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農林水産省 平成29年度農山漁村６次産業化対策事業のうち農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業
（農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業のうち計画実現支援及び理解醸成活動支援）

農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業
活動報告

農林漁業における再生可能エネルギー導入促進に向けて
～農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業活動報告会～

株式会社日本能率協会コンサルティング

２０１８年３月１２日
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日本能率協会グループについて

日本能率協会グループは、昭和17年の社団法人日本能率協会（JMA）の設立に始まります。

以来70年を経て、いまや９の法人グループとして、各々が日本産業界の経営革新のご支援を

目的として活動を続けています。
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会社概要

株式会社 日本能率協会コンサルティング
〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目1-22 日本能率協会ビル7階
TEL. 03-4531-4310（代表） FAX. 03-4531-4301（代表）
http://www.jmac.co.jp/

代表取締役社長 鈴木 亨（すずき とおる）
・創立年月日：1980年（昭和55年）4月1日
・資本金：2億5000万円
・社員数：300名
・委託契約コンサルタント数：130名
・国内・海外子会社 社員数：130名

PROFILE

DOMESTIC LOCATIONS

中国・四国オフィス
〒730-0016
広島県広島市中区幟町13-11
明治安田生命広島幟町ビル10階
TEL: 082-222-5830
FAX: 082-222-5920

九州オフィス
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-1
日生博多駅前ビル10F
TEL: 092-472-0691
FAX: 092-474-2654

北陸オフィス
〒930-0857
富山市奥田新町8-1 
ボルファートとやま9階
TEL: 076-433-9051
FAX: 076-433-9050

中部オフィス
〒450-0001
名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル20階
TEL: 052-561-5646
FAX: 052-561-5615

関西オフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー19
階
TEL: 06-4797-2030
FAX: 06-4797-2031
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エネルギー産業支援の取り組みについて

弊社は戦後日本の産業振興支援をミッションとしてきた日本能率協会グループの一員として、エネル
ギー産業支援強化のため、2012年4月にエネルギー産業支援チームを立ち上げました。

これまで、エネルギー産業および個別企業へのコンサルティング／教育の支援に加え、先進的な取り組
みのご紹介や最新情報の発信、交流の場づくりなど行い2000名以上の方と交流してまいりました。

今後も弊社では、エネルギー産業を以下の図のように整理し、各分野の方々に有益な情報・場・ソリュー
ションサービスを提供できるよう努めてまいります。
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エネルギー産業支援の取り組みについて

①エネルギーサービス提供事業者支援

収益向上

費用削減

マネジメント/プロセス/
制度改革

人材育成

 中期事業経営計画策定
 マーケティング戦略・施策最適化
 子会社の経営統合

 調達／工場／物流コストダウン
 アウトソーシング事業計画立案
 保全点検作業工期短縮

 業務統合／改善と情報システム再構築
 事業の品質管理体制構築
 人事制度改革

 組織文化に関するアンケート調査､組織診断
 管理職/新任役員研修
 機能別スキル研修各種

②スマートコミュニティ関連事業
(新エネルギー・省エネ・スマコミ導入／事業化支援）

地域課題の解決手段の一つとしてエネルギーを捉え、

 地域の優先課題の明確化

 課題解決（ソリューション）コンセプトの立案

 ソリューション提供を行う民間企業とのマッチング

 地域におけるエネルギーの有効活用（スマコミ）実現支援
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これまでのスマートコミュニティ関連の主な取り組み

◆スマエネ通信

Vol.1 北九州市（福岡県）におけるスマートコミュニティへの取り組み

Vol.2 豊田市（愛知県）におけるスマートコミュニティへの取り組み

Vol.3 けいはんな学研都市（京都府）におけるスマートコミュニティへの取り組み

Vol.4 柏の葉キャンパスシティ（千葉県）におけるスマートシティへの取り組み

Vol.5 あわじ環境未来島構想（兵庫県）の実現に向けた取り組み

Vol.6 地域貢献型メガソーラー発電事業の実現に向けた取り組み（和歌山県印南町）

Vol.7 スマートコミュニティ構築と地場産業振興の同時実現に向けた福岡市（福岡県）の取り組み

Vol.8 共生と循環のスマートコミュニティを実現する雲の上の町 ゆすはら（高知県梼原町）の取組み

Vol.9  自然と都市機能が調和した21世紀の新・環境都市ユーカリが丘(千葉県佐倉市）における
スマートコミュニティ実現に向けた取組み

Vol.10 自社の強みを生かした差別化商品開発が生んだ自然環境・地域配慮型太陽光発電事業へ

の取組み（福岡県朝倉市）

Vol.11 日本初 バイオマス燃料による地域集中冷暖房を実現する安岡エコタウン（山口県下関市）への取組み

※記事の詳細は以下のホームページよりダウンロードが可能です。
http://www.jmac.co.jp/special/energy/news.html

取材活動
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執筆活動

・ 日経Tech on ! 特集・解説「スマートコミュニティ、実証実験から見えてきた夢と課題」 （2013年7～12月、4回シリーズ）

・ りそな総合研究所発行機関紙「りそなーれ」2013年8月号 特集 エネルギー・シフトのゆくえ Part2
「スマートコミュニティー実現の課題とビジネスチャンスを考える」

・ 日刊自動車新聞（2012年10月2日、10月22日付） 「寄稿 スマートコミュニティ実現に向けた取り組みと課題 上下」

・ 弊社経営者向け機関紙 Business Insights vol.47  Viewpoint 「スマートコミュニティ実現に向けた事業化を考える」

講演
・ スマートコミュニティ実現に向けて企業に求められること

一般社団法人日本機械工業連合会 第４１回 経営課題研究委員会 （２０１４年1２月）

・ スマートコミュニティ推進セミナー
展示会 ENEX2015 & Smart Enegy Japan 2015 （２０１５年１月）

・ 熊本県主催 省エネルギーセミナー
スマートコミュニティ構築と地場産業振興の実現に向けた取組の事例紹介 （２０１５年２月）

・ 熊本県 並びに くまもとエネルギービジネス推進協議会主催 省エネルギーセミナー
電力小売り自由化を見据えたスマートコミュニティ検討の進め方とポイント （２０１５年１１月）

・ 九州経済産業局主催平成２７年度（第７回）九州スマートコミュニティ連絡会
電力小売り自由化を見据えたスマートコミュニティ検討の進め方とポイント （２０１６年２月）

・ 日刊工業新聞社主催展示会 SAFETEC2016 （セーフテック2016）（第2回 西日本防災・防犯危機管理展）
スマートコミュニティセミナー～災害時のくらしにおけるエネルギーの有効利用を考える～ （２０１６年１１月）

・ 経済産業省 資源エネルギー庁主催 再エネコンシェルジュ出張相談会 in 岡山 基調講演
再エネ導入拡大・スマートコミュニティの実現に向けて （２０１６年１２月）

・ 主催：経済産業省・福島県 協力：福島相双復興官民合同チーム
福島イノベーションコースト構想 ふくしまみらいビジネス交流会 エネルギー分野パネリスト （２０１７年３月）

・ 岐阜県主催 エネルギー地産地消フォーラム～スマートコミュニティの推進と地方創生～ （２０１７年３月）

これまでのスマートコミュニティ関連の主な取り組み
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これまでのスマートコミュニティ関連の主な取り組み

初心者
向け

2013年5月30日
スマートコミュニティJapan2013 併催イベント 初心者向けスマートコミュニティセミナー ～事業化成功に向けたポイントと交流ワークショップ～

2014年6月20日
スマートコミュニティJapan2014 併催イベント 初心者向けスマートコミュニティセミナー

2014年10月16日
モノづくりフェア2014（福岡） 併催イベント スマートコミュニティセミナー ～スマートコミュニティ実現のポイントを学び、検討の視点を体感する

2015年3月17日
防災産業展 in 仙台 併催イベント スマートコミュニティ実現支援フォーラム in 仙台 ～東北の未来に向けたまちづくり～

自治体
向け

2014年5月8日(大阪)
日刊工業新聞社、JMAC主催 自治体職員向け特別セミナー 「地域課題解決のためのスマコミ活用術とは」

2014年6月19日
スマートコミュニティJapan2014 併催イベント 自治体スマコミ交流会 ～ スマートコミュニティ推進課題の明確化～

2014年8月1日(福岡)、8月19日(東京)
日刊工業新聞社、JMAC主催 <自治体職員向け> 地域課題解決のためのスマコミ活用術とは

2015年6月19日
スマートコミュニティJapan2015 併催イベント 自治体職員向けスマートコミュニティ勉強会 「地域課題解決のためのスマコミ活用術とは」

2016年6月17日
スマートコミュニティJapan2016 併催イベント 自治体職員限定勉強会 スマートコミュニティ勉強会＆ブースツアー

民間企業
向け

2013年8月27日(東京)
日刊工業新聞社、JMAC主催 <新事業立案セミナー>スマートコミュニティ実現に向けたビジネススキーム検討の進め方

2014年9月3日から全3回
日刊工業新聞社、JMAC主催 第１回スマートコミュニティ推進プログラム ～地域課題に着目しスマートなソリューションを提案する～

2015年4月23日から全3回
日刊工業新聞社、JMAC主催 第２回スマートコミュニティ推進プログラム ～地域課題に着目しスマートなソリューションを提案する～

2016年4月22日から全3回
日刊工業新聞社、JMAC主催 第３回スマートコミュニティ推進プログラム ～地域課題に着目しスマートなソリューションを提案する～

自治体と
民間企業

の交流

2013年12月13日(東京)
日刊工業新聞社、JMAC主催 スマコミセミナー<自治体×民間企業>スマコミ実現のためのニーズ＆ソリューションを考える

2014年3月12日(仙台)
日刊工業新聞社、JMAC主催 スマコミ実現ソリューション構想ワークショップ＆視察会 in 仙台

2014年6月18～20日
スマートコミュニティJapan2014 出展ブース 日本能率協会コンサルティング『地域のスマコミ推進課題』

2014年10月15～17日
モノづくりフェア2014（福岡） 出展ブース スマートコミュニティ推進プログラム 『地域のスマコミ推進課題』『企業からのソリューション提案』

2015年6月17～19日
スマートコミュニティJapan2015 出展ブース スマートコミュニティ推進プログラム 『地域のスマコミ推進課題』『企業からのソリューション提案』

2016年6月15～17日
スマートコミュニティJapan2016 出展ブース スマートコミュニティ推進プログラム 『地域のスマコミ推進課題』『企業からのソリューション提案』

メディア連携イベント
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これからスマートコミュニティ実現に取り組む基礎自治体の皆様が具体的な行動を起こす為に

無理のない現実的な実現シナリオ並びに計画立案をし、
その実現に向けた最適なソリューションを民間企業が提案するための支援を
日刊工業新聞社と日本能率協会コンサルティングが共同で提供するものです。

これまでのスマートコミュニティ関連の主な取り組み

国の補助金を活用した事業化検討など

スマートコミュニティ実現に向けた行動

自治体

スマートコミュニティ
実現シナリオ・計画立案

民間企業

スマートコミュニティ分野
のソリューション企画

展示会でマッチング

• 交流会
• ワークショップ
• 視察会
等の企画や
個別テーマ支援

【スマートコミュニティ実現支援プロジェクトの全体像】

スマートコミュニティ実現支援プロジェクト
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これまでのスマートコミュニティ関連の主な取り組み

展示会出展

関東地区 2014年6月18～20日開催 日刊工業新聞社主催スマートコミュニティJapan2014
2015年6月17～19日開催 日刊工業新聞社主催スマートコミュニティJapan2015
2016年6月15～17日開催 日刊工業新聞社主催スマートコミュニティJapan2016

九州地区 2014年10月15～20日開催 日刊工業新聞社主催モノづくりフェア2014

モノづくりフェア2014 スマートコミュニティJapan2016スマートコミュニティJapan2015スマートコミュニティJapan2014

スマートコミュニティ実現支援プロジェクト
自治体が、“実現したいスマートコミュニティおよび実現課題”を、民間企業が“ソリューションコンセプト”を明確にし、
展示会で発信する。 これまで14地域の自治体と民間企業10社が参画。
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これまでのエネルギー利用支援の主な取り組み実績

提供先 業務名 実施概要 実施時期

岐阜県 岐阜県次世代エネルギー産業人材育成研修 エネルギー産業への新規参入・事業拡大・省エ
ネ推進・エネルギーの地産地消の４つの観点か

ら体系的な研修を実施

平成29年12月
～平成30年2月

東北経済産業局 平成29年度 新エネルギー等の導入促進のための基礎調査
業務委託（東北地域における分散型エネルギーシステム等導

入可能性調査）（日刊工業新聞社からの業務委託）

東北の６地域の基礎自治体を対象とした分散型
エネルギーを活用した地域課題解決を目指した

民間企業とのマッチング

平成29年7月
～平成30年3月

関東経済産業局 平成28年度 中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地
域中小企業知的財産支援力強化事業）

スマートコミュニティの実現に向けた意欲的な地
域における知財流通可能性実証事業

平成28年6月
～平成29年3月

関東経済産業局 平成28年度 新エネルギー等導入促進基礎調査委託費
（マッチング等を活用した分散型エネルギー導入支援事業）

関東スマコミ連携体における関東の4地域の基
礎自治体を対象としたマッチング会の運営とマッ

チングのあり方検討

平成28年12月
～平成29年３月

東北経済産業局 平成28年度 新エネルギー等導入促進基礎調査委託費（東
北地域における分散型エネルギーを活用した地域課題解決

支援事業）（日刊工業新聞社からの業務委託）

東北の６地域の基礎自治体を対象とした分散型
エネルギーを活用した地域課題解決を目指した

民間企業とのマッチング

平成28年9月
～平成29年3月

東北経済産業局 平成26、27年度 省エネルギー設備導入等促進事業（分散
型エネルギーを活用した地域課題解決支援事業）

東北の7地域の基礎自治体を対象とした分散型
エネルギーを活用した地域課題解決を目指した

民間企業とのマッチング

平成26年12月
～平成28年3月

経済産業省 平成26年度 地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推
進事業（共同事業者：大崎電気工業、安成工務店）

下関市中心市街地におけるスマートコミュニティ
事業化可能性調査

平成27年6月
～平成28年3月

経済産業省 平成25年度 新エネルギー等共通基盤整備促進事業
（社会福祉法人和光会からの業務委託）

太陽光発電事業を活用した社会福祉施設によ
る新たな地域交流を育むコミュニティづくり検討

（岐阜県北方町）

平成25年11月
～平成26年2月

某エネルギー業界団体 地域課題解決型事業モデル検討支援 地域の課題に焦点をあて、地域課題解決を実
現する新事業モデル検討支援

平成27年2月
～平成29年3月

四国経済産業局 四国経済産業局主催
四国地域エネルギーフォーラム２０１５ トップセミナー

グループディスカッションコーディネータ 平成27年1月

自治体 14地域
民間企業 10社

スマートコミュニティ実現支援プロジェクト 自治体が、“実現したいスマートコミュニティおよ
び実現課題”を、民間企業が“ソリューションコン

セプト”を明確にし、展示会で発信する。

平成26年4月
～平成２9年3月
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再生可能エネルギーの導入を通じた農山漁村の活性化と農林漁業振興への取組み

わが国の農林漁業においては、地球温暖化の影響による天候不順、少
子高齢化による担い手の慢性的な不足、魅力ある農林漁業実現に向け
た高付加価値の特産品開発などさまざまな経営上の課題があり、農山漁
村の活性化に向けた対応が必要となっています。

これらの対応にあたっては、天候や地域の気候に左右されない屋内施設
や屋内環境管理、重労働軽減などの目的に応じた設備機器・システムの
導入や効率的な運用が必要となります。また、これらの設備機器・システ
ムの作動には電気や熱といったエネルギーが新たに必要になります。

また、農作物、森林の育成や生命の営みに太陽光やその熱が欠かせま
せんが、粉ひき作業の省力化のために水車が活用されるなど、古来より
再生可能エネルギーが農林漁業に利用されてきました。現代では、技術
進歩の結果、再生可能エネルギーを電気や熱に変えて利用することが
可能になりました。

そこで、弊社は、以上の課題対応への新たなエネルギー源として、再生
可能エネルギーを積極的にかつ効率的に活用するための支援を行って
います。
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弊社の基本的な支援の考え方

先導的モデル
の普及

新たな取組み
の芽生え

新たな取組み
の事業構想

新たな取組み
の事業化

先導的モデル
の確立

以下の三つの点にこだわり、農林漁業における再生可能エネルギーの導入や有効利用の先導的モ
デルの確立と普及を推進してまいります。

１．電気だけではなく熱も含めて、各農林漁業従事者のエネルギーの使い方に合わせた再生可能エ
ネルギーの活用を検討する

２．光熱費の削減等目の前の課題と、担い手確保や生産物の高付加価値化等中長期的な課題に分
け、エネルギーの有効利用を通じた課題解決を目指す

３．再生可能エネルギー、省エネルギーや地域で効率的にエネルギーを活用するスマートコミュニティ
等の基礎的な知識、検討の考え方や導入のメリット等についてより多くの農林漁業事業者への普
及を推進する



農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業
の活動について

平成29年度農山漁村６次産業化対策事業のうち農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業
（農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業のうち計画実現支援及び理解醸成活動支援）
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（導入・事業）
可能性検討

構想

活動内容

関心

平成２９年度農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート事業は、
主に以下の３つを中心に活動を行ないました。

２．マッチング活動（計画実現支援）
再生可能エネルギーの導入・利用により農林漁業の活性化を検討したい市
町村や農林漁業者において、地域課題解決につながる構想を行ってもらう。

その為に、知見を持つ民間企業とマッチングを行う。

３．個別相談窓口（計画実現支援）
再生可能エネルギー活用の構想を実現する為に、導入可能性や事業可能
性の検討を行ってもらう。

その為に、相談窓の設置や個別事業相談会を実施する。

１．理解醸成活動
農林漁業における再生可能エネルギーの活用について把握して頂き、再
生可能エネルギーの導入・利用の検討を始めてもらう。

その為に、先導的な取り組みを紹介する勉強会を開催する。

導入・利用
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活動内容

２０１８年 ２０１９年

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１．

理解醸成
活動

２．

マッチング
活動

３．

個別相談
窓口

モデル地区
の募集

地域課題
の明確化

地域課題
解決策の募集

地域課題解決策の検討

相談窓口の設置

個別事業相談会の実施

事業内容
の紹介

理解醸成スタディー
ミーティングの開催

先導的な
取り組み

内容の把握

世の中の
取り組み
事例調査

活
動
報
告
会
の
開
催
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１．理解醸成活動

農林漁業における再生可能エネルギー導入に対する理解を深めてもらう為に、
先導的な取り組みの紹介を通じて、
再生可能エネルギー導入・利用のメリットを把握してもらう。

（１）事業内容の紹介
・・・まずは、本事業について知っていただく

（２）世の中の取り組み事例調査

・・・先導的な取り組みを把握する為に、世の中の取り組み事例を調査する

（３）先導的な取り組み内容の把握
・・・現地視察を行ない、取り組み内容を把握する

（４）理解醸成スタディーミーティングの開催
・・・全国１０箇所で先導的な取り組み内容について紹介する
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（１）事業内容の紹介

展示会名称 開催日 会場

防災産業展in東京2017
2017年6月7日(水)～9日(金）

無料セミナー6月8日(木) 10:30～12:10
東京ビッグサイト（東京）

第12回再生可能エネルギー
世界展示会

2017年7月5日(水)～7日(金）

無料セミナー7月5日(水) 14:00～14:45
パシフィコ横浜（横浜）

展示会にて事業内容の紹介及びマッチング活動（計画実現支援）への参加地域を募集
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（２）世の中の取り組み事例調査

インターネット等の公開情報を元に、先導的な取組事例を１８４件収集し分類

活用産業

活用エネルギー

農業 林業 漁業

水
田
作

畑
作

野
菜
作

(

露
地/

施
設)

果
樹
作
物

花
き
作

(

露
地/

施
設)

酪
農

肉
用
牛

(

養
殖
牛/

肥
育
牛)

養
豚

排
卵
養
鶏

ブ
ロ
イ
ラ
ー
養
鶏

林
業

栽
培
き
の
こ

漁
船

小
型
定
置
網

海
面
養
殖

発
電

太陽光発電
風力発電
水力発電

バ
イ
オ
マ
ス
発
電

木質

家畜
排泄物

肉牛・酪農
豚

鶏卵・ブロイラー

農業残渣

もみがら
稲わら

廃食用油
資源作物

食品・
生活残渣

生ごみ
食品廃棄物

紙ごみ
汚泥 下水汚泥

地熱発電
海流・潮流・波力発電

熱
利
用

バイオマス熱供給
温泉熱
太陽熱
地中熱
雪氷熱

工場排熱
温度差熱

凡例：事例数

少 多
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再生可能エネルギーの活用内容

電気 熱

売電
・整備費や維持管理費に充てる
（経営改善）

自家消費
・施設や農機具の電力使用
（電気代の節約）

電力供給
・電力網がないところでの電力供給
（鳥獣被害対策、遠隔監視、電気自動車）

防災対策
・通常時は売電し、非常時は電源確保

暖房
・ハウスの熱源

・農産物加工施設の暖房

冷房
・農作物の保管

乾燥
・農業残渣の乾燥
・木材の乾燥

その他

副産物の活用
・消化液や残さを肥料に

ブランド
・環境負荷低減をアピール

作業道の整備
・農業が活性化

環境整備
・においの削減

・新たな漁礁
・日陰の活用

再生可能エネルギーの活用として、売電収入を得るだけでなく、

電力・熱・副産物などによる様々な活用法が考えられる。
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（３）先導的な取り組み内容の把握

産業
エネ
ルギー

農業 林業 畜産業 漁業

電気

熱

電気＋熱

①三重県多気町

小水力発電ほか
（エネルギーの地産地消）

②石川県羽咋市

太陽光発電
（耕作放棄地の活用）

⑤北海道浜中町

太陽光発電
（環境ブランド活用）

⑧長崎県五島市

洋上風力発電
（新たな漁礁）

③岩手県久慈市

木質バイオマス熱供給
（しいたけ栽培への熱供給）

④大分県日田市

木質バイオマス発電
（イチゴ栽培への熱供給）

⑥北海道中標津町

未利用熱
（牛乳排熱の活用）

⑦愛知県豊橋市、田原市

豚糞メタン発酵発電
（養豚農家の課題解決）

事例調査の中で先導的と考えられる事例について調査を行い、調査結果を

『農林漁業における再生可能エネルギー導入事例～再生可能エネルギー活用のポイント考察～』

としてまとめました。
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農林漁業における再生可能エネルギー活用のポイント例

１．地域全体での面的利用を検討
①多気町 小水力発電 ⇒ 太陽光発電の活用や蓄電池・小型モビリティとの組み合わせ

③久慈市 木質バイオマス熱供給 ⇒熱のオフライン輸送

２．農林漁業の困り事への着目
②羽咋市 太陽光発電 ⇒耕作放棄地

⑥中標津町 牛乳排熱 ⇒牛乳冷却と高温洗浄

⑦豊橋市・田原市 豚糞メタン発酵発電 ⇒豚糞の臭いと処分

３．未利用熱への着目
④日田市 木質バイオマス発電 ⇒冷却用水の余剰熱

⑥中標津町 牛乳排熱 ⇒牛乳の排熱

４．副産物の活用検討
⑤浜中町 太陽光発電 ⇒環境ブランド

⑦豊橋市・田原市 豚糞メタン発酵発電 ⇒消化液・熱

⑧五島市 洋上風力発電 ⇒新たな漁礁

５．補助金・助成金の活用検討
②羽咋市 太陽光発電

⑤浜中町 太陽光発電

⑧五島市 洋上風力発電
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（４）理解醸成スタディーミーティングの開催

平成29年11月～平成30年2月にかけて、全国10箇所にて農林漁業における再生可能

エネルギーの活用方法に関する勉強会を開催しました。

【開催目的】

電気・熱の利用や未利用資源の活用など、総合的な再生可能エネルギーの農林漁業における導入・利用のメリット
について解説します。

導入の検討（可能性の検討含め）を前向きにお考えの農林漁業関係者様を支援する農山漁村活性化再生可能エ
ネルギー総合推進事業の枠組みをご紹介します。

【開催会場】

開催地 日時 会場

札幌市 2017年11月20日(月) TKP札幌駅カンファレンスセンター

盛岡市 2017年11月29日(水) ホテルエース盛岡

郡山市 2017年11月30日(木) 郡山商工会議所

長野市 2017年11月13日(月) JA長野県ビル

新潟市 2017年11月16日(木) 駅まえオフィス貸会議室

名古屋市 2018年 2月 1日(木) オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

京都市 2018年 1月31日(水) 京都リサーチパーク

岡山市 2018年 2月 8日(木) ピギー貸会議室

高松市 2018年 2月 9日(金) オフィスサポートセンター

福岡市 2018年 2月 7日(水) A.R.Kビル

【セミナープログラム例】

14：00－14：10 主催者あいさつ

14：10－14：25 総合的な再生可能エネルギーの活
用へ向けた国の取り組みについて
（農林水産省）

14：25－15：35 農林漁業における総合的な再生可
能エネルギーの導入・利用のメリット
（日本能率協会コンサルティング）

15：45－16：15 先進取り組み事例のご紹介
（盛岡、名古屋、京都、福岡のみ事例取組団体によ
るご講演）

16：15－16：30 今後の導入検討へ向けた支援活動
のご紹介（日本能率協会コンサルティング）

16：30－17：00 質疑応答・交流会
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開催結果

全国10箇所で、計１２１名にご参加頂きました。

【再生可能エネルギー導入・利用の取組みに対する参加者のニーズ（n=75）】

【本事業に対する参加者の参加要望(n=76)】
【本企画に対する満足度(n=75)】



26ⓒ2018 JMA Consultants Inc.

活動の結果

【取り組み事例の調査】

 今回、全国で取り組まれている農山漁村活性化に関する再生可能エネルギー導入の事例を整理
することができた。

 更に、先導的と考えられる取り組みに対する調査を行い、再生可能エネルギー活用のポイントを
考察することができた。

 まだ、様々な取り組みがあると考えられ、再生可能エネルギー導入の普及を行うために、今後以
下の取組みを中心に調査を続けたい。

 営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）の活用

 様々なバイオマス資源の活用（鶏糞、もみ殻、農作物加工残渣など）

 雪氷熱、地中熱、温度差熱などの熱利用

 漁業における再生可能エネルギー活用

 地域循環資源のマテリアル利用（堆肥化、飼料化、バイオマスプラスチック製造など）

【理解醸成スタディーミーティング】

 全国の取り組み事例を中心とした勉強会により、再生可能エネルギーに対する関心を高めること
ができた。

 自治体・農林漁業者の参加が１０箇所で７１名と多くはなかった。

 全国を１０の地域に分けて開催したものの、開催地の都道府県外から参加することは難しいと考え
られる。



27ⓒ2018 JMA Consultants Inc.

２．マッチング活動（計画実現支援）

再生可能エネルギー活用による地域活性化を目指す市町村や農林漁業者等において、

地域活性化の実現課題や再生可能エネルギー活用の要件を明確にし、
課題解決の実現に向け、民間の再生可能エネルギー関連事業者とのマッチングを行い、
再生可能エネルギーの事業化を推進する為のサポートを行いました。

（１）モデル地区の募集、地域課題の明確化

・・・今回、参画する自治体や農林業業者を募集し、応募のあった地域における課題を明確にする

（２）地域課題解決策の募集
・・・再生可能エネルギーを活用した地域課題の解決策を民間事業者から募集する

（３）地域課題解決策の検討

・・・対象地域と民間事業者とのマッチングを行い、一緒に解決策を検討する
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（１）モデル地区の募集、地域課題の明確化

耕作放棄地の有効活用、
エネルギー創出による
新たな収入源

山椒農家における
再エネ活用モデル

岩手県のある自治体

地元農家が持続的に維持管理
可能な小水力発電運用モデル

牛糞バイオマス施設で発生する
余剰エネルギーの有効活用

食品加工残渣を活用した
メタンガス発電・熱利用

福井県のある自治体

福島県のある農業団体

静岡県のある自治体

和歌山県のある自治体

再生可能エネルギーの導入や利用により農林漁業の活性化を検討したい市町村や農林

漁業者を募集し、今回５地域に参画頂きました。

各地域における地域課題や、活用できるエネルギー源を明確にしました。
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岩手県のある自治体

牛糞尿バイオガス施設で発生する余剰エネルギーの有効活用
 酪農の経営力強化を図る手段として、乳牛の頭数を増やすことを検討しているが、頭数が増えることで糞尿の

排出量も増えるため、適正な処理が必要である。

 これまで乳牛の糞尿は、堆肥化して農地に還元していた。しかし、糞尿が増加した場合には過剰施肥の恐れも
あり、全量還元が出来ない可能性がある。

 そこで、バイオガスプラントによる糞尿の適正処理を行い、堆肥及び液肥に分離し、有用な活用方策を検討して
いる。また、糞尿処理過程で発生するバイオガスで発電を行い、電気・熱の自家利用の他、余剰エネルギーを最

大限活用できる体系を検討している。既にバイオガス発電システムの事業計画策定や基本設計を行っており、
今後詳細設計を行う予定である。

 現在、生成した電気・熱の活用方法を検討しており、果物・花卉・野菜などの園芸施設や園芸施設以外の活用

を模索している。なお、冬季間は積雪や、気温の低さから露地生産は難しいのが現状である。

【企業に提案して頂きたい内容】

●冬に作付可能な施設園芸システム

バイオガス施設、園芸施設を一体的に整備し、家畜排泄物の適正処理による酪農家
の負担軽減、農家の冬季間の生産活動が図れるエネルギー活用の運営体系

施設園芸設備においては、地域特性に適合し通年で安定的な収穫が可能な栽培品
種の選定と栽培品種に適合する施設

●余剰電気・熱の活用方法
・余剰分の有効活用についての検討（特に夏は熱需要量が低くなる）

・既存の公共施設との連携など施設園芸以外の活用方法
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福島県のある農業団体

耕作放棄地の有効活用
 原発事故以降、荒れた耕作放棄地が増えている。再生して農業を行うには、土壌改良、新しい担い手の創出な

どさまざまな課題がある。

エネルギー創出による新たな収入源
 畜産糞尿や食品残渣とともに、耕作放棄地を活用した資源作物を栽培するなどを行いバイオガス発電に活用す

るなど、厳しい農業経営における新たな収入を得ることや、新たな雇用を生み出す。

 福島県特有の農地課題への解決策として、再生可能エネルギーの活用モデルを作り、福島県内に広げたい。

 検討している場所には、緑豊かな自然環境に恵まれ、牧場や水田が広がっている。

【企業に提案して頂きたい内容】

●投資額が少ないバイオガス発電プラント

大規模なバイオガスプラントは存在しているが、日量５ｔ規模のプラントが日本の農村
には導入しやすい。これまで、発電所設置コストが高く、試算収支がまだ成り立ってい

ない。

●熱や液肥利用方法

周辺には釣り堀や牧場、少し離れた所には温泉街がある。新たな観光資源にもなるよ
うな施設や熱の利用方法を検討して欲しい。また、液肥散布は常時散布できないので、
減容化して堆肥化することも検討したい。
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福井県のある自治体

食品加工残渣を活用したメタンガス発電・熱利用
 魚のあらなど地域内の食品加工残渣は年間約700トン以上発生しており、その多くは、地域外で堆肥化処理を

行っており、その運搬・処理費用に年間500万円以上かかっている。

 また、公営の下水処理施設において年間約1500トンの脱水汚泥が発生し、処分費用や脱水施設等の電気代や
メンテナンス費用に数千万円かかっている。

 そこで、下水汚泥と食品加工残渣を活用したメタンガス発電および熱利用を検討している。

【企業に提案して頂きたい内容】

●下水汚泥と魚のあらなどの食品加工残渣を活用したメタンガス発電シス
テムおよび収集・運搬などの運営費用も含めた総費用

●自家消費を前提とした消化ガス発電における一般的な電気および熱の
利用方法

●メタンガス発電によって生じた消化液の活用方法
（例：施設園芸や露地栽培の液肥利用など）
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静岡県のある自治体

地元農家が持続的に維持管理可能な小水力発電運用モデル
 地域の過疎化が進んでいるうえ、農業従事者の

高齢化により、担い手の後継者不足が問題となっている。

 現在、農業用水を有効活用して、小水力発電の導入を検討しているが、自治体庁舎から遠距離にあるため、日
常的な維持管理は地元の農家や自治組織などに頼らざるを得ない。

 しかし、高齢化・過疎化で農業が停滞している中、農業者が持続的に維持管理するのが難しいと考えている。

 そこで、地域が小水力発電の還元を受けながら、持続的に日常の維持管理ができるような運用モデルを検討し
たい。

 また、小水力発電の活用を起爆剤として、農業や観光の活性化を図り、地元が魅力を感じるモデルとしたい。

【企業に提案して頂きたい内容】

●発電の売電益や自家消費において、地元が魅力を感じるモデルの立案

●小水力発電を活用した地域資源の高付加価値化の立案

●地元が持続的に管理できる小水力発電運用モデルの立案

など
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和歌山県のある自治体

【企業に提案して頂きたい内容】

●山椒農家における再生可能エネルギーの活用モデル

例えば、

・再生可能エネルギーを活用した低コストの冷凍保存方法

・電気がない場所での鳥獣害対策

・収穫を容易にする機械など

山椒農家における再生可能エネルギー活用モデル
 山椒は収穫時期が短く、生山椒は冷凍、乾燥山椒は冷蔵保存して、必要な時に取り出し加工している。

その為、冷凍・冷蔵保存における光熱費削減が求められている。

 加工においては、収穫物から枝葉を取り除くのが大変であり、作業の簡易化が求められている。また、獣害被害
にも悩まされており、山椒の芽を鹿が食べることで枯れてしまうことがある。

 再生可能エネルギーの資源としては、中山間地であり、周囲に山が囲まれ、小川が流れている、また猪や鹿の
駆除死体も多い。

 山椒農家の高齢化及び後継者不足は非常に厳しく、産地が消滅の危機にある。後継者ができない要因は、収
益性の低さにある。現状を打開すべく、｢山椒＋再生可能エネルギー｣で新たな営農モデルや新たな経営ビジネ
スを検討している。
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（２）地域課題解決策の募集

解決したい地域課題や活用したいエネルギー源を展示会を通じて民間事業者に向けて

発信し、地域課題解決策を募集しました。

展示会名称 開催日 会場

第4回国際次世代農業EXPO 2017年10月11日(水)～13日(金） 幕張メッセ（千葉）

びわ湖環境ビジネスメッセ2017 2017年10月18日(水)～20日(金） 長浜ドーム（滋賀）

モノづくりフェア2017 2017年10月18日(水)～20日(金） マリンメッセ福岡（博多）

【応募フォーマット】
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募集結果

対象地域 応募内容例

岩手県の
ある自治体

消化液の減容化対策、熱エネルギーの施設園芸への活用など

福島県の
ある農業団体

小規模なメタン発酵システム、資源作物のメタン発酵など

福井県の
ある自治体

中小規模普及型バイオガス発電システムなど

静岡県の
ある自治体

簡単捜査の水力発電、農山漁村活性化ソリューションなど

和歌山県の
ある自治体

植物工場、水力発電事業化検討など

今回、各地域複数社からの提案があり、全体で１５社２１件のご応募でした。



36ⓒ2018 JMA Consultants Inc.

（３）地域課題解決策の検討

民間事業者とモデル地区とのマッチングを行い、地域課題の解決策を実行する為の計画立案を一
緒に行ないました。

 現時点でも３地域において検討が進んでいます。

 地域の課題に寄り添った形で、企業側から提案ができるかどうかがポイントとなっています。

 補助金を活用した導入可能性調査につなげるが、検討を進めやすい。

対象地域 今後の予定

岩手県のある自治体 企業提案内容をベースに具体的に検討中。

福島県のある農業団体 導入可能性調査の実施を模索中。

福井県のある自治体 補助金を活用し、導入可能性調査の実施を検討中。

静岡県のある自治体 現時点では地域の要望に沿った形で進められないが、引き続き検討を行う。

和歌山県のある自治体 導入可能性調査の実施を模索中。
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活動結果

自治体・農林漁業者、民間事業者ともにメリットのある活動になったものの、

まだ活動半ばであり課題も残る形となりました。

自治体、農林漁業者にとってのメリット

 様々な可能性を模索することができる。

 予算不要で相談することができる。

 地域課題解決モデルの検討を民間事業者の知見と共に行うことができる。

民間事業者にとってのメリット

 自治体・農林漁業者とのネットワークをつくることができる。

 自治体・農林漁業者が抱える課題を把握することができる。

 地域課題解決モデルの検討を地域の課題に寄り添って行うことができる。

今後の課題

 ３月まで検討を行っていると、来年度の活動計画に盛り込むのが難しくなる恐れもある為、１２月ま
でにある程度の道筋を作っておきたい。

 まだ本活動の認知度が高くない為、更なる情報発信を行なっていく必要がある。
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３．個別相談窓口（計画実現支援）

農林漁業の現場で抱える課題について再生可能エネルギーの導入・利用により解決しよ

うとする農林漁業者等を対象として、個別の相談に応じ再生可能エネルギーの導入・利用
を促進する為に、地域や経営状況に見合った再生可能エネルギーの効率的・効果的な導
入利用方法について、助言を行ないました。

（１）相談窓口の設置
・・・気軽に相談できる窓口を設置する

（２）個別事業相談会の実施

・・・具体的な相談ができるように個別の事業相談会を実施する
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（１）相談窓口の設置

農林漁業の現場で抱える課題について再生可能エネルギーの導入・利用により解決しよ

うとする農林漁業関係者の方を対象とした個別相談窓口を開設します。

【ご相談対象者】

 再生可能エネルギーの導入・利用による農林漁業の発展に寄与する取り組みを検討している農林漁業者・団体、
地方自治体、研究機関等

【対象となるご相談内容】

 再生可能エネルギーの導入・利用における検討の進め方について

 再生可能エネルギー導入に関する国・県等の支援制度について

など

【ご相談方法】

 『相談窓口のご案内』裏面の記入欄にご記入の上、FAX(03-4531-4318)して頂く

 以下URLより記入フォーマットをダウンロードし、ご入力の上メール(energy_jmac@jmac.co.jp)でご連絡ください。
http://www.jmac.co.jp/column/industry/energy/energy_consulting.html
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（２）個別事業相談会の実施

開催月 実施場所 分類 内容

７月 東京 補助金／助成金 木質バイオマス発電を導入し、施設園芸を行う場合の補助金について

７月 東京 再エネ関連事業の展開 自社商品・サービスのビジネス展開について

８月 東京 再エネ活用の事業化 農地転用による太陽光発電事業について

１０月 東京 再エネ活用の事業化 小水力やバイオマスを活用したエネルギーの地産地消について

１０月 東京 再エネ関連事業の展開 自社商品・サービスのビジネス展開について

１１月 長野 補助金／助成金 バイオガス発電に対する補助金、資源エネルギー作物の活用状況について

１１月 岩手 再エネ活用の事業化 畜産物糞尿によるメタン発酵について

１１月 福島 再エネ関連事業の展開 自社商品・サービスのビジネス展開について

２月 愛知 再エネ活用の事業化 木質バイオマスの活用について

２月 福岡 再エネ活用の事業化 地域PPSの立ち上げについて

２月 岡山 再エネ活用の事業化 営農型太陽光発電の導入について

相談窓口へのお問合せや理解醸成スタディーミーティングとの併催で、

希望者に対して個別事業相談会を実施しました。
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相談内容

相談窓口のほか、展示会や個別事業相談会を通じて、様々な相談にお答えしました。

分類 件数 内容例

再エネ活用の事業化 １６件

 事業化検討に要する費用について

 再エネ導入による地元のメリット、地域活性化について

 事業可能性調査について

 耕作放棄地の活用、農地転用による再エネ活用について

 営農型太陽光発電の導入について

 農業残渣、畜産物糞尿の活用について

 メタン発酵で発生する消化液について

 地域PPSの立ち上げについて

 農福連携について

補助金／助成金 １２件

太陽光発電、営農型太陽光発電、小水力発電、木質バイオマス発電、
バイオマスボイラー、廃棄物発電、施設園芸、植物工場、糞尿処理 など
の導入に対する補助金について

再エネ関連事業の展開 １０件
太陽光発電、小水力発電、風力発電、木質バイオマス、廃棄物処理、蓄
電池、熱供給、ＩｏＴ などの事業展開について

自治体施策について ２件
 自治体による再エネ関連のスキル向上について

 市民向けセミナーイベントの開催について

導入事例について ２件
 漁業におけるメタン発酵事例について

 営農型太陽光発電の事例について
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活動結果

相談内容は、主に『再エネ活用の事業化』『補助金／助成金』『再エネ関連事業の展開』

の３種類である。

『再エネ活用の事業化』

 地元のメリットが描けないまま、再エネ導入の検討を進めている場合が多い。

 様々な可能性を相談ができるパートナーがいなく、当初企画内容で進めるしかなくなっている。

 農林漁業におけるエネルギー資源を活用した地産地消型の事業モデルへの着目が増えている。

『補助金／助成金』

 各省庁、都道府県、市町村単位で様々な再生可能エネルギー・農業関連の補助金／助成金が存在し、何が該
当するのか分からない、どのように調べれば良いか分からない人が多い。

 各省庁の場合は、固定制度価格制度を活用した場合に交付されない補助金／助成金が多く、判断が難しい。

 導入可能性調査、事業可能性調査、技術実証、設備導入などの検討フェーズにより、交付される補助金／助成

金が異なるので、まずは現在の検討段階と今後の検討計画を明確にする必要がある。

『再エネ関連事業の展開』

 自治体とのネットワークづくりに悩む企業が多い。

 単なる製品・サービスの売り込みとなっており、製品・サービスを導入することによる地域のメリットを描けない企業
が多い。

 特に、Ｂ２Ｂ企業が再エネ分野に参入し、従来とは異なる顧客を対象として事業展開を行う場合に、市場・顧客
視点が欠けることが多い。



今後に向けて
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今後に向けて

１．情報発信（理解醸成活動）

 農林漁業における再生可能エネルギーの活用に対する関心はまだ高くなく、更なる情報発信を行
う必要がある。
⇒様々な産業（農業・林業・漁業）において再生可能エネルギーを活用している先導的な取り組
みを調査・整理し、引き続き情報発信を行う必要がある。

 再生可能エネルギー活用に関するセミナー・勉強会による知識習得のみでは、具体的に再生可
能エネルギー活用の検討を進めるのは難しい。
⇒セミナーや勉強会の開催だけではなく、地域内におけるエネルギー源やエネルギーの活用方
法について議論を行う場が必要である。

２．計画策定支援（マッチング活動）

 自治体・農林漁業者と客観的・専門的な視点を持った民間事業者が一緒に再生可能エネルギー
活用の検討を行うことは有意義である。
⇒自治体・農林漁業者と民間企業のマッチング活動を継続的に行う必要がある。

 次年度以降の活動をスムーズに行う為には、１２月までにある程度の道筋を作りたい。
⇒１２月末までに次年度の計画策定を行えるように、可能な限り検討を早める工夫を行う必要があ
る。

３．個別相談

 再生可能エネルギー活用の事業化に関する相談では、地産地消型の事業モデルへの着目が増
えているものの、地元が導入したいと思えるメリットを導き出すことが難しい。
⇒現地訪問やアドバイザー派遣を行い、もう一歩踏み込んだ形で個別相談を実施する必要があ
る。
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今後の活動のご案内

下記URLやEメールにて、随時イベントなどのご案内をさせて頂きます。

http://www.jmac.co.jp/column/industry/energy/energy_consulting20170831.html

今後ともよろしくお願い致します。
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