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自然エネルギー立県とくしま推進委員会

会議録

１ 日 時

平成３０年１２月２６日（水）午前１０時から午前１１時３０分まで

２ 場 所

徳島県庁７階 ７０７会議室

３ 出席者

＜委員＞委員１２名中１０名出席

北條昌秀委員長、重光亨委員、佐々木千鶴委員、尾崎義幸委員代理

（伊勢忠司氏の代理）、貞本秀昭委員、津川なち子委員、笠井義文委員、

大林ミカ委員、三好一弘委員、三谷利恵委員

＜事務局＞

板東県民環境部長、杉山自然エネルギー推進室長ほか

（会議次第）

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略について

４ 閉会

（配布資料）

資料１ 「次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略」素案＜概要＞

資料２ 「次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略（仮称）」（素案）

資料３ 自然エネルギー立県とくしま推進戦略

参考資料 次第、配席図、出席者名簿、推進委員会設置要綱

（議事概要）

◯板東県民環境部長 （挨拶）

◯委員長

自然エネルギーは日々状況が変わっている。エネルギーについて理解するため

には非常に幅広い知識が必要で、なかなか大変だが、逆にやりがいがあると感じ

ている。

徳島県を取り巻く環境として気にしているのは、国の目標を上回っていること

と、今後、徳島県がどういうふうな形で推進していくか、そのあり方だと思って

いる。本日は限られた時間ではあるが、委員の皆様からは忌憚のない御意見をい

ただき、本日の委員会が実りあるものとなるようにご協力いただければと思う。
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◯事務局

「次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略（仮称）」素案について説明

◯委員長

それでは只今の事務局からの説明に基づき、新しい戦略についての御意見をい

ただいてまいりたい。

先ほど、数値目標を示していただいたが、徳島県の自然エネルギー自給率を

2030年度に 50％、2050年度に脱炭素化実現ということだが、非常にチャレンジ
も必要だと思うが、数値について議論を始めると、まとまり難い場合もある。

数値目標についてコメントをいただくのは重要なことだと思うが、数値の善し

悪しに終始せずに、「徳島県が目指すべき将来像 2050 年ビジョン」の内容で、
目指すべき将来像やその実現に必要な施策や課題、あるいは今後の方向性につい

て御意見お聞かせいただければというふうに考えている。

◯委員長

目標達成していることが、県民に十分に伝わっていない。目標を今回上げてし

まうと、最終的に目標を達成できなかった場合に、がっかり感しか残らない。達

成感を得てこそ次の目標を目指していくことができ、あの時は出来たという達成

感が大事。

例えば取組をされて効果が上がった企業に、すだちくんのステッカーを作ると

か、名刺にそのロゴを入れてもいいとか、何らかの形で、ビジネス分野で自然エ

ネルギーの推進に貢献したことを、他の方に公表できる機会を設けることが重要

ではないか。

そういう取組を通じて、広告効果として、自然エネルギーに取り組んでいる、

その企業が頑張っている、ちょっと他と違うという見方が出来るようになると思

う。そういう取組は、すぐ出来ると思う。

あと、水素エネルギーについても、徳島県で推進していることが、あまり県外

の人に知られていないのではないかと感じている。

色々な学会で徳島県は水素エネルギー推進に頑張っていると言うが、知らなか

ったと言われる。そのため、取組の周知について心配していたが、以前、徳島空

港に垂れ幕が掲げられており、多くの人の目に触れることになったと思う。

県内で学会を開催するときにも、そういう広報を行えば、少なからずメリット

があり、水素エネルギーについて徳島で何かできるかなという、新しい取組を呼

び込むことも可能だと思う。

水素エネルギーを推進していくには、徳島県だけでも、県内の産官学だけでも

足りなくて、外部からの資金やアイデアも入ってくる必要もあると思うので、そ

のための周知も行っていけばいいのではないか。

あと、未来を守る強靭安心プロジェクトで、防災訓練の話が出たが、例えば地

域の防災訓練の中で、実際自立電源として活用できるというのをメニューとして

実施すれば、参加している方は災害時にここは電気が使える、ここは明かりが灯

るというのを体験してもらうというのも大事なことと思う。
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和田島太陽光発電所の近くに住んでいて、もし何か災害が起こったとしても、

自立電源としての使い方を知らない。そういう訓練をしていると、近所の太陽光

発電が本当に災害のときに頼りになるというように、訓練として使うだけでも、

達成感を感じられ、新たな目標に対しても県民の理解が深まるのではないか。

◯委員

今回、2030 年に自然エネルギー自給率を 50 ％にするという、非常に素晴らし
い目標値だと思う。資料の内容については COP21 の時のものなど、最近の状況
を集めているが、ここ数年は、変化がものすごく激しいというのが言える。

ひとつの変化としては、自然エネルギーのコストが世界ではどんどん安くなっ

ていて、すでに 3円台、2円台というところが出てきている。先進国でも 5円台、6
円台で太陽光発電や風力発電を行っており、他国では目標値が非常に高いところ

もある。

ドイツでは、電気の自然エネルギー割合が 2030年に 65％としており、今の連
立政権では合意をしている数値。先日、スペインに行ってきたところ 70 ％とい
うふうに、とても想像ができない数値を掲げており、先日、EU が出した新しい
目標値は、2030 年にエネルギー全体で 32 ％というもの。これは運輸部門や熱部
門も入っているので、電気は大体 60％前後になるのではないかと言われている。
そういった流れで、他の国々は 2050 年の脱炭素化を目指し、バックキャスティ
ングしており、2030年の目標値も深堀りしているという状況になっている。
国に対してそういった取組を要望をしているが、ポジティブな部分はまだ出て

いない。一方で、今年の 10月に IBCCが新しい 1.5度目標の報告書を出したが、
それが意外に多くの方に素直に受け入れられた。パリ協定では 2度目標を掲げる
が大変なことだった。

ようやく 2 度目標がすんなりと入り、それより低い 1.5 度を目指していくとい
うのがパリ協定になったのだが、IBCC の今回の 1.5 度のレポートが、あまり抵
抗感なく受け入れられた背景には、ここ 1,2 年の災害の増加というのが人々の心
の中にあって、台風ではなく豪雨でも、日本で 300人の人が亡くなってしまうよ
うな状況や、アメリカでもカリフォルニアの火事に見られるようなものが日常的

にあって、やはり気候がおかしいというように多くの人が感じている。

今、ニュースを見ていても、気象情報でも地球温暖化のことを言うようになっ

た。前はちょっと懐疑派の人たちがいたが、だんだん皆の頭の中に地球温暖化、

気候変動というのが入ってきたかなというふうに思う。そういう意味では、あま

り待っている時間というのは少ないんではないかと思う。

ただ日本での自然エネルギーの状況を見ると、高い固定価格を設定して、どん

どん増えていくなかで、色々な問題が顕在化してきており、今まで闇雲に進めて

いたものの反動みたいなものが起きているような気がする。

設置コストが安くなっている中で、高い固定価格制度がまだ残っているという

ことが、自然エネルギーの推進よりも、建設工事、土木工事を支援しているよう

な形に今なってしまっていて、国の方でも対策をとっているようだが、そういっ

たことが持続可能な太陽光発電の開発というのを難しくしているのではないか。
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そういう中で、徳島県がどのように自然エネルギーを推進していくのか、とい

うことを見ていくと、現在の戦略で 2020年に自給率 25％を目標とするなど、前
倒しでいろいろ数値を設定されてきている。また、徳島の地域エネルギーの方と

交流しているが、地域に根ざした自然エネルギーの開発が進められているのかな

というふうに思う。

やっぱり日本全体で見たときと同じように、太陽光だけではなく、他のエネル

ギーをどうやって進めていくのかということがひとつの課題だと思う。四国地域

だけで見ると、もうすでに今年の 5月に 100％以上自然エネルギーで発電してい
る日が出ている。その中で、地下連系線を使って、本州に送電していくことを強

化していけば、地域全体で見ていったときに、徳島の中でももっと自然エネルギ

ーを増やしていくことが出来るのではないか。

また、徳島県が目指すべき将来像ですが、どうやって進めていくのかというこ

とがなかなか難しい。そういう中で、他の自治体でも実施している、地域の金融

機関と連携し、自治体の信頼を活かした低利ローンを実施する。特に中小企業が

色々な設備を導入するときにその低利のローンを地域の金融機関と一緒に提供し

ていくと、利益が上がったときにそこに戻していくような仕組みを作っていくと

いう方法があるのかなと。

課題もたくさんあるが、徳島は日本の中でも自然エネルギーのリーダーシップ

をとっていくということで、色々と声を上げている。国に対しても政策提言をし

ており、今後とも是非頑張っていただければと思う。

◯委員長

低利ローンという御提案をいただき、自然エネルギーに関する国際情勢を御説

明いただきました。

◯委員

前倒しで目標が達成できたということで、1 番の効果をあげたものはなんだっ
たのか。

◯事務局

もともと徳島は水力発電施設が多いというのもあるが、目標を前倒しで達成し

たのは、FIT 制度の効果だと思うが、太陽光発電の導入が当初、戦略で想定して
いたよりスピードが早かったというのが主な要因かと思う。

◯委員

住宅の屋根への取り付けがかなりあったということか。

◯事務局

自給率には 10kW 未満はカウントしていないので、事業用のものが増加した。

◯委員

田畑など、あちこちに設置しているのが増えたということか。

県の水力発電は、常時動いているものではないのではないか。
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◯事務局

県の水力発電施設は、発電だけではなく治水・利水にも利用しているので、全

てを発電に使えるものではないが、四国電力の発電施設では、発電用のみに使え

ると思う。ダムに水を貯めて、それを落として位置エネルギーを電気エネルギー

に変えるもので、水さえあれば常に発電できる。ただ、これから水力発電施設を

どんどん増やしていくというのは難しいと思う。

◯委員

今後、事業用太陽光発電が増えていく目処は本当にあるのか。

◯事務局

設置コストがどんどん低下してきている。FIT の固定価格買取の単価も低下し
ているが、その下がり具合は採算が取れるベースで下げていると思うので、土木

工事にもよるが、FIT 制度を利用すれば利益があるような設定になっている。適
地もだんだん減ってきており、伸びは鈍化してきているが、それでも少しずつは

伸びていくと思う。それを踏まえての自給率 50％と考えている。

◯委員

事業用の太陽光発電は、マイナスの面では廃棄されるものをどうするのかとい

う点と、すごい数が増えてきており、景観についても住民はかなり嫌がっている

ように感じる。事業者の利益のために、そういうものが犠牲になっているのでは、

ということで、これからも増えていくとなると、反対運動も出てくるのではない

か。

景観についてや設置によって田畑や林といった緑地がなくなっていくというこ

とは、今後考えていかないと、太陽光発電を増やしていくというだけで、この目

標を高くあげるのは難しいのではないか。

◯委員

FIT制度について説明させていただくと、FIT法は平成 24年に始まり、当初高
い価格で 3年間ほど爆発的に普及していき、田畑が太陽光発電に変わっていくと
いうようなことに伴って住民間のトラブルや反射光の問題等、地元とのトラブル

が頻発しはじめていた。

それを受け、平成 29 年 4 月に FIT 法が改正され、それまであまり住民とのト
ラブル防止のための話し合いやパネルの廃棄に対してどうするのか、といった問

題が十分議論されていなかったが、法改正以降、そういった問題点を踏まえて、

きちんと住民の方に十分説明することや、廃棄のパネルについても事業者の責任

において、廃棄のための資金を貯めておくようにするなど、もともとの法律が東

日本大震災のときに急遽出来たので、制度を運用しながら徐々に見直しを行って

いるという状況。

そういった改正 FIT法も踏まえて、今後の徳島県においても、まだ FITの認定
申請自体は続いているという状況。
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◯委員

これからも伸びる可能性はあるということか。

◯委員

系統の問題など、いろいろ国で議論している問題はあるが、平成 24 年から 26
年の買取価格の高いときに認定を受けて、コストが下がっているのにもかかわら

ず、まだ運転を開始していないところに対してどうするのかという未稼働の問題

がある。そういったところは、運転しないのであれば退場していただいて、系統

の枠を空けてもらうようにするといった対策も講じており、本当にやる気がない

人が退場すれば、その分、新規参入者が入る余地があると思う。

◯委員長

自然エネルギー立県を目指して、気が付いたら自然がなくなっていたのでは駄

目だと。ただ、空き容量の問題も話に出たが、本当に入れる量と、契約上の話は

違っているというのは是正されつつあるので、進めていくという方針には変わり

ないかと思う。

◯委員

数値目標を打ち出して目指すのは良いと思うが、それで具体的にどうやってい

くんだ、徳島らしいところをもう少し明確に出してかないといけないのではない

か。

もう太陽光は太陽光でどんどん推進するが、洋上風力発電や陸上風力発電でも、

どういう風力発電を伸ばしていきたいのか、そういったところを良く見ないとい

けないと思う。世界の中では洋上風力発電に進むということだが、徳島も海があ

るので洋上に進むというのは十分ありだと思う。

ただ、災害が起きたときとか、大型の台風がよく来るので、そことのバランス

をどうするのかというのはある。とはいえ、前に進まないといけないので、まず

１基建てるというの目指して、具体的に決めていくということを進めていかなけ

ればいけないと思う。

日本は環境的にも風力は厳しい。失敗してでも、覚悟をもって一回先導的に建

てて、その上で、いろいろなトラブル事例が発生するので、日本らしい、徳島ら

しい洋上風力がどうあるべきかということを考えるということを考えたらと思

う。

ちょっと観点を変えて、エネルギーミックスと言われているが、なんでもかん

でも自然エネルギーで全部賄うというのが本当に出来るのか、それでいいのかと

いう議論が必要だと思う。小規模でもいいので、どこかモデルになるような市町

村に手を挙げてもらい、その街に合うような電力の供給をよく考えて、小規模な

小水力を導入したりとかで、50 ％は厳しいかもしれませんけど 20 ％前後を目指
すとか。その中で日本が今後考えていくべきなのは、全部が全部世界の基準に合

わせるのではなく、何かモデルとなるような、将来、安定的に持続できるような

システムを考えるのも良いのではないか。
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未利用エネルギーの推進でいろいろ動いているが、利用できない、もったいな

いエネルギーたくさんある。これで 100％賄うことは出来ないが、捨てているエ
ネルギーを少しでも活用して、無駄になっているものを整理する、そういうこと

を一生懸命やっているような市町村を一つあげて、あまり目立つものでなくても、

その中で出来るスタイル、可能な限り無駄を減らすということにチャレンジし、

そういったことを進めていく。

２～３００世帯ぐらいの集落で、小さな堰を設けて、傾斜を使い、その落差を

使って水道水を供給する簡易水道システムがあるが、落差が 70 ～ 80m あるのに
対し、配管は 30m ぐらいしか許容できないので、配管の中に圧を逃がすための
弁が付いていて、圧力を熱に変えており、エネルギーが無駄となっている。未利

用エネルギー検討委員会では、そういうところに水車を設置してエネルギーとし

て活用することが大事という話をした。

無駄なことを少しでもプラスに変えていくという、それがたとえ少しだったと

しても、そういうのが日本人らしいのではないか、そういう打ち出し方もあるの

ではないかという気がする。だから 2050 年のビジョンに向けて、50 ％の目標み
たいな話もあるが、それ以外の項目として、日本らしい新たなチャレンジをやっ

ていくというのも良いのではないか。世界にも普及していくアイデアではないか

と思う。

◯委員長

未利用のエネルギーということで、自然エネルギーが導入し始めた頃は、小さ

い発電でもいいということで小規模の自家発電だからこそ、周辺環境にも影響な

いので自由に導入していた。導入が増えてくると、それを見失いそうになって、

大規模でコストに見合わないといけない、という発想が先行してしまうが、やは

り原点に戻ると、未利用エネルギーを自家消費でどう活かしていくか。

どうしても小さい話になってしまうと、努力は報われないという話になってし

まうので、ここの住所は字小水力とか、そういう形で看板を出して公開して、こ

こにこういうのがありますよとかいうようにすると、外部からも色々なアイデア

の話もあると思う。

ドイツも、数値目標があるからこそドイツ、ドイツと世界中で言われている。

徳島と言ってもらうためには目標を掲げて注目してもらうのも大事かと思うの

で、目標を掲げるのも大事。

ヨーロッパでは、色々プロジェクトが立ち上がるが、実際には行動に移さず、

行動に移したのは日本が先だった。東日本大震災のときに、自立で発電できたと

いう実績があるが、あまりそれは公表されておらず、目標を掲げた方ばかりが注

目されている。

目標を掲げると旗印にもなるので、適切な目標、責任を問われない範囲での目

標、ここを目指すんですよ、ここに向かっていきましょう、というような目標を

立てるというのも必要ではないかと思う。
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◯委員

目指すべき将来像のなかにあるが、建築では ZEH などでエネルギーの消費量
を極力少なくしようということで、具体的には 2020 年に省エネ法が改正され、
ほとんどの住宅が省エネ基準を適用しなければいけなくなる。時期はずれ込む可

能性はあるが、近い将来そういうことになるという話がある。

今年度、全国 10 箇所のうちの 1 箇所として、徳島県が対象となって、住宅が
どういう基準で申請されているかというのを調べた。実は、8 割近いサンプルを
取れており、それを元に国交省がどのように進めていくかということで、検討し

ている。

先ほどから、地域性とか地域にふさわしいという話がたくさん出ているが、住

宅は特に地域性が高く、住宅の作られ方、そういった技術や伝統というものが地

域によってかなり特色がある。

近い将来、すべての住宅にそういう基準がかかるということで、今、県の住宅

課と一緒に検討しているが、やはり徳島は田舎なので、大工さんが一人で建てて

いるような住宅も結構ある。メーカーの住宅は一気にそういうエネルギーの問題

を解決できるが、地域のビルダーの方はなかなかそこまで追いついていかないと

いうのが実態。そのままにしておくわけにはいかないので、そういった地域のビ

ルダーにエネルギー意識を高めてもらい、省エネ対策をどういうふうにしていく

か検討が必要。

もうひとつは災害の問題で、昨今、風水害が頻発しており、明日起こってもお

かしくないという状況のときに、住宅というのは生活のメインとなる。住宅が流

されたり、地震で壊れたりすることによって、エネルギーがかなり無駄に使われ

たり、復旧するのにコストがかかるので、そういったものの対策を平常からして

おくことが、エネルギー問題に対してもかなり大事だなと思う。

今までは企業がかなり努力してきたと思うが、これからは住宅がしていかない

といけないというときに、県の取組はもちろん大事だが、県の力だけではなかな

か大変なので、例えば建築士会のような団体と協力関係をもってやっていかない

と、なかなか浸透しないと思う。関連団体、建築関係の団体もたくさんあるし、

そういった団体との協働で県が推進していくというのが大事だなと思う。

そういった意味でも、防災の面とそういう日常のエネルギー消費、エネルギー

問題を県民全体で考えるという視点からいうと、かなり住宅は大事な要素になる

と思う。

◯委員長

地産地消推進プロジェクトの地域内利用促進の低炭素住宅への支援というとこ

ろと、強靭安心プロジェクトでの県と連携して推進していくというところが、災

害を迎え撃つ体制作りの推進というのを、もう少し見える形で、住宅に力を入れ

て進めたらいいと。

◯委員

ビジネス発展プロジェクトというところで、地元の中小企業を支援するという

ことについて御意見させていただこうと思う。
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ESG 投資のところで、ビジネス貢献しているところにステッカー等々の話が
はじめにあったと思うが、認証というような形で、ある程度基準を設けて、中小

企業でこういう取組をしている、ということがわかるような仕組みづくりをある

程度基準を設けてやってみたらどうか。

中小企業で、投資等も含めてなかなか進んでいかない企業も多いと思う。補助

金であったり、県の税金を、例えば認証が通った企業で何年間は税率何パーセン

ト削減とかいうように、補助金や税収を下げるということが、中小企業では興味

があるところだと思う。

あと、中小企業にそういう話が届きづらいということがあると思うが、中小企

業を支援している機関向けに、そういった補助金等以外にも、ビジネスモデルと

してこういうふうにするといいという勉強会のような機会を設けて、ただ補助金

を出しますよ、というだけじゃなく、その支援機関にも影響するようなプラスア

ルファの場があれば良いというようなことを感じた。

◯委員

先ほど委員長からも言われていたが、やはり県内外への情報発信が必要。

非常に良い取組なのでどんどん情報発信をしていくべきと思うし、先ほど、防

災や住宅の意見もあったが、一国民としての立場からも、特に今年は（災害が多

かったため）防災意識が高くなったと思うし、おそらく来年、再来年も、似たよ

うな災害があるのではないか、という意識を多くの人が持っていると思われる。

そのため、防災の観点からも推進していく必要があるということで、情報発信が

必要。

もう一点は 2050 年ビジョンが掲げられているが、どのように進んでいくか、
もう少しその詳細を加えていかなければいけない。

また、2015 年度に 2020 年度の目標を前倒しで達成した要因として太陽光発電
が予想以上に普及した、という話を先ほどされていたが、2050 年度に向けて、
全体のなかで比率が大きい太陽光発電や水力発電が大幅に推進できると、徳島な

らではの取組というのが、行政、民間、各種関係団体、あるいは県民の意識とい

うのが、他の都道府県よりも進んでいるということが言えると思うので、そこも

打ち出して、情報発信を進めていければいい。

◯委員

今回、示された素案については、国の色々な目標や、具体的な事例を踏まえて、

上手にまとめられているなと感じた。その中で一点、2030 年度の自然エネルギ
ーの電力自給率の目標値が 50％ということで、その内訳で、バイオマス発電が 10
％となっており、これはかなり高い目標値になっていると感じた。

自然エネルギーを進める過程には、色々な問題や課題がある。徳島県において

も地域によって、それぞれのバイオマス資源があると思う。実際に県西部では、

バイオマスの活用を市町村レベルで実施しているところもあるので、そういう地

域特性を活かしたバイオマス活用をどういった形でやるのか、どういった形が地

域にとって地産地消として良いのか、ということを十分検討されているかと思う

が、そういうのも踏まえて、１０％という高い目標にされているのか。
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あと、徳島県のイメージとしては、水素エネルギーの普及に力を入れていると

感じており、実際、国でも色々な会議等で水素エネルギーの推進というのに取り

組んでおり、徳島県の「次期・推進戦略」においても、引き続き水素エネルギー

の推進というのを記載しており、大変ありがたいと思っている。

◯委員長

2030 年度にバイオマスエネルギー 10 ％の具体的な内容は想定しているのか。

◯事務局

まだ確定していないが、県内に大規模バイオマス発電所が出来る予定。ただ、

燃料全部を県内の木材で賄うというのは難しいのではないかと考えている。

民間企業がすることなので、外部からの燃料輸入というのもやむを得ないと思

っている。

◯委員長

目標数値を設定するとき、達成できなかった場合、出来なかった要因を説明す

る必要があるが、太陽光発電は説明できると思うが、バイオマスは元々根拠があ

ったのか、となりそうと考えていたが、施設整備の予定があるなら、何も根拠が

ないわけではない。

バイオマスエネルギーは熱利用と組み合わせて機能しないと、あまり評価され

ない可能性があるので、実施の仕方も大事。

◯委員

県民にとっては、自然エネルギーの普及というのはまだまだ進んでいないと思

う。

そこで、多くの住宅が太陽光パネルをつけるところが増えてはきているが、モ

デル地区という観点で、例えば、最近、宅地造成が進んでおり、急に田畑が造成

地になって、小さな住宅地というのがあちこちにできている。20 ～ 30 軒程度の
住宅地が増えている状況だが、建築会社などと提携して、モデル地区みたいなも

のにして、例えば、自然エネルギーで生活できるとか、余剰電力は企業が買い取

ってくれるとか、電気自動車をその地区で充電しながらカーシェアリングをする

とか、次世代の住宅地のモデル地区みたいなのができていって、それを見学もで

き、しかも防災にも強いというような地区がひとつできることで、普及していく

ようになればいいと思う。そういった具体的な方策で上手く循環できるような仕

組みが一つできたら、自然エネルギーも広がっていくと思っており、そういう施

策を考えてもらいたい。

◯委員長

住宅は確かに、自分の住む場所の話になるので県民目線となる。事業用になる

と一部の企業が設置しているという視点になるので、住宅をキーワードにして進

めるということは大事。



- 11 -

◯委員

自然エネルギーを活用するモデル地区を設定するのは非常に良いと思う。でき

れば新築と既存の住宅を一緒にモデル地区にすればいい。

最近、新築もあるが、地元の大工や工務店は耐震化も含めてリフォームの工事

が多い。モデル的な取組をするなら、既存の高齢者を含めたいろんな人が住まわ

れているエリアと、新しいエリアを同時にやるするといい。

住宅は、エネルギー、防災、福祉、空き家など、いろんな問題を抱えている。

そういうのも含めて、モデル地区でやると、もっとリアリティがあるものになり、

そういうところに見学に行ったり、みんなで勉強したりするのも、すごく大事な

のではないか。

◯委員長

（住所が）徳島県○○市○○町字太陽のようになるような感じ。

見学会をすると、一般の方の住居となるので、招待をする機会をつくり、住民

も交えて街づくりという観点でモデル地区のＰＲが出来ればいいと感じた。

◯委員

優先順位をつけるとしたら、災害に強い街づくりを中心に進めていくことが重

要と思う。災害に強い街づくりを進めていけば、エネルギーの地産地消や地域経

済の活性化に繋がってくると思うので、優先順位としては災害に対する街の強化

というのが一番と思う。

山間地域でもビジネスが発展している地域はあるが、そういうところで大規模

災害が起これば、それが一瞬にして終わってしまう。

災害が起これば、住み慣れた町や村がなくなってしまうので、大規模災害に備

えた街作りをすることで、エネルギーの地産地消、ビジネスの発展につなげてい

けばいいのではないか。

◯委員長

プロジェクトの並び順には何か根拠があるのか。

◯事務局

ビジネスは今までにない視点だったので、一番にもってきているだけで、優先

順位というわけではない。

◯委員長

喫緊の課題で、とにかく進めないといけないのは、災害に強い街づくりが主に

なると思う。すべてのプロジェクトにリンクし、特に地産地消とは結びつきが強

い。

並びとしては災害対策が一番後ろになっているので、ついでのように見えない

こともない。それぞれが大事な分野で、並び替えするとプロジェクトの見え方が

違ってくるかもしれない。
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◯委員

一番目にビジネスを持ってきたのは、徳島らしさを強調したかったのではない

か。

◯委員長

徳島らしさという言葉はプロジェクトの中ではあまり出てこない。

◯事務局

自然エネルギーは、経済分野においても導入が加速すると、自然エネルギーの

自給率がどんどんあがっていくということで、新たなカテゴリーとして設定した。

現在、取組が加速している部分ということで、そういう位置づけにしている。

ただ、北海道胆振東部地震では、せっかく自然エネルギーが発電されているの

に、送電ができないという状況もあったと聞く。そういう制御上の問題等を解決

したいとも思っており、ローカルでエネルギーの地産地消が行えるような流れを

作っていくことが重要だと思う。

徳島では、いつ南海トラフ地震が発生してもおかしくない状況なので、災害対

策についても重要になっている。その辺も踏まえて検討していく。

◯委員

目指すべき将来像の、「エネルギーの温室効果ガス排出ゼロ化を達成」という

文言は記載するのか。

◯事務局

脱炭素化を達成したいと思い記載している。

◯委員

2050年には脱炭素化し化石燃料がないということになる。すばらしいと思う。
そういう中で、未来を守る強靭安心プロジェクトの記載で、水力発電や次世代

自動車の活用について記載されているが、自然エネルギーというのが、なかなか

見えにくい感じがした。

◯事務局

戦略プロジェクトについては、今後 4年間で何ができるか、と考えて作成した
もの。本日いただいた意見も、できるだけ盛り込んでいきたいと考えている。

ご指摘いただいた未来を守る強靱安心プロジェクトにおいて、自然エネルギー

というのが見えにくいというのは、記載で言葉足らずになっているが、今までは、

災害時の自然エネルギーの活用というのは、県や市町村の施設がメインになって

いるが、できれば民間で設置しているメガソーラー等も活用をできるような仕組

みづくりをしたいと考えている。
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◯委員

例えば、今、住宅で太陽光発電を増やしていこうとなったときに、住宅ごと壊

れてしまうと供給が止まってしまうので、せっかく作ったものが機能しなくなる。

災害に強い自然エネルギーを確保するために、エネルギーを供給する住宅やシ

ステムの保全、強靭化を盛り込んでみてはどうか。

◯委員

今後伸びていく太陽光発電は、固定価格買取制度の認定を受けて増えていくも

のもあるが、住宅用だけではなく、倉庫や企業などのルーフトップソーラーの役

割が大きくなってくると思う。そういう予測を出している太陽光の専門機関もあ

る。

今、太陽光発電は、だいたい 50 ギガワット程度が導入されているが、2030 年
には 150ギガワット程度になるという予測が出ており、その中でもルーフトップ
型が主力になっている、という内容のものも出ていて、そうすると需要を考慮し

て運用する、建物と一体的に運用していく、というのが重要になってくる。

もちろん蓄電池も含めて運用していくという考えもあり、そういう観点が全体

的に盛り込まれているような新たな戦略になると良い。

◯委員

目的が、県民と将来ビジョンを共有、共感するということなので、プロジェク

トについても具体的な内容でイメージをしやすい方が、共感しやすい。

◯委員長

戦略プロジェクトの１、２、３番のところは平常時で、４番のところは災害時

となり、究極の状態。そのときに何ができるかという、一番大事なところが求め

られる。

例えば太陽光発電が大量にあっても災害で崩れてしまえば駄目になる。事業用

の太陽光発電も建設コストが下がっているとはいえ、耐震という部分ではどうか、

ということもあったりするかもしれない。そういう意味でも、これは大丈夫です、

というのを見える化していく。

今は、平常時なので自然エネルギーはエコということで考えているが、災害時

には、自然エネルギーが導入されている地域は非常に強く、太陽光発電が設置さ

れている施設には太陽光発電から電気を取り出すコンセントが付いており、訓練

のときに使ってみれば、本当に稼働しているというのがわかる。

波力発電設備の側には、波力発電で発電した電力を捨ててしまうのはもったい

ないので街灯が付いているが、街灯があるという案内をしている。その地域の人

はあんな大きな設備を使ってその程度の電力、と思うかもしれないが、一方で、

頑丈に岩盤に設置されているので、多少地震が起こっても発電する、そこは明か

りが灯るので人が集まり、災害対策の一助になるかもしれない。

自然エネルギーの活用についての、そういう広報も戦略に入れていってもいい

と思う。
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◯事務局

住宅への取組というのは、戦略のなかの「地産地消」推進プロジェクトでも記

載している。「地産地消」推進プロジェクトのなかには、地域新電力というもの

も記載しており、ドイツで行われているシュタットベルケという取組のように、

地域ぐるみで取組を促進するようなことができれば良いと思う。

住宅への導入については、しっかりした基盤にして災害にも強くする、という

ものを広げていくやり方として、先ほど御意見いただいたモデル住宅のような形

で、発信できればいいと考えている。プロジェクトについては、文言が少し短い

ので、そういった切り口についても書き足していきたい。

◯委員長

次期戦略の完成に向けて、事務局の方へお願いしたいと思いますので、御意見

あれば、事務局へ連絡いただきたい。

それではこれをもって、本日の議事を終了する。


