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水力発電の開発促進に関する提言の概要 

 

水力発電の特徴とエネルギー政策上の役割 

水力発電は、初期投資の負担が大きく

運転初期段階での発電コストは高いも

のの、長期安定的に運用可能であるため、

稼働期間を通じた評価では、最も低廉な

電力を供給することのできる電源であ

る。加えて、ＣＯ2 の排出量が極めて少

ないクリーンな純国産エネルギーであ

ることから、エネルギーミックスの前提

となる３Ｅ＋Ｓの目標水準について、そ

のいずれにも貢献することが可能であ

る。さらに、高品質な電力供給に資する

調整力の提供や発電所の建設・維持管理

を通じた地域活性化・雇用創出面での貢

献など、再生可能エネルギーのなかでも優れた点が多く、着実な導入拡大が期

待される。 

 

水力発電の導入を促進するために必要な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．水力発電の一層の導入拡大を図るための施策 

（１）水力開発の特徴を考慮した支援制度の拡充・強化 
（２）地域との共生関係構築に資する理解醸成策の拡充 

２．水力開発に係る許認可手続きの簡素化・迅速化 

（１）環境影響評価法（２）自然公園法（３）森林法（４）河川法 

１．水力発電の一層の導入拡大を図るための施策 ２．水力開発に係る許認可
手続きの簡素化・迅速化

（１）水力開発の特徴を考慮した支援制度の
拡充・強化

（２）地域との共生
関係構築に資する
理解醸成策の拡充ａ）新規地点開発の実態を考慮した支援の拡充

①トンネル導水路を伴う新規地点開発への支援
②系統接続に係る費用負担への支援

ｂ）事業見通しの確実性を高めるための施策
①FIT制度における買取期間終了後の扱いの明確化
②FIT制度の長期継続
③発電初期段階における発電コストを圧縮する施策

ｃ）導入コストの削減に向けた技術開発への支援

ａ）電源立地地域対策交
付金の交付要件緩和

ｂ）水力発電の地元貢献
事例のＰＲ

（１）環境影響評価法
（環境アセスメント）

（２）自然公園法
（特別地域内の開発行為）

（３）森林法
（保安林解除）

（４）河川法
（河川維持流量協議）

水力開発を促進するうえで克服すべき課題

新規開発地点の奥地化・
小規模化による導入コス
トの増加（特にトンネル
導水路を含む土木工事費
及び系統接続費）

計画から運転開
始までに長いリ
ードタイムが必
要であり事業リ
スクを抱える

耐用年数が長
いため投資回
収が長期にわ
たり事業リス
クを抱える

発電所建設に要する
投資額が大きく発電
初期段階における発
電コストが高い

地域の資源である
水力を利用するた
め立地地域と良好
な共生関係を構築
することが必要不
可欠

許認可手続きが
複雑で長期間を
要すため事業リ
スクを抱える
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水力発電の開発促進に関する提言 

 

 

はじめに 

 

平成 27年 7月に決定された長期エネルギー需給見通しでは、エネルギー基本

計画を受ける形で、将来のエネルギー需給構造のあるべき姿（エネルギーミッ

クス）が示され、再生可能エネルギーについては、我が国の自然条件等を踏ま

えつつ、各電源の個性に応じた最大限の導入を行うという方針の下、2030年度

の電源構成において総発電電力量の 22～24％という導入目標が示された。この

うち水力発電は、ＣＯ2排出量の少ないクリーンな純国産エネルギーとして、天

候に左右されず安定的な運用が可能という特性を有することから、電力供給の

基礎を担うベースロード電源の役割を付与され、エネルギーミックスの実現に

向けて積極的な導入拡大が求められている。 

 

再生可能エネルギーの導入拡大を支援する施策としては、固定価格買取制度

（ＦＩＴ制度）の導入に加えて、系統制約の解消や法規制の緩和など環境整備

に係る取り組みも進められている。ＦＩＴ制度の下、水力発電は設備認定量及

び設備導入量ともに着実に増加しているが、その内訳をみると、比較的短期間

で開発が可能な、既設ダムの放流設備や農業用水路など既存設備が有する未利

用落差を活用した小水力発電の開発や既設発電所における設備更新が中心であ

り、量的な拡大という面では十分とはいえない状況にある。エネルギーミック

スに示された導入目標達成に向けては、経済性や法規制などの制約により現在

開発が十分に進んでいない、新規地点開発を促進することが重要である。 

 

水力開発は、その 100年を超える歴史のなかで経済性の良い地点から順次開

発された結果、対象地点が奥地化・小規模化し、初期投資の負担、特に土木工

事費用や系統接続に係る費用負担が課題になることが多い。加えて、計画から

開発までのリードタイムが長いことから、その間の社会・経済環境（エネルギ

ー政策、資源価格、為替相場・経済政策など）の変化の影響を受けやすく、検

討を進める途上で前提条件が崩れた場合には、事業そのものが中止になるとい

うリスクを有している。このように、水力発電の新規地点開発は、共通の課題

を持つ地点が多く、その実態に応じて支援制度を構築すること並びに関係法令

の許認可手続きを更に簡素化・迅速化することが求められる。 

 

このような現状認識の下、水力委員会では、水力開発を検討している事業者

が実際に抱えている様々な課題を物量とともに把握することを目的として、ア

ンケート調査を実施した【図-1】。本提言は、アンケート調査の成果を基礎資

料としつつ、水力発電の導入が見込みどおりに進んでいない要因と望まれる施

策等について検討した結果を反映してまとめられたものであり、今後の水力開

発の促進に寄与することを期待するものである。 
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１．水力発電の特徴とエネルギー政策上の役割 

エネルギー基本計画において、エネルギー政策の基本的視点は「安全性

（Safety）を前提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を

第一とし、経済効率性の向上（Economic Efficiency）による低コストでのエ

ネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合（Environment）を図るため、

最大限の取組を行うことである。」と述べられている。これを受けた長期エネ

ルギー需給見通しでは、３Ｅ＋Ｓについて達成すべき政策目標を想定したう

えで、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであ

ろう将来のエネルギー需給構造のあるべき姿（エネルギーミックス）が示さ

れた。エネルギーミックスの実現に向けて、３Ｅ＋Ｓを同時に達成しながら

再生可能エネルギーを最大限導入するためには、各電源の特性に合わせた導

入拡大方策の整備が必要である。水力発電は、多様な特長を有する、安定供

給、経済効率性及び環境適合のいずれにも貢献することができるエネルギー

源として、2030年度のエネルギーミックスにおいて 197万 kW～280万 kW（総

発電電力量に占める割合としては 8.8％～9.2％）の導入目標が示されている

【図-2】【図-3】。以下に、水力発電の特徴とエネルギー政策上、水力発電に

求められる役割について示す。 

① ライフサイクルを通じた低いＣＯ2排出量（地球温暖化防止への貢献） 

水の自然循環を利用しているため、運転過程においてＣＯ2や廃棄物を出

さないクリーンな再生可能エネルギーである。発電所の建設を含むライフ

サイクルＣＯ2排出量においても、他の発電方式に比べて最も排出量が少な

い【図-4】【図-5】。 

2020年以降の温室効果ガス削減に向けた日本の約束草案（地球温暖化対

策推進本部、2015年 7 月 17日）に示された温室効果ガスの削減目標「2030

年度に 2013年度比マイナス 26.0％の水準」の達成に大きく貢献する【図-6】。 

② エネルギー自給率の向上への寄与（エネルギーセキュリティへの貢献） 

燃料が不要で枯渇する心配のない純国産エネルギーであり、輸入燃料に

依存しないため、化石燃料の調達リスクが無い。エネルギー源の輸入依存

度を低下させることにより、エネルギーセキュリティの向上に貢献する。 

長期エネルギー需給見通しでは、エネルギー自給率の目標水準について、

東日本大震災前を更に上回る概ね 25％まで改善することを目指して、エネ

ルギーミックスを決定している【図-7】。 

③ 長期安定的な発電所の運用が可能（コスト低減への貢献） 

ダムや水路を設置するための土木工事が必要になるため、初期投資の負

担が大きく投資の回収期間が長くなる傾向にある。一方、初期投資の負担

と比較して、燃料費が不要で変動費の負担が少ないことから、長期安定的

に運転を行うことにより、発電コストが低減し経済性を発揮する【図-8】。 

長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関す
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る報告（発電コスト検証ワーキンググループ、2015年 5月）では、一般水

力について、原子力発電に次いで低い発電コストが試算された。 

④ 出力変動の少ない安定的な発電が可能（低廉なベースロード電源の提供） 

季節、時間帯によって出力が変動することが少なく、安定的に発電する

ことが可能である【図-9】。このため、再生可能エネルギーのなかでも設備

利用率が高いエネルギー源であり、電力系統への接続に当たって送配電等

設備の増強が必要な場合においても、設備利用率の低い他の電源に比べて、

同じ電力量を得るための増強規模が小さくなり、ネットワークの効率的な

設備形成に寄与する【図-10】。 

③で述べた特徴とも相まって、長期エネルギー需給見通しにおいても、

「自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱、水力、バイオマスを積極

的に拡大し、それにより、ベースロード電源を確保」すると位置付けられ

た。 

⑤ 高い負荷追従性（高品質な電力供給への貢献） 

水力発電所は、電力需要の変動に対応して、短時間での起動・停止や出

力を増減させたりすることが容易であり、電力システム改革第２段階にお

いて一般送配電事業者が担うことになった需給バランス調整や周波数制御

などの系統安定化業務に資する電源として、高品質な電力供給の確保に貢

献する【図-11】。 

また、揚水式の発電所は、水の位置エネルギーとして蓄電することもで

きるため、再生可能エネルギー電源の余剰電力を吸収することによる下げ

調整力の提供が可能である。 

⑥ 地域の活性化・雇用創出に対する貢献 

地域経済の活性化に及ぼす影響が大きく、合わせて雇用創出効果も期待

できることから、地域創生に係る貢献度も大きい。工事・管理用道路等の

インフラ整備は、地域社会の環境改善のみならず他産業への誘発効果も期

待できる【図-12】。また、地域への納税や地域・団体等との共同開発、地

域との共生関係の構築を通じて、地域の活性化に貢献することも可能であ

る【図-13】。 

エネルギー基本計画では、水力発電の導入加速化の方向性のひとつとし

て、「未開発地点が多い中小水力についても、高コスト構造等の事業環境の

課題を踏まえつつ、地域の分散型エネルギー需給構造の基礎を担うエネル

ギー源としても活用していくことが期待される」との位置付けが確認され

た。 
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２．水力発電の一層の導入拡大を図るための施策 

 

（１）水力開発の特徴を考慮した支援制度の拡充・強化 

ａ）新規地点開発の実態を考慮した支援の拡充 

ＦＩＴ制度における水力発電の買取価格は、平成 29 年度以降、従来の

1,000kW以上 3万 kW未満の出力区分が 5,000kWを境に２分割され、新たな

価格が設定されることとなった。今後、比較的ポテンシャルが多く残る

1,000kW以上 5,000kW未満の出力を有する地点の開発促進が期待されるが、

引き続き、新規地点が抱える以下の課題について実態を考慮した支援が必

要である。 

 

① トンネル導水路を伴う新規地点開発への支援 

一般河川での新規地点開発は、取水設備、トンネル導水路、水圧管路

といった多くの土木設備が必要であり工事費に占める比率も高い【図

-14】。なかでもトンネル導水路については、施工上の制約から、必要な

断面よりも大きな断面（施工に必要な最小断面は約 1.8ｍ）でトンネルを

掘削せざるを得ない地点があり、経済効率性を低下させる要因になって

いる【図-15】。事業者へのアンケート調査においても、1,000kW以上の出

力規模を有する計画地点は相当数あるものの、経済性を開発阻害要因と

する地点が多く、具体的にトンネル導水路を含む土木設備工事費に対す

る支援を要望する事業者もあった【図-16】【図-17】。土木設備は、一旦

設備形成を行った後、適切な修繕を実施することにより、ＦＩＴ制度に

よる買取期間終了後も長期にわたり供用することが可能であり、低廉な

発電コストに寄与することができる。 

したがって、一定以上のトンネル延長を有する地点について、地方創

水力開発は多くのメリットを有するものの、その有望地点は山間奥地に多

く、土木設備や系統接続に係る費用が増加する傾向にある。また、導入コスト

が大きく設備の耐用年数が長いため、資本回収に長期間を要するなどの特徴も

持ち、開発に当たっては経済性が課題となることも多い。既存の水路工作物等

を利用した小水力発電が、ＦＩＴ制度や補助金により導入量を着実に伸ばして

いる一方で、新規地点の開発は伸び悩んでいる状況にある。 

エネルギーミックスの実現に向け、水力発電の量的な拡大を飛躍的に押し上

げる新規地点開発の促進、並びに小水力発電の持続的な開発が必要であり、以

下の支援措置が求められる。 

ａ）新規地点開発の実態を考慮した支援の拡充 

ｂ）事業見通しの確実性を高めるための施策 

ｃ）導入コストの削減に向けた技術開発への支援 
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生に関する自治体や地元の取り組みへの貢献あるいは地元の生活道路や

防災・緊急時対応施設としての共用等を前提に、当該効用に見合う補助

制度の創設等が望まれる【図-18】。 

 

② 系統接続に係る費用負担への支援 

水力発電の場合、量的な拡大に寄与するような出力規模を有する有望

な新規開発地点は、概して送配電等設備の容量が小さく連系点との距離

も離れている山間地の河川上流部に位置することが多く、電源線増強費

用の負担が従来に比べて重くなっており、現状のままでは、このような

計画地点の開発が断念に至る可能性がある【図-16】。 

ＦＩＴ制度の買取価格には、発電設備設置者が負担すべき電源線の増

強に係る費用が一定程度見込まれているが、制度導入以降、下位系統に

再生可能エネルギー等の分散型電源が多数連系することにより、電源線

増強費用のみならず、ネットワーク側の送配電等設備の増強に係る費用

についても負担を求められるケースが増加している。ネットワーク側の

送配電等設備に関しては、発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事

業者の費用負担等の在り方に関する指針（費用負担ガイドライン）によ

り、事業者の費用負担を軽減する措置が講じられたところであるが、系

統接続に係る費用負担は、依然として水力発電の開発促進を阻害する大

きな要因のひとつになっている【図-19】。 

水力発電はベースロード電源としてエネルギーミックスの土台を担う

とともに、その高い負荷追従性から系統安定化にも貢献するなど、他の

再生可能エネルギーにはない優れた特長を合わせ持つ。したがって、水

力発電の系統接続に際しては、系統制約を軽減するよう特段の配慮が期

待される。例えば、立地条件等を考慮した一定レベルを超える費用負担

への支援など、電源線の増強等に係る費用負担について、更なる制度の

充実が必要である。 

なお、費用負担ガイドライン及び電力広域的運営推進機関により指定

された一般負担の上限額については、エネルギーミックス達成への影響

も考慮しつつ、継続的に状況を把握し適切に設定することが望まれる。 

 

ｂ）事業見通しの確実性を高めるための施策 

① ＦＩＴ制度における買取期間終了後の扱いの明確化 

一般河川に取水設備、トンネル導水路、水圧管路など多くの土木設備

を構築するタイプの水力発電所の耐用年数は、発電コスト検証ワーキン

ググループの試算（平成 27 年 5 月）では、法定耐用年数を考慮して 40

年とされている。しかし実際には、40 年を超えて稼働している発電所も

多く【図-20】、ＦＩＴ制度における 20年の買取期間では、稼働期間の半

ばでＦＩＴ価格での買取が終了し、その後の収入は市場取引価格に左右

されるため、事業性を評価する際のリスク要因になっている。このこと



 

6 

 

は、事業者に新規地点の開発を躊躇させる一因となるほか、買取期間中

だけの稼動を前提とした品質による設備形成が図られるなど、再生可能

エネルギーの持続的な拡大に結びつかない発電所の増加も懸念される。 

したがって、耐用年数までの買取期間の延長や、現在の設備更新に対

する適用範囲を拡大して買取期間終了後のランナ取替等のタイミングで

再度ＦＩＴ制度の適用を受けられるようにするなど、水力発電の特徴を

十分に踏まえ、事業性を見通すことが可能な方策の検討が必要である。 

 

② ＦＩＴ制度の長期継続 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

（ＦＩＴ法）の附則第 10 条第 3 項では、「平成 33 年 3 月 31 日までの間

に本法の抜本的な見直しを行う」とされているが、継続的に再生可能エ

ネルギーの導入を進めるためには、平成 33年以降についても、本施策の

継続あるいは水力開発の特徴を十分に踏まえた新たな施策の実施が必要

である。 

また、水力開発は、事業化を決定してから開発の見通しを得てＦＩＴ

認定を取得するまでに、一般河川での開発では 5 年程度にわたる長期の

リードタイムを要する【図-21】。改正ＦＩＴ法により、水力発電につい

ては 3 年間の買取価格が設定されたが、更なる事業化促進のためには、

事業化決定から 5 年先程度が見通せる複数年度価格設定の配慮が望まし

い。 

加えて、水力開発では、経済効率性を最大限に高めるよう、地点条件

に応じて個別設計が行われる特性を踏まえた買取価格の設定が必要であ

る。 

 

③ 発電初期段階における発電コストを圧縮する施策 

水力発電は、稼働期間を通じてみれば、最も低廉な電力を供給するこ

とのできる電源であるが、発電コストに占める資本費の割合が大きく、

発電初期段階における償却費用の大きさが開発に際しての課題になって

いることから、これらの負担を軽減することが望まれる。また、水力開

発には、調査を含め建設初期段階よりまとまった資金確保が必要となる

ため、低金利あるいは利子補給による 20 年以上の超長期融資の実施や、

地方税への補填措置を前提とした発電初期段階（3年程度）での各種課税

の減免あるいは元本の返済を猶予する期間（グレースピリオド）を設定

するなどの資金調達の優遇や初期コストの負担軽減措置が必要である。 

なお、現在実施されているエネルギー環境負荷低減推進税制（グリー

ン投資減税）による特別償却の実施や再生可能エネルギー発電設備に係

る課税標準の特例措置（固定資産税）による 3 年間の固定資産税の減免

については長期にわたる運用が望まれる。 
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ｃ）導入コストの削減に向けた技術開発への支援 

水力発電の導入拡大を持続させるためには、導入コストに対する直接的

な支援の継続とともに、中長期的な観点から将来の国民負担の軽減につな

がる取り組みとして、以下に示すような技術や工法に関する技術開発を通

して、導入コストの削減を図ることが重要となる。これらの基礎技術に関

する開発や実証については、現在の競争環境下では、特定の事業者が開発

に要する費用や期間を負担することが難しいこと、また、その成果は特定

の事業者に権利が帰属することなく全ての事業者に等しく利用可能とする

必要があること、などを考慮すると、国やそれに準ずる機関による実施や

主導が望まれる。 

・ 汎用型の小断面ＴＢＭの開発と共用体制の整備 

今後、開発が期待される 1,000kWから 5,000kW程度のトンネル導水路

を伴う地点では、施工上の制約から、通水に必要な断面に比べて大きな

断面（施工可能な最小断面は約 1.8ｍ）でのトンネル施工となることが

多く、経済性を低下させる一因になっている。このため、トンネル掘削

工法について、例えば、汎用型の小断面トンネルボーリングマシン（Ｔ

ＢＭ）を開発し、基金やレンタル会社等がマシンを保有し、建設事業者

はレンタルしてもらえる仕組みを創設することなどによって、掘削工事

費の低減を図ることが可能となる。 

・ 砂防ダム等における効率的な取水方式の開発 

近年、砂防ダムや治山ダムを活用し、取水ダムを省略することでコス

トダウンを指向する地点が多い。国として当該ダムの管理者の理解と支

援を醸成するなどして、堆砂のすすんだ状態でも土砂による取水障害を

少なくするなどの対策で取水効率を高めるとともに、維持管理が容易な

取水方式を具現化することは、経済性を向上させるうえでの強力な手段

となる。また、今後、砂防ダム等を活用しやすくするための方策として、

砂防ダムの技術指針等への追加整備なども望まれる。 

・ 再エネ導入拡大下での系統安定化に向けた水力発電の活用方法に係る研

究開発 

自然条件によって出力が大きく変動する再生可能エネルギーの導入

拡大による周波数変動やコスト等の諸問題を、長期間にわたり安定した

発電が見込まれる水力発電によって解決する手法の研究開発（マイクロ

グリッドにおける揚水式を含めた水力発電の寄与方策や制御方式の検

討、各種水力発電設備における汎用機器の活用及び機器の標準化等）は、

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを更に高めることを可能とす

る。 
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（２）地域との共生関係構築に資する理解醸成策の拡充 

ａ）電源立地地域対策交付金の交付要件緩和 

水力発電の開発に当たっては、用地の確保や環境面への影響等について、

立地地域の地元都道府県、市町村及び漁業関係者などの理解と協力を得る

ことが重要である。また、建設後数十年にわたって発電が継続するため、

発電所の維持管理に関しても地域住民及び地元協力会社の信頼と協力が不

可欠である。 

現在、電源立地に関する助成制度として、電源三法に基づく「電源立地

地域対策交付金」が地元市町村に交付されており、地域住民の利便性向上

や地域の活性化を目的とした事業の支援を通して、発電所と地域の良好な

共生関係の維持に貢献してきた。このうち、水力発電に関係するものは、「電

源立地等初期対策交付金相当部分」、「電源立地促進対策交付金相当部分」

及び「水力発電施設周辺地域交付金相当部分」であるが、これらの交付金

は、主に電力需給上、重要な電源である大規模水力発電や複数の発電所が

所在する立地地域などが交付対象になっている【図-22】、【図-23】、【図-24】。 

しかしながら、中小水力発電であっても、新規に地点を開発する場合、

開発初期段階における現地調査から建設工事に至るまでの過程は、大規模

水力発電と同様であり、立地に際しては地元の理解醸成を図ることが重要

である。また、近年は 1,000kW 以下の小水力発電の開発や出力増加を伴う

既設発電所の更新工事が増加しているものの、交付対象外であるため、立

地地域が水力発電の恩恵を感じ難い状況になっている。水力発電は、過去

100年を超えて開発されてきた電源であり、その背景には、水力発電所の建

設・運営に協力してきた立地地域の貢献があることを十分認識すべきであ

る。また、エネルギーミックスにおいて、ベースロード電源として量的な

拡大が期待されていることも踏まえて、支援制度を拡充することが望まれ

る。 

このことから、電源立地地域対策交付金（水力関連）について、中小水

力発電の導入が進むよう、以下に示す交付要件の緩和を行い、立地地域の

所在市町村との共生関係を支援することが必要である。 

  

水力開発は、立地地域と良好な共生関係を構築し、その理解を得ながら持続

的に取り組む必要がある。また、建設後の水力発電の円滑な事業運営のために

は、立地地域の理解醸成が不可欠である。 

このため、立地地域との共生関係構築、地域の理解醸成に期待できる以下の

措置が必要である。 

ａ）電源立地地域対策交付金の交付要件緩和 

ｂ）水力発電の地元貢献事例のＰＲ 
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（電源立地地域対策交付金の交付要件緩和） 

① 電源立地等初期対策交付金相当部分 

・ 比較的小規模な水力開発を促すような交付対象要件の緩和 

② 電源立地促進対策交付金相当部分 

・ 1,000kW未満の水力発電の対象化 

・ 既設発電所の設備更新による出力増分の対象化 

③ 水力発電施設周辺地域交付金相当部分 

・ 交付期間の延長 

・ 交付対象要件のうち基準発電電力量［合計値］に関する要件の緩和 

 

ｂ）水力発電の地元貢献事例のＰＲ 

水力開発の促進及び円滑な事業運営を図るためには、立地市町村に水力

発電所が所在することの価値を実感してもらうことが必要不可欠である一

方、一級河川及び二級河川の流水占用料は都道府県の一般財源としての収

入になっていることから、立地市町村が水力発電からの恩恵を感じ難い制

度になっている。 

このことから、水力発電により地元住民の福祉の向上や地域振興が図ら

れていることを明確にするため、国として、立地市町村向けに水力発電が

地元貢献に果たしている役割等について、広報周知することが必要である。 
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３．水力開発に係る許認可手続きの簡素化・迅速化 

 

（１）環境影響評価法 

環境影響評価法においては、出力 2.25 万 kW 以上の水力発電所の設置工事

等の事業が環境アセスメントによる評価対象とされている（地方公共団体の

条例による規制では環境アセスメントの対象規模が異なる場合がある）。 

環境影響評価法に基づく環境アセスメントの審査には、通常 3～4年程度を

要しており、その間の社会・経済環境の変化によるリスクを少なくするため、

環境アセスメント手続きの迅速化を図ることが必要である。 

環境アセスメント手続きの迅速化については、火力発電所のリプレースで

は措置済みであり、風力・地熱発電においても迅速化する方向で検討が進め

られている。 

このことから、水力発電についても、風力・地熱発電と同様に、通常 3～4

年程度要する手続きを、1.5～2年程度に期間を短縮させるなど、迅速化に向

けた取り組みを着実に進めることが必要である【図-25】【図-26】。 

 

（２）自然公園法 

国立・国定公園内において発電所を設置する際の許可及び届出について、

風力・地熱発電に関しては審査基準が明確化されている。特に、地熱開発の

取り扱いについては、第 1 種特別地域における地下部への傾斜掘削の容認や

建築物の高さ規制の見直しなど、具体的な規制緩和が進められている。 

水力発電に関しては、現状では審査基準が不明確であるため、自然公園法

に係る許可及び届出の手続きにおいて、審査時に計画変更を求められること

や審査が長期化する場合もある。 

このことから、水力発電についても、風力・地熱発電と同様に、計画地点

における環境保護に係る課題などを明らかにしたうえで、許可要件及び届出

手続きに関する審査基準を明確化し、事業リスクの回避を図ることが必要で

ある【図-27】。 

  

環境アセスメント手続き（国、都道府県）の迅速化に向けた取り組みを着実

に進めることが必要である。 

自然公園法の許可及び届出の手続きについて、特別地域内（主に第 2種、第

3種）における開発行為に関して、審査基準の明確化による事業リスクの回避

が必要である。 
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（３）森林法 

ａ）事前相談における保安林解除に必要な要件の明確化 

事前相談は、保安林解除申請に係る解除手続きの迅速化を図るため、行

政運用上の措置として行われているものであり、申請書が提出される前に

都道府県又は森林管理局が事業者に対して補正指導を行うものである。 

事前相談に関しては、現状では保安林解除が認められる要件が不明確で

あるため、補正指導の段階において初めて要件が明らかになる場合なども

あり、事前相談の期間が長期化する要因になっている。 

このことから、事前相談における保安林解除に必要な要件を明確化し、

事業リスクの回避を図ることが必要である。 

 

ｂ）保安林解除手続きに関する柔軟な対応と一層の簡素化、迅速化 

保安林解除の手続きに関しては、厳格な解除面積の最小化を求められて

おり、工事段階における地質不良などに伴う計画見直しによる解除面積の

変更も認められない。このことが、過度の対策工の実施による工事工程の

遅延や工事費の増加につながり、事業計画の見通しが付き難いなど、水力

開発を進める際の開発阻害要因となっている。 

このことから、保安林解除手続きに関しては、保安林機能の発揮に支障

がない範囲であれば、柔軟な対応と一層の簡素化、迅速化を図ることが必

要である【図-28】。 

 

ｃ）保安林内作業行為手続きに関する柔軟な対応 

工事中の一時的な形質変更を伴う保安林内作業行為の区域に対しても、

恒久設備と同等の扱いとして厳格な対象面積の最小化を求められているが、

一時的な形質変更であることを踏まえた、より柔軟な対応を図ることが必

要である【図-28】。 

  

森林法の保安林解除及び保安林内作業行為に関する手続きについて、一層の

円滑化、簡素化、明確化が図られるよう、以下の措置を図る必要がある。 

ａ）事前相談における保安林解除に必要な要件の明確化 

ｂ）保安林解除手続きに関する柔軟な対応と一層の簡素化、迅速化 

ｃ）保安林内作業行為手続きに関する柔軟な対応 
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（４）河川法 

水力発電の計画策定に当たっては、水路式発電所のように取水地点下流に

おいて河川に減水区間（発電取水により河川流量が少なくなる区間）が生じ

る場合、河川環境保護の目的で減水区間の河川流量を確保するために、取水

地点より下流に河川維持流量を放流することが求められている。 

新規の水力開発においては、主に動植物の保護（魚類）と景観によって河

川維持流量を設定することになっているが、地点によって地域特性が異なる

ことから、事業者が個別に現地調査を実施し、対象魚種の選定や検討対象区

間の設定を行っている。これについては、地域特性に応じた流量を検討する

必要があるため、多大な労力とコストを必要とし、時間的な負担も大きいも

のとなっている。 

また、個別案件毎に河川管理者との協議が必要となるが、調整期間の長期

化により、事業年度、資金繰り、事業方針の見直しなどを余儀なくされ、開

発が困難となる可能性もある。 

一方、近年は未開発地点が小規模化し、減水区間が短く取水量が少ない地

点も多く存在している。これらの地点は、周辺環境に与える影響も極めて小

さく、審査などの簡素化を望む声が多い。 

このことから、減水区間が短く取水量の少ない地点における河川維持流量

の設定に当たっては、現地調査などの内容を簡素化するとともに、既設発電

所並みの流量とするなど、許認可手続きが円滑に進むよう、柔軟な対応と可

能な限りの手続きの簡素化、迅速化を図ることが必要である。 

水利使用許可申請における河川維持流量の許認可手続きについて、減水区間

が短く取水量が少ない場合は、調査・検討内容を簡素化するなど、柔軟な対応

と可能な限りの要件の簡素化により、許認可手続きの迅速化を図る必要があ

る。 



参 考 資 料





水力発電の開発・利用促進に係るアンケート調査概要

【図－1】

○ 平成28年7月に既存の発電事業者を対象にして、「水力開発が
停滞している事例とその要因」及び「水力開発促進のために望
まれる支援策・規制緩和」に関するアンケート調査を行った。

○ この中で、経済性あるいは自然・社会環境上の制約から開発
が進んでいない事例として435地点が計上され、出力規模では
1,000kW以上3万kW未満の地点が多くを占めた。

○ 計画が停滞している要因としては、経済性に係る工事費や系
統接続費、法規制に係る自然公園法（特別地域等）、森林法
（保安林指定区域等）、河川法（河川維持流量協議）のほか、
利害関係者との調整に係る項目を挙げる地点が多かった。

〔水力発電の開発・利用促進に係るアンケート調査結果（水力委員会作業部会、平成28年7月）を基に作成〕

■：経済性あるいは自然社会環境上の制約があり、現在検討中あるいは検討が停滞している地点
■：経済性あるいは自然社会環境上の制約があり、開発を断念した地点

計画地点の出力規模による整理

計画地点が停滞している要因（複数選択可）
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2030年度の電力需給構造における再生可能エネルギーの位置付け

【図－2】

○ 長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）に示された
2030年度の電力需給構造において、再生可能エネルギーは国
民負担の抑制との両立を基本方針としつつ、22％～24％の導
入拡大が見込まれている。

2030年度の電力需給構造

〔出典：長期エネルギー需給見通し（経済産業省、平成27年7月）〕

○ 2030年度のエネルギーミックス（電源構成）における再生可能エネルギーの考え方
• 重要な低炭素の国産エネルギー源である再生可能エネルギーについては、2013年から３年
程度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していくこととしており、我が国の
自然条件等を踏まえつつ、各電源の個性に応じた最大限の導入を行う。

• 自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱・水力・バイオマスにより原発依存度の低減を
図ることを見込む。これら電源について、環境面や立地面等の制約を踏まえつつ実現可能な
最大限まで導入することを見込むが、こうした制約の克服が難航した場合には導入量の伸び
が抑えられる。

• 自然条件によって出力が大きく変動し、調整電源としての火力を伴う太陽光・風力は、国民負
担抑制とのバランスを踏まえつつ、電力コストを現状よりも引き下げる範囲で最大限導入する
ことを見込む。
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2030年度における水力発電の導入目標量

【図－3】

○ 長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）では、2030年
度の電力需給構造における水力発電の導入見込量として、大
規模67万～79万kW、中小規模130万～201万kW（合計197万～
280万kW※）の目標が示されている。
※総発電電力量に占める割合として8.8％～9.2％

〔出典：長期エネルギー需給見通し関連資料（経済産業省、平成27年7月）〕
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電源別のライフサイクルＣＯ2排出量

【図－4】

○ 電源別のライフサイクルＣＯ２排出量の比較では、水力発電の
排出量が最も少なく、太陽光発電の１／３、風力発電の１／２
程度である。

〔出典：日本における発電技術のライフサイクルＣＯ2排出量総合評価（電力中央研究所、平成28年7月）を基に作成〕
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再生可能エネルギーによるＣＯ2排出削減効果

【図－5】

○ 水力発電による１年当たりのＣＯ2排出削減効果は、約3,400万
t-CO2/年（平成26年度実績）と試算されており、太陽光発電や
風力発電に比べて大きな効果が得られる。

〔出典：電気事業における環境行動計画（電気事業連合会、平成27年9月）〕
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温室効果ガス排出量削減への貢献

【図－6】

○ 近年の我が国の温室効果ガス排出量は、電力分を中心に増加
傾向にある。

○ 平成27年12月にはＣＯＰ２１※において「パリ協定」が採択され、
我が国は温室効果ガスの削減目標を「2030年度に2013年度比
マイナス26.0％の水準にする」としている。この削減目標の達成
には、エネルギーミックスの実現が強く求められる。
※国連気候変動枠組条約第21回締約国会議

〔出典：総合エネルギー統計、環境行動計画（電気事業連合会）、日本の温室効果ガス排出量の算定結果（環境省）を基に作成〕

※「電力分」は、旧一般電気事業者による排出量
※赤字（＋）・青字（▲）は2010年度比

我が国の温室効果ガス排出量の推移

2013年度の
排出量

［百万t-CO2］

2030年度の
排出量の目安
［百万t-CO2］

2013年度排出量
合計に対する割合

エネルギー起源ＣＯ2 1,235 927 ▲ 308 ▲21.9%

産業部門 429 401 ▲ 28 ▲2.0%

業務その他部門 279 168 ▲ 111 ▲7.9%

家庭部門 201 122 ▲ 79 ▲5.6%

運輸部門 225 163 ▲ 62 ▲4.4%

エネルギー転換部門 101 73 ▲ 28 ▲2.0%

その他温室効果ガス 173.0 152.4 ▲ 20.6 ▲1.5%

温室効果ガス吸収源対策・施策 - ▲ 36.9 ▲ 36.9 ▲2.6%

合計 1,408.0 1,042.5 ▲ 365.5 ▲26.0%

内訳項目
削減量

［百万t-CO2］

我が国の温室効果ガス削減目標

〔出典：日本の約束草案（地球温暖化対策推進本部､平成27年7月17日）を基に作成〕
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エネルギー自給率の改善への貢献

【図－7】

○ 東日本大震災以降、我が国のエネルギー自給率は、原子力発
電所の停止に伴い、震災前の20％程度から6％程度にまで落
ち込んでおり、安定供給を確保するうえで重要な課題になって
いる。

○ エネルギーミックスの実現により、エネルギー自給率は震災前
を更に上回る24.3％程度に改善する見込みである。

〔出典：平成27年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2016）（資源エネルギー庁、平成28年5月）〕

年 1960 1970 1973 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
エネルギー自給率（％） 58.1 15.3 9.2 12.6 17.1 20.4 19.3 19.9 11.1 6.3 6.1 6.0
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石油 石炭 天然ガス 原子力 水力 地熱・新エネルギー等(％)

我が国の一次エネルギー国内供給構成及び自給率の推移

〔出典：長期エネルギー需給見通し
（経済産業省、平成27年7月）〕

2030年度における一次エネルギーの供給構成

エネルギー自給率の低下
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水力発電のコスト構造の特徴

○ 重い初期投資の負担に比べて、燃料費が不要で変動費のウェ
イトが低いことから、長期安定的に運転を行うことにより、発電
コストが低減し経済性を発揮することが可能である。

発電コスト検証ワーキンググループによる発電コストの試算結果

水力発電の発電コストの経年推移イメージ（定率法による償却の場合）

〔出典：長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告
（発電コスト検証ワーキンググループ、平成27年5月）〕

発
電

コ
ス

ト
（
円

/
k
W

h）

稼働年数

資本費

運転維持費

水力発電の発電コストは、資本費の割合が大
きく燃料は不要という特徴的な構造を有す
る。このため、初期コストは高いものの、減価
償却が進むにつれて費用が大幅に低下し、
長期的には低廉な電力供給が可能となる。
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太陽光・風力発電における出力変動と余剰電力の発生

【図－9】

○ 太陽光発電及び風力発電は、出力が気象条件や時間帯、季節
によって左右されるという課題があり、安定した電圧・周波数の
電力を供給するためには、出力変動対策が必要となる。また、
需要の少ない時間帯には余剰電力が発生する。

〔出典：低炭素社会実行計画パワーポイント説明資料（電気事業連合会）〕

〔出典：次世代送配電ネットワーク研究会報告書（平成22年4月）〕

太陽光発電の大量導入時における余剰電力発生のイメージ
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水力発電の設備利用率

【図－10】

○ 1,000kWの水力発電と同等の発電電力量を得るためには、設
備利用率の差により、太陽光発電では3倍程度、風力発電（陸
上）では2倍程度の規模の出力が必要である。建設費で比較し
た場合でも、水力発電が最も経済性に優れている。

〇 また、系統への接続を考えた場合、太陽光発電や風力発電は
設備利用率が低いため、水力発電と同じ発電電力量を得るた
めには、より大規模な送配電等設備の増強が必要となる。

電源の種類
出力
（kW）

設備

利用率※

年間可能
発電電力量
（万kWh/年）

建設単価※

（万円/kW）

建設費の
目安

（億円）

一般水力 1,000 45% 400 64 6.4

小水力（80万円/kW） 800 60% 400 80 6.4

小水力（100万円/kW） 800 60% 400 100 8.0

太陽光発電（メガソーラー） 3,300 14% 400 29.4 9.7

風力発電（陸上） 2,300 20% 400 28.4 6.5

風力発電（洋上） 1,500 30% 400 51.5 7.7

※長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告（発電コスト検証
ワーキンググループ、平成27年5月）の試算で使用された各電源の諸元を基に設定

同じ年間発電電力量（400万kWh）を得るために必要となる電源別の出力の試算結果

〔出典：第11回広域系統整備委員会 資料1 参考2「一般負担の上限額の設定について（補足資料）」
（電力広域的運営推進機関、平成28年3月15日）を基に作成〕

設備利用率の差異による送配電等設備の増強規模の比較

10万kWに
相当する
設備増強
が必要

50万kWに
相当する
設備増強
が必要
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需要変動に対する水力発電の調整能力

【図－11】

○ 水力発電は、同じく出力調整可能な火力発電に比べて、起動・
停止に要する時間が数分程度と短く、出力の変化速度も大き
いことから、数秒から十数分の周期をもつ短周期・中周期の需
要変動に対する調整力としての役割を果たす。

〔出典：NEDO再生可能エネルギー技術白書（平成26年2月）〕

水力発電所の出力調整幅、出力変化率、起動時間

火力発電所の出力調整幅、出力変化率、起動時間
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水力開発による地域経済への波及・雇用創出効果

【図－12】

○ 水力発電は、地域経済の活性化に及ぼす影響が大きく、併せ
て雇用創出効果も期待できる。

○ 道路整備などインフラ整備を伴うプロジェクトにおいては、上記
効果が大きくなるだけでなく、地域社会の環境改善及び他産業
への誘発効果にも期待できる。

〔出典：拡張産業連関表による再生可能エネルギー発電施設建設の経済・環境への波及効果分析
（文部科学省科学技術・学術政策研究所、2013年8月）を基に作成〕

平成25年の拡張産業連関表を用いた分析では、既存施設を有効活用した水力及び100kWの
中小水力の施設建設時を対象としており、バイオマス発電に次いで高い生産誘発額・雇用
誘発数効果が期待される。（同分析では試算されていないが、水力発電は保守管理期間に
おいても生産誘発・雇用誘発効果が期待できる）
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直接効果 間接効果
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水力発電による地域貢献の事例

【図－13】

○ 地域が保有する自然資源である河川水を利用する水力開発に
は、立地地域と良好な共生関係を構築し、その理解を得ながら、
建設後も見据えて持続的に取り組むことが求められる。

〔出典：平成28年度人材育成研修会テキスト（資源エネルギー庁、電力土木技術協会）〕

※1 事例NO.が同じ事例は、同一事業における好事例であることを示す
※2 地元ＳＰＣ：地元資本による復興まちづくり会社が設立した特別目的会社
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概要 事業主体分類

売電収益を土地改良施設の維持管理費や受益農
家の賦課金軽減に充当

土地改良区 (2)

売電収益を温泉町のまちづくり事業に活用 地元ＳＰＣ※2 (9)

地域雇用の創出 地域による小水力発電事業の運営保守 地元ＳＰＣ (9)

「農山漁村電気導入促進法」で開発された小水力
の売電収益により農業振興に貢献

農業協同組合等 (1)

地元の重要な観光資源であるダム湖の環境保全や
貯水位の安定化に貢献

旧一般電気事業者 (5)

地元の重要な観光資源である滝の景観に配慮した
取水運用で観光振興に貢献

民間企業 (8)

国交省の多目的ダム治水容量と発電用5ダムの空
き容量を活用して下流の氾濫防止に貢献

旧一般電気事業者 (6)

水害で被災した発電所群の水系総合土砂管理によ
り河川の洪水・土砂災害対策を強化

旧一般電気事業者 (7)

地域へのエネルギー供給 単独供給
水力発電で過疎地の集落にかけがえがない安価な
電力を特定供給

旧特定電気事業者 (4)

水環境・景観保全
ダム周辺が国定公園内に位置することから構造物
の景観やダム湖の水質保全に配慮

旧一般電気事業者 (5)

河川環境保全
発電所群の水系総合土砂管理により河川の上流～
河口までの環境・生態系の再生を図る

旧一般電気事業者 (7)

市民参加型の小水力発電に先進的に取り組む自治
体として地域の魅力・知名度を向上

地方公共団体 (3)

地域が主体となった地域の復興・発展のための小水
力開発のモデル事業として全国に発信

地元ＳＰＣ (9)

自治体が運営する小水力発電設備の視察・教育・
研修

地方公共団体 (3)

土地改良区が運営する農業用水を利用した水力発
電設備の視察・教育・研修

土地改良区 (2)

地元ＳＰＣが運営する小水力発電設備の視察・教
育・研修

地元ＳＰＣ (9)

農協等により1950～75年に開発された約90の小
水力のうち現在も53ヵ所が稼働

農業協同組合等 (1)

約60年にわたり安価で安定した電力供給を過疎地
の集落に継続

旧特定電気事業者 (4)

分類 貢献要素
好事例

事例N0.※1

地域経済の活性化

事業収益の還元

地域産業振興

地域への定着 事業の持続性

地域インフラの整備 防災機能

地域環境の保全・改善

地域社会の活性化

地域資源の創出

地域交流促進



開発方式に応じた工事費構成率の違い

【図－14】

○ 既設ダムの放流管から分岐して取水する維持流量発電所では
既存の土木設備を活用するため、電気工事費が工事費全体の
約５割を占める。

○ 一般河川から取水しトンネル導水路を設置する発電所では、多
くの土木設備が必要になるため、土木建築工事費・その他（補
償等）が工事費全体の約７割を占める。

○ 土木設備は設備形成後、適切な修繕を実施すれば、ＦＩＴの買
取期間終了後も長期にわたり供用することが可能であり、稼働
期間を通しては低廉な発電コストに寄与する。

※ 構成率はそれぞれの実施工事地点２地点ずつの平均により算出したもの。
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電気工事費＞土木工事費 電気工事費≪土木工事費
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最小掘削断面でのトンネル施工となる地点の傾向

【図－15】

○第５次発電水力調査における流れ込み式の調査地点（2,580地点※）を使
用水量で整理すると、トンネル導水路とした場合に最小掘削断面での施
工となる目安である使用水量4m3/s未満の地点（最経済的なトンネル施工
が難しい地点）が半数以上を占める。
※調査時点での地点数であり現時点で開発済みの地点を含む

○使用水量4m3/s未満の地点のトンネル導水路は、設計断面よりも施工断
面がネックとなり、必要断面よりも大きな断面での施工を余儀なくされる場
合があり、経済効率性を低下させる要因となる。このため、トンネル導水
路を設置する発電所について更なる制度の充実が必要である。
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〔出典：水力開発地点計画策定調査報告書（第５次発電水力調査）（通商産業省、昭和61年6月）〕

100 80 60 40 20 1 　地点数と塗りつぶしの濃淡の関係

（地点数）

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
～～～～～～～～～～～～～

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

300 以上 14 24 9 4 5 1 2 3 62

280 ～ 300 7 7 4 1 2 1 22

260 ～ 280 4 10 3 5 3 1 1 27

240 ～ 260 12 19 8 4 2 3 2 50

220 ～ 240 4 20 15 5 2 1 3 1 1 1 1 54

200 ～ 220 16 31 7 6 9 1 3 2 1 2 1 79

180 ～ 200 10 32 20 12 11 6 1 1 2 1 96

160 ～ 180 14 37 24 15 7 5 3 3 2 1 1 1 113

140 ～ 160 15 45 35 17 12 9 2 2 3 1 2 143

120 ～ 140 24 53 32 27 16 11 7 8 1 1 9 3 1 193

100 ～ 120 18 82 59 46 33 13 10 6 3 4 8 3 1 4 2 292

80 ～ 100 28 95 73 45 47 20 25 12 4 7 11 5 3 1 4 380

60 ～ 80 19 54 71 60 49 31 15 11 8 2 18 6 3 4 1 352

40 ～ 60 10 42 45 69 47 27 26 18 9 7 23 12 4 3 13 355

20 ～ 40 7 9 24 23 17 18 12 9 11 9 39 15 8 9 32 242

20 未満 1 4 3 5 3 1 3 3 5 11 19 13 6 43 120

202 561 433 342 267 150 105 80 48 39 129 65 34 28 97 2580計

未
満

以
上

落
差

（
ｍ

）

使用水量（m3/s）

計

使用水量

4m3/s未満

60%

使用水量

4m3/s以上

40%

使用水量
4m3/s以上
の地点数 使用水量

4m3/s未満
の地点数

流れ込み式地点の使用水量
施工上の制約から不必要な余裕
をもった断面での施工となる地点
が半数以上を占める。

母数：第５次発電水力調査における
流れ込み式の2,580地点

　最小断面でのトンネル施工となる使用水量4m3/s未満で出力が概ね1,000kW以上になる地点

使用水量4m3/s未満の出力数千kW
の領域にポテンシャルが多い。



アンケート調査結果（経済性を阻害要因とする地点）

【図－16】

○アンケート調査に対して、事業者から490地点、251万ｋWの計画地点が計
上され、出力規模では1,000kW以上5,000kW未満の範囲に多くの地点が分
布している。このうち、経済性あるいは自然・社会環境上の制約から開発
が進んでいない地点は435地点であった。

○経済性に係る要因として、｢工事費｣を挙げた地点が全体の80％（345地
点）、｢系統接続費用｣を挙げた地点が47％（203地点）と多かった（要因は
複数選択可）。
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経済性を阻害要因に挙げた368地点の内訳

1

5

1

203

345

0 100 200 300 400

資金調達

補償費

アロケ負担

系統接続費用

工事費

※複数の要因を選択可

（地点）

（地点） （103kW）

〔水力発電の開発・利用促進に係るアンケート調査結果（水力委員会作業部会、平成28年7月）を基に作成〕

出力区分（103kW） 出力区分（103kW）

（地点数） （出力）

計上された計画490地点の出力区分による整理



アンケート調査結果（工事費への支援に係る要望）

【図－17】

○アンケート調査では、工事費への支援として、1,000ｋW以上の開発につい
て、ＦＩＴ制度の見直しや補助金の設定が要望されている。特に土木工事
については、トンネル導水路への補助支援といった具体的な要望が複数
挙げられた。
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〔水力発電の開発・利用促進に係るアンケート調査結果（水力委員会作業部会、平成28年7月）を基に作成〕

工事費への支援に係る要望

　○｢1,000kW以上3万kW未満｣のＦＩＴ出力区分の細分化。（導水路延長に応じた買取価格の
　　設定）

　○｢1,000kW以上3万kW未満｣のＦＩＴ出力区分の細分化。（規模別に工事費の分析を行い採
　　算性に影響を与えている要因を抽出のうえ支援を行う）

　○一般水力開発における工事費の大半を占める土木工事費について、補助金の導入またはＦ
　　ＩＴ買取価格の値上げ。

　○トンネル建設費用及びそれに代わる導水路建設費用を見込んだＦＩＴ買取価格の創設ある
　　いはトンネル・導水路工事費用への支援。

　○現行のＦＩＴ買取価格でも開発困難なケースが多い。今後、ＦＩＴ制度にプラスして、補
　　助金制度や行政支援等の拡充を要望。

　○ＦＩＴにおける買取価格一律の買取期間の見直し。（運転開始初期の買取価格を高く設定
　　することで総額は変えないでプロジェクトＩＲＲを改善する）

　○現行のＦＩＴ買取価格は、既開発済み地点をモデルに設定されたものであり、建設費の増
　　高傾向にある水力発電は、価格設定や適用期間の検討に際し十分な配慮が望まれる。

　○ＦＩＴ買取期間の延長。

　○事業採算性の確保の観点からＦＩＴ制度の拡大。

　○地点毎の経済性（建設単価など）に応じて、買取価格を一定範囲で増減させる制度が導入
　　されれば，過度な国民負担を強いることなく、比較的経済性に劣る地点でも開発に向けた
　　インセンティブが働く可能性がある。

　○トンネルやダム工事に対する補助支援策。

　○導水路工事を対象とした支援策（導水路経過地の｢地すべり｣対策費の高騰が懸念される）。

　○工事用道路、導水路等の工事費が嵩む地点について補助率をアップする。



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算

【図－18①】

○長期エネルギー需給見通し小委員会での検討の参考にするため、発電コ
スト検証ワーキンググループ（ＷＧ）において各電源の発電コストが試算さ
れた。ここで、「一般水力」の試算条件を用いて、水力開発の経済性評価
で用いられる指標のひとつである年間可能発生電力量（kWh）当たりの建
設費（以下、建設単価という。）を試算すると、ＷＧでの試算では建設単価
163円/kWhの発電所がモデル地点とされていることがわかる【下図】。

○一方、平成24年4月の第4回調達価格等算定委員会では、3,000kW以下の
発電所の建設単価の平均は、おおむね300円/kWhであるというデータが
示されている【下図】。

○また、平成25年度に行われた未開発地点の開発可能性に係る調査の試
算結果からは、建設単価が250～350円/kWhの範囲で150万～370万kW
（200～600地点）が開発の俎上に載るということを読み取ることができる
【図-18②】。このことから、建設単価が300円/kWh程度の地点の開発促進
が、長期エネルギー需給見通しに示された導入目標（2030年度に280万
kW）の達成に貢献すると言える。

○そこで、建設単価が300円/kWhの発電所をモデル地点として、発電コスト
検証ＷＧから公表された「発電コストレビューシート」とその試算条件【図-
18③】を用いて、ＦＩＴ買取価格を変えた場合や補助金を導入した場合のＩＲ
Ｒを試算した【図-18④～⑥】。
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○発電コスト検証ＷＧにおける「一般水力」のモデル地点のkWh当たり建設単価

・最大出力 ：1.2万ｋＷ
モデル地点の設定条件 ・設備利用率 ：45％

・建設費 ：64万円/ｋＷ

上記設定条件から求めたモデル地点の建設単価 163円/kWh

○第4回調達価格等算定委員会（平成24年4月3日）

「水力発電の全量買取制度に対する要望（公営電気事業経営者会議）」において、
3,000kW以下の発電所の建設単価は、過去の開発実績から平均するとおおむね
300円/kWhであるとのデータが示された。



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算
（建設単価と未開発地点の出力累計）

【図－18②】
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〔出典：平成25年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（発電水力調査（未開発地点開発可能性調査））報告書
（新エネルギー財団、平成26年3月） 図Ⅱ-2.4.1を基に作成〕

○水力開発地点計画策定調査（第5次発電水力調査）における未開発地点
について、建設単価を横軸に累加曲線として整理したグラフを下図に示す。

○建設単価が250～350円/kWhの範囲で150万～370万kW（200～600地点）
が開発の俎上に載るという結果が示されており、建設単価300円/kWh程
度の地点の開発を促進することが、長期エネルギー需給見通しに示され
た280万kWの導入目標の達成に貢献すると言える。

長期エネルギー需給見通しに
示された2030年度における
水力発電の導入目標280万kW

発電コスト検証ＷＧ
一般水力の建設単価

163円/kWh

建設単価が250～350円/kWh
の範囲で150万～370万kW
（200～600地点）が開発の俎上
に載ってくる。エネルギーミックス
の実現には300円/kWh程度の
地点の開発促進が必要。



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算
（試算に当たっての前提条件）

【図－18③】
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○ＩＲＲの試算に当たっては、長期エネルギー需給見通し小委員会に対する
発電コスト等の検証に関する報告（発電コスト検証ＷＧ）における、「各電
源の諸元一覧｣に記載されている諸元をベースとした【下表】。

○試算の各ケースは、出力（1.2万kW）と設備利用率（45％）を固定し、年間
可能発電電力量（1.2万kW×24時間×365日×45％＝4,730万kWh）から、
建設単価（150～350円/kWh）を変数として、建設費（ｎ万円/kW）を逆算し、
得られた建設費と諸元一覧に記載された経費を費用とし、各ケースのＦＩＴ
買取価格を適用した電力量（送電端）との積から得られた収入を用いて、
20年目及び40年目のＩＲＲ（税引前）を試算した。

○なお、ＦＩＴ買取期間終了後（21年目以降）の買取価格は、至近JEPXの全
日取引単価の加重平均により9円/kWhとした。

〔出典：長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告
（発電コスト検証ワーキンググループ、平成27年5月） 参考資料２ 各電源の諸元一覧〕

試算条件



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算
（建設単価300円/kWhのモデル地点での試算結果）

【図－18④】
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建設単価300円/kWh（建設費118万円/kW）のモデル地点では、ＦＩＴの買取価格
や買取期間の見直し及び買取価格の傾斜配分等の各種価格設定ケースの中で、
以下の3ケースが40年目に5％以上のＩＲＲが確保された。

・現行ＦＩＴの買取価格を29円/kWhに上げたケース③
・現行ＦＩＴの買取期間を40年に延伸したケース⑤
・現行ＦＩＴに加えて1/3の建設費補助を考慮した参考ケース

ケース
買取価格のパターン （円/kWh） 20年目

IRR
(税引前)

40年目
IRR

(税引前)１～２０年 ２０～４０年

①
補助金
建設費
の1/3

9円 △11％ △2％

②
補助金
建設費
の1/2

9円 △9％ △1％

③ ＦＩＴ 29円 9円 4％ 5％

④ ＦＩＴ
(現行) 24円 9円 1％ 3％

⑤ ＦＩＴ 24円 1％ 5％

⑥ ＦＩＴ 22円 0.2％ 4％

⑦ ＦＩＴ 20円 △1％ 3％

⑧ ＦＩＴ
32
円

（~7年)

24
円

（~13年）

14
円

（~20年）

9円 2％ 3％

参
考

FIT＋
補助金
建設費
の1/3

24円 9円 6% 7%



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算
（モデル地点の建設単価を変えた場合の試算結果（20年目ＩＲＲ））

【図－18⑤】
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は、いずれのケースも7％のＩＲＲを確保することができない。
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③



ＦＩＴ、補助金に関するモデル地点での試算
（モデル地点の建設単価を変えた場合の試算結果（40年目ＩＲＲ））

【図－18⑥】
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いずれのケースも7％のＩＲＲを確保することができない。
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アンケート調査結果（系統接続に係る費用負担を
阻害要因とする地点）

【図－19】

○経済性あるいは自然・社会環境上の制約から開発が進んでいない計画地
点として計上された435地点のうち、約半数の203地点が「系統接続に係る
費用負担」を開発阻害要因のひとつに挙げている。
※要因は複数選択可能

○「系統接続に係る費用負担」が制約になっている要因として、接続先であ
る系統に空容量がなく送配電等設備の増強や設置に係る費用負担が大
きくなっていると回答した計画地点が８割を占めた。

36

〔水力発電の開発・利用促進に係るアンケート調査結果（水力委員会作業部会、平成28年7月）を基に作成〕

母数：「系統接続に係る費用負担」を開発
阻害要因に挙げた203地点のうち、
補足事項欄（自由記載）に要因が
記載されていた122地点

母数：経済性あるいは自然・社会環境上の
制約から開発が進んでいない計画
地点として計上された435地点



経年別既設発電所数

【図－20】

○水力発電所は耐用年数を超えた長期間の稼働実績があり、設置後40年
以上の発電所が8割を占める。

○現行ＦＩＴ制度の買取期間（20年）では、稼動期間の半ばで固定価格での
買取が終了することになり、以降の買取価格の不確実性が、事業実施の
意思決定や設備形成に影響を及ぼす可能性があるため、稼動期間の実
績を考慮した方策が必要である。
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〔使用データは2012年3月末時点の9電力､電源開発及び公営電気の水力発電所数をヒアリングしたもの〕
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一般河川における水力開発の工程例

【図－21】

○一般河川を利用する場合、河川法（維持流量協議）、森林法（保安林解
除）、自然公園法の協議、系統接続申込・回答並びにＦＩＴの設備認定手続
き等に5年程度を要する。

○事業実施の是非に関する具体的な取り組み期間は、事業が見通せる複
数年度の価格設定の配慮が望ましい。
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〔出典：トンネル導水路を伴う建設事例を基に作成〕
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電源立地等初期対策交付金相当部分の助成内容

【図－22】

（１）交付金の概要
対象電源（水力発電の場合、出力35万kW以上または特定重要電源

開発地点・重要電源促進地点）が設置される地点を交付対象として、
電源開発の初期段階において、公共用施設整備などの住民の利便性
向上のための事業や地域の活性化事業等に対して交付される。

（２）交付対象
出力35万kW以上または重要電源開発地点・重要電源促進地点に指

定されている電源が設置される地点をその区域に含む都道府県また
は市町村。

（３）交付限度額
期間に応じて、以下の通り交付される。

期間Ⅰ：立地可能性調査開始の翌年度～環境影響評価
の開始年度

期間Ⅱ：環境影響評価開始の翌年度～5年間
期間Ⅲ：期間Ⅱの終了の翌年度～運転開始年度

金額は単年度交付限度額を示す。ただし( )内は期間内の交付限度額。

※1 開発・促進地点は、重要電源開発地点と重要電源促進地点を示す。

〔出典：電源立地制度について（資源エネルギー庁）を基に作成〕

期間Ⅰ 期間Ⅱ［5年間］ 期間Ⅲ

0.4億円/年

開発・促進地点※1

（4.0億円）
その他

（2.0億円）
0.4億円/年

1.4億円/年 0.4億円/年
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電源立地促進対策交付金相当部分の助成内容

【図－23】

（１）交付金の概要
発電用施設の周辺の地域における公共用施設の整備、その他の住

民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進する
ことにより、地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設の設置及び
運転の円滑化に資することを目的とする。

（２）交付対象
水力発電については、出力1,000kW以上の発電用施設が所在する市

町村、隣接市町村等。

（３）交付限度額
交付金の総額は、次のように算出された額を限度に交付される。

［交付限度額］＝250(円/kW)×最大出力(kW)×5(係数)

なお、このように算出された交付限度額が、下表の金額に満たな
い場合は、下表の金額を限度に交付される。

（４）交付期間
発電用施設の設置の工事が開始される年度から、運転を開始して

5年後の年度まで交付される。

〔出典：電源立地制度について（資源エネルギー庁）を基に作成〕

5,000kW以上
1,000kW以上
5,000kW未満

1 5,500万円 4,000万円

2または3 各市町村に4,000万円 各市町村に2,500万円

4以上 11,000万円/市町村数 8,000万円/市町村数

対象発電施設
対象発電施設
の属する市町村の数
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水力発電施設周辺地域交付金相当部分の助成内容

【図－24】

（１）交付対象
運転開始後、15年以上経過している水力発電施設が所在し、その

評価出力の合計が1,000kW以上で、かつ、基準発電電力量の合計が
500万kWh以上の水力発電所がある市町村へ、都道府県を通じて交付
される。

（２）交付限度額
当該市町村に存する水力発電施設等に応じて、算出した算定電力

量（交付申請年度の11年前の会計年度の10月1日から前年の会計年度
の9月30日までの平均年間発電電力量を該当水力発電施設等に係る該
当市町村数で除した発電電力量）にkWh当たり5.9銭（揚水2.95銭）
を乗じた額により算定された金額に所定の調整を行った額。
＜最低保証額 440万円、最高限度額 なし＞

（３）交付期間
運転開始後15年経過以降から7年間

（ただし、当該期間中に水力発電施設周辺市町村が発電事業者等の
行う発電に利用される水資源に関する調査・開発に協力した場合は、
最大40年の交付を受けることが可能）

〔出典：電源立地制度について（資源エネルギー庁）を基に作成〕
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環境影響評価法に係る許認可手続きの迅速化

【図－25】

○ 環境影響評価法に基づく環境アセスメントの審査期間には、通常3～4年程度を要
すると考えられる。再生可能エネルギーの導入を加速化するためには、環境アセ
スメントの迅速化を図る必要がある。

現 状

環境影響評価法
○第ニ条（定義）

〔 第二項 〕
この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業で

あって、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとし
て政令で定めるものをいう。

〔 第三項 〕
この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事

業であって、第一種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著
しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を第四条第一項各号に定める者が
同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。

環境影響評価法施行令（別表第一より）

関 連 法 規

○ 水力発電設備の設置及び変更工事について、手続きの迅速化を措置済の火力発
電及び検討中の風力・地熱発電と同様に、手続きの迅速化が必要である。

要望内容
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第一種事業 第二種事業

出力が3万kW以上の水力発電所の設置工事

出力が2.25万kW以上3万kW未満の水力発電所の設置工事（大
規模ダムの新築等を伴い、かつ大規模ダムの新築等を行おうと
する者が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者
である場合）

出力が3万kW以上の発電設備の新設を伴う水力発電所の変更
工事

出力が2.25万kW以上3万kW未満の発電設備の新設を伴う水力
発電所の変更工事（大規模ダム新築等を伴い、かつ大規模ダ
ムの新築等を行なおうとする者が当該水力発電所をその事業の
用に供する発電事業者である場合）

設
置
工
事

変
更
工
事

出力が2.25万kW以上3万kW未満の水力発
電所の設置工事（第一種事業に該当しない
もの）

出力が2.25万kW以上3万kW未満の発電設
備の新設を伴う水力発電所の変更工事（第
一種事業に該当しないもの）



環境アセスメントの迅速化（審査期間の半減）

【図－26】

○水力発電の導入を加速するため、3～4年程度を要する環境アセスメント
の審査期間を半減することを目指す。

○その実現のため、国や自治体の審査期間を短縮するだけではなく、環境
アセスメントの手続きにおける環境影響調査を前倒しし、他のプロセスと
同時並行で進めること（前倒し環境調査※）が必要である。

【参考】迅速化のイメージ

国の審査期間の短縮化
（国の審査を自治体の審査と同時

並行的に進めること等）

環境アセスメントの簡素化
（環境影響調査の前倒し、他のプロ

セスと同時並行での実施等）

最大4ヶ月程度の短縮
（150日⇒45日）

1年程度の短縮

通常3～4年程度 ⇒ おおむね半減まで期間短縮を目指す

※ 前倒し環境調査
通常、「方法書手続き」において、調査の対象や方法が確定した後に行われる（実地の）調査・予測・評価

（現況調査等）を、「配慮書手続き」や「方法書手続き」に先行して、あるいは同時並行で進めることで、現況
調査のみの期間を大幅に短縮させることが可能となる。

〔出典：経済産業省環境アセスメント調査早期実施実証事業説明資料を基に作成〕
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自然公園法に係る許認可手続きにおける審査基準の明確化

【図－27】

○ 特別地域内（主に第2種、第3種）における開発行為に関しては、構造物の色彩な
ど景観への配慮が必要となるが、審査基準の不明確さから、計画変更による手戻
りが発生するなど審査期間が長期化する場合もあり、水力開発の開発阻害要因
となる場合がある。

現 状

○第二十条（特別地域）
〔 第３項 〕

特別地域内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境
大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはなら
ない。
（中略）
（ 五 ）河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

○第三十三条（普通地域）
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に含まれな

い区域（以下「普通地域」という。）内において、次に掲げる行為をしようとする者
は、国立公園にあっては環境大臣に対し、国定公園にあっては都道府県知事に
対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予
定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
（中略）
（ 二 ）特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

関 連 法 規

○ 自然公園法の許可及び届出の手続きについて、特別地域内（主に第2種、第3種）
における開発行為に関して、審査基準の明確化による事業リスクの回避が必要で
ある。

要望内容
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森林法に係る許認可手続きの簡素化・迅速化

【図－28】

○ 保安林解除の手続きを行う場合、申請書提出前に行われる事前相談において、
補正指導の要件が明確ではなく、申請書受理までに時間を要している。

○ 保安林解除の手続きについては、厳格な解除面積の最小化を求められており、工
事段階における地質不良などに伴う計画見直しによる解除面積の変更も認めら
れず、このことが過度の対策工の実施による工事工程の遅延、工事費の増加に
つながり、事業計画の見通しが付き難いなど、水力開発を進める際の開発阻害要
因になっている。

○ また、工事中の一時的な形質変更を伴う保安林内作業行為の区域に対しても、恒
久設備と同等の扱いとして厳格な対象面積の最小化を求められている。

現 状

○森林法第二十六条（保安林の解除）
〔 第２項 〕

農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保
安林の指定を解除することができる。

○森林法第三十四条（保安林における制限）
〔 第２項 〕

保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木
を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹
根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。

関 連 法 規

○ 保安林解除及び保安林内作業行為に関する手続きについて、一層の円滑化、簡
素化、明確化が図られるよう、以下の措置を図る必要がある。

ａ）事前相談における保安林解除に必要な要件の明確化
ｂ）保安林解除手続きに関する柔軟な対応と一層の簡素化、迅速化
ｃ）保安林内作業行為手続きに関する柔軟な対応

要望内容
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佐野 正治 国際石油開発帝石株式会社 
取締役副社長執行役員 

技術本部長 

黒川 浩助 
特定非営利活動法人 

再生可能エネルギー協議会 
理事長  

武内 敏秀 西部ガス株式会社 取締役常務執行役員 

小島 信一 佐藤工業株式会社 常務執行役員 営業統括 

任 期 
自 平成２８年７月 １日 

至 平成３０年６月３０日 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

守家 祥司 四国電力株式会社 常務取締役 

細川 政弘 清水建設株式会社 常務執行役員 

福島 隆史 シャープ株式会社 
研究開発事業本部 渉外部 

上席参事 

渡辺  敦 ＪＦＥスチール株式会社 常務 

桑原  豊 ＪＸエネルギー株式会社 
取締役 常務執行役員 

新ｴﾈﾙｷﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

牛根 克弘 ＪＸ金属探開株式会社 代表取締役社長 

橋口 昌道 一般財団法人 石炭エネルギーセンター 専務理事 

福島 研也 石油資源開発株式会社 
参事 環境・新技術事業本部 

本部長付 

一瀬 政太 全国町村会 副会長 

平野 敦彦 ソーラーフロンティア株式会社 代表取締役社長 

中西  毅 大成建設株式会社 
常務執行役員 

エンジニアリング本部長 

松下 昌宏 株式会社竹中工務店 エンジニアリング本部長 

中村  慎 株式会社竹中工務店 
環境エンジニアリング本部 

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

茅  陽一 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 理事長  

中田 晴弥 地熱技術開発株式会社 代表取締役社長 

瀬古 一郎 中央開発株式会社 代表取締役社長 

平野 正樹 中国電力株式会社 取締役 常務執行役員 

島田 邦明 帝石削井工業株式会社 代表取締役社長 

村山  均 電源開発株式会社 代表取締役副社長 

高島 賢二 一般社団法人 電力土木技術協会 専務理事 

村田 恭夫 東京ガス株式会社 ソリューション技術部長 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

石谷  久 東京大学 名誉教授 

芋生 憲司 東京大学 教授 

山口  博 東京電力ホールディングス株式会社 代表執行役副社長 技監 

油谷 好浩 株式会社東芝 上席常務 

住吉 幸博 東芝燃料電池システム株式会社 代表取締役社長 

小山 俊博 東電設計株式会社 執行役員 土木本部長 

小菅 祥平 東邦ガス株式会社 執行役員技術開発本部長 

笹川 稔郎 東北電力株式会社 取締役副社長 

乘京 正弘 飛島建設株式会社 取締役執行役員副社長 

樫根 喜久 トヨタ自動車株式会社 東京技術部長 

野口 義文 日鉄鉱業株式会社 常務取締役 

豊田 正和 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 理事長 

田中 一幸 一般財団法人 日本環境衛生センター 東日本支局 環境工学部 次長 

藤村  浩 株式会社日本製鋼所 常務執行役員 研究開発本部長 

西川 省吾 日本大学 教授 

井島 功晴 日本電気株式会社 
スマートエネルギー事業部 

主席主幹 

入澤  博 株式会社ニュージェック 執行役員  

野村 淳二 パナソニック株式会社 顧問 

高本  学 株式会社日立製作所 
電力ビジネスユニット 

新ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長 

白木 敏之 日立造船株式会社 常務執行役員 

神本 正行 弘前大学 学長特別補佐 

江口 直也 富士電機株式会社 取締役執行役員 技術開発本部長 
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氏 名 会 社 名 等 役 職 

赤丸 準一 北陸電力株式会社 
代表取締役副社長 

副社長執行役員 

氏家 和彦 北海道電力株式会社 常務執行役員 

横田  浩 前田建設工業株式会社 顧問 

前田 太佳夫 国立大学法人三重大学 教授 

茂住 洋史 三井金属鉱業株式会社 金属事業本部 資源事業部長 

鳥井 幸典 三井造船株式会社 執行役員 技術開発本部長 

岡部 英明 三菱電機株式会社 電力・産業システム事業部長 

柴田  周 三菱マテリアル株式会社 
執行役員 

環境・エネルギー事業本部長 

有木 和春 三菱マテリアル株式会社 
環境・エネルギー事業本部 

ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長補佐 

白井 政幸 三菱マテリアルテクノ株式会社 資源･環境・エネルギー事業部長 

森川 哲也 株式会社明電舎 取締役 兼 執行役員 

関  和市 逢甲大学大学院 客員教授 

山本 俊一 矢崎エナジーシステム株式会社 環境システム事業部長 

秋吉  優 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 執行役員 

７５名 
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新エネルギー産業会議水力委員会委員名簿 

（平成２８年度） 

 

 氏  名 所属／役職 

委員長 高島 賢二 
一般社団法人 電力土木技術協会 

専務理事 

委員 池田 謙太郎 
一般社団法人 日本建設業連合会 

電力工事委員会 副委員長 

委員 木戸 啓人 
電気事業連合会 

工務部長 

委員 倉重 有幸 
公営電気事業経営者会議 

専務理事 

委員 澁谷 洋一 
電源開発株式会社 

土木建築部 設備計画室長 

委員 辻  一幸 
ダム・発電関係市町村全国協議会 

会長 

委員 戸崎  尚 
富士電機株式会社 

発電・社会インフラ事業本部 水力プラント部長 

委員 長洲 孝勝 
一般財団法人 電源地域振興センター 

執行理事 

委員 日比野 悦久 
水力発電事業懇話会 

事務局長 

委員 袋井  肇 
関西電力株式会社 

水力事業本部 水力部長 

委員 藤原 正雄 
東北電力株式会社 

執行役員 土木建築部長 

委員 細見  浩 
中部電力株式会社 

発電カンパニー 再生可能エネルギー事業部 開発グループ長 

委員 藪  正樹 
北海道電力株式会社 

土木部長 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水力発電の開発促進に関する提言 

 

平成２９年３月 

 

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー

財団がまとめたものです。内容などのご照会につきましては、下記

事務局までご連絡願います。 

 

 

一般財団法人 新エネルギー財団 計画本部 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 

電話 ０３－６８１０－０３６２ 

FAX  ０３－３９８２－５１０１ 
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