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１ 背景 ⑴ 福島県内における風力発電所の導入見込み

区 分 設備容量 基数

稼働済 176,075kW 88基

アセス中 1,019,780kW 270基

県公募 360,699kW 108基

計 1,556,554kW 466基

※実証事業終了（撤去済）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJqu7k0rnSAhVDzLwKHdAnDeIQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2134991989051710501/2134991997851718803&psig=AFQjCNF9IgY7rY7VE1eSKZJDZGbfunNu_Q&ust=1488606811764006
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj6NLe3IzTAhVJ1mMKHcd8CaMQjRwIBw&url=http://s.webry.info/sp/hiropapa3.at.webry.info/201409/article_1.html&psig=AFQjCNFDBfSdGokST4vc5KYcJMynIAEehA&ust=1491461355973302
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCjJON3YzTAhUG5mMKHZpQBx8QjRwIBw&url=http://www.eurus-energy.com/gallery/photo.html&psig=AFQjCNEhAit2QpcroaNymeJfZtnYI-4-Fw&ust=1491461441361091


１ 背景 ⑵ 阿武隈地域風力発電事業（県公募）

福島復興風力㈱

出力規模：最大147,600 kW

設置基数：3,200kW×46 基

川内復興エナジー合同会社

出力規模：最大40,799 kW

設置基数：4,300kW×10 基

共同事業者：JR東日本エネルギー開発ほか

あぶくま南風力発電合同会社

出力規模：最大89,600 kW

設置基数：3,200kW×28 基

共同事業者：エコパワー、根本通商、マルト、

丸紅、東北自然エネルギー

いわき神楽山復興エナジー合同会社

出力規模：最大61,100kW

設置基数：4,300kW×16基

共同事業者：JR東日本エネルギー開発、

磐栄運送

葛尾風力㈱

出力規模：最大15,000kW

設置基数：3,200kW×5基

川内電力㈱

出力規模：最大6,990kW

設置基数：3,200kW×3基
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１ 背景 ⑶ 市内の風力発電事業

あぶくま南風力発電事業（評価書）

出力規模：最大89,600kW

設置基数：3,200kW×28基

運転開始予定：R7年3月

事業者：あぶくま南風力発電合同会社
（代表：コスモエコパワー）

滝根小白井ウインドファーム（稼働中）

出力規模：46,000kW（いわき26,000kW）

設置基数：2,000kW×23基（いわき13基）

事業者：㈱ユーラスエナジーHD

田人風力発電事業（工事着手届出）

出力規模：最大18,830kW
（4,200kW×5基程度）
運転開始予定：R5年５月

事業者：㈱ユーラスエナジーHD

三大明神風力発電事業（工事着手届出）

出力規模：最大34,000kW
（4,200kW×9基程度）
運転開始予定：R6年2月

事業者：㈱ユーラスエナジーHD

馬揚山風力発電事業（準備書）

出力規模：最大34,000kW
（4,300kW×9基程度）
運転開始予定：R7年6月

事業者：ＪＲ東日本エネルギー開発㈱

たびと中央ｳｲﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ事業（準備書）

出力規模：最大51,000kW
（4,200kW×13基程度）
運転開始予定：R9年3月

事業者：㈱GF

神楽山風力発電事業（評価書）

出力規模：最大68,800kW

設置基数：4,300kW×16基

運転開始予定：R7年2月

事業者：いわき神楽山復興エナジー合同会社
（代表：JR東日本エネルギー開発）

芝山・大黒山風力発電事業（準備書）

出力規模：最大51,000kW
（4,200kW×13基程度）
運転開始予定：R8年2月

事業者：HSE㈱

※出力規模については、各事業者からのヒアリング等により、系統連携出力を最大値としている。
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２ いわきウィンドバレー推進研究会の概要

設立日 ２０１８年８月２９日

会員数 ３8企業（２０２３年３月末現在）

事務局 公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

主な活動
〇いわきウインドバレー・プロジェクトの推進
〇開発力・生産能力の強化
〇展示会出展等による販路開拓

設立趣旨

東日本大震災以降、いわき市では地域特性と産業ポテンシャルを生かすことのできる再生可能エネルギー関
連産業や、バッテリー・水素などエネルギーの有効利用技術に関する産業振興に取り組んでまいりました。

特に、風力発電分野においては、関連産業が多岐にわたり広い裾野を有する産業分野でもあることから、既
存企業の参入実現に大きな期待が寄せられております。

いわき地域をはじめとした福島県浜通り地域においては、国の浮体式洋上風力実証プロジェクトが進められ
ている他、「福島イノーベーション・コースト構想」や「福島新エネ社会構想」等の具現化に向けた取組みが推
進され、今後、風力発電の更なる導入拡大が見込まれております。

このような市場動向を大きな機会として捉え、地域中核企業をコア企業グループとした金属加工分野・施工
メンテナンス分野等に強みを発揮できる企業連携体を組織して、新たに建設される風力発電に係る関連部品
等の製造・生産、建設後の継続的な需要が見込める既設風車への運用メンテナンス業務も取り込んだ一貫
的な受注体制を整備してまいります。地域が一体となって風力発電産業への参入と製造拠点化の実現を促
進し、いわき地域における新たなエネルギー関連産業の創出と将来的な一大風力産業クラスターの実現を
目的として、「いわきウィンドバレー推進協議会」を設立いたしました。



発電事業者と市内企業
との個別相談会

大学教授等専門家と市内
企業との個別相談会

2018年度 2019年度 2020年度

セミナー

マッチング等

展示会出展

風車実機の
視察研修

○協議会の組織化
○発電事業者による
セミナー
○大学教授によるセミナー

○講師：発電事業者
○内容：風車マーケット
への参入

○講師：大学教授等
○内容：産学連携
プロジェクトの創出

○ＷＩＮＤ ＥＸＰＯ
○ＲＥＩＦふくしま

○ＲＥＩＦふくしま
○台湾ミッション
○ドイツミッション

○ＷＩＮＤ ＥＸＰＯ
○ＲＥＩＦふくしま

日立風力保守トレーニン
グセンター

会津若松ウインドファーム
㈱日立パワーソリューション
ズ能代サービスセンター
秋田市新屋浜風力発電所

項 目

主な成果

バックス情報システム㈱と
東大先端研との産学連
携
プロジェクトの創出

東北ネヂ製造㈱が風車用
のボルトやナット等の経済
産業省の性能評価に合格

市内企業が大手メー
カーとのマッチングにより
参入への足掛かりをつか
む

３ いわきウィンドバレー推進研究会の活動概要

保守・メンテナンス事業者、
大学教授と市内企業との
個別相談会

2021年度

○講師：
保守・メンテナンス
事業者、大学教授等
○内容：
風力メンテナンス人材育成

○ＷＩＮＤ ＥＸＰＯ
○ＲＥＩＦふくしま※
※新型コロナの影響により
中止

イオスエンジニアリング&
サービストレーニングセン
ター
（青森県六ケ所村）

国内の風力発電への機運
が高まり、新たに10社の企
業が参画し、ネットワーク
拡充が図られた。

EPC事業者、風力発電事
業者との個別相談会

2022年度

○講師：
EPC事業者、風力発電事
業者
○内容：風力発電関連産
業への具体的参入

○ＷＩＮＤ ＥＸＰＯ
○ＲＥＩＦふくしま

秋田洋上風力
（秋田県能代市）

新たに8社の企業が参画

会川鉄工：大型風車用タ
ワー受注



３ これまでにご講演いただいた講師/視察先



４ 風力発電関連事業参入セミナー

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

福島イノベーションコースト構想や福島新エネ社会構想に基づく風力発電拠点形成プロジェクト等により、福
島県内に350基を超える風力発電施設の整備が進むなど、複数の発電事業者による風力発電の導入に向けた具体
的な検討が進められており、風力発電関連産業の市場において県内への大きな経済波及効果が期待されています。

また、いわき市においても、阿武隈地域等における共用送電線に接続する約 360MW の風力発電事業が進めら
れているほか、今後100基を超える風車の建設計画が進行中です。

本セミナでは、浜通り地域企業が県内の風力発電関連事業にどのように参入し、地元受注に繋げられるのか、
風力発電事業者やEPC事業者等から市場動向等について解説いただいた。



４ 風力発電関連事業参入セミナー ７

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

第１回

開催日時 令和4年11月15日(火)15:00～16:00 会 場 いわき産業創造館

講 演
講 師

東光電気工事株式会社
電力インフラ事業部再エネユニット工事部
工事第一課 課長

石川 幸一郎 氏

演 題 風力発電事業におけるEPC（設計・調達・施工）サービス事業の現状

参加者 24名

内 容

これまで「いいたてまでいな再エネ発電所」をはじめ、福島県内での風力発電事業におけ
るEPC（設計・調達・施工）の実績をお持ちの東光電気工事 石川氏をお招きし、EPC事業
者の立場から、風力発電関連工事への地元企業の参入体制構築等についてお話しいただいた。

・再エネ発電所事業化について/事業化のフロー
・風力発電所建設までの流れ
・EPCについて
（メリット）
－設計当初から関与しているので、工事側の意見が反映されやすい。
－設計施工なので、工事工程の調整が効きやすい。
－事業の全体を把握することができる。

（デメリット）
－設計施工なので、責任と負担が大きい。
－長期間での工程管理（関与）が必要。
－昨今は許認可協議に時間がかかり、工事工程のずれ込みによる影響が大きく出る。等



４ 風力発電関連事業参入セミナー

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

第２回

開催日時 令和4年12月19日(月)14:30～16:00 会 場 いわき産業創造館

講 演
講 師 コスモエコパワー株式会社

事業開発部 開発２グループ長

廣渡 圭 氏

演 題 阿武隈南部風力発電事業の現状及び地元企業参入の可能性について

参加者 26名

内 容

いわき市及び双葉郡広野町において、総出力最大89,200kW の風力発電所を設置する計画
である「阿武隈南部風力発電事業（環境影響評価実施案件）」の現状について、あぶくま南
風力発電合同会社の業務執行社員であるコスモエコパワー 廣渡氏にお話しいただいた。

・阿武隈南部風力発電事業の現状
2022～24年度 完了) 環境アセス（評価書縦覧）

予定) 詳細設計、許認可申請、工事、運転開始

・地元企業参入の可能性について
－事前調査から着工までの主な業務について
－建設工事について
－メンテナンスについて



５ 講師と市内企業との個別相談会

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

第１回

開催日時 令和4年11月15日(火)16:00～18:00 会 場 いわき産業創造館

相談会

対応者 東光電気工事株式会社 石川 幸一郎氏

参加社 ４社

第２回

開催日時 令和4年12月19日(月)16:00～18:30 会 場 いわき産業創造館

相談会

対応者 コスモエコパワー株式会社 廣渡 圭氏

参加社 ５社



6 パンフレットの制作

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

制作部数 1,000部

掲載内容

〇CENTER for Wind Energy 
〇活動内容
〇県内における風力発電所の導入見込
〇阿武隈地域風力発電事業(県公募)
〇市内の風力発電事業
〇参画企38社の概要 など

掲載企業
30社

会川鉄工㈱、東北ネヂ製造㈱、
いわきエフアールピー工業㈱、
岩電機工事㈱、㈱江名製作所、
㈱エム・シー・エフ、
㈱常磐エンジリニアリング、
㈱鈴木電気吾一商会、㈱成栄、
㈱高萩重機、wpdジャパン㈱、
㈱東海興産、㈱東北エンタープライズ、
東稜検査㈱、バックス情報システム㈱、
磐栄運送㈱、Fast Space㈱、
㈱富士ピー・エス、マイナーズジャパン㈱、
ローヤル油機㈱ 他



7 風力発電関連先進地域視察

ⒸIwaki Cooperative Support Networks Association

視察場所 能代港洋上風力発電所（能代港港湾区域内の洋上風力発電設備)

視察日 令和5年3月28日（火）～29日（水）

内 容

丸紅など13社が出資する「秋田洋上風力発電株式会社※AOW」（秋田市）が、秋田県秋田港及び能
代港において、日本国内初となる商業ベースでの大規模な洋上風力発電プロジェクトを行っています。能代
では昨年12月22日、秋田港でも今年1月31日より、再生可能エネルギー固定価格買取制度（以下、
「FIT制度」）に基づく商業運転を開始しました。
今まさに、国内での洋上風力発電の先進地である秋田洋上風力プロジェクトの現場を視察するほか、丸
紅洋上風力開発(株)能代運転管理事務所様より、洋上風力発電導入に至るまでの具体的な経緯等につ
いて解説いただく予定



8 いわきウィンドバレー推進研究会 成果等

2022.10.21 日刊工業新聞



9 いわきウィンドバレー推進研究会の今後の取組み

●国内最大級の風力発電メンテナンス企業である㈱北拓が、いわき四
倉中核工業団地に拠点を完成させ、トレーニングセンターや国際認証
が取得できる機能を整備した。また、いわき市と連携協定を締結して
いる東大先端研や本県のFREAなどと地域企業との産学連携プロジェク
ト等を創出させ、引き続き、福島県に横たわる風車市場への参入に向
けたより具体的な活動を行う。

●福島イノベーションコースト構想や福島新エネ社会構想に基づく風
力発電拠点形成プロジェクトにより福島県内に350基を超える風力発
電施設の整備が進むなど、複数の発電事業者による風力発電の導入に
向けた具体的な検討が進められている。また、浪江の福島国際研究教
育機構における新たな研究開発に向けたプロジェクトの創出など、風
力発電関連産業の市場や現況を把握した研究会の取組を推進する。


