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国内最大級規模の営農型
ソーラー発電所が始動！！

そして、世界が注目するまったく新しい農業モデル

亀岡カーボンマイナスプロジェクトとは！
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　8月 4日、京都府亀岡市河原林町の亀岡
市土づくりセンター（亀岡市農業公社）西
の農地において、アルバテック設計・施工
による国内最大級規模の営農型の太陽光発
電設備が竣工、稼働を開始しました。
　それにともない、施主様である、一般社
団法人日本クルベジ協会様、地権者様、農
業者団体である亀岡クルベジ育成会様の共
同主催による「亀岡クール農業起耕式」が
行われました。施主様が取り組む、温室効
果ガス（CO2）削減を軸にした、新しい農
業モデルと地域社会再生システムを開発・
推進する「亀岡カーボンマイナスプロジェ
クト」の一層の発展が祈念されました。

活かされるアルバテックの
キャストイン工法。

　太陽光パネル下での農作物の栽培を可能
にした「営農型太陽光発電」設備の設計・
施工は、これまでの多くの実績を積み上げ
てきた弊社アルバテックが最も得意とする
施工です。
　弊社の特許技術である、場所を選ばず、
堅牢かつシンプルな構造の「キャストイン
工法」を採用。簡易な構造でありながら、
風速 36メートルという風圧耐久性で、自然
災害による被害を防止・低減します。建築
物と同等の耐震性能をもたせ、安全面にも
配慮。今後の長きに渡る売電期間における、
事業の継続を見据えた設計となっています。
　本設備の稼働によって年間 256 トンの
CO2 削減が試算されており、また、発電に
による売電益の一部は、「亀岡カーボンマイ
ナスプロジェクト」の強化・発展のための
サポートに使われます。さらに同プロジェ
クトのコンセプトである都市部から農村部
への資金の環流をつくり出し、農村の活性
化にも期待が集まっています。

営農型の太陽光発電で
生産物にさらなる付加価値を。

　日本クルベジ協会の柴田晃代表理事は、
「この営農型の太陽光発電設備は、今後 20
年以上の長期にわたる地域農業の核として、
クルベジ野菜※の年間を通じての安定生産・
安定供給を担います。
　また生産のみならず、販売・消費にいた
るまでの学術的なデータを収集し、より科
学的・実証的な亀岡地域ブランドの開発を
目指していきます。
　この度の営農型太陽光発電設備は、売電
益を得ながら、そのパネル下での農業生産
という、これまで同プロジェクトが進めて
きた、バイオ炭を利用した温室効果ガスの
削減成果に加えて、さらに付加価値を高め
た、ダブルインカムによって、地域営農の
安定化と好循環のモデルとなることを目指
すものです」と挨拶されました。
※「クルベジ野菜」次ページ以下参照

プロジェクト誕生の背景

　二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室
効果ガスの大気中への増加によってもたら
される温暖化によって、地球規模で長期的
に様々な深刻な気候変動をもたらし、それ
への対策をとらなければ、将来世代に大き
な不利益をもたらすという予測は、もはや
疑いがありません。
　しかしながら 1997 年に開かれた地球温
暖化防止会議（ＣＯＰ 3）で採択された「京
都議定書」にはじまる国際交渉は、各国の
政治的、経済的事情によって遅々として進
まない現実があります。
　こうした状況に対して、2009 年亀岡市
では、地球温暖化対策地域推進計画を策定、

2018 年に 1990 年度比で 10% の温室効
果ガスの削減を目指す目標を打ち出しまし
た。　市民、事業者、行政が一体となって
削減に取り組みましたが、目標達成のため
には、亀岡の地域特性である豊かな山林・
農地とそこに存在する豊富な未利用バイオ
マス資源を活かした、より有効な温室効果
ガス削減手段が必要と考えられるようにな
りました。
　一方で、活かされるべき資源をもつ農山
村部では、高齢化、農業の担い手不足が深
刻化しており、若い世代が再び農業を選択
できるような社会的な仕組みが切実に求め
られていました。
　こうした背景の中、2008 年、亀岡市、龍
谷大学地域人材・公共政策開発システム・

オープン・リサーチ・センター（LORC）、
立命館大学地域情報研究センター、地元関
係機関などが連携し、バイオ炭による炭素
貯留（下図「炭素貯留法とは？」を参照）を通じた
温室効果ガスの削減と都市部から農山村部
への資金還流を両立させる、持続可能な地
域社会システムの構築を目指して始動した
のが、「亀岡カーボンマイナスプロジェクト」
です。

出口戦略を見据えたスキームで
農山村部の経済復興を

　当プロジェクトでは、炭素貯留農法によ
る CO2 削減効果という環境価値を、農山村
部への持続的な資金還流へと繋げる出口戦
略を備えた画期的スキーム（「亀岡カーボンマイ
ナススキームの構図」参照）が生み出されました。
　地域資源はどのように生かされ、資金と
して地域へ戻るのか。次ページでは、未利
用バイオマスの農地での活用から、CO2 削
減効果のクレジット化、さらには農産物の
エコブランド化により収益を得る仕組みに
ついて紹介します。

CO2

木はCO2を吸収します。

①
しかし、その木を燃やすと、
CO2が再び空気中に放出されます。

また、地中に埋めても微生物に分解
されてCO2に戻ってしまします。

② ③ ④
バイオ炭は、たい肥と混合し地中に
埋設。分解されず、CO2に戻りません。

CO2が排出されません

そこで、木を炭にして、炭素を固定。
これがバイオ炭です。

⑤
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CO2国内最大級規模の営農型
太陽光発電設備が、
竣工・稼働！

世界が注目する未来型農業モデル
温室効果ガス削減と
地域活性化を両立する
「亀岡カーボンマイナスプロジェクト」とは？

亀岡クール農業起耕式から

さる8月 4日、京都府亀岡市内の農業振興地域において、
アルバテック設計・施工による大規模営農発電設備の起耕式が行われました。
その起耕式レポートと、施主様が取り組む、温室効果ガス削減を軸にした、
未来型で持続可能なまったく新しい農業モデル
「亀岡カーボンマイナスプロジェクト」をご紹介します。

発電所敷地内に野菜保存用の冷蔵庫を置くアイデアも
現在、作物は各農家がそれぞれに売り場に持ち込んでいるが、野
菜の品質を保つためにも、管理の一元化を検討中とのこと。例えば、
太陽光発電の電力を利用し、敷地内に野菜を保存するための冷蔵
庫を設置、共同出荷場にするというアイデアも。

市や府の関係者、大学 ･学会等学術団体、地域自治会、協賛企業他多くの関係者が列席。
プロジェクトの新たな節目を祝い、事業の一層の振興を祈願しました。
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株式会社近畿北都住設グループ

株式会社 アルバテック
東 京 本 社
大 阪 本 社
東 北 支 店
京 都 営 業 所

〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町 3-27-1　大洋ビル 102 号室
〒530-0022　大阪府大阪市北区浪花町 12-24 赤坂天六ビル 8 階 B 号室 
〒980-0801　宮城県仙台市青葉区木町通 1-5-1 アーバス仙台 3 階（平成 27 年 11 月 25 日より左記住所に移転しました）

〒620-0875　京都府福知山市堀 2373-1 http://alba-tech.jp

「アルバテックニュース」への
お問い合わせ

アルバテックニュース編集部
株式会社アルバテック 東京本社　〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 3-27-1　大洋ビル 102 号室
TEL.03-5823-4580 FAX.03-5823-4582

太陽光発電システムへのお問い合わせは　　0120-354-552

未利用バイオマスを、
バイオ炭たい肥に

　まず、竹や木の間伐材やもみ殻・稲わら
などの地域未利用バイオマスを、地域の自
治体活動などを通じて回収し、炭（バイオ炭）

づくりを行います。次に、つくったバイオ
炭をたい肥センターで堆肥と混合し、バイ
オ炭たい肥をつくります。そのバイオ炭た
い肥を農業者が購入、農地への施用を行う
ことで炭素貯留を行います。現在は、より
低コストで二酸化炭素削減効果の高いバイ
オ炭づくりの手法の開発と収率調査、物性
評価、LCA（ライフサイクルアセスメント）など
のシステム構築がすすめられています。

バイオ炭によるCO2削減量を
クレジット化

　農地に貯留された炭素分は、石油などの
化石燃料などの利用で増加する二酸化炭素
量を相殺（オフセット）し、カーボンクレジ
ットとして都市部の CO2 発生企業へ販売し
ます。そのために、バイオ炭による炭素貯留
効果の安定性を測る実験、利害関係者との
協議を通じて、認証のための規格・検証・実
施体制等の仕組みの構築が行われています。

食べるだけでエコ
エコブランド野菜「クルベジ」

　バイオ炭による炭素貯留農法に加え、今
回設置の太陽光発電を備えた農地で栽培さ
れた作物に対して、「地球温暖化を防ぐクー
ルな野菜」という新しい価値を付加し、消
費者へ販売します。
　それが、「クルベジ」です。「食卓から地
球を冷やそう！」をキャッチコピーに、地
球を冷やす“クール”な、野菜“ベジタブル”、

略してクルベジとしてエコブランド化してい
ます。現在、「クルベジ」認証のための規格・
検証などの仕組みづくりとともに、取り組み
への協賛企業や、流通、販売ルートの開発な
ど、「クルベジ」の普及を進められています。
　すでに、現在、亀岡市内のスーパーには、
日本クルベジ協会発行の「クルベジ認証シー
ル」が貼られたクルベジ野菜が並んでいます。
シールには、協賛企業の広告が入っており、
出荷農家は、広告費の中から、シール１枚あ
たり 10 円を受け取るという仕組みが出来上
がっています。
　また、地域の保育園や小学校において、紙
芝居などを用いたクルベジ農法の解説、周辺
の農地や校庭での栽培、クルベジ野菜を使っ
た献立作りなどを行い、食育、環境教育を推
進。環境保全野菜としてのクルベジの普及と
市場の育成に努められています。

「亀岡モデル」を日本全国に。

当プロジェクトは、農山村部へ資金還流と地
球環境保全を同時に叶える、優れたシステム
ですが、各地の過疎・高齢化問題を抱える地
方の課題に応える先進モデルとして、全国的
な展開・普及も視野に入れた、体制づくりも
進められている、とのことです。

永きに渡る事業の継続を
祈念して
　「亀岡カーボンマイナスプロジェクト」は、
毎年、国内外からの視察団を迎え、世界的
に注目を集めています。今回のソーラー発
電導入も、活動により一層の弾みをつける
ものとして期待が寄せられています。すべ
てのステークホルダーに夢を与える、地域
に根差したシステムの構築は、一朝一夕で
為せることではなく、開発者の構想力・調
整力・実行力には、敬服の念を禁じえません。
　今後、当発電所は、地域営農の中心的存
在として、亀岡を盛り上げていかれること
でしょう。施主様が発電事業・農業をつつ

がなく継続していかれるために、弊社は、
設計・施工業者として、設備の円滑な運転
の一助となるべく、技術の研鑽に努めてま
いりたいと考えます。

地域のスーパーに並ぶ「クルベジ野菜」
売れ行きは好調。現在は地元のスーパーのみでの販売であるが、出荷量が安定すれば、販路を拡げていきたいとのこと。

今回の農地では、炭素貯留農法のみならず太陽光発電による
CO2削減効果もクルベジ認証の対象に。

クルベジ®のロゴ


