
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 環境・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、「環境」と「ビジネス」の両立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に

ついて、情勢に応じた見直しを行い、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（ＦＩＴ）の買取期間終了後の電源の有効活用、一次産業における

自然エネルギーの活用を促進します。

（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ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）やネット・ゼロ・エネルギー・

ビル（ＺＥＢ）の建設について普及拡大を促進します。

図４-1-1 ＺＥＨのイメージ図

（出典）資源エネルギー庁ホームページより
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図４-1-２ ＺＥＢのイメージ図

（出典）資源エネルギー庁ホームページより

（４）「農林漁業分野」での自然エネルギー利用促進

生産コストの削減や農林漁業者の所得向上につながるよう、農業水

利施設等を活用した小水力発電の導入促進や、ソーラーシェアリング

をはじめとする太陽光発電の多様な導入形態の検討など、農林漁業分

野における自然エネルギーの利用を促進します。

（５）「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・木くずなどの未利用資

源を「木質バイオマス」として活用を推進します。

また、全国有数の飼養羽数を誇る養鶏業から産出される鶏糞等を「畜

産バイオマス」として活用を推進します。
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３ 未来を守る強靱化プロジェクト

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

時における太陽光発電や小水力発電などの自然エネルギー発電設備か

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

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、太陽光発電や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体制の整備

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次世代自動車の活用

県企業局の和田島太陽光発電所をモデルに、次世代自動車（EV、

PHV、FCVなど）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。

燃料電池バスの外部給電機能を活用した調理実習のようす
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４ 水素エネルギー社会実装プロジェクト

水素エネルギーの供給体制構築と需要拡大の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元企業の振興によ

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

運輸部門における二酸化炭素削減を目指し、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」の発展的展開により、

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。

徳島県水素グリッド構想

（平成27年10月策定）
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２ 主要指標

４つの戦略プロジェクトの着実な実施に向け、主な施策の進捗状況を検

証するための指標を次のとおり設定します。

【自然エネルギーによる電力自給率】

【環境・ビジネス発展プロジェクト】

【「地産地消」推進プロジェクト】

'１９ '２０ '２１ '２２

○自然エネルギーによる電力自給率

　('１７)　２６．７％　→　('２２)　３０．５％

●温室効果ガス排出削減や分散型エネルギーによる災害対策、地域の活

　性化等を目的として、「自然エネルギー」の導入を促進します。

工程（年度別事業計画）
施策・事業の概要・数値目標

推 進推 進

28.1

%

28.9

%

29.7

%

30.5

%

'１９ '２０ '２１ '２２

○「自然エネルギー活用プロジェクトチーム（仮称）」の創設

　('１９)　創設

○地域人材を育成する講座の受講者数

　('１７)　－　→　('１９)～('２２)　年間２０人

　自然エネルギー導入を進める地域人材の育成を図ります。

施策・事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

●産学官金による自然エネルギーの推進体制として、「自然エネルギー

　活用プロジェクトチーム（仮称）」を創設します。

●自然エネルギーによる地域の活性化や地元雇用の創出を目的として、

推 進

推 進

20人 20人 20人 20人

'１９ '２０ '２１ '２２

○ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）の啓発活動実施数

　（累計）

　('１７)　４件　→　('２２)　１４件

○小水力発電施設整備モデル地区数（累計）

　('１７)　－　→　('２２)　４地区

　設を活用し、「クリーンエネルギーの地産地消」を促進することによ

   図ります。

●建物の省エネ対策の推進のため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

施策・事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

　（ＺＥＨ）やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）等の普及を

●農村地域において、自然エネルギーを有効活用するため、農業水利施

　り、地域の活性化を図ります。

推 進

1地区 2地区 3地区 4地区

推 進

8件 10件 12件 14件
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【未来を守る強靱化プロジェクト】

【水素エネルギー社会実装プロジェクト】

'１９ '２０ '２１ '２２

○「自立分散型電源」導入支援制度の創設

　('１９)　創設

○エコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数（累計）

　('１７)　４件　→　('２２)　３０件

●地域防災力の向上を目指し、災害時の切り札となる自然エネルギーを

　活用した「自立分散型電源」導入支援制度を創設します。

施策・事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

　解を深め、普及拡大に繋げるため、積極的な取組みの推進を図りま

　す。

●次世代エコカー（EV、FCV、PHV等）の優れた蓄電・発電機能が災

　害時の非常用電源として有効活用できることについて、広く県民の理

推 進

推 進

15件 20件 25件 30件

'１９ '２０ '２１ '２２

○「燃料電池バス」の本県導入

　('２０)　導入

○「燃料電池船」の試験導入

　('２１)　試験導入

○新たな水素供給拠点の整備

　('２０)　整備

○「水素社会啓発・体験ゾーン」等での環境学習参加者数

　('１７)　３３５人　→　('２２)　７００人

●水素社会の早期実現を目指し、「水素グリッド構想」の具現化を図る

　ため、「燃料電池自動車（FCV)」や「燃料電池バス」をはじめ多様

　な水素モビリティの導入を促進するなど、地球温暖化対策の切り札

　となる「水素エネルギー」の普及拡大を推進します。

●県内工場で生成される水素を有効活用した地産地消エネルギーによる

　す。

　広域的なサプライチェーン構築を図るため、戦略的な取組みを展開し

●水素社会の実現に向けて、水素に対する県民の理解を深めるため、あ

　らゆる場面を活用した積極的な普及啓発を行います。

●水素エネルギーの普及拡大を図り、新たな水素関連産業のビジネスモ

　デル構築を促進するため、産学官の連携による「とくしま水素ビジネ

　ます。

　ス研究会」の開催をはじめ、民間事業者の取組みを積極的に支援しま

施策・事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

推 進

推 進

400人 500人 600人 700人

推 進

推 進
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３ エネルギー種別ごとの対策

エネルギー種別ごとに対策を明確化し、目標達成に向けて、自然エネル

ギーの導入を加速させていきます。

（１）太陽光エネルギー

【現状】

県内では、2012年７月から始まった固定価格買取制度（ＦＩＴ）によ

り、メガソーラーをはじめとする太陽光発電が急速に拡大し、移行認定分

を含む2018年３月末現在の導入件数は約23,000件、導入容量は約55

万kWとなっています。

県においても、企業局が2013年４月に西日本初となる県営メガソーラ

ー「マリンピア沖洲太陽光発電所」を、10月には２箇所目となる「和田

島太陽光発電所」を設置し、率先して太陽光発電を推進してきました。

太陽光発電は、買取価格の低下や大規模適地の減少により、これまでの

ような急速な拡大は見られなくなりましたが、導入件数の増加は続いてい

ます。また、太陽光発電設備の価格の低下も進んでおり、今後は売電だけ

でなく、自家消費のために設置する事業所などが増えることが期待されて

います。

和田島太陽光発電所と災害対応分電盤
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【今後の取組内容】

①企業活動における導入促進

企業活動における脱炭素化の潮流について、県内企業にも理解を促し、

太陽光発電設備の導入を促します。

②防災施設等への導入促進

災害時において防災拠点や避難施設としての機能維持が必要な公共施

設へ、太陽光発電と蓄電池をセットにした設備のさらなる導入を促進し

ます。

③多様な導入形態の検討

太陽光発電の更なる普及に向け、「ソーラーシェアリング」や、ため

池等に太陽光パネルを設置する「水上ソーラー」など、多様な導入形態

を検討します。

県本庁舎屋上に設置された太陽光発電設備と蓄電池システム
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（２）風力エネルギー

【現状】

現在、佐那河内村、上勝町、勝浦町にまたがる稜線沿いに、四国有数の

最大出力１万9,500kW（1,300kW×15基）を誇る「大川原ウインドフ

ァーム」が稼働しています。

また、上勝町、神山町にまたがる稜線沿いにおいて、新たに最大出力

34,500kWの風力発電施設の設置が進められています。

さらに県内市町村の一部では、環境保全と風力発電導入促進の両立を図

るため、「ゾーニング」という手法を導入しています。

このように、太陽光に続く再生可能エネルギーの柱の一つとして、風力

発電が有望視されており、陸上の他にも、沿岸部や洋上での風力発電設備

の導入が期待されています。

大川原ウインドファーム

【今後の取組内容】

①風力発電施設の設置のあり方検証

風力発電施設を設置するにあたり、自然環境などへの配慮のあり方に

ついて検討を行い、自然環境と調和した風力発電施設の導入を促します。

②地域と共生する洋上風力発電施設の推進

地域漁業における「電力の地産地消」や「魚礁効果」なども併せ持ち、

地域住民と共生する洋上風力発電について、国や先進地域での導入状況

についての情報収集や検証を行います。

（出典）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ホームページより

洋上風力発電実証研究（左：福岡県北九州市沖 右：千葉県銚子沖）
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（３）水力エネルギー

【現状】

県内では、最大出力１千kW以上の水力発電所が18箇所あり、合計で

約26万６千kWの発電設備が稼働しています。このほかにも、最大出力

１千ｋＷ未満の小水力発電がダムの河川維持用水や農業用水などを活用

し、県内各地に設置されています。

小水力発電は、現在、県企業局が神山町で最大出力49kWの発電施設

を計画しているほか、より小規模で災害時にも活用できる「ピコ水力発電

機」の導入及び実証実験に取り組んでおり、農林水産部では農業農村整備

事業による小水力発電モデル事業を進めています。

このように、水力発電は昼夜問わず発電できる地域に根ざしたエネルギ

ーとして、今後の普及が期待されています。

日野谷発電所 那賀町での小水力発電設備

【今後の取組内容】

①小水力発電の導入促進

補助金制度や融資制度による設備導入費用に対する支援や、「小水力

発電基礎データマップ」の公開による事業化検討への支援により、県内

に豊富にある小さく急流な河川や農業用水を活用した、新たな小水力発

電の導入を促進します。

②多様な小水力発電方式の普及啓発

自然の流れをそのまま利用した河川に限らず、用水路など人工的な水

流も含めて普及啓発を図り、多様な小水力発電を促進します

徳島大学が研究中の

インライン式小型ハイドロタービン（左）
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（４）バイオマスエネルギー

【現状】

県内の木質バイオマスのエネルギー利用については、2017年度時点で、

木材加工施設、農業施設、温泉施設等に47基のボイラー等が整備されて

います。また、県内の畜産バイオマスエネルギーの利用については、

2017年度時点で２基の鶏糞ボイラーが整備されています。

発電施設については、2016年７月に、阿南市で最大出力6,220kWの

木質バイオマス発電施設「クラボウ徳島バイオマス発電所」が竣工し、営

業運転が行われています。また、小松島市に小規模木質バイオマス発電施

設が整備され、2018年４月から本格稼働しています。さらに2017年1

1月には、徳島市のライブストックエナジー株式会社の鶏糞バイオマス発

電施設が竣工し、本格稼働しています。

今後も大規模なバイオマス発電施設の整備が計画されています。

クラボウ徳島バイオマス発電所 バイオマス小型熱交換炉

（写真提供：トヨタエンジニアリング有限会社）

【今後の取組内容】

①木質バイオマスエネルギーの支援

各種団体が実施する木質バイオマス施設の整備及び運営に対して支援

を行い、木質バイオマスエネルギーの導入を促します。

②畜産バイオマスエネルギーの活用推進

家畜ふん尿を良質堆肥やバイオマス資源として循環利用を推進しま

す。

③未利用資源のバイオマスエネルギーとしての利用検証

樹皮などの未利用資源をバイオマスボイラーなどで活用可能か検証を

行い、導入に向けた取組を推進します。
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（５）水素エネルギー

【現状】

2015年１月に産学官の関係者等からなる「徳島県水素グリッド導入連

絡協議会」を設置し、同年10月には、県内における燃料電池自動車や水

素ステーションの普及目標と、その達成に向けた施策展開を示した「徳島

県水素グリッド構想」を策定しました。

この構想に基づき、2016年３月には、中四国初となる県庁舎の「自然

エネルギー由来・水素ステーション」と、四国初となる民間事業者の「移

動式水素ステーション」を開所したほか、県公用車への燃料電池自動車の

率先導入を実現し、積極的な普及啓発を展開してきました。

2018年１１月には、徳島阿波おどり空港において、地方空港では全国

初となる「自然エネルギー由来・水素ステーション」と「燃料電池フォー

クリフト」のセット運用が開始されるなど、産業分野での水素エネルギー

の社会実装が進んできており、さらなる普及の拡大が期待されています。

自然エネルギー由来・水素ステーション（県庁舎） 燃料電池フォークリフト

及び燃料電池自動車

【今後の取組内容】

①供給体制の構築

地域で生成される水素の効果的利活用とともに、水素供給拠点の整備

を促進し、水素サプライチェーンの展開に向けた戦略的検討を進めます。

②需要拡大

燃料電池自動車（ＦＣＶ）購入補助を行うなど、ＦＣＶ普及拡大への

支援を行うとともに、あらゆる機会を利用した普及啓発を行います。
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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、新たなモビリティへの水素利

活用に向けた取組を促進します。

④産業分野への水素利活用の拡大

産学官連携による「水素ビジネス研究会」の発展的展開により、新た

な水素関連事業のビジネスモデル構築を促進します。

水素ビジネス普及拡大セミナー

燃料電池バス
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（６）未利用エネルギー

【現状】

県内に広く存在し、有効に利用される可能性があるものの、これまで利

用されてこなかった「太陽熱」や「海洋エネルギー」、「温度差熱」など

の未利用エネルギーについて、活用に向けた意見交換や課題検討を行うた

め、本県では、2017年3月に「徳島県未利用エネルギー検討委員会」を

設置しました。

委員会では、「太陽熱・電力併給システム」、「潮流発電・波力発電」、「既

設の送水管等を活用した小水力発電」について重点的に検討を行い、県内

産業の育成や雇用の創出、災害対策などに活用する方策を報告書に取りま

とめました。

徳島大学が設置した二軸太陽追尾装置

阿南工業高等専門学校が

阿南市伊島に設置した

潮流発電（上）・波力発電装置（右）

【今後の取組内容】

県内の高等教育機関との連携による検討の推進

委員会で取り上げた事例のほか、県内でポテンシャルが見込まれる未利

用エネルギーについて、引き続き高等教育機関と連携し、実用化や有効活

用に向けた検討を進めます。
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４ 戦略の構成

本戦略の構成を分かり易くするためイメージ図にすると、図4-3-1のよ

うになります。

図４-３-１ 戦略の構成イメージ図
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５ 戦略プロジェクトの進捗管理・評価

推進戦略策定以降の「自然エネルギーを巡る様々な情勢の変化」や「新た

な課題」に即応し、推進戦略を効果的に展開するためには、「戦略プロジェ

クト」を中心とした進捗状況を把握し、適切な進行管理を行う必要がありま

す。

このため、点検評価サイクル（いわゆる「PDCAサイクル」）による政策

評価の手法により、「進化する実行計画」として、事業の「必要性」や「目

的妥当性」等の観点から、見直しを行います。

図４-４-１ PDCAサイクル

併せて、産学官の有識者からなる「自然エネルギー立県とくしま推進委員

会」等において、「客観的な評価」を行っていただきながら、適宜、改善を

行います。
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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・協働した取組を行

うことが必要となります。

（１）県の役割・責務

県は本戦略に記載した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。

◆推進戦略の着実な実行

◆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・水素エネルギーの導入を加速する普及啓発

◆新技術や先導的取組みの率先垂範

（２）自然エネルギー協議会の役割・責務

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・拡大を推進します。

◆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

（３）市町村の役割・責務

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を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。
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◆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

（４）県民の役割・責務

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

（５）事業者の役割・責務

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「ＲＥ１００」、「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

◆自然エネルギーや水素エネルギーの事業所への導入及び関連事業へ

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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