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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

令和元年５月３０日（木）午後３時から午後４時３０分まで

２ 場 所

徳島県庁１１階 １１０３会議室

３ 出席者

＜委員＞委員１２名中１１名出席

北條昌秀委員長、重光亨委員、佐々木千鶴委員、伊勢忠司委員、

貞本秀昭委員、新納裕委員、坂口敏司委員代理（笠井義文委員の代理）、

大林ミカ委員、岡本新吾委員代理（三好一弘委員の代理）、

岩山政史委員、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

自然エネルギー立県とくしま推進戦略（案）について

今後のスケジュール

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（案）概要版

資料２ 次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略（案）本文

資料３ 次期・自然エネルギー立県とくしま推進戦略（案）参考資料

資料４ 推進委員会設置要綱

（議事概要）

◯事務局

（資料の説明）

◯委員長

只今の事務局からの説明を受けまして、以後皆様からご意見を頂きたいと思い

ます。前回委員会で言い忘れたことなどでも構いません。説明のとおり、前回委

員会の内容については、事務局で検討し、反映されているかと思います。

私の方で気になったことを反映いただいていまして、スライド３枚目で、主な
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意見の下から２つ目で、「未来を守る強靱化プロジェクト」の災害対策の観点が、

他の３つのプロジェクトともリンクした喫緊の課題であるため、優先度が高いと

いうことでしたが、優先順位をつけている訳ではないということは前回委員会の

説明のとおりですけれども、検討の結果、強靱化は非常に重要な項目ということ

でプロジェクトの順番を入れ替えていただいています。

長期的なビジョンでCO2削減という観点では、ビジネスの観点と地産地消の観

点。まずはビジネスで成り立つことが必要ですし、発電したエネルギーは分散型

電源ですので、発電した電気を地元で消費すると１番送電ロスが少なく、有効に

使え、導入価値も高くなりますので、地産地消も欠かせない。一方で水素につい

ては、他の３つのプロジェクトのオプション的な要素という面がありますので、

４番目にもってきていただいております。

そのほか、委員の皆様から他にお気づきの点や、前回委員会から皆様の周りで

新しい情報とか、こういう動きがありますとか、そういうご意見はありますか。

◯Ａ委員

前回の委員会の議事録２ページの、中小企業支援の意見について、支援内容は

検討段階と思いますが、９ページの「自然エネルギー活用プロジェクトチーム」

で推進とありますが、指標的なとこがないものですから、補助金に限らず、数値

目標があった方が良いかと思います。

◯事務局

今後、まずは「自然エネルギー活用プロジェクトチーム」という、実務を行う

チームを立ち上げたいと思っております。その中で県内中小企業の方にESG投資

など、環境とビジネスの両立に関する啓発活動や、その導入インセンティブなど

を実施できたらと考えております。ただ、この先の予算が見通せませんので、指

標としては記載が難しくなっております。

◯Ａ委員

構成機関数など、支援の広がり的なことであれば、金額的なことではなく示す

ことは可能と思いますが。

◯事務局

検討させていただきます、ありがとうございます。

◯Ｂ委員

もう少し、こう記載していただきたいという点があります。

先ほど板東部長からお話がありましたように、世界の情勢、特に自然エネルギ

ーを巡る情勢はこの10年間で大きく変わってきていますが、もう一つは、気候変

動の緊急性がすごく如実に、身近に皆さんの生活の中に迫っていると思っており

ます。昨年IPCCが1.5℃特別報告書を発表し、今年５月に韓国で取りまとめられ、

その時に大きな反対論や懐疑論がなかった。その理由のひとつが、昨年の豪雨で

台風でもないのに250人以上の方が亡くなったり、熱中症で多くの方が亡くなっ

たり、ここ１ヶ月の日本の天候も北海道で39℃を記録するような恐ろしいような
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天気が続いていて、世界を見渡しても北極で30℃以上とか、氷がどんどん溶けて

いるとか、そういったことが今私達の足元で騒がれている。そのため、今世紀の

早いうちに２℃、あるいは1.5℃に抑えないと大変なんじゃないかということが、

多くの人の認識になってきていると思います。

そういう観点から戦略を見させて頂いて、今年はG20をホストするということ

で６月に大阪で会議があり、私どもも13日に大きな国際会議を開催するんですが、

そういう流れの中から見た時に、日本の取り組みが他の先進国と比べてはっきり

見えてこない。ヨーロッパの国々を中心として、2030年とか2022年に石炭ゼロと

言っている国が沢山でてきています。日本の場合は化石燃料でいうと、2030年に

まだ56％も使おうとしている。そう考えると、自然エネルギーで脱炭素社会を実

現しようという徳島としたら、2050年のビジョンがもう少し透けて見えるような

戦略にして頂きたい。これだと2030年は「手の届く未来」というより足元の話に

なってしまっていて、2050年に脱炭素を実現しようとしたら2030年は野心を引き

上げ、もっとやらなきゃいけない。IPCCの特別報告書には、電力の50％から60％

は自然エネルギーじゃなきゃいけないとされています。ヨーロッパの国は65％や

74％といった、すごい目標値をもっている国が何か国もあり、2050年に100％と

している国もあります。

そう考えると、もっと2050年が透けて見えるような、これから2030年に向けて

ようやくというのではなく、その次にある未来が透けて見えるようなものにして

いただきたい。そういう意味では徳島の戦略が、まずタイトルとして脱炭素社会

というのは素晴らしいと思います。国の長期目標の議論を去年の12月から今年の

４月までやってきて、その中でいくつか論点がありましたが、「脱炭素」と書き

たくないという人がいっぱいいました。「低炭素」は良いんだけど、「脱炭素」

は嫌だと言う人がいた。2050年なのに「脱」しかないと思うんですけど、もし脱

炭素と書く推進戦略であるなら、もっと2050年の姿がはっきり見えるような言葉、

書き方、あるいは2030年はもう過去だから、もっと次に繋げるんだというのが分

かるものにしていただけたらと思います。

21ページに国のエネルギーミックスがありますけども、これは単に2014年の目

標値を踏襲しただけにすぎないわけです。足元の再生可能エネルギーの比率を見

ていると去年の段階で18％ということで、2020年には20％近くになるのは目前で

すから、それが見えるような推進戦略にして頂きたいと思います。

◯事務局

本戦略では、「自然エネルギーによる電力自給率の目標 2030年50％」を2050

年ビジョンのバックキャスティングにより示していますが、ある程度、将来的に

実現可能な見込みを踏まえて設定しております。さらにその先となりますと、か

なり期待値を加味する必要があります。また、掲げておりますのは「エネルギー」

の脱炭素化に限定させていただいています。

日本全体が2050年の脱炭素化を目指す場合、都市部で自然エネルギーの導入割

合を増やすのはなかなか難しいと思いますので、地方で200％、300％を目指さな

いといけないところは理解しております。

◯委員長
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私、電力システムの研究をしておりまして、ヨーロッパ諸国と異なり、日本は

完全に孤島ですので国際連系線が実現しておらず、こと電気エネルギーについて

は日本国内で完結しないといけない。さらに沖縄は離島ですので、沖縄電力さん

だけで解決しないといけないという状況です。

その中でそれぞれの地方でどういう戦略が取れるかというのが、自然エネルギ

ー立県とくしま推進戦略であり、日本全体に徳島の取り組みが波及していくと望

ましいと考えています。徳島県民が一丸となるような推進戦略を描くならば、目

標を上手く設定しないと、県民の皆様のご理解を得るのは難しいかなというとこ

ろで、個人的には野心的な目標になっていると感じていたところです。

日本の中で電力システムは、電力需給が全て同時同量で実現しないと、技術的

には電圧問題などの色々な問題が出てきますので、電力システムの分野ではオー

ルジャパンでそれぞれプロジェクトを研究していっているところです。電気は送

電線に流れれば全て一緒になりますので、その中で、徳島県がどういう取り組み

をできるかというところが、本プロジェクトの重要なところと考えています。他

の委員様はご意見はいかがでしょうか。

◯Ｃ委員

本文23ページのグラフを見ると、2030年に向けて伸びる自然エネルギーとして

はバイオマスと風力の比率が大きい。ところが、太陽光と水力に関しては主要指

標に項目がありますが、バイオマスと風力はない。これは2022年という短期で見

れば、バイオマスや風力は研究段階にあるため、伸びてくるのはそれ以降と理解

してよろしいでしょうか。

◯事務局

風力、バイオマスは、県内でもいくつか民間主導で大規模な計画が立ち上がっ

ておりますが、既に軌道にのっているということで、特に指標には挙げておりま

せん。

◯Ｄ委員

資料２でいうと、40ページのイメージ図が分かりやすいですけれども、その具

体的な形という視点で22ページや23ページの表、グラフを見ていると、2020年か

ら2030年にかけては、太陽光よりも伸び率が大きいものが風力、バイオマスとい

う形になっています。この具体的な内容を示すことが大事じゃないかなと思いま

して、取組みのビジョンでも良いと思います。指標として数値を挙げているので、

具体的にどういう形で構想で進めようとしているという内容を入れてほしいと思

います。

22ページの表でいうと、前の戦略では2030年37％という目標を今回50％にとい

うことですけれども、県人口が年間5000人ぐらいずつ減っているので10年後には

５万人減って、その分の電力消費が減ってというカラクリがあって50％が見えて

くるんじゃないかなと解釈しました。それでいうと野心的というよりは足元みた

かなと思いました。現実的にはそうなんでしょうけれども、この会議の意味とし

ては、もう一歩チャレンジ出来るところとか、掲げるものがないかを検討するこ

とが大事かなという気がします。
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今の状況からいうと確かに太陽光が顕著だろうし、風力、バイオマスも現実的

な計画が見えると思いますけど、100％までではないにしても、50％を55％にす

るのが非常に難しいところで、その５％をどうチャレンジしていきますというの

が一文が入ると良いかなと思いました。

こういう目標って良く分かるんですけど、具体的なところを言い過ぎると、も

っと出来るんじゃないかという話になってきます。でも、県としては難しいチャ

レンジングなところもあるという要素を入れても良いかなと思います。

◯事務局

洋上風力が入ってこないと、なかなか電力自給率が上がらないという状況で、

今、阿南市沖の風況がいいということで、市がゾーニング実証事業をしていると

ころですが、その結果をある程度見極めた上で、上方修正もあると考えておりま

す。

◯Ｅ委員

この戦略はPDCAサイクルを回すことは考えてないんでしょうか。私自身、色々

な会に出席しておりますが、ほかでは、PDCAを回すということで、役割があって、

進捗管理を行って、チェックされて結果報告のループになるんですけど。

この推進戦略、タイトルが示すように心意気は感じられるものなんですけど、

これに続くものが何かあるのか、たとえば「戦略」があって「戦術」というよう

な、次の展開に続く方向性を示すものにも見える。

何かやろうとした時は、まずプランがあって、それに対して誰がどういうふう

なことをやるのかという話になり、それが出来たかどうかをチェックをしながら

進捗管理をしていく。ある程度、世の中の流れから返ってくるものを実績として

ピックアップしていくようなところがあるかと思います。この戦略は、そういう

性格のものではないんでしょうか。

◯委員長

今年の７月付けで策定するということで、年毎に改定はするんですか。

◯事務局

適宜、改定していくと考えております。

◯委員長

本戦略は2019年から2022年までの計画になっていますが、来年同じものがホー

ムページとかに上がっていると、実績はどうだったという話になるので、その時

にどういう取り組みに成功したかというのを回していく計画になっているんです

かね。

◯板東県民環境部長

先ほど事務局の方からお話させていただいたように、どうしても行政がやるこ

とですので、予算化といった色々なプロセスをこなさないといけない。今の自然

エネルギーの潮流ですと、ビジネスの点などで色々な柱立てし、それを重点化し
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ながら予算を付けて施策を具現化していくという流れになっています。この戦略

は、まずはその大きな方向性を決めるものと思ってます。エネルギーの戦略です

ので、どうしても国や色々な技術的動向へ依存する部分もありますので、そこは

現行の技術とか期待値も見ながら、先んじて取り組んでいくというスタンスで盛

り込んでいるのが、この戦略かなと考えています。

◯事務局

この戦略の実践となるのが、毎年の予算であり、日々の行政の活動であります。

◯Ｃ委員

本戦略は、他に温暖化に対する具体的な実行計画あって、それと結びついて作

成されているのでしょうか。

◯事務局

本県では環境基本計画というものを策定しており、その中に自然エネルギーと

いうパーツがありまして、それをさらに詳細にするものとなっています。

◯Ｃ委員

すると、本戦略が具体的な実行計画と等しいということでよろしいですか。

◯事務局

定性的に書かれた環境基本計画を、より具体化したものが本戦略になります。

◯委員長

環境基本計画はもっと広い内容を含んでますよね。ゴミ問題とか。

◯板東県民環境部長

「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」というものを策定

しておりまして、緩和策と適応策ということで脱炭素化を図って温暖化を防いで

いくという内容になっているんですけども、この中にも自然エネルギーの取り組

みが緩和策として位置づけられています。この条例が上位計画、本戦略が実行計

画という位置づけで色々なな施策を実施しています。

◯Ｆ委員

今言われたのは要するに、本戦略と地球温暖化対策の計画、この二つの位置づ

けという話ではないでしょうか。条例に基づく温暖化対策の計画があるじゃない

ですか。そこで温室効果ガスの削減目標を決めてると思いますけども、自然エネ

ルギーによる自給率目標との整合性を将来的には合わせるべきだろうと思いま

す。

◯事務局

そのとおりです。



- 7 -

◯Ｃ委員

この質問の意図としましては、数値目標が非常に高い目標を掲げていますけれ

ども、例えば洋上風力は環境アセスだったり、地元との調整が大変だったりしま

すので、数値目標が変わることがある。その場合、温暖化対策計画の目標と連動

しているならば、自然エネルギー活用の具体的な計画と位置づけている本戦略に

負荷がかかるのではないかと思いました。

◯事務局

温暖化対策計画については、徳島県で2030年に40％温室効果ガス削減という目

標を掲げておりまして、自然エネルギーによる電力自給率で50％ぐらいいかない

と、達成は難しいかなと思います。

また、毎年ローリングしていく中で、目標の変更はあり得ると考えています。

◯委員長

現行の推進戦略では評価の議論は行われているんでしょうか。

◯事務局

毎年のPDCAサイクルによるチェックはしておりません。推進委員会も、毎年は

開かれていませんでしたが、次期戦略では、定期的に開催し、評価していただけ

たらと思います。

◯委員長

温暖化対策計画で2030年に温室効果ガス40％削減を目標とし、今回の戦略で自

然エネルギーによる電力自給率50％を目標という理解でよろしいですか。

◯事務局

はい。

◯委員長

中学生でも分かるよな戦略にするということすが、作成したあと、どのように

学生に見てもらうというか、活用方法を教えて頂きたいです。

◯事務局

まだ具体的に話はできていませんが、学校版環境ISOなどもあり、学校教育で

も環境に力を入れておりますので、教育委員会と連携して、そういうところで活

用していただけるようにしたいと考えております。

◯委員長

風力発電とか水力発電とか、物理が苦手な中高生が非常に多いと思うんですけ

ど、こういうことで徳島県の中でも身近な問題として契機づけになれば、エネル

ギー問題に関心を引くことになりますので、教育面の効果は期待したいと思いま

す。そういう観点から気になるところがあれば、ご指摘していただければと思い

ます。
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◯Ｇ委員

戦略のイメージ図というのが非常に分かりやすいですけども、概略版の2050年

ビジョンに「脱炭素化」というワードがないので、そのあたりを戦略のイメージ

図に合わせてはどうかと思います。

◯事務局

概略版には「温室効果ガス排出ゼロ化」と書いていますけども、分かりにくい

ということで修正検討させて頂きます。

◯委員長

2050年というと31年後。今の中学生が50歳手前ですので、１番働き盛り。この

戦略は技術だけにとどまらず、社会情勢を含めて社会科の勉強にもなる。大人が

目標をこういうふうに作っているということを、中学生も自分の問題として考え

てもらいたいと常々感じていまして、そのきっかけになればと考えています。

◯Ａ委員

教育というところで、子供の目線で2050年ビジョンがこういう世界になってい

るはずだということがあれば、イメージがわいたり、勉強への意欲につながるか

なと思います。

◯事務局

昨年は夏休みにあわせて、水素エネルギーのポスターコンクールというものを

行いましたので、そのような感じで2050年ビジョンを募集すれば良いかなと思い

ました。

◯委員長

水素は小中学生には少し難しかったかもしれませんね。

◯板東県民環境部長

将来の街や住宅の姿としては16ページのイラストのようなイメージですかね。

水素エネルギーも、なぜ脱炭素に貢献するのかを説明した低学年向けのパンフレ

ットを作ったりしているところです。

◯委員長

もちろんビジネスとして成立しないと困りますが、年頃のお子さんと家庭内で

議論したときに、大人がある程度説明できる内容にし、県民全体がこの問題に参

加するきっかけ作りの役割を担う推進戦略でもあるのかなと思います。皆さんの

ご意見とは違うかもしれませんが。

◯Ｆ委員

推進期間は2030年まで４年ごとに刻むということですけれども、中間目標や中

間指標というのは議論されていますか。例えば2025年とか、中間目安的なものは
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ありませんか。

◯事務局

2050年の中間として2030年目標があるという位置づけですので、今回は記載し

ておりません。ですが、目標達成のためにはさらに中間の目標が必要という見方

もあると思います。

◯Ｆ委員

それはご検討されるということで、よろしいですか。

色々な企業でSBTに関連して、2030年のビジョン作ってますよね。その時に期

間が長いから中間目標を入れなさいとあるんですけど、そこは難しいとは思いま

すが、入れないと具体化していかないという部分もあるので、ご検討頂ければと

思います。

◯事務局

はい。

◯Ｈ委員

内容を見ますと、意識の高い方が作られていて、あまり意識が高くなると見え

ずらい部分というのが結構あるのではと感じました。

地球温暖化については色々な報道があるなか、例えばZEH住宅では、なかなか

件数が伴わない。それはどうしてか考えると、なぜZEHにしないといけないのか

をエンドユーザーが理解できていないのではと思います。そのため、各家庭で予

算の都合がありますので、蓄電池は設置が出来ないとか、設備を安いものにとな

ってしまう。

もし、2050年まで何もしなかった場合の姿が誰も見えてないのではないでしょ

うか。2050年にこういう姿にしましょうというのはよくありますが、何もしなか

ったら具体的にこうなるというものを見かけたことがない。ZEHの資料やパンフ

レットを見ても、これだけ削減しましょう、目標値がこれというものばかりで、

実際に目標を達成しなかったらどうなるかが見えない。多分、生きていけないよ

うな世界になるだろうという想像はつきますけど、やらないとこうなるという悪

い部分も見せ、そこから意識改革していかないと高いお金を出して設備投資して

もらえないんじゃないかと思います。

◯委員長

おっしゃるとおりで、私は建築に関しては素人ですが、ZEHは導入時に非常に

お金が掛かるということで、意識が高くないと導入が進まない。結局、家を建て

るということは個人負担であり、環境・地球全体の問題に対して個人が負担する

ことになる。広く言うと日本全体のことを徳島が負担しないといけないとか、地

球全体のことを徳島だけがとかいう話になると、中々やれることが見えてこない。

そこが難しいところで、フォーラムなどの議論する機会があっても良いと思いま

した。どんな問題が起ころうとしているか、将来目標とか、取り組み状況につい

て討論する場があっても良いかもしれません。
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◯Ｈ委員

近年、建物の耐震開発が結構進んできたんですけど、これは大規模地震で建物

の下敷きになって大勢の方が犠牲になったということを、実際に目の当たりにし

たことが背景にあると思います。

◯事務局

先ほど委員のご発言でもありましたが、1.5℃特別報告書の中では、気温上昇

を２℃未満に抑えたとしても、酷い影響があるという記述がございます。しかし、

本戦略では科学的な根拠を示すことは難しいため、一般的に言われているような

内容になっております。

ZEHに関して言いますと、環境に配慮したらお金が掛かってしまうというご意

見がありましたが、導入コストが下がり、長期的にはZEHの方が得なんだという

仕組みになれば普及は進むと考えており、県としては、少しでもその一翼を担え

たらと思います。

◯Ｉ委員

戦略本文22ページの表の2030年度の内訳と、23ページの棒グラフの内訳が違う

のには何か理由があるんでしょうか。

◯事務局

22ページが戦略改定前の割合、23ページが今回設定する新しい目標値になって

おります。分かりにくいため、記載方法を工夫したいと思います。

◯委員長

21ページの図3-2-2と23ページのグラフの凡例の色や順序が違うので、分かり

にくくなっている。ここを修正すると、どこに力を入れるかが分かり易くなって、

先ほど委員からご意見いただいた内容にお答え出来るかもしれないのではないで

しょうか。

◯事務局

凡例の色や順番を修正し、比較し易いようにいたします。

◯Ａ委員

図3-2-3のグラフに前戦略よりもチャレンジングしたということが分かる要素

を入れてもいいと思います。２本のグラフの間に前回戦略の目標のグラフを入れ

ると、どこに力を入れて前回の37％という目標から、今回の50％にチャレンジし

たかが分かるようになると思います。

◯事務局

検討させていただきます。

◯委員長
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前戦略から電力需要の推計は変わっていませんか。

◯事務局

それほど変わっていません。今の推計では穏やかに減少する推計となっていま

す。

◯Ｊ委員

私どもも自然エネルギーを推進する立場でもあるので、こういった形で目標を

数値化しているのは大変ありがたいですけども、先ほども意見ありましたように、

数値だけではなくてPDCAサイクルを回すことも大事と思います。また、国として

も、FITの未稼働案件についてのフォローアップを頑張らなければならないと思

いました。

◯委員長

PDCAサイクルの話が全然出ていないため、多数の委員の方からご指摘いただき

ました。今後、この体制の推進委員会か、あるいは新しい委員会か、または新し

く立ち上げる活用プロジェクトチームでPDCAを回すのかは、県の体制、予算によ

ると思いますが、いずれにせよ、PDCAを回していくのが当たり前の時代になって

いますので、本日お越しの委員の方にお願いすることもあると思います。その際

はご協力お願いできればと思います。

最後になりましたが、自然エネルギーの普及促進には行政だけではなく、一人

一人の努力も必要ですが、かといって、何かを犠牲にして成り立つものではない

と考えております。県が掲げる方針は、PDCAを回して初めて野心的かどうか分か

るものと思いますが、こういう旗振りを行うことは、既に取り組んでいる人にと

っては一人ではないことを示し、取り組んでいない人には、できる事をやろうと

いうきっかけになっていると思っています。そういう形で個人個人がPDCAを回す

きっかけとして本戦略を使っていただければと思います。徳島県としても、自然

エネルギー協議会の会長県として、そういう取り組みが出来ているということが

重要なんじゃないかなと個人的には考えます。

本日頂いた沢山のご意見は、事務局の方で検討させていただきまして、修正し

た後、成案を作成したいと考えています。大幅な修正はないかと思いますので、

最終の確認は事務局と委員長に一任していただけますでしょうか。

（異議なし）

◯事務局

最後に、今後のスケジュールについて、ご報告致します。

本日頂きましたご意見を踏まえまして、自然エネルギー立県とくしま推進戦略の

成案をとりまとめ、徳島県議会の６月議会に報告し、７月を目処に策定したいと

考えております。よろしくお願い致します。


