
「アマリンでんき」は、私たちがお届けする電気の愛称です。

「緑」豊かな自然と「太陽」の恵みを

国道281号線 久慈市山形町
平庭高原へと続く「道」と「白樺並木」

久慈地域エネルギー株式会社



「小売電気事業」
やってみるか？

会社概要

－１－

会社設立 資本金1,050万円
構 成 宮城建設株式会社

株式会社細谷地
株式会社ヤマイチ
株式会社中塚工務店
株式会社ジュークス
久慈市

平成29年10月 5日

平成30年 1月18日 久慈市及び久慈商工会議所と『エネルギーの地産地消による

地域活性化に関する協定』を締結

平成30年 2月23日 経済産業省 小売電気事業者認可

平成30年 6月 1日 久慈市の主な施設と出資企業を中心に電力供給開始

地域社会の低迷
（人口減少・産業）

東日本大震災以降
太陽光発電施設建設

電力小売自由化
次世代に我々自体が
何か取り組めないか

脱炭素取組み本格化

自治体新電力

地域でも温暖化の影響
洪水災害・海水温上昇

Reaction登録
久慈市・宮城建設等



目的・目標

【私達が目指すところ】

・久慈市の施設や設備（アンバーホールや市民体
育館など300件以上）を従来の電気料金よりも
安く電力を供給しています。

・商店、事務所、一般家庭向けの低圧電力の提供
を推進して参ります。

・エネルギー費の地域外流出を減少させることで、
地域経済循環を進め、子育て支援など各種支援
活動を通じ地域の活性化を図って参ります。

・再生可能エネルギーによる電力の供給を充実さ
せることで、これからの企業に求められる環境
価値を活かした企業誘致も視野に進めて参りま
す。

【地域内の電力供給が目的】

【自立した持続可能な地域社会の達成を目指す】

【再生可能エネルギーの地産地消が目標】

・再生エネルギーの地産地消を進めるため、地域
で発電される電源を確保して参ります。

１.自治体の電気料金の削減

２.電気事業収益の地域循環

と地域の活性化

３.地産地消

４.地域の電気料金の削減

－3－



【地域内の電力供給】（2022年9月末現在）

契約電力は着実に増加しており、既に17,000kWを超える契約

電力を達成。

一方、事業安定の要素として、高圧需要と低圧需要のバランス

があると弊社では考え、当初久慈市の公共施設の割合が大き

かったため高圧需要への偏りが見られたが、一般家庭への供給

を始め低圧の需要が飛躍的に伸びており、理想的なバランスに

近づいた。

また、近年のエネルギー情勢、電力卸売市場の高騰などのリス

クを回避するために、電力の調達を全て相対契約による取引と

するなど安定した電力の調達と供給に努めています。
高圧：市場の変動による影響大。
低圧：市場の変動による影響小。



【再生可能エネルギーの地産地消】VOL.1

●地域で発電された電気の活用～（久慈市の水力発電所からの電力供給）

再生可能エネルギーのブランド化

2020年4月より長内川上流にある滝発電

所（県企業局管理運営）で発電された”

環境にやさしいクリーンな電気”（再生

可能エネルギー）の供給を受け、下流に

ある「アンバーホール（文化会館）」へ

供給を開始いたしました。

また、新たに久慈市の（市民センターや

保育園など）公共施設、民間事業所、一

般家庭へ「アマリングリーンでんき」を

供給しています。

アンバーホール（文化会館)滝発電所（滝ダム)

岩手県企業局

再生可能エネルギーの利活用の促進や再生可能エネルギー

資源を生かした地域づくりなど、県北広域振興圏における

「いわて県民計画（2019～2028）」地域振興プランに

掲げる『豊かな再生可能エネルギー資源を生かした持続可

能な地域づくり』をはじめ、岩手県の低炭素社会を形成す

るために、岩手県企業局と協力・連携しています。

【企業局と連携】



●地域で発電された電気の活用～（FIT電源の電気特定卸供給よる電力供給）

【再生可能エネルギーの地産地消】VOL.2

久慈地域内の太陽光発電施設は、運転開始前も含め大小200件を超える施設

が事業計画の認定を受けております。

久慈地域エネルギーの出資会社が保有する太陽光発電施設は、その内で20

件を保有（発電出力：3,276kW）

久慈地域エネルギーでは、これらのFIT電源を一般送配電事業者との「電気

特定卸供給契約」を通じ、地産地消の電源として活用して参ります。

久慈市は、2050年まで
に全ての施設を再エネ
100％転換宣言を致し
ました。
久慈地域エネルギーは
これを応援しています。



【再生可能エネルギーの地産地消】VOL.3（オンサイトPPAモデルVer）

久慈地域エネルギーでは、
自立分散型太陽光発電事業の一環
として、「オンサイトPPAモデル
事業」を開始
岩手銀行野田支店、セリア久慈店、
その他保育園などに太陽光発電設
備を設置、地域循環型社会の実現
にも貢献しています。東日本大震災後整備された九戸郡野田村の街並み





■ PPA事業スキーム

久慈地域エネルギー

設備工事代支払
メンテナンス費支払い

設置工事店

工事請負契約
保守委託契約

設備工事
メンテナンス

岩手銀行
野田支店さま

自家消費

電気使用料（太陽光自家消費分+不足電力の支払い）

自家消費型太陽光発電PPA事業モデル契約



【再生可能エネルギーの地産地消】VOL.4（盛岡市Ver）

盛岡市では、
「盛岡市クリーンセンター」で発電された
電気（もりおかグリーンでんき）を中央
公民館など盛岡市の９施設で利用

「地産地消」に向けた取組が始まりました。

久慈地域エネルギーは、
小売電気事業者として盛岡市と連携し、
「盛岡市クリーンセンター」で発電さ
れた余剰電力を買取り、盛岡市の９施
設に電気をお届けしています。



【再生可能エネルギーの地産地消】VOL.5（脱炭素先行地域Ver）

私たち久慈地域エネルギーは、
地元金融機関の岩手銀行と共
に、脱炭素先行地域の共同提
案者として、地域課題の解決
や地域の特性を生かし、地域
の暮らしの質の向上を実現す
るために、2025年までに脱炭
素に向かう取り組みについて、
久慈市と連携し取り組んでま
いります。

2022年11月1日 環境省の報道発表より

脱炭素先行地域（第2回）に久慈市が選定

共同提案者：久慈地域エネルギー、株式会社岩手銀行

久慈市山形町「白樺並木」



2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

① 市が地域新電力「久慈地域エネルギー株式会社」や岩手銀行と連
携して

地元事業者等によるオンサイトPPA事業を対象エリアに展開し、

住宅や
公共施設等の屋根に太陽光発電（1,907kW）・蓄電池を導入

② オフサイトPPA事業により
市有地等に太陽光発電
（6,139kW）を導入し、
エリア内に電力供給
③ 市の再エネガイドライン
への賛同事業者が、建設予定
の大規模陸上風力発電のうち
１基（4,300kW）を活用し、
エリア内に電力供給

久慈市：過疎地域を未来に向けて発展させる脱炭素先行地域の提案

１．民生部門電力の脱炭素化に関する主な取組

① 樹木を伐採・加工した際に発生するバークを燃料として活用する木質バ
イオマス熱電併給システム（80kW）を導入

② 公用車に交換式バッテリーを搭載したEV（14台）を導入し、災害発生
時には、町内各集落の避難所のほか、市役所及び各支所へ再エネ電力
を供給する自立電源として活用

③ 医療・買物・交通弱者支援に活用する患者輸送バス（２台）を導入

２．民生部門電力以外の脱炭素化に関する主な取組

４．主な取組のスケジュール

３．取組により期待される主な効果

過疎地域である山形町(旧山形村)の全需要家を対象に、オンサイトPPA事業等により太陽光発電・蓄電池を最大限導入するとともに、市有地等
へのオフサイト太陽光発電の導入や、市内に設置予定の大規模陸上風力発電のうち１基を地産地消用として活用することで、脱炭素化を実現。
また、バーク(樹皮)を活用した木質バイオマス熱電併給システムの導入を図る。併せて、再エネガイドライン※に基づき風力発電の作業道を森
林事業者向けに開放による林業振興などが期待される

取組の全体像

脱炭素先行地域の対象：山形町（旧山形村）全域

主なエネルギー需要家：住宅943戸、事業所116施設、宿泊施設１施設、福祉施設１施設、公共施設55施設

共 同 提 案 者：久慈地域エネルギー株式会社、株式会社岩手銀行

① 木質バイオマス熱電併給システムの導入による、チップ需要やメンテナンス
業務の創出により、地域内木質バイオマス供給企業の雇用機会を増加

② 未利用資源の仕向先の確保、木質チップの販路拡大、産業廃棄物として
処理していたバークの処理費用低減による森林事業者の収益増加

③ 地域公共交通の確保や利便性向上による、住民のQOL向上や人口流
出を抑制

④ 風力発電所の建設及び維持管理業務の発注先となり得る地元企業の
育成につなげるとともに、風力発電の作業道を森林事業者に開放すること
で林業振興を図る

省CO2診断の実施、省エネ設備の導入

太陽光発電・蓄電池の導入

陸上風力発電設備の導入

公用車のEV導入

木質熱電併給
システムの導

入

※地域に裨益する再生可能エネルギー事業の実施に関するガイドライン（令和３年10月 久慈市策定）



【自立した持続可能な地域社会の達成】VOL.1

私たちは、エネルギー事業を通じ

地域活性化につなげる取り組みの

一環として、様々な支援に取組ん

で参ります。

例えば、

2019年6月24日「子育て支援」と

して久慈市へ200万円寄付

このお金は、出産を迎えるご家庭

の通院のための交通費や小学生に

勉強を教える高校生へのお礼金と

して使われました。

遠藤市長と当時の竹田社長



【自立した持続可能な地域社会の達成】VOL.2

2020年4月27日「新型コロナウイルス感染症対策」として久慈市へ500万円寄付

久慈市・久慈商工会議所との間で結んだ連携協定の一環として、緊急的な地域貢献策を目的に寄付を行いました。

その他、久慈地域エネルギーでは様々な支援や県・久慈市・久慈商工会議所、その他の団体と連携し、住みよいまちづくりに

貢献して参ります。

(久慈地域エネルギーの活動については、ホームページのニュース欄で詳しく紹介しておりますので是非ご覧ください。)

URL：https://www.kuji-energy.co.jp/



【自立した持続可能な地域社会の達成】VOL.3

令和2年6月19日
久慈市の新しい観光スポットとして、令和2年7月5日オープン予定の駅前観光交流セ
ンター「YOMUNOSU」（2階・３階が図書館）へ「新図書館開館記念」及び「新型コ
ロナウイルス感染症防止策」を目的に図書消毒機を贈呈

（令和２年10月27日付で岩手県図書館協会様より感謝状を頂きました。）

遠藤市長 若林社長



【自立した持続可能な地域社会の達成】VOL.4

令和４年６月23日
「脱炭素社会に向けた久慈市のエネルギー施策」及び「子育て支援」に
向けて久慈市へ1000万円を寄付

皆さまのお陰をもちまして、令和３年度（第５期決算）において黒字決
算となり、収益の一部を久慈市へ寄付させていただきました。
これからも皆さまと共に地域の「元気」を応援して参りますのでよろし
くお願いいたします。

（写真右：遠藤市長様、左：若林社長）

遠藤市長 若林社長



【地域との交流～子ども達の笑顔】

● べっぴん夜市

● 物産展と地産地消フェア

● スマイルイルミネーション

久慈商工会議所主催で５月から10月
までの毎月第４金曜日に開催される
「べっぴん夜市」
私たち（久慈エネ）も出店参加!!
子どもたちに風船やお菓子をプレゼ
ント（アマリンでんきもヨロシク）

2019.９月のべっぴん夜市の様子

2020年10月10日（土）
台風の影響で悪天候の中、大勢の人
たちに来店頂いた「物産展と地産地
消フェア」「アマリングリーンでん
き」供給先第1号のアンバーホール
前に陣取り出展、今回はエコバック
もプレゼント（毎年継続出店）

物産展と地産地消フェアの写真

この人だれっ?（プレゼントにニヤ）

2020年12月1日（月）
小久慈まちづくり協議会主催の「小
久慈スマイルイルミネーション」に
協賛、点灯式に参加いたしました。
小久慈保育園の園児のダンスが披露
されサンタさん？からプレゼント
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久慈地域エネルギーの聞き取り調査をもとに久慈地域エネルギーの地域付加
価値を算出する。 地域付加価値とは、その地域で企業が生み出した利潤、
雇用者報酬（賃金）、税収の合計額を指す。

久慈地域エネルギー（売上高1億6320万円）の 2018年度決算書をもとに、
（１）売上における経常利益（1199万0644円）・純利益（920 万3544
円）、（２）支出項目ごとに支払先が地域内事 業者の場合にはその支出分
に応じた

支払先事業者の純利益と従業員可処分所得の増加
（３）推定される地元従業員可処分所得（221万1900円）
（４）推定される市税（38 万800 円）などを推計した。

2018 年度の地域付加価値は 1499万1634 円となった。

『入門地域付加価値創造分析』（諸富徹 編著 日本評論社刊）による。

自治体新電力の地域付加価値分析
久慈地域エネルギー（岩手県久慈市）の事例研究より

※一部を抜粋してご紹介いたします。

以上について、久慈地域エネルギー株式会社の事例研究として、
八戸学院大学地域経営学部地域経営学科 松井克明講師の論文が
八戸学院地域連携研究センターホームページにて公開されました。

詳細については、久慈地域エネルギーのホームページ「ニュース欄」
で紹介しております。
URL：https://www.kuji-energy.co.jp/news/91.html



私たちは、総合エネルギー事業を通じ、エネルギーの地産地消と地域内経済循環による

持続可能な地域経済基盤をつくるために、県、久慈市、久慈商工会議所と連携し、地域

経済の自立と雇用の拡大など、久慈地域の豊かな「くらし」と明るい「未来」を創造し

て参ります。

最後に…

〒028-0024
岩手県久慈市栄町第37地割136番地1
久慈地域エネルギー株式会社
代表取締役 若 林 治 男
TEL：0194-52-8285
FAX：0194-75-4137
Mail；info@kuji-energy.co.jp
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