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福井県地域戦略部電源地域振興課
嶺南Ｅコースト計画室長 三寺 庄司

（嶺南 コースト計画）

嶺南スマートエリアの形成について



2

Ｅnergy エネルギーをキーワードに

conomy

cology

Ｅxpand 北陸新幹線の整備効果を活かし拡大・発展

嶺南地域を中心に、原子力をはじめ再エネを含む様々なエネルギーを活用した

地域経済の活性化やまちづくりを目指すことにより、
人・企業・技術・資金(投資)が集まるエリアの形成を図る

【 基 本 理 念 】

【計画対象期間】 2020年度（令和2年度）から概ね10年程度

地域経済を活性化

エコなまちづくりを推進

Ｅmission‐free 環境への負荷のない

Ｅxciting ワクワクする

Ｅasy 気持ちがゆったりする

Ｅxpert エキスパートの力で

Ｅducate 人を育てる

Ｅnrich 豊かにする

Ｅvolution 進化

nchant 魅力的な

super‐ Ｅxpress 北陸新幹線

poch‐making 新時代をひらく

嶺南Ｅコースト計画の基本理念と計画対象期間

地域に人や産業を呼び込み、文化的・健康的に生活できるライフスタイル先進地
「WAKASAリフレッシュエリア」の実現にも繋げていく
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嶺南Ｅコースト計画の構成

基本戦略 基本戦略を進めるプロジェクト

Ⅰ 原子力関連研究の推進および人材の育成

我が国の今後の原子力・エネルギーの研究開発や人材育成を

支える拠点を形成

１ 国内外の研究者等が集まる研究・人材育成拠点の形成

２ 新たな試験研究炉を活用したイノベーションの創出、利活用の促進

Ⅱ デコミッショニングビジネスの育成

廃炉など原子力を取り巻く環境変化に対応して、地域の産業を

高度化

１ 廃止措置工事等への地元企業の参入促進、製品・技術の供給拡大

２ 解体廃棄物の再利用を進めてビジネス化を推進

Ⅲ 様々なエネルギーを活用した地域振興

新幹線延伸を見据えてスマートエネルギーエリアを整備し、嶺

南地域の定住・交流人口を拡大

１ 嶺南の市町と連携し、スマートエネルギーエリア形成を推進

２ 原子力や再生可能エネルギーを幅広く学ぶ機会を提供し、人の交流を促進

Ⅳ 多様な地域産業の育成

研究成果を活用した産業支援や、向上する立地環境を活かし
た企業誘致等により、多様な産業を育成

１ 技術の高度化、地元企業等への技術移転による次世代の農林水産業を実現

２ 地元企業支援や企業誘致により、多様な産業を育成

４つの基本戦略と８つのプロジェクト

【関連するＳＤＧｓ】
７ エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

８ 働きがいも
経済成長も

９ 産業と技術革新の
基盤をつくろう

11 住み続けられる
まちづくりを

すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な現代的エネルギーへのアクセス
を確保する

包括的かつ持続可能な経済成長、および
すべての人々の完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい雇用を促進する

強靭なインフラ構築、包括的かつ持続可
能な産業化の促進、およびイノベーション
（技術革新）の拡大を図る

包括的で安全かつ強靭で持続可能な都
市および人間居住を実現する
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嶺南地域に、便利で災害にも強く、環境にもやさしいスマートエネルギーエリアを創出。地域全体の付加価値
が高まり、文化的・健康的に暮らせるライフスタイル先進地「WAKASAリフレッシュエリア」の実現に繋げる

太陽光発電＋蓄電池

公共施設等
ＪＲ各駅、商業施設等

ＥＶ、充放電ステーション、蓄電池等を整備

駅周辺等に
スマートタウン整備

公共施設、駅等
への太陽光発電・
蓄電池・ＥＶ整備

リソース
アグリゲーター

市場、
需要家

スマートエリア

スマートタウ
ン

蓄電池

太陽光発電

余剰の電気を集約

ＨＥＭＳ

スマートハウス

太陽光発電装置、蓄
電池、HEMS（ホーム・エ
ネルギー・マネジメント・システ

ム）を搭載したスマート
ハウスで構成するコン
パクトな住宅団地

スマートハウス、公共施設、ＥＶをまとめて制御し
嶺南地域全体でＶＰＰを構築

※地域におけるスマートエリア構築によるメリット

・ スマートハウスの各戸が自立して創エネと蓄エネを行い電気料金を削減。災害等の停電時も電気を自給可能

・ シェアＥＶを企業や地元住民が活用して車を所有するコストを削減。観光客の利便性も向上

・ 蓄電した電気を集約して市場等で販売することにより、蓄電池やＥＶ所有者の電気料金を軽減

・ ＶＰＰプラットフォームを企業の実証の場として提供し、情報通信技術、エネルギーマネジメント技術等に関心のある企業を誘致

目指す将来像

参加者に対し
協力内容に
応じた報酬

対価

電力等販売

内 容 現 状
2029年度末
（令和11年度末）

嶺南地域においてＶＰＰに参加可能な電力 ― １ＭＷ

嶺南地域においてＶＰＰに参加する箇所数 ― 200か所

スマートタウンの整備箇所数 ― ２～３か所

嶺南地域のエネルギー・環境関連の学習、体験施設の来館者数の合計
約78万人／年

(2014(H26)～2018(H30)平均) 100万人／年

目標数

参加者から電気を集め、一定の規模を確保し、
電力市場や需要家に電気を販売

＜評価指標＞

＊リソースアグリゲーター
： ＶＰＰの参加者と契約
し、蓄電池等の設備
を制御する事業者

(＊)

嶺南Ｅコースト計画（スマートエネルギーエリアの形成関係）
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ＶＰＰ（仮想発電所）とは

電力の需要と供給のバランス

・電気は貯蔵できないため、常に需要に合わせ供給を調整、バランスを保つ必要あり

・このバランスが崩れると、電気の品質（周波数60Hz）を保てなくなり、大規模停電に

・従来は、火力発電所などの出力調整により、需要に合わせ供給量をコントロール

太陽光や風力発電など再エネが増加すると・・・
電気の発電量（供給量）が天候などにより大きく変動、不安定化

⇒電気の需要と供給のバランスが取れなくなる

電気の供給量の増減に合わせて、需要量を調整
太陽光など電気供給量が増加した場合、蓄電池やＥＶを充電 （需要を創出）

＝ＶＰＰ（仮想発電所）技術により、需要側を制御し需給のバランスを確保
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★
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若狭本郷駅駐車場

東小浜駅駐車場

若狭高浜駅駐車場

上中駅駐車場

わかさ東商工会美浜支所駐車場

白銀駐車場

各市町 設置場所 住所

敦賀市 白銀駐車場 敦賀市白銀町2番11

美浜町 わかさ東商工会美浜支所駐車場 美浜町松原35-12-6

若狭町 上中駅駐車場 若狭町井ノ口36-1-4

小浜市 東小浜駅駐車場 小浜市遠敷1丁目202（遠敷児童センター内）

おおい町 若狭本郷駅駐車場 おおい町本郷154-6-2

高浜町 若狭高浜駅駐車場 高浜町宮崎78-21-2

シェアＥＶを活用したＶＰＰ実証実験

嶺南６市町のＪＲ駅前にＥＶを設置し、
本年度から実証開始

・シェアＥＶ(電気自動車レンタル)の実証実験

・シェアＥＶを活用した充電・放電の遠隔制御
の実証実験
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シェアＥＶ(電気自動車レンタル)の実証実験

開始日 令和2年10月22日(木)～

料 金 13円/分（780円/時間）
※6時間 3,300円、24時間 6,600円など

車 種 日産リーフ（電気自動車）

シェアＥＶを活用したＶＰＰ実証実験

スマホですぐに
登録、利用可能

詳しくは
こちらから
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主な地域課題（市町に聞取り） 取組みの例（アイデアベース）

敦賀市

○Ｕターンが少ないため、ＩＴ
産業等を充実させたい

○再エネ供給を希望する企業に
供給できるようにしたい

エネルギー × ＩＴ のモデル地区を整備
・域外の企業が敦賀市で行う遠隔ワーク環境整備を支援
・スマートポールを活用した通信基盤や付加設備の整備
・ＶＰＰ等を活用して、企業への再エネ供給体制を整備

美浜町

○町外からの通勤者や観光客が
多く、町に住んでほしい

○買い物等の消費活動が敦賀市
で行われることが多い

定住促進型のスマートタウンを整備
・東美浜に子育て世代にも魅力的なスマートタウンを整備
・ＩｏＴを活用した見守り環境整備（安心安全の強化）
・遠隔で授業が受けられる環境を整備

若狭町

○増加している空き家等、建物の
有効活用

○通塾は家族が町外まで送迎
○観光地への二次交通が少ない

微住のモデル地区を整備
・古民家などを活用し、遠隔ワークやワーケーション、遠隔

教育などの環境整備
・シェアＥＶ等を活用した二次交通の充実

小浜市
○新幹線開業と合わせた長期的

な開発計画が必要
○中心市街地で空き家が増加

新幹線新駅開業と連動したスマートタウンを整備
・田舎暮らしと先端技術が融和したスマートタウンを整備
・中心市街地と新幹線新駅を自動運転車両で接続
・空き家等を活用したコワーキングスペースの整備

おおい町
○うみんぴあ大飯と役場周辺等

を結ぶ移動が不便
○中心市街地の用地不足

スマート交通のモデル地区を整備
・オンデマンド交通や配車予約システムを活用し、うみん

ぴあと役場周辺等を結ぶ移動を円滑化
・うみんぴあ等を活用した次世代産業・人材育成拠点整備

高浜町
○まちなか人口が減少
○駅からの二次交通が少ない

交流促進型のスマートタウンを整備
・若宮海水浴場のロケーションを活かして、ワークとバケ

ーションを両立したスマートタウンを整備
・グリーンスローモビリティ等を導入し、回遊性を向上

令和３～６年度に重点的に取組みを進めていく予定
※写真はイメージ

スマートエリア形成に向けた取組みのイメージ（調査中）


