　4台（H20・H28）

三和支所　　　　　　高久公民館　　　　　　養護老人ホーム千寿荘 ペレットストーブ　各1台（H19）

●風力発電
フラワーセンター 【40kW】 施設内電力（H15）

いわきの里鬼ケ城 【100kW】 施設内電力（H17）

●バイオマス（廃棄物）発電
南部清掃センター 【3,500kW】 施設内電力及び売電（H12）

北部清掃センター 【160kW×2機】 施設内電力（H29・H30）

●バイオマス（下水汚泥）熱利用
東部浄化センター 消化タンク加温等（S44）

北部浄化センター 消化タンク加温等（S49）

●バイオマス（廃棄物）熱利用
北部清掃センター 排熱を利用した施設内暖房・給湯など（S55～56）

南部清掃センター 排熱を利用した施設内暖房・給湯など（H12）

●バイオマス（木質）熱利用

田人ふれあい館
ペレットボイラー　1基（H16）

ペレットストーブ　1台（H20）

田人おふくろの宿
ペレットボイラー　1基（H17）

ペレットストーブ　8台（H16・H21・H22・H28）

フラワーセンター
ペレットボイラー　1基（H16）

ペレットストーブ　2台（H18・H27）

四倉集会所　　　　　井出集会所　　　　　本町集会所
折戸集会所　　　　　折松集会所

四倉小学校　　　　　錦中学校　　　　　小名浜第一中学校
内郷第二中学校

ペレットストーブ　各1台（H26）

ペレットストーブ　各1台（H27）

江名小学校　　　　　川前中学校　　　　　勿来第二中学校
好間中学校　　　　　永崎集会所　　　　　後田集会所
関田集会所　　　　　金坂集会所　　　　　四倉13区集会所
中好間集会所

ペレットストーブ　各1台（H25）
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草野小学校 【20kW】 施設内電力（H26）
（防災拠点支援事業）

常磐消防署 【30kW】　　　　中央台東小学校 【50kW】
中央台公民館 【60kW】 施設内電力（H15）

泉小学校 【26kW】　　　　　久之浜中学校 【44kW】
玉川中学校 【26kW】　　　　夏井川河川防災センター 【26kW】

売電（H26）
（屋根等貸し事業）

佐糠第一団地 【37kW】　　　佐糠第二団地 【40kW】
永崎団地 【205kW】

売電（H28）
（屋根等貸し事業）

江名公民館 【31kW】　　　　南部アリーナ 【20kW】
平体育館 【21kW】　　　　　勿来体育館 【30kW】
総合体育館 【20kW】　　　　いわきサンアビリティーズ 【20kW】
田人小学校 【10kW】　　　　江名小学校 【13kW】
高久小学校 【13kW】　　　　御厩小学校 【13kW】
中央台北中学校 【20kW】　　平第四小学校 【15kW】
湯本第二小学校 【12kW】　　小名浜東小学校 【15kW】
湯本第三小学校 【10kW】
地域防災交流センター久之浜・大久ふれあい館 【20kW】

施設内電力（H27）
（防災拠点支援事業）

宮小学校 【44kW】　　　　　沼ノ内団地 【33kW】
錦団地 【50kW】　　　　　　作町東団地 【36kW】
薄磯団地 【44kW】　　　　　豊間団地 【44kW】
四倉南団地 【95kW】　　　　関田団地 【44kW】
久之浜東団地 【49kW】

売電（H27）
（屋根等貸し事業）

●太陽熱利用
施　設　名　【規模等】 主な利用形態等　（導入年度）

養護老人ホーム千寿荘 【7kl】 浴室等への給湯（H56）

三和ふれあい館 【16kl】 温風による床暖房（H10）

四倉第二幼稚園 【6kl】 温風による床暖房（H12）

いわき市医療センター 【3kl】 浴室等への給湯（H30）

内郷支所 ペレットストーブ　1台（H16）

勿来支所 ペレットストーブ　1台（H18）

川前支所 ペレットストーブ　1台（H23）

川前小学校 ペレットストーブ　2台（H25・H26）

アンモナイトセンター ペレットストーブ　2台（H26）

湯の岳山荘 ペレットストーブ　2台（H29・H31）

いわきの里鬼ケ城 ペレットストーブ　8台（H19・H20・H21・H22）

遠野オートキャンプ ペレットストーブ　4台（H20・H28）

三和支所　　　　　　高久公民館　　　　　　養護老人ホーム千寿荘 ペレットストーブ　各1台（H19）

●風力発電
フラワーセンター 【40kW】 施設内電力（H15）

いわきの里鬼ケ城 【100kW】 施設内電力（H17）

●バイオマス（廃棄物）発電
南部清掃センター 【3,500kW】 施設内電力及び売電（H12）

北部清掃センター 【160kW×2機】 施設内電力（H29・H30）

●バイオマス（下水汚泥）熱利用
東部浄化センター 消化タンク加温等（S44）

北部浄化センター 消化タンク加温等（S49）

●バイオマス（廃棄物）熱利用
北部清掃センター 排熱を利用した施設内暖房・給湯など（S55～56）

南部清掃センター 排熱を利用した施設内暖房・給湯など（H12）

●バイオマス（木質）熱利用

田人ふれあい館
ペレットボイラー　1基（H16）

ペレットストーブ　1台（H20）

田人おふくろの宿
ペレットボイラー　1基（H17）

ペレットストーブ　8台（H16・H21・H22・H28）

フラワーセンター
ペレットボイラー　1基（H16）

ペレットストーブ　2台（H18・H27）

四倉集会所　　　　　井出集会所　　　　　本町集会所
折戸集会所　　　　　折松集会所

四倉小学校　　　　　錦中学校　　　　　小名浜第一中学校
内郷第二中学校

ペレットストーブ　各1台（H26）

ペレットストーブ　各1台（H27）

江名小学校　　　　　川前中学校　　　　　勿来第二中学校
好間中学校　　　　　永崎集会所　　　　　後田集会所
関田集会所　　　　　金坂集会所　　　　　四倉13区集会所
中好間集会所

ペレットストーブ　各1台（H25）



いわき市　生活環境部　環境企画課
〒970-8686　福島県いわき市平字梅本21番地

TEL.0246-22-7528
■E メ ー ル　kankyokikaku@city.iwaki.lg.jp
■市ホームページ　http://www.city.iwaki.lg.jp/

※このパンフレットは「福島特定原子力施設地域振興交付金事業」を活用して作成しております。
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