
Ⅱ ２０５０年ビジョン

１ ２０５０年のエネルギー状況

2015年のCOP21において採択されたパリ協定を踏まえ、我が国では

「地球温暖化対策計画」において“2050年までに80%の温室効果ガス

の排出削減を目指す”という長期目標が掲げられ、2019年６月に「パリ

協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定したところです。

この「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の策定に先立ち、

国の中央環境審議会では長期目標の達成に向けて、「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。

図2-1-1 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、この長期戦略に先立ち、国の中央環境審議会において取りまとめ
られた「長期低炭素ビジョン」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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街のイメージ

家のイメージ

図2-1-2 長期大幅削減の絵姿

（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

「環境首都とくしま」の実現を目指す徳島県では、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」から更に一歩踏み込ん

だ未来の姿を示し、実現に向けた政策を実施します。

○ 「地域循環共生圏」の考え方が根付き、自然エネルギーの地産地消が
スタンダードになるとともに、省エネルギーが徹底され、エネルギーの
脱炭素化が達成されています。

○ 省エネルギー意欲の更なる高まりと併せ、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、バイオマス等の資源が、自然環境や地域社会と調和したエネルギ
ーとして最大限活用されています。

○ 漁業と共生した洋上風力発電が稼働しています。

○ 農業水利施設等を活用した小水力発電や、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・石油火力発電施設に代わり水素発
電施設が稼働しています。

18



○ 太陽光パネルのリサイクルをはじめ、新たな処理技術により、「設置
から処分までの一貫したシステム」が構築されています。

●地域循環共生圏とは？
各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて

資源を補完し支え合う取り組みを推進し、地域の活力を最大限に発
揮するという考え方であり、2018年4月に閣議決定された「第五
次環境基本計画」で提唱されました。
2018年6月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本

計画」においても、循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向
性の一つとして、「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性
化」を掲げ、循環資源、再生可能資源、ストック資源の有効活用な
どによって、地域の自然、物質、人材、資金を地域で循環させ、地
域のオーナーシップと魅力を高め、地域の活性化につなげていくこ
とを目指しています。

（出典）環境省「地域循環共生圏（循環分野）形成に向けて（パンフレット）」より
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●Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０とは？
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立
する、人間中心の社会（Society）。
狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、

工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新た
な社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において日本が目指
すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

（出典）内閣府ホームページより

徳島県が実現すべき未来の姿 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
◯ 自然環境、地域社会と調和する自然エネルギーが普及
◯ 余剰電力を都市部へ、直接又は水素に変換して供給
◯ 自然エネルギー、水素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

本戦略の推進期間は、「エネルギー基本計画」の改定検討状況※を考慮

し、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、2050年ビジョンから考え、次のマイルストーンとして「手の届く

未来」である2030年を本戦略の目標年として設定します。

※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

2015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202

0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2017年度の３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。
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●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。

電源比率は「再生可能エネルギー：22～24％、

原子力発電：20～22％、化石燃料：56%」とされています。

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
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実 績 値 前戦略目標値

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2020年度 2030年度

太陽光 1.4% 5.1% 7.2% 8.4% 9.2% 6.7% 13.5%

風力 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 4.5%

水力 14.9% 16.3% 18.6% 15.8% 16.0% 16.9% 17.4%

バイオマス 0% 0% 0% 0.7% 0.7% 0.7% 1.6%

計 17.0% 22.0% 26.5% 25.7% 26.7% 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（端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある）

2020年度の目標値を上回った主な要因として、固定価格買取制度（Ｆ

ＩＴ）に基づく買取価格の低下による太陽光発電の導入量の鈍化が見込ま

れていましたが、見込み以上の導入があったことが挙げられます。

そして、今回の戦略において掲げる2030年度の目標値は、2050年ビ

ジョンの視点からバックキャスティングするとともに、2017年度現在の

実績値から、人口減少や省エネ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、次のように設定します。

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％

●バックキャスティングとは

目指すべき未来の姿を設定し、そこから振り返って現在行う

べきことを考える方法。
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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目標値

【自然エネルギーによる電力自給率の算出方法】

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。

３ ２０３０年を見据えた方向性

「手の届く未来」である2030年の目標達成に向け、目指すべき姿

を描くことで、より具体的な施策の方向性を示します。
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〈2030年に目指すべき姿〉

◆ 地域で賄え、温室効果ガスをほとんど出さない「自然エネルギー」が、様々な分

野で「主力電源」として最大限活用され、エネルギーの安定供給や地球温暖化対策

が進んでいます。

◆ 南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害の発生を見据え、「自立・分散型

電源」の導入をはじめ、災害に強いまちづくりが着実に進められています。

◆ 自然エネルギーの活用による地域の活性化、地元雇用の創出により、ＳＤＧｓの

理念に基づく持続可能な社会の構築が進んでいます。

◆ 「災害に強い」自然エネルギーの特性を活かした自立・分散型電源の導入が進

み、ＡＩやＩｏＴで電力変動に対応できる柔軟なエネルギーシステムが確立されて

います。

◆ 水素ステーションの普及拡大とともに、燃料電池自動車・バスをはじめ多様な水

素モビリティの社会実装が進むなど、水素社会の実現が着実に進展しています。

◆ 県内市町村において、「バイオマス活用推進計画」に基づき、各種バイオマス資

源が有効に活用され、環境関連技術を活かした地域づくりが進んでいます

〈実現のための主な施策の方向性〉

◎ 「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、様々な取組を行い、自然エネルギーの導入を促進します。

◎ 持続可能な地域社会を実現するために、自然エネルギーによる「自立・分散型電

源」を活用した防災対策を推進します。

◎ 地域資源を活かした「エネルギーの地産地消」の推進に向け、小水力発電やバイ

オマスの導入を促進するとともに、地域協働型の自然エネルギー導入を実践し、環

境とビジネスの両立を目指す人材の育成を図ります。

◎ 農業水利施設等を活用した小水力、太陽光、風力などの自然エネルギーの利活用

や木質バイオマスなどの未利用資源の有効利用により、施設の維持管理費の軽減や

農山漁村の振興を図ります。

◎ 環境分野における国際交流を推進し、先進的な自然エネルギーの導入事例や電力

変動に対応するエネルギーシステムについて意見交換等を行い、「自立・分散型電

源」による災害に強い社会を構築します。

◎ 水素社会の早期実現に向け、国補助金等を活用し、水素ステーションの整備や多

様な水素モビリティの社会実装の促進など、需要・供給両面での取組拡大を支援し

ます。

◎ 産学官金連携によるビジネスプラットフォームにより、水素ビジネスに参入する

事業者を支援します。

◎ 本県の特性を活かし、未利用木質資源や家畜排せつ物などバイオマスの生産・利

用を推進し、環境関連技術を活かした地域づくりに取り組みます。
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