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 「当麻永山用水地区」では、用水施設の経年劣化に伴い、凍上による水路側壁の傾倒等が発生

し、農業用水の安定供給に支障を来すとともに、維持管理費の増大に苦慮している。 

 本地区では、用水路の落差工を統合し、小水力発電施設を設置することにより、再生可能エネ

ルギーの活用及び地域の維持管理費の節減を講じることとしている。 

 本報では、本小水力発電施設の施工から供用開始後の運用実績までの概要を報告する。 

 

キーワード:小水力発電、省エネルギー、自然環境、維持・管理 

 

1. まえがき 

 

近年、化石燃料資源の乏しい我が国では、持続的な

発電を可能とする再生可能エネルギーに注目が集まっ

ている。その中でも小水力発電は、農村に豊富に存在

する水資源を有効活用できるだけでなく、人口減少・

高齢化が進行し農家の負担軽減対策が急務となる現代

の農村において、農業水利施設の維持管理費低減に寄

与するものである。平成 28年 8月 24日に閣議決定さ

れた土地改良長期計画 1)では、達成すべき重点目標の

一つとして「再生可能エネルギーの導入による維持管

理費の軽減」が挙げられている。 

農業農村整備事業等により、令和 2年 3月末時点で

147施設の小水力発電施設が整備されているが、この

うち北海道に立地しているものは 2施設 2)のみであ

る。他都府県に比較して北海道における小水力発電施

設の導入が遅れている原因としては、寒冷地のためか

んがい期間が短く、施設の稼働時間が十分に確保でき

ないことが挙げられる。 

本稿で紹介する当永発電所は、北海道内で初めて整

備された小水力発電施設であり、非かんがい期に発電

用水利権を取得することにより必要な発電量を確保し

建設が可能となった。 

当永発電所は平成 27年に着工し、平成 29年に有水試

験を実施、平成 30年より供用を開始している。本稿で

は、非かんがい期における水利権取得が発電計画に及ぼ 

 

 

 

した影響について述べ、また平成 30年と令和元年の発

電実績を計画と比較して報告する。

 
図-1 完成した当永発電所(平成 28年 12月撮影) 

 

図-2 建屋内の S型チューブラ水車 

－ 690 －
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2. 発電計画 

 

 計画発電期間は毎年 4月 1日から 11月 30日の 244

日間で、図-2に示す通りかんがい期の 5月から 8月

はかんがい従属発電を実施し、それ以外の発電期間に

は非従属発電に切り替える。 

 

 

図-3 期別水量のイメージ 

(小水力発電施設の設置に向けて（市川ら,H26）3)から引用） 

 

 また、発電所の諸元と各種パラメータを表-1に示

す。 

 

表-1 当永発電所諸元と各種パラメータ 

 

 以下の式(1)より、発電機出力は 139kWとなる。 

 

重力加速度(m 𝑠2⁄ ) × 最大使用水量(m3 𝑠⁄ ) ×

有効落差(m) × 水車効率× 発電機効率× 増速機効率  

= 9.8 × 6.25 × 3.15 × 0.833 × 0.90 × 0.96 =  139kW 

   (1) 

 

 式(1)で得られた発電機出力を用いて、次の 3章で

発電原価を算出する。 

 

3. 発電原価の算定 

 

 発電計画の経済性評価として、発電原価の算定を行

った。発電原価は、発電施設の建設と管理に係る年間

の費用を年間計画発電電力量で除すことにより求めら

れる。これを売電価格と比較することで、計画の経済

性を評価する。なお、発電施設の耐用年数は 20年と

し、この期間で減価を償却するものとする。 

 また、売電価格は平成 24年 7月施行の固定価格買

取制度 4)により、34円（税抜）とした。各費用の詳細

を表-2に示す。 

 表-2の①売電可能電力量について、これは式(1)で

求めた発電機出力から自家消費分 9kWを除いた 130kW

を計画発電量とし、この一定の出力で 244日間発電し

続けると仮定して、一年間の発電電力量を求めたもの

である。ただし、設備利用率は年間の平均値として

0.93を用いている。 

 ②発電施設建設工事費は全工事終了後の平成 28年

度時点までに実際にかかった費用である。その内訳

は、建屋、ゲート、土木施設、発電施設、機械電気設

備等の建設費であり、設計費は除外している。 

 ④修繕費の算定については「農業用水を利用した小

水力発電導入の手引き 5)」を、⑥減価償却費の算定に

ついては、「小水力発電事業化への Q&A（改訂版）導

入の手引き 6)」をそれぞれ参照した。 

 また、⑦年間発電経費の内訳について、③～⑥の項

目を含むが、借入金利息、水利使用料、固定資産税、

共通施設維持管理費、一般管理対応費は計上していな

い。 

 

表-2 発電原価算定表 

 
 

 発電原価は 30.3円であり、売電価格 34円を下回っ

ていることが確認できた。また、この数値は発電期間

を非かんがい期も含めた 244日間とした場合の結果で

あり、参考としてかんがい期間のみ発電を実施したと

仮定した場合の発電原価を求める。このとき、発電期

間は 5月 1日から 8月 31日までの 123日間であり、

かんがい従属発電のため設備利用率は 1.0とする。 

 

 

 

 

最大使用水量(㎥/s) 6.25

有効落差(m) 3.15

水車効率 0.833 水車発電出力計算書より

発電機効率 0.90 水車発電出力計算書より

増速機効率 0.96 水車発電出力計算書より

設備利用率
(かんがい期)

1.00 水利使用協議図書より

設備利用率
(非かんがい期)

0.86 水利使用協議図書より

項目 金額 説明

①売電可能電力量（kWh） 707,990
計画発電量×24hr×244日×設備利用率
130kW×24hr×244日×0.93=707990kWh

②発電施設建設工事費
（千円） 409,781

建屋、ゲート、土木施設、発電施設、機
械電気設備等

③直接人件費（千円） 400
発電所運転は土地改良区職員が行うため
人件費は計上しない。保守点検の業務委
託費400千円/年を計上。

④修繕費（千円）
（点検作業含む）

444
日本水土総合研究所　農業用水を利用し
た小水力発電導入の手引き（H21.3）よ
り、1182円/kW×139kW×2.7=444千円

⑤諸費（千円） 139
光熱費、通信費
1000円/kW×139kW

⑥減価償却費（千円） 20,489 ②建設費÷20年（耐用年数）

⑦合計（千円）
（年間発電経費）

21,472 Σ(③～⑥)

発電量当たり発電原価（円） 30.3 ⑦÷①

－ 691 －
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年間発電経費（円）

計画発電量× 24hr × 123 日× 設備利用率
 

=
21,472,000 円

130kW × 24hr × 123 日× 1.0
= 56.0（円/kWh） 

                                             (2) 

 

 式(2)より、単位電力量あたりの発電原価は 56.0円

となり売電価格を上回る。これらの結果から、非かん

がい期の発電用水利権を取得することで初めて、当永

発電所建設の経済的妥当性が確認されたことが分か

る。 

 このように、当永発電所の計画は、かんがい期間が

他都府県と比較して短い北海道においても、非かんが

い期に発電用水利権を新たに取得することで小水力発

電所の建設が可能であることを示している。 

 

4. 発電実績 

 

 次に、実際に供用が開始された平成 30年、令和元

年の売電可能電力量をそれぞれ表-3に示す。ただ

し、供用開始後からこの 2年間に関しては、非かんが

い期の発電は行わず、かんがい期間 5月から 8月まで

のかんがい従属発電のみとなっている。非かんがい期

間の発電は、令和 3年の開始を予定している。 

 

表-3 当永発電所売電可能電力量推移 

（当麻土地改良区提供） 

 

 

 平成 30年は増速機の故障により発電量が一時落ち

込んでいるものの、平成 30年内に故障の原因を特

定、修理済みであり、翌年の令和元年には比較的安定

した発電量を確保できていることが確認できる。な

お、故障の原因は羽根に異物が引っかかった後にそれ

が解消されるなどして、増速機の回転数が急激に増加

すると、自動停止するプログラムが設定されていたた

めであった。そのため、プログラムを更新することに

より故障は解消された。 

 また、各月の発電電力量の理論値を求め、表-3の

実際の検針で得られた結果と比較する。なお、理論値

については、表-1の数値を用いて一日あたりの発電

電力量を算出し、これに月別の日数と設備利用率（か

んがい期間は 100%とした）を乗算した値とした。式

(3)は 5月の発電電力量の計算例である。 

 

130kW × 24hr × 31 日× 1.0(設備利用率)

= 96,720kWh  

                                             (3) 

 

 比較のため、発電電力量の理論値に対する実測値の割

合（検針で得られた実測値を理論値で除したもの）を表

-4に示す。 

 

表-4 発電電力量の理論値に対する実測値の割合 

 

 

 月によってばらつきはあるものの、理論値の発電量の

100%を超えて発電できている月もある。このような差が

なぜ発生しているのか考察する。 

 理論値の算出に用いた各種値であるが、最大使用水量

6.25m3/sについては導水部に設置されたウォッチマンゲ

ート（図-4）によって、水車に入る水量がこれを超えな

いよう調節されている。また、水車効率、発電機効率、

増速機効率については、それぞれ水車と機械電気設備の

性能により決定するため、この短期間で大きく変動する

ことは考えにくい。以上のことから、季節による発電電

力量の変動に影響する主要な要因は設備利用率であると

考えられる。5月から 6月にかけて割合が高く、それ以

降は低くなる傾向が見られるが、これは導線幹線用水路

の受益地が水利用のピークを迎えるのが 5月から 6月頃

であるため、設備利用率が 100%に近づくためであると考

えられる。 

 また、令和元年の年間発電電力量は理論値の 94.1%に

達しており、概ね計画通りのペースで発電が実施されて

いると言える。 

 

 

売電可能電力量(kWh)

5月 73,449

6月 85,880

7月 54,474

8月 74,299

計 288,102

5月 97,266

6月 95,612

7月 87,575

8月 77,860

計 358,313

平成30年度

令和元年度

理論値に対する実測値の割合（%）

5月 75.9

6月 91.8

7月 56.3

8月 76.8

計 75.1

5月 100.6

6月 102.1

7月 90.5

8月 80.5

計 93.4

平成30年度

令和元年度

－ 692 －
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 しかし、令和 3年から予定されている非従属発電につ

いては、水量の減少や降雪の影響で設備利用率がさらに

低下すると考えられるため、今後も期別の発電電力量の

推移を注視する必要がある。 

 

 
図-4 当永発電所ウォッチマンゲート 

 

5. 発電原価の算出 

 

 供用開始前時点での発電原価とその内訳をすでに表-2

に示してあるが、実際の数値は発電電力量、年間発電経

費ともに異なる。実際の発電電力量については表-3の通

りであるため、次に平成 30年度と令和元年度の年間発

電経費を示し、これを踏まえて実際の発電原価を求め

る。 

 各年の支出額とその内訳は表-5の通りである。年によ

って項目の数と内容が異なるため、それぞれ表-5-1、表

-5-2に分けてまとめている。表-5の作成に当たって

は、「水力発電施設の管理に係る発電事業会計の手引
7)」に準じた分類を行っている。ただし、支出のうち発

電施設の運営に直接寄与する項目については発電経費

に、それを除いた余剰分は土地改良施設全体の維持管理

費（共用部分を除く）に充当するとした。 

 

表-5-1 平成 30年度支出内訳（当麻土地改良区提供） 

 

 

表-5-2 令和元年度支出内訳（当麻土地改良区提供） 

 

 

 3章と同様に、年間発電経費（表-5）をそれぞれの年

の発電電力量（表-3）で除して発電原価を求め、その結

果を表-6に示す。 

 

表-6 発電原価の算定 

 

 

 いずれの年も発電原価は売電価格の 34円を下回って

おり、経済的にも安定した発電が実現できていることが

示された。また、表-5中の「オ 土地改良施設全体の維

持管理費（共用部分を除く）」の項目により、売電収入

は当麻永山用水地区の維持管理や用水路修繕にも充当さ

れ、土地改良施設の安定的な維持管理運営に資するもの

となっていることも確認できた。 

 

6. まとめ 

 

 北海道内初となる小水力発電所として稼働を開始した

当永発電所は、平成 30年の供用開始から現在までの間

に発電量、経済性ともに期待通りの実績を達成してお

り、令和 3年度以降は発電期間の延長によりさらなる活

用が期待されている。また、本稿で報告した運用の実態

は、今後他の寒冷地や積雪地域など類似の条件における

小水力発電所の計画、供用に際して参考となるものと考

える。 

 

 

 

 

 

ア　買電費用 当永発電所電気料 293千円

当永発電所自家用電気工作物保安管理業務 423千円

発電事業にかかる賃金 435千円

当永発電所保守管理業務 648千円

諸費 15千円

当永発電所固定ＩＰ利用料 78千円

当永発電所団体建物火災共済保険 232千円

建設改良積立金 1,158千円

欠損調整積立金 1,294千円

災害準備積立金 1,770千円

発電施設との共用部分の大雪頭首工・導水幹線用水路維持管理人件費 938千円

発電施設との共用部分の導水幹線用水路維持管理 1,210千円

発電施設との共用部分の頭首工維持管理(電気料) 244千円

発電施設との共用部分の頭首工維持管理（点検整備業務） 607千円

発電経費計 9,344千円

揚水機場電気料 861千円

用水路維持管理費 374千円

維持管理費充当額計 1,235千円

オ　土地改良施設全体
の維持管理費（共用部
分を除く）

ウ　発電施設の運営経
費（積立資産積立）

エ　発電施設と共用部
分の水路・取水施設等
の維持管理費

発電経費

発電による収入のうち、土地改良施設の維持管理費に充当した金額

イ　発電施設の運営経
費（施設操作に必要な
費用、引当金、減価償
却費）

ア　買電費用 当永発電所電気料 262千円

当永発電所自家用電気工作物保安管理業務 450千円

発電事業にかかる賃金 417千円

当永発電所保守管理業務 454千円

諸費 3千円

当永発電所固定ＩＰ利用料 78千円

当永発電所団体建物火災共済保険 279千円

建設改良積立金 1,159千円

欠損調整積立金 1,295千円

災害準備積立金 1,772千円

発電施設との共用部分の頭首工・導水幹線用水路維持管理人件費 1,151千円

発電施設との共用部分の導水幹線用水路維持管理 1,174千円

発電施設との共用部分の大雪頭首工維持管理（電気料） 251千円

発電施設との共用部分の大雪頭首工維持管理（点検整備業務） 618千円

発電経費計 9,364千円

用水路等補修費 424千円

揚水機場電気料 2,237千円

溝路維持費 95千円

管理費賃金 800千円

用水路維持管理費 261千円

維持管理費充当額計 3,817千円

オ　土地改良施設全体
の維持管理費（共用部
分を除く）

イ　発電施設の運営経
費（施設操作に必要な
費用、引当金、減価償
却費）

エ　発電施設と共用部
分の水路・取水施設等
の維持管理費

発電経費

発電による収入のうち、土地改良施設の維持管理費に充当した金額

ウ　発電施設の運営経
費（積立資産積立）

平成30年 令和元年

年間発電経費 9,344,000円 9,364,000円
発電電力量（kWh） 288,102 358,313
発電原価（円/kWh） 32.4 26.1

－ 693 －
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6) クリーンエネルギー普及検討会 小水力発電事業化
への Q&A（改訂版）導入の手引き（H17） 

7) 農林水産省農村振興局 小水力発電施設の管理に係
る発電事業会計の手引(H31.3) 

－ 694 －
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