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今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識

者会議（第 2回） 

 

 日時：令和 4 年 3 月 10 日（木）10:00～12:00 

            場所：TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター 

 

議 事 次 第 
 

1 開会 

2 議事 

（1）報告事項【資料 1】 

  ・第 1回会議での主な御意見 

  ・ヒアリング調査の結果概要（設備・営農関係） 

  ・委員指摘事項への回答 

 

（2）営農型太陽光発電の課題整理【資料 2・3】 

  ①民間資金・保険導入に関する課題 

  ②今後予想される営農型太陽光発電の動きと検討すべき課題案 

 

（3）委員による発表【資料 4・5】 

  ①（株）みずほ銀行 永井洋之氏（融資の課題について） 

  ②（株）MOGITATe 北河博康氏（保険、スマート農業について） 

 

（4）自由討議 

議題 1：民間資金・保険の導入のあり方について 

議題 2：今後予想される営農型太陽光発電の動きと検討すべき課題に

ついて 
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3 閉会 

 
＜配付資料＞ 

座席表 

開催要領・委員名簿 

資料 1 報告事項（事務局提出資料） 

資料 2 民間資金・保険導入に関する課題（事務局提出資料） 

資料 3 今後予想される営農型太陽光発電の動きと検討すべき課題案 

（事務局提出資料） 

資料 4 営農型太陽光発電に対する民間金融機関の考え方について 

（永井委員提出資料） 

資料 5 営農型太陽光発電に関するリスクと保険制度の概要 

（北河委員提出資料） 
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午前 10 時 00 分 開会 

 

1．開会 

〇事務局 それでは定刻となりましたので、「第２回今後の望ましい営農型太陽光発電の在り方を

検討する有識者会議」を開催致します。 

本会議は TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターで開催しておりますが、傍聴者の方々と

オンライン会議でつないでおりますので、はじめに留意事項についてご説明を致します。 

現地会議室のカメラ及び収音マイクはプロジェクタ―のあちらに設置をしてございまして、そ

のまま話されますとオンライン参加の方々に声が届きにくいので、委員の皆様におかれましては、

ご発言の際はマスクを着けたままの状態でお手元のマイクをご使用いただきたいと考えてござい

ます。会場の都合上マイクの本数に限りがございまして、座長席の専用のマイクを除き 2 テーブ

ルに 1 本マイクを置いてございます。お手数ですが、お隣同士でマイクを共有いただきますよう

お願い致します。またマイクは常にオンにしていただいて問題ございませんが、雑音が入ります

ので、ご発言の際を除いてマイクには触らないようにお願い致します。 

なお、委員以外の傍聴者の皆様のご発言・ご質問は認めておりませんので、カメラ・マイクを

オフにしていただきますようお願い致します。 

続いて配布資料の確認をさせていただきます。クリップ止めをしている資料について、上から

議事次第、会議開催要領、座席表とございまして、続いて資料 1 から 5 を用意してございます。

不足のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

オンライン参加の方々には各資料の説明の際に資料を投影させていただきますので、よろしく

お願い致します。また、本日の会議資料及び議事録については、前回同様、後日農林水産省様の

WEB ページに掲載させていただく予定でございますので、予めご了承ください。 

それでは議事次第に沿って、はじめに農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課の荻野

課長よりご挨拶をいただきます。荻野課長、よろしくお願いします。 

 

〇荻野課長挨拶 農林水産省都市農村交流課の荻野でございます。本日もよろしくお願い致しま

す。 

 本日は、「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議」第 2 回目にご参集

いただき、ありがとうございます。 

2 月の第 1 回の検討会では、設備構造・設置方法及び下部農地での営農についてご議論いただ

きました。 

 委員の皆様からは、農業の実態にあった農業者が使いやすい設備構造を考えるべき、優良農地

の確保や地域との共生、環境の保全等について地域で話し合うことが重要である、といったご意

見を頂きました。 

 本日事務局では、委員のご指摘を踏まえ、農業者、発電事業者、研究者など、様々な分野の方々

へのヒアリングやデータの整理を行っております。後ほどご紹介させていただきたいと思います。 

 第 2 回目の今回につきましては、委員のみずほ銀行の永井様、株式会社 MOGITATe の北河様

の方から発表をいただくとともに、民間資金・保険の導入のあり方について、また今後予想され
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る営農型太陽光発電の動きと検討すべき課題について、ご議論をいただくこととしております。 

委員の皆様におかれましては、ご忌憚のないご意見を聞かせていただければと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

また、会議開催要領の裏面に委員名簿を掲載してございますが、本日の委員の皆様の出席状況

についてですが、委員 8 名全員が現地でご参加をいただいている状況でございます。 

 

2．議事 

〇事務局 続いて議事に移りたいと思います。 

これより進行は荒川座長にお願いしたいと思います。荒川座長、よろしくお願いいたします。 

 

〇荒川座長 ご紹介いただきました荒川でございます。本有識者会議の座長を務めさせていただ

いております。よろしくお願い申し上げます。 

今回は第 2 回目の会合ということでございまして、色々資料が準備されているようでございま

すが、最初に前回の報告事項と営農型太陽光発電の課題整理について、資料 1 と 2 につきまして

事務局からご説明いただき、資料 3 につきまして農水省の方からご説明をいただくということで

ございますので、まず資料説明をよろしくお願い申し上げます。 

 

〇事務局 事務局を代表して株式会社クニエよりご説明をさせていただきます。 

 資料 1 に基づいて、まず事務局からの報告事項についてご説明をさせていただきます。 

3 ページ目のところ、第 1 回会議の主なご意見というところですが、前回頂いたご意見をまと

めております。こちらも前回の振り返りという位置付けですので、ここでの説明は割愛させてい

ただきます。 

続いて 6 ページ目のヒアリング調査の結果概要というところですが、有識者会議と並行して事

務局で行っていたヒアリング調査の概要をまとめております。前回のテーマの設備の構造や設置

方法、下部農地の営農関係について抜粋したものでございます。こちらも前回のテーマに関わる

ものを抜粋してございますので、詳細な説明は差し支えますが、10 ページのところをご覧いただ

ければと思います。こちらのところに経営についてというところの記載がございます。一番上の

2 ポツ目ですけれども、発電事業者の方からいただいたコメントとして、今年度・昨年度、新たに

FIT の申請をしたものがあるが、パネル・設備価格が上がっているので、今建設しても採算が取

れないというコメントをいただいております。今後設置する案件については、FIT の収益がどん

どん悪化していくという中で、下のところに記載の通り、事業者ですとか農業者の方も様々取組

をされているということで、一部ご紹介させていただきます。括弧書きのところで、農産物販売

の高付加価値化というところの 1 ポツ目ですけれども、営農型太陽光の下部で生産された農産物

をカーボンフリーの農産物としてベンチャー企業と検討しているとか、今後の経営の方向性の確

保というところですけれども、1 ポツ目のところで、今後は FIT から PPA に転換していくと予想

される、2 ポツ目のところで、PPA を通じた地産地消を考えている、また、もともと電力需要が
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ある加工工場ですとか搾乳施設等を想定して、電力供給を PPA でしていくことを考えている、農

業者の方からのご意見として、農業のハウスの中で使うヒートポンプの中で自家消費していく、

といったコメントもいただいています。こうした FIT 単価が低下していく中で、今後のあり方に

ついて発電事業者・農業者の方々、模索している状況でございます。 

続いて 11 ページ目以降ですが、委員指摘事項への回答としております。前回、柚木委員と馬場

委員の方からご指摘をいただいておりました。まず地域類型別、圃場整備されたような農地でど

の程度営農型設備が立地しているか、というご指摘をいただいておりました。詳細に圃場整備が

されたところがいくつあるかというところはデータとして拾えなかったのですけれども、関連す

るデータを 12 ページ以降でご紹介させていただきます。 

まず営農型太陽光発電の地域分布でございますが、左側にございますように、関東地方等、太

平洋側に多い状況でございます。こちらの件数を地域類型別に見たものが右側の円グラフになり

ます。こちら推計値ではあるのですけれども、中山間地域の占める割合が全体の 3 割程度という

ふうになってございます。 

続いて 13 ページでございます。左側のグラフにある通り、全体で見ますと、営農者と発電事業

者が同一主体という割合は全体の 44%となってございまして、別主体の案件が全体の 56％となっ

ております。一方で右のグラフですが、農地区分ごとに運営体制を見てみますと、第 3 種農地で

は営農者と発電事業者が同一の割合が多い状況となっております。①と②を足したところでござ

います。これは農業者が小規模に営農型太陽光発電に取り組んでいる事例が一定数存在している

ためだと考えられます。 

続いて 14 ページでございますが、農地区分別の許可割合と面積について示したものでございま

す。左のグラフにございます通り、営農型太陽光発電設備の 93%が農用地区域ですとか、第 1 種

農地に立地している状況でございます。この要因といたしまして、第 2 種、第 3 種農地では、営

農型ではなくて、転用による一般的な太陽光発電設備が選択されている可能性があると考えてお

ります。また右側のグラフにある通り、農地区分別の面積分布を示したものですが、4ha 以上の農

地を利用したものとしては全体 14 件ありますが、全て農用地区域に存在しておりまして、その内

10 件が、調査最新年度である令和元年度の直近 3 年間に許可されたものでございまして、荒廃農

地等を利用した大規模なものが近年増えてきているという状況を示しております。 

続いて 15 ページ目でございます。荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の状況について、地域

類型別に見たものがこちらでございます。左のグラフ、こちら棒グラフで示したものが、農地区

分別に見た荒廃農地の活用件数でございまして、線グラフで示したものが割合を示しております。

左側のグラフをご覧いただければと思いますが、荒廃農地を活用した営農型太陽光発電施設は件

数で言いますと平地農業地域が最も多いという状況になっておりまして、全体に占める割合で言

うと、山間農業地域が最も高いというふうになっております。右側のグラフにございます通り、1

件あたりの施設の規模で見ますと、平地農業地域が最も多い状況になっております。 

続きまして、荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の状況を農地区分別に見たものが 16 ページ

です。左側のグラフをご覧いただきますと、こちら各年度の荒廃農地を活用した件数を棒グラフ

で推移を示しております。また、線グラフで荒廃農地の許可面積の推移について示しています。

平成 30 年に荒廃農地を活用した営農型太陽光発電の一時転用期間が延長され、令和元年度の荒廃
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農地を活用した営農型太陽光発電施設の件数および面積が拡大しているという状況になっており

ます。また右側のグラフですが、1 件あたりの平均面積については、農振農用地区域内に設置され

たものが、荒廃農地を活用したものの中でも最大になっているという状況です。 

最後に、前回馬場委員から架台を活用した鳥獣害対策・防虫対策についての状況はどうなのか

というご指摘をいただいておりました。そちらについての資料でございます。17 ページでござい

ます。 

こちら事例を 2 つ並べておりますが、架台にネットを括り付けて鳥獣害・害虫対策に活用して

いる事例がございます。事例①のように水平方向にネットを張って害鳥の被害ですとか、防虫対

策として利用している例、事例②の通り、地面の垂直方向にネットを建てて、鹿よけネットとし

て、鳥獣害対策に活用している事例もありますので、ご紹介をさせていただきます。 

事務局からの報告としては以上でございます。 

続きまして資料 2 についてご説明をさせていただきます。こちら今回のテーマになります、民

間資金・保険の導入に関する課題について事務局の方で事前に調査した内容をまとめてございま

す。 

まず民間金融機関の融資についてでございます。こちら有識者会議と並行して実施しておりま

したヒアリングのうち、金融に関する部分を抜粋したものを示しております。 

平均的な融資としては融資額数百万～数千万のものが多い、平均は 2,000 万円強くらいという

ことになっております。また償還期限・融資期間の実態としては、低圧型の場合大体 10 年が多い

けれども、近年の大規模案件だと 15 年から 17 年程度といったコメントをいただいております。 

また審査時の確認内容としては、基本的に発電事業の収益性、営農継続性、担保といったとこ

ろが確認事項として上げられておりました。例えば収益性のところで言いますと、NEDO が日照

量のデータを出しておりますので、そちらを踏まえた発電見込み量をチェックしたりですとか、

規模や事業費が妥当かどうかを既存の事例と比較したり、また他の金融機関と連携してヒアリン

グをする等して、その妥当性を確認しているといった声をいただいております。また営農の継続

性についても申請者の方にヒアリング等を行い、確認しているといった声をいただいております。 

詳細は割愛しますが、制度に対するご意見をお伺いしています。1 点目ですけれども、実際に収

量のデータがどうなったか、パネルを置いて収量がどのくらい落ちたのかというところのデータ

を蓄積しないと、農家としても、申請する方としても、心理的なハードルが高く、そういったデ

ータが示せれば心理的なハードルが下がるといったご意見、また最後のところですけれども、市

町村の農業委員会にとって判断の厳しさが異なるので、もう少し明確な基準があれば、金融機関

も案内がしやすくなる、そういったご意見をいただいておりました。 

続いて営農型太陽光発電の資金需要と供給について簡単にご説明させていただきます。6 ペー

ジでございます。 

左下にございます通り、15a の農地に遮光率 35%で設置した場合、およそ 1,350 万円程度費用

がかかるということです。資金需要主体としては、農業者が発電事業を行う場合は農業者が、発

電事業者が発電事業を行う場合は発電事業者が資金需要主体となります。これらの資金をどう確

保していくかというところですけれども、右側にございます通り、行政ですとか、行政の補助金

ですね、自社の自己資金を活用したりといった事例もございますが、基本的には民間金融機関か
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らの借入を行っているのが現状でございます。 

続いて、7 ページ目ですけれども、金融機関からの借入の方法としてコーポレートファイナン

スとプロジェクトファイナンス、それぞれお示ししております。基本的に金融機関からの借入は

この 2 タイプに分かれるということになっています。 

コーポレートファイナンスは基本的に通常の融資でございまして、企業や農業者の信用や担保

提供能力に依拠する通常の一般的な融資でございます。プロジェクトファイナンスは発電事業の

キャッシュフローのみを返済原資として融資を得るという資金調達のあり方でして、大規模なメ

ガソーラー等で活用されているということでございます。EPC 事業者、設計・施工等を行う事業

者等が出資をして SPC という特別目的会社、こちら発電事業を目的とした会社を設立し、その会

社に金融機関が融資をする仕組みでございます。 

それぞれメリット・デメリットを下に記載しております。コーポレートファイナンス、通常の

ファインナンスのメリットは、借入までに要する時間・コストが低い、また比較的金利も低いと

いうことがメリットになる一方で、デメリットは信用や担保によって調達できる資金が限定的で

あったり、農業者が借入を行う場合には、農地は担保力が小さく、ケースによっては自宅等に権

利を設定する必要があるということでございます。プロジェクトファイナスのメリット・デメリ

ットについては、それぞれコーポレートファイナンスのメリット・デメリットの反対というふう

にご理解いただければと思います。 

続いて 8 ページ目ですが、コーポレートファイナンスを実施している金融機関の例を示してお

ります。分類としては、日本政策金融公庫、銀行、JA バンク、信用組合、信用金庫といったとこ

ろが営農型太陽光発電に対応した融資を行っているという状況です。 

続いて 9 ページ目ですが、営農型太陽光発電に関する金融の例として大きく 3 つに分けており

ます。 

（1）のところですけれども、下部農地も農業者が営農して、上部の発電事業も農業者自らが行

うという例でございます。こちら①と②で分かれておりますが、金融機関の直接借入を行う例と、

営農型の実績は不明ですが、リース会社からリースを受けるという例です。 

（2）については、下部農地の営農を農業者が行い、上部の発電事業を事業者が行うというもの

です。金融機関から発電事業者が融資を受けて発電事業者が設置をして発電事業を営むというも

のです。 

（3）のところですけれども、こちらが先程申し上げたプロジェクトファイナスの事例でござい

ます。四角の囲いの中にある通り、金融機関にとって営農の継続性というものがなかなか判断し

づらいということにはなりますが、事務局の方で営農の継続性を判断することができるメルクマ

ールになるのではないかという例をいくつか示しております。例えば金融機関から融資実績のあ

る農業法人、50 代までの意欲のある経営者のいる農業法人、GAP・BCP・有機 JAS 等の認証制度

に積極的に取り組んでいる農業法人等が挙げられるかと思います。 

続いて 10 ページ以降で、資金調達の課題について、事務局で整理したものをお示ししておりま

す。こちら細かいので詳細は控えますが、金融機関にとっての課題は、左から 2 列目の融資の課

題というところにございます。一般的な融資の貸し倒れリスクや一時転用許可の取り消し、また

更新不許可による貸し倒れリスク、次ページに移りまして、災害等による発電事業の収益悪化・
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弁済の停滞・貸し倒れリスク、こういった 3 点に大きく分かれるのかなと考えています。それぞ

れ金融機関の方で申請書類等を確認して対応してそのリスクの確認を行っているということかと

思いますが、一番右側の残る課題というところが金融の現状の課題と考えています。例えば、作

物とか遮光率による営農への影響に関する知見が不足している、農業委員会の明確な統一した基

準がないので地域の差があると、11 ページのところですけれども、事前の調査だけでは設備の安

全性や強度について適切な判断が難しいというところが残る課題として挙げられると思っており

ます。 

11 ページの下の表については融資申請者にとっての課題というものを示しておりますが、ここ

では割愛致します。 

続いて 12 ページでございますが、民間保険会社の保険についてでございます。 

保険会社と発電事業者に対するヒアリング概要を示したものが 13 ページでございます。詳細は

割愛させていただきます。 

15 ページでございますが、太陽光発電事業向けの保険商品としてどういったものがあるかとい

うものを示したものです。内容は保険によって異なりますが、中心的には財物保険、例えば自然

災害等の事故によって設備に損害が発生した場合に補償される財物保険、あと発電事業が停滞し

た時にその利益を補償する利益保険、あと第三者に損害を与えた場合にその損害賠償責任を補償

する賠償責任保険といったところが中心的な保険となっております。その他、地震保険が特約で

ついていたり、サイバー保険や廃棄費用等を記載しておりますが、そういった近年の新たな保険

というものも出てきております。 

16 ページ目に保険への加入状況を示しておりますが、太陽光発電事業者、こちら営農型に限り

ませんが、9 割が保険に加入している状況でございます。火災保険、財物保険に入っている方が最

も多いという状況でございます。 

最後 17 ページ目、保険リスクから見た営農型太陽光発電の課題です。（1）のところで営農型太

陽光発電と保険と記載しておりますが、営農型太陽光発電に特化した保険は現状ないということ

で、オーダーメイドで設計されているということでございます。立地ですとか、積雪・水害のリ

スクが高いのは立地によって大きく異なるので、場所・案件ごとにもリスクが異なると。また太

陽光発電の事故率が上昇している状況にあるということでございます。 

こうした状況を踏まえまして、営農型太陽光発電のリスクの特徴をどう見ていくかというとこ

ろでございますが、営農型太陽光発電特有のリスクと致しまして、上部構造と下部農地、それぞ

れのリスクが相関しているというところでございます。例えば上の発電設備が農地に与える影響

として、パネルの倒壊による下部農地の影響ですとか、遮光による農産物の減収、支柱による作

業性の低下といった、農地・農業に与える影響がある一方で、下側に記載をしていますが、農地

側が発電事業に与える影響で、農機の衝突や農業者の死亡・リタイアによる営農の中断、簡易な

構造による構造の脆弱性といったものが挙げられます。それぞれのリスクについて、継続的にメ

ンテナンスをしてリスクマネジメントをしていくことが重要と認識しておりまして、右側に記載

の通り、発電事業については、営農型太陽光発電に適合した構造基準を以てその安全性を確保し

ていく、農地側については BCP の作成や有機 JAS、GAP 等の認証制度の導入、あるいは毎年の

農業委員会による作付確認をしていく等して、双方でリスクの確認をして、それぞれコミュニケ
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ーションをしてリスクを低減していくことが重要なのではないかと考えております。 

以上でございます。 

 

〇新田室長 それでは続きまして資料 3 についてご説明いたします。農水省農村計画課の新田で

ございます。資料 3 は後ほどの自由討議の議題 2、今後予想される営農型太陽光の動きと検討す

べき課題についてまとめたものでございます。 

2 ページでございます。現在の FIT 価格の低下の中で、今後どういった営農型の展開が見られ

るかというものをまとめたものでございます。こちら右側の写真がございますが、一つは地産地

消の進展ですとか、あとは新技術の導入による発電効率・生産性の向上、また 3 番目といたしま

して、規格化や大規模化による効率化というものが進んでいくのではないかというふうに予想し

ています。なお、これはこうあるべきということではなくて、現在の業界の動向から見てこうい

う方向が予想されるのではないかということでまとめたものでございます。 

具体的に 1 点ずつ見てまいります。3 ページをお開きださい。①としまして、地産地消の進展

ということで、右側ございますが、今後中山間地域でガソリンスタンドの撤退や燃油高騰による

コスト増や生活利便性の低下が懸念されております。こうした中で左側の絵にありますが、営農

型太陽光発電に加えまして、小水力やバイオマスといった、地域の自然エネルギー源を利用した

エネルギーの地産地消が進んでいくのではないかと、これらの利用方法として、売電だけではな

くて、例えばヒートポンプ式のハウスに電力を供給していくことですとか、スマート農機あるい

は今後進展していく車の自動化に対応した電動軽トラ、一般家庭、あとは製材所等の地域の産業

への供給ということが考えられるのではないかということでございます。一番左下にございます

が、こうした地域に付属する再生可能エネルギーを活用した地域のイノベーションに向けて、試

験研究も含めて、さらに検討を深めることが重要ではないかというふうに考えています。 

なお、右側の方に、どれだけの電力が必要かをまとめています。一番上の段、例えば 50 世帯の

集落の家庭用電気を供給するとした場合、仮に営農型で全て賄うとした場合 48a ということにな

っています。ただ、全てを営農型でやって、しかも日射量とか蓄電とかそういうことは一切控除

しない数字でございます。 

続きまして、4 ページ目でございます。新技術の導入による発電効率・生産性の向上ということ

で、現在藤棚式やアレイ式が主流になっていますが、今後右側にありますような追尾型システム

や垂直モデルといった新しい構造が出てきたり、下の段にあるような透過型のパネルや、折り曲

げて使えるようなパネル等が将来的に出てくるのではないかというふうに言われております。 

次、5 ページ目でございます。こうした新しいものが出てきた時の課題として、左側、太陽電池

が活用できる波長域と植物が光合成に活用できる波長域が重なっているのではないかというふう

なことを農研機構でも研究されております。こうした中で、新しいパネル等が登場してきた場合、

農業との両立についてどうやって進めていくか、研究が必要ではないかということでございます。

あと右側、新型パネルが登場してきた場合、採光性や農作業の円滑性、感電等に対する安全性、

スマート農機での円滑な作業ができるか等についても検討が必要になるのではないかと考えてお

ります。 

真ん中の絵は垂直モデル、南北に、縦に両面のパネルを置くものについて示しているものでご
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ざいます。右下にございますが、今後新たな設備の登場により、営農と発電の両立が図られるの

か、新たな課題はないか、これにつきましても試験研究含めて検討が必要なのではないかと考え

ております。 

続きまして 6 ページでございます。規格化や大規模化による効率化ということで、現状左側の

円グラフにございますが、20a 未満の低圧型のものが 8 割を占めている現状でございます。一方

で右側、営農型の規模の推移ということで、近年大型の施設も増加傾向にございます。また、一

方で下にございますが、規模拡大ではなくて、同一型の小さなものを各地に展開することでコス

ト削減を図るような事例も見られております。 

7 ページ目、それらに対してまとめたものでございます。上の黄色い枠でございますが、これか

らは施設の規格化や規模拡大が進んでいきますと、それに伴う設備投資等の増加となります。そ

の面では、先ほど資料 2 でございました金融や保険の役割が一層重要になるのではないかという

ふうに考えております。具体的に 2 つ挙げております。 

一つは FIT によらず、RE100 を目指す製造業や小売業等の需要家と直接・間接に売買契約を結

ぶ PPA という形が最近見られています。右側の図の下に解説がございますが、PPA というのは

電力の需要家である企業が発電事業者との間で長期にわたって結ぶ再生可能エネルギー、電力の

購入契約でございます。こうしたものになりますと、民間金融機関からのヒアリングによります

と、事業期間も 15 年から 17 年と長期になるということで、先ほど説明がありました SPC、特別

目的会社の設立等により、資金調達を行うという例も現れてきているということでございます。 

こうした中で、農業面・金融面それぞれで課題があるということでございます。 

まず左側、農業面といたしまして、地域の農業の未来像を踏まえた合意形成が一層重要になる

のではないかということで、一つ目、スマート農業の推進に影響を及ぼさないこと、また逆にス

マート農業と相乗効果を得られるように、土地利用や営農システムの構築が必要になるのではな

いかということでございます。もう 1 点、地域における農地の利用調整、遊休農地の解消、担い

手の確保等について、人・農地プランに沿って、地域の関係者が話し合うことが一層重要になる

のではないかと考えています。 

右側、金融面でございます。先程保険の中でございましたが、営農型は営農と発電双方が相関

しているということで、双方が継続できるということが重要になるというふうに考えています。

営農面から見ますと、長期にわたって適切にできる農業者の存在、先ほどのメルクマールで示し

たものでございます。あとは生産が継続できる生産体系ですとか、毎年農業委員会が行っている

確認といったものが重要になるのではないかということでございます。あと発電面についても、

災害等のリスクを低減するための構造やメンテナンス体制の可視化が重要になるのではないかと

いうことで、これらについて、最後のところでございますが、農業界、経済界、研究機関等の共

通認識の下、さらに検討を深めることが重要ではないかということで考えています。 

私の方からは以上でございます。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。事務局と農水省の方から資料のご説明をいただきました。 

ご質問のある方もいるかもしれませんが、ご質問につきましては後ほどまとめて時間を取って

ございますので、そちらでお願いしたいと思います。 
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続きまして、有識者の皆様から発表をしていただきたいと存じます。 

はじめに、株式会社みずほ銀行の永井委員から、資料 4 につきましてご説明をいただければと

存じます。よろしくお願いいたします。 

 

〇永井委員 みずほ銀行の永井と申します。本日お時間いただきましてありがとうございます。 

 私からは民間金融機関の立場から、営農型太陽光発電についてご説明させていただきます。 

まず簡単に 1 ページ目では全体像から。ご案内の通り、日本のエネルギーミックスにおける再

エネの導入見通しについてです。昨年 10 月に策定された第 6 次のエネルギー基本計画において、

2030 年度の再エネの比率は 36%と非常に高い割合を求める方針が確定されました。 

2 ページですが、2030 年度には太陽光は再エネの中で現在の 6.7%から 15%程度まで引き上げ

られる高い目標となっております。これは現在でも既に大型の適地が少なくなっている中で非常

に高い目標ですけれども、再生可能エネルギー全体の中では、太陽光発電に対して引き続き高い

期待がされているということを金融機関としては理解しております。 

続いて 3 ページです。こちらは先程ご説明がありましたが、太陽光発電のシステムコストにつ

いてです。コストについても、左側のグラフにあります通り、低減傾向にありますけれども、依

然として世界的に比べるとまだまだ高い状況です。kWh あたり 7 円という 2025 年度の目標に向

けて、更なるコスト削減が求められている状況です。一方で先程来あります通り、太陽光発電の

導入拡大によって、適地が少なくなって今後はコストの増加となっていく懸念も見られておりま

す。 

4 ページ目です。4 ページ目では太陽光発電事業の規模別のファイナンスのイメージを掲載して

おります。こちらはあくまでイメージなのですけれども、金融機関では特別高圧に関わる、2MW

をある程度一定の基準として区別する傾向がございます。ファイナンスの目線で見ても、コーポ

レートファイナンスについては中規模以下で、大規模に近くになるにつれてアセットベースドレ

ンディングと言われるような、ABL といった手法とか、より大規模になるにつれてプロジェクト

ファイナンスでの貸し出しが多くなります。それぞれについては次ページ以降で説明させていた

だきます。 

5 ページではコーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスの違いを簡単にまとめて

おります。事務局からのご説明でもありましたとおり、まずコーポレートファイナンスでの大き

なところは、上から 3 つ目の返済財源を見ていただければわかると思うのですが、当該会社・企

業の全ての事業収益から太陽光発電事業の借入について返済いただくというものです。一方で、

プロジェクトファイナンスについては基本的に当該プロジェクトの収益のみです。その下の遡及

性、責任保証履行性というところでは、コーポレートファイナンスについては、会社全体に対し

て全面遡及、フルリコースという形でリコースしますが、プロジェクトファイナンスについては

ノンリコースあるいはリミテッドなリコースという形を取ります。お貸出しの審査にあたっても、

金融機関側から見ると、コーポレートファイナンスは、会社全体の過去数年分の財務指標とか業

績に基づいて判断させていただく、これがコーポレートという会社全体に対するファイナンスと

いう形で理解していただければと思います。一方でプロジェクトファイナンスについては、その

名前のとおり、そのプロジェクトから生まれる事業収益だけに基づいてご返済をいただく、こう
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いった観点で金融機関は見ております。 

それを簡単に図で示したのが、コーポレートファイナンスについては 6 ページです。会社全体

の収益ないしはキャッシュフローからご返済をいただくという形となっております。 

7 ページですが、プロジェクトファイナンスにつきましては、基本的にはプロジェクト会社 SPC

を作って、プロジェクト会社から生まれる収益のみに依拠した形でご返済を求めるという形を取

っております。 

続いて 8 ページは、再エネ事業のファイナンス構造についてです。ある程度再エネプロジェク

トの資産・負債構造に特化した形で、バランスシートのように図式化して示しております。左側、

バランスシートでいう資産は発電設備が主なところですけれども、右側の負債、資本のところで

見ていただいても、基本的には資本を事業主体の方がスポンサーとして拠出していただいて、場

合によっては優先株といった形から、リスクが低くなるにつれて、上の方の借入、シニアローン

という形で対応させていただいております。シニアローンも、右側に書かせていただいておりま

すけれども、先ほど申し上げたコーポレートのローンとプロジェクト・ファイナンスという形に

分かれて、それぞれ金融機関が一方で受けるというよりはシンジケートローンという形を取った

り、お貸出しの仕方として、先ほど申し上げたコーポレートローンではアセットベースドレンデ

ィング、ABL というような形を取ったりします。 

9 ページですが、金融機関がどういう立ち位置で貸出という手法を位置付けているかというと

ことについて、資料として掲載しております。左側のエクイティ、デッドという目線で見ると、

やはり企業の成長ステージに応じて金融機関の立ち位置というのは異なります。シードやアーリ

ーと言われているような事業構想とか事業が不安定な段階では、どちらかというと、創業者の方々、

周辺の方々がご自身の投下資本で事業を行っていて、ステージが進むにつれてベンチャーキャピ

タルが入ってきたりします。金融機関、銀行の融資という目線で見ると、やはり事業の安定性と

いうところをどうしても見てしまうというのが、ファイナンサー側の目線からはございます。 

続きまして視点を変えまして 10 ページです。10 ページでは再エネの事業スキームとリスク分

担の例をポンチ絵で表させていただいています。これは風力・バイオマスも含めての再エネ事業

のプロジェクトという形で書かせていただいておりますけれども、太陽光発電で申し上げますと、

やはりパネルメーカーがどこか、日照がどうか、それを計画する EPC 企業がどんなところか、そ

れをスポンサーとしてどんな企業が参画しているか、保険会社はどういう会社が関わっていらっ

しゃるか、土地の提供者がどういう形なのか、当然その FIT 契約、今後は FIP ないし PPA 契約

というのが出てきていますが、電力需給契約がどうなっているのか、といったことを一つ一つリ

スク項目として検証しながら、金融機関もプロジェクトの同じ舟に乗っている参加者として見さ

せていただいています。こちらの図はプロジェクトファイナンスの目線ということで、リスク項

目についてはそれぞれかなり長い時間・手間をかけて審査しますけれども、こちらの見方につい

ては、コーポレートファインナンスも同じ目線で対応しております。 

11 ページは飛ばさせていただきまして、12 ページで、金融機関から見る営農型太陽光発電につ

いての特徴として掲げております。上部空間に太陽光発電設備を設置することによって、農業と

発電を両立する仕組みなのですけれども、先程来お話にありますとおり、営農の適切な継続と農

地の上部での発電、これをいかに両立していくかということが、他の金融機関から見ても取組の
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鍵だと思っております。金融機関側としては、ここに掲げていますとおり、「営農の適切な継続」

がどうやって確認できるかということが一つ大きな課題だと思っています。ここについては、現

状、年に 1 回の報告となっていますけれども、金融機関側としても、下部でどういった作物が栽

培・育成されているのか、それについて農業経営という観点でどうなのかということと、上で発

電する発電実績がどうなっていくのかということを、やり方としては銀行側と事業者様が締結す

るコベナンツ契約みたいな形で、定期的な報告を双方向でコミュニケーションを取りながら見て

いくような形を、アセットベースドレンディングのような形では取っております。 

最後の 13 ページでは、今後の太陽光発電業界の動向として、資料を掲載させていただいており

ます。先程ご案内があったとおり、カーボンニュートラルの加速化、再エネ電源を求める需要家

が急増しておりまして、私共金融機関にも、電機メーカー、自動車メーカー、関係業界からグリ

ーン電力をどこか供給してくれるところはないか、もしくはそういうプロジェクトがないかとい

った直接のお声もいただいております。こうした事業界・産業界からの声も踏まえて、営農型太

陽発電についても引き続き拡大が求められているというふうに金融機関としては感じております。 

私の方からは以上とさせていただきます。 

 

〇荒川座長 どうもありがとうございました。続きまして、株式会社 MOGITATe の北河委員か

ら資料 5 につきましてご説明をいただきたいと思います。お願いいたします。 

 

〇北河委員 ご紹介いただきました株式会社 MOGITATe の北河と申します、よろしくお願いい

たします。 

1 ページ目を開いていただきまして、私は株式会社 MOGITATe という会社の代表を務めてお

ります。どういう会社かと申しますと、全国の自治体、それから NPO 法人ロボットビジネス支

援機構、これ RobiZy（ロビジー）と呼びますけれども、あと私は三井住友海上出身でございます

ので三井住友海上と、こういったところのネットワークを使って、スマート農業を全国に普及さ

せていくというようなビジネスを展開しております。 

 次、3 ページです。プロフィールといたしましては、三井住友海上で営業に従事した後、自動車

保険の販売戦略とか商品・サービス開発を中心に担ってまいりました。今回のテーマの一つにも

なるのですけれども、実は保険会社というのは今までは保険料をもらって保険金をお支払いし、

事故を解決していくというのがメインだったのですが、そのビジネスモデルを変えていきまして、

具体的には事故が起きないような仕組みづくりを構築してまいりました。例えば自動車保険でい

うと、今でこそ標準のようになってきた映像記録型ドライブレコーダーの映像をドライバー教育

に活用するとか、あとはアルコール検知器を使って飲酒運転・残酒対策をする、あるいは睡眠時

無呼吸症候群対策をするという事故防止サービスの方を開発してきました。実は事故というのは、

健康に起因する場合が多いので、そういった健康管理で労災事故防止のサービスも開発していた

経緯でございます。2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、その関係で外国人技能実習生が

帰国するなど急速な人手不足になってきました。そこで、日本が持っている優れた技術、具体的

にはロボットとかモノづくりの技術を使って人手不足を解消していくことが不可欠だと考えまし

た。特に人手不足が顕著だったのがいわゆる介護分野であり、経済産業省・厚生労働省などと連
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携しながら、人と介護ロボットが共存する形をサポートすべく、専用の保険制度を作ってまいり

ました。途中から農業界もやはり同じような人手不足が課題でしたので、農業用ロボット等の開

発・普及に向けて様々なプロジェクトを創成してきた経緯でございます。最後 2 年間、全国の営

業を統括しまして、特に地方創生に力を入れてまいりました。地方の大きな課題としては、今回

の大きなテーマである一次産業の衰退とかいうのがございますので、こういったところを、NPO

法人とか、あるいはテック系のベンチャーと連携しながら解決を図ってきた次第です。 

4 ページ目が営農型太陽光発電に対するリスク例となります。様々なリスクがありますが、全

て保険で補償される、カバーできるものではございません。まず一番のリスクとしては、やはり

施設の倒壊等に対するリスクというのがございます。後でも説明しますが、昨今大規模な風水害

が非常に多いというのと、それに相まって、東北のエリアですと豪雪になるような傾向がござい

ます。これらの自然災害による損害は基本的には損害保険でカバーできる分野です。 

一方で経年劣化、例えば錆を原因として強度不足によって施設が倒壊する、こういったものは

保険でカバーするのは難しく、保険というのは災害とか、外部からの飛来など突発的な事故とか、

そういったものを補償します。そういった点で言うと、動植物の中で、カラスの落石によるモジ

ュールの損害、こういったものは保険で持てるということになります。また、例えば下で色々な

ものを育てて、枯れて、枯れた草木をそのままにしておくと火災になる可能性がありますが、そ

ういったものも当然対象になります。他には、盗難。最近資源価格が高騰している背景もありま

して、銅ケーブルなどの盗難が目立ちますが、こういった盗難事故も基本的には保険で持てるこ

とになります。保険で持てない例としては、汚れやホコリが堆積・集積し、パネルの発電効率が

低下したとかというものは基本的に補償はできないということになります。最近では色々な国際

情勢も難しく、サイバーリスクが高まっていますので、新しいリスクとしてクローズアップされ

ております。3 番目の第三者の身体・財物に対する損害リスク、ここが皆様モノの次に懸念されて

いるところなのですけれども、施設の管理不備などによって生じる法律上の損害賠償責任を補償

する保険がございます。例えば管理不備によってパネルが飛散し、他人の身体とか財物に直接的

な損害を与えるというような場合を補償します。ただし、これはあくまで第三者・他人への賠償

責任ですので、例えば従業員が怪我をした場合は、第三者・他人に当たらないということになり

ます。他には、賠償責任が発生しなくても、事故に伴う見舞金を支払うというようなことも、特

約的に補償したりしています。ある意味で太陽光発電事業の固有リスクとしては、利益の喪失の

リスクがございます。これは事故によって操業停止になって、売電収入が減少していくとか、あ

るいは電力会社の出力制御によって同じく売電収入が減少する、このようなリスクです。 

次のページでは、それらのリスクに対応する保険の一般的な名称を記載しています。保険会社

によっては例えば企業向け総合保険みたいなものになっていることもありますけれども、一番目

として自然災害の場合は火災保険とか、モノ自体の場合は動産総合保険という名前で通常販売さ

れています。今の火災保険では、火災だけ持っている訳ではなく、先程申し上げたような、風水

災・雪害などの自然災害とか、外部からの飛来による突発的な事故など、割と広くカバーされる

というのが特徴でございます。ただし、自然災害でも地震・噴火・津波に起因する損害は通常免

責となり、特約で補償するケースが一般的です。サイバー、賠償責任、見舞金、この辺は損保各

社ともほとんど同じような商品ラインナップになります。実はこれら以外にも、太陽光発電事業
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に関連する保険としては、例えば使用者賠償責任保険というものもあります。これはどういうも

のかと申しますと、例えば従業員の方がトラクタを運転中に太陽光パネルの柱にぶつかって支柱

を倒してしまい、それが頭に当たって死傷した場合、そういう事故は当然想定されるでしょう、

必要な安全対策、いわゆる安全配慮義務を怠りましたね、ということだと、従業員やその遺族か

ら会社が訴えられるリスクがあります。こういったリスクに備えるのが使用者賠償責任という保

険です。その他にもいわゆる労災保険、政府労災の上乗せの保険とか、任意の傷害保険がござい

ます。 

次は、これらの保険加入時における確認事項です。保険会社によって様々な確認を行い、保険

引受の可否や保険金額・免責金額などの補償内容・引受条件を検討し、保険料を算出します。こ

れらの確認業務は、保険業界ではアンダーライティングと申します。このアンダーライティング

というのは各社によって違うのですけれども、一般的にどういったことを確認していくかをご説

明します。 

1 番目として火災保険とか動産保険とか利益保険、こういったところはまず設置場所や設置環

境がどういったところかを確認します。例えば、塀とかフェンスがあるかないか、ある場合の高

さが何ｍか、というようなところを確認します。水害、落雷等の自然災害に対する情報というこ

とで、特に先程来申し上げたとおり、昨今は水害、水災のリスクがものすごく高まっています。

そのため、洪水リスクについては、ハザードマップを活用してその設置環境を確認したり、ある

いは実際に現地に行って浸水危険というのを判定したりとかというようなことを対応している場

合があります。また、前回ご説明しましたが、営農型に限った話ではなく一般的な太陽光では、

だんだん平地の設置場所がなくなって斜面に設置するというケースが増えています。これに伴い、

斜面とともに太陽光発電が崩壊する事故が発生していることから、崩落リスクといったものも判

定したりしています。他には、架台の強度が設計の基準に沿っているか、あるいは JIS 規格に則っ

ているとかなどを確認します。落雷対策としては、避雷針・避雷器の有無等を確認します。過去

の事故歴、実はこれが非常に重要でございまして、過去の事故がどういう内容だったか、損害額

はどうだったか、複数起こしている事故については適切な対策を講じていれば防げたのではない

かといったところを確認していくのが一般的でございます。ここには記載していませんが、一般

的な大型の太陽光パネルの場合は常駐者がいるかどうか、いる場合は 24 時間か、昼間だけかとい

う点を確認する場合がありますし、遠隔管理をしているか、異常事態が発生したときには駆け付

ける体制になっているかどうかという運営面もチェックします。太陽光発電ではないですが、風

力発電の場合には、ブレードやナセルの落下事故は、緩んだネジの締め直し、金属疲労に伴う亀

裂のチェックなど、適切なメンテナンスを行っていれば、予防することが可能ですので、定期点

検・補修の有無とか、そういう防災マニュアルの整備の状況を確認することもございます。 

保険に似たところで保証制度という、メーカーが太陽光パネル・パワコンの性能保証を行って

いるケースが通常です。このメーカー保証は、製品保証とか、瑕疵保証、出力保証、こういった

名前で呼ばれています。これと損害保険会社が提供する保険との違いは、製品保証、瑕疵保証と

いうのは、製造上の不具合か欠陥があった場合にその機器の性能そのものを保証するという点で

す。出力保証は太陽光パネルの発電量を一定期間にわたって保証するというもので、例えば、一

定期間、通常使用に伴う故障等で、一般的な発電精度やメーカーが定める基準を下回った場合に、
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メーカーがパネルを無償で交換したり、修理をしてくれたりする制度です。修理費がかかるかな

どの取扱いはメーカーによって異なります。その他出力保証については、これも同じく、通常使

用に伴う劣化を想定したものです。こういったものは通常保険の範疇ではなく、メーカーが保証

するケースが多いのですけれども、一部メーカーの中には、保険会社と連携し、そういった自然

災害等の補償をする、有償なプランを用意している場合もあります。 

次のページは、太陽光発電の保険における固有の補償ということで、休業損害補償保険を説明

しています。これも保険会社によって多少の違いはありますが、事故等で太陽光発電所が損傷し

て復旧するまでの間に失われた売電収入、いわゆる売電ロスを補償するものです。太陽光発電の

場合、一般的な不動産投資と比べて融資の返済期間が短くて、返済比率も高くなりがちです。そ

ういった運転資金に不安のある場合は、こういった保険への加入を検討した方がよろしいかと思

います。ただしこの場合、電力会社の出力制御による損失は補償されません。その場合は出力抑

制保険、このような名称の保険に加入し、電力会社の出力制御に備えるような対策が必要です。

既に 2018 年 10 月に九州電力が一部こういう出力制限を実施していますし、今後もエネルギー需

給のバランスを保つ観点から出力制御が発令される可能性がありますので、ここら辺は所管の電

力会社の状況を良く確認して、加入の検討をした方がよろしいかと存じます。 

次に、営農型太陽光発電の固有のリスクということで、先程クニエ様からも説明していただき

ましたが、やはり営農型では、下で営農事業というのをやっていくことに伴う様々なリスクが想

定されます。例えば、高齢の生産者がリタイアし、継ぎ手がおらずと営農事業の継承ができなく

なることで、それに伴って発電事業も困ってしまうというような事態があります。また、農地で

あるため、通常の設置場所と比べて、農業をやりながらでは地盤の強化を十分に図れないような

ことも十分考えられます。荒廃農地を有効活用していくという観点では、どうしても中山間地、

特に傾斜地とか、リスクの高い場所での太陽光発電の実施することが想定されます。営農活動の

中で施設に損害を与えること、例えばトラクタが施設に衝突することもあります。あとは遮光に

よる収穫量減少。それから、破損した太陽光パネルによって、圃場への悪影響が発生して費用の

支出が必要になるとか収穫量が減少するといったリスクが考えられます。 

10 ページでは、これらの保険の加入の課題と課題解決のための方策について考えを述べさせて

いただきます。繰り返しになりますが、本当に昨今、大規模な自然災害、特に水災が発生して、

この損害が大きい状況です。各保険会社は一般の太陽光発電と営農型という区別を今は行ってい

ませんので、そういった点でいうと推測になりますが、営農型の方も同じように発生率・損害率

ともに上昇しているものと想定されます。その時に必要なのがリスクマネジメントです。具体的

には、実態に則したリスクをしっかりと把握して、その把握したリスクに対応する効果的な対策

を講じていく手法です。例えば豪雪地帯だったらそれに見合ったような構造、強度、高さ、パネ

ルの傾斜角度、駆動式などにする診断提案が考えられます。それから結構金具等の腐食で倒壊す

るケースが多いですので、これもいきなり倒壊するということではなくてちゃんと定期的なメン

テナンス、点検・補修をしていけば防げます。私は、風力発電もかなり事故対策をやってきまし

たが、ブレードの落下事故などは、ちゃんと油を挿していないとか、ネジが緩んでいたとか、そ

ういった保守管理の不備が原因であることが多いわけです。日本側では落雷の事故が多いですが、

落雷検出により風車停止する装置を設置するなど、きちんと対策していけば大幅に軽減できます。
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こういったリスクの減少のための継続した活動を見える化していくことがポイントだと思ってい

ます。こういうリスク対策を講じると、金融関連の事業者も参画しやすくなるものと考えており

ます。 

なかなかそうはいっても営農型の発電事業者の皆さんがこういった活動に詳しいかというとそ

うではなくて、営農型の事業者の実態を踏まえ、一定のガイドラインを設けていくというのが、

一つ有効な手法だと考えております。他にも、BCP の作成、農業事業者では 6%程度しか BCP を

作成していないと言われていますが、エネルギーなどに関連するチェック項目を織り込んでいく

方法もありますし、例えば GAP とか有機 JAS の認証制度との連動という方法もあります。GAP

というのは農業生産工程管理の取組ですが、こうしたエネルギー管理もその一環だと整理してし

まえば、こういった認証制度と連動させていくことも今後考えられると思っております。 

11 ページは、これから 2050 年カーボンニュートラルの達成に向けて、ライフスタイルに起因

する CO2 削減対策をやっていこうということで、食品セクターについては、今後、農薬や化学肥

料を削減して有機食材に移行していこうという国の方針が打ち出されています。ただ従来の農法

では非常に難しい部分もありまして、ロボット・AI・IoT 等の先端技術を活用して効率化・精密

化・高品質化するスマート農業の展開が不可欠だと考えています。 

12 ページにありますとおり、私は早い段階から人手不足対策としてロボット化のプロジェクト

に関与してきまして、例えばトマトの収穫ロボットを開発するプロジェクトなどを手掛けて参り

ました。 

13 ページにありますとおり、介護業界で導入が始まったのを転用した、モノを持ち上げる時に

アシストする装着型のロボットとか、農薬散布ドローンとか運搬ロボット、こんなロボット・ド

ローンのマッチング支援イベントを企画・展開してきました。 

14 ページについては、かなり進化してきたスマート農業の実践例として、例えば観光農園でイ

チゴの収穫時期に獲れるものが何個あるかというのをセンサ―と AI で数えながら自走する農業

用マルチロボットとか、あるいは収穫期のアスパラガスを見極めて切り取っていく、こういった

ロボットを農業界に色々案内しているところです。 

15 ページに記載のとおり、高齢者が年々増えていますし、女性が農業界に参入しても辞めてい

く大きな原因として、重量物の運搬が皆さん大変ということがあります。そこで、運搬ロボット

に農作物を収穫した重いカゴを載せればロボットが軽トラまで運んでくれる、あるいは運搬ロボ

ットが自分の後をカルガモのようについてきてくれる、このような機能の運搬ロボットの普及が

始まったところです。 

16 ページ、これは水稲栽培において水田の水管理が非常に重労働ですが、こういったのも今は、

水管理ロボットを活用し、スマホからの遠隔操作やタイマーセットで簡単に開け閉めができます

ので、水管理作業量の劇的な削減に貢献しているところです。 

17 ページにある草刈りロボットについては様々なタイプが出てきました。これらは、一部ハイ

ブリッド型でガソリンと電気の併用というのはありますが、基本的に電動で、自動的に充電した

りするタイプもあります。これをうまく応用していくと、例えば常に電源があれば夜間に走らせ

ることによって鳥獣被害対策にもつながると思います。あと、これも鳥獣被害対策ですが、イノ

シシの場合、電気柵を用いる場合が多いため、営農型太陽光発電によって電力が確保されていけ
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ば、色々な対策をスムーズに講じることができるのではないかと考えている次第です。 

最後 18 ページからは、アグロ・イノベーションという農業系イベントの最先端スマート農業ブ

ースを昨年は企画・実施しました。農業者の方はスマート農業とはどういうものがあるかを知る

機会が少なく、実際にワンストップで見る機会もないため、これからはそういった機会やチーム

作りが必要だと考え、このような企画を展開した経緯です。 

19 ページからはその出展物のイメージです。今後、農業界で実際にどういったロボット・AI・

IoT 機器が必要かを考え、出展してもらいました。 

 20 ページは、最後になりますけれども、当社がプロデュースした最先端スマート農業ブースの

各ブースの写真です。初日の開場して間もない時に写したので、ブース見学者は少ないように見

えるかもしれませんが、実際には大いに賑わっていました。この時の感想からいくと、やはり農

地のオール電化、これがスマート農業の一つの普及の鍵になることを私は実感しましたので、こ

ういったものを営農型太陽光発電とセットで展開できればと考えています。 

私からは以上でございます。ありがとうございました。 

 

自由討議 

〇荒川座長 ありがとうございました。お二方の有識者委員の方からそれぞれ金融・保険の観点

でご説明をいただいたところでございます。それでは、資料の説明なり発表なりはここまでござ

いますので、このあと議事次第２（４）の自由討議に入ってまいりたいと思います。 

議題１の民間資金・保険導入のあり方についてというものと議題２の今後予想される営農型太

陽光発電事業の動きと検討すべき課題と大きく２つ議題がありますので、それぞれ前半後半に分

けて自由討議に入りたいと思っております。先ほど事務局からの資料説明に関するご質問やご意

見も含めてお話しいただければと思います。最初に議題１についてご質問・ご意見を委員の皆様

から頂ければと思います。時間の関係もありますので、お一人２、３分程度でお願いします。ど

なたかいらっしゃいますでしょうか。 

 

〇田中委員 田中でございます。みずほ銀行と MOGITATe の発表内容、素晴らしいご報告でし

た。ただ、再生可能エネルギー導入側の立場からいいますと、こんな言い方をすると失礼ですが、

上から目線で書いているようにも見えます。リスクがあるというのは分かっている話であって、

先ほど永井さんが一緒にやっていきましょうという考えだとおっしゃっていましたが、だったら

そのリスクが出る上で、こういう形であれば農業者も一緒にできますよね、というような前向き

な形でやっていただきたい。銀行の借り入れをするための審査されるような形にしか見えない。

MOGITATe さんも素晴らしいですが、営農型に限らない話であって、営農型には独特の問題が

ある。電気を再生可能エネルギーとして使うのであれば、トラクタから何から EV 化する、地産

地消という形で使っていくという形であればもっと良い方向にいくのではないかといったような、

もう少しこちらもポジティブに考えていただいた方が、話としては明確な方向に行くのではない

かと思います。以上です。 

 

〇荒川座長 ご指摘ありがとうございました。今の田中委員のご指摘につきましていかがでしょ
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うか。お二方からもし何かコメントがあれば。 

 

〇永井委員 みずほ銀行の永井です。レンダーとしての立場から、田中委員のご指摘はごもっと

もだと思っております。ただ、私共金融機関としまして、繰り返しになりますが、事業プロジェ

クトという同じ舟に乗る中で金融機関サイドから見たらどうかという形で申し上げております。

どうやったら拡大できるかということについては、先程コベナンツというやり方があると申し上

げましたけれども、どうしても銀行から事業者様に対してコベナンツという形でつけると、こん

なことをやったら報告だよ、こんなことをやったらストップだよ、みたいな形にとられるんです

けど、銀行側の考えを申しますと、銀行が金融機関として事業リスクを判断するときに、予兆管

理のような観点で、銀行サイドはインターナルコベナンツとかモニタリングというスタンスでお

ります。そういった予兆管理を銀行側がしていて、こうなったらダメとなる前に、事前に事業者

様と目線を共有しながら、こうなったらこういう措置を事前に取ろうという形を取ることが一つ

拡大に資するものではないかと考えております。 

 そこも管理ということではなく、事業者様と同じ舟の中で、プロジェクトに対してお金を貸す

側として参加していることを私共として思っております。お答えになっていますでしょうか。 

 

〇田中委員 そういう方向で書いてくれればいいです。 

 

〇荒川座長 ありがとうございます。では、北河様。 

 

〇北河委員 MOGITATe の北河です。私もそういうつもりで、今後は「オール電化の方向性」と

いう形でご説明しましたが、一方で私は非常にシビアに見ております。どういうことかと申しま

すと、オール電化ですべて賄えるかというとそうではございません。あえて先ほど遠隔操作型の

草刈りロボットでハイブリッド型というものを例示したのはそういうことで、やはりパワーも必

要ですし、季節によっては太陽光発電だけで賄えるかというとそのような段階ではありません。

そこは一定、経過措置として化石燃料を含めた形で現実的に対応していく必要があると考えてお

り、夢とか希望だけを明るく述べる場ではないと思ったのでシビアに申し上げました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それではその他の委員の皆様いかがでしょうか。はい。

柚木委員お願いします。 

 

〇柚木委員 全国農業会議所の柚木です。よろしくお願い致します。２点ほど、質問も含めてな

んですが、１点目は資金調達のリスクの中で下部の営農との関係のご指摘があるんですが、最初

の報告にもありましたように、全体で見ると、営農型で営農者と発電事業者が異なっているのが

半分以上あるということでした。この場合は、今のご報告の中でいえばやや発電事業者に視点が

置かれているような感じがして、営農者が下で営農するだけということになると、その資金調達

のリスクといってもあまり関係がないのかなと。営農型を維持するためには下の営農が継続され

なきゃいけないというのは当然なんですけど、これが同一の人が資金調達する場合は、一体とし
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て生産性を上げていけるのか、収益性がどうかというのは分かるんですけど、分離している形が

これから拡大していったときに、下の営農と上の発電事業の関係を明確にしながら現場に説明し

ていかないと混乱を重ねていくのではないかと思います。要は土地利用の観点からも色々支障が

出てくるのではないかというふうに思います。特に営農型は、資料にもありますけど９割以上が

農用地区域、１種農地の中ということになっていますので、そこらへんのところは慎重のうえに

も慎重にと考えております。できれば私としては、営農型については営農者と発電事業者が同一

で行うのが基本ではないかということが頭にありますからそういう話をさせていただきました。

ただ、実態は大規模になればなるほど地権者、営農者、発電事業者がそれぞれ異なっていますの

で、この辺のところをどう考えていくかということはこれからの大きな課題ではないかと思いま

す。また、下部の営農の明確な基準がなくて地域に差があり判断が困難というご指摘があるんで

すけど、この点については一応農水省の方で一定の基準は示されているんですけど、どうしても

農作物の栽培ということになれば、地域性、季節性等色々ありますので、それぞれの地域の中で

検討していくとどうしても差が出てくるのはやむを得ないというのはあろうかと思います。その

地域でほとんど作られていないような作物をここでやりたいと言われた時にどう判断するかとい

うのは時間をかけて検証が必要になってくるというのは現場の悩みとしてあるところです。 

２点目は質問なのですけれども、資料の中にもありましたとおり、これから FIT から PPA に

大分移行していくのではないかという話もあったように思っています。アメリカでは PPA が主体

でどんどん住宅用太陽光発電が普及したというのを読んだことがあるのですけれども、私自身も、

これから農村地域でこうした観点で、農地のオール電化じゃありませんけれども、地域全体で循

環型でやっていこうとなれば大変重要な手法になるんではないかと思います。ここら辺をうまく

進めていくための課題とか、一方でこういう問題があるということを専門家の方に教えていただ

ければありがたいなと思いました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。柚木委員からは２点頂戴しまして、１点目の上と下の分

離の問題といいますか、これから大規模化していく中で上と下がだんだんと離れていくんじゃな

いかと、その時に下部の営農がきちんと継続されているかをどう判断するかということに加えて、

上でやっておられる事業と下の営農の事業が単に土地を貸して金をもらって終わりということで

はなく、上と下が有機的に進んでいくことで営農型発電の特徴があるんじゃないかと、私はそう

いうふうに印象を持ったんですけど、まず１点目について農水省様あるいは有識者の皆様方から

何かコメントをいただければと思います。 

 

〇新田室長 それでは事務局からご説明させていただきます。今柚木委員から話がありました上

部と下部が分かれているということについては、資料 1 の 13 ページの中で 56%が営農者と発電

事業者が別だということでご説明させていただいたところでございます。そういった場合の営農

の継続性という観点につきましては資料 2 の９ページをご覧いただければと思います。こちらも

先程ご説明させていただきましたが、上部と下部で農業者が一致している場合と別々の場合で３

つに分けたものですが、例えば（１）①ですと、農業者と発電事業者が一緒であれば、民間金融

機関、JA バンクや公庫の融資を活用するとか、人・農地プランとの調和が図られるかと思います。
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一方でこれが異なる場合、（２）の例で米印で書いていますが、営農の継続性の判断が重要になる

と思っています。これは特に先ほどの大型化した場合の右側の（３）の場合も同様ということで、

やはり先ほど保険の話もございましたが、営農の継続性と発電事業の継続性を両方担保できるよ

うに合意形成が重要になると考えています。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それと二つ目のご質問、FIT から PPA への移行というの

を地方でも、営農型太陽光でも、と考えた場合の課題なり、あるいはどうすれば進展するかにつ

いてのご質問でしたが、どなたかコメントをいただける方いらっしゃいますでしょうか。 

 

〇馬上委員 千葉エコ・エネルギーの馬上でございます。 

FIT から PPA への移行というところ、私も今、各地でこれから営農型に取り組みたいという話

をしていくと、もう FIT 制度を使ってというよりは、需要家が見える形でエネルギーを作りたい

というパターン、あるいは大手の企業様中心にしっかりと地域と共存したといえる再生可能エネ

ルギーを調達したいというニーズが非常に増えております。その中で、営農型が選好される理由

は、やはり農業がその地域の産業として一体性が高く不可分であり、従来の野立てだと地元に対

する貢献性が低いですとか、土地利用の制約があるということで、ネガティブに捉えられてしま

うところをクリアできるのではないかと。あるいは、地域側からすれば大手の事業者さんとつな

がることで農業生産物の出荷先になるですとか、あるいは買ってくれている企業さんの社員の農

業研修を受け入れるといったことも、我々も少し始めていますが、そうした関係づくりを進める

きっかけとしてここの会社が電気を買ってくれているという PPA での相対があると思いますし、

もう少し踏み込んでいけば、東海地方中心に大手の工場を持っている企業さんの場合、社員が農

家のせがれだったりする、工場の周辺も農地であったりするので、そこから PPA で電気を買って

農産物も買い上げるという形ができつつあります。そういったところの推進という点では漠然と

電力会社に全部買っていただける FIT よりは、PPA の方がこれからは選好される形になるのでは

ないかと思います。以上でございます。 

 

〇荒川座長 馬上委員ありがとうございました。それでは、それ以外の委員の方からご質問・ご

意見あるでしょうか。はい、馬場委員お願いします。 

 

〇馬場委員 質問ですけれども、今の議論とも関わりますが、営農型太陽光のガイドラインが必

要という話もありました。一定の基準というものが必要なのではないかというご指摘もあって、

ちょっともう少し詳しくお知らせいただければと思います。 

 

〇北河委員 ありがとうございます。まだ営農型太陽光発電は、営農も含めた部分の事故・トラ

ブルなどリスクの実態が明確になっていない段階です。保険業界では、事故が起きた原因や状況

を収集・分析し、効果的な対策を行って事故を減らしていくというリスクマネジメント手法を用

いるのが一般的です。まさしくこれから普及するときに色々な事故やトラブル事例の報告が集ま

ってくると思います。そうしたリスク実態を踏まえて常に最新のブラッシュアップをしたガイド
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ラインを打ち出していく必要があるのではないかということです。想定されるリスクというのは

たくさんあるので、それをいきなり全部打ち出しても対応できるわけではありません。考えられ

るリスクを事前に幅広く洗い出し、一旦打ち出せばおしまいということではないと思います。必

要最小限というと言葉は悪いかもしれないですけど、費用と時間をものすごくかけるのではなく

て、実際に起こったこの事故やトラブルはこういう対策をすれば軽減できるからこっちを優先的

にやっていこうという、ある意味で後からの追っかけも含め、リスク実態を継続的に捉えて、有

効な対策を講じていこうという趣旨でございました。 

 

〇馬場委員 先程馬上委員も言われましたけれども、あるべき、望ましい営農型太陽光の在り方

を検討する会議なので、一定の適切なケース・基準はリスクを取り出す中で出てくることがある

のかと思ってお聞きしたところでありました。次の話になるかもしれませんけれども、今、柚木

さんが仰いましたけども、どうしても FIT 価格が下がると大規模化し、営農者と発電事業者が別

になると。そうするとそこに対する資金とか出資とかも SPC とかを使った資金になってくるとい

うことは、逆に言うと、今でも問題がある案件があるわけで、それがますます、地域との調和と

か農地の管理とか、適切な営農の継続が疎かになるのではないかと懸念を持っているところであ

りまして、適切なケース・基準の明確化が考えられないかと思ってお聞きしたところでありまし

た。 

 

〇荒川座長 馬場委員ありがとうございました。今ご発言にもございましたが、今後の望ましい

営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議でございますので、色々な予算上の制約等もあ

って年度内は２回と承知をしておりますが、この大きなタイトルに応えていくことがこの有識者

会議に課された課題だと思っておりますので、農水省の方でも色々なお考えがあろうかと思いま

すけど、そういう話はしっかり検討していかなければならないんだろうと思います。どうぞ、田

中委員。 

 

〇田中委員 今、馬場委員が非常に重要なことを言われたわけですけれども、FIT 制度が始まっ

た 2012 年は kWh あたり 42 円で購入するという形で入りましたので、そのときに農業の人がこ

ういう営農型を考えてなかったんですね。それよりも土地を農転して借地契約をして大きく使っ

てもらった方がはるかに儲かるわけです。ところが、今、だんだん固定買取価格が安くなってき

て、入札制度も導入され、kWh 当たり 11 円くらいになってしまった。転用できる優良農地もな

くなってきてしまって、最後に残ったところは農地としては使えない荒廃農地ということです。

荒廃農地を利用するには、営農型の太陽電池のシステムを作った時の安全性の問題と、それを運

用するソフトの問題と２つあるんじゃないかと思っています。この前の委員会でも厳しいんじゃ

ないかと言われたんですけど、営農型と水上とか、ため池については NEDO 側でガイドラインを

作っているのですけれども、これは実際に実証試験をしてガイドラインを決めたわけではなく、

来年度風洞実験もして、本当にどこまで安全かを調べて、ふさわしいものが藤棚式か斜めのもの

かどちらか決めていくという方向に進めているという形です。その時に、この前も言いましたよ

うに、農業をやっている人が委員に入っていないんです。実際に営農型の太陽光発電をやってい
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るのは馬上様だけ委員に入っている。地域によって条件が結構違うので、一緒に出てやっていた

だくといいのかなと思っております。 

 あとソフトで、儲かるか儲からないかというビジネスというより、あくまでやっぱり自給率を

向上させていくために農業を振興しなくちゃいけない。下部の農業収入だけでは足りない部分を、

太陽光を活用した上部の発電設備と一緒に併設することによって、良い方向に行くと考えていく

のではないかと思います。その場合に難しいのは、営農型というのは、直射日光が地面に届かな

くてはいけなくて、遮光率にすると 30%といった形にするわけですから、当然太陽光発電の方も

１kW 作るのに普通は 10m²もあればできますが、20m²とか 30m²とか必要になってくる。一番良

いエネルギーが取れて、2030 年までに 46％CO2 削減という目標にどこまで貢献できるかという

ことを考えながら営農型の太陽光発電を進めていく必要があると思っています。 

 

〇荒川座長 どうもありがとうございました。１つ目の議題、金融、保険の関係でほかの委員の

皆様よろしゅうございますか。前回、永井委員から一時転用の話で、転用期間がファイナンス上

色々と課題があるかもしれないと、次回もしお話しする機会があればというふうに伺ったような

ような気がするんですが、今日の資料の中でも、土地提供者の土地確保リスクっていうところに

象徴されるんだろうと思います。始まった時は３年で始まって、前回一定の地域なり担い手につ

いては 10 年まで延ばしてということで、今現在の運用があるんだと思うんですけど、金融サイド

から見た評価があれば、伺えればと思います。 

 

〇永井委員 みずほ銀行の永井です。ご質問の一時転用許可の期間の延長に対する金融機関の見

方については、3 年から 10 年に延びたことで、貸出を行う金融機関としては非常に対応させてい

ただきやすくなりました。もう少し広い立ち位置で考えますと、あくまで農地でございますので、

農地の一時転用許可期間が３年でも一時なのかなと。金融機関としても、３年、５年、７年、10

年という節目で見ているようなものが一般的な設備投資に対する貸出期間の考え方ですので、そ

れが 10 年に延びたことで金融機関と目線が揃ってきたな、というところがございます。 

 もう一つは、太陽光発電設備の償却期間が一般的には 17 年といわれておりますけれども、FIT

期間が 20 年、償却期間が 17 年という中で、10 年でお借り入れ、ご返済いただくケースももちろ

んございますし、10 年を一旦の節目として、そこで転用期間が延長されないケースについてはま

たそこで考えましょうということを入口のお貸出しのところで見させていただくという形をとっ

ておりますので、必ずしも 10 年以内で全部ご完済というペースでお貸出しを考えていないケース

もあるということを述べさせていただきます。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それでは時間の関係もございますので、自由討議の議題

２の今後予想される営農型太陽光発電の動きと検討すべき課題ということで、包括条項みたいな

ものですので、この議題に関わらず、今日の色々な資料の内容なり、これまでのご説明なりやり

取りなりも含めて、ご意見やご質問をいただければと思います。はい、中島委員お願いします。 

 

〇中島委員 農研機構の理事をしています中島と申します。前回、出席できなくて失礼しました。
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私、農研機構で環境関係の研究部門のマネージメントをしている立場でございます。この話を伺

いまして、私自身、色々な方と議論をしております。今日のお話を伺って感じたことは、技術が

確立する前に現場が先行してしまって、色々なリスク、ファイナンシャルのリスクも含めて、色々

なリスクが顕在化しているんじゃないかと思います。ですから私ども農研機構はきちっとこの問

題を受け止めて、研究課題に落とし込んで技術開発を進めていくことが将来にとって非常に重要

なことだと認識をしております。それを考えるときに、何のための営農型太陽光発電かというこ

とをもう少しきちっと打ち出していただけたらと思います。要するに原点に帰って再定義する必

要があると思っています。食料・農業・農村基本計画に書かれている一般的なことではなくて、

もう少しターゲットを絞って、こういうためにやるんだというのを共通認識の目標として掲げる

べきだと。当然キーワードとして今日出てきた中山間や荒廃農地というのはキーワードになるで

しょうし、私の理解では、農地を守っていくための方策として、非常に重要なツールだと思って

います。ご承知のように、農地が一度荒廃してしまうと非常に難しいです。福島で痛いほど私ど

も経験しておりまして、雑草の問題とか鳥獣害の問題などございますので、そういうことを何と

か食い止めるためには是非必要な研究テーマだと思っていますし、知見を活かすことはできます

が、実はこれ、かなりハードルが高いです。難しい課題と思っています。上の発電と下の営農と

いう２つの問題があります。もうちょっと幅広く、地域の農業の中でどれだけ生かしていくかと

いう全体の絵を描いて、あるべき姿の絵を描いた上で、じゃあどのようなところが欠けているか

を私どもステークホルダー全員が捉えたうえで、技術開発なりそれぞれの関係のことをやってい

くことが必要なんじゃないかと思っています。 

 あと、資料の中でいくつか気になったところがあって、営農型太陽光発電で出来た農作物をい

わゆるカーボンニュートラルという形でプレミアをつけて販売してはどうかというアイデアをお

話しいただいていたかと思いますが、私はこれはなかなか難しいと思います。やはり品質が良く

ないと売ることは非常に難しいかと思っています。強力なライバルがいて、土壌の炭素貯留とい

うことを一方でやられていまして、炭を入れたりとかしていますが、その場合は逆に品質を良く

することは可能です。品質も良くて、かつカーボンニュートラルに貢献している形で売り出して

いかないと難しいかなというところで、日射を制限した上で品質も良くするというのはハードル

が高い技術開発になるかなと思っています。 

 あと、リスクマネジメントについても重要な研究テーマになるんですけど、やはりコストとの

トレードオフに当然なります。だから IT をうまく活用していくなどしていく必要があると感じて

おります。とりあえず以上でございます。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。多岐にわたるご指摘、ご意見を頂戴したところでござい

ます。はい、柚木委員どうぞ。 

 

〇柚木専務 今後ということで、何点か問題意識も含めてお話ししたいと思います。１つは、か

なり営農型の発電施設が全国的に展開している中で、ある程度実証的なデータをきちっと収集し

て分析していくことが必要ではないかと思います。大きさも多様になっていますし、先ほども３

者同一か分離かとかありましたけれども、それぞれの場合に発電の方での収益性と営農の方での
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収益性がどうなっているのか、そういったことをこれだけの数があるので、ある程度データの収

集などは労力がいると思うのですけれども、そういうことをやった上で全体的なガイドラインに

結びつけていくことが必要ではないかと思っています。具体的な項目はこれから検討していく必

要があると思うのですけれども、収益性とか危険の回避とか、そういったことまで含めて対応す

る必要があるのかなと思っています。 

 ２点目は先程来ありますように、今通常国会においても農業経営基盤強化促進法の改正で人・

農地プランの話合いを目標地図作りも含めてやっていくという方向が示され、今日、役所の方の

お示しになった資料の中でも地域の中での話し合いが重要だと書かれています。この話し合いを

進めるに当たって、営農型をどのように地域の中に位置づけていくのかということについて、こ

のような方向で話し合いを進めたらいいとか、それこそガイドライン的なものも必要になるので

はないかと思います。全体的な農地利用の方向付けと合わせて地域の中で営農型をどう位置付け

ていくのか、その場合の土地利用のあり方としてこういう点には留意する必要があるんだという

ようなことを、とりわけ農用地区域、１種農地のように農業的利用を主体とするところで行う場

合の留意点もメッセージを出しながらやっていく必要があるのではないかと思います。それと先

ほどの地域の中での電力の循環というものをどういうふうに当てはめていくのかということが必

要だと思っております。 

３点目なんですけど、みどりの食料システム戦略、スマート農業の推進の観点で営農型太陽光

をどう位置付けるかという、新しい展開の方向をどう見通していくのかという視点も入れていく

必要があるのではないかと思います。それに関連して、現行の土地改良事業、圃場整備事業等の

内容についても、農用地区域内で営農型をするのであれば、それに合わせたような施設のあり方、

圃場整備のあり方ということも念頭に置く必要も出てくるのではないかという問題意識を持って

おりますので述べさせていただきました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。柚木委員からも多岐にわたる農政上の論点を頂戴したと

ころでございます。どうぞ、馬場委員。 

 

〇馬場委員 前回からの繰り返しになるかもしれませんけれども、今中島委員もおっしゃいまし

たが、何のための営農型太陽光なのかというところで、そのためには地域との調和、農業生産、

農地を確保するという大前提として、営農型太陽光を進めることが必要だと思っています。営農

者と発電事業者が別になって、発電事業者には資金が入るような形で考えられているとすると、

今でも色々な問題がある、そこをきちんと検証した上で、地域との調和、農地の確保、適切な営

農継続、これが疎かにならないことが必要だと思うわけであります。ですから先ほどもちょっと

言いましたけれども、適切なケース、基準をガイドラインなどで明確化していく必要があると思

いますし、認定とか取組状況をちゃんとフォローする仕組みが必要なのではないかと思っており

ます。その中で金融・保険の問題もあるだろうと思います。 

 あと、前回地上権の話もしましたけど、その点の整理はどうするんだろうというのは問題意識

として持っています。 
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〇荒川座長 ありがとうございました。中島委員、柚木委員、馬場委員と農業サイドのご意見を

お三方からいただきましたので、もし農水省の方から何かコメントがございましたらお願いした

いと思います。また最後の地上権の話も前回の宿題返しはどうかというところでございます。 

 

〇新田室長 説明させていただきます。柚木委員、馬場委員からきちんとデータの収集や検証を、

という話がございました。今まで 2700 程事例が出てきておりまして、各農業委員会の方でそれぞ

れの事例について、営農者や事業者がどうなっているか、どんな作物を作っているか、どんな農

地で作っているかというデータは収集させていただいております。今回資料１で出させていただ

いたデータもそのデータを基にして作成したものでございます。一方で農業委員会の調査ですの

で、収益性や発電事業のデータは現在ないということで、先ほど北河様からもありましたけれど

も、ほかの保険会社さんからもやはり太陽光全体のデータはあるんだけれども営農に特化したデ

ータはないということで、その辺のデータというのもこれからなのかなと考えております。また

みどりの食料システム戦略やスマート農業、圃場整備などの関係ということでございますが、農

業政策の中でも非常に多岐にわたる課題だと思っています。その上で発電事業者や金融などとも

関わってきますので、またこういった検討会の場などで引き続き検証していくということが大事

なのではないかと思っています。 

 最後に馬場委員からありました地上権の問題について、農地をどういう形で貸借をしているの

かというところは把握しているのですが、地上権の設定についてはデータとして把握をしており

ませんので、そのあたりの実態についてもまた調査させていただければと思っております。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それではそのほかの委員の皆様からございますでしょう

か。はい、馬上委員お願いします。 

 

〇馬上委員 千葉エコ・エネルギーの馬上でございます。私からはコメントをさせていただきた

いと思います。今日は金融のところ、それから保険、あとは全体的なところということで各委員

のお話も伺わせていただきまして、やはり営農型太陽光というものがバリエーションが豊かにな

ってきている、取り組み方も目的も現場が先行する中で多様化することで課題が広がってきてい

ると認識を持っております。それは何かといえば、もちろん地域の農業者として営農型に何を期

待しているかということもそうですし、それから逆に再生可能エネルギーを求める側としても、

今営農型太陽光については、単純に太陽光発電が短期間で手に入る再生可能エネルギーであると

いうこと、その中で地域との調和を考えて営農型に取り組みたいという企業側、需要家側からの

ニーズもあると、そこが色々なモデルを生んでいる背景でもあり、そこは私としても事例の整理

が重要だろうと考えるところであります。その上で今後の展開について、私も生産者側から農業

自体の電化・スマート化を見たときに、先ほど融資や保険の話を伺っていた中で言えば、営農型

の設備を導入するとき、例えばトラクタから何から電化します、軽トラックも電化します、ハウ

スもスマート化も含めてまとめて投資したいとなった時にどのような融資の目線になってくるか。

あるいは保険のやり方も、事務局からの報告の中で藤棚式の架台を使って害獣除け等をしている

というパターンがありましたが、支柱を使って温室化をしてということになると、果たしてどこ
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までが農業用施設でどこまでが発電施設なのかという区分けもだんだんあいまいになってくる可

能性があるなと。そうなると融資の見方、保険の掛け方も変わってきますし、そこにおけるリス

クの整理というところも、要はこれまでの事例の分析とともに、今回事務局から今後の予想され

る展開の中でも色々なバリエーションが予想されていますので、それに対しても想定される課題

を抽出して、その中でこれまで各委員からコメントがありましたとおり、どのような姿が望まし

いかということを整理するのがよろしいのではないかと思います。今、農業側からの動きとして

は、農業に新規参入する、私も参入して４年目ですけれども、そのきっかけとして営農型太陽光

があったというの部分もございますし、農業生産者側として、新たな企業誘致、産業誘致の形態

として、発電側の投資に都市部の企業が入ってきて、それによって関係性を構築できてといった

先ほどお話ししたような事例も出てきておりますので、何に資するかということを順序だててい

くことによって、単純に発電事業による離職防止優先なのか、それはそれであっても荒廃農地が

抑制できるから農村としては望ましいかもしれないですとか、そのあたりを多角的に検証するこ

とをこの次のステップとして行われるとよろしいのではないかと思います。以上でございます。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。今日発表していただいたお二方からは何かございますで

しょうか。今日の発表事項に関わらず、ここまでの議論の中でご意見なりご質問なりあれば。 

 

〇北河委員 MOGITATe の北河です。本日は貴重なご意見ありがとうございました。今日皆様

から伺ったとおりで、地域が活性化する方向に向けて、これで終わりではなくて今後も動いてい

く中で、色々な課題も出てくると思います。成功事例ももちろん出てくると思います。これをき

ちんと把握してそのエッセンスを良い方も悪い方も対応していくことが重要だと思いますので、

是非引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

〇永井委員 金融機関サイドの方からも、今日の話にありましたような過去の実績からトラック

データの見える化、それからそれぞれの事業者様がどういったことを考えていらっしゃるかとい

うことも含めて、金融機関サイドも事業者側とコミュニケーションを活発化して営農型太陽光を

何のためにやるのかということを考えていければと思います。本日はありがとうございました。 

 

〇荒川座長 ありがとうございました。それでは予定いたしておりました時間がだいたいまいり

ました。皆様方から今日も活発なご議論をいただきました。誠にありがとうございます。事務局

に置かれましては、前回今回と二度にわたりましてこの会議で色々な意見なり注文がついたわけ

でございます。それらをしっかり整理をしていただきまして、まさに営農と発電の両立という本

旨に沿っておまとめいただいて、また検討を深めていただければと思います。 

それでは進行を事務局の方にお返しをいたします。どうもありがとうございました。 

 

〇事務局 皆様ありがとうございました。 

本日いただいたご意見を踏まえまして、農林水産省様への報告資料などをとりまとめたいと思

います。 
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それでは時間になりましたので、閉会のご挨拶を農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交

流課の荻野課長よりいただきます。荻野課長よろしくお願い致します。 

 

〇荻野課長 本日は、誠に熱心な御議論ありがとうございました。荒川座長におかれましては、

議事の進行、誠にありがとうございます。 

２月から２回ということで、短い期間ではございましたが、委員の皆さまには、会議での審議、

プレゼンテーション、また個別ヒアリング等に対応していただきまして、誠にありがとうござい

ます。設備、営農、経営、更には地域の村づくりといいますか、そういった色々な分野での多様

な情報、知見の集積を図ることができました。 

一方で、この営農型、まさに馬上委員が最後におっしゃったとおり、バリエーションの広さか

ら、多角的に見なくてはいけないといった多くの宿題をいただいたところでございます。この検

討会につきましては、農業界、電気通信業界、金融機関、研究機関など多様な分野の方々に参画

いただきまして、議論を深めていただきました。望ましい営農型太陽光発電の姿を実現するため

には、各界の皆さまの専門的知見に基づき、じっくりと深い議論を重ね、共通認識を形成して普

及していくことが不可欠であると改めて思った次第です。 

本検討会につきましては、単年度の委託事業として実施しておりますので、委託事業としては

今回で一旦終了いたしますが、来年度も引き続き検討を深めていきたいと考えておりますので、

ご協力の方を宜しくお願いいたします。 

最後に、短期間の事業期間の中でデータの分析、現地調査、ヒアリング、資料作成、また会議

の運営に当たられました事務局の株式会社クニエの皆様にもこの場を借りてお礼を申し上げます。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

本日の議事録については、前回同様、おって事務局より委員の皆様に確認をさせていただいた

上で WEB に掲載させていただきたいと思います。 

以上をもちまして本日の有識者会議を閉会させていただきます。本日はどうもありがとござい

ました。WEB でご参加の皆さまはご退出をお願い致します。 

 


