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農山漁村の再生可能エネルギー導入拡大に 
向けた課題 
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風力 
太陽光 

小水力 

地熱 

バイオマス 

○ 再生可能エネルギーの定義（※国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）における定義） 
 再生することが可能な資源から持続可能な方法で生産されるあらゆる形態のエネルギー。特に 
 バイオマス、太陽光、水力、風力、地熱、海洋（潮力、波力、温度差）など。 

（1）再生可能エネルギーとは 
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発電電力量の推移 長期エネルギー 
需給見通し 

（資料）エネルギー白書2015及び電気事業連合会「電源別発電電力
量構成比」をもとに農林水産省で作成 

 （注）７１年度までは９電力会社計 

○ 我が国の総発電量に占める再生可能エネルギー電気の割合は、平成27年度時点で １４．３％ 
（水力発電除く再生可能エネルギー電気の割合は４．７％）。 
○ エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）では、再生可能エネルギーについて、導入を最大限加
速していくことを明記。また、このエネルギー基本計画を踏まえた長期エネルギー需給見通し（平成27年7
月経済産業省決定）では、2030年度に再生可能エネルギーを2２～２４％程度まで導入を図ることが
示されたところ。 

○エネルギー基本計画（平成26年4
月11日閣議決定・抜粋） 
 
第２章 エネルギーの需給に関する  
 施策についての基本的な方針 
第２節 各エネルギー源の位置づけ 
 と政策の時間軸 
１．一次エネルギー構造における各エネ

ルギー源の位置づけと政策の基本的
な方向 

 
（１）再生可能エネルギー 
②政策の方向性 
 再生可能エネルギーについては、2013
年から3年程度、導入を最大限加速して
いき、その後も積極的に推進していく。そ
のため、系統強化、規制の合理化、低コ
スト化等の研究開発などを着実に進める。
(以下略) 

２０３０年度 

（資料）経済産業省「長期エネルギー
需給見通し」 (平成27年７月
16日)より抜粋 

エネルギー基本計画 
における位置づけ 

電源構成 

（2）我が国における再生可能エネルギーの位置づけ 
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○ 国土の大宗を占める農山漁村は、森林資源等のバイオマス、水、土地などの資源が豊富に存在し、再生
可能エネルギー利用の面で高いポテンシャル。 

○ 平成24年7月に開始された固定価格買取制度により、再生可能エネルギー発電の事業採算性が向上。
農山漁村において新たな所得機会の可能性が生じている。 

○国土構成 

○農山漁村における再エネ発電のポテンシャル 

※  どの程度の再生可能エネルギー発電が導入されるかは、それぞれの地域の資源の賦存状況を踏まえた発電事業
者の判断等によるものであり、上記全てが再生可能エネルギー発電に活用されるわけではない。 

 

 ・再生利用困難な荒廃農地の面積：14.4万ha 
         仮に単純に全てに太陽光発電設備を整備した場合 
  ・年間発電量：984億kWh 

◆太陽光発電 

◆農業用水利施設による小水力 
  ・年間発電量：8.9億kWh 
 （未開発の包蔵水力エネルギー及び開発済みの中小水力発電量から試算） 

◆木質バイオマス発電 
 ・未利用間伐材等の年間発生量：2,000万ｍ３ 

         仮に全て木質バイオマス発電に活用した場合 
 ・年間発電量：70億kWh 

日本の国土：3,780万ha 

森林 
2,506万ha 

66.3％ 

農地 
452万ha 
12.0％ 

宅 
地 
193 
万 
ha 
5.1% 

その他 
359 
万ha 
9.5％ 

洋 
 

上 

河 
川 
水 
路 

134 
万 
ha 

3.5% 

道 
路 
138 
万 
ha 
3.6％ 

（資料）国土交通省「平成27年度土地に関する動向」 

農山漁村における再生可能エネルギー資源の賦存 

資源の賦存状況や国土保全等の
観点も踏まえ、木質バイオマス発電
や地熱発電等を実施。 

食料供給等の機能に支障を来さな
いよう留意しつつ、太陽光発電や陸
上風力発電等を実施。 

地理的条件に応じて、
水力発電や小水力発
電を実施。 

＜主要課題＞ 
電源 

（調達区分） 
調達価格 
（税抜） 

買取 
期間 

太陽光 
（10kW以上）  21 円/kWh 

20年 

風力 
（20kW以上）  

21 円/kWh 
(平成29年9月末までは

22円/kWh) 
小水力 

（200kW未満）  34 円/kWh 

既存導水路活用小水力 
（200kW未満） 25 円/kWh 

バイオマス 
（未利用間
伐材等） 

2,000kW未満 40 円/kWh 

2,000kW以上 32 円/kWh 

バイオマス 
（メタンガス発酵） 39 円/kWh 

○平成29年度固定価格買取制度の買取価格・期間
の例 

固定価格買取制度の開始 

○平成24年7月より、再生可能エネルギー発電の標準
的なコストをまかなえる価格での買取りを一定期間保
証する固定価格買取制度が開始。 

（3）農山漁村における再生可能エネルギー発電の導入について 
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○ 再生可能エネルギーにより農山漁村が得られるメリットは、「経済貢献」と「機能貢献」の双方がある。 
○ 農山漁村の活性化を図っていくためには、「経済貢献」と「機能貢献」の双方を最大化し、地域が主体的
に自立していくことが重要。 

○ 地域の主体的な自立を図ることは、人口減少社会への対応としても重要。 

経済貢献 （金銭的なメリット） 機能貢献 （金銭以外のメリット） 

地域 域外 

エネルギー 

資金 

【現状】 

地域 域外 

【将来】 

資金 

エネルギー 

地域内 
経済循環 

地域が、経済貢献・機能貢献の双方を最大化し、主体的に自立していくことが重要  

○地域が得られる金銭的な収入の増加 
○支出（石油等燃料費）の低下 

（うち農林漁業分野） 
○農林漁業者の収入増加 
○コスト削減 
○農林水産物の付加価値向上 
○農林漁業振興のための予算獲得 

○交流人口の拡大 
○雇用創出 
○災害時の電力供給 
○温室効果ガス排出削減 

 
 
＜家畜排泄物バイオマス＞ 
○家畜排泄物の適正処理 
 
＜木質バイオマス＞ 
○間伐による山林の整備 
 

※経済貢献のみの最大化追求は、農林地の喪失等、機能貢献を減少させるおそれあり 

再生可能エネルギー 
地産地消 

目指すのは、 
地域の 

主体的な自立 
（うち農林漁業分野） 

（4）農山漁村における再生可能エネルギー導入の意義 
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各電源共通 

資本費 
発電設備建設費 
接続費用 
設備の廃棄費用 

運転維持費 

人件費 
修繕費 
土地の賃借料 
諸費（損害保険料など） 
一般管理費 

租税 固定資産税 
電源特有の
費用 バイオマス 燃料費 

所得 

売電収入 

支出 

地権者へ 

市町村へ 

森林組合等のバイオマス供給
者へ（地域の未利用木材の
場合） 

地元企業（施工業者、メンテ
ナンス請負業者、地域金融機
関等）の事業への参画により、
地域経済への波及効果も期
待。 

地域の主体が参画することで、
地域の新たな所得獲得の機
会となり得るとともに、売電利
益の活用により、例えば、地域
の農林漁業の発展に資する取
組の推進が可能に。 

再
エ
ネ
発
電
に
よ
る
利
益
を
地
域
の
活
性
化

に
い
か
に
結
び
つ
け
る
か
が
課
題 

○ 再生可能エネルギー発電による売電収入のうち、自ずと地域へ支払われるものは土地の賃借料や固定資
産税等一部にとどまる。 

○ 電力システム改革による小売参入自由化により、約８兆円の小売市場が開放されたことも踏まえ、地域
の資源を活用した再生可能エネルギーによる利益をどのように地域の活性化に結び付けるかは農山漁村の
振興を図る上で重要な課題。 

※支出は代表的なものを例示 

（５）再生可能エネルギーによる利益の地域への還元 
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○ 再生可能エネルギー事業と併せて、農林漁業の健全な発展に資する取組を行うことが重要。 
○ 取組内容については、市町村がそれぞれの事情に応じて個別具体的に定める。 
○ 再生可能エネルギー事業の売電収入の一部を利用するものや、電力・熱・副産物を利用するものなど様々な例が考え
られる。 

売電収入を活用するもの 

○ 農林地の整備 
 ・周辺の農地整備 

○ 農林漁業関連施設の整備 
 ・育苗施設、貯木場、農林水産物の加工施設、直売所、農家レストラン、       
   農林漁家民宿、鳥獣被害対策設備等の整備 

○ 農林漁業経営の改善 
 ・農業機械・資材への補助 
 ・６次産業化の取組による新商品開発、商品のブランド化 
 ・未利用間伐材の安定的な買取り。それによる森林の維持管理 
 ・市から間伐を行う事業者への補助金の交付 
 ・漁業保険や漁業共済等の一部を補助 

○ 基金の造成 
 ・市町村等に基金を造成し、積み
立て。農林漁業の振興のために活
用。 

○ 寄付 
 ・農林漁業団体や地域の協議会へ
寄付。農林漁業の振興のために 活
用。 

電力を活用するもの 
○ 農林漁業施設での活用 
・電力を農産物加工場や酪農施設、
鳥獣害対策設備、冷凍冷蔵施設
等へ供給し、電気代を削減。エコ商
品・産地としてブランド化。 

熱を活用するもの 

○ 農林漁業施設での活用 
・熱を園芸施設や養殖施設等へ供
給し、燃料代を削減。エコ商品産
地としてブランド化。 

副産物を活用するもの 

○ 消化液・堆肥の活用 
・バイオマス発電により発生した消
化液や残さから製造した堆肥を低
価格で提供 

※ 熱のみの事業は  
    農山漁村再エネ法      
    の対象外。 

○ 集落の維持管理 
 ・集落の維持管理 

 （６） 農林漁業の健全な発展に資する取組の例 
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①地域への利益還元 

 
②土地等の利用調整
（特に農林漁業上
の利用） 

 
③地域の合意形成や
気運醸成 

 

○ 我が国の農山漁村に再生可能エネルギーを導入するに当たっては、以下の3つの課題に対し、
適確な施策を講じる必要。 

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
組
の
拡
大
・
深
化
へ 

 
・地域の主体による再生可能エネルギー発
電の利益の地域への還元 
 

・地域の未利用資源を積極的に活用した
再生可能エネルギーの促進 
 

・農林漁業上の利用との適正な調整を可
能にするルールの明確化 
 

・再生可能エネルギーの「地産地消」の推
進 
 

・協議会等の場を活用し、発電事業者や
農林漁業者も交えた合意形成の推進 

主な課題 対応の方向性 目指す姿 

（７）まとめ 
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農山漁村の再生可能エネルギー導入を 
促進するための措置 
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○ 食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調整を適切に
行うとともに、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進することが重要。 

○ このような取組を進める枠組みを構築する「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関
する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成25年11月に成立。平成26年５月１日に施行。 

１．基本理念 

２．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再エネ発電の促進に関する計画制度 

協議会 

市町村 

設備整備者 

農林漁業者・団体 

・再エネの導入による地域の
活性化 

・農林漁業の健全な発展に
資する取組 

・農林漁業との土地利用の
調整 

等について協議 

国・都道府県 

・農林漁業との調和 
・農林地等の適切な利用
調整 

基本方針 
（国） 

等の方針 

基本計画 
（市町村） 

・発電設備の整備の内容 
・農林漁業の健全な発展に
資する取組 

・これらに必要な資金の額及
び調達の方法 

設備整備計画 
（設備整備者） 

・農林漁業と調和した再エネ発電による 
 農山漁村の活性化に関する方針 
・再エネ発電設備の整備を促進する区域 
・農林地の効率的利用の確保 
・農林漁業の健全な発展に資する取組 等 

（各個別法の本来の許可権者が
各個別法の許可基準で判断） 

地域住民、 
学識経験者等 

農地法、酪肉振興法、
森林法、漁港漁場整備
法、海岸法、自然公園 
法及び温泉法 

 
 
 

(1) 農地法、酪肉振興法、森林法、漁 
 港漁場整備法、海岸法、自然公園法  
 及び温泉法の許可又は届出の手続の  
 ワンストップ化（認定により許可が  
 あったものとみなす等）。 

 
 
 

３．認定を受けた設備整備 
 計画に係る特例措置 

(2)  再エネ発電設備の円滑な整備と農 
 地の集約化等を併せて図るために行  
 う、市町村による所有権移転等促進 
 事業（計画の作成・公告による農林  
 地等の権利移転の一括処理）。 

 
①  国・都道府県による市町村に対する情
報提供、助言その他の援助 

②  計画作成市町村による認定設備整備
者に対する指導・助言 

４．その他 

① 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力向上及び持続的発展を図る
ことを旨として行われなければならない。 

② 地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネル
ギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。 

この法律や予算措置等の活用により、2018年度において、再エネ発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に行って
いる地区を全国100地区以上、この取組を行う検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す 

◆目指す姿：再生可能エネルギーの活用による農山漁村の活性化 
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～市町村や農林漁業者の組織する団体等が地域循環資源を活用し、農山漁村の持続可能な発展を目指す取組について、
事業計画策定のサポートや関連事業者とのマッチング、個別相談、全国的な取組・普及活動を支援します～

（平成30年度概算決定）【56百万円】

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室（03-6744-1508）

地域資源活用展開支援事業

住民が安心して住み続けられる農村を目指し
て、資源も経済も地域循環を目指したい！

年々、畜舎の暖房費が
上がっているけど、家
畜排せつ物から熱利用
できないかなぁ・・・

もみ殻や竹はやっかい物
だけど、地域で上手く利
用できないかしら・・・

持続可能な地域の発展を目指したい、という農山漁村をサポートします！

１ 地域循環資源活用に向けた計画策定支援
地域循環資源を活用して農山漁村における課題を解決しようとする取組について、豊富な経験・ノウハウを持つ専門

家が現場に赴き、事業計画策定のための課題整理・要件の明確化、各種調査、協議、手続等についてのアドバイスや
フォローアップ、関係機器メーカー等とのマッチングを行います。

このような方々のために、以下の支援を用意しています。

２ 専門家による相談窓口の設置
相談窓口を設置し、地域循環資源のマテリアル・エネルギー利用に向けた検討等を行う地域で問題が発生し取組が

進まない等の状況に対し、各分野の専門家が問題解決に向けたアドバイスを行います。

３ 全国的な推進・情報提供支援
地域循環資源を活用した地域活性化の取組を全国的に展開していくため、農林漁業でのコスト削減や収益増、地

域活性化が図られた先進的事例等の情報発信・普及、バイオマス産業都市選定地域を構成員とした連絡協議会の
体制整備等を行います。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等
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～再生可能エネルギーの導入促進により、農林漁業のコスト削減や農山漁村のイメージアップ等を図ることで地域を
活性化させるため、「再生可能エネルギーの地産地消」の導入までに必要となる様々な手続や取組について支援します～

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室（03-6744-1508）

農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業 （平成30年度概算決定）【39百万円】

地域資源を活用した再生可能エネル
ギーを、「地産地消」することで生
産コストを削減したい！

おまけに地域をイメージアップでき
れば農山漁村も元気になるぞ！

でも地方公共団体の協力や電気事業
のノウハウがないと難しいなぁ。

農山漁村において再生可能エネルギーの地産地消を支援します！！

再エネを利用した農林水産物等の高付加価値化や６次産業化、環境負荷低
減による持続可能な地域社会の構築などの地域活性化

農林漁業者による再生可能エネルギー事業の実施、市町村の関与による地域
主体の小売電気事業者の設立

地域全体がメリットを受けることにより地域の自立を促進

農山漁村における再生可能エネルギーの地産地消を実現することによるメリット

農林漁業を中心とした地域内のエネルギーマッチング（農林漁業を中心と
した地域内のエネルギー需給バランス調整システムの導入可能性調査、再生
可能エネルギー設備の導入の検討、地域主体の小売電気事業者の設立の
検討等）について、継続地区を支援します。

※ 地方公共団体、農林漁業者、及び再生可能エネルギーの需給管理を行うこと
ができる事業者等による協議会を組織し、農山漁村再生可能エネルギー法に基づ
く市町村の基本計画の策定について協議することが必要です。

地域資源を活用した再生可能エネルギーの地域内供給により、農林漁業のコスト削減や地域の活性化を図ります！！

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体と民間団体等からなる協議会
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○太陽電池（ソーラーパネル）下部の農地においても、高い収益性が確保できる作物や、効率的な農作業手法についてなど、農業面の
収益向上と営農型太陽光発電の両立について体系的に整理した情報が存在しないため、取り組もうとする農業者は経営計画が立てづ
らく、さらに、農業指導や農地の一時転用等において判断が困難な状況も発生していることが課題。
○このため、太陽光エネルギーを効果的に活用し、地域農業の特色を踏まえ、太陽電池下においても高い収益性が確保できる営農方法
を確立し、その普及を目指すために、実証試験等を行う取組を支援。

・栽培作物、栽培方法、パネル下部で効率的に利用
可能な農業機械等の検討
・発電設備の遮光率や強度、施工方法、維持管理方
法等の検討

等

２.実施要件

○都道府県が主導し、学識経験者、農業者、農業試験場、民間事業者等によるコンソーシアムを創設
○農作物の収益性向上や、農作業の効率化、安定した生産量の確保など、農業の高収益化に焦点を置き、地域における栽培作物、栽培方法、
発電設備の遮光率や強度等を確立するための実証試験を実施
○コンソーシアムで実証試験の結果を検証・評価
○農業者の収益向上に資する取組手法について普及

地域農業の特色に合わせた営農と太陽光発電の両立により、
農業者の高収益化を実現

地域内及び栽培作物や気候等の類似した
他地域への普及・波及

１．事業内容

地域ごとに関係者が参画する
コンソーシアムを創設し事業を実施

民間
事業者

農業者学識
経験者

農業
試験場

農業
委員会

金融機関

都
道
府
県

２．実施要件
○交付率：定額
○事業実施主体：都道府県
○事業期間：２年
○対象作物：地域において推奨・奨励している作物や農業改良普及員等による
栽培指導を行っている作物
○事業期間中に発電した電力は原則自家利用（固定価格買取制度の利用
不可）
○実証結果は試験方法も含めて公表し、当該地域の農業指導や農地の一時
転用許可のための参考資料として活用すること。

食料産業・６次産業化交付金のうち営農型太陽光発電の高収益農業の実証
（平成30年度概算決定）【1,678百万円の内数】

～地域農業の特色に合わせた営農と太陽光発電の両立による農業者の高収益化を支援します～
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地方公共団体及び民間事業者等の再生可能エネルギー導入事業のうち、
地方公共団体等の積極的な参画・関与を通じて各種の課題に適切に対応す
るもの、営農を前提とした農地への再生可能エネルギー発電設備の導入を
中心とした取組、蓄エネ等の導入活用事業等について、事業化に向けた検
討や設備の導入に係る費用の一部を補助する。
支援の対象とする事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く応

用可能な課題対応の仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費用対効果の高
いもの等に限定する。

背景・目的 事業概要

事業スキーム

平成28年５月、我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度比
で26.0％減とする「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、これを実現するため
の対策として、再生可能エネルギーの最大限の導入が盛り込まれた。
一方で、再生可能エネルギーについては、固定価格買取制度の利用拡大が困難と
なる中、持続可能かつ効率的な需給体制の構築、事業コストの低減、社会的受容
性の確保、広域利用の困難さ等に関する課題が生じており、地域の自然的社会的
条件に応じた導入拡大は必ずしも円滑に進んでいない状況にある。
このため、こうした状況に適切に対処できる、自家消費型・地産地消型の再生可
能エネルギーの自立的な普及を促進する必要がある。 期待される効果

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業
（一部経済産業省・農林水産省連携事業）

事業目的・概要等

再生可能エネルギーの課題に適切に対応する、費用対効果の高い優良事
例を創出することで、同様の課題を抱えている他の地域への展開につなげ、
再生可能エネルギー電気・熱の将来的な自立的普及を図る。
また、営農地における地域の実情に応じた、再生可能エネルギーの普及

拡大を図るための方策が確立され、段階的なCO2削減を図ることが可能と
なる。
さらに、地域特性に応じた蓄エネ等技術の導入方策が確立され、段階的

CO2削減が可能となる。

事業イメージ（課題対応の導入例） 設備補助対象は、エネルギー起源CO２
の排出抑制に資する設備と付帯設備

供給側の対策 供給側の対策 ボイラーの対策 需要側の対策

◆長期的な見通しに立
ち、年間を通した安
定した燃料需要を有
する需要家を地域内
で確保し、維持する

◆チップ供給業者の条件
とボイラー側の条件を
合致させる

◆最新のチップ規格に適
合したチップの供給体
制の確立を促す

◆地域内でのチップ等の
安定的な需要を確保し、
小口供給を可能とする

◆ボイラーの出力規模等を集
約化する

◆チップ規格に対応したボイ
ラーの生産等を促す

◆設備コストの高止まりを是
正するためボイラー等設備
のコスト上限を設ける

◆灰の処理など維持管理の容
易なシステムを導入する

◆福祉施設の給湯など高い稼働
率が見込める施設を対象

◆導入前に熱需要等の適切な把
握と設計を行う

◆チップ等供給事業者を分散し、
安定した燃料供給を確保する

◆初期コストの適正価格を共有
するとともに複数施設での一
括導入等によりコストを低減

燃料供給者

原木
（チップ用材）

原料
（チップ等）

チップ等製造機山元

需要家

給湯･暖房

給湯･暖房

文化教育施設

福祉施設

病院 給湯･暖房

バイオマスボイラー

（営農前提の導入例）

※熱利用設備に対する民間事業者への補助は経済産業省（資源エネルギー庁）が実施。
（系統連系されていない離島における事業及び温泉熱利用設備を除く。）

平成30年度予算（案）
5,400百万円（8,000百万円）

（蓄エネ等の導入
活用事業の例）

蓄エネにより再エネ自
家消費を促進

蓄熱設備蓄電設備

蓄電池

農地周辺に存在する農林漁業関連施
設・地方公共団体の設備（動力設備、
冷蔵冷凍設備）等への供給

実施期間：平成28年度～32年度（最大5年間）

国 非営利法人

（補助率）
定額、1/3、1/2、2/3 地方公共団体地方公共団体

民間事業者※等

（補助率）
定額

補助金 補助金

「持続可能かつ効率的
な需給体制の構築」
が課題の場合
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