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はじめに

２０世紀は、経済・産業・科学技術が大きく発展を遂げ、人口集中、エネルギー

消費の増大や土地利用の変化など、大量消費・大量生産型の社会システムが築き

上げられました。

そして今、私たちは地球温暖化や生態系の破壊、廃棄物の適正処理、大気・

水環境の保全など、克服しなければならない様々な環境問題に直面しています。

「環境の世紀」と言われる２１世紀。

かけがえのない豊かな自然環境を未来に引き継いでいくため、今こそ、これまでの

社会システムのあり方や、自然との関わり方、身の回りの安全・安心などについて

見直しを行い、ライフスタイルを大きく転換していくことが求められています。

「環境首都・新次元とくしま」の実現を目指す本県では、平成２０年１０月、

「中四国初」の「地球温暖化対策推進条例」を制定し、低炭素社会の実現に向け、

県民の皆様と一体となった、より実践的な施策展開を行って参りました。

また、東日本大震災を契機に、化石燃料中心から環境負荷が少ない自然エネルギー

を活用する、新たなエネルギー社会への変革が求められる中、平成２４年３月に

「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策定し、全国有数の日照時間、

小さい急流な河川、 豊富な森林資源を有する「自然エネルギーの宝庫」である

優位性を活かして自然エネルギーの導入促進に真正面から取り組むとともに、

「自然エネルギー協議会」会長県として、自然エネルギー導入に向けた支障事例と

その解決策を盛り込んだ政策提言を積極的に行ってきました。

こうした中、国の「固定価格買取制度（ＦＩＴ 」の創設や規制緩和の実現、）

「最適な電源構成（エネルギーのベストミックス）」の決定や「電力システム改革」の

本格化など、自然エネルギーを取り巻く情勢はさらに変化してきました。

そこで、これまでの「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を再構築し、

新たな導入目標やロードマップを加えた「次期・自然エネルギー立県とくしま推

進戦略（仮称 」を策定しました。）

今後、本戦略に基づき、地域資源を活かした「エネルギーの地産地消」、

「災害に強いまちづくり」に積極的に取り組むとともに、自然エネルギーや水素

エネルギーの活用による「地方創生」、さらには「日本創成」の実現に向け、

一歩先の未来を見据えた積極的な取組みを進めて参ります。

徳島県知事 飯泉嘉門
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Ⅰ 戦略の背景

１ 教訓

平成２３年３月１１日、千年に一度とも言われる巨大地震がもたらした

「東日本大震災」では、広範な地域を大津波が襲い、未曾有の被害となり

ました。また、これに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故は、電力

の安定供給に対する信頼を大きく損ねるとともに、化石燃料の多くを輸入

に依存している我が国のエネルギー供給の脆弱性を浮き彫りにしました。

こうした中、国においては、中長期的なエネルギー政策について議論を

進め、平成２６年４月にエネルギー政策の根幹となる新たな「エネルギー

基本計画」を閣議決定するとともに、平成２７年７月には、２０３０年の

総発電量に占める電源ごとの割合（電源構成）について、「再生可能エネル

ギー」を２２～２４％にすることと決定しました。

再生可能エネルギーの導入拡大、燃料電池などの「革新的なエネルギー

高度利用技術」の推進は、エネルギー源の多様化による安定供給や低炭素

社会の実現に加え、新たな関連産業の創出・雇用拡大の観点からも重要で

あり、地域活性化、ひいては「地方創生」に寄与することも期待されてい

ます。

そこで、私たち一人一人が「エネルギーは無尽蔵でない」との原点に立

ち、従来のライフスタイルを転換する中で、節電やエネルギーの効率的利

用といった「省エネ社会の実現」はもとより、今こそ、太陽光をはじめ県

内に豊富に存在する自然エネルギー資源を活用した「自然エネルギーの導

入」を加速化すべき時にあると言えます。

また、本県では、近い将来における南海トラフ巨大地震の発生が懸念さ

れています。従来の大型発電所による「電力の一極集中型」のエネルギー

供給システムでは、一箇所が途絶えると地域全体に大きな被害を及ぼすこ

とから、「想定外」との言葉を二度と繰り返すことなく、南海トラフ巨大地

震をはじめとする大規模災害、複合災害を迎え撃つためには、地域の特性

を最大限に活かした「エネルギーの地産地消」による「自立・分散型」へ

の転換が、今まさに求められています。
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２ 自然エネルギー等への期待

(1) 自然エネルギーとは

「自然エネルギー」は、自然のプロセス由来で絶えず補給される太陽や

風力、バイオマス、地熱、水力などから生成されるエネルギーを言い、広

く「新エネルギー」や「再生可能エネルギー」を意味します。

「新エネルギー」は地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が少な

く、エネルギー源の多様化に貢献するものとして、「新エネルギー利用等の

促進に関する特別措置法（新エネ法）」において、「技術的に実用段階に

達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、

非化石エネルギーの導入を図るために必要なもの」と定義されています。

（図1-2-1）

具体的には、次の１０種類が指定されています。

○太陽光発電 ○太陽熱利用

○風力発電 ○温度差熱利用

○バイオマス発電 ○バイオマス熱利用

○中小規模水力発電 ○雪氷熱利用

○地熱発電 ○バイオマス燃料製造

また、「再生可能エネルギー」は「新エネルギー」に大規模な水力発電と

海洋エネルギーを加えたものとされています。

一方、クリーンエネルギー自動車、天然ガスコジェネレーション、燃料

電池については 「革新的なエネルギー高度利用技術」として、その普及、

を図ることとされています。

なお 「自然エネルギー」は、狭義には「新エネルギー」のうち廃棄物、

によるバイオマス発電・熱利用などを除いたものと定義されることがあり

ますが、当推進戦略においては広く 「絶えず資源が補充されて枯渇する、

ことのないエネルギー 「利用する以上の速度で自然に再生するエネル」、

ギー」という意味で 「再生可能エネルギー」と同義で使用します。、
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＊1 「中小規模水力発電」は10,000kW以下のもの 「地熱発電」はバイナリー方式のものに限る、

＊2 新エネルギーに区分されていないが、今後、特に普及を図ることが必要なもの

図1-2-1 自然エネルギー等の分類

（出典）資源エネルギー庁
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(2) 今、なぜ自然エネルギーなのか

我が国は日常生活や経済活動において、石油をはじめとする化石燃料を

大量に消費しており、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果

ガスの排出が大きな課題となっています。

このため、化石燃料の消費軽減につながるとともに、温室効果ガスの排

出量が極めて少ない自然エネルギーを推進することは、地球温暖化対策に

資するだけでなく、我が国のエネルギーの自給率向上にもつながります。

また、自然エネルギーは枯渇しない、永久的に利用可能な資源であり、

身近なエネルギーとして需要地周辺での調達が容易であるため 「自立・、

分散型のエネルギー供給システム」の構築に適しています。

さらに、災害時においては、電力供給の被害の拡大を抑制できるなど、

リスク分散も可能となるため、未来のエネルギーとして大きく期待されて

います。

一方、自然エネルギーは、投資コストが高いことや、天候などの自然条

件で供給力が大きく左右され、安定性に欠けるなどの課題もあります。

東日本大震災を契機として全国各地で導入が進む中、シート型ソーラー

パネルや風レンズ風車の開発、安価で高性能なソーラーモジュールの生産

など、自然エネルギーの分野は急速に高性能化、低価格化していますが、

今後もその特性を踏まえつつ、「電力の安定供給」に向け、国を挙げて、

一層、技術革新を加速させていく必要があります。
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徳島県では平成20年10月、中四国初となる「地球温暖化対策推進条例」

を制定するとともに、平成24年3月に「自然エネルギー立県とくしま推進

戦略」を策定し、全国トップクラスの支援制度の創設や適地マップの公開

により、メガソーラーをはじめとする自然エネルギーの誘致に積極的に取

り組んできました。

その結果、本県の持つ高いポテンシャルが活かされ、太陽光発電を中心

に県内各地で自然エネルギーの導入が進みました。

しかし、その後の国における新しい「エネルギー基本計画」の策定や

「固定価格買取制度（ＦＩＴ）」導入後の自然エネルギーを取り巻く環境の

変化により、様々な課題が浮き彫りとなりました。

加えて、自然エネルギーに係る技術革新は目を見張るものがあり、これ

らに的確に対応するため、改めて本県における自然エネルギー推進に向け

た基本的方向を示すとともに、各主体の役割や導入目標を明確にして工程

管理することで、本県の潜在能力を最大限に発揮し、エネルギー自給率の

更なる向上を図るため、このたび「自然エネルギー立県とくしま推進戦

略」を改訂することとしました。
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３ 国のエネルギー政策

東日本大震災後、電力需給の逼迫、地球温暖化対策に取り組む中での化

石燃料への依存拡大といった様々な課題に直面し、我が国のエネルギー政

策は、国民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定確保のため、また、

安全で持続可能なエネルギー源として、再生可能エネルギーの導入促進を

加速させる、大きな転換点を迎えました。

国はエネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的に、平成１４年

６月に「エネルギー政策基本法」を制定し、エネルギー政策の基本方針で

ある「安定供給の確保 「環境への適合」及びこれらを十分に考慮した」、

上での「市場原理の活用」に沿って、エネルギーの需給に関する施策を総

合的に策定し、実施してきました。

「エネルギー基本計画」は、同法に基づき、エネルギーの需給に関する

施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るために定められ、平成１５年

に最初の計画を策定。その後、平成１９年と平成２２年に改定を行ってき

ましたが、平成２３年３月に発生した東日本大震災を始めとしたエネルギ

ーを巡る国内外の環境の大きな変化を踏まえて、平成２６年４月に第４次

となる新しい「エネルギー基本計画」を策定しました。

この新しいエネルギー基本計画においては、再生可能エネルギーは、

「現時点では安定供給面、コスト面で様々な課題が存在するが、温室効果

ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄

与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」と位置付け

られ、政策の方向性として 「２０１３年から３年程度、導入を最大限加、

速していき、その後も積極的に推進していく。そのため、系統強化、規制

の合理化、低コスト化等の研究開発などを着実に進める」こととされてい

ます。

これに先立ち、平成２４年７月に「固定価格買取制度（ＦＩＴ 」がス）

タートし、新たな事業者の参入や地域の取組みが促進されることで、全国

各地において太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が一気

に進みました。

さらに、平成２７年６月には電気の小売業参入の全面自由化に係る「電

気事業法等の一部を改正する法律」が成立し、電力システム改革が進行し

ました。
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また、太陽光発電の急速な普及により、電力の安定供給に支障があると

して、九州電力をはじめ５つの電力会社が「再生可能エネルギーの系統接

続受付の保留」を発表したことを受け、国は「電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令」を改正し、接続保留問

題は当面の間は回避される見込みとなりました。

その後、経済産業省は、改めて東日本大震災と東京電力福島第一原子力

発電所事故を教訓に 「福島の再生・復興に向けた取組みがエネルギー政、

策再構築の出発点」との認識のもと、平成２７年７月に「長期エネルギー

需給見通し」を決定しました。

この「長期エネルギー需給見通し」では 「安全性（ S afety 」を前提、 ）

とした上で 「エネルギーの安定供給（ E nergy Security 」を第一とし、、 ）

「経済効率性の向上（ E conomic Efficiency 」による低コストでのエ）

ネルギー供給の実現と 「環境への適合（ E nvironment 」を図ること、 ）

（３E＋S）がエネルギー政策の要諦であるとしています。
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さらに、徹底した省エネを推進しつつ、

・重要な低炭素の国産エネルギー源である「自然エネルギー」導入を

３年間最大限加速、その後も積極的に推進

・原子力発電については、可能な限り依存度を低減

を基本とした「最適な電源構成（エネルギーのベストミックス 」を公表）

し、電源に占める原子力の割合を、震災前（２０１０年度）の３０．８％

から２０～２２％に減らす一方で、再生可能エネルギーの割合を９．９％

から２２～２４％に拡大する方針を示しました （図1-3-1）。

このように、エネルギーに係る国の取組みが目まぐるしく変化する中、

これからのエネルギー政策については、国や電力事業者任せにせず、地域

の創意工夫を活かした自然エネルギーの導入、エネルギーの地産地消を目

指した地域ごとの設置など、地域が主体的にエネルギー政策に関わってい

くことが求められています。

図1-3-1 「電源構成の推移」

（出典 「エネルギー白書2015 （資源エネルギー庁）等より作成） 」

電源構成


