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都市部でも営農を！
大阪府初の営農許可は茨木市
次いで泉佐野市でも第二号が完成

アルバテックニュース

2015
７月号WEB版アルバテックニュース配信中！

ホームページで、アルバテックニュー
ス PDF 版をダウンロード出来る様にな
りました。（バックナンバー含む）

この土地では農業だけでは売上も低
く採算が合わない。しかし太陽光発
電を導入する事で年間の収入も増え、
他の農地の収穫と合わせて収入面で
安定すると思い、設置を決断した。」

また、エネルギー政策課からは、
農家への営農型太陽光発電システム
の導入推進にあたり行政の対応につ
いての意見を求められ、

「営農型太陽光発電は農業維持の有効
な方策だと思う。
今後広めていく為には初期投資への
補助と申請の簡略化が必要！是非検
討して欲しい！」

との要望がありました。

エネルギー政策課の担当者からは

「架台は頑丈で高さがあり農作業に支
障はないだろう。
また現場の生の声が聴けて非常に良
かった。今後の推進の参考にしてい
きたい。」

とおっしゃっていました。

（中面から続く）

去る 6 月 11 日、
大阪府環境農林水産部エネルギー政
策課の担当者二名が、泉佐野市の営
農型太陽光発電システムの視察に来
られました。

大阪府環境農林水産部エネルギー政
策課は、事務分担として、
エネルギー政策に関すること。
再生可能エネルギーの導入の促進に
係る総合調整及び普及に関するこ　
と等を担当しています。

エネルギー政策課の担当者から施主
様に導入を検討した動機を聞かれま
した。
施主様は、

泉佐野市第一号の営農型太陽光発電所に
大阪府環境農林水産部エネルギー政策課訪問

当社 取締役 会長 高木が東京都市大学で講義
同学部は「環境と情報を人類社会の
課題として捉え、自然環境との調和
を図り、高度情報技術を活用して、
持続可能な社会の実現に寄与するこ
とができる人材の養成」を目的とし
ています。学生の多くが首都圏の実
家から通学、自ら光熱費を負担した
経験もなく、電気・電源等について
深く考えたことがない、かつ太陽光
発電の詳細を学んだ経験も少ない。
また、農業の現状にも疎く、最初は
生徒達も内容が理解出来ない様な空
気が流れていました。

しかし、当社が推進する「SOLAR 営農」
のビジネスモデルが、地球環境問題
に貢献できること、そして農家・地
方活性化に大きく貢献すること等を

6 月 19 日に、東京都市大学横浜キャ
ンパスの環境情報学部において、当
社 取締役 会長の高木が同学部学生に
向けた講義を行いました。
この講義は、同学部客員教授を務め
る公益財団法人自然エネルギー財団
木村啓二氏の依頼で実現しました。
テーマは「エネルギーと政策　新し
いエネルギービジネス　農業と共存
する太陽光発電」、営農型太陽光発電
（ソーラーシェアリング）のリーディ
ングカンパニーとして、どのような
ビジョンを持って事業に取り組んで
いるかを中心とした構成です。
　　

強調すると、これが、学部のメインテー
マと合致することに気付いた学生の目
の色が一変。日頃なかなか聞くことの
できない「現場第一線」の生の声を聞
き漏らすまいと、どの学生も集中し引
き締まった表情に変わりました。
週末金曜日 17 時開始にもかかわらず、
充実した講義となりました。
　　　　　　
講義終了後に提出されたレポートに目
を通すと、多くの学生が講義の内容を
正しく理解してくれていました。

なかには、
「私の実家は北海道で、周りは農地に
囲まれています。帰省するたびに農家
の元気がなくなっていくことを淋しく
感じていました。今日教わった営農型
太陽光発電が、環境にもやさしく、農
家が元気になるアイテムとして、とっ
ても有効であることを実感しました」
という感想も寄せられました。

次回は 7/27（東京）・7/30（大阪）
で開催の農業生産法人向けセミナー
の模様をお伝えします。
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「太陽光発電システム」のお問い合わせは

営農便り
3 月号でご紹介した 3カ所の営農型太陽光発電所
では、ミョウガが順調に生育しています。

「ソーラーシェアリング マツイデンキ第一太陽光発電所」(288kW)

太陽光発電所を見学する大阪府環境農林水産部の二人と施主様

「ソーラーシェアリング太田第一号発電所」(24kW)

「ソーラーシェアリング太田第二号発電所」(48kW)



条件は複雑です。生産緑地の指定を
受けた農地は固定資産税の減免措置
を受けることができ、かつ農業後継
者がいる農家に対しては相続税支払
いの猶予が認められています。但し、
指定を受ける要件として、たとえば、
生活環境機能及び公共施設等の敷地
の用に供する土地として適している
こと、面積が一団で 500 平方メート
ル以上であること等があります。ま
た、生産緑地指定を受けますと、30
年間は営農を継続する義務が課せら
れ、非常にハードルの高いものとなっ
ています。

価格競争と農産物の市場価値
都市農業は、近隣に大消費地をひか
える立地の優位性を生かし、都市住
民や市場の需要に応え、新鮮な農産
物を供給してきました。特に生鮮野
菜で重要な地位を占め、都市の食料
自給に貢献しています。一方で、安
価な輸入農産物との競争や、産地間
競争の激化により、価格は低迷、農
業を取り巻く経営環境は厳しさを増
しています。
直売やブランド化、生産者名や生産
者団体名を付けたり、地産地消を強
調するなど、差別化を図る販売の工
夫も見られます。消費者の農産物に
対する安全志向の高まりをとらえ、
新鮮、安全、安心という付加価値を
提供する、価格で競争しない品質型
へのシフトが求められているといえ
ます。

施主様はおっしゃいます。

「労力かけても売り上げは数 10 万程
度と採算は合わない。それでも農地
である以上農業を続けなければなら
ないと考えていた。

そんな時、知り合いの農機具店から
農地に太陽光発電設備を設置出来る
話を聞いた。
太陽光発電による売電で、労力をか
けずに年間 180 万程の収入が得られ
るという。
他の農地での農業収入と合わせれば、

都市部の農業は、農村地域とは異な
る、都市部特有の問題を抱えていま
す。

農業従事者の高齢化と後継者問題
都市部の農業従事者の平均年齢は、
地方同様、急速に高齢化しており、
今後数十年の農地での耕作や生産方
法が非常に不透明となっています。
後継者問題も深刻ですが、農村地域
のように若者が都市部に流出する、
というのとは事情が異なります。
都市部では近隣に就業場所が数多く
存在することから、農業以外で比較
的容易に収入を得ることができます。
農家の子弟においても、大多数は実
家に住みながら、勤め先で収入を得
るという選択肢を選びます。親世帯
と同居することで、家賃やその他生
活費の出費を抑えながら、農業外で
の収入を得ることが、経済的に有利
な選択となるからです。農業従事者
も次世代への継承は消極的です。後
継者が傍にいながら、農業の継承が
進まないという現状があります。

市街化区域の宅地並み課税
農地の固定資産税は、非農地に比べ
非常に安いものとなっていますが、
三大都市圏特定市の特定市街化区域
農地の場合は、宅地並みの課税が行
われます。土地所有者への経済的負
担は大きく、農業の廃業、農地の宅
地への転用の要因となっています。
「生産緑地」制度という農業継続を支
援する制度はありますが、その適用

大阪府下で第 2 号、泉佐野市では初の
営農型太陽光発電所の連系が 6 月 4 日
に完了しました。
施主様は 15 年以上泉佐野市で泉南地
区の特産物である水ナスをはじめ、
稲、ブロッコリー、とうがんなどを
栽培している 40 代の専業農家様で
す。　

今回対象の農地は、トラクターなど
の機械が入る道が無い為、他の農地
に比べ３～４倍の労力がかかる上に
栽培する作物が限られる条件の悪い
農地でした。

都市部における農業の問題
近隣との共存
人口密度の高い地域に隣接する都市部
の農業は、地元との友好な関係を維持
するため、周辺環境への配慮が必要で
す。農薬や化学肥料等の化学物質の低
減への要求も厳しく、宅地化が進んだ
地域では、住民への健康被害が生じな
いよう、農薬散布せざるを得ない場合
でも、周辺への飛散防止の対策が必須
となります。

以上のような都市部ならではの農業の
難しさを抱えながらも、都市部で農地
の果たす役割は大きく、農業生産的側
面のみならず、水環境、生物の生息環
境等の保全などの役割を果たしていま
す。また、潤いや安らぎをもたらす、
貴重な緑地空間を提供し景観の保全に
も貢献しています。学童農園等の農業
体験等で地域との交流活動の場として
の機能を果たす例もあります。

農業を継続し、農地を長期的に維持管
理するための 1 つの方法として、当社
は営農型太陽光発電システムを提案し
ます。農業を行いながら、太陽光によ
る発電事業で新たな収益を得て頂くシ
ステムです。当社は、発電事業を行う
農家を「電業農家」と名付け、新しい
農業の形態として提案しています。
農産物の生産地として食料を供給し、
その他にも私たちに様々の恵みをもた
らず大切な農地を、これ以上減らさな
いために、私たちは、全国に電業農家
を増やす取り組みを続けてまいりま
す。

収入面で安定すると思った。それで設
置を決断した。」

設置するにあたって架台の配置が問題
になりました。

現地調査の結果、土地が南北に細長い
ため、当社の標準架台ではパネルを南
に向けての設置が難しいことが判りま
した。
また土地の形状に合わせて標準架台を
設置すると、パネルが西向きになり発
電効率が落ちることが予想されまし
た。
そこで、土地の形状を生かしながら、
パネルを南向きに設置する事の出来る
特別構成の架台を設計しました。これ
により栽培効率と太陽光発電の効率の
両立が可能になりました。（下図参照）

完工後、施主様からは

「これなら畝も作れ、栽培に支障は無
い！また架台が高く思った以上に光が
入るのでどの様な作物でも栽培出来
る！申請作物は小松菜だがとうがんで
もいけそうだ」

とのお言葉を頂きました。

栽培効率と発電効率を両立した特別設計の架台

大阪府ソーラーシェアリング第一号は茨木市
大阪府茨木市宿久庄で大阪府初の一
時転用許可第一号の認可を受け、４
月１４日に完工した「こばやし・営
農型ソーラー発電所」（12kW）。

施主様の小林茂樹様の本業は農業。

は、親戚の会社（小林産業㈱ / 当社
協力会社）から営農型太陽光発電シ
ステムのことを聞いたからです。
もともと稲作の収入も減り、農地を
手放せるものなら手放したいと思っ
ていました。また、将来的にも息子
達が農家を継いでくれるかどうかも
分からないという不安もありまし
た。
小さな畑（家庭用の約 50 坪弱）で
も設置運営可能か相談をしたとこ
ろ、狭小地でもメリットがある事が
わかりました。
売電による収益を経費や税金などに
充てられたら良いと思いました。
さらに相続対策にもなるということ
で設置を決意しました。」

先日、営農計画通り『みょうが』の
植え付けも完了しました。

「発電（売電）状況も順調で今後が
非常に楽しみです。」
と、明るい表情で語って下さいまし
た。

主に稲作と少々の畑（家庭用）があり、
奥様と息子さんお二人の４人家族。
息子さんはお二人とも同居はされて
いますが農業ではなく会社員として
働いていらっしゃいます。
「太陽光発電所を設置するきっかけ

大阪府泉佐野市初の営農型太陽光発電所（太陽光 48kW）

今回の特別仕様架台 当社標準架台

（裏面に続報があります。）

こばやし営農型ソーラー発電所（12kW）と施主様の小林様

大阪府泉佐野市　S様
営農型太陽光発電システム (48kW）

南北に長い畝

東西に延びた畝

NN 営農型太陽光発電システム (48kW）
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