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3. リースモデル検討を通じた農林漁業者の再生可能エネルギー導入拡大 
本章では、農林漁業者が発電事業へ参入しやすい施策のひとつとして、「リースを活用し

た電力ビジネスモデル」に関して、今年度検討した結果を記述する。 

 

3-1. 調査の概要・狙い 

地産地消型の再エネの普及と農林漁業の健全な発展の両立のためには、農林漁業者の経

営安定化により、農林漁業者の離職率・廃業の低減、新規就業者の増加を図る必要がある。

農林漁業者の経営を安定化させるための施策としては、次の 3 つが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

副収入による収入の安定化方策としては、例えば農家の場合では農地や畜糞などの資源

を活用し、再エネにより発電した電力を売電することで、副収入を得ることが考えられる。

電力小売全面自由化を機に農林漁業者が電力ビジネスに参入し、副収入を得る仕組みを構

築することは、農林漁業者の経営安定化に資する。 

そこで、本事業では、当該地域に設立した地域小売電気事業者が地域内の農林漁業関連

施設へエネルギーを供給することだけではなく、併せて農林漁業者の電力ビジネス参入支

援策を検討する。 

 

  

＜農林漁業者の経営安定化方策＞ 

１．高付加価値な生産物の栽培・加工 

２．経営費のうち２割を占める光熱費の削減 
３．副収入による収入の安定化 
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3-2. 調査の実施方針 

3-2-1. リースを活用した電力ビジネスモデルとは 

 2012 年 7 月より再エネの固定価格買取制度(以下、FIT)が開始されたことより、農林漁

業者が電力ビジネスに参入し、自家消費または地域に供給する事例がでてきている。しか

し、農林漁業者の電力ビジネス参入には、以下の 2 つの大きなハードルがあり、普及が進

んでいないのが現状である。一つは、発電設備への初期投資負担、二つ目は、農林漁業者

にとって馴染みの薄い電力ビジネスの知識・ノウハウが必要であることである。 

 

 

 

 

 

農林漁業者の電力ビジネス参入のハードルを下げるビジネスモデルとしては、再エネ設

備のリースが考えられる。再エネ導入プロジェクトのための再エネ設備への投資を行う地

域特別目的会社(以下、地域 SPC)等を設立し、地域 SPC が農林漁業者に対して再エネ設

備等をリース方式で提供する。 

農林漁業者に対して再エネ設備等をリース方式で提供し、農林漁業者は売電収入の中か

らリース費用を負担する。リース料金は、固定価格買い取り制度による売電単価をもとに

設定し、売電収入よりもリース料金を低価格で設定することにより、農林漁業者は負担な

く電力ビジネス参入でき、副収入を得ることが可能となると考えられる。 

小規模な農林漁業経営体向けとして適さない規模の再エネ設備に関しては、複数の農林

漁業者で共同事業体をつくり、リースを行うことが考えられる。これにより、風力発電や

バイオマスプラントのように中規模発電設備にも参入することが可能となる。 

リース期間は初期投資金額の回収が終了する期間までとし、リース期間終了後、設備の

所有権は、各事業者に移転することで、リース期間終了後も売電を続けることができ、売

電収入をそのまま副収入とすることができる。本電力ビジネス参入支援サービスの運用に

より、農林業関係者が負担なく電力ビジネスへ参入ができる環境の構築となることが期待

される。 

なお、地域 SPC は再エネ設備のリースに加え、電力販売や省エネ等のエネルギーによ

る収入増加額や費用削減額を算定し、農林漁業者に対して、電力ビジネスノウハウの提供

や省エネアドバイス等を行うことを想定している。リースを活用した電力ビジネスモデル

と収益イメージを図表 3-1、3-2 に示す。 

 

＜電力ビジネス参入へのハードル＞ 

１．発電設備への投資が必要であり、初期投資の負担が大 
２．異業種である電力ビジネスの知識・ノウハウが不可欠 
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図 3-1 リースを活用した電力ビジネスモデル(案) 

 

 

図 3-2 リースを活用した電力ビジネスモデルの収益イメージ 
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3-2-2. リースを活用した電力ビジネスモデルの検討方法 

リースを活用した電力ビジネスモデルの検討は、地域に適した再エネ設備の抽出・選定

及び再エネリース事業者の選定が重要となる。これより、地域に適した再エネ設備の抽出・

選定と再エネリース事業者の検討を併行して進め、これらの調査・検討結果を踏まえて、

各再エネ設備における電力ビジネスの事業採算性を検討する。リースを活用した電力ビジ

ネスモデルの検討フロー(案)を図 3-3 に示す。 

 

 
図 3-3 リースを活用した電力ビジネスモデルの検討フロー(案) 

  ※□本年度の検討範囲 

 

3-2-3. 業務実施スケジュール(案) 

 2018 年中にリースを活用した再エネ設備の運転開始を目指し、リースを活用した電力ビ

ジネスの担い手となる地域 SPC を 2018 年 2 月までに立ち上げることを想定している。そ

のため、地域 SPC への出資事業者を 2017 年 11 月までに決定させる必要がある。 

リースを活用した電力ビジネスモデル業務の実施スケジュール(案)を以下に示す。 

 

表 3-1 業務実施スケジュール(案) 

  

STEP１：再エネリース事業の検討

①再エネポテンシャルの確認
②適性技術のリストアップ及び選定、
各技術のビジネスモデルの検討

③事業実施場所の抽出・選定

STEP２：再エネリース事業者
（地域SPC）の担い手検討

①地域内においてSPCの担い手調査・検討
（JA、森林組合、地銀等）

②地域外においてSPCの担い手調査・検討
（大手リース会社、銀行等）

STEP３：事業採算性の検討
①STEP１の調査・検討結果を踏まえ、各事業実施場所での事業採算性の検討
②売電収入を踏まえたリース期間、リース料金の検討
③STEP２の調査・検討結果を踏まえ、各事業実施場所の事業スキーム検討

STEP４：各事業実施場所に適した地域SPCの設立準備
①各事業実施場所に適した地域SPCの担い手の確認・検討
②法制度等の確認 等

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

１．対象施設の抽出・選定

２．地域SPCの担い手の抽出・選定

３．地域SPCへ出資する可能性がある事業者の抽出・選定

４．事業性評価及び事業化提案

５．地域SPCの立上げ

６．設備認定

７．電力会社への接続契約、特定契約の申請・許可

８．設置工事

2016年度 2017年度 2018年度
項目
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3-3. 本市の再生可能エネルギーポテンシャル等の整理 

3-3-1. 地域の再生可能エネルギー導入ポテンシャルの確認 

 環境省が、民間事業者再エネ導入を検討する際の参考資料として公表しているマップデ

ータを活用し、当該地域における公共系等太陽光、陸上・洋上風力、中小水力、マイクロ

水力、バイオマスの導入ポテンシャルを確認した。確認した結果を以下に示す。 

 

(1)太陽光発電の導入ポテンシャル 

 太陽光発電の導入ポテンシャルマップより、島の東部(福江港周辺)が周辺において導入

ポテンシャルが高いことが分かる。 

 

図 3-4 太陽光発電の導入ポテンシャル 7 

(2)陸上風力発電の導入ポテンシャル 

陸上風力の導入ポテンシャルマップより、陸上風力の導入ポテンシャルは、島内の一部

と島周辺の洋上は風速 6.0m/s 以上となっており、風力発電の導入ポテンシャルが高いこと

が分かる。 

                                                   
7 出典 環境省,再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ(平成 25 年度更新版) 
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図 3-5 陸上風力の導入ポテンシャル 8 

(3)洋上風力発電の導入ポテンシャル 

洋上風力の導入ポテンシャルマップより、洋上風力の導入ポテンシャルは、島周辺の洋

上は風速 6.0m/s 以上となっており、島周辺全体の導入ポテンシャルが高いことが分かる。 

 

図 3-6 洋上風力の導入ポテンシャル 9 

                                                   
8  出典 環境省,再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ(平成 25 年度更新版) 
9  同上 
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(4)中小水力発電(河川)の導入ポテンシャル 

 中小水力発電(河川)の導入ポテンシャルマップより、市内には、中小水力(河川)の導入ポ

テンシャルは、ほとんどないことが分かる。 

 

図 3-7 中小水力発電(河川)の導入ポテンシャル 10 

(5)中小水力発電(農業用水路)の導入ポテンシャル 

 中小水力発電(農業用水路)の導入ポテンシャルマップより、市内には、中小水力(農業用

水路)の導入ポテンシャルは、ほとんどないことが分かる。 

 

図 3-8 中小水力発電(農業用水路)の導入ポテンシャル 11 

 

                                                   
10 出典 環境省,再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ(平成 25 年度更新版) 
11 同上 



33 
 

(6)マイクロ水力発電の導入ポテンシャル 

 平成 25 年度に当市が策定した「五島市バイオマス産業都市構想(案)」によると、平成

25 年度の調査時点においては、発電電力規模 55kW 及び 15kW のマイクロ水力発電設備の

投資回収年は、事業開始 11 年目で累損解消する結果となっており、事業化は難しいと思

われる。 

 

図 3-9 五島市における小水力発電事業の概要 12 

  

                                                   
12 出典 H25 年度五島市バイオマス産業都市構想(案) 
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(7)廃棄物系バイオマスの導入ポテンシャル 

平成 25 年度に五島市が策定した「五島市バイオマス産業都市構想(以下、産業都市構想)」

によると、発電出力 50kW のメタン発酵発電設備の投資回収年は、事業開始 18 年目で累

損解消となっており、事業化は難しい結果となっている。メタン発酵発電事業の事業性評

価結果を下表に示す。 

しかし、本メタン発酵発電事業の事業性は、さかなのあらと刈草のみを原料として算定

されている。“廃棄物系・未利用バイオマスの賦存量と利用率(平成 25 年度)”をみると、現

在、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥、剪定枝等の利用率は 0 となっており、これらの原料も利

用できる可能性がある。 

また、産業都市構想においては、乳牛ふん尿や豚ふん尿、鶏ふん尿は 100%堆肥化とな

っているが、実際は、堆肥化できていない部分もあるため、検討する余地がある。さらに

奈留町漁協組合へのヒアリングより、水産加工残渣は産業都市構想における賦存量調査結

果よりも多い可能性があることが分かった。 

 以上の確認結果より、本事業において検討対象とする再エネ設備は、導入可能性が高い

太陽光発電と、導入可能性が高いと想定されるメタン発酵発電設備とする。 

表 3-2 メタン発酵発電事業の事業性評価結果 13 

 

※水産加工残さの処理費(収入)0 円/kg の場合、累損解消年数 20 年(20 年目累計収支 0.8 千万円)  

                                                   
13 出典 H25 年度五島市バイオマス産業都市構想(案) 
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表 3-3 メタン発酵発電事業 試算表 14 

 

  

                                                   
14 出典 H25 年度五島市バイオマス産業都市構想(案) 
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表 3-4 廃棄物系・未利用バイオマスの賦存量と利用率(平成 25 年度)15 

 
  

                                                   
15 出典 H25 年度五島市バイオマス産業都市構想(案) 
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表 3-5 リースを活用した電力ビジネスモデルの検討対象とする再エネ設備 16 

 

 

 

  

                                                   
16出典 H25 年度五島市バイオマス産業都市構想(案) 

再生可能
エネルギー

五島市にお
けるポテン
シャル状況

再エネ
設備
の規模

経済性 環境負荷
技術の
確立

ノウハウの
必要性

太陽光発電 〇 ◎ 〇 ○ ○ 低

風
力
発
電

陸上 〇
◎

小型風力
〇 △ ○ 高

着床 〇 △ 〇 △ ○ 高

浮体 ◎ △ 〇 △ △ 高

中小水力
発電

× △ 〇 〇 ○ 低

マイクロ
水力発電

△ ◎ 〇 〇 △ 低

メタン発酵
発電設備

△ 〇 〇 〇 △ 高

潮流発電 ◎ × × △ △ 高
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3-4. 導入に期待が持てる再生可能エネルギー設備 

3-4-1. 太陽光発電のリース事業 

(1)事業性算定の前提条件 

1)事業スキーム(案) 

地域 SPC が地域の農林業漁者に太陽光発電設備をリースし、農林業漁者は、FIT 価格で

売電する。リース料金は売電収入より賄う。地域 SPC の立上げには、地方自治体や地銀

などから出資または融資を集め、環境省の補助事業である「エコリース」を活用すること

を想定している。 

太陽光発電設備のリースを活用した電力ビジネスモデルにおける事業スキーム(案)を下

図に示す。 

 

 

図 3-10 リースを活用した電力ビジネスモデルの事業スキーム(案) 

2) 事業性を検討するための前提条件 

 以下の前提条件を踏まえ、リースを活用して太陽光発電設備を導入する場合の事業性を

算定した。 

太陽光発電設備は、当市保有物件(一部)の屋根上に太陽電池を搭載した場合を仮定した

(49 物件、合計 1,420kW)。また、太陽光発電設備の導入可能性を検討するに当たっては、

FIT を活用した 20 年間全量売電、太陽電池の容量(kW)当り 25 万円(材工一式)で調達、リ

ース期間 17 年で運用したと仮定して算定した。 

前提条件及びリース料算定の考え方を以下に示す。 

 

市内公共施設等
五島森林組合

JAごとう食肉センター

五島小中学校

五島市役所
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表 3-6 太陽光発電設備をリースで導入する場合の前提条件 

 

 

図 3-11 リース料算定の考え方 
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(2) 事業性の算定結果 

1) リース事業者の予想収支 

当市保有物件(一部)の屋根上(49 物件、合計 1,420kW)に太陽電池を搭載し、ま FIT を活

用した 20 年間全量売電、太陽電池の容量(kW)当り 25 万円(材工一式)で調達、リース期間

17 年で運用したと仮定した場合、リース事業者にとっての予想収支は以下の通りである。 

年間 710 万円程度の手数料収入が得られと想定され、リース事業体の経費をここから賄

うことになる。予想収支の算定結果における留意点を以下に整理する。 

表 3-7 リース事業者の予想収支 

 

  

リース料明細
項目 期間合計 比率

A:物件取得価額 236,666,667 58.1%
B:資金調達コスト 20,116,667 4.9%
C:固定資産税 21,993,033 5.4%
D:動産総合保険料 7,854,654 1.9%
E:手数料 120,700,000 29.6%

リース料総額 407,331,021 100.0%
エコリース補助金 0

年額 0
リース料総額（補助金反映済み） 407,331,021

月額リース料(エコリース反映済み）
契約期間月数 204 月
リース料 月額 1,996,721 ￥/month

年額 23,960,648 ￥/year
内、手数料 月額 591,667 ￥/month

年額 7,100,000 ￥/year
リース料率 0.5%

＜留意点＞ 

 リース会社の資金調達コスト、手数料によってプロジェクトの収支状況に

影響が生じる 

 また、物件取得価額はシステム単価を 25 万円として算定している 島し

ょ地域の場合の輸送費によって取得価額が上昇する可能性がある 
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2)発電事業の NPV とリース事業者の予想収支 

  前述した前提条件の場合、発電事業の NPV とリース事業者の予想収支結果は、下表の

通りである。リース事業を成立させるための太陽光発電設備の設置規模やリース手数料に

関しては、リース事業を担う地域 SPC が年間事業収益をどのくらい確保する必要がある

かによる。 

ただし、リース事業の収益で地域 SPC の人件費や事務所賃料などを賄い、太陽光発電

リース事業を成立させるためには、事業規模を 2,000kW 以上とし、システム調達価格が

30 万円/kWh から 20 万円/kWh へ引き下がることが望ましい。 

表 3-8 発電事業の NPV とリース事業者の予想収支 

 
 

3-4-2. メタン発酵発電設備のリース事業 

(1)事業性算定の前提条件 
1)検討対象とするバイオマス発電技術 

 当市におけるメタン発酵発電の実現方法としては、自治体主体か養豚農家主体かの 2 通

りが考えられ、人口 4 万人弱の五島市の場合は、小規模都市のバイオガス化システムの導

入が適していると考えられる。都市タイプ別の最適なメタンガス化システムとメタン発酵

発電設備事例を下表に示す。 

 

  

30
万
円/

k
W

25
万
円/

k
W

20
万
円/

k
W

システム
単価 発電事業者にとっての価値（現在価値） リース会社の手数料（￥/年）
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表 3-9 都市タイプ別の最適なメタンガス化システム 17 

都市タイプ ゴミ収集区分 バイオガス化システム 

大都市 

(50 万人以上) 

Ⅰ可燃ごみ収集 ①機械選別→乾式メタンガス化(＋残渣

焼却) 

 Ⅱ食品廃棄物の分別収集 ②湿式メタンガス化(＋残渣焼却) 

地方中心都市 

(10 万人～50 万

人未満) 

Ⅰ可燃ごみ収集 ①機械選別→乾式メタンガス化(＋残渣

焼却) 

Ⅱ食品廃棄物の分別収集 ②湿式メタンガス化(＋残渣焼却) 

Ⅲ食品廃棄物分別収集+他の

バイオマス混合 

③湿式メタンガス化(残渣焼却) 

※他のバイオマスとの混合処理 

小規模都市 

(2 万人～10 万

人未満) 

Ⅲ食品廃棄物分別収集+他の

バイオマス混合 

①湿式メタンガス化(残渣焼却又は肥料

化) 

※広域的な処理 

※他のバイオマスとの混合処理 

農山漁村 

(2 万人未満) 

Ⅲ食品廃棄物分別収集+他の

バイオマス混合 

①湿式メタンガス化(残渣の肥料化) 

※家畜排せつ物等との混合処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 出典 環境省, メタンガス化施設整備マニュアル(H28 年)より作成 
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表 3-10 メタン発酵発電設備事例 18 

施設名 稼働 
開始日 

生ごみ処理 
対象人口 

受入量 
(処理能力) 

処理能

力 
処理方

式 
発電機出力 

年間発電量 
稚内市バイオ

エネルギーセ

ンター 

H24.4 39,595 人 生ごみ：11.51ｔ/日 
紙類：1.40ｔ/日 
廃食用油：0.08ｔ/日 
下水汚泥：5.73ｔ/日 
水産汚泥：1.37ｔ/日 

34 ｔ /
日 
(最大) 

湿式・ 
中 温 発

酵 

25ｋW×8 台 
1,230MW ｈ

/年 

北空知衛生組

合リサイクリ

ーン(深川市) 

H15.4 35,706 人 生ごみ： 16ｔ/日 16 ｔ /
日 

湿式・ 
高 温 発

酵 

47kW×2 台 
482MWh/年 

鹿追町環境保

全センター 
H19.10  家畜ふん尿：134.4t/

日 
生ごみ：2.0t/日 
浄化槽汚泥等：1.57t/
日 

94.8ｔ
/日 

湿式・ 
中 温 発

酵 

100kW×1 台 
200kW×2 台 
4,600kwh/
日 

黒部市下水道

バイオマスエ

ネルギー利活

用施設 

H23.5 41,852 人 生ごみ 
(ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ)：688kℓ/
年 
下水汚泥：24,346kℓ/
年 
農集排汚泥：1,080kℓ/
年 
浄化槽汚泥：134kℓ/年 
コーヒー粕：2,884kℓ/
年 

80.4kℓ/
日 

湿式・ 
中 温 発

酵 

95kW×1 台 

大木循環セン

ター 
H18.6 14,350 人 生ごみ：3.8ｔ/日 

し尿：7.0kℓ/日 
浄化槽汚泥：30.6kℓ/
日 

41.4ｔ
/日 

湿式・ 
中 温 発

酵 

25kW×2 台 
2,494 kWh/
日 

瀬波バイオマ

スエネルギー

プラント ((株 )
開成) 

  食品残渣(事業系一般

廃棄物、産業廃棄物)
農業残渣、有機性汚

泥、その他) 

4.9t/日 乾式・ 
中 温 発

酵 

発電量 
(最大)日量 
3,000kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
18 同上 



44 
 

(2)廃棄物系バイオマス利活用の検討フロー 

廃棄物系バイオマス利活用の検討フローを以下に示す。今年度は、計画条件の設定及び

現状把握を行った。ただし、廃棄物系バイオマスの賦存量は、再調査が必要である。 

 

図 3-12 廃棄物系バイオマス利活用の検討フロー19  

                                                   
19 出典 環境省, メタンガス化施設整備マニュアル(H28 年)より作成 



45 
 

3-5. 現時点の課題と今後の計画・展望 

3-5-1. 今後の課題 

(1)太陽光発電設備 

本事業の検討結果より、太陽光発電リース事業を成立させるためには、事業規模を

2,000kW 以上とし、システム調達価格が 30 万円/kWh から 20 万円/kWh へ引き下げること

が望ましいことが分かった。 

現在、市保有物件(一部)は、49 物件、合計 1,420kW であるため、事業規模を 2,000kW

以上とできるか、システム調達価格は 20 万円/kWh へ引き下げる必要があるが、島しょ地

域の場合の輸送費によって取得価額が上昇する可能性がある。 

また、日本もＦＩＴ価格の見直しと電気料金の継続的な上昇により、太陽光発電の場合、

売電よりも自家消費するほうが、経済的なメリットが大きくなる時代が到来している。 

 

(2)メタン発酵発電設備 

安定的な燃料確保、副産物・残さの利用 または適正処理が重要であり、地方行政機関や

地域の協力が不可欠である。現在考えられる課題・リスクと対応例を以下に示す。 

表 3-11 メタン発酵発電設備の導入にける課題・リスク及び対応例 20 

課題・リスク 対応例 

・発電利用後の副産物・残さ(消化液、燃焼灰等)の利

用また は処理に関しては、地方行政機関や地域の

協力が不可欠で あり、地域の同意を得るためには

数年の期間が必要 

・地域に対する丁寧な 説明と協力

依頼 

・燃料が家畜排せつ物、生ごみ、下水、し尿等の多

様な廃棄物 であり、これらを混合利用する場合

は、地方行政機関をはじめ として、様々な関係機

関との調整が必要 
・関係機関の連携による窓口の一本化などの効率化

による効果的な取組の推進 

・消化液利用に関する技術開発、

普及 啓発を目的とした実証・デ

モンストレー ションの実施、利

用施設整備の検討・ 提案 
・消化液利用の普及・拡大 

・メタン発酵発電設備の技術的確率 ・経験・ノウハウによらない発電

設備の開発 

 
3-5-2. 今後の進め方 

これまでの検討結果を踏まえ、次年度以降は、以下の調査・検討を進める必要がある。 

 

 

 
                                                   
20  出典 環境省, メタンガス化施設整備マニュアル(H28 年)より作成 
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 廃棄物系バイオマスの導入ポテンシャル調査 
 メタン発酵発電の導入可能性を検討するため、廃棄物系バイオマスの導入ポテンシャ

ル調査を実施する必要がある。 

 太陽光発電リース事業の検討(遊休地活用・売電型) 
事業規模を拡大するため、市・農協・漁協保有が保有している遊休地におけるメガソ

ーラのリース事業を検討する必要がある。その際、島しょ地域の場合の取得価額も精

査する必要がある。 

 太陽光発電リース事業の検討(屋根置きタイプ・自家消費型) 
ＦＩＴ価格の見直しと電気料金の継続的な上昇により、太陽光発電の場合、売電より

も自家消費するほうが、経済的なメリットが大きくなる時代を見据え、太陽光発電(自

家消費型)を対象としたリース事業の検討することが望ましい。 

 再エネリース事業者(地域 SPC)の担い手検討 
   地域内において SPC の担い手となる事業者がいないか、JA、森林組合、漁業、地銀

等を対象として、ヒアリングを実施する。地域内において SPC の担い手が見つから

ない場合は、大手リース会社、銀行等の地域外企業において可能性がないか調査する。 
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