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Ⅰ 戦略の背景

１ 自然エネルギーへの期待

日本は、ほとんどのエネルギー源を海外に依存しており、燃料の輸入に

何らかの問題が発生した場合、エネルギーの確保に支障を来すことが懸念

されます。これは世界のエネルギー需要の増大による資源獲得競争の激化

が、日本の中長期的なエネルギー安全保障にも大きな影響を与えることに

つながります。

また、エネルギー源としての石油をはじめとする化石燃料を大量に消費

することは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスを大

量に排出することとなり、そのことが重大な問題となっています。

図1-1-1 エネルギー自給率の国際比較

（出典）経済産業省資源エネルギー庁

「再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック 2018年度版」

そこで注目されているのが、太陽光や風力など自然の力をエネルギーに

変換する「自然エネルギー」です。自然エネルギーを推進することは、化

石燃料への依存度低下、消費軽減につながり、ひいてはエネルギー自給率

の向上、地球温暖化対策につながります。
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２０１１年の「東日本大震災」に伴う東京電力福島第一原子力発電所の

事故は、電力の安定供給に対する信頼を大きく損ねるとともに、化石燃料

の多くを輸入に依存している我が国のエネルギー供給の脆弱性を再認識す

るきっかけとなりました。

さらに、２０１８年の「北海道胆振東部地震」では北海道全体で大規模

な停電が発生し、改めて電力の一極集中の課題が浮き彫りになりました。

徳島県では、近い将来に南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。

従来の大型発電所による「電力の一極集中」のエネルギー供給システムで

は、一箇所の電力供給が途絶えると地域全体に大きな被害を及ぼすことか

ら、大規模災害や複合災害を迎え撃つためには、地域の特性を最大限に活

かした「エネルギーの地産地消」による「自立・分散型」への転換が求め

られています。こういった観点からも、自然エネルギーが適していると言

えます。

また、国際社会では、自然エネルギー普及拡大による導入コストの低下

や環境等に配慮した「ＥＳＧ投資」の拡大により、ビジネス界でも化石燃

料から自然エネルギーへの転換が急速に進んでいます。

本県でも豊富な自然エネルギーを十分に活用し、エネルギーの「地産地

消」を推進することで、地域経済活性化に繋げることが期待されています。

２０１８年７月に公表した国の「第５次エネルギー基本計画」では、

「再生可能エネルギー（自然エネルギー）の主力電源化」を目指すと記載

されるなど、全国的にも自然エネルギー導入に向けたさらなる取組が求め

られています。

こうした様々な要因から、私たち一人一人が従来のライフスタイルを転

換することで、節電やエネルギーの効率的利用を行う「省エネ社会の実

現」を進めるとともに、化石燃料から自然エネルギーへの転換を加速すべ

き時にあると言えます。
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●自然エネルギーとは？

太陽、風力、バイオマス、地熱、水力など自然の力をエネルギー

源として生成される電気や熱エネルギーを「自然エネルギー」と言

います。一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が

枯渇しないエネルギーとして「再生可能エネルギー」とも言われて

おり、本戦略においては「自然エネルギー」と「再生可能エネル

ギー」は同義で使用しています。

主な自然エネルギー

○太陽光発電 ○太陽熱利用

○風力発電 ○温度差熱利用

○バイオマス発電 ○バイオマス熱利用

○水力発電 ○雪氷熱利用

○地熱発電 ○バイオマス燃料製造

◯海洋エネルギー（波力、潮流、海流、潮汐力発電等）

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

で供給力が大きく左右され、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全国各地で導入が進む中、安価で高性能

なソーラーモジュールの生産や、大型風力発電の計画や洋上風力発電

の開発など、自然エネルギーの分野は急速に高性能化、低価格化して

いますが、今後もその特性を踏まえつつ、動向に注視していく必要

があります。
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２ エネルギーを取り巻く状況

(1) 世界のエネルギー動向

世界のエネルギー消費量は、経済成長に伴い増加傾向にあります。

現在主流の石油などの化石エネルギーは無尽蔵ではなく、また、化石エ

ネルギーを大量に消費すると二酸化炭素の排出量も増えてしまいます。途

上国の需用拡大等により、資源価格の不安定化や世界の温室効果ガス排出

量の増大といった問題が起こっており、今後もその傾向は続いていくと予

測されています。国際エネルギー機関（IEA）などでは、2030年の世界

のエネルギー消費量は、2016年と比べて約1.2倍～1.3倍に拡大すると

予測されています。

2016年時点の世界全体での風力、太陽光などのシェアは3.2%と、エ

ネルギー消費全体に占める比率は、まだまだ大きくありませんが、近年は

太陽光発電や風力発電のコストが低下しており、今後、自然エネルギーの

比率は拡大すると予想されています。

表1-2-1 世界のエネルギー消費量の推移（エネルギー源別、一次エネルギー）

（注）端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。

（出典）経済産業省資源エネルギー庁「平成29年度エネルギーに関する年次報告」
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一方、2015年12月に開催されたCOP21（気候変動枠組条約第21回

締約国会議）においてパリ協定が採択され、産業革命前と比べた気温上昇

を2度より下方に抑えること、さらに1.5度までに抑えるよう努力するこ

とが盛り込まれました。その後、各国においてパリ協定の批准が順調に進

み、2016年11月に発効しました。パリ協定の発効は、世界の多くの国

が温暖化対策に積極的に取り組んでいることを示す象徴的な出来事と言え

ます。地球温暖化対策のためにも、自然エネルギーへの期待は高まってい

ると言えます。

●パリ協定とは？

2015年12月にフランス・パリで開催されたCOP21において

採択された2020年以降の温室効果ガス排出削減のための新たな

協定。

歴史上初めて、先進国・開発途上国の区別なく気候変動対策に

取り組むことを義務づけた合意であり、公平かつ実効的な気候変

動対策のための協定です。

表1-2-2 各国の温室効果ガス削減目標

（出典）全国地球温暖化活動推進センターウェブサイトより
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世界で進むビジネス環境の転換(2)

パリ協定の発効により、世界は脱炭素社会へ向けて大きく舵を切りはじ

めています。

また、持続可能な社会構築には、脱炭素化は基盤となる課題であり、脱

炭素社会への移行に向けて、気候変動対策と経済・社会の諸課題を同時解

決につなげていく必要があります。

このような背景をもとに、世界ではビジネス環境の転換が進み、気候変

動に対する取組が、グローバルなサプライチェーンへの参加や投資判断の

評価等に影響するようになってきています。

例えば、環境・社会・企業統治に配慮した「ＥＳＧ投資」が世界では拡

大しており、日本でもこの考えが広がりつつあります。

また、世界の平均気温上昇を２度未満に抑えるための企業の温室効果ガ

ス削減目標を設定する「ＳＢＴ（Science Based Targets 」に取り組）

む企業や、事業活動の全てを自然エネルギーで賄う「ＲＥ１００」を宣言

する企業が増えてきています。

脱炭素化は「確かな方向性」として認識されており 「脱炭素化＝温室、

効果ガスの排出を可能な限り削減する取組」の過程で発生するビジネスチ

ャンスを獲得していくことが必要となってきます。

●サプライチェーンとは？

原材料調達・生産管理・物流・販売までの一連の流れのこと。

気候変動に対する取組が、大手企業のサプライチェーンへの参加

条件となった場合、取組を行っていない企業は、大手企業の製品

の部品等を供給することができなくなります。
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３ 国のエネルギー政策

東日本大震災後、電力需給の逼迫、地球温暖化対策に取り組む中での化

石燃料への依存拡大といった様々な課題に直面し、我が国のエネルギー政

策は、国民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定確保のため、また、

安全で持続可能なエネルギー源として、再生可能エネルギーの導入促進を

加速させる大きな転換点を迎えました。

平成24年7月に再生可能エネルギー源を用いて発電した電気を、国が

定める固定価格で一定の期間、電気事業者に買取を義務づける「固定価格

買取制度（ＦＩＴ 」がスタートし、新たな事業者の参入や地域での取組）

が広がり、全国各地で太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導

入が一気に進みました。

平成３０年７月に経済産業省が公表した「第５次エネルギー基本計画」

では 「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けた取組を行うとされ、、

2030年に向けた基本的な方針や、2050年に向けたシナリオが示されま

した。

再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方で、生活環境や防災上の懸念

をめぐる事業者と周辺住民とのトラブル、自然環境保全との調和など新た

な課題が顕在化してきています。

また、２０１９年以降、住宅用太陽光発電のＦＩＴ制度の買取期間が順

次終了する、いわゆる「２０１９年問題」や２０３０年代から急増する見

込みの「使用済み太陽光パネルの廃棄問題」などへの適切な対応が、今後

の自然エネルギーの普及拡大にとって重要な課題となっています。
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４ 徳島県の現状と課題

徳島県では、2012年に「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策

定し、全国トップクラスの支援制度の創設や適地マップの公開により、メ

ガソーラーをはじめとする自然エネルギーの誘致に積極的に取り組み、太

陽光発電を中心に県内各地で自然エネルギーの導入が進みました。

また、2015年に戦略の改定を行い 「自然エネルギーによる電力自給、

率を2020年度に25%、2030年度に37%」という目標を掲げ、

・国への政策提言を通じた自然エネルギーの普及支援

・融資による自然エネルギー等の導入支援

・防災拠点や避難所に太陽光発電設備、蓄電池等を導入することによる

機能強化

・使用するときに温室効果ガスを排出しない水素エネルギーの普及促進

などに取り組んできました。

2017年には「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条

例」を策定し、再生可能エネルギー及び水素エネルギーの積極的な利用を

促しています。

しかしながら、現状ではまだまだエネルギーの多くを石油や石炭などの

化石燃料に頼っており、エネルギーコストの多くを県外、海外に流出して

います。

「環境首都とくしま」を掲げる本県では、豊富に存在する自然エネルギ

ーを活用することにより、地球温暖化対策を加速するとともに、エネルギ

ーの「地産地消」により、化石燃料調達資金の域外流出を抑え、地域経済

活性化を実現することが重要なテーマとなっています。

さらに、切迫する南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害にも対

応できる「自立・分散型電源」としての自然エネルギーの有効活用も求め

られています。

●徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例とは？

脱炭素社会実現に向けて、気候変動の「緩和」及び「適応」に

関する施策にいち早く取り組むため、徳島県が制定した条例。
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Ⅱ ２０５０年ビジョン

１ ２０５０年のエネルギー状況

、2015年の気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において

世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く抑え、1.5

℃までに制限する努力をする、としたパリ協定を踏まえ、我が国では“2

050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す”という長期目標

を「地球温暖化対策計画」に記載しています。

この長期目標の達成に向けて、国の中央環境審議会では「長期低炭素ビ

ジョン」をとりまとめました。このビジョンでは、

「長期目標を実現するためには、

○徹底した省エネ

○再エネ等の活用による電力の低炭素化の最大限の推進

○電化・低炭素燃料への利用転換

が対策の柱であり、この３本柱を進めていくためには、あらゆる手段を積

み重ねていくことが必要」としています。

【2050年の温室効果ガス80%排出削減時の発電電力量イメージ】

（出典 「気候変動長期戦略懇談会 （環境省）より抜粋） 」
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また、ビジョンには2050年に長期目標を実現した絵姿が描かれていま
す。

■2050年に80%削減を実現した絵姿
※「長期低炭素ビジョン （環境省 中央環境審議会）より抜粋」

○建物・暮らしのエネルギー需要は自ら発電する再生可能エネルギーから
主にまかなわれ、需要超過分のエネルギーは融通又は蓄電や水素として
貯蓄され、必要なときにいつでも自家消費又は融通できるようになって
いる。

○乗用車ではモーター駆動の自動車が主流となっており、そのエネルギー
源は低炭素化した電力や、再生可能エネルギーにより生産される水素が
主となっている。家庭で充電される電気自動車は、充放電を通じて、電
力の需給バランスの調整や災害対応に貢献している。

、○電力については、低炭素電源（再生可能エネルギー、CCS付火力発電
原子力発電）が発電電力量の９割以上を占めている。

○再生可能エネルギーについては、環境負荷を低減しつつ、高効率で需要
家近接型の太陽光発電やポテンシャルの大きい風力、安定的な水力、地
熱、バイオマス等の各地域の資源が最大限利用されるとともに、海洋エ
ネルギー発電等の実証・開発・活用等がなされている。

○太陽熱やバイオマス、地中熱等の再生可能エネルギー熱が最大限活用さ
れる地域や再生可能エネルギーから作られる水素を用いたコージェネレ
ーションや都市部への供給を行う地域など、地域の状況に応じたエネル
ギーシステムが成立している。

○地域ごとに自立した分散エネルギーとして再生可能エネルギーが導入さ
れているため、災害が生じた際も必要なエネルギーを迅速に供給するこ
とができるなど、国土強靱化と低炭素化で整合的な取組が進められてい
る。

※CCSとは…発電所、工場等からの排ガス中の二酸化炭素を分離・回収

し、地下へ貯留する技術
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◯長期大幅削減の絵姿（上 街のイメージ、下 家のイメージ）

（出典 「長期低炭素ビジョン （環境省 中央環境審議会）より） 」
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２ 徳島県が目指すべき将来像

長期低炭素ビジョンで描かれた2050年に長期目標を実現した絵姿から、

徳島県が目指すべき将来像を考えると、どういう姿になるでしょう。

「環境首都とくしま」の実現を目指した先、徳島県が2050年までに実

現するべき未来の姿を示し、実現に向けた政策を実施します。

● 新設された建物のエネルギー需要は自ら発電する自然エネルギーでま
かなわれ、需要超過分のエネルギーは融通又は蓄電や水素として貯蓄す
るシステムが普及しています。

● ほぼ全ての自動車がプラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電
池自動車などの次世代自動車となっています。家庭で充電されるプラグ
インハイブリッド車や電気自動車は、充放電を通じて、電力の需給バラ
ンスの調整や災害対応に貢献しています。

● 電力変動にもＡＩやＩｏＴで対応できる災害に強い自然エネルギーに
よる「自立・分散型エネルギー」の導入が進み、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０
が構築され、災害を迎え撃つ体制が整っています。

● 高効率の太陽光発電やポテンシャルの大きい風力発電、安定的な水力
発電、バイオマス等の各地域の資源が最大限利用されるとともに、環境
と調和したエネルギーとして利用されています。

● 漁業と共生した洋上風力発電が稼働しています。

● 農業と太陽光発電が一体となったソーラーシェアリングなど自然エネ
ルギーと一次産業とのさらなる共生が進み、エネルギー産業としての一
次産業の役割が拡大しています。

● 海洋エネルギー発電などの未利用エネルギーの実証・開発・活用等が
行われています。

● 太陽熱やバイオマス等の自然エネルギーの熱利用が最大限活用されて
います。

● 余った電力から製造された水素を使って、燃料電池自動車や燃料電池
船などが運行されており、天然ガスや石油に代わり水素を用いた火力発
電施設が稼働しています。
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徳島県が実現するべき未来の姿 2050年ビジョン

◯エネルギーの温室効果ガス排出ゼロ化を達成
◯余剰電力を他地域へ融通あるいは水素に変換して移出を展開
◯自然エネルギー関連産業が育成され、県の主要な産業に成長
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Ⅲ 推進期間・目標設定

１ 戦略の推進期間と目標年

本戦略の推進期間については、エネルギー基本計画の改定検討状況 を※

鑑み、2019年度から2022年度までの４年間とします。

また、国が示す長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）の目

標年が2030年であること、２０５０年の長期目標を考えると、次のマイ

ルストーンとして設定するのに適していることから目標年を2030年とし

ます。

※エネルギー政策基本法第12条第5項

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。

２ 目標値の設定

平成２７年度に改定を行った『自然エネルギー立県とくしま推進戦略～

「環境首都・新次元とくしま」の実現へ～ 』では 「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 」を20）

20年度に25%、2030年度に37%にするという目標を掲げ、自然エネ

ルギー導入を推進してきました。

その結果、201５年度から２０１６年度の２年連続で2020年度の目

標値を上回ることとなりました。これは国が示す目標値、２０３０年度時

点の再生可能エネルギー２２～２４％を上回っています。

●国が決定した「2030年エネルギーミックス」

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。
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図3-2-1 徳島県の自然エネルギーによる電力自給率と国の電源構成の

推移

図3-2-２ 徳島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

前戦略での目標値

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2020年度 2030年度

太陽光 1.4% 5.1% 7.2% 8.4% 6.7% 13.5%

風力 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 4.5%

水力 14.9% 16.3% 18.6% 15.8% 16.9% 17.4%

バイオマス 0% 0% 0% 0.7% 0.7% 1.6%

計 17.0% 22.0% 26.5% 25.6% 25.0% 37.0%

表3-2-1 徳島県の電力需要量に対する電源種類別自然エネルギー

自給率の実績と前戦略での目標値

15



2020年度の目標値を上回った背景には、太陽光発電が固定価格買取制

度の価格低下により設置数の増加が鈍化していくと考えていましたが、そ

の予想を上回る増加があったことが大きな要因として考えられます。

このような太陽光発電の増加に加えて、今後進むと考えられる風力発電

やバイオマス発電、小水力発電の見込みや人口減少、省エネの促進状況を

含めて2030年度の目標値を考える必要があります。

また、前節では「徳島県が実現するべき未来の姿 2050年ビジョン」

として「エネルギーの温室効果ガス排出ゼロ化」を新たに掲げています。

2030年度はこのビジョンを見据えた目標となります。

このような背景から、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。

徳島県の「自然エネルギーによる電力自給率」の目標

２０３０年度：５０％
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図3-2-3 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

目標値設定の考え方

① 徳島県の自然エネルギーによる電力自給率

経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計都道府県別電力

需要実績」の徳島県の電力需要量を分母とし、固定価格買取制

度（ＦＩＴ）による導入量や県企業局の水力発電実績などから

県内の自然エネルギー供給量を算定し 「徳島県での電力需要、

量に対する自然エネルギー供給量（徳島県の自然エネルギーに

よる電力自給率 」を算出しました。）

② 徳島県が掲げる「目標値」

2016年度現在の実績値から、人口減少による電力需要量の減少、

これまでの実績から推計した太陽光発電の増加、新たな風力発電、

バイオマス発電、小水力発電の設置見込み等を勘案し、設定し

ました。
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Ⅳ 戦略プロジェクト

１ 戦略プロジェクトの推進

徳島県の「自然エネルギーによる電力自給率」の目標達成、さらに、目

指すべき将来像の実現に向けて、次の戦略プロジェクトに取り組みます。

１ ビジネス発展プロジェクト

ＥＳＧ投資の拡大、ＲＥ１００やＳＢＴに取り組む国内企業の増加

など 世界で進むビジネスにおける 脱炭素化 の潮流を踏まえ 脱、 「 」 、「

」 「 」 、炭素化 と ビジネス の同時解決に取り組む地元中小企業を支援し

ビジネスチャンスへの発展を促します。

（１）地域経済活性化の推進体制づくり

地元企業による自然エネルギー関連産業を育成するため、産学官に金

融も加えた推進体制を構築し、企業への情報提供や関係団体間での情報

共有、連携事業などを実施していく仕組みづくりを行います。

（２）関連事業の立ち上げ支援

自然エネルギーの導入に向けて、採算性や法規制、さらには自然エネ

ルギーと地域活性化を結びつける手法などを学ぶ人材育成講座の開催な

ど、自然エネルギー関連事業の立ち上げを支援する取組を進めます。

また、自然エネルギー設備をはじめ 「創エネ・省エネ・蓄エネ」設、

備を対象とする低利融資制度や自然エネルギー導入に関する補助制度を

通じて導入を支援します。

（３）地元中小企業の「脱炭素化」支援

ビジネスにおける「脱炭素化」の潮流を地元中小企業へ広げるため、

自然エネルギー関連企業や中小企業支援機関と連携し、企業活動への自

然エネルギーの導入モデルの検証や「脱炭素化」に関連した情報提供を

積極的に行います。
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２ 「地産地消」推進プロジェクト

地元でつくられたエネルギーを地元で消費する「エネルギーの地産

地消」を推進するため 「地域新電力」の取組支援、固定価格買取制、

度の買取期間終了後の電源の有効活用、農業と太陽光発電を同時に行

うソーラーシェアリングなど一次産業での積極的展開、小水力発電・

小規模太陽光発電の分散型エネルギーとしての活用を推進します。

（１）地域内利用の促進

①「地域新電力」の取組支援

地域でつくられた自然エネルギーなどを電源として、地域で電力小

売事業を行う「地域新電力」の取組を促すため、セミナーの開催など

設立に向けた支援を行います。

②固定価格買取期間終了後の電源の有効活用

固定価格買取期間終了後の課題の周知や、有効活用できる環境の整

備、自家消費への移行のための蓄電池の導入支援強化などについて、

国への政策提言等を行っていきます。

③低炭素住宅への支援

自ら発電する自然エネルギーでエネルギー需要をまかなうＺＥＨ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）やＺＥＢ（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ビル）の建設について普及拡大を促進します。

（２）地域での導入加速

①「農業水利施設等」への自然エネルギー導入促進

耕作地へのソーラーシェアリング導入や農業水利施設等を活用した

、 「 」 。小水力発電など 農業分野での 自然エネルギー利用 を促進します

②「バイオマス」の導入促進

地元の林業・木材産業で発生する林地残材・木くずのほか、竹など

の未利用資源を「木質バイオマス」として活用を進めます。
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３ 水素エネルギー社会実装プロジェクト

水素エネルギーの需要拡大と供給体制構築を同時展開による相乗効

果を生み出します。また、水素エネルギー関連の地場産業の振興によ

り、社会実装が加速されるよう取組を進めます。

（１）供給体制の構築支援

地域で生成される水素の効果的な利活用や、水素ステーション誘致に

より、水素供給拠点の整備を図るとともに、広域的なサプライチェーン

の展開に向けて、戦略的な検討を進めます。

また、民間事業者による水素ステーションの普及拡大に繋げていくた

め、施設整備及び運営に係るコストダウンが図られるよう、必要な規制

緩和等について、国への提案を行います。

（２）需要拡大への取組

民間事業者を対象とした燃料電池自動車（ＦＣＶ）車両購入補助を行

うなど、ＦＣＶの普及拡大に向けた支援を行います。

また、来たるべき水素社会の実現に向けて、幅広く県民に対する理解

が進むよう 「水素社会啓発・体験ゾーン」を核とした水素学習教室の、

実施をはじめ、あらゆる場面を利用した積極的な普及啓発を行います。

（３）水素モビリティの導入拡大

運輸部門におけるＣＯ２削減を目指し、燃料電池バスや燃料電池フォ

ークリフトの導入など、新たなモビリティへの水素利活用に向けた取組

を積極的に支援します。

（４）産業分野への水素利活用の拡大

県内事業者を中心とした、産学官連携による「水素ビジネス研究会」

の展開により、地域経済の活性化に向けて、新たな水素関連事業のビジ

ネスモデル構築を図る取組を支援します。
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４ 未来を守る強靱安心プロジェクト

災害に強い「自立・分散型エネルギー社会」を実現するため、災害

時における小水力発電からの給電や次世代自動車の有効活用を推進し

ます。

（１）災害を迎え撃つ体制づくりの推進

住宅用太陽光発電の固定価格買取期間が順次終了していくことを踏ま

え、家庭における災害時の自立電源の確保が促進されるよう、国への提

案を行います。

（２）地域における防災機能の強化

①大規模停電（ブラックアウト）に対応した自立電源の確保

災害時の電源を確保するため、小水力発電による自立・分散型の自

然エネルギーの活用を促進します。

②災害時電力確保に向けた協定等の整備

災害時における自然エネルギー設備による電力の活用に向け、防災

訓練などを通じて、地域の防災機能の強化を図ります。

（３）次世代自動車を活用した電力供給体制の整備の推進

県営和田島太陽光発電所をモデルに、次世代自動車を利用して離れた

防災拠点や避難所等へ電力を供給するシステムの普及拡大を図るととも

に、県民の理解につながる普及・啓発活動を推進します。

●自立・分散型エネルギーとは？

小規模で地域に分散しているエネルギーで、エネルギー供給のリスク

が分散でき、災害時に強いとされています。
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Ⅴ 県・市町村・県民・事業者の役割

脱炭素社会の実現のためには、行政だけでなく、県民、事業者も含め、

あらゆる主体が、それぞれの役割を知り、相互に連携・協働した取組みを

行うことが必要となります。

県の役割・責務(１)

県は本戦略に記載した徳島県が目指すべき将来像を実現するため、

必要な施策を推進するとともに、自然エネルギーが地域の実情に応じて

有効に活用されるよう、県民や事業者等に対し、必要な支援を行います。

◆自然エネルギー・水素エネルギーの導入を加速する普及啓発

◆推進戦略の着実な実行

◆新技術や先導的取組みの率先垂範

◆地域と一体となった推進体制づくり

◆国への具体的促進施策と規制緩和に係る政策提言

自然エネルギー協議会の役割・責務(２)

本県が会長県を務め、３４道府県の正会員、約２００社の企業による

準会員からなる自然エネルギー協議会では、事業者と行政が一体となっ

た機動力を活かし、具体的な課題解決策の提案により国の施策を後押し

するなど、全国を先導して自然エネルギーの普及・拡大を推進すること

が期待されます。

◆自然エネルギー普及・拡大に向けた政策提言

◆自然エネルギー普及・拡大に向けた情報交換並びに情報共有
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市町村の役割・責務(３)

市町村は住民に最も身近な地方公共団体であり、住民や事業者に対し、

自然エネルギーの導入促進のための情報提供や普及啓発、協働による活

動の促進など、より効果的できめ細かな促進策が行うことができます。

また、地域特性を活かした「エネルギーの地産地消 「地域活性化」」

に資する自然エネルギーの導入に自ら率先して取り組むことが期待され

ます。

◆自然エネルギー・水素エネルギーの導入について

住民や地元事業者への普及啓発

◆地域特性を活かした自然エネルギー導入支援の検討、実践

◆自然エネルギーの率先的導入

県民の役割・責務(４)

次世代へ良好な環境を引き継いでいくため、県民一人ひとりが自然エ

ネルギーの意義や必要性に関する理解を深め、自然エネルギーの導入に

努めることが期待されます。

◆自然エネルギーに関する学習会等への積極的な参画と理解

◆住宅用太陽光発電設備の設置、環境性能に優れた次世代エコカー

（燃料電池自動車（ＦＣＶ 、電気自動車など）の導入をはじめ、）

環境に配慮したライフスタイルの実践

◆自らが利用するエネルギーの使用量を把握するとともに、省エネの

実施などエネルギー使用の合理化
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事業者の役割・責務(５)

事業活動において環境保全への意識の重要性を認識し、積極的に自然

エネルギー導入を行うとともに、自然エネルギーに関連する産業の振興

が図られるよう、情報の収集と自主的な取組に努めることが期待されま

す。

◆ＥＳＧ投資を意識した事業活動や「ＳＢＴ」に取り組むなど、脱炭

素社会に向けた経済活動の実施やそれに伴うビジネスチャンスの獲

得

◆事業所への自然エネルギーや水素エネルギーの導入及び小水力、小

型風力発電など自然エネルギー発電事業への参入

◆蓄電池や燃料電池をはじめとした分散型エネルギー社会の構築に資

する新たなエネルギー技術の研究開発と普及

◆個人や事業者が意欲的に取り組む自然エネルギー導入を後押しする

支援

◆自然エネルギーに係る多様な取組みを広く収集し、県下全域へと波

及させる効果的な取組
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