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１ 趣旨 

東日本大震災の発生から２年が経過し，宮城県内の沿岸各地では，復興の地域づくり

がまさに始まろうとしている。 

これまでの間，全国的に見れば，固定価格買取制度の施行や政権の交代など，再生可

能エネルギーの活用や復興の地域づくりに対し影響の大きい出来事があったものの，環

境とエネルギーを巡る課題は，なお一層の取組が求められる状況であることに変わりは

ない。 

こうした中，復興元年である平成 24 年５月に，再生可能エネルギーを活用しながら，

現代社会や地域を取り巻く諸課題を解決し，かつ，再生からさらなる発展へつながる地

域づくりを目指すため，沿岸各市町と宮城県とでみやぎスマートシティ連絡会議を設置

し，次のような事項について意見交換を行った。 

○再生可能エネルギーを巡る現状の情報共有 

○再生可能エネルギーを地域づくりに活用する上での課題の整理 

○上記課題の解決に向けた方向性の検討 

この報告書は，みやぎスマートシティ連絡会議での意見交換の結果を踏まえた再生可

能エネルギーを活用した地域づくりに関する沿岸市町及び宮城県の共通認識を取りまと

めるものである。 

また，その上で，今後の地域づくりを進めていく上での一定の方向性や施策を記述す

るものである。 

 

２ ３つの定義 

宮城県内における再生可能エネルギーを活用したこれからの地域づくりの基本的な定

義（理念・哲学）として，次の３つの事項を掲げる。 

（１）再生可能エネルギーの活用とエネルギー使用の最適化 

「再生可能エネルギーが，いずれの地域にも必ずあり，何らかの形でエネルギー使

用の最適化が図られている。」 

（２）災害対応 

「再生可能エネルギーが，災害時にも活用できる。」 

（３）地域・産業振興 

「再生可能エネルギーが，地域・産業振興につながっている。」 
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３ 各論 

（１）スマートシティの概念 

イ 周辺状況 

   東日本大震災で発生した原子力発電所の事故の影響によるエネルギー需給の逼迫は，

全国的な課題である。 

また，東日本大震災の経験から，宮城県内沿岸各市町及び宮城県の震災復興計画で

は，特定のエネルギーに依存せず，再生可能エネルギーを活用した自立分散型エネル

ギーの導入等による「環境に配慮した災害に強い地域づくり」を復興の重要な視点の

一つに位置づけている。 

さらに，東日本大震災以前からの課題として，少子高齢化社会への対応など持続的

発展が可能な地域の在り方が求められている。 
 
ロ 宮城県におけるスマートシティ 

  宮城県内のいずれの地域においても，再生可能エネルギーを活用した地域づくりを

推進していくスタンスでいる一方，多様な地域実状により，仮説や統一した基準等を

建てていくことが難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，具体的にはケース・バイ・ケースを基礎としつつも，中長期的に， 

○東日本大震災の経験を踏まえ災害に強い地域づくりのための再生可能エネルギー 

○現代社会や地域を取り巻く諸課題に対応するための再生可能エネルギー 

  を果たす地域像を「みやぎモデル」とし，この地域像の構築のため，「３つの定義」の

実現を図っていく。 
 

（イ）非常時における再生可能エネルギーの活用 

特に太陽光や風力は，天候の状況による発電状況の不安定さから，エネルギ

ー供給源として全面的に依存することは難しい。非常時に真にエネルギーが必

要とされる場所には，非常用自家発電設備の設置等が必須である。 

再生可能エネルギーの活用は，非常用自家発電設備等にはない「通常時にも

活用できる」というメリットを最大限に生かすとともに，非常時にはあくまで

補完的な位置づけと捉えるものである。 
 

≪東日本大震災の経験を踏まえた非常時における再生可能エネルギーの活用

先の例（一般的な住居や事業所などの場合）≫ 

○情報通信機器の充電・稼働（電子メールの送受信，ワンセグの視聴） 

○電気調理器具の稼働 

○充電式照明器具の稼働 など 

地域の 

メリット 

東日本大震災の経験を踏まえ
災害に強い地域づくりのため
の再生可能エネルギー 

実現 ・災害時の最低限のエネルギー
の確保 

・需要喚起等による産業振興 
・居住コストの低減 

ほか 

実現 

再生可能エネルギーを 
活用する 現代社会や地域を取り巻く諸

課題に対応するための再生可
能エネルギー 

図１ みやぎモデルの概念図 
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    特に東日本大震災を契機として，再生可能エネルギーの位置づけが，二酸化

炭素排出抑制から危機対応へとシフトしているものの，その特性上，再生可能

エネルギーに過剰に依存することは，新たなリスク（高コストや非常時の不稼

働）を招きかねない。さらに，個々の最適化を抜きにして全体の最適化を優先

することは，このリスクに拍車をかけるものと想定される。 

再生可能エネルギーは，その特性に応じて適材適所・適量で使用していくこ

とが必要である。 
 
（ロ）メガソーラーとの関係 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の施行によって，大規模な太陽光発

電等の設置による発電事業の機運が高まっており，自立分散型エネルギーの確

保の観点からメガソーラー（その他の再生可能エネルギーによる大規模発電事

業を含む）を地域づくりへ活用する期待がある。 

一方，特に県外資本による発電事業は，大規模な雇用を生まないため産業振

興（地域振興）に結びつかず，直接的な地域のメリットに結びつきにくいとい

う懸念がある。 

以上を踏まえ，例えば場所の提供等公共が関与して企画提案方式により大規

模発電事業者を公募する際に，地域貢献策（ハード・ソフト両面で）を審査の

基準に盛り込む等の対応により，地域とメガソーラーとの連携を図っていく。 

 

（２）連携の在り方 

イ 地域間の連携 

現在，地域づくりが着実に進捗している一方，そのスピード感に地域差があるこ

とも確かである。先進地域においては，ノウハウ等を他地域に情報提供することに

より，得られた再生可能エネルギーの活用に関する知見の横展開を図っていく。 
 

ロ 民間事業者等との連携 

地域づくりにおいて，民間事業者等（沿岸以外の市町村，地域の民間団体，学識

経験者を含む。）との連携が不可欠である。 

現在まで，地域づくりに関する民間事業者からの提案が多数寄せられているが，

これらの提案をどう整理して，対外的に地域づくりに関する考え方を示していくか

が課題となっている。さらには，東日本大震災から時間が経過するにつれて，民間

事業者からの提案も減少していくことから，地元経済界を取り込みつつ，地域側か

ら積極的に連携の枠組みを構築していくような取組が必要である。 

    以上を踏まえ，復興庁宮城復興局とも連携を図りながら，例えば，地域の実状や

ざっくりとした地域のニーズに応じて，臨機応変に連携の拡大や枠組みを組成でき

る取組を進めていく。 
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表 連携のきっかけに関する大まかな分類 
きっかけ 課題等 

先方からの 
アプローチ 

 先方からの提案の評価が難しい。 
 震災発生から時間が経過していることからか，今後，先方からのアプ

ローチは減少していくことが予想される。 

当方からの 
アプローチ 

 公共調達の観点から，行政側から特定者にアプローチしにくい。 
 ギブ・アンド・テイクの関係を構築するのに検討を要する。（当方のニ

ーズが先方のメリットに合致しない可能性がある。） 
公募による 

選定 
 地域づくりの仕様が固まらないうちは，公募が難しい。（どのように地

域づくりをすればよいか分からない状況になじまない。） 
関係機関からの 

紹介 
 システマチックにマッチングが行われる機会がない。 

 

（３）各種規制について 

イ 規制緩和 

現状においては，再生可能エネルギーを活用する上で障害になっている決定的な

規制が見いだしづらい状況である。今後，具体的な地域づくり事業で課題が明らか

になった場合に，必要に応じて規制緩和を求めていくこととする。 
 

（イ）電力会社の送電網の活用の可能性 

電力の使用に関する規制の裏には，日常の使用や停電からの復旧に関する安

全性・安定性が担保されている。東日本大震災時においても，他のインフラに

比べて電力の復旧は早い現状があり，送電網等の整備に地方公共団体がどこま

で政策介入し，あるいは規制緩和を求めていく必要があるかどうかということ

は，さらなる検討が必要な事項である。 
 

ロ 農地との関係 

「食材王国みやぎ」を標榜する本県は，一次産業が重要な産業の一つとなってい

る「農業県」でもある。被災農地は，まずは復旧を大前提に考えるとともに，農業

の担い手がいないなど復旧が困難であり，住宅地域や商工業地域への転用も難しく，

どうしても使い道が見いだせない場合に初めて，メガソーラー等への活用を検討す

る。 
 

ハ その他 

今回は，主に環境分野に特化して検討を進めてきたものの，一般的にスマートシ

ティとは，現代の技術を駆使して，地域特性に応じた住みよい街づくりをいかに進

めていくかということであり，その内容は，保健福祉分野，情報分野，交通分野あ

るいは土地利用分野であったりと，人の生活に関わる部分すべてに関係するもので

ある。 

平成 24年度に宮城県では，行政組織内に「まちづくり・住宅整備推進本部」を設

置し，部局横断的に地域づくりを進める体制を整備した。土地利用に関する課題等，

再生可能エネルギーを活用した地域づくりを進めていく上で，環境分野に収まらな

い課題が顕在化した場合には，このような部局横断的な枠組みを活用するなどして，

課題の解決にあたっていく。 
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（４）財政措置について 

  イ 財政措置と復興のスケジュール 

沿岸各市町及び宮城県とも，厳しい財政状況から，一般財源で再生可能エネルギ

ーを活用した地域づくりを進めていくことは困難な状況である。再生可能エネルギ

ーを活用した地域づくりに活用できるその他の財源として，地域グリーンニューデ

ィール基金のほか，みやぎ環境税，民間活力の活用などがあり，各種財源にはそれ

ぞれの特徴があることから，その性質を踏まえて活用先を検討していく。 

また，現在，国プロジェクトの採択を受けて地域づくりの取組・検討を進めてい

る地域があり，今後とも積極的にこれら資金獲得に向けた取組を行う必要がある一

方，地方公共団体単独で外部資金を得ることは難しい現状を踏まえ，外部資金を得

るためのプラットフォームづくりを行っていく。 

さらに，各種財源の活用にも期限が定められており，地域づくりのスケジュール

がその期限に間に合わない懸念もある。早期に復興に取り組んでいく一方，仮に財

源の期限までに地域づくりが間に合わない状況が明らかになった場合，国に対して

期限延長の要望等を行っていく。 

 

ロ 将来にわたって自立可能な在り方 

震災からの復興をバネに将来にわたって自立可能な地域を目指していくとともに，

人口の減少，少子高齢化，環境保全，自然との共生など，震災前から抱える地域の

課題についても向き合う必要がある。 

このような課題を解決する将来にわたって自立可能な地域像の一例として，震災

前からの「富県戦略」の概念を掲げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 「富県戦略」型の再生可能エネルギーを活用した地域づくり 

 

 

復興住宅 

エコタウン整備 

関連産業 

振興・集積 

需要創造 

雇用創出 人口定着 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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４ スマートシティを推進するための施策・取組 

（１）宮城県の施策 

   宮城県において，スマートシティを推進するために次のような施策の実現を図る。

便宜上，補助金により政策誘導を行うものを財政関連施策，その他制度の構築等によ

り政策誘導を行うものを技術関連施策とした。 

  イ 財政関連施策 

（イ）住宅用太陽光発電設備の普及に向けた支援 

目
的 

・地域における自立分散型エネルギーの普及 

・関連需要の喚起による産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

（ロ）事業所の新エネルギー設備の普及に向けた支援 

目
的 

・地域における自立分散型エネルギーの普及 

・関連需要の喚起による産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（ハ）事業所の省エネルギー設備の普及に向けた支援 

目
的 

・光熱費等コスト削減による事業者の経営基盤の強化 

・エネルギー需給の最適化 

・関連需要の喚起による産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

県 

個人 

支援 

・住宅に太陽光発電設備を導入する

個人に対する支援 

・発電状況の報告徴収による民生家

庭部門における省エネ意識の促進

（→電力需給の平準化） 

 

事業者 ・新エネルギー設備を導入する事業

者に対する支援 

・通常時のほか，災害時の最低限の

事業継続性につながる新エネルギ

ーの活用方策に対する支援 

※支援の対象とする新エネルギー 
  太陽光発電，風力発電，太陽熱利用 ，温度差エネルギー ，バイオマス発電，バイオマス熱

利用，雪氷熱利用，水力発電 ，地熱発電，地中熱利用，天然ガスコジェネ，燃料電池  

・省エネルギー設備を導入する事業

者に対する支援 

・通常時のほか，災害時の最低限の

事業継続性につながるエネルギー

使用の全体最適化に対する支援

（蓄電池の活用を含む。） 

－－CCOO
22
 

県 
支援 

事業者 

県 
支援 
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（ニ）再生可能エネルギーを活用した地域づくりに対する支援 

目
的 

・地域におけるエネルギー需給の最適化 

・関係者連携による地域づくりの促進 

・関連需要の喚起による産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

ロ 技術関連施策 

（イ）太陽光発電「屋根貸しモデル」の促進 

目
的 

・民間活力の活用による地域における自立分散型電源の普及 

・再生可能エネルギーと地域との連携 

・需要の喚起による関連産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

（ロ）民間活力を活用した県有施設への再生可能エネルギーの導入 

目
的 

・民間活力の活用による地域における自立分散型電源の普及 

・再生可能エネルギーと地域との連携及び遊休地の有効活用 

・需要の喚起による関連産業の振興 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

・再生可能エネルギーを活用した地

域づくりに対する支援 

・関係者連携による地域づくり事業

に対する支援 

・通常時のほか，災害時にも適用で

きる地域機能の整備に対する支援 

環境配慮型地域 
コミュニティ活動 

エネルギー需給の 
全体最適化を図る 
産業団地づくり 

住宅地における 
スマートシティづくり 

etc 

・プロポーザル等公募による民間活

力の活用による利用可能な屋根へ

の太陽光発電の大規模な設置 

・一括して公募を行うことによるス

ケールメリット 

・「屋根貸しモデル」を実施したい意

向のある市町の事務の軽減 

・地域振興や災害対応に重点を置く

審査基準等の設定 

利用可能な屋根
の取りまとめ 

Ｂ地域 

Ｃ地域 

Ａ地域 

・プロポーザル等公募による民間活力を活用した

県有施設への大規模太陽光発電の設置 

・大規模太陽光発電による遊休地の活用に関する

ナレッジの蓄積と他地域へのフィードバック 

・地域振興や災害対応に重点を置く審査基準等の

設定 

県 
支援 

法人 

県 

県 

県有施設 
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（ハ）地域と民間事業者等関係者との連携に向けた支援 

目
的 

・これから地域づくりを行おうとする地域への技術的援助 

・関係者と地域との連携の促進 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

（ニ）県内外に向けた地域づくりに関する広報 

目
的 

・みやぎスマートシティ連絡会議の検討結果の周知 

事
業
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域からの要請があった場合に，関係者との連携の機会を創出 

・可能であれば，新規プロジェクトへつながる枠組みを創出 

・平成 24 年度末にスマートシティに向けた地域づくりに関するセミナー

やシンポジウム等の行事を開催 

・行事はみやぎスマートシティ連絡会議（最終回）の位置づけで開催 

連携拡大の取組例 

地域 

各種連携の総体 
①ざっくりとしたニーズ 

②もっとも適切な組み合わせ 

地域特性に応じた 
多種多様なスマートシティ

の見本市 

興味・関心 
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（２）各市町での取組 

仙台市 
平成 24年度仙台市エコモデルタウンプロジェクト推進事業 

〔田子西地区〕 

田子西土地区画整理事業内の復興公営住宅（4棟・176世帯）及び民間一戸建て

住宅（16 戸）に太陽光発電や蓄電池などを設置することにより，非常時のエネル

ギー確保を実現するとともに，電力使用量の「見える化」を行う設備やエネルギ

ーマネジメントシステム（以下，「EMS」という）などを設置することにより，平

時における高いエネルギー効率と経

済性の両立を図る。 

さらに，EMS を用いたビジネスモデ

ルの構築を目指すため，情報通信技術

を活用した先進的かつ今後の標準と

なりうる設備・システムを備えること

で，地域や住民に対して電力需給調整

などのサービスを提供する。 

 

※参考：仙台市ウェブサイト http://www.city.sendai.jp/business/d/ecomodel_boshu.html 

 

石巻市 
エコ・セーフティタウン事業（石巻復興協働プロジェクト協議会 10

事業のうちの１つ） 

民間住宅や公営住宅，公共施設に太陽光発電施設及び非常用蓄電池を設置し，

再生可能エネルギーを利用した効率的で災害に強い生活の実現を目指す。 

具体的には，石巻市の中心市街地，新蛇田地区，新渡波地区及び北上地区をモ

デル地区とし， 

○低炭素なエコタウン，災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくり 
・地域エネルギー管理システムによるエネルギー安定化 
・災害時にも安全・安心な需要側エネルギー管理設備の導入 
・モデル地区への最大限の太陽光発電設備の導入 

○災害公営住宅を中心としたモデル地区での展開，行政サービスの拡充 
  ・災害公営住宅を対象に形成されたモデル地区での安定したエネルギーインフラ整備 
  ・公共施設を対象に，石巻市の防災計画活動をバックアップする分散電源の統合管理 
  ・エネルギー管理システムのプラットフォームを活用した新たな行政サービス事業の創造 

・市民参加，公民連携によるコミュニティモデルのショーケース化を推進 

を整備し，被災地から先導的スマートコミュニティモデルを発信する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※参考：経済産業省ウェブサイト http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/015_haifu.html 

田子西復興公営住宅イメージパース 

低炭素なエコタウンと災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくり 
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気仙沼市 赤岩港「エコ水産加工団地（仮称）」プロジェクト 

三陸を代表する水産加工業者の集積地である気仙沼市赤岩港地区のスマート化

事業を目的に，最先端の環境技術・サービスの導入で未来志向の創造的な産業復

興の実現を目指す。 

具体的には，水産加工業者９社 13工場

が立地している第１赤岩水産加工団地及

び平成 26 年８月上旬オープン予定の第

２赤岩水産加工団地に対して，デマンド

レスポンスシステム及び自立型エネルギ

ーシステムを導入する。 

さらにこの「気仙沼モデル」を国内外

の水産都市スマート化のモデルケースと

して水平展開を行う。 

 

※参考：経済産業省ウェブサイト http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/015_haifu.html 

 

 

多賀城市 減災リサーチパーク構想 

今後起こりうる大災害への備えとして直接的又は間接的な被害を最小化する

「減災」という考えに基づく技術の開発を目的として，多賀城市内のソニー仙台

テクノロジーセンター内に設置されている「みやぎ復興パーク」への減災技術の

集積を進める。 

集積のためのインセンティブとして， 

・みやぎ産業振興機構によるみやぎ復興パーク（入居施設）の提供 

・みやぎ復興パーク入居に係る負担金に対する助成（最大 3年間補助） 

・復興特区法による課税の特例の適用（ものづくり産業＋情報産業＋アルファ） 

・復興特区法による新たな規制緩和 

・河北新報社による支援 

・東北大学，東北学院大学，宮城県，経済

産業省，宮城県産業技術総合センター等

による情報提供等の支援 

を独自に整備するとともに，メイド・イン多

賀城の減災モデルを生み出し，広く発信しな

がら，「減災技術」が集積する減災都市多賀

城を目指す。 

 

 

※参考：多賀城市ウェブサイト http://www.city.tagajo.miyagi.jp/saigai/sa-gensai.html 

 

 

赤岩港「エコ水産加工団地」 

完成イメージ 

減災リサーチパークのイメージ 
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岩沼市 「環境未来都市」構想 

平成 23年 12月に国から選定を受けた「環境未来都市」構想の中で，「千年希望

の丘の造成とエココンパクトシティの形成」を目指す。 

具体的には，集団移転先に加える付加価値として「エネルギーマネジメントシ

ステムの導入」「コミュニティ“いぐね”

の整備」「企業が参加する農業の６次産

業化実施」「将来の医療クラウド導入に

向けた医療機関ネットワークとカルテ

共有化」を行う。 

また，これに関連して，岩沼市相野

釜西地区の 43ha において，２万

7,000kW の大規模太陽光発電事業を実

施する。 

 

※参考：岩沼市ウェブサイト http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/011000/kankyou.html 

 

 

東松島市 スマートポールの設置 

風力発電と太陽光発電の２種類の方法で発電し，内蔵

蓄電池に充電して効率よく電気の運用を行う，ハイブリ

ッド式の発電システム「スマートポール」を東松島市役

所コンテナハウス前等に設置している。 

スマートポールでつくられた電気は，普段は街灯（LED

照明）や公共的な施設内の通常電源として使用し，災害

などで電力網が停電になったときにも，独立電源として

電気を供給することができる。なお，内部には非常用の

コンセントを備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千年希望の丘のイメージ 

東松島市役所コンテナハウス前の「スマートポール」 

○発電能力  
風力 1,000W（12.5m/s 時），太陽光 130W×２ 

○蓄電能力  
12V100Ah×４ 

○一日当たりの給電能力  
7,700Wh/日 
※定格 30Wのパソコン 10台にまる一日連続で給電できる能力に相当 
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亘理町 まちづくりコミュニティ形成支援システム（愛称：絆チャンネル） 

日本電気株式会社が，亘理町や NPO の協力を得て，仮設住宅入居者のコミュニ

ケーションを支援するため，超小型送信ユ

ニットなどを使って，地上波デジタルテレ

ビの空きチャンネルを利用するコミュニケ

ーションの仕組みづくりを進めている。 

これによって，自治体や公共機関からの

タイムリーな情報共有が可能になるととも

に，ICTによる見守りシステムや，大規模な

ウェブ上の SNS とは異なった，これまでに

ない住民同士のコミュニティ形成を目指し

ている。 

 

※参考：日本電気株式会社ウェブサイト http://www.nec.co.jp/press/ja/1203/0801.html 

 

 

山元町 コンパクト型スマートコミュニティ事業 

山元町震災復興計画の基本理念をベースとした事業コンセプト（「安心・安全が

高い価値を持つ住民生活や住みよいまちの実現」「産業振興や雇用確保への貢献」

「持続可能な地域社会を可能とする取組」）で，次のような事業の実施を目指す。 

○エネルギー供給・マネジメント事業 
・地域新電力による電力供給 
・重要施設における非常用電力供給 
・沿岸地域メガソーラー発電 

○生活支援事業／産業支援事業 
・EV巡回バス 
・高齢者見守り 
・災害情報伝達 
・夏秋いちご農家向け PV土地借り 
・農業の AI 化 

 

※参考：経済産業省ウェブサイト http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/015_haifu.html 

 

 

南三陸町 再生可能エネルギー利活用事業における官民連携手法の検討調査 

国土交通省「震災復興官民連携支援事業」の交付決定を受けて，次のような調

査事業を行い，平成 24年度中の取りまとめを目指している。 

○持続可能なまちづくりモデル構築 
・地域資源を整理し，それらを活用した再生可能エネルギーの地産地消による循環型システ
ムを構築する。 

○事業の展開可能性の検討 
・再生可能エネルギーを展開する場合に想定される課題等を整理するとともに，事業採算性 
や地域への波及効果，事業実施体制や手法，民間活用等について検討する。 

 

システム設置の様子 

生活支援事業／産業支援事業の 

イメージ 
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５ 最後に～中長期的な宮城県沿岸部におけるスマートシティ関連イメージ 

最後に，復興における再生可能エネルギー等を活用した中長期的な「地域」のイメー

ジを次のとおり示す。 

これらは，全くの希望的観測による地域像ではなく，何らかの形で財政措置や現在進

行中の施策の裏付けのもと，実現が図られるであろう地域像を示したものである。 

特に，具体的なイメージが見えづらい「スマートシティ」に関し，復興に向けた被災

地からの提言としたい。 

 

復興元年である平成 24年５月から，みやぎスマートシティ連絡会議では，およそ一年

にわたり，主に環境分野の視点で地域づくりの意見交換を進めてきた。 

一方，「復興元年」の言葉が示すとおり，復興の地域づくりはまだ始まったばかりであ

り，今後，地域づくりを進める中で，様々な課題等の顕在化が想定される。さらにその

内容は，保健福祉分野，情報分野，交通分野あるいは土地利用分野であったりと，人の

生活に関わる部分すべてに関係する可能性がある。 

以上を踏まえ，今後とも機会を捉えながら，幅広い視点からの復興の地域づくりに関

する情報や課題の共有化を図ることとし，この報告書の最後とする。 

 

 

（１）住宅地域 

  ・設置可能なすべての復興住宅に太陽光発電が設置されている。 

  ・県産木材を使用した木造住宅が普及している。 

  ・断熱性能等に配慮した環境負荷の少ない住宅が普及している。 

  ・EV・PHVが普及し，住宅における蓄電池の役割を果たしている。 

  ・災害時にも最低限必要なエネルギーが供給できる。 

  ・地域で作ったエネルギーを地域内で融通し合い，地域内の全体最適化が図られてい

る。 

 

（２）商工業地域 

  ・それぞれの施設内で省エネルギー設備の導入やエネルギーマネジメントによりエネ

ルギー使用の最適化が図られるとともに，コストメリットが経営体質の強化につな

がっている。 

・近隣施設でエネルギーの融通が行われ，地域内の全体最適化が図られている。 

  ・省エネルギー設備や再生可能エネルギーの活用により，災害時にも情報通信機器の

稼働等に必要な最低限の自立分散型エネルギーを確保している。 

 

（３）水産業地域 

  ・集魚灯の LED化など漁船の省エネルギー化が進んでいる。 

  ・水産加工施設や冷凍冷蔵施設での省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入が進

んでいる。 

  ・独立型街路灯など分散型エネルギーにより，夜間停電時の避難に必要な安全対策が

図られている。 
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（４）農業地域 

  ・農業ハウスでは太陽熱利用のほか，重油ボイラーに変わる熱源の利用が進んでいる。 

  ・農業水路の落差を利用した小水力発電が点在している。 

  ・再生可能エネルギーを活用し，省エネルギー性能の高い植物工場や育苗施設が稼働

している。 
 
（５）公共施設 

  ・緊急避難場所には，太陽光発電と蓄電池の導入が進み，非常時のエネルギー供給源

となっている。 

  ・日頃から再生可能エネルギーを活用しているいくつかの民間事業所では，緊急避難

所の指定をうけ，非常時のエネルギー供給源となっている。 

 

（６）その他 

  ・復旧の難しい土地を活用した大規模太陽光発電事業が県内各地で行われている。 

  ・再生可能エネルギーにより生み出される収益により，新たな地域サービスが行われ

ている。 
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参考資料 

１ みやぎスマートシティ連絡会議の構成員等 

（１）構成員 

仙台市，石巻市，塩竈市，気仙沼市，名取市，多賀城市，岩沼市，東松島市，亘理

町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，女川町，南三陸町，宮城県 

（２）オブザーバー（アイウエオ順） 

株式会社アミタ持続可能経済研究所，イーソリューションズ株式会社，国際航業株

式会社，七十七銀行株式会社，日本 GE株式会社，日本電気株式会社，復興庁宮城復興

局 

 

２ 検討の経過 

（１）第１回みやぎスマートシティ連絡会議（平成 24年５月 15日） 

  ・みやぎスマートシティ連絡会議の設置について 

  ・講演「宮城県におけるスマートシティ構築に関する一考察」 

   講師 佐々木経世氏（スマートシティ企画株式会社代表取締役社長，イーソリュー

ションズ株式会社代表取締役社長，東日本大震災復興構想会議検討部会専門委

員） 

（２）第１回ワーキンググループ（平成 24年６月 21日） 

・宮城県内での取組について 

・検討にあたっての論点について 

・今後の進め方及び構成員の拡大について 

（３）特別講演（平成 24年７月 18日） 

・講演「工業団地を中心とした新しいスマートコミュニティ『Ｆ－グリッド構想』」 

講師 近藤元博氏（トヨタ自動車株式会社総合企画部企画室室長） 

（４）第２回ワーキンググループ（平成 24年７月 18日） 

・先進事例について 

・スマートシティの概念について 

・連携の在り方について 

（５）先進事例視察（平成 24年７月 28日） 

  ・愛知県豊田市のスマートハウス等 

（６）第３回ワーキンググループ（平成 24年９月３日） 

・連携の在り方について 

・各種規制について 

・その他（スマートシティを推進するための施策の検討） 

（７）第４回ワーキンググループ（平成 24年 11月 12日） 

・財政措置について 

・取りまとめ案について 

（８）第５回ワーキンググループ（平成 25年１月 30日） 

  ・取りまとめ案について 

（９）シンポジウム・第２回みやぎスマートシティ連絡会議（平成 25年３月 19日） 


