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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２７年９月２９日（火）午後１３時３０分から午後１５時００分まで

２ 場 所
徳島県庁１０階 特別大会議室

３ 出席者
＜委員＞委員１２名中１１名出席

近藤光男委員長、重光亨委員、佐々木千鶴委員、伊勢忠司委員、貞本秀昭委員代理
（平野正彦氏の代理 、鶴田純一委員、津川なち子委員、佐藤幸好委員、）
冨家芳雄委員、岩﨑啓二委員、西浦康二委員
＜事務局＞

高田県民環境部長、東端県民環境部副部長、手塚県民環境部次長、藤本環境首都課長、
谷本自然エネルギー推進室長ほか

（会議次第）
１ 開会
２ 議事

「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）」
３ 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（仮称 （素案））」
資料２ 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、推進委員会設置要綱、委員名簿

（議事概要）

（挨拶）○高田部長

（議事）○委員長
資料２「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」が３年を経て、エネルギー政策を取
り巻く環境も変わり、今回リニューアルすることとなりました。
太陽光発電は順調に伸びていますが、それ以外にも風力、小水力、バイオマスといろ
いろありますので、その方面も力を入れて、自然エネルギーが普及するようになってい
くと大変嬉しく思います。
それでは、事務局から資料について説明をお願いします。

（ 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）○事務局 「 ）

○委員長
只今、資料１の概要を説明していただきましたが、質問も含めてご意見をいただきた
いと思います。

○委員
全体を網羅しており、いいとは思うんですけども、徳島の特徴をどう打ち出していく
のかということと、予算を集中的に投下する必要があると思いますが、どう考えている
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か教えてください。

○事務局
徳島らしさということでは、南海トラフ巨大地震をはじめ災害対応として、市町村と
協力して防災拠点や避難所等をメインに防災面での機能強化を図っていきたいと思って
います。
また、来年度以降、電力の小売り全面自由化がスタートします。今後、電力会社から
一方的に電力をもらっていたのが、様々な事業者から電力の供給を受けることとなり、
自分が発電して電力会社に売ったりすることも増えると見込まれるので、本県が誇る優
れたＩＣＴ環境を活かして、できるだけ自然エネルギーを普及させるような取組みを実
施して参りたいと考えております。

○委員
「 東京」を掲げる中、徳島らしい自然エネルギーの特徴というか、ここは東京にvs
勝てるというものを、オリジナリティを持って出すといいと思います。逆に言うと、全
てでは東京には勝てないと思います。一方、打ち勝とうと考えずに県内でバランスよく
やっていくという方法もあると思いますが。

○事務局
これまでの３年間、徳島県としてはバランスよく普及する形で施策を打ってきたとこ
ろですけども、実際、県内に導入されたのは太陽光発電が大多数でした。ところが、昨
年１０月に系統接続問題が発生した関係で、今年度は小水力、風力、そしてバイオマス
に力を入れております。

○委員
新たな推進戦略はかなりよく整理されていて、非常にわかりやすいという印象を受け
ました。
そこで、県民の皆さんにこの戦略を知っていただくため、実現可能で、かつ興味を持
ちそうな事案を目玉にして、それを重点的に出していってはどうかと思います。
徳島県の置かれた状況からすると、災害の対応とか集落再生といった、限界集落への
対応が非常に身近なテーマではないかなと思います。加えて、地域でガソリンスタンド

、 、 、がなくなる中 太陽光発電はかなり増えているんですけども 買取が難しくなっており
電力を水素に換えて貯めておいてはと思いますので、徳島の目玉としては水素を出して
はどうかと思いました。
また、本気で進めていくのであれば教育が重要だと思います。

○事務局
これまでも自然エネルギーに関する出前授業や夏休みのエコサイエンス教室、自然エ
ネルギー読本の作成、東京や大阪に出向いてのビジネスフォーラム、県民の皆さんや事
業者向け適地マップの公表など、様々な普及啓発に取り組んできましたが、もっと強力
に進めていかないといけないと再認識しました。
新しい戦略におきましては、企業向けの現地見学会や候補地ツアーの実施、学生に対
する自然エネルギーや水素エネルギーに関する学習の場の提供、ワンストップの相談体
制で、今までよりもっと強化した普及・啓発、並びに広報を実施してまいりたいと考え
ております。
また、徳島の目玉としての水素の活用については、８月１１日に「徳島県水素グリッ
（ ）」 。 、 、ド構想 案 を作成したところであります 今後 水素を使ったエネルギーについて

徳島県も力を入れていこうと考えております。
さらに、徳島県は急峻な山があるので、小さな河川、急流を利用した小水力発電につ
いて優位性があるのではないかと考えております。一つモデル的に作れば、小水力発電
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が地域に普及し、集落の電力を小水力でまかなうということも可能となるのではと思っ
ております。

○委員
２０２０年の「省エネ基準適合住宅の義務化」に向け、家庭では太陽光発電は普及し
はじめているけれども、例えばエネファームなど次世代の技術についても重要であると
思います。
もう一つ、自然エネルギーについては、環境をいかに守っていくかという大きな視点
があることを忘れてはいけないと思います。太陽光パネルが景観に及ぼす影響も含め、
ガイドラインを整備しておく必要があると思います。

○事務局
家庭への普及促進については、住宅用太陽光発電を対象とした補助金が、全国７位と
いう現状となっており、今後とも、引き続き啓発を行い、さらに増やしていきたいと考
えております。
一方、景観面につきましては、国が去る９月１１日から固定価格買取制度、いわゆる
ＦＩＴの見直し作業に入っております。その中で、景観をどうするのかという議論も出
ておりますので、県としましては国の状況をしっかり注視してまいりたいと考えており
ます。

○委員
戦略については全般的に非常に良くできていて、目指す方向に申し分ないと思いまし
た。
その中で、電池をバックアップや緊急時の用途、つまり３Ｅ＋Ｓで考えないといけな
いと感じました。
先日の常総市の水害の時、自家発電機が水没したけれど、蓄電器があったために緊急
の連絡だけはできたと報道されていました。
防災拠点は非常に数が多く、大小いろいろあると思いますが、地域のばらつきが生じ
ないように、県主導で推進してほしいと思いました。
また、自然エネルギーが普及していくと系統が不安定になります。特に太陽光発電が
普及していくと、夕方の電力ピークにどう対応するかが問題になると言われています。
今回、系統の安定化についてはロードマップに具体的な記載がありませんが、何らかの
対策が必要なのかどうか教えていただきたいと思います。

○事務局
系統につきましては、現在、四国電力によると、接続可能量２５７万 に対して申kW
し込みが２５３万 であり、残りが４万 という状況であります。非常に厳しい状kW kW
況ですので、四国電力と情報交換を密にして、適宜適切な情報公表を促すとともに、国
に対して柔軟な系統運用や地域間連携の計画的増強を求める政策提言を行っておりま
す。具体的な数字では表しにくいので、ロードマップには書いておりませんが、別のと
ころで記載しております。

○委員
エネルギー問題は関心が広がってきていると思っております。環境審議会の政策部会
では、温暖化対策の重点プログラムの中に省エネのモデル地区の推進というのがあり、
見学できたり、見えたりするような町や、地区というのがあったらいいなと思います。

○事務局
「未来技術づくりプロジェクト」でスマートコミュニティの構築に取り組むこととし
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ており、ロードマップでは２８年度構築、２９年度以降は２地区で推進していくとして
おります。

○委員長
具体的にどこという考えはありますか。

○事務局
今、小さな拠点作りとか、中山間地域の中で色々な機能を一つに集めるような施設作
りを進めております。
そういったところで目に見えるような形でできるようにしたいと思っております。た
、 。 。だ 現時点では場所は決まっておりません できるだけ早く進めたいと思っております

○委員
宅地造成など、開発している会社に働きかけて、省エネ型のモデル地区をしてみませ
んかとは言えないでしょうか。

○事務局
お話を持っていくことは可能と思いますけども、すでにゼロ・エネルギー・ハウスと
いって、太陽光発電や蓄電池を設置し、結果として電力使用量を差し引きゼロにする住
宅を各住宅メーカーが売り出しております。県としては、そういう取組みがどんどん進
んでいくように、住宅メーカーとも力を合わせて周知・啓発に努めていきたいと思って
おります。

○委員
徳島県は、風力エネルギーの賦存量が約１７４０億ｋＷｈありながら、様々な制約が
あって、実際の利用可能量は１５億ｋＷｈとなっています。単純に割り算すると、０．
８７％しか利用できないということです。さらに、現時点で風力発電設備はウインドフ
ァームしかないので、１５億ｋＷｈを４２００万ｋＷｈで割ると、わずか３％しか使っ
ておらず、豊潤に風力エネルギーがありながら、実際に利用するのは難しいのが実情で
す。
では、なぜ難しいのかと言いますと、山奥まで風車を持って行くことは物理的に無理
ですし、送電線も全くないなど、様々な制約があるわけです。
風力発電が設置できるであろう風況の良い山間部は系統の制約があるため、洋上とか
に設置するしかないのが実情だと思います。
モデル事業については、誰がやるのか、推進体制がどうなるのか、誰が責任と役割を
担うのか、そういう書き方をしてはどうかと思います。また、各主体の役割のページで
すけども、県民から事業者、市町村、県という順番よりも、県が戦略を作っているので
あれば、県を最初に書いて、市町村、事業者ないし県民という流れがいいのではないか
と思います。
また、自然エネルギーによる電力自給率について、２０２０年に２５％、２０３０年
に３７％を目指すというのであれば、これに合わせてロードマップも作った方がわかり
やすいのではないでしょうか。

○事務局
、 、 、モデル事業に関しては 場所や地域によって 事業主体が異なることになりますので

具体的に記載していない状況であります。
、 、 、また 自然エネルギーによる電力自給率の目標年が２０２０年 ２０３０年に対して

ロードマップは平成２７年から平成３０年の４年間としております。
自然エネルギーを導入するにあたっては長期的な視点が必要であり、国でも２０３０
年に再生可能エネルギーを２２～２４％としておりますので、それに合うような形で、
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長期目標として２０２０年と２０３０年を掲げさせていただいております。
一方、施策の内容につきましては、ロードマップで４年間、今なすべき具体的な取組
みと短期的目標を記載し、自然エネルギー導入を加速させていくという表現をさせてい
ただいております。
さらに、モデル事業の記載順については、この３年間、自然エネルギーの普及・導入
に向けて様々な活動を行う中で、地域の理解がないとなかなか進まないということを痛
感したことから、順番として最初に県民の皆様、最後に県という記述にさせていただい
た次第でございます。

○委員
系統網が整備されていない地域は、太陽光発電を設置しても電気を送れないというこ
とでしょうか。そうすると、それを解消するというのが、まず必要なんではないでしょ
うか。

○事務局
その通りで、系統接続問題については、機会を捉えて、政策提言により国や四国電力
に強く申し入れしているところであります。

○委員長
系統網の整備は四国電力が事業主体でないといけないんでしょうか。県が主体的に整
備するということはできないんですか。

○事務局
これは基本的に電力会社が整備するものとなります。電源システム改革等によってス
キームが色々と変わってきていますので、今後、注視しながら対応していきたいと思い
ます。

○委員
バイオマスエネルギーのページで「枝葉や樹皮などの原料をＤ材として」との記載が
ありますが、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材というのは聞いたことがあるんですが、新たにＤ材とい
う言葉ができたのでしょうか。
Ｄ材は枝葉や樹皮ということですけども、間伐材を山から切り出してくるときは、枝
葉をすべて落として、山の中に捨てたまま、間伐材だけを出してきたと思うんですが、
こういうものをトラックで運んできて、今後は燃料として使うということでしょうか。
四国電力で、木のチップを燃料に混ぜて電気を作ってるといるのを見せていただいた
ことがあるんですが、こういうものにプラスして、枝葉なんかも燃焼させて、燃料とし
て、今後は使っていくんでしょうか。
また、ロードマップの「元気まちづくりプロジェクト」の中に、バイオマス利活用地
区数（累計）で平成２５年度に２６地区、平成３０年に３１地区という記載があります
が、どこがモデル地区になっているのでしょうか。また、今後、モデル地区になる地域
は決まっているのでしょうか。

○事務局
Ｄ材は、山林での木材の伐採とか搬出の過程で発生する、材木として使用できない枝
葉や根株の部分を総称しております。このＤ材は委員のお話にありましたとおり、チッ
プやペレットにして、バイオマス燃料に利用していこうと考えております。
バイオマス利活用地区は、阿南市や三好市など県内各地で整備しておりまして、その
数が２６ということです。また、それを平成３０年に３１カ所、３１地区に増やしてい
くということですけども、具体的な目星というのは現在ありません。
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○委員
小水力は十分採算が合うところまで技術が進んでいないと思います。だから、現時点
での小水力発電の目的は普及であり、モデルを造らないといけないと思います。
「本格的に導入したらどういう問題があるのか 「地域住民の方がどう感じられてい。」
るか 」といったところを重点的に進め、３年間とか、地域を選定して実施する方が、。
小水力発電を将来的に普及させるという意味では重要ではないかなと思います。

○事務局
今年の８月３１日、小水力発電等について、市町村担当者の皆さんに集まっていただ
いて勉強会を行いました 「小水力について情報が少ない 「 市町村によっては）エネ。 。」（
ルギーを担当したことがない 」ということで、小水力を普及するにあたっては、そう。
いった情報提供から進めていく必要があるとの認識のもと、現在、那賀町で阿南高専が
積極的に小水力発電の実証活動をされているので、阿南高専の先生にお話いただくとと
もに、互いに情報共有を図ったところであります。
モデル地区を作っていくということは非常に重要だと思います。現時点で具体的な話
はありませんが、今後とも市町村と連携しながら、具体化に向けて頑張っていきたいと
思います。

○委員
地方の課題は人口の減少と経済問題であります。徳島は自然エネルギーが豊富である
と言われていますが、これを是非とも経済活性化に結びつけ、目に見えるようにしてい
ただくと弾みがついて、いい方向に進んでいくと思います。
特に、先進的な、日本をリードすることをやって行く場合、例えば全国会議を徳島で
開催するとか、そういう全国発信できる場を設けることによって発信力が出てきて、徳
島がクローズアップされるんじゃないかなと思います。これからの社会を考えると、徳

、 。 、 、島の強みは自然エネルギーですので 大いに期待しております また 予算の関係では
市町村もまもなく編成方針が出ますので、早めに県の施策を周知いただくと良いと思い
ます。

○委員長
大きな点から少しコメントさせていただきます。
共通していたのは推進戦略としては良くできているんだけども、メニューがいっぱい
あるので、重点的な取組みとか、徳島の特長を生かした取組みなど、何か目玉を打ち出
してはどうかということであったと思います。

、 、現時点では戦略をリニューアルしたばかりですので まずはいっぱい記載しておいて
毎年見直ししていく中で対応してはどうかと思います。
この戦略の目的は、徳島県で自然エネルギーがどんどん普及して、県民の皆様の生活
が豊かになり、産業も発展していくことだと思いますので、そのためには何をしたらい
いか、それを念頭に進めていただけたら非常にありがたいと思います。
また、推進する上では、行政だけではとても不可能ですので、県民の皆さんや事業者
の皆さんも一緒にするという視点も含めて考えていただいたらと思います。我々もとも
に積極的に取り組んでいきたいと思います。

以上
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第１回環境政策部会（平成２３年６月６日開催）の委員の意見

・サマータイムの導入について （残業時間等の）具体的な検証はしているのか。、

また、 家庭によっては難しいところもあるので、いろんなリスクも考慮していただき

たい。

・幅３ｍ以上に整備された自歩道を自転車で走るという受け取りでいいのか。

・街路灯や防犯灯等のＬＥＤ化に補助は考えているのか。また普及率が目標に対して実績

が低い値であるがどうなっているのか。

、 。・家庭用ＬＥＤ照明器具は未だ種類が少なく高額であるため 普及が難しいのではないか

・ 県民総ぐるみ」という言葉がよく出てくるが、県民、市町村、各団体まで行き渡って「

いない気がする。魅力ある内容にしないと興味を示さない。

・家庭におけるエコライフの推進で「環境首都とくしま憲章」の浸透度の数値はどのよう

にして算出しているのか。

・重点プログラムの内容が（中間取りまとめ案より）強化されてて、頼もしく心強く思

っています。事業者や市民団体が参画しやすいように、この重点プログラムの周知や取

り組みが必要と考えるが、普及啓発の予定を聞かせてほしい。

・平成２６年度に導入予定としているメガソーラーの現状とこれからの具体的な計画があ

れば教えてほしい。

・ エコみらいハウス」のところで、ソーラー、ＬＥＤ等の「見える化」だけでなく、省「

エネが可能である断熱材、二重サッシ、緑化、汚水の利用等の内容も加えると、参考に

しやすいと思われる


