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１．北海道における新エネルギーのポテンシャルと導入状況

豊富な新エネルギー源
 北海道は、太陽光や風力、バイオマス、地熱、石炭といった多様なエネルギー源が豊富に賦

存し、とりわけ新エネルギーの活用に向けては全国随一の可能性がある

 エネルギーの地産地消などの取組、固定価格買取制度を契機として数多くの構想が提起

【風力発電】
全国１位（導入ポテンシャル量は、陸上風力で全国の約51％、洋上風力(着床式・浮体式の計)で約29％を占める）

【中小水力発電】
全国１位（導入ポテンシャル量は、河川導入で全国の約10％を占める）

【地熱発電】
全国２位（条件:特別保護地区・第1種特別地域を除く国立・国定公園の開発あり(傾斜掘削はなし) )

（蒸気フラッシュ、バイナリー、低温バイナリーの計）
【太陽光発電】

全国１位（導入ポテンシャル量は、全国の約25％を占める（建物系、土地系の計））
※「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS) 2022年3月修正版」（環境省）による

シャープ苫小牧第一太陽光発電所（出典:シャープ）オトンルイ風力発電所、幌延風力発電(株)（出典:NEDO） 北海道電力(株) 森地熱発電所

＜北海道の導入ポテンシャル＞

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組

2



北海道における新エネルギーの導入状況

（単位:万kW）

北海道における新エネ導入実績（発電設備容量） 固定価格制度による再エネ設備の認定状況
（令和3年12月末現在）

（単位:万kW）

（北海道経済部環境・エネルギー課調べ）

※太陽光の非住宅は出力10kW以上、住宅は出力10kW未満もの

（出典:経済産業省資源エネルギー庁）

※ 四捨五入の関係で合計が合わないことがある
※ バイオマスは、バイオマス比率考慮あり

区 分 H27年度
実績

H28年度
実績

H29年度
実績

H30年度
実績

Ｒ1年度
実績

Ｒ2年度
実績

太陽光(住宅) 13.9 15.2 16.1 17.1 18.1 19.3

太陽光(非住宅) 83.4 99.9 116.9 136.7 173.1 194.4

風 力 32.1 35.0 38.7 44.4 50.6 59.2

中小水力 83.3 83.3 82.3 82.4 82.8 83.2

バイオマス 5.4 10.8 11.9 12.8 13.8 14.1

地熱 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

廃棄物 24.3 24.3 24.3 24.1 24.2 24.1

total 244.9 271.0 292.7 320.0 365.1 396.8

区 分 全 国 北海道

太陽光（10kW未満） 867.2 14.9

太陽光（10kW以上） 6,767.9 213.0

風 力 1,334.5 173.2

中小水力（1,000kW未満） 14.3 0.5

中小水力（1,000kW以上） 151.8 18.2

バイオマス 804.1 48.4

地 熱 16.2 0.9

total 9,956.0 469.1

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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太陽光発電

導入量
213.7万kW

【Ｒ2年度実績】

設備利用率
14.5％（事業用）

13.6％（住宅用）

トピックス

買取価格（R4）
入札制度適用区分 入札制

50kW以上 10円+税
10kW以上50kW未満 11円+税

10kW未満 17円
（1kWhあたり）

○ ソフトバンク苫東安平ソーラーパーク（H27.12～）

（写真:SB Energy㈱HPより）

導入事例

 道内のメガソーラー建設の動き（稼働中規模上位３箇所）
①SBエナジー㈱・三井物産㈱による、苫東安平ソーラーパーク
(111MW、H27.12～)

②SBエナジー㈱・三菱UFJリース㈱による、八雲ソーラーパー
ク (102MW、R2.10～)

③東急不動産㈱、三菱UFJリース㈱、日本グリーン電力開発に
よる、すずらん釧路町太陽光発電所(92MW、R2.2～)

 平成27年4月以降の接続申込は、全ての設備が出力抑制の
対象に。年間360時間を超えた出力制御も無補償。

 令和2年4月から、出力４万kW以上が第一種事業として、
環境影響評価法の対象となる。

111,000kW

1,000kW

○ 柳月スイートピアガーデン発電所（H25.1～）

道東、苫小牧
周辺に集中

（写真:道東電機㈱(施工業者)HPより）

（調達価格等算定委員会意見
R4.2 経済産業省）

（R2.6～R3.5の平均値）

（R3.1～R3.8の平均値）

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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新エネルギーの導入に向けた動き [太陽光発電]（R4.7現在）

◇太陽光発電が数多く立地
全道で、既導入容量約214万kW
（Ｒ2年度実績）

・釧路町トリトウシ原野太陽光発電所（釧路町）
H29.4稼働 17,900ｋW

・すずらん釧路町太陽光発電所（釧路町）
R2.2稼働 92,000ｋW

・ソフトバンク八雲ソーラーパーク（八雲町）
R2.10稼働 102,300kW

・ソフトバンク苫東安平ソーラーパーク２（安平町）
R2.7稼働 64,600kW

・新千歳柏林台太陽光発電所（千歳市）
H29.7稼働 28,000ｋW

・苫小牧メガソーラー第一発電所（苫小牧市）
H30.7稼動 38,400kW

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ苫小牧明野北ソーラーパーク（苫小牧市）
R1.5稼働 3,100kW

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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風力発電

導入量
59.2万kW

【Ｒ2年度実績】

設備利用率
24.9%（陸上）
（H23以降設置設備の
R2.6～R3.5の平均値）

 騒音やバードストライクなどを受け、平成24年10月から、出力１
万kW以上が第１種事業として、環境影響評価法の対象。
令和3年10月、出力1万kW以上から出力5万kW以上に改正。

賦存量
全国１位

買取価格（R4）
陸上(入札制度適用区分) 入札制
陸上(入札制度対象外) 16円+税
陸上(リプレース) 14円+税
洋上(着床式) 29円+税
洋上(浮体式) 36円+税 （寿都町HPより）

導入事例

トピックス

日本海側
に集中

 国の「風力発電のための送電網整備実証事業」(平成25年)の採択
事業者により、現在、道北地域において、送電網整備に向けた実
証事業が行われている。H30着工。

14,550ｋＷ

57,000kW

（稚内新エネルギー研究会HPより）

○ 寿都町 風太風力発電所（寿都町）

○ 宗谷岬ウインドファーム（㈱ユーラスエナジーホールディングス）

（調達価格等算定委員会意見
R4.2 経済産業省）

 平成27年4月以降の接続申込は、全ての設備が出力制御の対象に。
年間720時間を超えた出力制御も無補償。加えて、出力変動緩和
対策を求められている状況。

 平成31年4月、国が「再エネ海域利用法」を施行。
道内においても一般海域における洋上風力事業に係る環境アセス
メントの公告がなされるなど動きが活発化。

（1kWhあたり）

 令和3年9月、国が「再エネ海域利用法」に基づく促進区域の指定
に向け、本道の｢石狩市沖｣､｢岩宇及び南後志地区沖｣､｢島牧沖｣、
｢檜山沖｣､｢松前沖｣の5地域を、「一定の準備段階に進んでいる区
域」として整理。

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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新エネルギーの導入に向けた動き [風力発電・系統連系]（R4.7現在）

◆風力発電のための送電網整備実証事業
北海道北部風力送電㈱（出資:㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ等）

◇風力発電が数多く立地
全道で、既導入容量59万kW
（Ｒ2年度実績）

◇洋上風力発電の導入に向けた取組
◎港湾区域内

石狩湾新港地域
運転開始予定R5頃 最大99,990kW

◎一般海域
（仮称）北海道石狩湾沖洋上風力発電事業

環境影響評価法手続き中 最大1,000,000kW

（仮称）檜山エリア洋上風力発電事業
環境影響評価法手続き中 最大722,000kW

◎再エネ海域利用法
「一定の準備段階に進んでいる区域」
石狩市沖
岩宇・南後志地区沖
島牧沖
檜山沖
松前沖

◇北本連系設備の増強
・現在90万ｋＷ（電源開発㈱及び北海道電力㈱）

（Ｈ31.3、30万ｋＷ増強（北海道電力㈱））
・R3.5 電力広域的運営推進機関において

更に30万kW増強する整備計画を策定
新エネ導入拡大には、さらなる増強が必要

◆大型蓄電システム緊急実証事業
実施主体:住友電気工業㈱、北海道電力㈱
実施場所:北海道電力㈱南早来変電所(安平町)
実施期間:Ｈ25年度～Ｈ30年度
実証設備:出力15MW、容量60MWh

※R4.4 ｢系統側蓄電池による風力発電募集プロセス(Ⅰ期)｣において設置した
系統側蓄電池(容量51ＭＷｈ)の運転開始(北海道電力ネットワーク㈱)

・系統側蓄電池による風力発電募集の接続検討申込み
H29.3 Ⅰ期プロセス開始
H31.2 Ⅰ期プロセス完了～優先系統連系希望者15社、合計容量16.2kW
R3.7   Ⅰ期残容量（43.8万ｋＷ）プロセス開始

・天北ウィンドファーム（稚内市）
H30.5 稼働 30,000ｋW

・石狩コミュニティウィンドファーム（石狩市）
H30.12稼動 20,000kW

・(仮称)えりも町風力発電事業
環境影響評価法手続き中 最大500,000kW
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バイオマス発電

導入量
14.1万kW

【Ｒ2年度実績】

設備利用率（平均値）

64.4%（木質等バイオマス）
32.1%(一般廃棄物その他ﾊﾞｲｵﾏｽ)

59.9%(メタン発酵バイオマス)

・道内37市町村が選定（全国97市町村）（令和3年12月現在)
①下川町（木質熱利用・発電、BDF）、②別海町（バイオガス発電・熱利用）、
③十勝地域(19市町村)(バイオガス・木質発電、熱利用、BDF) 、
④釧路市（バイオガス・木質発電、熱利用、BDF）、
⑤興部町（バイオガス・木質発電）、⑥平取町（間伐材等の熱利用）、
⑦知内町（木質熱利用）、⑧音威子府町（バイオガス発電・熱利用）、
⑨西興部村（バイオガス発電・熱利用、木質熱利用）、
⑩標茶町（バイオガス発電・熱利用、木質熱利用）、
⑪滝上町（木質発電・熱利用）、⑫中標津町（バイオガス・木質発電・熱利用）
⑬鶴居村（バイオガス発電・熱利用）、⑭稚内市（バイオガス発電・熱利用）
⑮浜頓別町（バイオガス発電・熱利用）、⑯幌延町（バイオガス発電・熱利用）
⑰八雲町（バイオガス発電）、⑱湧別町（バイオガス発電）、
⑲雄武町（バイオガス発電)

・Ｈ27.7 別海バイオガス発電㈱による国内最大規規模（1.8MW)の
バイオガス発電施設が運転開始

・Ｈ28.4 鹿追町の瓜幕バイオガスプラント（1MW）が運転開始 等

 バイオマス産業都市

 家畜ふん尿

買取価格（R4）
バイオマス液体燃料 入札制
一般木質 入札制(10,000kW以上)

〃 24円+税(10,000kW未満)
間伐材等由来 32円+税(2000kW以上)

〃 40円+税(2000kW未満)
建設資材廃棄物 13円+税
一般廃棄物その他ﾊ゙ ｲｵﾏｽ 17円+税
メタン発酵ガス 39円+税

(1kWhあたり)

100kWと190kWのコージェネ発電機2基により発電、電気はプ
ラント内で利用する他、余った電力は売電（鹿追町のHPより）。

トピックス

導入事例

○ 紋別バイオマス発電㈱／オホーツクバイオエナジー㈱
（紋別市、木質バイオマス）

○ 鹿追町環境保全センター（鹿追町、バイオガスプラント）

・道内で大規模バイオマス発電所の建設が進行中
①紋別バイオマス発電㈱（紋別、50MW、Ｈ28.12稼動）
② 室蘭バイオマス発電合同会社（室蘭、75MW、R2.5稼働）
③石狩バイオマス発電事業(石狩市、52MW、 R1.10着工）
④勇払エネルギーセンター合同会社(苫小牧、 75MW、R5稼働予定)

 木質バイオマス

平成28年12月営業運転開始 発電規模50MW

（調達価格等算定委員会意見
R4.2 経済産業省）

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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新エネルギーの導入に向けた動き [バイオマス発電]（R4.7現在）

◇大規模な木質バイオマス発電
・紋別バイオマス発電㈱ H28.12稼動

50,000kW（木質・石炭・PKS混焼）

・王子グリーンエナジー江別㈱H28.1稼動
25,400kW （木質・PKS混焼）

・苫小牧バイオマス発電㈱ H29.4稼動
6,194kW （木質専焼）

◇畜産バイオガス発電
・別海バイオガス発電㈱

出力1,800kW （日本最大級）
・鹿追町（瓜幕バイオガスプラント）

出力1,000kW H28.4稼働

・室蘭バイオマス発電所 R2.5稼働
75,000kW (木質専焼)

・㈱神戸物産白糠ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所
H30.8稼働 6,250kW

・石狩バイオマス発電事業（石狩市）
R1.10着工 51,500kW

・網走バイオマス発電所
R2.9着工 9,900kW（2号機）
R3.5着工 9,900KW（3号機）

・勇払エネルギーセンター合同会社
R5稼働予定 74,950kW

・苫東バイオマス発電所
R7稼働予定 50,000kW

◇畜産バイオガス発電
・畜産バイオガス発電所（上士幌町）

町内6ヵ所、7基 合計2,270kW
・清水美蔓バイオガス発電所（清水町）

R1.9稼働 494kW
・ 御影バイオガス発電所（清水町）

H29.5稼働 750kW

◇バイオマス発電
全道で、既導入容量約14.1万kW
（Ｒ2年度実績）

9
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地熱発電

導入量
2.5万kW

【R２年度実績】
設備利用率

44.2%
（15,000kW未満の平均値）

81.0%
（1,000kW以上15,000kW未満の平均値）

買取価格（R4）
40円+税(15,000kW未満)

（リプレース 19円+税(地下設備流用型)
〃 30円+税（全設備更新型））
26円(15,000kW以上)

（リプレース 12円(地下設備流用型)
〃 20円（全設備更新型））

（1kWhあたり）

トピックス

 民間事業者等による開発プロジェクトが進行中
大規模）赤井川村阿女鱒岳、京極町北部、ニセコ蘭越地域
中規模）函館市南茅部、函館市恵山、赤井川村、留寿都村
小規模）弟子屈町

 稼働中の地熱発電所
・奥尻地熱発電所(H29.8 バイナリー発電:出力250kW）

※離島では八丈島に次ぐ国内２番目の地熱発電
・北電 森地熱発電所(S57.11 フラッシュ: 出力25,000kW）

※フラッシュで使用した熱のバイナリー発電を計画
（R4.11稼働予定 出力2,000kW）

・洞爺湖地熱発電所（H29.3 バイナリー発電:出力41kW）
 適地（国立公園内等）での規制緩和
H27.10、第2種･３種特別地区での条件付き建設許可に加え、第１

種特別地域への傾斜掘削が可能に。また、第2種･3種での発電所の
高さ規制が撤廃。
 JOGMECの空中物理探査及びボーリング調査(R4)

空中物理探査 :２地域
ボーリング調査:４地域

導入事例
○ 北海道電力㈱ 森地熱発電所

（茅部郡森町字濁川、運転開始:昭和57年11月、認可出力:25,000kW）

付近では余熱を利用したトマトの栽培も行っています。

賦存量
全国２位

（調達価格等算定委員会意見
R4.2 経済産業省）

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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新エネルギーの導入に向けた動き [地熱発電]（R４.7現在）

◇地熱利用
◎稼働中、※建設段階・調査等

◎弟子屈町地域:FIT設備認定 出力100kW
㈱セイユウ、H25稼動

※ 湯沼ーアトサヌプリ地域:掘削調査中
弟子屈町

◎森地熱発電所:出力25,000kW
北海道電力㈱、S57稼動

※森バイナリー発電所:出力2,000kW
森バイナリーパワー(同)

※函館市南茅部地域:掘削調査中
オリックス㈱

※函館市恵山地域:還元井検討中
㈱レノバ、三菱マテリアル㈱
大和エナジー・インフラ㈱

◇地熱発電
全道で、既導入容量約2.５万kW
（R２年度実績）

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組

◇地熱利用
◎稼働中、※建設段階・調査等

※赤井川村阿女鱒岳地域:掘削調査中
出光興産㈱、国際石油開発帝石ほか

※赤井川村余市岳北部:試掘調査検討中
住友林業㈱

※京極北部地域:掘削中
㈱大林組

※ニセコ蘭越地域:掘削中
三井石油開発㈱

※留寿都地域:試掘調査
㈱大林組

◎洞爺湖町地域:自家消費 H29.3稼働
出力41kW 洞爺湖温泉利用(協)

◎奥尻町地域:FIT設備認定 出力250kW
㈱越森石油電器商会H29.12稼働
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中小水力発電

導入量（水力）
83.2万kW

【Ｒ2年度実績】

設備利用率
50.7%

（200kW未満の平均値）
57.0%

（200～1000kWの平均値）

 道内中小水力発電施設（設備容量3万kW以下）
83.2万kW（Ｒ2年度実績）

 H25、GND基金を活用し、美幌町
日並浄水場に小水力発電を導入。
（15kW）その他２市町村等で導入
を計画。

 従属発電（既に水利権を得ている
流水を活用した発電）の手続きが、許可制から登録制に。

（H25.12.11河川法改正）
 道内では、冬期間の凍結と水利権の設定（既存の水利権は夏

場のみの設定がほとんど）が課題。
 H27~R2まで、東芝(株)が、釧路市・白糠町において小水力

発電による水素製造・地域での燃料利用の実証事業を実施。
 H29、農業用水を利用した道内初の小水力発電所（当永発電

所（当麻町）運転開始。

買取価格（R4）
5,000kW以上3万kW未満 20円+税
1,000kW以上5,000kW未満 27円+税

200kW以上1,000kW未満 29円+税
200kW未満 34円+税

（1kWhあたり）

○ 北海道企業局の発電所は９ヶ所

（写真:滝の上発電所 1,900kW）

（写真:シューパロ発電所 28,470kW）

○ 富良野市
「麓郷の森」白鳥川
にかかる水車

トピックス

導入事例

賦存量
全国１位

（調達価格等算定委員会意見
R4.2 経済産業省）

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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雪氷冷熱・地中熱

■雪氷冷熱

 古い倉庫を利用した馬鈴しょの雪冷熱貯蔵

導入事例

・外気導入方式の利雪型貯蔵庫を建設し、雪冷熱によ
る馬鈴しょの高湿度低温貯蔵を行い、「雪室ばれい
しょ」の商標で、道内外の市場や需要者に出荷

（北海道農政部農政課「北海道内の雪氷冷熱を利用した農産物貯蔵の
取組事例について」より）

 ハイブリッド型自然冷房シ
ステムの開発 及び ホワイ
トデータセンター事業計画

（美唄市HPより）

■地中熱

 厚岸町きのこ菌床センターにおける取組

・きのこ菌床センター培養室の
暖房設備を改修するにあたり、
地中熱ヒートポンプによる
冷暖房設備を導入

・以前は灯油ボイラーを活用し
た温水循環暖房を行っていた
が、地中熱ヒートポンプを導
入することで、冷暖房が可能
となり、年間通じて安定した
培養環境を構築地中熱ヒートポンプ

送風機建屋

培養室

導入事例

厚岸町

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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◆除排雪を利用した雪山貯蔵による高効率
熱供給システムの研究開発

(株)雪屋媚山商店、室蘭工業大学ほか
実施場所:美唄市

新エネルギーの導入に向けた動き[中小水力・雪氷冷熱等]（R4.7現在）

◇その他、地域における様々な取組
・未利用流水や落差での小水力発電
・多種多様なバイオマスの活用
・雪氷冷熱利用、温度差熱利用など

◇中規模の水力発電
・道企業局 シューパロ発電所

H27.4稼働 出力28,470kW
・北電 新得発電所

R4.6稼働 出力23,100KW

◇中小水力発電
・当永発電所（当麻町）

H29.8稼働 139kW
※農業用水を利用した道内初の発電施設

・洞爺発電所（壮瞥町）
H30.6稼働 6,400kW
※水車発電機更新 、最大出力増加

◇中小水力発電
全道で、既導入容量約83.2万kW
（R2年度実績）
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水素サプライチェーン構築に向けた展開

H27.3 産学官からなる北海道水素イノベーション推進協議会の設立
H28.1 「北海道水素社会実現戦略ビジョン」策定
H28.7 「水素サプライチェーン構築ロードマップ」策定
H29.7 FCV（燃料電池自動車）公用車の率先導入
H30.3 エア・ウォーター移動式水素ステーション札幌 開所

（北海道新エネ導入加速化基金を活用）
R2.3 「北海道水素社会実現戦略ビジョン」改定
R2.12 「水素サプライチェーン構築ロードマップ」改定

◆道 の 取 組 経 過 ◆地域における取組事例

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組

しかおい水素ファームステーション

エア・ウォーター移動式水素ステーション札幌

【2040年度頃の水素サプライチェーンのイメージ】
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水素サプライチェーン構築に向けた動き（R4.7現在）

豊富町
【調査事業】＜NEDO委託事業（2022）＞

地産天然ガスブルー水素化による直流電流発電データセンター
に関する調査
・エンジニアリング協会、応用地質、エア・ウォーター

三笠市
【調査事業】＜NEDO委託事業（2021～23）＞

木質バイオマスと未利用石炭の石炭地下ガス化による
CO₂フリー水素サプライチェーン構築に関する調査
・太平洋開発、室工大、大日本コンサルタント ほか

石狩市
【調査事業】＜NEDO委託事業（2021～22）＞

石狩湾新港洋上風力の余剰電力を活用した水素サプライ
チェーンに関する調査

｢大規模洋上風力｣×｢大規模蓄電池｣×｢水電解装置｣
のトータルシステムインテグレーション(地産)
周辺地域(石狩市、札幌市)での水素利活用(地消)

・北海道電力、エアウォーター北海道 ほか

北海道水素事業プラットフォーム設立（2021年7月7日）
（事務局:北海道電力・北海道ガス）

北海道における水素サプライチェーン構築の早期実現、将来的には北海道が国産
グリーン水素活用のパイオニアになることを目指す。

・構成:セコマ、ドーコン、北洋銀行、北海道エネルギー、北海道ガス、北海道銀行、
北海道電力、北海道旅客鉄道、雪印メグミルク

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組

室蘭市
【調査事業】＜NEDO委託事業（2022）＞

水素とCCUを活用した｢鉄の街｣でのカーボン
ニュートラルな街づくりに関する調査
・デロイトトーマツ、日本製鋼所M＆E、室蘭市

【実証事業】＜環境省委託事業（2018～21）＞
建物及び街区における水素利用普及を目指した
低圧水素配送システム実証事業

【室蘭脱炭素社会創造協議会の設立】（2021年7月7日）
・会員企業:道内外35社 苫小牧市

水電解による水素製造装置の導入＜エネ庁補助（2022）＞
再生可能エネルギー導入加速化に向けた
系統用蓄電池等導入支援事業
・北海道電力 2023.3運用(製造･販売)開始予定

千歳市・苫小牧市
【調査事業】＜NEDO委託事業（2022）＞

新千歳空港を中心とした地域における
水素利活用モデル構築に関する調査
・三菱商事、北電、北海道エアポート ほか

鹿追町
【実証事業】＜環境省委託事業（2017～21）＞

家畜ふん尿由来水素を活用したサプライチェーン実証
・鹿島建設、エアウォーター北海道 ほか
合弁会社しかおい水素ファームの設立（2022年2月）
～水素製造・販売開始（4月）
・エア・ウォーター北海道、鹿島建設

標茶町及び釧路地域
【調査事業】＜NEDO委託事業（2021～22）＞

家畜ふん尿由来水素利活用トータルシステムに
関する調査
・ドーコン、鹿島建設、日揮グローバル

◇その他の主な実証・実験
・倶知安町:木質バイオマス(林野庁)
・興部町:畜産系バイオガス(NEDO）
・白糠町・釧路市:小水力(環境省)16


