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食料産業局農山漁村再生可能エネルギー法の概要
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○ 食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調整
を適切に行うとともに、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進すること
が重要。

○ このような取組を進める枠組みを構築する「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
の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成25年11月に成立。平成26年５月１日に施行。

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。
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食料産業局農山漁村再生可能エネルギー法活用のメリット（事業者）
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基本計画作成に関わった事業者の声 制度の運用

①原則転用不許可の第
１種農地であっても、
再生利用困難な荒廃
農地等であれば、転用
できるようになる。

②木質バイオマス発電の
場合、出力制御上の
優遇措置を受けること
ができる。

市町村

設備
整備者

農林漁業者・団体

地域住民、
学識経験
者等

•町が主導することで、円
滑な事業の実施ができ
る。

•町に選ばれたことで、事
業実施の信頼性が向上。
また、地域関係者との協
議が円滑にできる。

•町主催の説明会が開催
され、事業計画を住民
に丁寧に説明する機会
ができた。

再生利用困難な荒廃農地
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食料産業局農山漁村再生可能エネルギー法活用のメリット（市町村）
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（参考）法活用による経済効果の例（宮城県七ヶ宿町）

太陽光発電
（14.5MW）

収入２：固定資産税

収入３：地代

収入１：売電収入

財政 行政

基金 ○農林漁業の健全な発展に資する取組
畜産農家への支援
農業指導員の営農指導
施設園芸での作物栽培 等

○暮らし対策
○人材育成
○他産業支援 等

七ヶ宿町

公 募 地域貢献度の大きい事業者

売電収入の約４％を基金へ還元
（２０年間で４億円を想定）

• 再エネ発電の利益を、設備整備者が行う農林漁業の健全な発展に資する取組を通じて地
域に還元することができる。

• 基本計画において設備整備区域を設定することにより、再エネ発電設備の整備を、再生利
用困難な荒廃農地等に誘導することができる。

• 協議会を活用することにより、地域の合意形成をスムーズにし、再エネ導入を円滑に進めるこ
とができる。
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食料産業局（参考）農林漁業の健全な発展に資する取組の例
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○ 再生可能エネルギー事業と併せて、農林漁業の健全な発展に資する取組を行うことが重要。
○ 取組内容については、市町村がそれぞれの事情に応じて個別具体的に定める。
○ 再生可能エネルギー事業の売電収入の一部を利用するものや、電力・熱・副産物を利用するものなど様々な例が考えられる。

売電収入※を活用するもの

○ 農林地の整備
・周辺の農地整備

○ 農林漁業関連施設の整備
・育苗施設、貯木場、農林水産物の加工施設、直売所、農家レストラン、
農林漁家民宿、鳥獣被害対策設備等の整備

○ 農林漁業経営の改善
・農業機械・資材への補助
・６次産業化の取組による新商品開発、商品のブランド化
・未利用間伐材の安定的な買取り。それによる森林の維持管理
・市から間伐を行う事業者への補助金の交付
・漁業保険や漁業共済等の一部を補助

○ 基金の造成
・市町村等に基金を造成し、積み
立て。農林漁業の振興のために
活用。

○ 寄付
・農林漁業団体や地域の協議会へ

寄付。農林漁業の振興のために
活用。

電力を活用するもの

○ 農林漁業施設での活用
・電力を農産物加工場や酪農施設、
鳥獣害対策設備、冷凍冷蔵施設等
へ供給し、電気代を削減。エコ商品・
産地としてブランド化。

熱を活用するもの
○ 農林漁業施設での活用
・熱を園芸施設や養殖施設等へ供給し、
燃料代を削減。エコ商品産地としてブ
ランド化。

副産物を活用するもの
○ 消化液・堆肥の活用
・バイオマス発電により発生した消化液

や残さから製造した堆肥を低価格で提供

※ 活用する割合や金額は地域での合意次第
だが、３～５％を地域に還元している例がある。

※ 熱のみの事業は
農山漁村再エネ法
の対象外。

○ 集落の維持管理
・集落の維持管理

お問い合わせ先：農林水産省 中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課（☎086-224-4511（代））



再エネ法関係（省令・基本方針） 農地法関係（省令）

○再生可能エネルギー発電設備整備区域に第１

種農地を含める場合、次の土地を設定可能

① 再生利用困難な荒廃農地（ ）

② 再生利用可能な荒廃農地（ ）のうち、生

産条件が不利で、相当期間耕作に供されず、

受け手が見込まれないため、今後耕作の見

込みがない土地

○なお、風力発電設備及び小水力発電設備に関

しては、次の要件を満たす第１種農地について

荒廃農地以外の農地（ ）も整備区域に含め

ることが可能

① 年間を通じて安定的に風が観測される場所

又は農業用水等を用いて効率的に発電する

と見込まれる場所であること

② 農地の集団化等農作業上の利用に支障が

ない位置にあり、必要最小限の農地を設定

するものであること

○この場合、次のことが必要

① 整備区域について、農業上の土

地利用調整（県・指定市町村との

調整）が調ったものであること

② 設備整備計画に記載された農林

漁業の健全な発展に資する取組に

ついて、協議会（関係農林漁業者

等により構成）において協議が調っ

たものであること

耕 地

再生
利用
可能な
農地

（参考） 荒廃農地

再生
利用
困難な
農地

「優良農地の確保に支障を生じ

ないことを前提とし、耕作放棄地

を使用するなど地域の農業振興

に資する場合については、再生

可能エネルギー設備の設置に関

し、農地制度における取扱いを

明確化する」

平成24年4月 閣議決定

「（規制改革について）既往の閣議

決定事項を着実に推進」

平成25年1月 閣議決定

平成25年3月

支柱を立てて上部空間に
太陽光パネル等を設置す
る場合の農地制度上の取
扱いを通知で明確化

「風力発電設備の設置に関し、農

地転用制度上の取扱いを検討し、

結論を得る 」

平成25年6月 閣議決定

（風力、小水力の特徴）

・転用面積が点的

・立地場所が制約

緑

赤

黄

452万ha 13.2万ha 14.4万ha

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく再

生可能エネルギー発電設備整備区域（「整備

区域」）に、第１種農地を設定する場合の基

準を規定 （農用地区域には設定不可）

左の整備区域内で農山漁村再生可

能エネルギー法に基づく設備整備

計画（事業者の計画）に従って整備

される再生可能エネルギー発電設

備を、第１種農地の転用不許可の

例外に追加 （これにより、農山漁村再

生可能エネルギー法に基づく県・指定市

町村の同意が可能に）

○ 再エネ発電設備に係る農地転用の取扱いについて

緑

赤黄



（参考）

農業振興地域制度
〈農業上の土地利用のゾーニング〉

農地転用許可制度
〈個別転用を規制〉

長期にわたり総合的に農業振興を図る地域

農用地区域
（市町村の農業振興地域整備計画で設定）

農業上の利用を図るべき土地の区域

（転用禁止）

農振白地地域

農業振興地域外

・ 都道府県知事

・ 農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長

（４ha超は農林水産大臣に協議）

許可権者

不許可

原則不許可

［第１種農地］
・集団農地
・土地改良事業対象農地 等

Ⅰ

Ⅲに立地困難な場合に許可Ⅱ

［第２種農地］

・土地改良事業の対象となっていない
小集団の生産力の低い農地 等

原則許可

［第３種農地］
・市街地にある農地 等

Ⅲ

市街化区域：届出制

生産性の高い優良農地

小集団の未整備農地

市街地近郊農地

市街地の農地

農業振興地域
（都道府県が指定）

農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要

農振法 農地法


