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エネルギー政策の基本視点：「３Ｅ＋Ｓ」 

安定供給 

Energy Security 

 

 
環境への適合 

Environmental conservation 

経済効率性の向上 

Economic Efficiency 

安全性 

Safety 

「長期エネルギー需給見通し」 

電気料金の抑制は喫緊の課題、 

電力コストを現状より引き下げ 

(E) 安定供給 
(E) 経済効率性の向上 
(E) 環境への適合 
(S) 安全性 

「３Ｅ＋Ｓ」 

原子力 → 世界最高水準の規制基準に 
加え、自主的安全性の向上、安全性確
保に必要な技術・人材の維持・発展 

欧米に遜色ない温室効果ガス 

削減目標を掲げ、世界をリード 

自給率(６％) → 震災以前を 

更に上回る水準(２５％程度) 

まで改善 

出典：東北エネルギー懇談会 



3 

電源構成（長期エネルギー需給見通し） 

出典：総合資源エネルギー調査会 
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 国内最大級の    

 

   新エネルギー供給基地と 

 

     関連産業集積拠点の形成 

第2期秋田県新エネルギー産業戦略の目指す姿 
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戦略の基本方針 

（前提） 

再生可能エネルギー発電事業は、 

豊富な自然エネルギーを活用した「本県ならでは」の産業であり、 

その建設工事は、県内経済を活性化する大きな設備投資であるとともに、 

運転開始後は、安定した地場産業となる。 

（方向性） 

① 再生可能エネルギーの導入拡大（＝発電所建設に係る県内への設備投
資）の継続 

② 発電所の運営、建設工事、メンテナンス、部品供給等の関連産業にお
ける県内への経済効果の最大化 

③ エネルギーの将来を見据えた長期的視点からの、技術開発を含めた、
洋上風力発電、地熱開発、水素エネルギー等に関する取組の推進 
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戦略の構成 

政策Ⅰ 

再生可能エネルギーの導入拡大 

施策１ 洋上風力発電の導入促進 

施策２ 陸上における風力発電の導入促進 

施策３ 地熱発電の導入促進 

施策４ 太陽光発電の導入促進 

施策５ 水力発電の導入促進 

施策６ バイオマス発電の導入促進 

施策７ 再生可能エネルギーの多面的利用 
の促進 

 

政策Ⅱ 

関連産業への県内企業の参入拡大 

施策１ 県内発電事業者の育成 

施策２ 洋上風力発電関連産業の育成 

施策３ 陸上における風力発電関連産業の
育成 

施策４ 風力以外の発電における関連産業
の育成 

施策５ 関連製造業の集積の促進 

施策６ 関連産業を支える人材の育成 

 
政策Ⅲ 水素エネルギーに関する取組の推進 

施策１ 県内における推進体制の構築 

施策２ 国内大手企業や研究機関との連携の促進 

施策３ 再生可能エネルギーによる水素製造システムの構築に向けた検討 



政策Ⅰ「再生可能エネルギーの導入拡大」 

政策Ⅱ「関連産業への県内企業の参入拡大」 

政策Ⅲ「水素エネルギーに関する取組の推進」 

戦略の目標 

戦略の推進に当たって 
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取組① 秋田港、能代港における事業化の促進 

 ・洋上風力発電の建設工事等に必要となる岸壁や埠頭用地の整備 

 ・漁業関係者を始めとする港湾関係者等との調整に対する支援 

 

取組② 一般海域における事業化の促進 

 ・導入指針等の策定に関する国への働きかけ 

 ・民間事業者による事業化段階に至った場合における、漁業関係者を 

  始めとする海域利用者等との調整に対する支援 

 

取組③ 関連する送電網整備の促進 

 ・地域内送電網整備の円滑な事業実施に向けた国への働きかけ 

 ・変電所や鉄塔等用地に対する県有地や県管理地等の提供 

 ・首都圏に至る基幹電力系統の整備に関する国への働きかけ 
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施策１ 洋上風力発電の導入促進 
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 取組① 新規発電所の事業化の促進 

 ・発電事業者における関係機関等との調整に対する支援 

 ・県内発電事業者に対する総合的な支援（事業計画等の検討に対する 

  アドバイザーの派遣、風況調査への補助、事業資金等の融資、メン 

  テナンス技術者養成研修への補助等） 

 

取組② 既存発電所のリプレースの促進 

 ・環境影響評価や、電力系統への連系などの関連手続きを円滑に進める 

  ための仕組みづくりに関する国への働きかけ 

 ・発電事業者における関係機関との調整に対する支援 

施策２ 陸上における風力発電の導入促進 

くろしお風力発電株式会社 

秋田国見山第一発電所 

（秋田市） 

株式会社エムウインズ八竜 

八竜風力発電所 

（三種町） 



取組① 新規発電所の事業化の促進 

 ・湯沢市の3地域（山葵沢、小安、木地山・下の岱）における建設・開 

  発計画に対する支援 

 ・新たな発電所の建設計画における、発電所から排出される熱水による 

  バイナリー発電の事業化検討の働きかけ 

 ・新たな有望地点が確認された場合における、事業化に向けた取組支援 
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施策３ 地熱発電の導入促進 

澄川地熱発電所東北電力株式会社澄川地熱発電所（鹿角市） 地熱井の掘削 



取組① 新規発電所の事業化の促進 

 ・県内発電事業者に対する支援（事業資金等の融資等） 

 

取組② 住宅用太陽光発電の導入促進 

 ・発電設備等の費用と、発電による経済効果（電気料金の低減及び余剰 

  電力の売電収入）の比較や、ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジ 

  メント・システム）との併用による住宅の省エネ対策等に関する普及 

  啓発 
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施策４ 太陽光発電の導入促進 

サンパワー株式会社太陽光発電所（男鹿市、潟上市） 株式会社風の王国・潟上太陽光発電所（潟上市） 



取組① 県営水力発電所の新設や能力増強 

 ・成瀬発電所の建設 

 ・砂子沢発電所（仮称）等の事業化に向けた調査 

 ・早口発電所の大規模改良工事など、既設発電所の能力増強 

 

取組② 農業水利施設における事業化の推進 

 ・有望地域における、発電設備の事業化調査や施設整備 
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施策５ 水力発電の導入促進 

秋田県萩形発電所（上小阿仁村） 農業用水路 



取組① 新規発電所の事業化の促進 

 ・発電施設への原料供給施設の整備に対する支援 

 ・県内における間伐材等の未利用材の効率的な集荷体制の構築 
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施策６ バイオマス発電の導入促進 

能代森林資源利用協同組合 
能代バイオマス発電所（能代市） 

伐採作業 



取組① 発電施設を活用した地域振興や、地域との共生の促進 

 ・発電施設の産業観光における活用促進 

 ・発電所における地域貢献に関する発電事業者への働きかけ 

 ・再生可能エネルギー全般に対する県民理解の醸成に向けた普及啓発 

 

取組② 熱エネルギーの利用促進 

 ・発電所で生じる熱エネルギーの農業等における活用促進 

 ・地中熱や温泉熱の農業等での活用促進 

 ・木質ペレットによる暖房の普及拡大 

 

取組③ 電力システム改革に対応した再生可能エネルギーの活用 

 ・県営水力発電所の発電電力の供給など、県内企業の経営基盤強化に向 

  けた活用手法に関する検討 

 

取組④ 効率的なエネルギー管理システムの普及拡大 

 ・県民等への普及啓発 

 ・県内企業における関連機器等の開発や製造に対する支援 

施策７ 再生可能エネルギーの多面的利用の促進 
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政策Ⅰ「再生可能エネルギーの導入拡大」 

政策Ⅱ「関連産業への県内企業の参入拡大」 

政策Ⅲ「水素エネルギーに関する取組の推進」 

戦略の目標 

戦略の推進に当たって 

17 
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取組① 総合的な支援による県内発電事業者の育成 

 ・事業計画等の検討に対するアドバイザーの派遣、風況調査への補助、 

  事業資金等の融資、メンテナンス技術者の養成研修への補助等 

施策１ 県内発電事業者の育成 

アドバイザー派遣 

メンテナンス事業者育成研修 風況調査 



取組① 参入範囲の拡大に向けた県内企業の連携促進 

 ・「あきた洋上風力発電関連産業フォーラム」における、参入意欲のあ 

  る県内企業の掘り起こし、参入範囲の拡大に向けた企業間連携の促進 

 ・様々な業種の県内企業が連携したメンテナンス会社の設立等を視野に 

  入れた取組の推進 

 

取組② 県内企業と発電事業者等とのマッチング 

 ・発電事業者、建設事業者、風車メーカー等に対する県内発注に関する 

  働きかけ、関連産業への参入を目指す県内企業とのマッチング 

 

取組③ 県内企業における人材の育成や技術力の向上 

 ・団体、企業等における調査検討に対するアドバイザーの派遣 

 ・国内外の先進地における現地研修等の実施 

 ・県内企業における人材の育成や技術力の向上に対する支援（メンテナ 

  ンス技術者養成に向けた研修への補助、産業技術センターによる技術 

  支援、新たに必要となる設備投資への補助等） 

施策２ 洋上風力発電関連産業の育成 

19 
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取組① 風力発電事業者等のメンテナンスや研究開発拠点の誘致 

 ・風力発電事業者や風車メーカー等に対する、メンテナンスや研究開発 

  拠点等の県内への設置に関する働きかけ 

 ・県有地等の提供、設備投資への補助等の支援 

 

取組② 県内企業における関連産業への参入促進 

 ・アドバイザーの派遣、風力発電事業者とのマッチング等の支援 

 

取組③ 県内におけるメンテナンス技術者の育成 

 ・産学官連携による「風車メンテナンスに係る人材育成プロジェクト」 

 ・メンテナンス技術者養成研修への補助 

施策３ 陸上における風力発電関連産業の育成 
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取組① 発電所の建設工事やメンテナンスにおける県内企業の活用促進 

 ・新規発電所の着実な事業化等による導入量の拡大 

 ・県内企業への発注拡大に関する発電事業者への働きかけ 

施策４ 風力以外の発電における関連産業の育成 

地熱発電建設工事 

（生産性掘削工事） 

太陽光発電建設工事 

（架台設置工事） 
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取組① 県内企業の育成 

 ・産業技術センターによる新製品、新技術開発等に対する技術支援 

 ・研究開発や設備投資に対する補助等の支援 

 ・県内企業からの部品調達等に関する発電事業者への働きかけ 

 ・使用済太陽光発電システムのリサイクルシステムの構築及び事業化 

  に向けた調査検討 

 

取組② 県内への製造拠点等の誘致 

 ・風力発電に関する研究開発拠点等の誘致 

 ・洋上風力発電等の導入に合わせた風車メーカー等への働きかけ 

施策５ 関連製造業の集積の促進 
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取組① 関連産業における人材の確保 

 ・技術専門校における風車メンテナンス等の技能習得に向けた職業訓練   

 ・関連する県内企業に就職する者に対する日本学生支援機構等の奨学金 

  に係る返還額の一部助成 

 

取組② 県内における風車メンテナンス技術者の育成（再掲） 

 ・産学官連携による「風車メンテナンスに係る人材育成プロジェクト」 

 ・メンテナンス技術者養成研修への補助 

 

取組③ 洋上風力発電関連産業に係る人材の育成（再掲） 

 ・洋上風力発電に係るメンテナンス技術者養成研修への補助 

施策６ 関連産業を支える人材の育成 



政策Ⅰ「再生可能エネルギーの導入拡大」 

政策Ⅱ「関連産業への県内企業の参入拡大」 

政策Ⅲ「水素エネルギーに関する取組の推進」 

戦略の目標 

戦略の推進に当たって 
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水素・燃料電池戦略ロードマップ 

出典：経済産業省ホームページ 



水素エネルギーに関する取組の推進 
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施策１ 県内における推進体制の構築 

 ・産学官連携によるコンソーシアムの形成 

 ・水素エネルギー関連産業への参入を目指す県内企業の掘り起こし、企 

  業間連携の促進 

 

施策２ 国内大手企業や研究機関との連携の促進 

 ・コンソーシアムにおける各種セミナーや先進事例調査等を通じた国内 

  大手企業や研究機関と、県内企業、大学等とのマッチング 

 

施策３ 再生可能エネルギーによる水素製造システムの構築に向けた検討 

 ・再生可能エネルギーによる水素の製造及び効率的な貯蔵等の技術開発 

  に向けた実証事業の実施 
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千代田化工建設との連携協定 
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千代田化工におけるSPERA水素の製造から利用まで 

出典：千代田化工建設(株)SPERA水素パンフレット（抜粋） 



政策Ⅰ「再生可能エネルギーの導入拡大」 

政策Ⅱ「関連産業への県内企業の参入拡大」 

政策Ⅲ「水素エネルギーに関する取組の推進」 

戦略の目標 

戦略の推進に当たって 

30 



目標設定の考え方 

31 

現状の電力系統において、実現可能と考えられる発電事業計画の積み上げ 

目標Ⅰ 再生可能エネルギーの導入目標 

 発電事業の建設工事、保守管理に係る全体投資額に置き換え 

× 

設備、工事、メンテナンス等に係る県内発注率の目標値 

⇓ 
県内投資額 

⇓ 
産業連関表により、経済波及効果、雇用創出効果を算定 

目標Ⅱ 関連産業による県内への経済効果 
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目標Ⅰ 再生可能エネルギーの導入目標 

  平成27年度末（見込） 平成32年度末 平成37年度末 

風力 ２７７，０００ ６２０，０００ 

（＋３４３，０００） 

８１５，０００ 

（＋５３８，０００） 

地熱 ８８，３００ １３０，３００ 

（＋ ４２，０００） 

１３０，３００ 

（＋ ４２，０００） 

太陽光 １０５，０００ ２４０，０００ 

（＋１３５，０００） 

２５５，０００ 

（＋１５０，０００） 

水力 ３０１，６２２ ３０５，０００ 

（＋  ３，３７８） 

３１０，０００ 

（＋  ８，３７８） 

バイオマス ８５，８００ １１０，８００ 

（＋ ２５，０００） 

１１０，８００ 

（＋ ２５，０００） 

合計 ８５７，７２２ １，４０６，１００ 

（＋５４８，３７８） 

１，６２１，１００ 

（＋７６３，３７８） 

注：（ ）は、平成27年度末からの増加量。 

（単位：kW） 
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目標Ⅰ 再生可能エネルギーの導入目標 

85,800  110,800  110,800  

301,622  305,000  310,000  

105,000  
240,000  255,000  88,300  

130,300  130,300  277,000  

620,000  

815,000  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

平成27年度末（見込み） 平成32年度末 平成37年度末 

導入量（ｋW) 

風力発電 

地熱発電 

太陽光発電 

水力発電 

バイオマス発電 



【建設に伴う効果】 

・目標Ⅰにおける10年間の増加量（約76万ｋW）が達成され、発電施設等 

 の建設工事への県内企業の最大限の参入が図られた場合を想定。 

・10年間の合計で、1,616億円の経済波及効果及び15,200人の雇用創出効果 

 を目指す。 
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目標Ⅱ 関連産業による県内への経済効果 

  平成28～

32年度 

平成33～

37年度 

合計 

風力 ４２４ ５６４ ９８８ 

地熱 １３２ － １３２ 

太陽光 ３４９ ３５ ３８４ 

水力 ２０ ５１ ７１ 

バイオマス ４１ － ４１ 

合計 ９６６ ６５０ １，６１６ 

経済波及効果（億円） 

  平成28～

32年度 

平成33～

37年度 

合計 

風力 ４，３００ ５，５００ ９，８００ 

地熱 １，１００ － １，１００ 

太陽光 ３，０００ ３００ ３，３００ 

水力 ２００ ４００ ６００ 

バイオマス ４００ － ４００ 

合計 ９，０００ ６，２００ １５，２００ 

雇用創出効果（人） 



【運転に伴う効果】 

・目標Ⅰにおける平成37年度末の総導入量（約162万ｋW）が達成され、 

 発電所の保守管理への県内企業の最大限の参入が図られた場合を想定。 

・10年間の合計で、1,522億円の経済波及効果及び14,500人の雇用創出効果 

 を目指す。 
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目標Ⅱ 関連産業による県内への経済効果 

  平成28～

32年度 

平成33～

37年度 

合計 

風力 ４３ ２３１ ２７４ 

地熱 １８１ ２２５ ４０６ 

太陽光 ９０ １０５ １９５ 

水力 ７４ ７６ １５０ 

バイオマス ２４１ ２５６ ４９７ 

合計 ６２９ ８９３ １，５２２ 

経済波及効果（億円） 雇用創出効果（人） 

  平成28～

32年度 

平成33～

37年度 

合計 

風力 ４００ ２，４００ ２，８００ 

地熱 ２，１００ ２，６００ ４，７００ 

太陽光 ９００ １，０００ １，９００ 

水力 ８００ ８００ １，６００ 

バイオマス １，７００ １，８００ ３，５００ 

合計 ５，９００ ８，６００ １４，５００ 



政策Ⅰ「再生可能エネルギーの導入拡大」 

政策Ⅱ「関連産業への県内企業の参入拡大」 

政策Ⅲ「水素エネルギーに関する取組の推進」 

戦略の目標 

戦略の推進に当たって 
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当面の重点プロジェクト① 
計画期間の上期5年間における5つの「重点プロジェクト」を定め、 

重点的な取組を進める。 

Ⅰ 洋上風力発電の事業化と秋田発の関連産業の育成 

             ⇓ 

  全国に先駆けた事業化と、県外案件にも参画できる企業の育成 

 

 
Ⅱ 陸上における風車メンテナンス技術者の育成システムの構築 

             ⇓ 

  国内全体における風車メンテナンス市場に進出できる企業の育成 

 

 
Ⅲ 地熱エネルギーの多面的利用の促進 

             ⇓ 

  地熱発電を活用した地域振興に関する全国的なモデル地域の形成 



38 

当面の重点プロジェクト② 

Ⅳ バイオマス発電への県産未利用材の安定的な供給体制の構築 

             ⇓ 

  地元に利益を還元できる仕組みを含む、効率的な集荷体制の構築 

 

 
Ⅴ 再生可能エネルギーによる水素製造システムの構築に向けた検討 

             ⇓ 

  再エネ由来のCO2フリー水素の製造拠点の形成 



（写真：デンマーク コペンハーゲン沖 洋上風力発電所） 

ご清聴 
ありがとうございました。 
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