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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.６ 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 

 

日時：平成25年６月14日(金) 14:50～15:45 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）川合 靖洋 総務課長、田中 龍太 農村整備官、坂井 康宏 水資源課長、 

石川 善成 農村整備調査官、川村 文洋 水資源企画官 

 

後藤審議官：それでは、本日６つ目の事業にまいります。お手元の資料、65ページからです。

「小水力等再生可能エネルギー導入推進事業」です。また、３時半頃にコメントシー

トを回収いたしますので、御準備方、よろしくお願いいたします。まず、担当から、

５分程度で説明を簡潔にお願いいたします。 

田中農村整備官：農村振興局です。どうぞよろしくお願いします。 

 まず、資料の65ページで、事業の目的、概要について御説明申し上げます。農村

部には、水田ですとか、あるいは畑、これらをかんがい、あるいは排水を行います

ために、ダムや水路など、農業水利施設が多数おあります。このような農業水利施

設ですけれども、食料の安定供給という本来の目的に加えまして、地域の排水路、

そういった機能も有しております重要な公共施設です。こういったことで、農業水

利施設につきましては、道路や河川と同様、社会資本の一つとして、整備を進めて

きているところです。 

 農業水利施設の中には、ダムや水路の落差など、未利用の水力エネルギーが多数お

あります。これを発電しまして活用することによりまして、再生可能エネルギーの活

用、そして我が国のエネルギー事情に貢献いたしますとともに、農業水利施設の維持

管理費の軽減につながるものと考えております。 

 これまで農業水利施設を活用した小水力発電施設は、全国で29カ所整備されてお

りまして、年間約１億700万キロワットアワーの発電を行っております。農業水利施

設の有します発電のポテンシャルとしましては、まだ相当あると考えておりますけ

れども、技術的な観点あるいは経済的な観点での発電適地の選定、また適地の選定

後に、実際に工事を実施するまでの間の詳細な調査設計検討、こういったことがネ
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ックとなりまして、取組が遅れているというふうに考えております。 

 このため、本事業によりまして、発電ポテンシャルの高い地点を明らかにします基

本整備計画を策定するとともに、施設の導入に向けた技術的可能性あるいは経済的妥

当性の検討のための調査設計に対する支援など、導入に向けた支援を行うとともに、

低コスト発電施設導入のための技術の実証、こういった施設の整備の前の段階の支援

を行いまして、小水力発電の導入を促進していこうとするものです。 

 資料の75ページをお開きください。農業水利施設への小水力発電施設の導入までの

流れです。左端が施設整備前の状況、こういったダムや水路の中の落差工、こういっ

たところに未利用の水力エネルギーがおあります。これで、施設整備後の一番右です

けれども、小水力発電施設、こういったものを整備しまして、その活用を図るという

ことですけれども、その真ん中の赤い点線で囲まれた部分、ここが今回の対象の事業

の支援の範囲です。 

 まず、整備を進めるためのステップとしまして、①の導入可能性の検討がおあり

ますけれども、これは、候補地点ごとに、粗々技術的、経済的な検討を行うという

ものです。 

 それから、次に②ですけれども、①で選定されました地点につきまして、施設の整

備に向けた調査測量あるいは発電施設の概略設計というふうに進んでまいります。 

 また、これと並行しまして、下の③の各種法令に基づく協議・申請手続、それの準

備等を進めてまいります。 

 こういったものが整いました後、④の施設整備ですけれども、技術的、経済的な課

題がクリアされたという地点につきまして、施設整備のほうに移行してまいります。

このように、粗々の調査から段階的に精度を上げまして、地点を絞りつつ、施設の導

入につなげていこうとするものです。 

 また、次のページを御覧ください。76ページです。実証事業としまして、低コス

ト発電設備についての実証を行った例です。この例ですが、下の青森県七戸町の例

ですけれども、複数の小規模な落差を圧力管で連結しまして、発電が、十分、技術

的、経済的に可能かどうか、こういったことを実証したものです。 

 恐縮ですけれども、資料の65ページにお戻りください。レビューシートです。まず、

成果指標の欄を御覧ください。成果指標としましては、小水力等再生可能エネルギー

導入に向けた計画作成に着手済みの地域数としておりまして、目標値は平成28年度
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1,000としております。これに対して、24年度までの実績179となっております。 

 次に、点検結果ですが、次のページ、66ページを御覧ください。事業の効率性の

欄の上から２番目のポツに、不用額について記載しておりますけれども、これは、

実証事業・モデル支援事業の一つの低炭素むらづくりモデル支援事業におきまして、

実施段階におきまして、事業の規模を縮小したことによりまして、予算が減額され、

それに伴い不用額が生じたものですので、適切な執行と考えております。 

 また、事業の有効性です。導入支援事業、実証事業・モデル事業、それぞれこれま

で着実に活動実績が上がっているというふうに考えております。 

 それから、 後に67ページです。資金の流れですけれども、これは、導入支援事業

のものについて記載しております。農林水産省から７地方農政局に割り当てた後、そ

れぞれの事業に応じまして、それぞれ都道府県、市町村、民間団体等の事業主体の申

請を受けまして、交付を行っております。 

 以上です。 

後藤審議官：続きまして、予算課長からこの事業について論点の説明をお願いいたします。 

山口予算課長：論点について御説明いたします。 

 まず、１つ目は成果目標についてです。本事業の目的は、シートにありますように、

再生可能エネルギーの活用と農業水利施設の適正な維持管理を図ることとなっており

ますけれども、このアウトカムの成果目標は、小水力発電等の導入に向けた計画作成

に着手済みの地域数となっておりまして、これが目的との関係で、整合しているのか

どうかという点が１点目です。 

 それと、２つ目が事業効果についてです。この事業としては、各種の実証事業を

予定しておりますけれども、その効果分析はどのように行っているのかということ、

またその実証技術を現場にどのように普及していく見通しがあるのか、こういった

点です。 

 ３つ目が執行状況ですが、24年度の執行率は71％と低調です。この中で、25年度は、

繰越を含めて予算額が13億円強と増額しております。これがきちんと執行できるのか

という点です。 

 以上です。 

後藤審議官：それでは、質疑応答に移りたいと思います。回答はなるべく簡潔明瞭にお願いい

たします。 
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 それでは、伊永委員。 

伊永委員： 初に確認させていただきたいんですが、先ごろ国の科学技術イノベーション総合

戦略が発表されましたが、私は、その中に小水力というのは、記述を見たような記憶

がないんですが、今回のこの農業用水路を利用した小水力というのは、どういう根拠

からスタートされたのかという部分、特に全体の国策、エネルギー政策の中で、この

農業用水路などを利用した小水力は、波及効果といいますか、占めるウエートが非常

に小さいということで見過ごされているのか。その辺を 初に教えていただきたいん

です。 

田中農村整備官：まず、政府全体のエネルギー計画ですけれども、2010年に、平成22年６月に

閣議決定されました現行のエネルギー基本計画におきまして、2020年までに、一次エ

ネルギー供給に占めます再生可能エネルギーの割合を10％にするということとが示さ

れております。この再生可能エネルギーの中に、小水力発電についても位置づけられ

ております。その農業用水を活用した小水力発電の、また、その小水力発電に対する

シェアというのは、委員が御指摘のように、必ずしも大きいものではないというふう

に我々としても考えております。しかしながら、その一翼を我々としまして担ってい

く必要があると考えておりまして、こういった技術開発等も取り組んでいるところで

す。 

伊永委員：現在の安倍内閣の科学技術イノベーション戦略には、位置づけ、特にされていない

規模ではあるが、３年前になりますか、以前の再生エネルギー戦略に基づいて進めて

いっているという御説明と理解しましたが、そうなりますとこの後、議論が深まって

いくと思いますが、本当に国としてやっていくだけの事業価値があるのかどうか、こ

れは、現在、マスタープランを1,000件以上ピックアップされていますが、この中で、

どのくらいの事業といいますか、どのくらいの箇所が、実現性があるのか、教えてい

ただけますか。 

田中農村整備官：1,000地域で、まず計画策定に着手しようということで、目標に挙げており

ます。24年度、調査を行いました結果からしますと、そのうち大体４割程度は、今の

粗々の段階での技術的な検討あるいは採算性の検討ですけれども、実施に向けたその

次の段階に移せるんではないかというふうに考えております。 

伊永委員：仮に、その４割、400件ぐらいの小水力が実現したとしたら、国のエネルギーの中

で、占める割合を想定すると、0.01％とか、そういうレベルと考えたらよろしいです
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か、もっと低いか。 

田中農村整備官：具体的な数値につきましては計算しておりませんので、間に合いましたら計

算してお示ししたいと思います。数値的なもので申しますと、これまで我が国のかん

がい排水用に使用している電力量が、農事用の農業用水のための電力量が大体16億キ

ロワットアワーほどあります。そのうち、仮に先ほどの1,000カ所全てから発電がで

きれば、８億キロワットアワーぐらい、その半数ぐらいは、この小水力発電で、内部

で賄えるんじゃないかと考えています。 

伊永委員：農業用のものをだけをピックアップして一応…… 

田中農村整備官：それが全体のどれぐらいであるかというのは、申し訳ございません、お時間

いただかないと計算できないかなと思います。 

伊永委員：いや、それがわからないというのはおかしな話なんですけれども、それで、じゃ続

けていただければ…… 

後藤審議官：ほかに、では太田委員。 

太田委員：これは、調査ということですよね、本事業ではなくて。 

田中農村整備官：はい。 

太田委員：とすると、予算で上がっているのは、調べるということに関して上がっているんで

すが、総事業を全部通算するとどのぐらいのお金になる予定なんでしょう。 

田中農村整備官：まず、調査につきまして、1,000地域につきまして、これから案件の形成、

それから概略設計と進めてまいることになるとしますと、そのうち先ほどの大体４割

程度というふうに見込みますと、大体、全体で20億円ぐらい調査で費用が必要と見込

んでおります。それから、そのうちの400地区ほどが整備に移りますと、今後は、600

億円ほどの設備の整備のための事業費が必要になるだろうというふうに見込んでいま

す。 

太田委員：これは、公的支援は必要な事業ばかりなんでしょうか。 

田中農村整備官：まず、段階別に申し上げます。今回ご検討いただいております小水力等再生

可能エネルギー導入推進事業につきましては、先ほど御説明申し上げましたように、

整備に至る前の段階、入り口の部分の支援です。これにつきましては、これまで小水

力発電は、なかなか取組が進んでおりませんで、それは、先ほど申し上げましたよう

に、さまざまな技術的な制約、課題等がございまして、まずそこを乗り越える必要が

ある、そこの部分につきまして、まず国として積極的に進めていきたいというふうに
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思っております。 

 それから、整備の段階になりますと、これは、土地改良施設、農業水利施設の整備

事業の中で、一般的な事業と同様の国費等を投じまして、整備していく、そういうふ

うになってまいります。 

太田委員：何かそれは、事前のヒアリングの段階で伺ったのであれば、数字であれば、どうも

かなりの部分は、民間でやっても採算がとれるんではないかというようなお話があっ

たかと思うんですけれども、民間で採算がとれるものであれば、こちらの民間の企業

がこれに対応して構わないというふうに規制を緩めれば、今でもできるのかもしれま

せんが、民間が入ってくるはずでして、民間の活力を利用しないで、わざわざ参入規

制を置いておいて、国費を入れる理由はどこにあるんでしょう。 

田中農村整備官：まず、民間が、参入できるものがないかという御指摘です。農業水利施設で

すけれども、確かに発電の適地として、そこのポイントだけを捉えれば、少額の投資、

追加的な投資で、発電が可能ではないかというふうに御覧になられると思います。 

 しかしながら、そこに用水を運ぶためには、上流地点にダムを設けまして、それか

らそれを一回放流して、河川に取水堰を設ける。それから、またその間、水路を使っ

て、水を持ってきているわけです。 

 ですから、その間の全ての費用を仮に発電にかかる部分につきまして、発電事業者

さんが持たれるということがあれば、それは、もちろん発電事業者さんと施設を管理

する方との話し合いで可能になってくると思います。恐らくそこの部分まで見込むと、

かなりの費用がかかってくるということと思います。 

太田委員：それは、むしろもちろん当然で、だからそこは公費が導入されているわけですよね。

そこに、追加的にもう一個、発電所をつくるのは民間でペイするけれども、全部もと

のダムから持ってくれないと困るから、だから民間業者、入っちゃだめだという理屈

は相当におかしいように聞こえるんです。 

田中農村整備官：説明が十分でございませんで失礼いたしました。施設の建設の費用ももちろ

んありますし、そこに水を運んでくるための施設の操作管理、そういったものもして

おりますので、そこの部分も、コストも、当然その発電するためのコストにもかかっ

てまいります。そういったところのコストも含めて、民間事業者さんが入ってくる場

合はご判断されると考えております。 

太田委員：現在、こちらの水路を維持管理されている主体はどちらなんですか。 



 7

田中農村整備官：土地改良施設につきましては、農業水利施設につきましては、多くのものが、

土地改良区が管理しております。 

太田委員：とすると、土地改良区さんと民間事業者さんで話をして、もうかる部分を折半する

なり、あるいは一定の割合で分けるようにお話しすれば済む問題のように思います。 

田中農村整備官：地区によりましてはというんでしょうか、ケースによりましては、もちろん

土地改良施設の中で、民間の事業者さんが発電事業をやっておられる例はあります。

比較的古い事例ですと、上流のダムを発電事業者とかんがい用の共同事業としてつく

って、その下の水路等で発電される、そういった形で、民間事業者さんが土地改良施

設を活用して発電に参入している、そういった事例はあります。 

太田委員：とすると、今あるものは、基本的には民間ではペイしないということなんですか、

それとも民間でペイすると、採算がとれるけれども、入っていないものも多数ある。 

田中農村整備官：それは、個別のケースによって、条件によりまして、いろいろ違ってくると

思いますので、一概に言えないと思うんですけれども、先ほど何例かあると申し上げ

ましたので、そこの事例については、確かに民間事業者さんが、ペイする、そういう

判断で入ってこられるというふうに考えています。 

吉田委員：今の質問にかぶせて、具体的に既存施設が29カ所でしたよね。このうち事業主体別

の数字を教えてください。 

田中農村整備官：29地区のうち、国の事業で行ったものが９地区、残りの20地区については、

県営、都道府県が実施しております。 

吉田委員：民間は一つもないですよね。 

田中農村整備官：申しわけありません、当方が、今、申し上げましたのは、公共事業、当方の

所管している事業で、整備したものでして、そのほかの民間…… 

吉田委員：29以外には、民間でやっているものもあるということですよね。 

田中農村整備官：はい。 

吉田委員：多分この土地改良区にとって、メリットがあるだろうということで、皆さんが事業

立てされた事業なんですよね。どっちかというと、エネルギー問題全体の中で貢献し

ていこうというよりも、土地改良区にとってメリットがあるから、こういう事業導入

して、現在は実証段階までの事業だけれども、将来的には、整備、運用に関しても土

地改良区でやっていくということで、想定しての事業ということですよね。 

坂井課長：よろしいでしょうか。この小水力発電施設の整備というのは、私どもが、農業水利
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施設の整備をやる中で、ダムを整備し、頭首工を整備し、老朽化した水路を整備する

中で、先ほどの29地区について、電力を使う施設がありますので、水路の中にあるエ

ネルギーを使って、それを供給しようということでつくってきた施設です。 

吉田委員：基本的には、その土地改良区の組合員なりにとってメリットがあるということでや

られているわけですよね。 

坂井課長：そうです。 

吉田委員：であれば、メリット確保ができればいいわけですから、例えば先ほど言われた民間

が事業はやって、もし事業採算がとれるということであれば、土地改良区が、何らか

の契約を結んで、土地改良区にとってメリットがある。しかも、土地改良区といって

も、我々生産者が主体ですから、やはり事業経営リスクというのはなかなか背負い切

れないところはありますから、そういう意味では、民間にやってもらって、それは、

どういう形でお金を管理するかというのは契約次第だと思うんですけれども、そうい

う選択肢があってもいいし、いや、改良区としてもう事業をやって、余った分は売電

しよう、みんなの賦課金は下げようとか、いろいろな選択肢があっていいと思うんで

すが、基本的に土地改良区の選択の自由度というのをなぜ認めないのか、そこだけ教

えてください。 

坂井課長：選択の自由度を認めないというか、私どもが、今回のこのレビューでご審議いただ

いているこの事業において、1,000地域での調査設計、マスタープランづくりを進め

るということにしていることの目的については、農業水利施設の維持管理ということ

で、一つのそれをやった後、採算性があるものについては、出口として私どものかん

がい排水事業等の事業の中で、ポンプ場とか老朽化した施設の整備と一体的にやると

いうアウトプットがあろうかと思います。我々としては、基本的には農業水路という

のは、農業目的のための水路でして、将来にわたって用水を安定的に供給する、安定

的に供給するためには、土地改良区に安定的に運営していただかなくてはいけない、

そういう流れの中で、小水力発電施設によって、その電力を必要とする施設がありま

すので供給する。それで、もう一つのオプションとして、確かに、先ほど申し上げま

したように、民間が入られて、やられている事例があります。それは、非常に土地改

良施設の要する電気以上に、さらに大きなポテンシャルがあるような地域で、まさに

民間が入って、採算性があるようなところでは入られている。 

吉田委員：すごく理解しています。要するに、皆さんの事業想定そのものが、この事業のスキ
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ームをつくるときの思いがそのままそうなんですよね。土地改良区の事業の中で、こ

れをどう活用していくかというところの話なんですよね。こっちは、もうちょっと広

い範囲で、今、質問したわけです、いろいろな選択肢があっていいんじゃないか。だ

から、そこは、否定ではないと思うんですけれども、それは、規制緩和なり、例えば

土地改良区の皆さんが判断するときに、民間でやりたいと言ってきているようなとこ

ろがあれば、十分整理させて、そっちでやられてもいいんじゃないですかというよう

な指導も含めて全体的には見ているということですね、農水省としては。 

伊永委員：同じ質問です。かぶせて伺いますが、調査を始められているんで、今さらやめろと

いうつもりもないんですが、28年度までに、1,000地域の調査をして、計画も策定さ

れるということですので、あとは、もうこのデータ、調査データ、計画まで全てこれ

は国民の財産ですから公開していただいて、土地改良区の選択に任せる、民間でもい

い、土地改良区自身が公的な資金をとってきてやるもいい、そういう土地改良区が、

もっと主体的に判断するような事業に転換していったほうがいいんではないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

坂井課長： 初の吉田委員の御指摘ですけれども、民間も含めた選択肢を排除すべきではない、

どうなっているかということです。土地改良施設、農業施設というのは、まさに農業

用の目的のための水路ですから、その本来の目的を阻害しない、つまり農業用水が安

定的に流れなくなっちゃうとか、水路があふれて困る、そういうようなことがなく、

かつ土地改良区が、発電施設ができることによって、水路の管理に手間がかかるよう

なこともあるかと思います。そういう阻害要因がないということであれば、それは、

一定の使用料といいますか、水路の管理費用等を払っていただいた上でやることは可

能であって、これまでにも何地区かやられた事例はあります。 

 それと、もう一つ結果の公表です。これは、まさに県別にマスタープランを今つく

り始めております。これは、もう伊永委員がまさにおっしゃったとおりでして、これ

はみんなの財産ということですので、結果については公表していくということを考え

ております。 

伊永委員：公表されるときには、指摘されておりますように、この水路を維持するための経費

はこのくらい見込まれますよとかいういろいろな周辺情報も全てあわせていただいて、

それで民間が出てくることのほうが、国全体としては活力が増すわけですから、そう

いう方向に仕向けていく、ぜひそういう検討していただきたいと思います。農水省が
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主体でここまでおやりいただくということは非常に大事なことで、これは、民間はで

きないことですからやっていただいていいんですが、出てきた結果をどう選択するか

は、もう民間が、できる場合があるし、民間がどうしてもできないようなものは、農

水省自身もやるべきでないという選択をしていくべきではないかというふうに私は思

いますが、いかがでしょう。 

田中農村整備官：伊永委員の御指摘は、民間ベースでの採算性にものらないようなところにつ

いて、国として施設の整備等を進めるのはどうかという、そういった御指摘じゃない

かなというふうに理解しておりますけれども、我々も、今回1,000地域で、まずは

粗々可能性を見てみようということで調査しております。じゃ、どういったものを今

後の段階に進めていくか。そういった判断基準を考えるに当たりまして、ただいま御

指摘いただいた点、非常に重要な点と思っておりますので、勘案してこれから検討し

てまいりたいと思っております。 

後藤審議官：あと数分でコメントシートは回収させていただきますので、よろしくお願いしま

す。では、吉田委員。 

吉田委員：土地改良区の運営そのものが、今、大変な時期なんです。土地改良区の組合員数も

減っていますし、土地改良区の地域内にも遊休農地ができたり、私なんかが入ってい

る組合だと、賦課金を今後どうしていくんだ、賦課金収入が入らなくなったり、訴訟

が起こったりというようなことも起こってきていますから、そういう中で、こういう

事業をさらに入れていくということに関しては、すごい不安感を持っているわけです。 

 当然そういう通常運営自体が、いろいろ問題を抱えているところに関しては、皆

さんも慎重になってやらないとは思うんですが、だから土地改良区の今、抱えてい

る問題そのものを解決するほうが非常に重要だと思っています。以前のレビューの

席でも言わせてもらったんですが、この補助金というのはくせ者で、国営、県営土

地改良施設については運用経費も、設置主体である国や県が10分の10の負担を持つ

べきだと思っているんです。水の使用料としての部分の賦課金はあっていいとは思

うんですが、施設の更新にかかわる経費まで賦課金にしてしまう。建設事業者が国

なのに、管理者を県にし、さらに運用者を団体にし、その後の管理運営経費や更新

経費については、国は補助金を出すだけという形でやっている。この既存のスキー

ムではもう持続が不可能なのではないのか、と思っているので、こういう事業が出

てくると、おいおい、大丈夫かというふうに思ってしまうんです。だから、そこら
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辺もの今の土地改良区の現状の中で、こういう事業を入れていくということに関し

て、今、皆さん、どういうふうなお考えなのか、簡潔にお願いします。 

坂井課長：非常に重要な大きな指摘をいただいたと思います。私ども、これは、小水力発電を

土地改良事業の一環として進めているというのは、まさに吉田委員がおっしゃった将

来にわたる管理の持続性をいかに確保するかという観点で、やっているところです。 

 我々、事業の中で、その管理の省力化をするために、水管理システムを入れたり、

あるいは開水路を管水路に替えたりして、土地改良区の人たちが少ない人数で、つ

まり安い賦課金で管理運営が将来にわたってできるようにということで、いろいろ

施設整備の工夫をやっております。小水力発電施設も、その水路の中に眠っている

エネルギーを使って、将来にわたっての安定的な維持管理を確保しようという趣旨

でやっているところです。 

 今御指摘があったんですが、そういうものに不安感を覚えるということですけれ

ども、我々としては、この調査をしっかりやって、その上で、きちっと土地改良区

が、将来にわたって安定的に運営ができていく施設に限って、事業実施に移るとい

うことを考えております。今まで29カ所やった施設は、順調に運営がいっておりま

して、土地改良区のほうからも、賦課金が軽減されたということで大変喜んでいた

だいております。 

吉田委員：ただ、これは、事業採択の際、土地改良区の中で、構成員の賛成、反対の数とかと

いうのは、何か要件はあるんですか、ないんですか。 

坂井課長：土地改良事業の場合は申請事業です。土地改良法に基づいて、受益者の同意を得て

申請されるということです。一般の県営事業の場合で言いますと、受益者が、1,000

人、2,000人とおられて、そういった方に同意を徴収して、３分の２以上の同意がな

ければ、事業が実施できない、そういう事業の土地改良事業の中で、小水力発電施設

の整備を今まで一体的にやってきた。 

太田委員：非常にうまくいって、土地改良区の集めるお金が減るということで、喜ばれている

というのは、当然、設備投資の半分を補助しているという前提ですか。 

坂井課長：これまで、農業・農村整備事業、土地改良事業として実施してきたということは、

水利施設の一部、一環として、補助は入っております。 

太田委員：とすれば、当然、土地改良区の側としては、負担が減りますので、補助金が入って

いる分だけ喜ばれると思うんですけれども、今後も、そういうふうに補助金を入れて、
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半分、施設の代金を国が持つという形で進めていかれるんですか。 

坂井課長：先ほど申し上げましたけれども、水管理システムですとか水路ですとかポンプ場で

すとか、そういうものの施設の一部です。土地改良事業として、全体、老朽化した施

設の改修なりポンプの改修と一体的に、この小水力発電施設の整備を行う場合には、

それは、我々は今の事業制度の中で引き続きやっていきたいと思っています。 

太田委員：老朽化した水路を補修するというのは、公共性があって、そこにお金は入れるとい

う話と、新たに採算がとれないということは、電気を買ってきたほうが安いというこ

とですよね。そういうわけではないんですか。 

坂井課長：よろしいでしょうか、委員がおっしゃっているのは、補助金が入っていないから、

採算性がとれていないのではないか、そういうものを補助金等にしてやるのかという

ことでしょうか。一般的に、この土地改良事業をやる場合には、費用対効果分析をし

っかりやることにしております。事業によるコストが幾らかかるか、それからそれに

よる便益がどれだけ出るか。便益の中には、例えば農業生産が維持される効果であり

ますとか、あるいは維持管理費が軽減される効果というのもあります。そういうもの

の中で、発電施設の費用なり、発電施設が運用されることによって、電気代が減って、

維持管理費が安くなる、そういう効果を見込んで、これが、効果がある場合にやって

います。 

太田委員：これは、Ｂ／Ｃは考える必要もなくて、電気の施設だけが、追加的に、独立に考え

ることができるので、なければないでいいわけです。水は流れているわけで、今その

エネルギーが無駄になっているから、それを使おうというだけで、ただその無駄にな

っているエネルギーを使うコストのほうが大きいから、やらないというのが一つの判

断で、しかもこれは、売電価格のほうは既に政策的に上げるという話なので、それで

も、なお国全体のエネルギー政策の中で、これぐらいの価格で、政策的にこういうエ

ネルギーを使おうという方針で上げられた値段も、なお採算が合わないものに、さら

にその設備の負担を半分入れて、無理につくるというのは、屋上屋を架しているよう

な印象が強いんです。 

田中農村整備官：今、太田先生から御指摘いただいた点は非常に重要な点だと思っております。

調査を行いまして、実際に発電施設の整備に移るときのメルクマークをどのように設

けるべきかということの御指摘だと思います。今、確かに再生可能エネルギーの価格

が高く設定されております。例えば太陽光ですと40円以上ですか、そういったものと
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超えるものまで補助金があるからといって設備を進めるのか、それは、国民全体の負

担からして、マイナスにならないように、我々としては、基準等を考えていかなきゃ

いけないのではないかなというふうに思っております。 

太田委員：１点確認なんですけれども、これは、別に発電施設がなくても、別に農業に支障は

ないわけですよね、エネルギーを無駄にしているというだけであって。 

田中農村整備官：どうしても発電施設単体で捉えられるんですけれども、その農業水利施設の

中には、電気を需要する施設もございまして、我々としましては、水利施設全体とし

てどういった維持管理費が発生するかという観点で捉えておりまして、その発電施設

の部分だけ、確かにこの価値を生み出すものですから、そこだけ捉まえると、確かに

委員がおっしゃるように、その部分だけは、ペイするというのは出てくると思います

けれども、我々としましては、あくまでも全体を捉えて判断しています。 

太田委員：ただ、再生可能エネルギーを高く売電できるという前提でも、採算がとれない場合

であれば、そこで使用する電気は買ってきたほうが安いんじゃないですか。 

田中農村整備官：再生可能エネルギーの売電価格を端的に申しまして上回るような地区の整備

について進めるということは、私自身も好ましくないと思っておりますので、そうい

ったことは、実施の際、しっかりチェックしながら進めていくべきだと思っておりま

す。 

太田委員：それは、補助金なしで超えないということですよね、補助金を入れて採算がとれる

んではなくて、補助金なしで採算がとれる。 

田中農村整備官：我々は、事業を実施するときに、費用対効果分析を行います。そのときは、

補助金、全体の費用で行いますので、そういった意味で、補助金なしで検討している

ということになります。農家負担分だけで、ペイする、ペイしないではなくて、全体

の費用として勘案しています。 

太田委員：とすれば、今後は、補助金を入れて、設置はしないということですよね。 

田中農村整備官：そこは、何度も申し上げているんですけれども、農業水利施設の需要施設、

供給施設等全体として維持管理費が軽減になるところまでは、事業として一体として

整備していって…… 

太田委員：これは、一体として見る必要はないわけで、今、実際ないわけですよ、この設備が。

追加的に設備をつくったときに、その追加的な投資が、採算がとれるかどうかを見て

いるわけですから、外部性があって、全体としてＢ／Ｃを見るということは、何か外
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部効果があるわけですけれども、その外部効果をほかの施設と一緒にしないで、電気

のところだけ見ればいいわけです。電気には、確かに地球温暖化その他外部効果はあ

りますから、しかしそれは既に売電価格の中に反映されているはずなので、追加的に

外部効果がでなければ、単純に事業として採算がとれるかどうかだけで判断すれば済

むことですよね。そこのところがかみ合っていないんだと思います。これは、追加的

な発電施設をつくるので、これの単体の採算性だけを見てやるかどうか決めればいい

わけで、ここに補助金が入る余地はないと思います。 

後藤審議官：すみません、お答えいただいた後、沖本委員にお願いいたします。 

坂井課長：補助金を入れるという意味は、先ほど申し上げましたけれども、その農業水利施設、

これは社会資本です。食料安定供給のために不可欠な資本であって、それを私ども、

将来にわたって保全管理を土地改良区の皆さんにきちっとやっていかなくちゃいけな

い。それで、我々、事業を実施する際には、今は、例えば水管理システムが入ってい

なくて、土地改良区の皆さんが、現場に行って、いろいろな水門の操作をしたりとか

されている。そういうことに非常に経費がかかると、維持管理費が、これから農家が

減ってくる中で非常に大変になってまいりますので、そういう維持管理の負担を減ら

すような整備はやっております。そういうものの一つの工事として、我々、小水力発

電施設の整備等をやっている。 

太田委員：ただ、電気を買ってきたほうが安ければ買ってくればいいんじゃないですか。電気

で動くようにしないとまずい、それはよく理解しますし、水路そのものに公共性があ

るということも理解しますが、追加的につくる発電施設について、採算ベースで考え

ていけない理由というのはよくわからないんですが、これは完全に切り離せるもので

すよね、もし電気が必要なら買ってくればいいんであって。 

吉田委員：視点を変えて同じ質問、農村振興局の皆さんが早く僕の意見を認めてほしいとずっ

と思っていたんですけれども、用排水路に関しては、農業水利施設に関しては、国道

や県道と同じように、僕は公共インフラだと思っているんです。いっとき、こういっ

た用排水路とか広域道路は、農地保有者である農家の受益に影響するので、受益者負

担をとるべきだというわけのわからない世界になったんですが、実際に我々、税金で

は払っていますよね、道路税であるとか重量税である。だから、僕は、農業用水路と

いうのは、日本の産業の根幹である農業のやはり公共インフラだ、だから本来は、税

収の中で、更新であったり運営費を賄うべきだと思っているんです。補助金ではない、



 15

委託費であるべきだとずっと思っているんです。国営だったら国が全額持っている。

県営だったら県が全額持っている。私の入っている団体みたいなのだったら、もとも

と自分たちで覚悟を決めてやっているわけですから、自分たちの負担金でやればいい

と思っています。 

 その上で考えたら、この施設に関しては、団体であろうが、県営であろうが、国

営であろうが、その事業単体で採算がとれるのであれば、事業運営リスクの少ない

民間に任せて使用料をとるとか、何らかのフィーをとるという選択肢があってもい

いんじゃないかと思うわけです。いや、自ら国が10分の10出していて、国営として

やるんだという選択肢もありなんです。でも、今、補助金で任せている段階で、管

理団体である土地改良区が運用していくリスク、将来にわたって更新していくリス

クもあるわけですから、それも踏まえてどっちがいいかというのは、選択肢があっ

ていいと思うんですが、どうでしょう。 

後藤審議官：すみません、まだ御発言いただいていない委員の方がおられますので、簡潔にお

答えいただいた後、沖本委員にお願いします。 

沖本委員：もうそろそろいいのではないですか。 

後藤審議官：いいですか。 

沖本委員：何が問題かというと、我々とこの議論がかみ合わないのは、農水省は施設を全て一

体として考えているから、この水利施設の一部としての電力の部分もほかの部分と一

緒に補助金を出しましょうという論理構成でしょう。ところが、多分こちら側の今の

発言されていた方々の心は、これは、施設としての一体ということではなくて、分離

して考えることができるのではないですかという話をしているにもかかわらず、お互

い自分のことを言っているだけなので、かみ合っていないんです。私から逆に質問す

ると、これは、水利施設の一体なのか、一体だから採算がとれていても、補助は出し

ますよという措置を言っているのだろうと思います。だけれども、こちらは、施設、

これだけで採算がとれる機械であれば、それを誰かに任せて、恩恵だけを得ることが

できるのではないですかということだと思うんですけれども、これは、違っているで

しょうか、言っていることは。 

坂井課長：私どもとしては、そこの水利施設の一部でもあります。 

沖本委員：簡単に言ってください。要すれば、農水省は、これは、施設の一部と考えているか

ら、一体として管理したいから、ここの部分も補助金を入れますよとおっしゃってい
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るのですよね。 

坂井課長：水利施設の一部です。それと、管理について言えば、これは、土地改良区が、今、

水路を管理しています。そこに発電施設が入るということでして、土地改良区は今ま

でどおり管理するのが一番合理的だと思っています。 

沖本委員：わかりました。もういいです。それで、そうであれば、管理の部分だけ施設を分け

て、こちらも、だから考え方は一部か一部じゃないかという違いだけなのですよ。農

水省は、一部で管理もしているから、全部補助でやるということでしょう。 

太田委員：ただ、１点問題なのは、どっちの考え方も成り立つわけではないんですよ。これは、

明らかに民間でやるべきこと、しかも民間で採算がとれることを国でやる大義名分は

ないんですよ、税金を投入する。その投入する税金分だけ節約できるわけですから、

しかも投入しなくてすむ税金ですよね。ですから、これは考え方としてどっちも成り

立ち得るというと、何かどっちもあるみたいです。 

沖本委員：考え方が２つともあるから、その土壌が、考え方が違うところを明確にしないで、

言い合っていても仕方がないと言っているわけなのですよ。 

太田委員：一部と考えてはいけないということを申し上げているんです。 

沖本委員：農水省はそう言っているんでしょう。だから、向こうは一部だと…… 

太田委員：一部だとおっしゃるなら、なぜ一部と考えたほうがいいのかということを説明して

いただかないと議論にならないと思います。 

坂井課長：土地改良事業の一環としてやる小水力発電施設は、売電した収入については、全て

土地改良施設の維持管理費にしか充当しないということです。そういうことで、要す

るにその社会資本の運用をやっていくに当たって必要な維持管理経費のみに充当する

ということで、水利施設の一部としてやっているということです。 

太田委員：それは、別に充当してもしなくても一緒じゃないですか。分けるかどうか、充当す

る場合であっても、分けたほうがいいんじゃないですか、税金を入れないで全く同じ

ことができるんですから。 

二村委員：すみません、よろしいでしょうか、水利施設に関する補助はわかるんですけれども、

やはり電気代の心配までしてあげなくていいんじゃないかなというのが率直な感想で

す。 

 それで、その再生エネルギーに対して、売電価格が高く設定されているというのは、

そもそも投資のインセンティブを高めてやるためですので、その二重になりますよね。
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国のお金の投入が。投資の段階と、さらに後から投資も含めた形での売電価格の高い

価格の設定というので、ダブルで補助というのは、これは望ましくないんじゃないか

というふうに思います。 

 それから、すみません、とはいい、さりながら確認させていただきたいのですが、

再生エネルギーをここでつくり上げることによって、排出枠の創出がどのぐらいかと

いうような数字というのは計算されていますでしょうか。 

田中農村整備官：すみません、今、手元にはございません。先ほど伊永委員から御指摘がござ

いました再生エネルギー全体に占める割合、計算いたしまして、小水力発電の約１％

です。 

吉田委員：400カ所ですか。 

田中農村整備官：400カ所ではございませんで、冒頭に御説明しました8.1億キロワットアワー、

1,000カ所もし仮にできるとすればということです。 

後藤審議官：数字は、後でまた、すぐには出ませんよね、今の御質問の数字は。 

田中農村整備官：ＣＯ２のほうは、計算させていただいて、また後ほどご報告させていただき

たいと思います。 

後藤審議官：藤原委員は何かおありますか。 

藤原委員：究極的な質問ですが、結局、土地改良区での農業水利施設の管理とかが十分にでき

なくなり、場合によっては国費を投入して、そこの部分も管理補修というと補助の問

題が出てくる、そのときの必要なお金と今こういうことをやって、少しでも売電して

そのメンテナンスをやっていくのと、どちらが、メリットがあるのか、そういう計算

はされているんでしょうか。今は、放置したら施設が疲弊しますよね。そうすると、

修理とかお金が要りますよね。改良区が出さない場合は、公費は出すというときのお

金と、今、少しでもこの再生エネルギーで売電してお金をもうけて施設を修理してい

くのと、どちらが、本当にメリットがあるのか、そういう検討はされているのですか。 

坂井課長：もちろん、小水力発電をやるというのは、水路を管理しておられる土地改良区の皆

さんが、メリットがあるということでやられるわけですので、当然その小水力発電施

設をやらない場合と、やった場合では、維持管理費の負担が違いますというか、軽減

につながります。ざっとした概算でありますけれども、例えば3,000ヘクタールの農

地面積のある地区の中で150キロワットの発電所をつくったとすれば、10アール当た

りの賦課金の軽減額が大体500円ぐらいになります。通常、土地改良区に農家の皆さ
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んが賦課金を納めているのが、大体10アール当たり、四、五千円というのが平均だと

思います。もっと高いところもあれば、低いところもありますけれども、平均的には

そうです。ですから、そういった3,000ヘクタール地区でそういった規模の発電施設

を実施すれば、農家負担が約１割程度の軽減はできるということです。 

沖本委員：それは、補助金がなくてもそうだということですよね。 

坂井課長：これは、今、申し上げた試算は、水利施設整備事業の一環として、補助事業として

やった場合ということです。 

沖本委員：だから、そうでしょう。分かれていないわけですよね。 

太田委員：でも、それは、採算の合わない発電所をつくった場合ですよね。もし賦課金を減ら

したいのであれば、採算の合わない発電所はつくらないで、直接入れたほうが全体と

してはいいんじゃないですか。つまり、国から補助金を入れなければ、赤字を生み出

す発電所はつくって、賦課金を減らすよりも、賦課金を減らすところに、直接補助を

入れたほうが、コストが安く済みますよね。同じ賦課金の減少を達成するために、発

電所はつくらないほうがいいわけでしょう、発電所自体は赤字なんですから。 

 ですから、同じように賦課金を下げるんであれば、直接的に賦課金に補助を出した

ほうが、補助というか援助を出したほうが、発電所をつくるよりいいわけですね。 

 ですから、富の分配というか、資源の公平を達成するために、資源配分のほうをい

じるというのは、効率が悪いというか、発電所をつくらないほうが、同じ賦課金の減

少を達成するのに、お金がかからないんじゃないですか。 

田中農村整備官：それは、ケースによって、そのような場合、今、太田委員が御指摘されたよ

うな場合も出てくることはあると思います。しかしながら、そういった場合にならな

いような範囲で、導入する場合の基準をつくっていくということで、投入したもの…

… 

太田委員：そうでならない場合は、民間が採算がとれると入ってくるはずですから、補助金を

出さなくても自動的に達成されますよね。賦課金を下げるということが目的であれば、

直接、賦課金を下げることに使ってくださいといって、お金を出したほうがいいんじ

ゃないですか。 

坂井課長：将来にわたって、20年、30年にわたって、発電施設を運営していく中で、維持管理

費が毎年幾らずつか、先ほどの反当たり500円相当分の維持管理費が生み出されると

いうことで…… 



 19

太田委員：発電所は赤字だという前提で話しますと、発電所は赤字でしたら、その赤字の発電

所をつくることによって、余計なお金がかかるんですよ、賦課金を下げるために。 

坂井課長：発電所については、先ほど申し上げましたように、きちっと採算性というものを補

助金ありなし含めて検証して、一定の発電の原価の水準というものをよく見た上で、

そういうつくったけれども、常に赤字を出していくというようなものというのはつく

らない。 

太田委員：それを文字どおりに受け取りますと、今後もう発電施設には補助金は入れないとい

うことですよね。採算がとれるものしかつくらない。つまり、お金を入れる必要はな

い。補助金は一個も入れないというふうに聞こえたんですが、そういう理解でよろし

いですか。 

坂井課長：そういうことではございません。 

沖本委員：さっきの説明と違っていて、私は、皆さんから聞いているときには、補助金を入れ

なくても赤字にならないというふうに理解していたのです。そうすると、補助金を入

れなければ赤字になるということであれば、それは、太田委員が言ったことと私の意

見は一緒になりますね。 

坂井課長：補助金を入れなければ赤字になるということではなくて、通常、小水力での発電の

原価というのが、経産省の算定によって19円から22円ぐらいというのが平均的なとこ

ろです。これまで事業でやってきたものも大体それぐらいの水準ですし、今後もそう

いう水準でやっていくということでして、その補助金を入れなければ赤字ということ

ではない。 

太田委員：補助金を入れなければ赤字ということではないんであれば、入れた補助金は全くそ

の発電事業に使われないということですよね。だって、それは黒字なんですから、補

助金は要らないんでしょう。補助金はただ単にお金を渡しているだけですよね。それ

はこの発電事業に対しての補助金にならないんじゃないですか。 

坂井課長：発電施設の整備に対する補助金です。 

太田委員：その減価償却の減った分は、考慮しているんですか、していないんですか、採算に

乗るというときに。 

坂井課長：負担分の償還金というのは、当然、考慮しております。 

太田委員：だから、考慮して黒字と言っているんですよね。それでは、考慮しなかったときに、

赤字かどうかということなんです、問題は。つまり、もしこの発電所が、単体で採算
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がとれるならば、補助金はなくてもやるわけですよね、民間が。 

坂井課長：民間じゃなくてもやる。 

太田委員：民間じゃなくてもいいですけれども、借りて土地改良区ご自身が融資を受けて、自

分の判断でおやりになるわけですね、採算がとれれば。そこにどう補助金を入れる余

地があるのかがよくわからないんです。 

伊永委員：もしこれが私の勘違いならいいんですが、これまでずっと国費を投入してきた農業

用水路に対して、民間の私的な発電機が入ると、非常に整理が悪くなって、今、国で

問題になっている混合診療と同じように、扱いにくいものになるというところがある

んであれば、これは乗り越えていただかなきゃいかん部分なんです。 

田中農村整備官：かなり前の段階、私のほうからもお話し申し上げましたけれども、現実に民

間の方が入ってやっておられるところもおあります。しかしながら、その地区は、事

例としては、かなり少ない事例です。やはり農業用水を流すということが本来の目的

ですので、その中で発電を行うということにつきましては、一定の制約がおあります。

したがいまして、民間の企業からして、そこの部分について、投資を行うということ

のメリットなりがこれまでは十分なかったのではないかというふうに考えております。 

太田委員：その制約というのは、具体的にどういう制約なんでしょうか。 

田中農村整備官：発電機を回したいというふうに発電事業者さんが考えられても、農業用水を

ストップする必要がある場合もおあります。例えば水田ですと、これから夏にかけて、

一時期、用水をとめたりします。そういったときには発電できません。そういったと

きに、農業用水の供給が本来の目的ですので、そちらのほうを優先いたします。そう

いったものの制約等考えて、発電事業者さんのほうが、これはペイしない等々考えら

れれば…… 

太田委員：それは、むしろ当然で、水路ですからそちらが優先なのは当然で、それでもペイす

るかどうかという話なんじゃないんですか、ここで調査されているのは。 

吉田委員：もう一回わかりやすく整理すると、国営の土地改良区が、本当に国営で、国が、10

分の10、全ての金を出しているんだったら、国が選択すればいいんですよ、自らの施

設としてつくるのか、民間に任すのか。しかも、それは当然どちらにしても、発電事

業だけ取り出して分析すれば、黒字化するときしかやらないはずなんですよね、事業

主体としても。県営事業が100％県の負担でやっている事業であるならば、それを選

択すればいい。土地改良区も同じですよね。事業主体が選択すればいいんです。赤字
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の事業を選択するはずがないです。問題は、この補助金という制度で、事業主体の違

うところからお金が出て、しかも選択肢がないということだと思うんですよ。もちろ

ん、土地改良事業ですから、先ほど説明があったように、土地改良区の同意、合意と

いうのは意思形成で要るわけです。それはそうなんですけれども、その中で、事業主

体が誰かによって、どの事業手法をとるのかといったときに、先ほどから何回も出て

いるように、発電事業だけ取り出しても黒字であるから、じゃやろうか、民間にやっ

てフィーをとろうかという判断になるわけで、そうであれば、発電事業に補助金を土

地改良事業の一環として２分の１いくとかというのは、おかしいんじゃないかという

議論を今しているわけです。 

後藤審議官：すみません、時間が参りまして、取りまとめ案がまとまりましたので、沖本委員

から取りまとめ案について報告をお願いいたします。 

沖本委員：小水力等再生可能エネルギー導入推進事業の評価結果と結果につきましては、「事

業内容の改善」が１名、「事業全体の抜本的改善」５名という結果になりました。こ

の公開プロセスの結論としては、「事業全体の抜本的改善」としたいと思います。そ

の中で、主なコメントを紹介しますと、「事業全体の抜本的改善」を選択した委員が

５名おりまして、まず、１番目のコメント、調査のみを行って、その効果の判断は地

域に任せるのが望ましい。調査結果の詳細を公表し、民間企業の参入を促すにとどめ

るべしとの意見は複数の委員からいただきました。 

 そのほかでは、少量の発電については、非効率性が高くなる傾向があり、補助によ

る投資は控えるべき、事業自体は必要だが、将来、建設する際の国庫負担は不要では

ないか。 

 次は、土地改良事業の用排水路の建設運営費は、10分の10、国、県負担とすべきだ

が、小水力は民間に任せるべき、農業用水路へ小水力設備を設置するための調査及び

実施計画策定は、国しかできない事業として評価でき、設備導入は民間活力を行うべ

きで、土地改良区が自身で公的資金を導入したり、民間企業とジョイントで設備導入

すべきとの意見がありました。 

 なお、「事業内容の改善」を選択した委員が１人おられ、事業費を圧縮できるので

はないか。受益者負担の考えを導入すべきとの意見がありました。この取りまとめに

ついて、何か御意見はありますか。 終的な小水力等再生可能エネルギーの導入推進

事業の評価結果は、「事業全体の抜本的改善」とさせていただきます。本取りまとめ
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の結果を尊重し、予算要求等に向けた検討をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

後藤審議官：それでは、以上でこの事業につきましての議論は終了いたします。どうもありが

とうございました。 

以上 


