
ポストコロナ時代の地域経済活性化策
（グリーンリカバリー）

～自然エネルギーを活用した地域づくり～

合同会社 小田原かなごてファーム 代表社員

早稲田大学招聘研究員

行政書士 小山田 大和



自己紹介
小山田 大和

• 1979年生まれ。41歳。

学生時代から地域の活動に関わる。

• 酒匂川流域の交流ネットワーク会議委員

• 小田原市行財政改革検討委員(09-10)

• 社会教育委員、図書館協議会委員(10-12)

• 2012年から一般社団法人 エネルギーから経
済を考える経営者ネットワーク会議事務局。15
年より同会事務局長。16年より理事。

• 合同会社小田原かなごてファーム代表社員

• 二宮町地球温暖化対策事業化実施研究会
委員、松田町 自然エネルギー活用に関する
あり方研究会、木質バイオマス利活用検討委
員会 委員

• 2018年12月に合同会社F＆Eあしがら金太郎電
力を設立。代表社員へ

• 南足柄市木質バイオマス利用検討協議委員

• 南足柄市酒匂川流域循環共生圏協議会委員

・ 松田町再生可能エネルギー協議会 委員

• 早稲田大学招聘研究員



NHK 朝日新聞 テレビ朝日
TBSラジオとメディアに続々紹介





日本の耕作放棄地の現状

• 富山県の面積に匹敵(42.5万ha)

• 小田原市だけで１６８ha(平成２９年)

(東京ドーム３５個分)



日本の農業の現状
農業人口１３６万人の衝撃

• 平均年齢６８歳

• 農業人口１３６万人

• 前回の東京オリンピック
時（1964）の１割の水準

• 食料自給率３７％

• お米の値段いくら？

・みかんの値段いくら？

→持続可能か？



「農」そのものの付加価値を高める
～自然栽培の米作り～

自然栽培＝農薬、除草剤、肥料、何も使わない農法。奇跡のりんごで有名
普通の「米」より値段が４倍。仕事量は半分。



農の付加価値を高める動き
発売わずか１ヶ月で完売の
おひるねみかんジュース

自然栽培＝農薬、除草剤、肥料、何も使わない農法。
奇跡のりんごで有名。普通の「米」より値段が４倍。



おひるねみかん酒スパークリングの
商品化
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農業とエネルギーで地域を元気にするための啓発イベント
地域活性化フォーラム～下曾我から発信する地域再生のヒン
ト～「農業」と「エネルギー」から考える 開催。

市民が「エネルギー」と「農業」を結びつける



小泉元総理を招いての
ソーラーシェアリング竣工式

(２０１６.１１．０９)



ソーラーシェアリングとは

• 農業を行いながら太陽光発電を行う仕組み。

• 日本語では、営農型太陽光発電という。

• 実施には、事業を行う地区の農業委員会に
書類を提出する。実際は行政職員である農
業委員会事務局と交渉することになる。

• しかし、そこに、権限はない。

• 都道府県の地方行政部局の農地関係を所管
する場所が様々な指示をしてくる。



ソーラーシェアリングとは

• 手続きとしては、事業地の農業委員会に申請
書類を提出→農業委員会の許可を経て、事
業地の都道府県へ書類が送付され、都道府
県知事の認可を受けて完了。

• 申請から認可完了まで早くて３か月。私の場
合は6か月かかった事例もある。聞く話では
数年かかった事例もある（概ね処理期間は縮
減傾向）



施設概要
施設名 小田原かなごてソーラー太陽光発電所

所在地 神奈川県小田原市曽我岸604

事業目的 意義 農業+エネルギー=農業再生！！地域を元気に！！

農業 生産物 さつまいも

補助金

事業名称 神奈川県地域主導再生可能エネルギー事業

補助金額 136万円

太陽光設備
モジュール容量 15.12kW モジュール

京セラ製
270Ｗモジュール

架台 発電設備下での営農事業に適した特注架台

発電事業

売電単価
24円/kWh（税抜）
（固定価格買取制度）

売電期間
平成28年11月2日から
20年間

年間発電予想量 15,997kWh

設備の特徴
①特注架台により、発電設備下の日射を確保した配置
②営農作業を効率的に行えるよう事前から2500ｍｍの高さを確保

土 地 設置面積 279.72㎡ 地 目 農地(一部転用)

2020/12/21 株式会社パスポート環境エネルギー事業本部 4

1号機



ソーラーシェアリングは儲かる
2017年1月～2017年12月

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

系列1

系列2



2020/12/21 株式会社パスポート環境エネルギー事業本部 5

1号機 売電実績

2017年

発電電力量

kwh
2,126 2,300 2,259 2,106 2,557 2,251 2,438 1,706 2035 1345 1944 1635 24,702

売電金額（24
円） 51024 55200 54208 50563 61381 54033 58524 40940 48843 32280 46656 39249 592,848 

予想比 151% 187% 166% 147% 157% 175% 175% 106% 169% 119% 169% 122% 153%

発電シュミレーション比
153％！！

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計



小田原かなごてソーラー事業概要

施設概要
施設名 桑原発電所

所在地 神奈川県小田原市桑原字石原88-1

事業目的 意義 農業+エネルギー=農業再生！！地域を元気に！！

農業 生産物 米 (生産した米は日本酒の原料とする)

資金

総投資額 14,500,000 円 (内設備費用1,330,000 円)

融資内訳
城南信用金庫様 9,000,000 円
神奈川県補助金 6,650,000 円 (返済義務あり、ただし金利0％)

太陽光設備

モジュール容量 58.24kW モジュール
京セラ製
280Ｗモジュール

架台 発電設備下での営農事業に適した特注架台

発電事業

売電単価
21円/kWh（税抜）
（固定価格買取制度）

売電期間
平成30年6月から
20年間

年間発電予想量 62,227ｋWh

設備の特徴
①特注架台により、発電設備下の日射を確保した配置
②営農作業を効率的に行えるよう地上から3000ｍｍの高さを確保

土 地 設置面積 812.14㎡ 地 目 農地(一部転用)

株式会社パスポート環境エネルギー事業本部2020/12/21 5

2号機
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2号機完成式典にて



かながわ地球環境賞受賞











３年に一回の事業計画の見直しとは
？

• ソーラーシェアリングは収量が落ちることを前
提として制度設計がされている。

• 設備を立てていない状態での収量を１００とし
て、80以下になった場合、上物を撤去しなけ
ればならないという仕組みになっている。

• また、設置の認可を受けるには、事業者が工
作物を設置して収量が落ちないことを証明す
る必要がある。

• その、証明はどうやってやるのか？



収量が落ちないことの証明
～私の一例として～

• 神奈川県小田原市において、当該土地の照
度は添付①の書類により、100キロルクスで
ある。

• サツマイモの光飽和点は添付②により40キ
ロルクスである。本件、設備の遮光率は添付
③のとおり、33％である。してみれば、67キロ
ルクスの光が注がれることとなり、サツマイモ
の光飽和点40キロルクスを超えている。

よって、生育には影響がないものと考える。



ソーラーシェアリングの
メリット・デメリット

《メリット》

• 農業とエネルギーの両方から収入が得られる。

• 売電で現金収入が増える⇒営農継続のモチベーション

• 若年層の農業への回帰⇒一次産業の復権

食料自給率の改善 等

《デメリット》

• 農家の心のバリア

• 一時転用という申請関係の煩雑さ行政窓口への不浸透

• 一時転用許可の期間が３年

（現在は要件満たして10年案件も存在する。）

• お金の問題(融資に金融機関が及び腰)



収量が落ちないことの証明
• 地域の照度と作物の光飽和点はHP上に存在する。

• 遮光率が33％の根拠は計算方法があるが、その数値を図面
に入れておかないと根拠は？と聞かれる場合がある。

• 併せて、転用をかける部分は支柱の面積の総和だが、その積
算の根拠と構造についても細かく聞かれる場合がある（今後
は、台風等の安全対策の観点からもより厳しくみられる可能
性がある）。

• 加えて、このことを担保する専門家の証明を求められることも
ある。（私の場合は、神奈川県ではソーラーシェアリングの一
人者と認めてもらったので、私の記名押印で足りたが、学者
等の証明を求められる場合がある。



電気の紐づけという選択

売電(FIT)

みんな電力

供給

プレミアム価格
での提供

みんな電力は更に「顔の見える
発電所」として電気のクラウドファ
ンディングともいうべき展開をして

いる。

ユーザー1人1人にに電気料金の

中から１００円が個々の発電所に
寄付できる仕組みがある。



東海道５３次・小田原宿 浮世絵



松田町木質バイオマス熱利用事業化
へ向けた計画策定



32南足柄市・開成町・松田町の地域連携の意義と協議会設置

これまで市や町ごとでのバイオマス調達や利用を検討を行ってきたが
単独の地域では資源量あるいは需要量が小さく資源循環の構築が難しかった

そこで移動が容易な距離にある近隣自治体が連携をし
それぞれ異なる地域資源要素やエネルギー需要地域が結びつけるべく

連携関係構築の検討を行う組織（協議会）を設置する

酒匂川流域
循環共生圏
協議会（仮称）

南足柄市

開成町

松田町

小さな資源量や需要量を合わせて仕事を創出する

共同の集積所・作業場などを整備し資源を囲い込む

地域資源・地域特性を互いに補い合う

資源循環を通じて地域の経済循環圏を構築する



33南足柄市・開成町・松田町における地域循環共生圏構想

森林運営の適正化
林地の保全

産業
製材工場 熱利用

木材市場の安定と
高付加価値化

ゴミ処理の
コスト削減

剪定枝・竹

林業の活性化

都市

地域公共施設 熱利用

立地企業 熱電気利用

地域資源の循環の拠点となる土場を整備し
貯木場や剪定枝、有機残渣等の集積地とし
堆肥加工や燃料加工の機能を設置することで
地域の資源・エネルギー循環を促進する

貯木場

森林

農地

堆肥利用

農業残渣

石油代替の推進
CO2削減

地域産業創出

堆肥・燃料加工場



産業

都市

森林

農地

南足柄市・開成町・松田町で展開する酒匂川流域循環共生圏

堆肥の高品質化
償却コスト削減

森に遊びに行ってみよう

堆肥・燃料加工場

地産地消による
新たな地域内循環

有機質循環

地域産品

地域産材利用

ソーラシェアリング

貯木場

交流人口の増加

地域内での
再エネ調達

農業の収益向上
耕作放棄地減少

害獣の被害減少

森林の適正化

一つの循環を木質バイオマスで構築することで
これに付随するさまざまな地域の循環が
改善していく好循環のシナリオを構築する。

徳用林産品の
商品化

地域施設の
利用率向上

公共交通の
利用促進

移住人口の増加

燃料需要増大

木材利用による
CO2固定

地域商店の充実

電動車両などの
活用

地域エコシステムの
構築

新たな産業誘致

新規雇用の創出



今後 脱FITモデル・オフサイト型
自家消費型のソーラーシェアリング

環境省       小田原市 

補助金 1/2    側面支援      松田町 

事業主体 合同会社小田原かなごてファーム  管理する行政施設へ電力供給 

    売電         

 新電力会社 GPP（グリーンピープルズパワー） 

  電力供給        

農家カフェ SIESTA（小田原かなごてファーム直営店）  

                 松田町行政施設 



オフサイト型ソーラーシェアリング
工事着工へ



農家カフェSIESTA開店へ
工事着工



おわりに

この数字は何を指すかお分かりになりますか？

22.2億円/年
地域エネルギー支出額
地域エネルギー需要量 462TJ （2015）
地域エネルギー自給率 1.31％
（出所：国立研究開発法人科学技術振興機構

「持続可能な多世代共創社会のデザイン」
研究開発領域地域ストックマネジメント研究、未来シミュレータ
http://opossum.jpn.org/simulator/）

http://opossum.jpn.org/simulator/


化石燃料を忌避する世界銀行

キム総裁：

・石油、天然ガスの探査／採掘への融資

（upstream oil & gas finance）を

2019年以降停止（phase out）する

・目的は再生可能エネルギー（RE）の普及

（at Summit)

・化石燃料からREへ移行が進む中で

（世銀融資を）座礁資産にしたくない（朝日）

2018年５月26日
エネルギーと金融の世界の潮流と日本お進むべき

方向性
39



グリーンリカバリー

• グリーンリカバリー （英語:Greenrecovery）は、
新型コロナウイルス感染症の流行で冷え
切った世界経済の再起を図るのに際し、脱
炭素社会など環境問題への取り組みも合
わせて行おうとするアフターコロナの政策の
一つで、もともと環境意識が高かったヨーロッ
パを中心に提唱され、世界恐慌からの回復
を画したニューディール政策になぞらえ「グ
リーンニューディール」と形容されることもあ
る。



カフェで使う電気はソーラーシェアリン
グでまかない、自給自足を目指す。

余ったものは売電。
食べ物（Food）、エネルギー、福祉
（Care）を自給し、地域でお金を廻す。
FEC+M自給圏の具体の取り組みをさ
さやかながら実働させていく。



地域と世界をつなぐ共通言語「SDGｓ」
国連「持続可能な開発のための２０３０年目標」

17目標と 169ターゲット

国連広報センター
HPより
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