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Ⅲ 基本方針と期間・目標

１ 基本方針

本県の地域特性を活かした「環境首都・新次元とくしま」の実現を目指

し、基本方針に基づく各種施策を総合的かつ計画的に推進します。

■「産学官金労言」でエネルギーの地産地消を加速

） ） ） ）、「産（産業界 、学（教育・研究機関 、官（行政 、金（金融機関

労（労働団体）、言（言論界）」の挙県一致で県下一円に自然エネルギー

を導入し、エネルギーの地産地消を加速して 「電力需要量に対する自、

然エネルギーの自給率向上」や「災害に強いまちづくり」を実践します。

■多様なエネルギーの普及促進

太陽光に加え、風力や小水力、潮流、波力など、地域の実情に応じた

多様な自然エネルギーを導入することで 「地域の・地域による・地域、

のための」エネルギー生成を図ります。

■自然エネルギーによる産業の振興

農業水利施設等を活用した小水力をはじめ、木質バイオマス、風力な

ど、幅広い分野で事業化を支援し、地域の自然エネルギーを発掘・利活

用することで、農林水産業の振興はもとより、地域経済の活性化、雇用

の創出を促進します。

■先導的取組みや新技術の導入で日本をリード

県が率先して、自然エネルギーの先導的実証実験や新技術の導入を推

進するほか、先陣を切って規制緩和を実現し、これら成果をものづくり

企業や地域に還元することで、県内を自然エネルギー先進地域へと転換する

とともに、自然エネルギーを通じた地方創生、日本創成をリードします。

■ＩＣＴの利活用

全国屈指のブロードバンド環境を活用して、地域全体の電力需給情報

の収集、分析を行い、自然エネルギーを積極的に導入しつつ「電力の安

定供給」を実現するエネルギーマネジメントにより 「スマート社会」、

の構築を目指します。

■「水素エネルギー」の最大限活用

エネルギーの安定供給と地球温暖化対策に資する、究極のクリーンエ

ネルギー「水素」の普及を推進し、次世代へ明るい未来をつなぐ「水素

社会の実現」を図ります。
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２ 戦略の期間・目標

(1) 期間

安倍首相が２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック決定時、

「今後、３年程度の間に、再生可能エネルギーの普及と省エネルギーの推

進を最大限加速させていきます 」と発言され、我が国の自然エネルギー。

導入はまさに国際公約となりました。

自然エネルギー協議会会長県として、その実現に向けて国の自然エネル

ギー導入を積極的に後押しするとともに、徳島県としても、その大きな一

翼を担うべく、２０２０年をマイルストーンと定めるとともに、国の示す

電源構成（エネルギーミックス）の目標年が２０３０年であることを受け、

両年を目標年とします。

また、戦略の推進期間としては、

・2014年4月に閣議決定された「第4次エネルギー基本計画」につ

いて 「エネルギー政策基本法」の第12条第5項に「政府は、エネ、

ルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策

の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも３年ごとに、エネルギー

基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更

しなければならない 」とあること。

・ 電力システム改革に関する改革方針」の第3弾となる「発送電分「

） 、離（送配電部門の法的分離 」を規定した改正電気事業法が成立し

2020年4月からの施行が決定したこと

を鑑み、２０１７年～２０２０年を次の重要なターニングポイントと見なし、

その期間の中間年である２０１８年を一つの目安として、２０１５年度から

２０１８年度までの４年間とします。
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(2) 目標

本県は平成２４年３月の「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」策定

後、地域のエネルギー供給の核となりうるメガソーラーなどに意欲的に取

り組む民間事業者向けに 「全国トップクラスの支援制度」を創設すると、

ともに 「適地マップ」の公表、地域とのマッチングなど誘致体制を強化、

し、環境負荷の少ない自然エネルギーを活用した発電施設の誘致に積極的

に取り組んできました。

さらに、県自らメガソーラーを設置し、平時の電力の安定供給や地球温

暖化防止はもとより、災害時には電気自動車（ＥＶ）やプラグイン・ハイ

ブリッド車（ＰＨＶ）を「走る蓄電池」として、メガソーラーで充電した

電気を離れた避難所等で活用する実証実験も行ってきました。

その結果、県内各地で太陽光発電が急速に普及するとともに、豊かな

自然環境を活かした水力発電が立地していたことと相まって、本県の

平成２５年度における「県内電力需要量に対する自然エネルギー供給量

（自然エネルギーによる電力自給率 」は１７．０％に達しています。）

今後、太陽光発電については、以下のような傾向により、認定・導入容

量とも増加していくものの、その増加率は徐々に逓減していくと見込まれ

ます。すでに、2014年度の太陽光の認定容量の伸びは、2013年度に比

べて約１／３に減少しています （表3-2-1、図3-2-1）。

【短期的傾向】

・パネルの大幅な価格低下で採算性が保たれ、今後もしばらくは固

定価格買取制度への申請が続く

・これまでの急速な普及により、メガソーラーに適した開発地が減

少して中小規模の太陽光発電へと徐々にシフトし、認定件数の伸

びに対して認定容量の伸びが低下する

・四国電力が公表している再生可能エネルギー特別措置法施行規則

に基づく太陽光発電設備の接続可能量「257万ｋW」に対し、

すでに認定容量が上回っており、近い将来、申込みが「指定電気

事業者制度」のもとでの契約となるため、新規申請数は減少傾向

になる

・認定を受けながら事業を開始しない悪質なケースに対する認定取

消しの制度化が波及して、運転開始件数は上向く
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【長期的傾向】

・買取価格の下落により、売電目的での設置に対する魅力が低下し、

認定件数、認定容量とも伸びが鈍化する

・認定件数・容量に対して導入件数・容量が近づき、伸びが頭打ち

になる

平成25年度 平成26年度平成24年度

（累計） （累計） 伸び （累計） 伸び

新規認定件数[A](件) 3,530 11,275 7,745 14,849 3,574

10kW未満 1,725 3,400 1,675 4,702 1,302

10kW以上 1,805 7,875 6,070 10,147 2,272

新規導入件数[B](件) 1,519 4,501 2,982 7,435 2,934

10kW未満 1,307 2,855 1,548 3,617 762

10kW以上 212 1,646 1,434 3,818 2,172

B/A（％） 43.0 39.9 50.1

新規認定容量[C](kW) 169,347 490,151 320,804 614,143 123,992

10kW未満 8,373 16,428 8,055 23,090 6,662

10kW以上 160,974 473,723 312,749 591,053 117,330

新規導入容量[D](kW) 21,217 98,761 77,544 268,897 170,136

10kW未満 6,834 14,492 7,650 17,410 2,918

10kW以上 14,383 84,269 69,886 251,487 167,218

D/C（％） 12.5 20.1 43.8

移行導入件数[E](件) 9,795

10kW未満 9,702

10kW以上 93

移行導入容量[F](kW) 44,932

10kW未満 42,991

10kW以上 1,941

導入件数総計[B+E](件) 1,519 4,501 17,230

導入容量総計[D+F](kW) 21,217 98,761 313,829

表3-2-1 県内の太陽光発電普及状況

（出典） 「都道府県別認定・導入量 （資源エネルギー庁）より作成」
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図3-2-1 太陽光発電設備の認定量と導入量の推移

（出典）資源エネルギー庁

また、太陽光に比べて 「環境アセスメント」や「流量調査」といった、

手続きが必要なために導入に比較的時間を要する、風力や小水力といった

自然エネルギーについては、後年になって徐々に立地、稼働し始めるもの

と見込まれており、現時点においては、上勝町と神山町の町境にあたる稜

線において、平成32年運転開始を目指している風力発電の整備予定があ

ります （図3-2-2、図3-2-3）。

（万ｋＷ）

１０kW以上（２４年度認定）

２６年度認定量

（運転開始率１１％）

２５年度認定量

（運転開始率１３％）

２４年度認定量

（運転開始率４５％）

住宅用認定量

（１０ｋＷ未満）

（運転開始率８５％）

１
０
ｋW
以
上

※設備認定公表データ、費用負担調整機関への交付金申請情報をもとに作成（運転開始量は各月で交付金を交付した設備の出力を合計）

※26年度の運転開始率は平成27年2月までの設備認定分により計算
※買取価格は認定年度内に電力会社に接続申込を行い、価格を確定させたものとして計算。

平成２４年度認定 平成２５年度認定 平成２６年度認定

認定量

１０kW未満

１０kW以上（２５年度認定）

１０kW以上（２６年度認定）

運転開始量

固定価格買取制度新規認定以外（移行認定等）

認定廃止、取消、失効

８，７４７万kW…(a)

２，２９４万kW…(b)

運転開始率(b/a) ： ２６．２％
(H27.3末時点）
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図3-2-2 風力発電の開発フロー

（出典）資源エネルギー庁

図3-2-3 小水力発電の開発フロー

（出典）資源エネルギー庁
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次に、エネルギー消費動向に目を向けてみます。

我が国の成長戦略は中長期的に実質2％・名目3%という経済成長の

目標を掲げており、経済成長を維持するためは、電力をはじめ一定程度の

エネルギーが消費されるものと推測されます。

一方、我が国の人口は平成１８年をピークに緩やかな減少を迎えて

おり、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成25年時点で

1億2，700万人の人口が、平成42年には1億1，700万人に減少すると

予測されています。

本県では、すでに平成11年以来人口減少が続いており、平成２７年

4月1日現在の推計人口は75万9，047人と76万人を割り込んでいます

が 「とくしま人口ビジョン（平成２７年7月 」では減少率を極力抑える、 ）

ことで、平成42年の人口を約70万人に留めたいとしています。

この経済成長と人口減少に加えて、省エネがさらに浸透すること等を総

合的に検証すると、県内の電力需要量全体としては、緩やかに減少してい

くものと見込まれます。

このような背景のもと、６つの「基本方針」を掲げ 「産学官金労言」、

参画により英知を結集し、太陽光や風力、小水力、バイオマスはもとより、

潮力や波力などの先導的実証実験、新技術の導入によって多様な自然エネ

ルギーの導入を加速するとともに、省エネ・蓄エネを一層促進することに

より、本県の「自然エネルギーによる電力自給率」の目標を次のとおりと

します （図3-2-4）。

２０２０年（平成３２年 ：２５％）

２０３０年（平成４２年 ：３７％）

東京都の目標

2024年（平成36年 ：20％）
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また、未来のエネルギー「水素」を最大限活用した、地方発の「水素社会

の実現」を目指し、平成２７年に策定した「徳島県水素グリッド構想」に

おいて、

・県下全圏域への水素ステーションの設置

・水素エネルギーの地産地消につながる県内産副生水素の活用

・水素を燃料とする高速バスやトラックの実証導入

を推進します。

今後とも、ICTをはじめ徳島の潜在的能力を最大限に発揮し、自然エネ

ルギー導入を一層加速させることで、エネルギーの地産地消や災害に強い

まちづくりをはじめ、人と自然が調和した「徳島ならでは」の先進的な取

組みを加速させるとともに、究極のクリーンエネルギー「水素」を積極的

に活用し、環境の世紀をリードする「環境首都・新次元とくしま」の実現

を目指します。

図3-2-4 本県の電力需要量に対する自然エネルギー自給率の実績と推計

（出典）資源エネルギー庁の資料等を元に作成
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Reference

「目標値」の考え方F

① 国が決定した「エネルギーのベストミックス」

徹底した省エネを前提とし、｢安全性｣、｢安定供給｣、｢経済効率性」

及び「環境適合」（３Ｅ＋Ｓ）の政策目標の同時達成に向けた

「望ましい電力の需給構造」として2015年7月に決定。2030年の

電源構成における自然エネルギーの割合を２２～２４％とした。

② 自然エネルギー協議会の提言

国が決定した「エネルギーのベストミックス」に対し、

・技術開発による高効率化や低コスト化

・気象データを用いた発電予測技術の向上

・系統運用の広域化

・自家消費の推進

などにより、目標をさらに引き上げることが可能との見解のもと、

自然エネルギーの割合について、国に「2020年までに20％以上、

２０３０年には３０％を超える」などのような意欲的な目標設定を提言。

③ 徳島県として掲げる「目標値」

四国電力の公表数値から県内の需要電力量を得る一方、固定価格

買取制度（ＦＩＴ）による導入量、その他、県企業局の水力発電実績

等から県内の自然エネルギー供給量を積算し 「県内電力需要量に、

対する自然エネルギー供給量（自然エネルギーによる県内電力自給

率 」を算出。）


