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表 5-2-4 リース事業者にとっての予想収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）感度分析 

感度分析の結果を以下に示す。メタン発酵発電設備をリース事業で導入するためには、発電

出力単価 304 万円/kW（補助金 1/3 適用）、合計発電出力 250kW（5 台導入）、リース手数料

3%、FIT による全量売電及び全量売熱が必要である結果となった。 

発電設備 1 台の場合はリース会社の事業性確保が難しく、5 台の場合は原料が不足する結果

となった。 

なお、NPV 法（正味現在価値法）とは、プロジェクトに投資をする際に、NPV がプラスで

あれば、投資を行うという投資の意思決定方法である。プロジェクト投資は、プロジェクトが

生み出すであろう将来のフリーキャッシュフローの現在価値の合計と投資額を比較し、投資額

の方が低ければ投資する。 

＜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 456 万円/kW として

算定している 

・発電出力 50kW の場合の価格である 

・全量売電及び売熱又することが前提である 
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図 5-2-3 感度分析結果 

5-3. 調査内容 

 5-1 章に示した背景を踏まえ、本年度は農林漁業関係者のエネルギーコスト削減につながる

再エネの導入に関する検討を行う。 

 まず、検討の基本方針を次の通り、定めて検討を行った。 

① 初期投資費用が不要であること 

② 事業所規模に関わらず実施が可能であること 

③ 市場において実績のある技術であること 

 既存のエネルギーコスト削減策をリストアップした上で、上記の基本方針も踏まえて評価を

行った。結果を下表 5-3-1 に示す。 

検討方針に照らして考えると、電力契約の変更と太陽光発電の第三者所有モデルで検討を行

うことが望ましいものと考えられた。このうち、電力契約の変更は価格の低廉な電力会社から

の調達に切り替えることであり特段の検討が必要ないと想定されることから、以降の検討は太

陽光発電の第三者所有モデルに関する検討を行うこととした。 

  



33 

 

表 5-3-1 エネルギーコスト削減策とその評価 

 

 なお、太陽光発電の第三者保有モデルとは、初期投資が必要な太陽光発電設備を小売電気事

業者などが所有して電気を直接供給するサービスのことである（参照：図 5-3-1）。 

 

  

図 5-3-1 第三者所有（略：TPO）モデルの仕組み 

小売電気事業者等の第三者が保有する太陽光発電設備を農林漁業者の施設やカーポート等に

設置、発電した電気をまず自らの施設で消費（自家消費）し、不足がある場合には小売電気会

社から不足分の電力を購入し、また余剰がある場合には余剰電力を電力会社等に売電するモデ

ルである。 

 一例として、太陽光発電の第三者所有モデルを利用した場合のコスト削減効果を試算した。

結果を図 5-3-2 に示す。冷凍倉庫などの動力設備であれば年に約 15 万円のエネルギーコスト削

減が期待できる。 

 

初期投資の必要性 実施規模の制約 市場における実績 評価エネルギーコスト削減策

冷凍機・空調機などの
熱源設備の高効率化

ＥＳＣＯ事業の実施

自家消費型太陽光発
電設備の導入

電力契約の変更
（新電力などへ）

太陽光発電設備の
第三者所有モデル

による導入

必要
（数百万～）

初期投資不要
削減効果のうち一定
量をESCO事業者へ
支払い

必要
（数百万～）

不要
（契約変更のみ）

不要

特になし

事業所の延べ床面
積などが一定水準
以上あること

事業所の電力消費
量に依存

特になし
負荷率の低い事業
所であるほうが有利

事業所の電力消費
量に依存

有
（いわゆる設備投
資）

有
（大規模事業所を中
心に各地で実施）

有
（工場・物流企業な
どが多数実施）

有
（電力契約の10％が
新電力へ切替）

有
（地域新電力中心に
一部地域で実施）

設備投資負担があるため、
今回検討では不適

五島市内の農林漁業事業
者の事業規模にはばらつき
があるため不適

設備投資負担があるため、
今回検討では不適

初期投資不要で実施可能
※対象事業所は選定要

初期投資不要で実施可能
※対象事業所は選定要

農林漁業事業者

電力利用料

屋上、駐車場への
設置許可・契約

太陽光設備を
無償で設置

倉庫や冷凍施設など 地域電力小売
会社など

電力会社

電力会社から
購入

電力会社へ売電

余った電力

TPO事業者
から購入

太陽光で発電した電力

消費電力

農林漁業者の
施設など

自
家
消
費
電
力

地域電力会社
または

TPO事業者
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料金設定 料金設定

契約メニュー 低圧電力 契約メニュー 低圧電力

基本料金 993.6 円/kW ・月 基本料金 993.6 円/kW ・月

従量料金単価 夏季 16.85 円/kW h 従量料金単価 夏季 16.85 円/kW h

その他季 15.2 円/kW h その他季 15.2 円/kW h

再エネ賦課金単価 2.9 円/kW h 再エネ賦課金単価 2.9 円/kW h

農林漁業者の施設（冷凍倉庫） 農林漁業者の施設（冷凍倉庫）

契約電力 25 kW 契約電力 30 kW

使用電力量 103,047 kW h/年 使用電力量 109,398 kW h/年

負荷率 47.1% 負荷率 41.6%

電気料金 電気料金

年間基本料金 298,080 円 年間基本料金 357,696 円

年間従量料金 1,674,122 円 年間従量料金 1,777,302 円

再エネ賦課金 298,836 円 再エネ賦課金 317,254 円

合計 2,271,039 円/年 合計 2,452,252 円/年

181,214

発電量

設置容量 5 kW

設備利用率 14.50%

予想発電量 6,351 kW h/年

稼動期間 20 年

総発電量 127,020 kW h/稼動期間

設備投資

初期投資 15 万円/kW

発電パネル 万円/kW

パワコン 万円/kW

工事 万円/kW

総初期投資 75 万円

発電コスト 5.9 円/kW h

電気料金 37,500 円/年

支払電気料金合計 2,308,539 円/年 支払電気料金合計 2,452,252 円/年

※実施効果 143,714 円/年

1,437,135 円/稼動期間

変更後 変更前

電

気

料

金

の

単

価

試

算

太

陽

光

発

電

の

第

三

者

所

有

合

計

 

図 5-3-2 第三者所有モデルを利用した場合のエネルギーコスト 

 なお、太陽光発電の第三者所有モデルを利用することで、得られる効果はエネルギーコスト

の削減だけでなく、環境負荷の低減効果も含まれる（参照：図 5-3-3）。 

 

 

図 5-3-3 第三者所有モデルによる期待効果 

エネルギーコスト
の削減

環境負荷の低減

◼ TPO事業者から購入する自家消費電力の電気料金単価が、九州電力から購入する電
気料金よりも安くなるように設定することで電気料金の支払い削減が期待できる

◼ さらに、太陽光発電で発電した電気を自家消費することで、自家消費電力量の分だけ、
再生可能エネルギー発電促進賦課金の支払いを回避することができる

◼ また、設置時点で自家消費電力の利用単価を固定してしまえば、契約期間の間中にお
いて自家消費電力量分の電気代値上げが生じなくなる

◼ 太陽光発電で発電した電力をそのまま利用することによって、ガス火力や石炭火力で
発電した電気の購入量を減らすことができる。

◼ 農林漁業の実施に伴って生じる二酸化炭素排出量の削減が期待できる

期待効果の具体的内容期待効果
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 このように農林漁業関係者にとってエネルギーコスト削減のみならず、環境負荷の低減とい

うメリットを生み出す第三者保有モデルについて、以下のステップで検討を行った（参照：図

5-3-4）。 

 

図 5-3-4 検討のステップ 

5-4. 削減手法の導入可能性に関する調査 

 前項に示したステップに従って、農林漁業関係者へのヒアリングを行った。ヒアリング対象

は次の通りである。 

○五島農業協同組合 

○五島ふくえ漁業協同組合 

○五島漁業協同組合 

○奈留町漁業協同組合 

ヒアリングの結果、頂いたご意見・コメント等は表 5-4-1 の通りである。 

表 5-4-1 ヒアリングにおいて得られた主なご意見・コメント 

○現在よりも電力の価格が安くなるのであれば、それは良いこと。 

○太陽光パネルを所有する第三者保有モデルにおいて、組合が保有者となることは想定して

いない。あくまでサービスとして利用する立場。 

○年間の電力コスト等の詳細については、別途、確認が必要。 

○エネルギーコストの面からは、漁協としては電気代が最も負担が大きいが、組合員は船舶

用油が最も負担になっている。 

○第三者保有モデルで、現在よりも電力の価格が安くなるのであれば、それは良いこと。 

○現時点では、提示される電力コストを冷静に評価して安ければ新電力から購入する方向。 

○また、地域内で資金が循環するというメリットはあるし、評価できる。 

農林漁業事業者への
導入意向ヒアリング

五島電力への
事業実施提案

◼ 地域の農林漁業事業者
に対して導入可能性のヒ
アリングを実施

◼ 初年度事業において調
査した電力契約情報をも
とに経済性シミュレーショ
ンを示し導入意向を確認
する

◼ 農林漁業事業者に対す
る電力小売以外に代わる
新たな電力供給の形とし
て、五島電力（仮）へ本事
業の実施提案を行う

STEP1 STEP2
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○昨今の動向として、（太陽光発電等の）出力抑制が心配である。 

○もともとは収益を確保して、同収益を用いて地域に貢献していくというモデルであったは

ず。 

○上記のモデルは組合として非常に評価していた。また、組合としても地域への貢献が求め

られているところであり、親和性もあると思っていた。 

○組合自身が、資金力を生かして第三者保有をする側になることは難しい。 

○現在よりも電力の価格が安くなるのであれば、それは良いこと。但し、トラブルが発生し

ないことが条件。 

○現在の電力コストの負担であるが、正確なところは分からないが、年間で 3,000 万円ぐら

いは使っている可能性がある。冷凍関係が最も電力を消費しているはず（年間 2,000 万程

度かと推定）。 

○電力コスト削減の努力は行っている。例えば、高圧契約は製氷設備のある施設のみであ

り、一箇所は電子ブレーカを導入して低圧にして調達するようにした。高圧契約が残って

いるものも、今後、更新の予定。 

○エネルギーコストという面から見ると、電気代が最も負担が大きく、組合員は船の燃料と

しての油が最も負担が大きい。組合員の燃料費負担について、かなりざっくりとした数値

であるが、400～500 万／年は負担しているのではないか。 

○船舶の省エネ化としては、低速化がある。また、現在、船のエンジンの回転数を落とす実

証を実施している。 

○太陽光パネルを所有する第三者保有モデルにおいて、組合が保有者となることは想定して

いない。 

○組合としては組合員のサポートを行っていく。経費が増加しており、経営は楽ではない。 

○現在よりも電力の価格が安くなるのであれば、それは良いこと。他の電力供給者との比較

で組合にメリットがあるのであれば、電力調達を考えることも可能。地元企業ということ

で、地域内で経済循環が行われるというメリットは理解している。 

○以前からお話している通り、電力価格は高くその低減には関心が高い。色々と工夫をして

きた。例えば、需要の大きな急速冷凍設備にデマコンを着けるなどのことは行ってきた。

また、定置網の巻上げに油を利用しているが、作業ごとに油の利用量の見える化を行って

いる。 

○既に一部の電力を新電力に切り替えていたが、九州電力からの提示価格が低廉になったた

め、現在は再び全電力を九州電力から調達している。 

○太陽光パネルを所有する第三者保有モデルにおいて、組合が保有者となることは想定して

いない。あくまでサービスとして利用する立場。 

○太陽光発電設備を自ら導入した場合にどの程度の経済的なメリットが出るのかをシミュレ

ーションしたいので、簡単な計算を行うツールを提供して欲しい。 
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○集魚灯の LED 化は省エネ効果がある方策と理解している。但し、LED では魚が集まりに

くいという話を聞いたことがある。 

以上の通り、いずれの関係者においてもコスト削減につながるのであれば賛同するという回

答であった。 

また、市内に設立済みの小売電気事業者にとっても農林漁業関係者にとってのコスト削減に

つながるメリットが出て、自らの事業としても損失を出さないのであれば、第三者保有モデル

で太陽光発電設備を導入することを自らの事業として実施することも可能との回答を得てお

り、今後、具体化を図っていく段階にある。 

 

5-5. 事業を通して得られた成果と今後の課題 

以上の通り、本事業では農林漁業関係者が直接に初期投資を負担することなく、再エネを導

入し、副収入を獲得したりコスト削減を実現したりするモデルについて検討を行ってきた。 

再エネ設備を自らの施設等に設置するものの、初期投資の負担を負わないということは、設

置コスト（初期投資コスト）を誰かが負担するということであり、2016 年度、2017 年度に検

討したモデルでは、その負担者がリース事業者であった。また、本年度検討したモデルでは、

その負担者が第三者（TPO）であり、具体的には、例えば、地域の電気小売事業者であった。 

いずれのモデルにおいても第三者が初期投資の負担を負うことから、金利やサービス手数料

等が発生するため、農林関係漁業者が支払う金額の総額は初期投資を自ら負担する場合よりも

大きくなる。このため、導入する再エネ設備には一定のスケールメリットがでるよう規模が求

められることになる。 

一方、太陽光発電設備の自家消費の場合、太陽光発電設備の初期投資価格が低下しているこ

とに加え、再エネのための賦課金や託送料等の料金を負担する必要がないことから、初期投資

負担者の金利や手数料を支払ってもより農林漁業者にとって大きなメリットが出る可能性が期

待できる。 

このように、第三者に初期投資を負担してもらうモデルについては、その事業を成立させる

ための条件を把握し、地域内にそれらの条件を満たせる環境があるか否かを確認することが重

要である。  
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6. 農林漁業の地域活性化策に向けた調査検討 

6-1. 電力販売取次店システム 

6-1-1. 現在の検討スキーム 

 五島市民電力では地域活性化策の一環として、市内の企業や団体(農林漁業団体含む)に小売

電気事業における取次店としての役割を担ってもらう事業スキームを検討している。これによ

り、取次店側は小売電気事業者としてのライセンスを保有しなくとも収益の一部を得ることや

新たな提案メニューを提案することが出来る。また、小売電気事業者側としては営業経費を圧

縮しながら顧客チャンネルの開拓につなげることが出来るメリットが考えられる。同社は、取

次店の収益確保の観点からも、取次店を通して提供する電力料金を事業採算が図れる範囲で値

下げすることを検討している。 

 

(参考)電力の取次店モデルについて 

電気事業法上で許容されている自社でライセンスを取得しない方法として、媒介・取次・

代理が挙げられる。取次店モデルは自主的なメニューを作成し、需要家と契約をすることが

出来る点に特徴がある。 

 

出典：経済産業省 電力の小売営業に関する指針＜平成 30 年 9 月 28 日改定＞より 

○取次店モデルの特徴 

・電気の供給契約は、取次業者と需要家の間でなされる 

・販売電力メニューは、小売電気事業者のメニューないしは連携パートナー独自のメニュー 

・取次業者と小売電気事業者は取次契約を締結する(取次手数料を乗せて契約する) 

・取次業者は小売電気事業者のライセンス取得は不要 

 

 電力取次の事例として、HTB エナジー株式会社の取次店として独自メニューと HTB エナ

ジー社のプラン双方を提供する株式会社プランビー(新潟県長岡市)等の事例が有る。その他 

高圧部門を中心に大手の電力会社と取次店契約を結ぶ事業者も出てきている。 
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 反面、小売電気事業者の取次店として活動する農林漁業者の事例は先例がほぼ存在しない

と考えられ、農林漁業者らしい取次店の展開は今後の検討事項となる。 

 

6-1-2. 先進地視察 

 前項の参考部分にも記載した通り、農林漁業者が電力の取次店を担っているケースは過去に

も事例が殆ど無いことから、参考となる事例を収集し、農林漁業関係者に取次モデルについて

の理解を深めて頂く必要があった。そこで、農林漁業関係者が実施する電力販売実態や電力販

売取次店の仕組み、実務についての情報収集のため、参考事例として上屋久町電気施設協働組

合、種子屋久農業協同組合、安房電機利用組合を視察した。屋久島は豊富な水資源を活用し、

民間企業(屋久島電工)が実施する水力発電が島内の 9 割の電力需要を支えており、九州電力、

上屋久町電気施設協働組合、種子屋久農業協同組合、安房電気利用組合の送電事業者 4 者がそ

れぞれ管轄する特定エリアに自営線を用いて発電事業者の電力を送電事業の側面も含めて供給

している(図 6-1-2-1)。 

 

図 6-1-2-1 屋久島の電力供給形態10 

視察実施概要は次頁の通りである。 

                                                   
10 屋久島町電気課．屋久島町の電気概況と配電事業について．2019 

九州電力㈱ 水力発電

屋久島電工㈱ 水力発電

火力発電
(民需用)

渇水期及び台風等
の非常時のみ使用

九州電力㈱ 火力発電

＋

上屋久町電気施設協同組合

安房電気利用組合

種子屋久農業協同組合

自社消費

北部地区(永田・吉田・一湊)

北部地区(上記以外の地区)

南部地区(安房)

南部地区(上記以外の地区)

口永良部地区
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 種子屋久農協の屋久島支所は昭和 36 年に、それまで集落ごとに運営していた小水力による

共同自家用電気施設を農協運営に統一し、屋久島電工より受電した電力の配電事業を行ってい

る。現在は、農水省の離島電気導入事業を活用し変電所等の建設も行い、安定した配電事業に

取り組んでいる。 

 小売事業の実務面のうち、電気料金の回収については上屋久町電気施設協働組合、種子屋久

農業協同組合、安房電気利用組合の 3 者いずれも集金システム(上屋久、安房は一部。農協は集

落毎に全域)を導入している(図 6-1-2-2)。これにより自所作業量の削減、利用者へ手数料として

の利益還元などの効果があると思われる。いずれの事業者も契約件数 1,000～4,000 件の経理請

求業務を 2～3 名程で実施していた。この集金や請求書発行、費用回収等のモデルは五島市の

小売電気事業にとって参考に資するものであるものと考えられる。 

 また、その他の地域貢献策としては防犯灯や歩道灯など公共性の高い箇所の照明料金の無償

負担などが実施されていた。新たな再エネ導入拡大やエネルギー消費の観点における地元産業

との連携を深めていくといった話は聞かれなかった。 

 

訪問日：平成 31 年 1 月 28 日(月)～1 月 29 日(火) 

参加者：野口 敏明氏 (ごとう農業協同組合 総務部長) 

金田 典久 氏 (五島漁業協同組合 専務理事) 

山田 敏昭 氏 (五島ふくえ漁業協同組合 参事) 

出口 浩一 氏 (奈留町漁業協同組合 参事) 

橋本 武敏 氏 (五島風力発電株式会社/五島市民電力株式会社 代表取締役) 

宮本 康久 氏 (五島市地域振興課 再生可能エネルギー推進室 係長) 

小泉 翔 氏 (株式会社 ATGREEN) 

 他、五島市再生可能エネルギー産業育成研究会より 8 名参加 

訪問先：①屋久島町・上屋久町電気施設協働組合 

②種子屋久農業協同組合 

③安房電機利用組合 
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図 6-1-2-2 種子屋久農協の集金システム11 

6-2. 域外需要家向け電力返礼品 

 五島市以外の地域在住の需要家(主に家庭向けを想定)に対する電力の販売では、主に五島市

出身者で外に出ている方や五島市を応援したい方をターゲットとして市外の需要家専用の返礼

品付のプランを作ることを検討している。具体的には、市外の需要家には大手電力会社の値引

き前の通常価格相当で電力供給する(つまり値引きをしない)代わりに、年に一度五島の特産品

を贈るプランを計画している。同様の取り組みを行っている地域の事例として、長野県の「森

のエネルギー株式会社」の取り組みが挙げられる。同社の代表取締役である坂越 健一氏には、

本事業で開催した第 1 回シンポジウム勉強会に講師としてお招きし、講演頂いた。第 1 回シン

ポジウム勉強会の内容及び、森のエネルギー株式会社の返礼品プランについては 6-3-1 章で述

べる。 

 五島市民電力は、市外の需要家に送る返礼品として、農林漁業者による農産品や水産品等を

選定することを検討している。返礼品プランを通じて、地域特産品のブランド力の向上を図る

とともに、事業利益を農林漁業者に還元する仕組みを作ることを目的とする。この案について

は、農林漁業関係者対象の勉強会(3-4-1 章参照)にて、五島市民電力と農林漁業関係者との間で

意見交換が行われ、人件費等コストを可能な限り押さえながら、関係者にとって負担が少ない

形での連携の仕組みや役割分担、併せて返礼品の選定について検討が進んでいるところであ

る。五島市の物産品販売サイト「MIGOTO」(図 6-2-1 参照)を運営する一般社団法人 五島市物

産振興協会とも連携にむけた協議を実施している。 

                                                   
11 種子屋久農業協同組合．提供資料．2019 

JA(BHT)
検針データ入力業務

集 落

JA(事務コン)
データ取込業務

検針担当者
検針・入力作業

JA
請求書作成

集 落

集落(担当者)
仕分け作業

集落(担当者)
個人へ配布・郵送

集落(担当者)
集金・引落業務

JA

JA
検針・集金手数料
計算業務

集 落

入金

入金



42 

 

 

   

図 6-2-1 五島市の物産品販売サイト「MIGOTO」12 

6-3. シンポジウム勉強会開催状況報告 

6-3-1. 第 1 回シンポジウム勉強会 

地域主体の小売電気事業を行う上での成果や課題を先行者の取り組みから学び、意見交換・

情報共有を行うことで、地域とより連携し地域に根差した事業の実現するためのシンポジウム

勉強会を開催した。開催内容を以下に示す。 

 

▽プログラム 

                                                   
12 一般社団法人 五島市物産振興協会 HP より．http://mi-goto.shop-pro.jp/ 

時間 内容 

5 分 開会挨拶 

50 分 講演 

「地域新電力 森のエネルギー株式会社の取り組み」 

(坂越 健一 氏  森のエネルギー株式会社 代表取締役) 

10 分 休憩 

50 分 

 

パネルディスカッション 

「地域新電力事業の拡大に必要な要素とは」 

坂越 健一 氏   森のエネルギー株式会社 代表取締役 

松井 信正 氏 長崎総合科学大学 教授 

出口 浩一 氏 奈留町漁業協同組合 参事 

木村 誠一郎 氏 五島市民電力株式会社 

清瀧 誠司 氏 福江商工会議所 会頭 

開催日時：平成 30 年 12 月 19 日(水)午後 13 時～午後 15 時 

開催場所：観光ビルはたなか(五島市中央町 7-20) 

主催：五島市再生可能エネルギー推進協議会(農林漁業エネルギー活用推進部会) 

開催目的：地域新電力事業の先行者を招き意見交換・情報共有を行い、地域とより連携し地

域に根差した事業の実現を目指す 
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第 1 回シンポジウム勉強会では、森のエネルギー株式会社 代表取締役である坂越 健一氏に

「地域新電力 森のエネルギー株式会社の取り組み」についてご講演いただいた(図 6-3-1-1)。 

森のエネルギー株式会社は、長野県富士見町にある森の中のシェアオフィス「富士見 森のオ

フィス」の入居企業が協力して立ち上げた、地域のための電力会社である。本事業で採択され

た 4 地域のひとつである長野県塩尻市の事業において、事業化に向けた支援を行っている

elDesign 株式会社も、森のエネルギー株式会社に参画している。 

「でんきを通じてふるさとを応援しよう」をキャッチコピーとした「諏訪応援でんき」プラ

ンでは、年間契約者に地元名産品である「真澄 山廃純米大吟醸 七號」、「南アルプス塩ようか

ん」のいずれかを返礼品として受け取れるサービスを展開している。また電気代の一部を地域

の商店などで利用できる「おトクポイント」サービス(計画中)や、電力利用データを用いた見

守りサービス等も検討・実施している。電力販売体制について、代理店販売を地元企業に依頼

し、売り上げの一律 3％を代理店に支払う体制を構築している。講演ではこれらの取り組みが

実施されるまでの経緯や体制構築の過程についてなどをお話頂いた。 

 

                                                   
13 森のエネルギー株式会社 HP より https://www.mori-energy.com/suwa-ouen-denki/ 

<進行> 

冨永 聖哉 氏 株式会社アットグリーン シニアマネージャー 

5 分 閉会挨拶 

森のエネルギー株式会社 取り組みの特徴 

① 地元名産の返礼品付き電力プラン 

② 地域通貨を通した地域活性化策 

③ 地域見守りサービス 

④ 地元企業による代理店販売 

 

返礼品                                       返礼品 

真澄 山廃純米大吟醸 七號/宮坂醸造株式会社   南アルプス塩ようかん/有限会社小笠原商店13 
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図 6-3-1-1 第 1 回シンポジウム勉強会の様子 

講演の後は、部会員、五島市民電力及び坂越氏をパネラーとしたパネルディスカッションを

実施した(図 6-3-1-1 右)。ディスカッションの内容を抜粋して以下に示す。 

パネルディスカッションテーマ：「地域新電力事業の拡大に必要な要素とは」 

【森のエネルギー株式会社の代理店制度について】 

・代理店は現在、約 40 団体(個人や自治会、企業含む) 

・代理店になるための要件は特にはないが、代理店同士が利益の取り合いをしないように配

慮している。 

・代理店制度は販管費のコスト削減にはなっていない。固定費の削減にはなっている。 

【代理店、取次店制度のメリットや制度拡大について】 

・商工会がこの事業に関わる上での最大の目的は雇用の促進と資金流出の防止である。 

・プロパン業者や石油関連業者等が代理店として参加し少しでも利益を見出せるようになれ

ば良いと思う。 

【五島市らしい地域新電力事業、地元との関係構築促進のポイントについて】 

・多くの地域新電力が苦戦している部分として、従来の電力会社から地域新電力に切り替え

る必要性が伝わらない、住民に信頼されないということが考えられる。自治体のサポー

ト・事業への関与がキーポイントとなる。 

【「諏訪応援でんき」プランについて】 

・返礼品として取り扱っている羊羹、お酒はオンラインサービスも行っているので、そこで

連携することもできる。「諏訪応援でんき」プランの契約数が増えれば、今後連携していく

ことを考えている。 

・返礼品の発送には人件費と時間がかかる。グループ会社の社員が作業を行っている。 

・搬送に係る費用も考慮すると返礼品のグレードも必然的に限られる。 

返礼品等を通じた農林漁業者と地域新電力の連携について：出口氏】 
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森のエネルギー株式会社 坂越氏より地元企業による電力の代理店販売や地元名産の返礼品付

き電力プランの事業体制について情報を共有して頂いたことで、五島市民電力で検討している

(代理店とは異なるものの)取次店モデルや返礼品プランの検討に向けて参考となる内容となっ

た。参加した農林漁業者にとっても、これら事業モデルの仕組みへの理解が深まったと考えら

れる。 

返礼品プランの仕組みについて、今後の課題としては、搬送の手間や人件費、コストの問題

がある。発送に係る費用も織り込んで検討する必要もあり、返礼品のグレードも自ずと限られ

る。五島市民電力は返礼品として農林漁業者による農産品・水産品及びそれらの加工品を想定

しているため、農林漁業者と連携し、これらの課題を加味しながら体制を整えていく必要があ

る。 

  

・漁協でもギフト商品など取り扱っており、五島出身者からご要望がある。五島市民電力の

返礼品はギフトに限らず、デイリーユースの商品もあれば喜ばれるのではないか。 

【質疑応答】 

Q1.地域新電力の見守りサービスについて、行政からの委託業務として、行政との連携などは

考えられるのか 

A1.見守りサービスのデータを福祉協議会に提供し、福祉協議会が独居老人への駆け付け支援

を行うなどの連携はある。 

【登壇者コメント】 

・全国的に、地域新電力は増えてきているが、経営的には難しい舵取りが迫られている。地

域の方が地域新電力から電気を積極的に買うなどの協力があってはじめて成功する事業で

ある。地域の力を結集して進めていただきたい。 

・ふるさと応援でんきの仕組みは非常に面白いと思う。五島の物産を外部地域に届けるとい

う意味でも、これからの取り組みとして可能性が大きいと感じる。 

・漁協では非常に多くの電気を使う。原価の 50％以上が電気である。地域小売電気事業者に

は 1 円でも価格を下げて電気を提供欲しい。 

・五島市民電力は、市、民間、市民が協力し合ってという意味を込めて“市民電力”と名付けら

れた。経営的には当面厳しく、技術的にもハードルが高いと認識している。ただ、将来

FIT の制度が終了した後のことを考えると、電力・エネルギーの地産地消において五島市

民電力は必要である。他に方法がないと言える。まずは本事業をビジネスとして成り立た

せ、将来のために育てていく。五島市の皆さんで本事業を育てていきたい。価格の面で

も、1 円でも安くという努力をしながら、市民、代理店の皆さんに還元していきたい。 

・五島の人口減少に何とか歯止めをかけたい。本事業はオール五島で行いたい。一人でも多

くの若者が五島に残るような産業になることを願う。 
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6-3-2. 第 2 回シンポジウム勉強会 

 第 2 回シンポジウム勉強会では、長崎総合科学大学より木下学長をお招きし、五島市におけ

る再エネに関連する研究活動をご紹介頂くと共に、民間との連携構築に向けた質疑や意見交換

を実施した。開催内容を以下に示す。 

 

▽プログラム 

時間 内容 

5 分 開会挨拶 

60 分 講演 

「長崎県の離島における循環型社会の構築 

（世界経済牽引地域への窓口としての長崎地域創成プログラム）」 

木下 健 氏  長崎総合科学大学 学長 

20 分 質疑応答 

5 分 閉会挨拶 

講演では、大学が実施している五島市及びその周辺で実施している再エネ拡大に向けた技術

検討として、「藻場育成」「潮流発電での導入を睨んだロボット開発」「海中でのグライダー型の

潮流発電設備」等が紹介された。全体質疑応答では藻場の課題、地域で創られた電力の蓄電に

関する内容や仮想通貨の技術を用いた電力取引、市内で導入が期待されるエネルギーとしての

畜産業でのバイオガス発電等について活発な意見交換が行われた。小売電気事業者と学術研究

機関との今後の新たな活動や連携の構築についての期待も寄せられ、公共性の高いサービスで

ある電力小売事業における産学官民金の連携の重要性を参加者が感じることが出来る機会とな

った。 

地域新電力事業モデル構築にむけた勉強会 

開催日時：平成 31 年 2 月 20 日(水)午前 10 時 30 分～午後 12 時 

開催場所：福江総合福祉保健センター 

主催：五島市再生可能エネルギー推進協議会(農林漁業エネルギー活用推進部会) 

開催目的：地域新電力事業において、農林水産業者や地元企業、市民、行政が一丸となった

五島らしい事業モデルの構築に向けて意見交換・情報共有を行い、より地域に根差した事業

の実現を目指す 
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図 6-3-2-1 第 2 回シンポジウム勉強会の様子 

6-4. 五島市民電力の地域活性化プラン 

五島市民電力では地域活性化プランとして、前述や図 6-4-1 の電力販売取次店システム、域

外需要家向け電力返礼品プラン以外にも、図 6-4-2 に示すように、経済、環境、社会の 3 つの

側面から地域に貢献できる取り組みを推進していくことを想定している。その他にも利益の地

域への還元として検討されているプロジェクトがあり、例えば五島市の特産品である椿製品の

原料となる椿の再生プロジェクトなどが挙げられている。今後はこの案の中から、事業で得ら

れた収益や関係者間の調整状況を踏まえながら、実現可能性が高い事業から優先的に選定し、

実行することを検討している。 

 

図 6-4-1 再エネによる地域産業の活性化プラン14 

                                                   
14 五島市民電力株式会社事業説明資料を基に作成 
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表 6-4-1 五島市民電力株式会社の地域貢献プランイメージ15 

項目 内容 

1.経済的価値の創造 ○商工業の活性化 

・市内取次店による新たなビジネスモデル創造 

○農林漁業の活性化 

・非化石証書等も含めた再エネ価値の活用検討 

・地場産品の返礼品活用 

2.環境的価値の創造 ○農林水産業の環境対策 

・有害鳥獣対策支援の検討 

○環境問題の対策 

・環境教育の支援 

・再エネ導入の支援策検討 

3.社会的価値の創造 ○農林水産業の担い手対策 

・生産環境支援プロジェクト等の検討 

○少子高齢化対策 

・学校教育活動支援 

・各種スポーツ大会等での協力 

○地域コミュニティー活性化 

・町内会活動の支援 

 

6-5. 事業を通して得られた成果と今後の課題 

地域活性化及び島外の顧客獲得を目的として導入予定の「域外需要家向け電力返礼品」の仕

組みについて、今後の課題として運用体制の確立がある。発送等の手間を可能な限り低減しつ

つ、返礼品リストアップや発送体制を整えるには、農林漁業者や市の物産振興協会との連携が

必須となる。この点については、農林漁業関係者対象の勉強会(3-4-1 章参照)にて五島市民電力

と農林漁業者の間でも意見・情報交換が行われ、連携体制や返礼品の品目等についても作業負

担やコストも含めて検討が進められている。 

電力販売取次店システムについて、農林漁事業者は取次店としての事業参入についても検討

を行っている。既に前向きな検討を進めている組織もある(3-4-1 章 勉強会の質疑応答より)。

代理店制度と取次店制度の違いはあるが、地元企業による電力の代理店販売を既に実施してい

る森のエネルギー株式会社の事業の仕組みについても第 1 回シンポジウム勉強会(6-3-1 参照)を

通して、情報が共有されことで、五島市民電力と取次店の連携体制や役割の分担についても意

見交換が行われ、農林漁業者も含めた体制検討・構築が進んでいる。 

                                                   
15 五島市民電力株式会社事業資料を基に作成 
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 今後の小売電気事業については、競争が激化している中で電力販売価格の低減や地域貢献が

期待される中で、事業採算性が成り立ち継続性のある運営を行っていくことが求められてい

る。継続的な事業運営には農林漁業者を含め、行政、地元企業、市民の理解と協力が必須であ

る。農林漁業者も含め五島市民電力への電力の切り替え・同社への出資・取次店としての事業

参加の意向は多くの事業者から寄せられており、本事業での議論も含めて関係者間で積極的に

議論、意見交換、情報共有が行われ、地域のための意思決定が実現するようになってきた。電

力小売事業開始後の運営、活動についても期待が高まっている。 
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7. 農山漁村再生可能エネルギー法における基本計画の策定  

7-1. 調査検討の概要・狙い 

本事業においては、地域の意向が反映される地域小売電気事業者を設立の上、再生可能エネ

ルギーの地産地消を図ると共にその買電や売電収益の一部を農林業者へ活用することを目的と

している。そこで、その事業内容を反映した農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画

を策定・公開することで地域の再エネ地産地消と農林業分野の連携を具体的に表現することを

目標として検討を行った。 

 

7-2. 平成 29 年度までの成果と課題の整理 

本事業を反映した基本計画の検討について平成 29 年度までに行ってきた内容を以下に記

す。 

表 7-2-1：平成 29 年度までの検討結果と課題 

年度 内容 課題 

平成 28 年度 ✓ 基本計画に関する基本情報の整理 

✓ 検討に向けた関係者内での情報共

有 

✓ 再エネ開発と地域の調和に関連す

る事項の検討(景観等) 

 地域小売電気事業の事業化 

 本計画に位置付ける再エネに

ついて 

平成 29 年度 ✓ 九州農政局と連携の上、素案作成  地域小売電気事業の事業化 

 既存再エネと計画の位置付 

 

7-3. 調査検討内容・方針 

平成 29 年度までの取り組みを受けて、本年度は基本計画の具体的内容の作成・承認・公開

に向けた手続きに取り組んだ。検討スケジュールは下表 7-3-1 の通りである。 

 

表 7-3-1：検討スケジュール 

時期 内容 

第一回部会 ✓ 基本方針の作成に向けた説明 

第一回部会終了後 ✓ (事務局を中心として)内容の協議 

✓ 草案の作成 

※上記は九州農政局からも支援を受けながら実施した 

シンポジウム勉強会ないしは勉強

会 

✓ 基本計画草案の農林漁業関係者及び五島市民電力へ

の提示 

✓ 上記関係者からの草案に対する内諾 

上記終了後 ✓ 草案の追記・修正 
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✓ 市内での内部確認実施 

第二回部会 ✓ 最終案の提示 

✓ 最終案の承認 

第二回部会終了後 ✓ 市での決裁・公開 

 

7-4. 調査実施内容 

ここでは、計画の草案作成、承認に至るまでの実際の流れを記載する。 

計画草案作成に際しては、五島市民電力の電源調達や地域還元プランと連携した記述を行っ

た。具体的には再生可能エネルギー設備には様々な種類の設備があり、更に既設・新設の設備

が存在するが、その中でも五島市民電力が確保している電源(陸上風力発電設備/五島風力発電

保有)を対象として基本計画の草案作成を行った。  

 

 本計画草案に記載している主な内容は以下の通りである。詳細な計画文章については巻末の

参考資料 3 に掲載している。 

表 7-4-1：基本計画の概要 

項番 項目名 記載概要 

1. 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促進による農山

漁村の活性化に関する方針 

 地域の特徴 

 農林漁業の現状 

 再生可能エネルギーの現状 

 地域農林漁業への再生可能エネルギ

ーの活用状況 

2. 再生可能エネルギー発電設備の整備を促

進する区域 

 五島市民電力が調達している再エネ

発電設備の所在区域 

 陸上風力電施設の導入検討区域 

3. 2 の区域において整備する再生可能エネ

ルギー発電設備の種類及び規模 

 2 欄に記載した発電設備の種類と規

模 

4. 再生可能エネルギー発電設備の整備と併

せて農林地の農林業上の効率的かつ総合

的な利用確保を図る区域及び当該確保に

係る事項 

 該当なしとして記載 

5. 再生可能エネルギー発電設備の整備と併

せて促進する農林漁業の健全な発展に資

する取組みに関する事項 

 地域小売電気事業者の五島市民電力

が電力を購入し、地域に供給するこ

と、そこで得られた収益の一部を活用

して農林水産加工品の契約需要家へ

の提供を行うことなど農林漁業者の

経営力向上延いては地域農林漁業の
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活性化に貢献することを記載 

6. 自然環境の保全との調和、その他の農山

漁村における再生可能エネルギー電気の

発電の促進に関し配慮すべき重要事項 

 自然環境や景観の保全や調和を保っ

たうえでの再エネ拡大について記載 

 景観条例や小型風力発電についての

ガイドラインへの遵守を求めること

について記載 

7. 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よ

る農山漁村の活性化に関する目標及びそ

の達成状況についての評価 

 発電設備の確保に向けた目標の記載

と進捗把握を行う旨を記載 

8. 再生可能エネルギー発電設備の整備を促

進する区域において整備する再生可能エ

ネルギー発電設備の撤去及び原状回復 

 施設整備事業者の責任において撤去

や土地の原状回復を行う旨を記載 

9. 農林地所有権移転等促進事業に関する事

項 

 該当なしとして記載 

10. 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

するその他事項 

 ホームページでの周知や設備整備計

画の認定、区域外の関係者との連携に

ついて記載 

別紙 2 に記載した区域の地図  区域の地図上の位置を記載 

 

 上記草案に対して、まず本年度の第一回部会にて作成方針を説明の上、草案を作成した。草

案について 12 月に開催したシンポジウム勉強会のタイミングにて農林漁業関係者及び五島市

民電力関係者に提示を行い、内諾を得た。その後、発電設備の地目等に修正を加えた後に、再

度第二回部会にて最終案として提示を行い、承認を得た。 

 

 表 7-4-2：基本計画の承認・公開に向けたプロセス 

時期 内容 

第一回部会 

(平成 30 年 9 月 4 日) 

✓ 基本方針の作成に向けた説明 

第一回シンポジウム勉強会 

(平成 30 年 12 月 19 日) 

✓ 基本計画草案の農林漁業者および五島市民電力への

提示 

✓ 関係者の草案に対する内諾 

第二回部会 

(平成 31 年 3 月 19 日) 

✓ 最終案の提示 

✓ 最終案の承認 

第二回部会終了後 

(平成 31 年 3 月 29 日) 

✓ 市での承認・公開手続き 
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7-5. 現在の課題と今後の調査方針 

 ここまで記載のとおり、五島市において本事業における地産地消の理念を反映する基本計画

の策定を行った。策定に際しては、市内の小売電気事業者である五島市民電力が確保している

再エネ電源を中心とした内容とした。 

今後はこの計画の改訂や計画記載設備の設備整備計画認定等の運用に向けた点が重要になる。

また、風力発電や太陽光発電の確保に向けた活動を五島市民電力が行っていることからこれら

の電源の計画への反映も検討が必要となる。また、農林地を候補地として風力発電の導入が検

討される場合には本計画と連動させることで市の農林業者関係者との調和が図られた再エネ導

入が進むことも期待される。 
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8.モデル地域としての普及に向けた検討と部会の活動 

8-1. 五島市 小売電気事業と農林漁業連携モデル 

 3 か年に渡って実施してきた本事業で得られた成果を図 8-1-1 に纏める。成果としては、平

成 30 年 5 月に地域事業者のみ(ごとう農業協同組合も現在、出資意向を表明)の出資で構成され

る地域小売電気事業者「五島市民電力株式会社」が設立された点がまず挙げられる。設立間も

ないこともあり、事業内容の詳細が固まるまでにどうしても時間が必要となり、小売電気事業

者と農林漁業者間の具体的な連携協議まで時間を要した。だが、部会員での情報共有やシンポ

ジウム等の開催を通じた情報発信や意見交換を実施してきたこともあり、電力価格の側面だけ

ではなく資金が域内で循環することや地域への利益還元も含めた事業運営であることについて

具体的な連携に向けた協議に進み、前向きな検討が進んでいる状況である。今後の課題として

は 100％島内出資事業者で形成されているため、小売電気事業を実施した経験がなくこれから

実務的なノウハウを構築していくこと、そして更なる大口需要家や農林業関連需要家の獲得が

想定される。9-1 章にて後述する島外のアドバイザーからの助言も参考にしながら、島内事業

者を中心とした連携ワークショップ内における協議を通じて需要家の拡大を進めていくことが

まずは事業の安定化、拡大ひいては地域還元活動のためにも必要となると考えられる。 

 五島市民電力が導入予定の小売電気取次店モデルや域外需要家向け電力返礼品プランについ

ても農林漁業者からの前向きな協力や連携の意向が確認できており、導入が進めばモデル地域

として特徴的な取り組みに繋がる期待ある。更なる具体的な内容や実際に取り組みを行う際の

具体的な仕組み(取次店を実施する際の手数料還元率や具体的な返礼品の選定、運営体制)は今

後の検討事項であるが、これらも島内事業者を中心とした協議を今後進めていく予定になって

いる。  



55 

 

 

図 8-1-1 五島市 小売電気事業と農林漁業連携モデル 

  




