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Ⅰ戦略の背景

１ 東日本大震災の教訓

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、我が国観測史上最大規模の地震

であり、大規模な津波を伴い未曾有の大災害を引き起こしました。

特に、東京電力福島第一原子力発電所の事故が引き金となり、全国的に原子力発電

、 、 、所の運転停止が相次ぎ 東北地方のみならず全国規模で 電力不足に至ったことから

「エネルギーの安定供給」や「省エネ社会の実現」が国民的課題となっています。

こうした状況を踏まえ、私たち一人ひとりが「エネルギーは無尽蔵でない」という

原点に立ち返り、従来のライフスタイルを大きく転換していくことが必要であり、節

電をはじめとした省エネや省資源行動に向けた取組みが全国各地で展開されていると

ころであります。

また、東日本大震災では、従来の大型発電所による「電力の一極集中型」のエネル

ギー供給システムは、一箇所が途絶えると地域全体に大きな被害を及ぼしてしまうこ

とから 「リスク分散の必要性」が明らかとなりました。、

「千年に一度」といわれる東日本大震災の教訓を活かし 「一極集中型」から 「自、 、

立・分散型」への電力供給システムの転換が今まさに求められています。

２ 自然エネルギーへの期待

太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーは、石油、石炭、ＬＮＧなどの化石エ

ネルギーと比べ、枯渇しない、永久的に利用可能な資源であり、身近なエネルギーと

して、需要地周辺で調達が容易であるため 「自立・分散型のエネルギーの供給シス、

テム」の構築に適しています。

また、災害時においては、電力供給の被害の拡大を抑制できるなど、リスク分散が

可能になるほか、化石エネルギーに比べ、温室効果ガスの排出量が極めて少なく、地

球温暖化対策としても有効なエネルギーでありますが、一方、自然エネルギーは、投

資コストが高いことや、天候などの自然条件に左右されやすく安定性に欠けるなどの

課題もあります。

東日本大震災を契機として、自然エネルギーへの期待が高まっていることから、そ

の特性を踏まえ 「電力の安定供給」に向けて、化石エネルギーなどとのベストミッ、

クスを図るとともに、太陽光、風力、小水力など、自然エネルギーの導入促進に、国

を挙げて取り組んでいく必要があります。
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３ 国のエネルギー政策の転換

、 ， 、我が国の総発電電力量は 平成２２年度見込で年間９ ７６３億kＷhとなっており

その構成比は、原子力３０．８％、石炭２３．８％、ＬＮＧ２７．２％、石油等

８．３％、水力８．７％で、太陽光、風力、小水力などについては、全体の１．２％

にとどまっています。

また、本県の自然エネルギーによる年間発電量は、２億６，５００万kＷhで、県内

電力使用量における割合は、３．６％となっており、国全体の比率よりも高い状況と

なっています。

現在、国の発電電力量の資源別構成比については、東京電力福島第一原子力発電所

の事故を契機に、全国的に原子力発電所の運転停止が続いていることから、石油、石

炭、ＬＮＧによる火力発電が増えるなど、震災前と大きく変化しており、これまでの

エネルギー政策の抜本的見直しが迫られています。

このため、国においては、国家戦略会議を中心にエネルギー・環境会議、総合資源

エネルギー調査会などにおいて「エネルギー・環境戦略」の策定や「エネルギー基本

計画」の見直しが進められています。

今後、原発への依存度を低減しつつ望ましいエネルギーミックスを実現し 「自立、

・分散型のエネルギーシステム」に転換する中で、電力の安定供給をどう確保してい

くのかについて、国民的議論を行い、合意形成を図っていく必要があります。

【国の年間発電電力量 （ ： エネルギー統計」から抜粋）】 「2011

（単位：億kＷh）
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４ 電力の「固定価格買取制度」

災害に強く、環境にやさしい「自然エネルギー」への期待が高まる中、平成２３年

８月に 「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」が、

成立しました。

この法律は、自然エネルギーの普及拡大を目的とするもので、太陽光、風力、小水

力、バイオマスを用いて発電された電気を、一定の期間と価格で電気事業者が買い取

ることを義務付けるもので、電気事業者が買取りに要した費用を賦課金によって消費

者から回収する制度で、平成２４年７月１日に施行されます。

電力の「固定価格買取制度」の創設に当たっては、集中的に自然エネルギーの利用

の拡大を図るために、法律の施行後３年間は、自然エネルギー電気の供給者の利潤に

配慮した「促進期間」が設定されています。

この「３年間の促進期間」を、自然エネルギーの普及拡大への絶好のチャンスと捉

え、本県に豊富に存在する太陽光、風力、小水力などのエネルギー資源を最大限活用

し、県下全域で「エネルギーの地産地消」を加速していく必要があります。

【固定価格買取制度の概要】

①目的 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その

価格、期間等について、特別の措置を講ずることにより、再生

可能エネルギー源の利用を促進し、地域の活性化や国民経済の

健全な発展等に寄与することを目的とする。

②買取対象となるエ 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス

ネルギー源

③電気事業者の買取 電気事業者は、再生可能エネルギー電気を供給しようとする者

義務 から、供給に関する契約申込みや接続の請求があったときは、

正当な理由がある場合を除き、当該契約締結や接続を拒んでは

ならない。

④電気使用者に対す 買取りに要した費用に充てるため、各電気事業者はそれぞれの

る賦課金 電気の需要家に対し、使用電力量に比例した賦課金の支払いを

請求することができる。

⑤施行時期等 平成２４年７月１日から施行し、集中的な再生可能エネルギー

の利用の拡大を図るため、法律の施行後３年間は再生可能エネ

「 」 。ルギー普及の 促進期間 として発電者の利潤に特に配慮する
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Ⅱ自然エネルギーの宝庫とくしま

１ 自然エネルギー導入への取組み

本県では、平成２０年１０月に中四国初となる「地球温暖化対策推進条例」を制定

し、地球温暖化対策指針を掲げ、自然エネルギーの導入促進に真正面から取り組んで

きたところです。

平成２１年度にスタートした「とくしま新成長戦略推進事業」により、県庁舎や徳

島保健所庁舎などに太陽光パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池を３点セット

で導入するとともに、市町村や民間事業者の「創エネ 「省エネ 「蓄エネ」設備の」、 」、

整備を支援してきました。

また、平成２２年度には、国の「緑の分権改革推進事業」を活用し、産学民官によ

る「とくしま環境県民会議」と連携協力し、県内各地で自然エネルギーを活用した実

証実験を展開するなど、自然エネルギーの導入を積極的に進めてきたところです。

こうした中、東日本大震災を契機に、自然エネルギーへの期待が一層高まってきた

ことから、平成２３年６月には庁内組織として「戦略的調整会議」を設置し、メガソ

ーラーなどの大規模発電所の誘致に向けた調査研究や、国に対し、新たな制度設計を

政策提言するなど、全庁一丸となって取り組むとともに、平成２３年８月には、県と

市町村による「連絡協議会」を設置し、メガソーラーの候補地調査を行うなど、自然

エネルギーの導入促進に向けての動きを加速してきたところであります。

また、平成２３年８月には「徳島県地球温暖化対策推進計画」を策定し 「重点プ、

ログラム」に「自然エネルギーの導入促進」と「ライフスタイルの転換」に係る取組

みを「最重点施策」として位置付け、県民総ぐるみとなって、事業展開を図っている

ところであります。

２ 徳島の高いポテンシャル

平成２２年度に本県が実施した「クリーンエネルギー賦存量・利用可能量調査」で

は、県内の太陽光、風力、小水力、バイオマスのエネルギー賦存量合計５兆

３，５００億kＷh／年となっており、利用可能量は、年間電力使用量の約３割となる

２０億４，７００万kＷh／年と試算されるなど、本県は、自然エネルギーについて極

めて高いポテンシャルを有していることが証明されています。

太陽光発電に重要となる年間日照時間は、県庁所在地として、徳島市が全国６位と

なるなど、全国トップクラスであり、太陽エネルギーの賦存量は東部沿岸地域から順

、 、 、に高い値を示しており 風況についても東部沿岸地域や山間部の風速値が高く 特に

風力発電所が稼働している大川原高原周辺の東西で風力エネルギー賦存量が高くなっ

ています。
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また、豊富な水資源を活用し、県内各地で水力発電が行われており、急峻な山地に

流れる小さい河川などにおいても小水力エネルギーの活用が期待されているほか、県

土の７５％を山林が占めるなど、森林資源をはじめとするバイオマスエネルギーも豊

富で、さまざまな活用の可能性があります。

さらに、本県は、自然エネルギーの宝庫としてだけではなく、エネルギーの有効活

用の切り札として、世界から注目されている「ＬＥＤ発光体」の世界最大級の生産拠

点と多数の関連企業、更にリチウムイオン蓄電池生産拠点を有しています。

このことから、徳島には 「創エネ 「省エネ 「蓄エネ」といった観点から、自、 」、 」、

然エネルギーの導入を加速させていくために必要な高いポテンシャルを有している

「自然エネルギーの宝庫」であり、こうした地域資源を最大限活用し、全国のモデル

となる「自然エネルギー立県とくしま」の実現を図っていく必要があります。

※賦 存 量：理論的に地域に賦存するエネルギー量

※利用可能量：技術的、経済的、社会的制約条件等をある程度考慮して算出した

エネルギー量
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（１）太陽光エネルギー 

 
 
・ 太陽光エネルギーの県全体の賦存量は年間約５兆１，７３０億 kＷhで、単位面積当たりの賦存

量は東部沿岸地域が高くなっており、建物の屋根、耕作放棄地等での発電可能量を想定した利用可

能量は、年間約３億７，２００万 kＷhとなっています。 

 

・ 県内では、住宅等を中心とした四国電力との余剰電力買取契約が平成２３年１２月末現在で８，

１００件で約３万６，０００kＷの発電設備容量があるほか、県では本庁舎や徳島保健所などに太

陽光発電パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池の３点セットでの導入を図っています。 

 

  

県庁舎での太陽光発電パネル導入 
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（２）風力エネルギー 

 
 
・ 風力エネルギーの県全体の賦存量は年間約１，７４０億 kＷhで、県の中央部エリアの賦存量が

高くなっており、施設設置時の制約が大きい法規制範囲を除外した利用可能量は、年間約１５億 k

Ｗhとなっています。 

 

・ 県内では、大川原ウインドファームが佐那河内村、上勝町、勝浦町にまたがる稜線沿いに１，３

００kＷの風車を１５基設置し、１万９，５００kＷの発電設備容量があり、四国で有数の風力発電

を誇っています。 

 

  
大川原ウインドファーム 
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（３）小水力エネルギー 

 
 
・ 小水力エネルギーの県全体の賦存量は、年間約３２億３，０００万 kＷhで、吉野川水系、那賀

川水系を中心に高くなっており、利用可能量は年間約４，１００万 kＷhとなっているほか、発電

設備容量１０kＷ程度の小規模発電が可能な地点は約１，５００箇所となっています。 

 

・ 県内では、発電設備容量１万 kＷ未満の小水力発電施設を四国電力が１２箇所、徳島県企業局が

１箇所設置しており、合計で約５万６，３００kＷの発電設備容量があります。 

 

  
佐那河内村での小水力発電実証実験５kＷ×２基 

那賀川水系 

吉野川水系 
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（４）バイオマスエネルギー 

 
 
・ 本県のバイオマスエネルギーは、主として木質系、農業系、畜産系、一般廃棄物系に大別され、

賦存量は年間約３億４，９００万kＷhで、利用可能量は年間約１億２，７００万 kＷhとなってい

ます。 

 

・ 県内では、三好市、石井町、那賀町がバイオマスタウン構想を掲げ地域での資源循環利活用シス

テムの構築を目指しており、平成２２年度には４市町がバイオマス燃料製造の実証実験などを実施

したほか、１３事業者が主に熱エネルギーとしての活用のためバイオマスボイラーの設置などに取

り組んでいます。 

 

  

    上勝町での木質チップボイラー導入       県内で製造が進む木質ペレット    

 燃料用乾燥鶏ふん製造 

 鶏糞温水ボイラー設置 

バイオ燃料実用化実証プラント 

 鶏ふん固形燃料製造 

 木質ペレット製造 

バイオディーゼル燃料精製テストプラント 

廃食油バイオディーゼル燃料製造 

廃棄物固形燃料製造 

 

木質バイオマスボイラー設置 

木質バイオマスボイラー設置 

木質バイオマスボイラー設置 
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（５）ＬＥＤ・リチウムイオン蓄電池の生産拠点 

 
 

・ エネルギーの有効活用においても、徳島県は、ＬＥＤやリチウムイオン蓄電池の世界的な生産

拠点が立地しており、地域として高いポテンシャルを有しています。 

 

・ 「２１世紀の光源」ＬＥＤでは、世界シェアの約３０％を占めるＬＥＤメーカーが立地する優

位性を活かし、「ＬＥＤ関連産業の集積」を実現するため、「ＬＥＤバレイ構想」や「行動計画」

を策定し、関連産業の振興や地域ブランドを強力に推進しており、これまでにＬＥＤ関連企業 

１０５社の集積を達成するなど、新産業の集積が進んでいます。 

 

・ リチウムイオン蓄電池では、世界最大級の製造拠点が立地する地域特性を活かし、省エネや防

災等の観点から、次世代のエネルギーとしての幅広い活用を研究し、実用化を図るため、産学官

で構成する「次世代エネルギー活用促進研究会」を設置し、応用製品の開発を促進していきます。 

 
 

  
徳島県内で生産されるＬＥＤ照明とリチウムイオン電池 

凡例 

   LED関連15社以上 

   LED関連5社以上～15社未満 

   LED関連5社未満 

   リチウムイオン蓄電池生産拠点 
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Ⅲ 戦略プロジェクト

１ 戦略の趣旨

東日本大震災を契機に 「エネルギーの安定供給」や「省エネ社会の実現」が国民、
的課題となっており、太陽光、風力、小水力などを中心とする自然エネルギーの導入
を、さらに加速し 「エネルギーの地産地消」や災害に強い「自立・分散型エネルギ、
ー社会」の構築を積極的に推進していく必要があります。
現在、国においては、これまでのエネルギー政策の抜本的な見直しを進めていると

ころであり、平成２３年８月には 「再生可能エネルギー特別措置法」が成立し、平、
成２４年７月の「電力の固定価格買取制度」の施行に併せ、電力の買取りを優遇する
「３年間の促進期間」が設けられるなど、自然エネルギーの導入促進に向けて新たな
局面を迎えています。
本県は、全国トップレベルの日照時間、小さい急流の河川、豊富な森林資源を有す

るなど 「自然エネルギーの宝庫」であり、２１世紀の光源「ＬＥＤ」や「リチウム、
イオン蓄電池」の生産拠点となっています。
そこで 「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策定し 「エネルギーの地産地、 、

消」や「災害に強いまちづくり」に向け、県民、事業者、行政等が一体となって取り
組んでいきます。

２ 戦略の目標

環境の世紀をリードする「自然エネルギー立県とくしま」の実現

３ 戦略の期間

「平成２４年度から平成２６年度まで」の３年間

４ 目指すべき姿

地域に豊富に存在する自然エネルギー資源を最大限活用し 「自然エネルギー立県、
とくしま」の実現を図っていくため 「メガソーラーなどの誘致 「家庭や事業所へ、 」、
の普及 「自然エネルギーを活かした地域活性化 「災害に強いまちづくり」の４つ」、 」、
の視点から、将来の「目指すべき姿」を明らかにし、各戦略プロジェクトを推進して
いきます。
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（１）自然エネルギー発電施設の全県展開

未利用地などを有効に活用し 「メガソーラー」や風力発電施設をはじめとする大規、
模発電所が県内各地に立地し、県内全域で自然エネルギーが導入されるなど、全国有
数の自然エネルギー導入先進県となっています。
また、メガソーラーや風力発電の立地の波及効果により、自然エネルギーの関連産

、 。業が活性化し 県内における地域経済の活性化や雇用の創出に大きく貢献しています

（２）家庭や事業所等への自然エネルギーの普及

「エコみらいハウス」の普及により「見える化」が進み、県内住宅の多くには、太
、 、「 」陽光パネルやＬＥＤ照明 リチウムイオン蓄電池が導入され エネルギーの自給自足

が県内全域に浸透し、新たなライフスタイルが確立されています。
、 、「 」、「 」、また 工場やオフィスなどには太陽光パネルが張りめぐらされ 創エネ 省エネ

「蓄エネ」設備の整備が進み、環境に配慮した経営が徳島の企業経営スタイルとなっ
ています。

（３）地域の活性化

自然エネルギーに対する県民の意識が高まり、身近な地域資源である自然エネルギ
「 」 、「 」ーを活用した地域活性化を目指す 地域協議会 が県内全域に設置され 徳島モデル

の取組みが各地に広がり、住民、事業者、行政が一体となり「新たな地域づくり」が
展開されています。
農山漁村地域では、河川や農業用水路などを活用した小水力発電が定着し、バイオ

マスエネルギーの研究が進み、環境にやさしい農林水産業の営みが県内各地で展開さ
れています。
また、産学官の連携などを通して、ＬＥＤやリチウムイオン蓄電池などを活用した

次世代型応用製品の開発、実用化が進み、これを活かした新産業が生み出され、地域
経済が活性化しています。

（４）災害に強いまちづくり

太陽光パネルなどの自然エネルギーを活用した発電設備と、ＬＥＤ照明やリチウム
イオン蓄電池が、県内の防災拠点や避難所となる施設に導入され、災害時における電
力系統の復旧までの間のエネルギー確保や、機能強化が図られています。
また エネルギーの地産地消を効率的に行うため 地域内で電力需給調整を行う ス、 、 「

マートグリッド」の研究が進み、自然エネルギーを活用した災害に強いまちづくりが
地域単位で進んでいます。



  

 

 

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ立県とくしま推進戦略 

 

  ●「エネルギーの安定供給」と「ライフスタイルの転換」が国民的課題！ 
 
  ●太陽光など、「災害に強い自然エネルギー」への期待が高まる！  
   

  ●新たな「エネルギー政策の推進」に向けた議論が本格化！  

 
●日照時間は全国トップクラス 
●小さい急流河川が多く、森林資源も豊富 
●ＬＥＤ、リチウムイオン蓄電池の生産拠点 

徳島の高いポテンシャル 

 

電力の固定価格買取制度 

●平成２４年７月、電力買取がスタート！ 
●電気事業者の買取りを義務化！ 
●３年間の促進期間を設定 

 
 

 誘致プロジェクト 

・「メガソーラー」などの立地支援  
・適地マップの活用、マッチングフェア 

 普及・促進プロジェクト 

・家庭・事業所へ自然エネルギー導入支援  
・「エコみらいハウス」で「見える化」 

 地域活性化プロジェクト 

・徳島モデルの取組みを全県展開  
・農林水産業の振興、新産業の創出 

 災害に強いまちづくりプロジェクト 

・防災拠点、避難所の機能強化  
・「スマートグリッド」の推進 

「自然エネルギー立県とくしま」の目指すべき姿 

●「メガソーラー」等の大規模発電施設が県内各地に立地。全国有数の自然エネルギー導入先進地域。 

●県内の家庭や事業所に「太陽光ﾊﾟﾈﾙ」などが普及し、「ｴﾈﾙｷﾞｰの自給自足」が県内全域に浸透。 

●自然エネルギーを活かした地域活性化の取組みが県内各地に広がり、産業が活性化。 

●県内の防災拠点に太陽光、ＬＥＤ、リチウムイオン蓄電池を導入。災害に強いまちづくりの基盤強化。 

●徳島の高いポテンシャルを活かし、「エネルギーの地産地消」を「徳島モデル」で実現。 

東日本 
大震災 

４つの戦略プロジェクトで自然エネルギー導入を加速 
戦略期間 

「３年間」 

自然エネルギー普及拡大の 

絶好のチャンス 

kanrisya
テキスト ボックス
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５ 戦略プロジェクトの推進

「誘致 「普及・促進 「地域活性化 「災害に強いまちづくり」の４つの戦略プ」、 」、 」、
、「 」ロジェクトに盛り込んだ各種施策を積極的に展開し 自然エネルギー立県とくしま

の実現を目指します。
また、推進戦略の展開に当たっては 「自然エネルギー立県とくしま推進委員会」、

において 戦略プロジェクト を中心とした進捗状況などの把握や評価を実施し 進「 」 、「
化する実行計画」として、必要に応じて見直しを行います。

【戦略プロジェクトの体系】

１「自然エネルギー発電施設」の誘致促進誘 致
プロジェクト戦

２誘致に向けた「サポート体制」略
プ

３事業者と地域を「マッチング」ロ
ジ

４電力の「円滑な系統連系」の推進ェ
ク

５「規制緩和」を積極的に推進ト

１家庭への「自然エネルギー」の導入促進普及・促進
プロジェクト

２事業所への「自然エネルギー」の導入促進

３普及に向けた「サポート体制」

４「エコみらいハウス」で「見える化」推進

５「ライフスタイルの転換」を加速

１自然エネルギーによる「地域活性化」を支援地域活性化
プロジェクト

２「エネルギーの地産地消」に向けた体制づくり

３自然エネルギーを活用した「農林水産業の振興」

４自然エネルギーを核とした「産業の振興」

１「災害に強いまちづくり」を計画的に推進災害に強い
まちづくり

「市町村防災拠点施設の整備」を支援プロジェクト ２

３災害時に必要な「民間施設の整備」を支援

４次世代送配電網「スマートグリッド」の推進
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（１）誘致プロジェクト

「エネルギーの地産地消」を推進していくため、地域のエネルギー供給の核とな
るメガソーラーなどに意欲的に取り組む民間事業者に対し、「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」を有効活用し、地域とのマッチン
グを図るなど、誘致に向けた全面的なサポート体制を強化し、環境負荷の少ない自
然エネルギーを活用した大規模発電施設の誘致に積極的に取り組みます。

誘致のための施策

「自然エネルギー発電施設」の誘致促進１

（１）「自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金」による支援
「エネルギーの地産地消」を推進していくため、全国トップクラスの補助制度を創

設し、自然エネルギーに積極的に取り組む民間事業者を支援し、太陽光、風力、小水
力による大規模発電施設の誘致を推進します。

【自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金】

①事業内容 自然エネルギーに積極的に取り組む民間事業者を支援し、太
陽光、風力、小水力による大規模発電施設の誘致を推進す
る。

②補助対象者 発電設備の設置を行う民間事業者（共同事業体を含む）
※市町村と民間事業者の共同出資等による事業者も可とする。

③補助対象事業 徳島県内に以下の発電設備を設置
・太陽光発電設備（1,000 以上）kＷ
・風力発電設備（1,000 以上）kＷ
・小水力発電設備（200 以上）kＷ
※過疎地域に立地する場合は、優遇措置として概ね１／２の規
模まで要件を緩和する。

④補助対象経費 施設整備のための投下固定資産
・設備費（太陽電池、架台、パワーコンディショナー等）
・工事費（対象設備設置のための本工事費及び付帯工事

費）
・諸経費（対象設備設置のために直接必要な諸経費）
※設計費、土地取得費（造成費含む）、系統連系に係る工事負
担金は含まない。

⑤補助率 補助対象経費に100分の5を乗じて得た額

⑥限度額 １億円

⑦補助条件 災害時における地域への電力供給の協力など、地域貢献に・
ついて協定を締結
原則として電気主任技術者や運営管理業務等で地元雇用者・
数１名以上を確保

・県内企業への工事優先発注、県内産及び県内企業から調達
した資材の優先使用
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（２）「自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金」による支援
自然エネルギー発電施設の整備に積極的に取り組む県内の事業者を支援するため、

新たに低利融資制度を創設し、メガソーラーなどの融資特別枠を設定し、事業者の初
期投資を軽減します。

【自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金（特別枠）】

①事業内容 県内企業のメガソーラー導入の取組みを支援する。

②融資対象者 県内の中小企業者

③融資金額 ２億円以内

④融資利率 1.9％以内

⑤保証利率 0.62％以内

⑥融資期間 15年以内

⑦対象施設 大規模発電施設（太陽光、風力、小水力）

２ 誘致に向けた「サポート体制」

（１）「ワンストップ相談窓口」の設置
メガソーラーなど大規模発電施設の立地に関する一元的な相談支援窓口を県と市町

村に設置し、民間事業者等の相談支援にワンストップで対応します。

（２）「総合情報サイト」の開設
自然エネルギー発電施設の立地を推進するための支援制度、立地に適した候補地情

報、「マッチングフェア」や「現地見学会」の開催などをホームページで情報発信
し、自然エネルギー発電施設の立地を全面的にサポートします。

（３）「適地マップ」を全国発信
太陽光、風力、小水力といった徳島に豊富に存在する自然エネルギーの候補地を

「適地マップ」として分かりやすく取りまとめるとともに、新たな候補地の追加や条
件について随時更新し、最新情報を全国に発信します。

３ 事業者と地域を「マッチング」

（１）「マッチングフェア」の開催
メガソーラーなど大規模発電施設の誘致を図るため、発電事業者と土地所有者等を

対象に「マッチングフェア」を開催し、地域のニーズに応じた自然エネルギーの導入
を促進します。

（２）「現地見学会」や「候補地ツアー」の開催
発電施設の誘致を円滑に進めるため、立地希望者に対して、「現地説明会」や「候

補地ツアー」を開催し、候補地情報の発信に努めます。

（３）「トップセールス」の展開
東京や大阪で開催する徳島県企業誘致セミナー「徳島ビジネスフォーラム」などを

通して、トップセールスを積極的に展開し、自然エネルギー関連産業をはじめ、メガ
ソーラーに意欲的に取り組む全国の企業に対し、本県への立地を促進します。
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（４）「トップセミナー」の開催
県内外の企業や市町村長等を対象に「トップセミナー」を開催し、自然エネルギー

立県に向けた機運の醸成を図るとともに、メガソーラーをはじめとする自然エネルギ
ー発電施設の誘致を促進します。

４ 電力の「円滑な系統連系」の推進

（１）「電力のつなぎ込み」の支援
メガソーラーなどで発電した電力の円滑な系統連系を推進していくため、四国電力

と連携し、立地希望者を支援するとともに、「自然エネルギー系統連系推進協議会
（仮称）」を設置し、地域における電力のつなぎ込みについての検討や推進方策につ
いて研究を進めます。

（２）「売電事業」の普及促進
民間事業者による事業参入を促進するため、「総合情報サイト」や各種啓発セミナ

ーを通して、売電事業の仕組みやつなぎ込みの手続等について、分かりやすく周知
し、電力の「固定価格買取制度」の普及促進を図ります。

５ 「規制緩和」を積極的に推進

（１）法律の「規制緩和」の推進
国においては、自然エネルギーの導入に向けて、規制緩和の検討が行われている

が、「全国知事会」や「自然エネルギー協議会」はもとより、本県独自の政策提言に
より、さらなる規制緩和を進めていきます。

（２）手続の「簡素化・円滑化」
太陽光、風力、小水力などの自然エネルギー発電施設の導入に向けて、国と連携を

図りながら、立地に必要な手続の簡素化、円滑化に全庁で取り組んでいきます。
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（２）普及・促進プロジェクト

家庭や事業所に対し、自然エネルギーの普及拡大を図っていくため、「住宅用太
陽光発電システム」をはじめ、「自然エネルギー関連設備」の導入を積極的に支援
し、「エネルギーの地産地消」を加速していくとともに、「エコみらいハウス」に
よる「見える化」や節電をはじめとする省エネ意識の啓発を図り、「エネルギーの
有効活用」と「ライフスタイルの転換」を図っていきます。

普及・促進のための施策

１家庭への「自然エネルギー」の導入促進

（１）「住宅用太陽光発電システム」の導入支援
国の「住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業」の活用を図るとともに、木造住宅

の耐震化工事とあわせて行う太陽光発電システムの設置について支援を行い、家庭へ
の導入を推進します。

【住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業・国】（平成23年度）

①事業内容 太陽光発電導入量の飛躍的な拡大を図るため、一般住宅への
太陽光発電システムの設置を支援する。

②補助対象者 住宅に太陽光発電システムを設置しようとする個人又は法人

③補助対象シ 最大出力が10 未満、かつシステム価格がkＷ
ステム 60万円（税抜）/ 以下 等kＷ

④補助金額 最大出力１ あたり4.8万円kＷ

【住まいの安全・安心なリフォーム支援事業】

①事業内容 大地震における住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、
木造住宅の耐震化工事とあわせて行う太陽光発電システム等
の設置について支援する。

②補助対象者 「耐震化工事」（必須）と「太陽光発電システムの設置等」
を行う県内居住者

③補助対象住 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、市町村が実施
宅 した耐震診断で上部構造評点が1.0未満の住宅

④補助対象工 対象となる工事は次のすべてに該当する工事
事 ・工事費が20万円（税抜）以上

・県内の建設業者等が施工

⑤補助金額 ・工事費（税抜）の1/2に相当する額
・補助限度額 40万円

（２）「県民啓発セミナー」の開催
家庭における自然エネルギーの効果的な活用を促進するため、「創エネ」、「省エ

ネ」、「蓄エネ」の観点から「県民啓発セミナー」を開催し、太陽光発電などの普及
に向けて、分かりやすく周知します。
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２ 事業所への「自然エネルギー」の導入促進

（１）「自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金」による支援
太陽光パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池など、自然エネルギー設備を設

置するための低利融資制度を創設し、工場や事業所などにおける自然エネルギーの導
入を促進します。

【自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金】

①事業内容 創エネ・省エネ社会の実現を図るため、事業者における自然
エネルギーや省エネルギー設備の導入を支援する。

②融資対象者 県内の中小企業者

③融資枠 20億円

④融資金額 １企業者１億円以内（メガソーラーは２億円以内）

⑤融資利率 1.9％以内
※自然エネルギー関連設備を導入する場合は1.7％

⑥保証料率 0.62％以内

⑦融資期間 15年以内

⑧対象設備等 自然エネルギー関連
・太陽光パネル
・ＬＥＤ照明設備
・リチウムイオン蓄電設備

電気自動車関連
・電気自動車等低公害車
・電動バイク
・電動アシスト自転車
・電気自動車充電設備

省エネ関連
・省エネ設備

（２）「企業啓発セミナー」の開催
企業における自然エネルギーの効果的な活用を促進するため、県内中小企業者に対

し、「企業啓発セミナー」を開催し、工場や事務所などへの太陽光発電システムなど
の導入を加速します。

３ 普及に向けた「サポート体制」

（１）「ワンストップ相談窓口」の設置
家庭や事業所における太陽光パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池の普及に

関する一元的な相談支援窓口を県と市町村に設置し、県民や事業者の相談支援にワン
ストップで対応します。

（２）「総合情報サイト」の開設
自然エネルギー設備の導入のための支援制度や貸付金制度、セミナー等の開催など

をホームページで情報発信し、自然エネルギーの普及促進を図ります。

（３）「自然エネルギーアドバイザー」の派遣
自然エネルギーの専門家を「人材バンク」に登録し、「総合情報サイト」で紹介す

るとともに、県内事業者や地域住民の要請に応じて派遣し、自然エネルギーの導入に
向けたアドバイスや啓発活動を積極的に行います。
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４「エコみらいハウス」で「見える化」推進

（１）「とくしまエコハウス」認証制度の創設
自然エネルギーの活用や、省エネに向けた取組みを推進するため、太陽光パネル、

ＬＥＤ照明、省エネナビなどを備えた「エコ住宅」について、認証制度を創設し、エ
コ住宅の普及拡大を促進します。

（２）次世代型住宅「とくしまエコみらいハウス」の整備
産学民官が連携して、「創エネ」、「省エネ」、「蓄エネ」機能を備えた次世代型

住宅「エコみらいハウス」を整備し、見学会などを通して、「見える化」を推進し、
エコ住宅の普及促進と関連産業の振興を図ります。

５ 「ライフスタイルの転換」を加速

（１）省エネ社会に向けた「県民運動」の展開
節電をはじめとする省エネ意識の啓発を図り、「徳島エコスタイル」、「電力エコ

とく大作戦」など県民運動を推進することはもとより、家庭における省エネ活動のア
ドバイスを行う「くらしのエコアドバイザー」の積極的な活用や、徳島モデルのサマ
ータイム「あわ・なつ時間」などの普及に努め、ライフスタイルの転換を図ります。

（２）「省エネ機器等」の導入促進
太陽光パネルや太陽熱利用システムのほか、ＬＥＤ照明、省エネ家電、家庭用燃料

電池、省エネナビなどの普及拡大を図るため、ホームページや節電キャンペーンを通
して節電効果を分かりやすく周知するなど、省エネ機器等の導入を促進します。

（３）「リチウムイオン蓄電池」の導入支援
国の「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業」を活用し、電力使用のピークカ

ット対策に有効な「リチウムイオン蓄電池」の家庭及び事業所への導入を促進しま
す。

【定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業・国】

①事業内容 定置用リチウムイオン蓄電池について、家庭及び事業所への
導入を促進することにより、需要サイドにおける電力使用の
ピークカットを実現するとともに、停電時のバックアップ対
策を図る。

②補助対象者 個人、法人

③補助率 1/3

（４）自然エネルギーの普及に向けた「環境学習」の推進
「エネルギーの地産地消」や「環境への配慮」の観点から、自然エネルギーの必要

性について広く啓発を図るため、「エコみらいとくしま」において、県民を対象とし
た「自然エネルギー学習講座」を創設するとともに、学校や地域で開催する「出前講
座」を積極的に展開し、自然エネルギーの普及に向けた環境教育を推進します。
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（３）地域活性化プロジェクト

地域に豊富に存在する自然エネルギー資源を最大限活用し、「地域の活性化」に
つなげていくため、住民、事業者、行政などが一体となり、地域での先駆的・モデ
ル的な取組みを推進するとともに、自然エネルギーを活用した「農林水産業の振
興」や、自然エネルギーを核とした「産業の振興」に積極的に取り組みます。

地域活性化のための施策

１ 自然エネルギーによる「地域活性化」を支援

（１）「自然エネルギー地域協議会」の全県展開
住民自らが主体となった自然エネルギーを活用した取組みを推進していくため、市

町村と連携協力し、地域の核となる「自然エネルギー地域協議会（仮称）」を全県展
開し、地域の特性に応じた「エネルギーの地産地消」や「地域の活性化」を図りま
す。

（２）「徳島モデル」の実証実験を加速
産学民官連携により、新たな地域独自のエネルギー資源の発掘を図るとともに、国

の「緑の分権改革推進事業」や「小水力発電導入促進モデル事業」などを活用し、自
然エネルギーを活用した「徳島モデル」の実証実験を加速し、「エネルギーの地産地
消」を推進します。

【緑の分権改革推進事業・国】

①事業内容 「緑の分権改革」の取組みを推進するため、地域における自然
エネルギーを活用したモデル事業などを支援する。

②補助対象者 県 、市町村

③補助率 10/10

【小水力発電導入促進モデル事業・国】

①事業内容 安価な小型の小水力発電の開発を促進するため、自治体や発電
事業者等が実用化に向けて共同で行う実証事業を支援する。

②補助対象 県 、市町村、民間事業者

③補助率 2/3

（３）自然エネルギーを活用し「集落再生」を支援
地域に豊富に存在する自然エネルギーを最大限活用し、「集落再生」をはじめとす

る過疎地域の振興を図るため、「自然エネルギー立県とくしま推進事業補助金」に優
遇措置を設け、メガソーラーや小水力発電施設の立地を積極的に支援します。

（４）「産学民官」で地域の取組みをバックアップ
産学民官で組織する「とくしま環境県民会議」をはじめ、「徳島再生可能エネルギ

ー協議会」、「徳島小水力利用推進協議会」などの民間組織と有機的連携を図りなが
ら、全国の先進事例の紹介や自然エネルギーの専門家による支援を行うなど、自然エ
ネルギーを活用した地域活性化の取組みをバックアップします。
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２ 「エネルギーの地産地消」に向けた体制づくり

（１）「挙県一致」の推進体制づくり
地域資源を活かした「エネルギーの地産地消」や地域づくりを全県で展開していく

ため、行政や民間の代表者からなる推進体制を組織し、挙県一致で「自然エネルギー
立県とくしま」の実現に向けた取組みを推進します。

（２）自然エネルギーの導入に向け「市町村と連携強化」
「県・市町村再生可能エネルギー連絡協議会」を活用し、自然エネルギーの導入促

進に向けた情報の共有化を図るとともに、新たな施策の検討や、先駆的・モデル的事
業の普及を行うなど、市町村と一層の連携強化を図ります。

３ 自然エネルギーを活用した「農林水産業の振興」

（１）自然エネルギーによる「農山漁村の活性化」
地域や農林水産団体と連携協力し、耕作放棄地や農業用水、漁業施設などを活用し

た太陽光発電をはじめ、「創エネ」、「省エネ」、「蓄エネ」設備を積極的に導入
し、自然エネルギーを活かした農林水産業を展開することにより、「エネルギーの地
産地消」と「農山漁村の活性化」を図ります。

（２）「農業水利施設等」への自然エネルギー導入促進
農村地域に豊富に存在する農業水利施設等を活用した小水力、太陽光などの自然エ

ネルギーの利活用の可能性を検討し、農業施設の維持管理費の軽減や農業振興を図り
ます。

（３）「園芸用ハウス」への自然エネルギー導入促進
農業分野における「省エネ技術」の浸透を図るため、太陽光発電やＬＥＤ照明等を

活用する園芸用ハウスの導入に向けた実証実験を行うなど、農業への「自然エネルギ
ー利用」を進めます。

（４）「木質バイオマス」の導入促進
林業・木材産業の過程で発生する「木くず」などの未利用木質資源を活用し、「木

質ペレット」の普及を図るための実証実験などにより、森林資源を活かした「循環型
社会の構築」による新たな産業と雇用の創出を目指します。

（５）「畜産バイオマス」の導入促進
全国有数の飼養羽数を誇る養鶏業から生み出される鶏糞等の「畜産バイオマス」を

活用し、「鶏糞ボイラー」により発生した温水を「鶏舎の保温」に活用するなど、
「バイオマス資源の地域循環システム」の構築を目指します。

４ 自然エネルギーを核とした「産業の振興」

（１）「環境配慮型産業」の創出
「とくしま地域産学官共同研究拠点」機能を最大限活用し、本県の科学技術振興の

戦略的推進分野であるエネルギーテクノロジーやＬＥＤテクノロジーの分野で、産学
官による積極的な技術開発を進めます。

また、中小企業の新製品・新技術開発などの取組みを加速化するため「とくしま経
済飛躍ファンド」による支援、（公財）とくしま産業振興機構や商工団体との連携に
より国等の競争的研究開発資金の確保を図り、本県中小企業が持つ「ものづくり」技
術を活かした環境配慮型産業の創出を図ります。
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【とくしま経済飛躍ファンド】

①事業内容 「ＬＥＤバレイ構想」の推進に資する事業、地域資源を活用し
た新たな事業、農商工連携による新たな領域からの事業を支援
するため、中小企業者等が行う新商品・新技術の開発、経営革
新等の先進的な取組みに対し、必要な経費の一部を助成する。

②補助対象者 県内の中小企業者 等

③補助金額 ・事業に要する経費の1/2～2/3以内 等
・補助限度額 １千万円以内 等

（２）「ＬＥＤバレイ構想」の加速化
世界有数のＬＥＤメーカーが立地する優位性を生かし、「環境にやさしい、２１世

紀の光源」、ＬＥＤを用いた応用製品等を生産する企業群、「ＬＥＤ関連企業の集
積」を加速化するため、「ネクストステージ行動計画」に基づき、西日本最大級とな
るＬＥＤ応用製品の性能評価体制の構築をはじめ、本県独自のＬＥＤ認証制度の創
設、東京常設展示場の開設など戦略的な取組みを行い、産業振興や地域ブランド化を
強力に推進します。

【ＬＥＤ関連製品商品化促進事業】

①事業内容 企業等からＬＥＤ関連製品の研究開発又は事業化を目指す提案
を公募し、県工業技術センター、県内大学、県内企業等で構成
する支援チームと提案者が共同で行う製品開発を支援する。

②支援対象者 ＬＥＤ関連製品の開発を目指す個人、企業及び組合等

③支援金額 支援チームが担当する試作及び試験等に必要な経費等

（３）「リチウムイオン蓄電池」を活用した応用製品の開発
世界最大級のリチウムイオン蓄電池の生産拠点が立地する地域特性を活かし、地域

の産学官で構成する「次世代エネルギー活用促進研究会」において、「エコみらいハ
ウス」や防災拠点などで活用可能なリチウムイオン蓄電池を活用した新たな応用製品
の開発を目指します。

（４）自然エネルギーによる「地域の活性化」と「雇用の創出」
自然エネルギーの導入を新たなビジネスチャンスと捉え、地域活性化につなげてい

くため、新たに創設した補助制度や融資制度などにより、自然エネルギー発電施設の
立地を促進し、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を図ります。

（５）「環境・エネルギー」分野の重点的な企業誘致
環境・エネルギー分野の企業誘致を推進するため、本県の「全国トップクラスの立

地優遇制度」を東京・大阪でのビジネスフォーラムや徳島ゆかりの企業人材を通じて
情報発信するとともに、開発規制の緩和や大学等との連携による高度技術者の養成に
取り組みます。

【ＬＥＤ関連産業立地促進事業】

①事業内容 企業がＬＥＤ関連産業や電子部品・電気機械器具等に係る工場
を新設又は増設する事業に要する経費の一部を支援する。

②補助対象者 県内に工場を設置する企業

③補助金額 ・立地規模に応じて投下固定資産額の5％、10％、20％ 等
・補助限度額 15億円
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【環境・エネルギー関連産業立地促進事業】

①事業内容 企業がリチウムイオン電池、太陽電池等環境配慮型産業に係る
工場を新設又は増設する事業に要する経費の一部を支援する。

②補助対象者 県内に工場を設置する企業

③補助金額 ・立地規模に応じて投下固定資産額の5％、10％、20％ 等
・補助限度額 15億円
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（４）災害に強いまちづくりプロジェクト

エネルギー供給の自立、分散に適し、災害に強い特性を有する「自然エネルギ
ー」を活用し、防災拠点となる公共施設や民間施設の機能強化を図る計画を策定
し、太陽光パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池の整備を着実に進め、住民
が安心して暮らせる「災害に強いまちづくり」を推進します。

災害に強いまちづくりのための施策

１ 「災害に強いまちづくり」を計画的に推進

（１）「災害に強いまちづくり」の計画を策定
「東海・東南海・南海」三連動地震に備え、「災害に強いまちづくり」を加速させ

ていくため、グリーンニューディール基金を活用し、自然エネルギー設備などを県下
の防災拠点となる公共施設や災害時に機能を保持すべき民間施設に導入する計画を策
定し、災害に強い「自立・分散型エネルギー社会」の構築を目指します。

（２）「県防災拠点施設」の機能強化
県庁舎をはじめ、県立病院、県立学校、警察署、都市公園、道の駅など、防災拠点

となる県有施設に太陽光パネル、ＬＥＤ照明、リチウムイオン蓄電池などを計画的に
整備し、災害時の「機能強化」と「見える化」を推進します。

（３）「先駆的・モデル的な取組み」を推進
三連動地震や津波災害に備え、防災・減災の視点から、自然エネルギーを活用して

いくため、市町村や民間事業者と連携し、「災害に強いまちづくり」に向けた先駆的
・モデル的な取組みを推進します。

【地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業・国】

①事業内容 災害に強く、低炭素な地域づくりを支援するため、再生可能エ
ネルギーや蓄電池による自立分散型エネルギーシステムを自治
体などとともに推進する事業を支援する。

②補助対象者 民間事業者

③補助率 1/2

（４ 災害に強い「電気自動車」の導入促進）
災害時の利活用が期待される「電気自動車」の普及促進を図るとともに、「電気自

動車」の充電スタンドの道の駅などへの計画的な配置を推進します。

【クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助事業・国】（平成23年度）

①事業内容 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等の導入及び充電
設備の設置に対し支援する。

②補助対象者 個人、法人等

③補助金額 ・車 両（同格のガソリン車との価格差の1/2以内 等）
（補助限度額 100万円以内）

・充電設備（価格の1/2以内）
（補助限度額 150万円以内）
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（５）「啓発活動」の展開
県立防災センターや県立南部防災館の「防災講座」のほか、「とくしま防災フェス

タ」等を通して、災害に強い自然エネルギーの特性や活用方法などを積極的にＰＲ
し、自然エネルギーを活かした「災害に強いまちづくり」に向けて啓発活動を積極的
に展開します。

２ 「市町村防災拠点施設の整備」を支援

（１）「防災拠点の整備」を支援
市町村庁舎をはじめとする防災拠点施設や、災害時に避難所となる小中学校等の整

備を支援し、災害時の機能強化を図り、災害に強いまちづくりを推進します。

【グリーンニューディール基金事業・国】

①事業内容 災害に強いまちづくりを加速させるため、防災拠点や災害時に
機能を保持すべき公共施設への再生可能エネルギーや蓄電池の
導入を支援する。

②補助対象者 市町村

③補助率 10/10

【市町村振興資金貸付金】（環境のまちづくり推進事業）

①事業内容 災害に強いまちづくりを推進するため、市町村が実施する自然
エネルギーやＬＥＤを活用した施設整備事業等に対して貸付に
よる支援を行う。

②貸付利率 特別利率（一般利率より0.5％低い利率を設定）

③充当率 100％以内

④貸付期間 20年以内（うち据置3年以内）

（２）「災害に強いまちづくり」をサポート
市町村における「災害に強いまちづくり」を推進していくため、自然エネルギーを

活用した「まちづくり計画」の策定をはじめ、防災拠点施設の機能強化についての技
術的支援やアドバイスなど、地域の取組みを支援します。

３ 災害時に必要な「民間施設の整備」を支援

（１）機能を保持すべき「民間施設の整備」を支援
病院や公共交通機関の施設など、災害時に機能を保持すべき民間施設の整備を支援

し、災害時の機能強化を図り、災害に強いまちづくりを推進します。

【グリーンニューディール基金事業・国】

①事業内容 災害に強いまちづくりを加速させるため、防災拠点や災害時に
機能を保持すべき一部の民間施設に対する、再生可能エネルギ
ーや蓄電池の導入を支援する。

②補助対象者 民間事業者

③補助率 1/3
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（２）災害に強い「発電施設の整備」を支援
国の「蓄電池導入促進事業」を活用し、民間事業者が実施する自然エネルギーの出

力安定化・平準化に向けた取組みを支援します。

【再生可能エネルギー出力安定化のための蓄電池導入促進事業・国】

①事業内容 太陽光や風力発電など、再生可能エネルギーの出力安定化・平
準化のために大規模蓄電池を導入し、出力安定化等の検証を行
う事業を支援する。

②補助対象者 民間事業者

③補助率 1/2

４ 次世代送配電網「スマートグリッド」の推進

（１）「スマートグリッド」の研究
「自立・分散型エネルギー社会」を構築していくためには、地域において、電力を

効率的に利活用する必要があることから、大学等の研究機関をはじめ、産学民官連携
により、次世代送配電網「スマートグリッド」の技術的な調査研究を進めます。

（２）「スマートコミュニティ」の推進
将来の「スマートグリッド」の構築を視野に入れ、地域のエネルギー供給の核とな

る自然エネルギー発電施設の利活用を進めるとともに、国の「スマートコミュニティ
構想普及支援事業」を活用し、地域単位でエネルギーの自給率を高める「スマートコ
ミュニティ」の実現に向けた取組みを推進します。

【スマートコミュニティ構想普及支援事業・国】

①事業内容 地方公共団体等が地域の実情に根ざしたスマートコミュニティ
の構築を進めるための調査や計画策定について支援する。

②補助対象者 自治体、民間事業者等

③補助額 1千万円以内
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Ⅳ 適地マップ

メガソーラーなどの適地確保に向けて、全国で活動が活発化する中 「自然エネル、

ギーの宝庫とくしま」の高いポテンシャルを最大限活用し、太陽光、風力、小水力に

よる発電を行おうとする民間事業者に対し、県内の候補地情報を「適地マップ」とし

て、分かりやすく取りまとめました。

自然エネルギーを活用した地域活性化や、災害に強いまちづくりを推進していくた

め、新たな候補地の追加や、条件面の変更等について「県のホームページ」など随時

更新を行い、全国に向け、最新情報を発信していきます。

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011111000290/徳島県ホームページ 候補地情報「 」

メガソーラー候補地（松茂町）

風力発電候補地（牟岐町）

小水力発電候補地（佐那河内村）
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１ メガソーラー適地マップ 

 
 
○メガソーラー候補地一覧 
番号 所在地 面積（㎡） 現況等 送電線までの距離 土地所有者 

1 徳島市東沖洲１丁目23番 33,000 廃棄物最終処分場跡地 6kV隣接、変電所2.5km 徳島県 

2 徳島市丈六町長尾39番２ ほか 39,668 低地 6kV隣接、変電所3.5km 県住宅供給公社 

3 徳島市渋野町南水窪1番地1 ほか 44,581 低地 6kV隣接、変電所3.5km 民間 

4 鳴門市大麻町大谷字木屋ケ谷 130,000 放牧場跡地 6kV隣接 鳴門市 ほか 

5 鳴門市大麻町桧字蔭ヶ谷2－9 ほか 73,302 更地 6kV隣接 民間 

6 鳴門市撫養町木津字口小屋ヶ谷1462-20 ほか 57,853 ゴルフ場跡地ほか 6kV隣接、変電所1km 民間 

7 小松島市和田津開町北399番 40,000 更地 6kV隣接、変電所5km 徳島県 

8 小松島市和田島町松田新田118－1 ほか 16,222 更地 6kV隣接 民間 

9 小松島市和田島町松田新田５４−４ 10,749 更地 6kV隣接 民間 

10 阿波市阿波町北正広171－1 ほか 29,716 更地 6kV隣接、変電所2.1km 民間 

11 阿波市阿波町中長峰507－1 ほか 148,287 耕作放棄地ほか 6kV隣接、変電所2km 民間 

12 阿波市吉野町西条字大井５番１ ほか 16,102 更地 6kV隣接 民間 

13 美馬市木屋平字太合カケ 445番地67 7,515 牧場跡地 6kV隣接、高圧線隣接 美馬市 

14 上勝町大字福原字杉地133－8 125,777 山林 6kV隣接、高圧線1km 民間 

15 石井町高原字平島619 6,190 平地 6kV隣接、変電所2.1km 民間 

16 牟岐町大字灘字水落７３－１ 54,567 山林 6kV隣接、変電所3km 牟岐町 

17 美波町恵比須浜字田井 7,287 平地 6kV隣接、変電所4.3km 美波町 

18 海陽町四方原字桜谷8－1 ほか 150,000 採石場跡地 6kV隣接、変電所2km 民間 

19 松茂町豊久字朝日野６番 33,209 更地 6kV引き込み済 徳島県 

20 上板町引野字野神西9-1 8,840 更地 6kV隣接 石井町・上板町 

 

 

 

  

 

 

 

 

(内定) 

(内定) 

(内定) 
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２ 風力発電適地マップ 

 
 
○風力発電候補地一覧 

番

号 
所在地 面積（㎡） 地目 

現況等 

（NEDO風況マップ 

500mメッシュ 30m高） 

送電線までの距離 土地所有者 

1 上勝町大字福原字杉地133－8 125,777 山林 
山林 

年平均風速5.5m 

６ｋV   ：５ｋｍ 

高圧線：１０ｍ 
民間 

2 神山町神領字西大久保 1,249,400 山林 
山林 

年平均風速6.5ｍ 
６ｋV   ：１．９ｋｍ 徳島県 

3 牟岐町大字内妻字古江１０９－１ 30,294 山林 
山林 

年平均風速4.5m 

６ｋV   ：隣接 

変電所４㎞ 
牟岐町 

 
 
 

 
大川原ウインドファーム 
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３ 小水力発電適地マップ 

 
 
○小水力発電候補地一覧 

番

号 
取水見込位置 河川名 現況等 送電線までの距離 施設管理者 

1 美馬市脇町西俣名 曽江谷川 夏子ダム維持放流設備 ６ｋV   ：近接 徳島県 

2 三好市井内谷川取水堰堤 井ノ内谷川 旧簡易水道取水堰堤等 ６ｋV   ：隣接 三好市 

3 上勝町福原 杉地谷川 元製材所水路等 ６ｋV   ：隣接 民間 

4 佐那河内村上字大川原 園瀬川 農業用水路 ６ｋV   ：隣接 佐那河内村 

5 佐那河内村下字南林 日世野川 農業用水路 ６ｋV   ：隣接 佐那河内村 

6 神山町神領 野間谷川 農業用水路 ６ｋV   ：近接 地元水利組合 

 

 

 

 

 

 

 


