
農山漁村における 
再生可能エネルギーの導入に向けた 

関係府省庁との連携について 

平成26年5月 

第１回再生可能エネルギー等関係府省庁連絡会議 
資料４ 



１ 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 

○ 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。 

○ それらの資源を利用すれば、地域の所得機会が増大。また、例えば、木質バイオマス発電所を整備
し、地域の未利用材を使用して発電する場合、燃料収入や雇用創出等、地元林業や地域経済に大きな
効果をもたらす。 

○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：13万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：820億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） 
 ◆バイオマス発電 

 ・未利用間伐材（林地残材）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：3,779万ha 
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（資料）国土交通省「平成24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＞ 

木質バイオマス発電の経済効果について 

（5,000kW級の木質 
バイオマス発電所 
１施設あたり） 

<我が国で発生する未利 
用間伐材2,000万ｍ3 

を活用する場合> 
（5,000kW級200施設） 

<森林・林業基本計画 
の見込み600万ｍ3 

を活用する場合> 
（5,000kW級60施設） 

600万ｍ3 

420億円～ 
 540億円 

発電所の運営 
600人以上 
原料調達含め 
３千人以上 

・ 発電に必要な木質燃料は
年間概ね１０万ｍ３（原木
換算）。 

 
 
・ １万２千世帯分（４千万

kWh/年）の電気を供給。
（１世帯使用量3,400kWh
と仮定） 

 
 
・ 地域で全て燃料を供給す
る場合、未利用の林地残材
等から毎年７～９億円の燃
料収入が期待。 

 
 
・ 発電所の運営で10人以
上、原料入手を含めれば
50人以上の雇用が創出。 

 
 
・ 地域経済への直接・間接
波及は年間約48.6億円 

72万世帯分 

2,000万ｍ3 

1,400億円～ 
 1,800億円 

発電所の運営で 
２千人以上 
原料調達含め 
１万人以上 

約9,720億円 

240万世帯分 

約2,900億円 

（(独)労働政策研究・研修機構 
 中野らによる） 
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2 農山漁村における再生可能エネルギー導入に係る連携の観点 

○ 農林水産省としては、エネルギー基本計画を踏まえ、関係省庁と連携しつつ、分散型エネ
ルギーシステムにおける再生可能エネルギーの利用促進により、農山漁村の活性化を図る施
策を重点的に推進。 

   

○エネルギー基本計画（平成26年4月11日閣議決定）（抜粋） 

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 第３節 再生可能エネルギーの導入加速～中長期的な自立化を目指して～ 

  ２．分散型エネルギーシステムにおける再生可能エネルギーの利用促進 

 住宅や公共施設の屋根に容易に設置できる太陽光や、地域の多様な主体が中心となって設置する風力発電、小河川
や農業用水などを活用した小規模水力、温泉資源を活用した小規模地熱発電、地域に賦存する木質を始めとしたバイ
オマス、太陽熱・地中熱等の再生可能エネルギー熱等は、コスト低減に資する取組を進めることで、コスト面でもバ
ランスのとれた分散型エネルギーとして重要な役割を果たす可能性がある。また、地域に密着したエネルギー源であ
ることから、自治体を始め、地域が主体となって導入促進を図ることが重要であり、国民各層がエネルギー問題を自
らのこととして捉える機会を創出するものである。 
 加えて、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステムの構築は、地域に新しい産業を起こし、地域活性
化につながるものであるとともに、緊急時に大規模電源などからの供給に困難が生じた場合でも、地域において一定
のエネルギー供給を確保することに貢献するものである。 
 このため、小規模な再生可能エネルギー源を組み合わせた分散型エネルギーシステムの構築を加速していくよう、
個人や小規模事業者も参加しやすくするための支援を行っていく。また、２０１３年臨時国会において成立した農林
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）等の積極的な活用を図り、地域の活性化に資する再生可能エネルギーの導入を推し進める。 

 
  （１）木質バイオマス等 

 大きな可能性を有する未利用材の安定的・効率的な供給による木質バイオマス発電及び木質バイオマス熱利用等に
ついて、循環型経済の実現にも資する森林資源の有効活用・林業の活性化のための森林・林業施策や農山漁村再生可
能エネルギー法等を通じて積極的に推進し、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導入を推し
進めていく。さらに、下水汚泥、食品廃棄物などによる都市型バイオマスや耕作放棄地を活用した燃料作物バイオマ
スの利用を進める。 



3 農山漁村再生可能エネルギー法について 

○ 平成25年11月に成立した「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）を平成26年５月１日に施行。 

○ 法律の施行に当たっては、経済産業省、環境省と連携して国の基本方針を作成するとともに、
地方農政局等に一元的な相談窓口を設置。 

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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（参考）農山漁村再生可能エネルギー法の基本方針（概要） 

○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電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針 
（平成26年5月16日農林水産省、経済産業省、環境省告示） （概要） 
 

第２ 農山漁村におけ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のための施策に関する基本 
  的事項 
 

１ 国による施策の総合的な推進 
 （１）市町村による基本計画の作成の促進 

 － 早期のモデル事例の創出 
 － 協議会の設置・運営に対する助言等の援助 
 

 （２）農地法、森林法、漁港漁場整備法、自然公園法、温泉法等に関する知見の提供 
 

 （３）モデル事例の紹介等 
 

 （４）再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の適正な運用等 
 －固定価格買取制度の適正な運用 
 －環境アセスメントの期間短縮化等の規制緩和等 
 －低コスト化・高効率化のための技術開発 
 －大型蓄電池の開発・実証や送配電網の整備等 
 

（５）木質バイオマス等の農山漁村固有の資源を活用した再生可能エネルギーの導入の推進 
 

（６）再生可能エネルギーの地産地消の推進 
 

（７）国の相談窓口の設置 
 －地方農政局等への相談窓口の設置 
 －経済産業局及び地方環境事務所と連携しつつ、市町村等に対し、必要な情報提供等を実施 

○ 5月16日に公表した農山漁村再生可能エネルギー法に基づく国の基本方針においては、農
山漁村において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を促進
するため、関係省庁と連携しつつ、以下の施策を総合的に推進することとしている。 
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地域のバイオマスを活用した産業創出と地域循環型エネルギーの強化 

未利用材 

電力会社 

農業用ハウス 

ＢＤＦ製造施設 

地域エネルギー供給（ガス・熱・電気） 

耕種農家 

一般家庭 

小水力発電 

福祉施設 

学校 

会社 温泉施設 

畜産農家 

剪定枝 

食品工場 

売電 

売電 

売電 

太陽光発電 

木チップ・ペレット製造施設 

ボイラー利用 

堆肥 

生ごみ 

廃
食
用
油 

バイオガス製造施設 
（ガス・熱・電気） 

木質バイオマス発電施設 
（熱・電気） 

カーボン 
オフセット 

家
畜
ふ
ん
尿 

～地域活性化と雇用創出～ 

山林未利用材の収集・運搬システム 
 

 ・路網整備と搬出間伐の一体的促進 
 

 ・森林施業の集約化 

なたね 

食
用
油 

4 バイオマス産業都市について 

○ バイオマス産業都市とは、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活か
したバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域。 

○ 今後５年間に約100地区（各都道府県に２地区程度）のバイオマス産業都市の構築を目指
し、関係府省が共同で地域を選定し連携して支援。 

 ※関係府省：内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 
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（参考１）バイオマス産業都市に活用できる主なバイオマス関連施策 
（平成26年度） 

総務省 

地域経済循環創造事業（うち地域経済循環創造事業交付金） 

分散型エネルギーインフラプロジェクト 

農林水産省 

地域バイオマス産業化推進事業（構想づくりと施設整備支援） 

農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 

家畜排せつ物の利活用と畜産環境対策 

地域材利用促進（地域材利活用倍増戦略プロジェクトの一部） 

経済産業省 

地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業（農林水産省連携事業） 

バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業（農林水産省連携事業） 

再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金 

国土交通省 

下水道革新的技術実証事業（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト） 

民間活力イノベーション推進下水道事業 

下水汚泥の有効利用の促進（社会資本整備総合交付金） 

環境省 

地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業（農林水産省連携事業） 

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業（農林水産省連携事業） 

先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業（グリーンプラン・パートナーシップ事業） 
-6- 

○ 選定地域に対し、バイオマス産業都市関係府省連絡会議を活用しながら、構想の内容に応
じて、関連施策の活用などに関する相談・助言などを含め、関係府省が連携して支援。 



（参考2）バイオマス産業都市の選定地域 

 

 

べつかいちょう 

北海道別海町 

宮城県東松島市 

茨城県牛久市 

愛知県大府市 

北海道下川町 
しもかわちょう 

うし   く    し 

ひがしまつしま   し 

新潟県新潟市 
にい がた  し 

香川県三豊市 

・バイオガス発電・熱利用 
 （下水汚泥、食品残さ等） 
・木質ペレット、バイオディーゼル 

おお  ぶ    し 

・バイオガス発電・熱利用 
（家畜排せつ物、水産廃棄物等） 

・バイオガス発電･熱利用（食品残渣等） 
・木質発電 

・広域連携バイオディーゼル 
・生ごみ堆肥化、木質 

・バイオガス発電･熱利用 
 （食品廃棄物、し尿等） 

・木質地域熱利用・発電 
・ヤナギ・ススキ利用 

と か ち 

北海道十勝地域（19市町村） 

・バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物等） 
・木質熱利用・発電、ＢＤＦ 

み とよ  し 

・堆肥化・固形燃料化（食品残渣等） 
・竹資源利用 

北海道釧路市 
・バイオガス発電・熱利用 
 （家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物） 
・木質バイオマス発電、ペレット（林地残材等） 
・バイオディーゼル（廃食用油） 

くし  ろ  し 

北海道興部町 
おこっぺ ちょう 

・バイオガス発電 
 （家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物） 
・木質バイオマス発電（林地残材） 

宮城県南三陸町 

静岡県浜松市 
はままつ  し 

みなみさんりくちょう 

・バイオガス発電・熱利用  
（食品廃棄物、下水汚泥） 
・木質ペレット（林地残材等） 

・木質バイオマス発電・熱利用 
 （間伐材等） 
・バイオガス発電 
 （食品廃棄物、下水汚泥） 

三重県津市 
つ   し 

・木質バイオマス発電・熱利用 
 （林地残材等） 
・バイオガス発電・熱利用、固形燃料化 
 （有機性汚泥・食品廃棄物） 
・固形燃料化（間伐材、下水汚泥等） 

岡山県西粟倉村 
にし あわ くら そん 

島根県奥出雲町 

・木質ペレット、炭材 
 （林地残材等） 

・木質バイオマス熱利用 
 （林地残材等） 

岡山県真庭市 
・木質バイオマス発電（林地残材等） 
・バイオディーゼル（廃食用油等） 
・堆肥化（食品廃棄物等） 

ま  にわ  し 

おく  いずも  ちょう 

一次選定地域 ８地域 
（H25.6月） 

二次選定地域 ８地域 
（H26.３月） 
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5 予算措置による関係府省との連携・協力（例：環境省） 

（平成26年度当初）【5,300百万円の内数】 

先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業 
 

              （環境省と協力して実施） 

～第４次環境基本計画に基づく「低炭素」・「循環」・「自然共生」の統合的達成のため、関係府省とも 
   協力しつつ、地域主導による事業化計画策定から設備等の導入までの一貫した支援プログラムを提供～ 

（１）地域主導による再生可能エネルギー等事業化計画策定・FS調査事業のうち 
     地域協働による低炭素地域づくり事業 
（２）再エネ・省エネ設備導入支援事業のうち 
   地域のニーズや特性を活かした地域協働による低炭素地域づくり事業 

（平成26年度当初）【1,800百万円】 

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 
 

               （環境省と連携して実施） 

～木質バイオマスの搬出、収集、供給、利用の核施設を地域内で一体的に整備する、 
                 新しい木質バイオマス利活用システムを取り入れた地域づくりを実証～ 

原木の加工、燃料の運搬、木質バイオマスのエネルギー利用等を行うための施設をリース方式により一体的に
導入し、モデル地域づくりの実証事業を実施。 
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（平成26年度当初）【800百万円】 

地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業 
 

              （環境省と連携して実施） 

～地域の食品廃棄物や家畜排せつ物等でバイオガスを製造し、 
                周辺地域へガス・熱等を供給するモデル地域づくりを実証～ 

食品廃棄物や家畜排せつ物、水産系廃棄物を活用して得られるバイオガスを、地域でエネルギー（ガス・熱
等）として利用する取組をモデル的に構築し、事業性や温室効果ガス削減効果等を検討する事業を実施。 



6 農山漁村における再生可能エネルギー導入に向けた連携の検討事項  

○ 農山漁村における再生可能エネルギーの導入の促進に向けて、特に、以下の点
で関係省庁と連携を図ることができるよう、検討を進めていく。 

① 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作成の促進 
 

② 農山漁村再生可能エネルギー法に基づき市町村が設置する協議会を活用した
更なる再生可能エネルギーの普及の促進 
 

③ 地球温暖化対策地方公共団体実行計画をはじめとする再生可能エネルギー関
連の計画制度と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
リンケージ 
 

④ 地方農政局等に設置された一元的な相談窓口を活用した市町村の再生可能エ
ネルギー導入に関するサポートの充実 
 

⑤ 木質バイオマス等の地域材の利用促進において、相談・サポート、技術開発
等による、地域の実情に合ったきめ細かな発電や熱利用の促進 

-9- 


