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自然エネルギー立県とくしま推進委員会
平成２３年度第２回委員会 会議録

１ 日 時
平成２４年２月３日（金）午後１３時３０分から午後１５時１５分まで

２ 場 所
徳島県庁１０階 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、福富純一郎委員、北條昌秀委員、髙橋昌利委員、平野正彦委員、
高畠哲委員、津川なち子委員、天羽英雄代理（佐藤委員の代理 、）
中藤佳津江代理（見村委員の代理 、岩﨑啓二委員、西浦康二代理（森委員の代理））

＜事務局＞
坂東環境総局長、新納環境総局次長、平島環境首都課長、
久米環境首都課新環境戦略担当室長ほか

（会議次第）
１ 開会
２ 議事
（１）推進戦略の全体素案について
３ 閉会

（配布資料）
資料１ 推進戦略の構成
資料２ 推進戦略の全体素案
参考資料 配席図
参考資料 委員会名簿

（議事概要）

（挨拶）○坂東総局長

（資料の確認）○久米室長

（議事）○委員長
本日の議事は推進戦略の全体素案でございます。この全体素案は昨年の１１月に開催

しました第１回目の委員会でご承認いただいております「推進戦略の構成素案」の方向
性に従って、ワーキングチームでの検討を経て事務局で取りまとめていただいておりま
す。

それでは 「全体素案」について、まず「Ⅰ戦略の背景 「Ⅱ自然エネルギーの宝庫、 」、
とくしま」について事務局から説明をお願いします。

（ Ⅰ戦略の背景 「Ⅱ自然エネルギーの宝庫とくしま」について説明）○事務局 「 」、

○委員長
ただ今 「Ⅰ戦略の背景 「Ⅱ自然エネルギーの宝庫とくしま」について、事務局よ、 」、

り説明をいただきました。ご質問・ご意見等ございましたら願いします。
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○委員
まず、教訓のところを読んでいて違和感を感じましたので、お考えを聞きしたいと思

います。１ページの下から２段落目で 「また、東日本大震災では～」のところからな、
のですが 「 電力の一極集中型』のエネルギー供給システムは 「 災害に対する脆弱、『 、」『
さ』が明らかとなりました 」ということであるのですけれども、これは実は私の人生。
の中でも東日本大震災でとくに取りあげられたことであって、従来は災害というのは徳
島県では頻繁に起る台風ですとか、大雨の災害に対しては何ら脆弱な面は見せていませ
んでした。

一方で、宮古島等の自然エネルギーの導入でも出てきたのですけれども、風力発電で
あっても当然倒れることによって、たちまち発電力が無に帰するという面も持っていま
す。ですから一概に言い切っているような感じがするので、少しこの部分は違和感を感
じています。それに続いてのところが特に気になるのですけれども 「 分散・自立型』、『
への転換を進め」ということで、完全に転換いうのは非常に難しいのではないかないう
ふうにと思います。一極集中型のメリットも理解したうえでの文章になっていないと、
正しい教訓として捉えていないと外部から見られると、本県の構想自体も低く評価され
るといけないので、この部分は再検討いただければと思います。

釈迦に説法かもわかりませんけれども、一極集中型のメリットには、私の目からすれ
ば二つ 「スケールメリット」と 「負荷平準化」ということが、非常に大きなメリット、 、
として日本を支えてきたと思っています 「スケールメリット」と申しますのは、電気。
機器・変圧器・発電機等の規模で得をするという意味でありまして、寸法を立方体で考
えて各辺を２倍しますと、寸法は８倍になるのですけれども、扱える電気容量がそのさ
らに２倍の１６倍になるというメリットがあるので、鉄鉱等の限られた資源の我が国に
おいて、大きな装置を作る仕組みは非常に有効であったはずです。もう一方 「負荷平、
準化」というのは、大きく町をまとめて扱えれば、負荷変動も小さくなります。逆に自
然エネルギーを使って小さな地域に供給しようとすると、小さな地域の負荷変動がその
ままそれに合わせて電源を動かさなくてはいけなくなるので、需給バランスをとるのが
非常に難しくなります。一極集中型のメリットというのは、たぶん現在も残っていると

。 、「 」思います そこでもう一点なのですけれども 災害に強い地域完結型エネルギー社会
というのがちょっと違和感があるなということです 「災害に強い」は先ほども申し上。
げた意味で「自立分散エネルギー」も災害に強いとは一概には括れないと 「地域完結。
型エネルギー社会」というのも、負荷平準化の恩恵を我々は受けてきたわけで、徳島県
内にも四国電力の大きな発電所もあります。それを含めてこういうふうに言うのであれ
、 、 、 「 」ば 電気は生もので かつ瞬間に伝わりますので 事実上 地域完結型エネルギー社会

というのは、送電線を切ってしまわないと言い切れないのではないかなと。逆にいうと
そういうイメージを持っているので 「地域指向型」とか「地産地消指向型」とか、や、
はりここはトーンが落ちるような気はしますけれども、きちんと両方のメリットを共存
したいと 「自立分散型」と「集中型」が共存するような、より良い共存体系をもう一。
度探るような構想であるというのが正しいかと思います。

○事務局
委員のお話のとおり、台風とか局部的な災害とかいうものは、それは大きな発電所も

小さい、例えば太陽光パネルとか風力発電でも同様に、災害を受けると、それは同じよ
うな形になるかと思いますが、ここで書いたことの当初の趣旨というのは、これまでの
電力供給に対する安全神話というものが東日本大震災で崩れてしまったということで、
そういった点を考えて、こういう記載にしているのですが、ご指摘も踏まえまして、誤
解を招くような所に関しては訂正をします。

、「 」 、 、また 地域完結型エネルギー社会 というものにつきましても 委員のお話の通り
完全な「地域完結型のエネルギー社会」というものは現在の技術水準であったり、例え
ばスマートグリッドが完全に電力を地域でコントロールできるようなことがなければな
かなか完全にはできないということは理解しているのですが、自然エネルギーへの強い
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思いというものを込めたかったという部分もありまして、こういった記載をさせていた
だいています。ただ、国の資料なども見てみますと 「自立分散型」であるとか 「地産、 、
地消」であるとか 「一部完結型」という使用がございます。そういったものも、もう、
一度精査いたしまして、幅広くご理解がいただけるような記載にしていきます。

○委員
考えがよくわかりました。例えば、私のほうからの提案なのですけれども、これを採

用いただきたいというわけではなくて、一つの提案としてなのですけれども、災害に強
いということを 「一極集中型」から「分散・自立型」に指向していけば、これは災害、
に強いということよりもむしろリスクを分散するということに他ならないと思います。
万一電力システムのほうで供給力がなくなったとしても、手元に発電機があれば、手

元だけは照らせるので、そういうリスク分散という言い方にしたほうが正しいのではな
いかなということを感じます 「地域完結型エネルギー社会」も、この戦略のなかでみ。
たので私もそういう印象を抱いてしまったのかもしれません。

ただ、四国内で発電所が切り離されたときも、自然に中国地方から電気が流れ込んで
きますので、常に日本国内で肩寄せ合って供給していますので、この素案のなかでちょ
っと違和感を感じたので、言葉を精査いただければと思います。

○事務局
まさに今、委員がおっしゃったのは、リスク分散という趣旨で「災害に強い」という

表現にしているところなので、そういった「リスク分散」という趣旨を十分はかりとれ
るような記載にします。現状で申し上げますと、やはり大型発電所に頼らざるを得ない
という状況もございますし、ただ一方的に大きな災害を日本全体が被災した状況のなか
で、このままの状況でやっていくというものもどうかと思いますので、やはり自然エネ
ルギーという活用によって、ひとつの解決策というか、リスク分散というものが可能で
はないかという趣旨で検討します。

○委員
私は、今の「一極集中型」というものにすごく疑問を感じております。なぜかという

と、今までの電力行政のありかたから考えると、実は、昔は小水力発電がいっぱいあっ
たのですよね。その時に、大企業とか大工場が電力が不足するということで一極集中に
し、大きな電力を得られるようにしたわけです。そこで大きなメリットを得たのは誰か
というと、やはり大企業とか大工場なのです。それは国策に基づいてできたのですけれ
ども、その時点で、小さな水力発電所を全部つぶしていったわけです。で、大きな発電
所を作っていったのです。これをどんどん進めていくと、やはり原子力がいちばん効率
的で良いということで、当然そこへいったと思うのですね。誰がたくさん利益を得てい
るかというと、一般の国民がそんなに利益を得ているかというと、これは怪しいと思う
んです。大企業が必要な電力を用意しないといけない。まさに福島もそうだと思うので
すね。東京都、徳島でもそうです、阿南発電所がありますけれども、京阪神に対して電
力を送っています。半分は国で、半分は県です。そういうような状況があるなかで、こ
ういう大災害があってもう一度考え直そうと。

それで、いちばん疑問に思うのは、国の反省がないというのがいちばん問題があると
思うのです。一極集中に向けていったのに、手のひらを返したように今度は分散しまし
ょうというのはおかしい 「じつはこうだったので、こういうふうに」とあればいいの。
ですけれども、いかにも正しいことをいうように、自ら、国が進めてきたそのことに対
して間違いでしたということをはっきり言わずに、国のほうから分散しなさいというの
はどうかなと。

私は徳島県にあるいろいろな小水力を見させてもらったのですけれども、個人でやら
れている方もいますよね。その時思ったのが、もしかしたら日本というのはエネルギー

。 、 。大国ではないかなと思ったのですね というのは 水というのはかなり豊富にあります
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木も、中山間地域では村が駄目になるくらい山が荒れています。これを利用することに
よって、かなりできると思うんですね。何かすごく大きなことをしようとするからリス
クがどうのというんですけれども、極端に言えば、自分の家の電力は自分が作るという
感じで、国もそれを応援するようにすれば、とんでもないエネルギーができるのではな
いかと思っております。

それから、太陽光発電の賦存量の計算の根拠がよくわからないのですが、太陽光発電
は３日に１日しか稼働しないと計算するのが正しいと思うのですね。というのは、日本
というのは、雨の日があって、曇りの日があって、晴れの日がある。３６５日のうちに
稼働するのは１２０日というふうに計算するのが普通だと思います。これを３６５日で
計算すると、どーんと数値が上がります。そこら辺りをどう考えているのかなと。

、 。 。小水力発電は 水が止まらない限りは２４時間 太陽光発電は１日に何時間でしょう
賞味４～６時間ではないでしょうか。そういうことを計算してやられているのかなと。
そこの根拠がちょっとよくわからないです。その辺りが、疑問に感じたところです。

○事務局
賦存量のことについてのご質問なのですけれど、今回、この賦存量を計算しています

根拠は、太陽光エネルギーが日射量と地域面積といったものから徳島県全域に降り注ぐ
エネルギーを計算して、それが１００％活用されたということで算定してます。ですか
ら、あと、当然効率とかいろいろな条件によって利用可能量などは変わってくると思う
のですけれど、太陽光発電の場合は、発電効率は一般的に１０％くらい、水力につきま
しては６０～７０％と、その辺りの違いもありますが。

○委員
何日を想定されているのでしょうか。また、１日の日照の有効な時間は何時間と計算

されているのでしょうか。そこがちょっとよくわからないですね。そこが出ないと、こ
の数量があっているかどうかがわからないですね。１日８時間とか、全部ということは
絶対にないですから、効率というのはまた別の話ですね。それはわかります。でも、積
算根拠となっている日数とその時間、総時間数になるのでしょうけれども、そこがいく
らです、ということがわからないと、そうですかとなかなか言えないと思います。

○事務局
この計算をするにあたっての、具体的な時間とか日数というものは手元に持ち合わせ

ていないのですが、この計算は、日が照っている所を、当然曇りの日や夜は計算してお
りませんので、今、日本の天気の統計的なところから持ってきて理論的に計算した量に
なってます。

○委員長
実際に太陽の光を吸収できる時間帯をきちんと反映できているかという議論だと思う

のですね。委員が言われたのは、実質は３日に１回しか照らないと。でも、その計算方
法がどういう手法をとっているかということが、ちょっとここではわかりませんので、
それを反映された方法でやっているということを示していただければいいと思いますの
で、今日はこれくらいにしておき、次回までにきちんと精査して説明できるようにお願
いしたいと思います。

○委員
太陽光の賦存量の件なのですけれども、私どもは会社として、森林保護活動をやって

おります。保水力を上げて渇水をなくす。それから広葉林を植えて漁業等の栄養分を海
に返すというコンセプトで森林活動をやっているんですけれど、森林全体を太陽光の賦
存量計算にしているということに最初から疑問があったんです。これは森林地帯ですよ
ね。そういうところを、そのまま太陽光パネルが受けられる能力があるというようなニ
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ュアンスで書かれているものですから、そういうことは、どういうお考えがあるのでし
ょうか。

○事務局
この賦存量につきましては、基本的な考え方というのは、日射量と徳島県の面積、森

林も平地部も、そういったものに太陽光パネルを敷き詰めたらどのくらいの太陽光エネ
ルギーがあるか。これが賦存量という形では算定させていただいているのですが、それ
は現実的ではないというところがありますので、もうひとつそれを踏まえて利用可能量
ということで、補完的なデータを示しています。

○委員長
これは、賦存量という定義と利用可能量ということがきちんと分かるように説明して

いただいたらと思います。
それでは、まだ後半がありますので、そちらに移らせていただきます。また後半のご

意見を頂いたあとでも結構でございますので、全体を振り返りたいと思います。では、
議事を進めたいと思います。後半の３番目と４番目の説明をお願いします。

（ Ⅲ戦略プロジェクト 「Ⅳ適地マップ」について説明）○事務局 「 」、

○委員長
それでは、ただ今説明をしていただきました部分について、ご質問・ご意見よろしく

お願いします。

○委員
固定価格買取制度につきまして、今、製造業では円高等でかなりの逆風が吹いている

ということでですね。固定価格買取制度を今、国で１ｋＷｈが４０円くらいで検討され
ているということなのですが、徳島県で自然エネルギーを推進しているのですが、どの
くらいの価格の変化があるか情報はありますか。

○事務局
固定価格の買取とか期間に関しましては、国の方で、第三者機関の意見を聞きまして

経済産業大臣が価格・期間を決定するということです。ただ現在、通常国会中で、まだ
その委員の人選も進んでいないということも聞いてます。
固定価格買取の価格につきましても、情報としては、今持ち合わせるものがありませ

んが、県としてはこれまで国に対して、太陽光であればやはり１ｋＷあたり４０円ぐら
い付けていただきたいということで、何度か要望を強力にしているところです。特に今
の国の状況というのは、具体的な審議には入っていない状況と聞いてます。

○委員
固定価格買取によって今度は売電価格に効いてくるわけですけれども、それがどれく

らいになるかとか、そういう基本の考えがあって自然エネルギーの買取制度を進められ
ていると思うのですけれど、そういう見込みとか、その辺りはどうなのでしょう。

○事務局
民間事業者の方とお話をする際にはいろいろなご意見があるのですけれど、例えば太

陽光であれば３５円台から４０円であれば、採算がとれるのではないかということは聞
いてます。ただ、最終的に促進期間について３年間設けられておりまして、その期間に
対して電力供給者に対する優遇措置があるという記載も法律の中にありますので、そう
いったところで最終的な価格がどのくらいに定まるかということは、ちょっと今、現状
としては分からない状況です。
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○事務局
補足して説明しますが、今の委員のご質問というのは、いわゆるサーチャージの料金

が前提としてどのくらい上乗せされてしまうのか。菅前首相は、ある一定の上限までし
かサーチャージに上乗せできないだろうというお話をされたことも、もともと全量固定
価格買取制度のなかで、最大の問題になっていたのは、そのサーチャージを電気を使わ
れている方に基本的には負担を転嫁させるということに対するいろいろなご意見があっ
て、これまでなかなか進んでこなかったという問題があります。でも、最終的に、昨年
国のほうで決断されましたのは、要するに全量固定価格買取制度はとにかく導入し、サ

、 。 、ーチャージ料金については 全国で考える 要するに徳島で自然エネルギーをやっても
そのサーチャージについては全国の電力会社が負担する。そういうなかで、自ずと電気
料金が上がるということは、企業にとっての国際競争力という面からすれば、明らかに
低下する方向に働くわけで、そういうことも踏まえたなかで、もう法律は通ってしまい
ましたので、当然、固定価格買取制度の制度設計の中で、ある意味サーチャージの上限
というものはあります。ただし、再生可能エネルギーへの導入促進も図らなくてはなら
ない。その相反する命題二つを、確かに相反する命題なのだけれども、そこは法律で決
まった以上は制度設計のなかで議論をされて、最終的に決まっていくので、その基本と
なる有識者のメンバーすら、今、決まっていないという状況でございますので、もう少
し、我々も両面あるということを十分踏まえてますので、そういう情報収集はしていき
ます。

○委員
ただ今の説明の内容については、かなりまとまって整理されているかと思います。た

だ、最初の戦略の背景のところであった文言の修正も出てこようと思いますけれども、
概ねまとまっているかなと感じます。ただ、ひとつ意見といいますか、お願いなのです
けれども、１５ページの誘致プロジェクトの最初にありますが、メガソーラーなどの誘
致促進に関して二つほど言いたいのですけれども、まず一つ目は、ここにあります大規
模発電施設の立地で、これはやはり、地域経済の活性化や新たな雇用の場として期待で
きるかなと。これから全国的にも、この誘致合戦というものがかなり激しくなってくる
ので、その誘致合戦に有利に進めるためにも、県独自の経済的な支援策も今後必要にな
ってくるかと思います。

二つ目は、町村会の立場なのですけれども、県内の１６の町村のうち、ご承知かと思
いますが、過疎に指定されている町村が１０町村と、かなり多いわけです。今回誘致し

、 、ようとしている施設については やはり活性化の観点からかなり有効かと感じますので
過疎地域への誘致支援策も、今後ぜひご検討いただければと思います。

○事務局
貴重なご意見ありがとうございます。特に、今ご紹介していただいたように、市町村

全体では、２４市町村中一部過疎も含めて１３市町村が過疎地域に指定されているとい
う状況でございます。やはり、地域資源を活用した地域の活性化という部分では、自然
エネルギーというものは非常に有効な手段ではないかと思っております。そういった地
域の活性化に繋がるようなかたちで、ただ今頂いたご意見も参考にしながら誘致促進と
いうものを進めていきます。

○委員
関連したことなのですが、中山間地域の存続ということが、今、７０～８０歳の高齢

。 、 。の方がたくさんいますよね ということは １０年経つと消滅すると思っているのです
これは徳島県だけでなく、日本全国からそういう山村はなくなり、まさにこういうこと
でどうにか助けなければいけない。すごく画期的なことなので、徳島県でも他の県でも
そうなのですけれども、間伐材が放置されたままで、山がすごく荒れているのです。だ
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からバイオマスに利用するなどして、両方、山を守るということと燃料に変えるという
ことは、ぜひやっていただきたい、そうしないと本当になくなり、ゼロになっていくと
思います。ここは非常に頑張りどころで、前から僕もちょっと思っているのですけれど
も、徳島型というのですか、徳島スタイル、徳島方式というので全国に先駆けて徳島は
こういうことで中山間地域を守ったということがなければ、地域の発展はないと思うの
です。維持ができればよいと思うのですけれども、そういうことをすることによって、
また若い人が帰って来る場、とにかく人がどんどんいなくなるので、若い人が働ける場
とか、そういったものを全部絡めて、何か徳島方式というものを徳島県に考えていただ
いて、逆に国に対して徳島県はこれでやりましたよ、といえるようなものをぜひやって
いただきたいと思います。

○事務局
今、まさに言われたとおりであると思います。これまで昭和３０～４０年代、日本全

体を支えてきたのが、今、過疎地域になっている所かと思います。人口も流出してしま
って何も資源がないということではなく、ある資源は有効に活用していく。自然エネル
ギーだけではございませんけれども、地域にある新たな資源というものは、やはり我々
住んでいる人間が見出し、それを積極的に活用していくということがたいへん重要かと

。 、 、 、思います そういった意味で 今言われた森林資源であるとか 自然エネルギー全般で
徳島ならではの、そういった取り組みを進めることによって、特に集落再生という部分
で、集落再生プロジェクトというものもまた本県では打ち出しておりますので、そうい
った部分と十分な連携を図りながら進めていきます。

○委員
自然エネルギーを推進していくという目的のなかに、大きく省エネ・省電力の社会構

築ということがあると思います。文言はそれぞれちょこちょこと出てきているのですけ
れども、さまざまなところで皆が省電力という意識を持ってもらうということが大事な
ことかなと思います。

あと、省電力・省エネに向けてライフスタイルの転換ということで、県民に向けて啓
発をしていこうという文言が１８ページに出ているのですけれども ここに具体的に 徳、 「
島エコスタイル」とか「電力エコとく大作戦」ということを取り上げており、これは昨
年の夏から取り組んできているものだと思います。この「電力エコとく大作戦」という
ものは、たぶんチラシのことと思うのですけれど、これが具体的にここに取り上げてい

、 。るは この取り組みがすごく有効であったというようにご判断されているのでしょうか
だったら、どういう判断でこれを一層促進していこうということなのか、疑問に思って
おりますので、その辺を教えていただきたいと思います。

○事務局
「電力エコとく大作戦」に関しましては、やはり大震災を踏まえまして、昨年の７～
、 、 、８月 夏の電力需要が厳しいということで 徳島環境県民会議にも参画していただいて

キャンペーン活動とかいろいろな取り組みをしております。また、この冬につきまして
も、昨日あたりは特に電力需要が厳しかったようで、電力供給に対する電力需要が９７
％を超えたという、非常に厳しい状況でございました。そういったなかで夏の実績など
は、やはりエネルギーを生み出すとか電力を作り出すという部分だけではなく、委員が
今言われた、節電をして電力需要を抑えていくという取り組みが非常に重要かと思いま
す。

そういったことで、四国電力の７月から９月くらいの実績を見ると、やはり１０％程
、 、 、 、度 平年比よりは節電効果が上がっており やはり 大きな震災もあったということで

節電をやっていこうという気持ちがそういう数字に繋がっていったと思います。そうい
った取り組みは、継続的にやることによって、化石燃料からの電力から自然エネルギー
に変えるということはたいへん重要だし、地域分散型ということも非常に重要な課題だ



- 8 -

と思いますけれど、委員がご指摘されたような、節電をしていくと、全体的な電力需要
を抑えていくという取り組みも非常に重要な課題です。やはり、昨年の８～９月くらい
の実績をみてみますと、意識啓発だけで５～１０％程度の実績がありますので、こうい
ったものは、今後も引き続き積極的にやっていきたいということで記載してます。

○委員
もちろん、意識啓発は大事なのですけれども、この「徳島エコスタイル」とか「電力

エコとく大作戦」が本当に効果的なことなのかということが、ひとつ疑問なのです。そ
れで、なかなかこのチラシも、どういうところにどれだけツールとして使われているの
かよく分かりませんし、もう少し違った啓発の仕方もあるのではないかと思うのです。
例えば、自然エネルギーの地域活性化に向けて地域協議会というものを開きますよね。
そうしたら、地域の中で、その地域の住民の方々に向けて、その地域独自の啓発の方法
を組み立てていきましょうとか、もう少し確実に啓発の内容が届くような方法というの
があるのではないかと思うのです なので ここも具体的に 徳島エコスタイル と 電。 、 「 」 「
力エコとく大作戦」と取り上げていますので、もう一回、このへんは再考したらどうか
と思い、意見させていただきたいのですけれど。

○事務局
より具体的なかたちで、地域に浸透するようなかたちでの取り組みということであろ

うと思います。そういった取り組みももちろん考えていきたいと思いますので、今ご指
摘のあった地域協議会のなかでも、そういったお話も当然出てくるだろうし、ライフス
タイルの転換という部分でより地域に浸透していくような方策みたいなものも盛り込ん
でいきます。

○委員長
こういう県民運動はたくさんやっていますよね。それで、どれだけ有効かということ

が気になってまして、だから、これは実績でされているので、それの効果がどれだけあ
るかということをできたら検証して、それでまずければ修正・見直しをして、同じ文言
でも中身を変える、あるいは県民運動を展開するときにどうしたら盛り上がるかという
ことを考えてやることが趣旨だと思うのですが、やる以上は意義のあることをやってほ
しいということです。

○委員
私は市町村会の関係で、市町村の立場から発言させて頂きます。全体的な推進戦略の

内容については、国の方向も踏まえ、現下の状況から考えて、また、徳島県の特性から
考えて非常に良いと思います。だから、これで進めてほしいと思います。特に、地域の
活性化という部分についてのひとつの柱だと思いますので、これについては、市町村と
してもそういったものを大いに進めていかなければならないと思っております。ただ、
こういった形を進めていくことについて、これを推進するのは３年間で重点というふう
に書かれていますので、これを推進していく体制とか、やった後の評価というものをき
ちんとしないと３年間はすぐにすんでしまいますので、見直し、あるいはさらに良いも

、 。のにしていく必要があるので そういった対策を十分にしていただきたいなと思います
もう一つは、市町村の役割もありますので、これについて市町村の意見もいろいろと

聞いていただいて良いものにしていただきたいと思いますので、そういったものをどう
お考えかお伺いします。

○事務局
自然エネルギーの導入ということは、急を要する話ですし、加速的に進めていくとい

うことです。この進行管理につきましては、プロジェクトの推進というところで一部書
いてますが、この推進委員会というものを中心に進捗状況の把握とか評価を実際にやっ
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ていただき、評価を頂きながら必要なところは見直しを進めていきます。
また、市町村との連携は、委員がご指摘のとおり非常に重要な部分です。やはり県だ

けではなく、市町村あるいは地域の方々も巻き込んだかたちで進めていくが必要です。
市町村の取り組みについては、各自治体とも連携を十分、市町村との連携協議会という
ものを設置しておりますので、そういった中でも十分議論し、新たなやり方とか手法な
ども共に協議しながらしっかりと進めていきます。

○委員
まず最初に一つ質問で、後、意見を述べさせていただきたいと思います。質問は、先

ほど出てきました、ライフスタイルの転換で１８ページに「あわ・なつ時間」というも
のがあるのですけれども、私は徳島県の人間ではないので、これが何なのかがわからな
いので、説明していただきたいということがあります。

それから、全体の戦略プロジェクトの中身を読んでいくと、たぶん徳島県さんが今回
しようとしていることは、自然エネルギー立県ということで、自然エネルギーの推進だ
と私は理解しているのですけれども、どうも全体のトーンとして、自然エネルギーの推
進というよりもメガソーラーの推進みたいなかたちで 「メガソーラーなどの」という、
ことで、自然エネルギーの代表としてメガソーラーをたぶん引用されているのだと思う
のだけれども、全部「メガソーラー」となっていて、私は風力発電事業者なものですか
ら、そうやってメガソーラーばかりいわれると、風力はどこにいったのだろうとなって
しまって 例えば１１ページなども メガソーラーなどの誘致 というのではなく 自、 、「 」 、「
然エネルギー施設の誘致」というふうにしていただきたいし、特に１２ページの項目の
ところで 「メガソーラーなど大規模発電の誘致の全県展開」などと書かれると、ぱっ、
と見たときに、メガソーラーを誘致するのだということになって、中身を読んでいけば
風力も書いてあるので、風力もやるのかなとなるのですけれども、こういう書き方をさ
れると、だいたい太陽光にスポットが当たると。風力発電事業者として常に自然エネル
ギーを取りあげるときにも、マスコミさんはだいたいすぐに「太陽光」とあげられるの
で、われわれ風力をしているものとしては、若干肩身の狭い思いをしている部分がある
ので 「メガソーラーの」というのではなくて、自然エネルギーを推進されるという意、

、 、 、向であるならば そういう書き方にして メガソーラーにスポットを当てるのではなく
「自然エネルギー」というかたちに変えていただきたいと思います。

それからコメントとして、１５ページの「誘致に向けた『サポート体制 」で 「 ワ』 、『
ンストップ相談窓口』の設置」ということで、これは非常に良いことだと思うのですけ
れども、このワンストップの相談窓口で相談だけではなく支援もして頂きたいというこ
とで 「 ワンストップの相談支援窓口』の設置」というふうにしていただいて、民間事、『
業者等の相談に乗るだけではなく 「民間事業者等の相談並びに許認可取得の支援にワ、
ンストップで対応します」ということで、当然メガソーラーをやるときもそうだと思い
ますし、風力発電事業をやる、そういった自然エネルギー施設を設置しなければいけな
いときには、必ず許認可というものが必要になってくると思いますので、そういった許
認可を取得するための支援まで。相談というと、ただ来ていただいて、はい、と聞いて
終わりというふうになるので、そうではなくて、もう一歩踏み込んで、そこの窓口で全
部許認可を出すわけではないとは思いますけれども、その支援ということで、もう少し
踏み込んだこともやりますよ、という記載にしていただければと思います。

○事務局
「あわ・なつ時間」についてですが、これについては、夏の電力需要がピークが１時

から２時くらいなので、その部分のピークシフトということで、徳島県庁では、通常、
Ａ勤務・Ｂ勤務というかたちで、通常であれば８時半からと９時半からという２勤体制
を、半時間ずらし、３０分ずつ前倒しして、夏の時間、８月から９月にかけて試行をし
たという状況です。そういった取り組みを、欧米諸国では完璧な「サマータイム」とい
うかたちで定着してますけれども、本県がモデルとなって、ひとつの実証実験というか
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たちでやってきたところです。できれば、こういった取り組みを、全国的にピークシフ
トという部分で、全体の発電の需要を下げるということはなかなか難しいので、そうい
ったかたちで対応したものです。

それと、メガソーラーに決してシフトした部分ではありませんので、委員が指摘のよ
うに、代表で書いてある部分でございます。ただ、指摘の点を踏まえ、記載等を変更し
ます。

あと、１５ページの「誘致に向けた『サポート体制 」ですが、まさに書いてある趣』
旨は「相談支援体制」ですので、そういった記載に変更します。

○委員
国のほうの施策も最初に見せていただいて、今、いろいろエネルギー政策の見直しも

しているところですけれども、再生可能エネルギーの促進というのは、これからもっと
重要になるということで、今年度補正予算、あるいは２４年度補正予算のなかで、補助
金あるいは税制、あるいは融資というかたちで支援していくというメニューを揃えてい

、 、 、るのですけれども やはり今回 固定価格買取制度も７月１日から始まるということで
全て網羅的に支援が受けられる状況ではないと。固定価格のなかで一定期間の買取のな
かで利潤をあげて頂くということで、その補助金制度がないような場合もあります。全
国的に見てみると、これまでの実績ではやはり、国の制度に上乗せして、例えば太陽光
発電の補助を設けるとか、融資を設けるとか、そういた地域においては、やはり導入促
進が進んでいるというような状況もございますので、この報告書のなかでも、例えばメ
ガソーラーの誘致促進のなかで、民間の資金活用ですとか、耐震化に合わせた太陽光発
電の補助金、あるいは県独自の低金利融資制度があるというようなお話も出ております
ので、ぜひそういったところをＰＲする、あるいは拡充されて導入促進に繋げていただ
けたらなと思っております。参考までに、現在、民間の融資資金などは何かメニューと
して取り組まれているような状態のものはあるのでしょうか。

○事務局
民間の資金というものは、県の持っている制度融資もありますし、例えば、日本政策

金融公庫などが持っている、エネルギー環境資金というものがあり、そういったもので
すと、１５年くらいの融資期間で、４億円くらいまでは、１．２～１．５％くらいの大

。 、 、 、変有利な制度もあります そういったものを検討しても 国の資金であるとか 民間の
ただ今言ったことも含め、積極的に自然エネルギーに興味のある民間事業者の方に関し
ては、制度の周知等を進めているところです。情報サイト等におきましても、そういっ
た活用できるような資金については、積極的に県や国・民間資金も含め、ＰＲに努めて
いきます。

○委員
自然エネルギーの導入は、以前のオイルショックのときにも非常にブームになったと

きがありまして、いろいろと取り組みがあったと思います。ところが、それ以降の石油
価格が沈静化すると、急にしぼんでしまったようなことがありました。やはり状況も違
いますし、そういう状況ですけれども、先ほどもいったようにエネルギーの地産地消と
か、徳島県では過疎化の地域の活性化という点ではこれから非常に重要と思いますし、
本格的に腰を据えてこれに取り組んで頂きたいと思っています。そして内容的には、全
体的にはこの戦略は良くできていると思います。ただ、ソーラーにしろ風力にしろ小水
力にしろ、技術を導入したときに中央からものを導入するだけでなく、徳島県にとって
それがどういうふうに活用されていくかというあたりを、できれば県内の企業がそれを
もって技術も得るし、次の発展に繋げていけるとか、その辺りのことも十分に考えて進
めていかれたらどうかなと思っております。
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○事務局長
まさに、言われたような、様々な取り組みを一過性に終わらせるのではなく、継続的

にやっていくということで、やはり今回の固定価格買取制度というものを積極的に活用
して、例えば実証実験だけでなくそれをビジネスチャンスに繋げていくとか、県内でも
太陽光発電に力を入れられている民間事業者が出てきたり、小水力で一生懸命地域で連
携しながら技術革新をされているようなところも見られます。そういった取り組みも大
切にしながら、県として、全体としての地域活性化であったり、民間の投資力の拡大で
あったりと、しっかりと繋げていきます。

○委員
同じような話になるのですけれども、自然エネルギーについては、これまでも自然エ

ネルギーが重要だということでいろいろと技術開発もされてきたとは思います。こうい
う技術開発は一長一短で革新されるものでもないし、ずっとやってきたなかで、ひとつ
は去年の大震災ということがあって、この大震災を機会に、やはり自然エネルギーだ、
という流れになって、先ほども話しにありましたけれども、やはりエネルギー政策とい
うこと自身をもっと考えていかないと、自然エネルギーに関しては重要だということが
根底にあるなかで、周りに左右されながら、こういうことがあったから自然エネルギー
だと。先ほども話しにありましたけれども、化石エネルギーの高騰などがあって自然エ
ネルギーだということではなくて、国の方策もそうですが、県としてもエネルギーをど
うしていくのかという本質的なベースをしっかりして、それに従った議論をしていかな
いと、例えばこれを３年やったあとに、いろいろな状況の変化のなかでどう変わるかと
いうことはわからないのですけれども、やはり今の時点でどう考えているのかというこ
とをしっかり持っておかないと、やることが無駄だとは言いませんけれども、やるから
にはきちんとした考え方をベースにやって頂きたいなというふうに思うのと、ここにも

、 、いろいろと施策を書かれていて 非常にもっともなことを書かれているのですけれども
いかにこれを成果のあるものにしていくかということが非常に大きな問題で、やはり皆
さん総論は賛成ですけれども、各論となったところで、でも私は、というところで、そ
こをどうやって一歩踏み出すかということを、県をあげて取り組むからには、それを成
果に結びつくような施策を打ってもらいたいなというのが一点です。前回の会議でも話
が出たのですけれども、これを３年間やるなかで、全てこの施策に対して定量的な目標

、 、というのは難しいかもしれないですけれども 何らかそういうものを持っておかないと
３年といってもすぐに経ってしまうので、今の時点で立てた目標に対して１年ごとにそ
れを見直していくほうがいいかなと思ってます。

○事務局
エネルギー政策に腰を据えてということで、国のほうでもまさに、報道でも書いてま

すが、エネルギー環境会議であるとか、エネルギー基本計画の見直しを本格的に検討し
ている真っ只中です。夏頃にはその方向性がみられるというところですが、そういった
ものも当然踏まえながら、県としてはやはり、自然エネルギー立県ということで打ち上
げて、それは本腰を入れてやっていくということなので、国の状況も当然見ていかざる
を得ないのですけれど、やはりエネルギー政策という部分、自然エネルギーの導入促進
には力を入れて今後とも進めていきます。

あと、一つの目標というようなところですが、先ほど当面の自然エネルギー立県の姿
というものを説明しました。この件に関しましては、やはり民間事業者の参入のあり方
とか、各家庭への導入の促進ということもあります。ですから、気持ちとしては、いく
つという部分に関しましては、より多くとか、できるだけ多くという気持ちで施策を進
めていきたいので、そういった趣旨を踏まえて、今後、この委員会でも検証・検討を進
めていただき、実りのある推進計画にしたいので、ご理解をお願いします。
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○委員
市町村の事情ということで、ライフスタイルの転換の「あわ・なつ時間」の話なので

すけれども、市町村はだいたい、１７時過ぎに終わるのですけれども、窓口を持ってい
ますので、なかなかそれできちんと終わるということが難しくて、現実に休日に開庁し
ているケースがあるのです。こうなってきますとやはり 「あわ・なつ時間」の３０分、
前に閉めるということはなかなか難しい事情がありますので、そこら辺があるというこ
とをご承知おき願いたいと思います。だから、仮に徳島市であれば、なかなか１６時半
に終われないということがありますので、その辺の事情があることをご理解いただけた
らと思います。

○委員
終わるのを早めるのが難しいのであれば、昼休み長くとれば良いのだと思います。例

えば２時間とってしまうとかですね。例えばスペインなどではだいたい２時間とってい
ますよね。だから、そういうかたちでやれば、始まる時間と終わる時間は一緒で、始ま
る時間を早めて終わる時間を同じにすれば、当然余分に昼休みが長くなってもそれはそ
れでかまわないのかなと。で、昼休みの時は電気を使わないということにすれば、節電
になるのかなと思いますけれど。

○事務局
「あわ・なつ時間」は、本来であれば外国のように、サマータイムなど、制度そのも

の、生活のスタイルそのままを夏には変えるということを目指していく必要があるのだ
ろうということが基本的な認識のなかにあるのです。基本的には、ライフスタイルその
ものの、役場に来られる方も、子どもを預けているなど、来られる時間に制約があるの
だろうけれども、個別のことをいっているとなかなか前に進まないということもござい
まして、本来ならば日本全体で、少なくともこの話からいえば最初は関西広域連合は全
体で、いろいろな話を、できるだけまとまりが多いほどこういうものは先に進んでいく

、 。 、のかなというふうに思うのですけれども なかなかそういうふうにいかなくて だけど
そのまま何もしないということもできなくて、ひとつの今年の徳島県としての「徳島夏
のエコスタイル」のひとつのかたちとして 「あわ・なつ時間」もやりましたし 「家族、 、
でおでかけ節電キャンペーン」というものもやりました 「家族でおでかけ節電キャン。
ペーン」というものも、要するに公共施設、県立図書館などを無料にして、大人も無料
にして、できるだけ家族で休みの日にはお昼に家にいるのではなくて、県立とか公的な
施設に家族でおでかけする。とにかくやりたいのは、ライフスタイルそのものを県民の
皆様自身にも考えていただく、市民の皆様にも考えていただく、そういうきっかけにな
ればということでやっておりますので、また今年の夏も突飛なことをやりだすかもわか
りませんが、ご理解をお願いします。

○委員
今の、ライフスタイルということは、まさにそのとおりだと思うのですけれども、省

エネという言葉は以前からずっと言われてきて、ここにきて節電という話が出てきてい
ます。このエネルギーの賦存量や利用可能量というところでも、以前もご提案したので
ご検討して頂きたいのですけれども 「Ｗｈ」と「Ｗ」が混在しています。節電という、
のはまさに「Ｗ」のところでして、電力は魔物で、発電してもすぐに使わないといけな
い。貯めるなら蓄電池なのですけれども、蓄電池も構成によっては十分な電力をその時
に引けない、充電側にまわせないということになって、結局自然エネルギーを無駄にし
ていくことにもなります。逆に、電気が欲しい夜に太陽光は発電しませんので、だから
といって夜は全部停電にするかというと、そういうライフスタイルを我々はきっと選べ
ません。節電というのは、まさに発電に合わせる試みだと思います。私は４０歳なので
すけれども、その世代で子どもの頃は停電がありましたが、最近は停電を全く経験して
いません。今の若い２０代の人は全く停電を経験していなくて、使いたいときに使える
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ということが守られてきていました。そこで、ライフスタイルの転換を、以前のちょっ
と不便なところも知っている者が、若い人に伝えていくということは、かなり難しいか
もしれないのです。でも、それを挑戦するのはスマートコミュニティだと思うので、そ
ういう意味では、小水力・太陽光・風力とあるのですけれども、売電されている事業者
さんにとってはたいへん不利益なことになるので、個々それぞれどこのサイトでどれだ
け発電したかという情報は出せないと思うのです。太陽光・風力・小水力で、見積でも
かまわないですから、いくつかのサイトをピックアップして、時間帯別の発電量の分布
というものをぜひ描いていただきたいなと感じます。地産のエネルギーがこれだけある
と。皆さんのライフスタイルの電力の需要のカーブはこうですと。この辺りは非常に地
産のエネルギーでまかなえるのだけれども、単なるピークカットではなく、どこの部分
をシフトしていくかという、そういう議論があってほしいなと感じました。夏と冬でも
変わってくると思いますので、徳島県らしさは出てくると思います。いろいろなプロジ

、 、ェクトを見ていましても まだそこまでやったところはなかなかないような気がします
徳島県のオリジナリティーになるのではないかなと感じます。あとその時に、従来、化
石燃料をベースにした、電気自動車がやっているような電源の形態では、Ｎ-１基準と
いうことで、一つの設備が壊れても、完全に需要者の要求を満たす基準で設計されてい
ますが、そういう意味でも、太陽光だとそれに相当するのは出力変動分を見込みで計算
するということになるかと思います。自然エネルギーの変動も考慮しながら、おそらく
徳島県産の電気エネルギーがどれだけあるかというのは、プロットすることに大きな意
味があるか思いますので、ぜひご検討いただければと思います。

○委員長
かなり技術的なこともありますが、ここまでできると実際に役立つという。エネルギ

ーを供給する方もそうですし、使う方もそういう情報があれば非常に効率的でうまく使
えるかなという気がします。大変ですけれども、またご検討お願いします。

○委員
自然エネルギーということで、どうしても電力系のエネルギーのイメージが強いかと

思うのですけれども、案外使われていないのが熱エネルギーなのです。これも進めてい
こうと思っているのですけれども、どうしても太陽光発電のイメージが強くて導入が進
んでいないということがございますので、たぶん想定はされているのだと思うのですけ
れども、ぜひ具体的に実行されるなかで、熱エネルギーの有効活用も含めて、促進して
いただければと思います。

○委員
徳島県で自然エネルギーを推進するときに、何かが残ったらいいのではないかという

ことなのですけれども、徳島県も森林地帯が結構多いし、林業があるので、私どもが太
陽光発電を進めるときに、メーカーさんに、パネルではなくてパネルの架台を木で作っ
てくれといったら、そんなことはできませんというので、それを木でやればということ
で。それはたぶん技術的に誰もやっていないので、例えば県のほうから、そういった木
で作る架台を研究開発としてやって、技術ができれば徳島県から「木でできる太陽光パ
ネルの架台」だとか、そういったものができるのではないかと思いますし、それは徳島
県のなかに産業として根付いていくということがあると思うので、たぶん新しいことを
やるということはお金がかかるので、皆さんメーカーさんとかはやって頂けないのです

、 「 」 、「 、 」けれども 私が 木でやって と言うと それはできませんと 今はありませんから
、 。と一蹴されてしまったので そういうものをぜひやっていただきたいと思っております

○委員長
、 。 、 、これは ひとつのアイディアですね ぜひ 徳島県の特徴を活かした事業展開という

そういう流れのなかでお願いしたいと思います。ありがとうございました。いかがでし
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ょうか。だいたい、よろしいでしょうか。全体を通してもしありましたら、お願いしま
す。

○ 委員
小水力発電に携わっていまして、いちばん後ろに、６箇所の候補地というものがあ

がってきているのですけれども、いろいろなところで取り組んで、それぞれに意味の
ある、農業用水路とかいうものも、具体性が出てくれば候補地がたくさんでてきて、
非常に役立つとは思うのです。ただ、そこで取り組みやすいのは、小水力といえども
落差が大きくて流量が多いところから取り組みやすいし、いずれ、放流設備とか、例
えば取水設備とか、沈砂地とか、配管とか、そういう設備があるところだと取り組み

。 、やすいということがあると思うのです やりやすいところから取り組んでいただいて
ぜひ具体的に進めていただいたらいいのかなと。特に農業用水路の場合は、本当は良
いのですけれども、用水の流れからだけだとエネルギーが取り出しにくいので、農業
用水路にある落差法という、途中に落差をつけて流れを緩やかにするところもたくさ
んあるので、これも利用して、エネルギーを取り出す方法で、ちょっと具体的すぎる
話ですが。

○委員長
現場もいろいろと頭に置きながら施策を展開しないといけないところだと思いますの

で、よろしくお願いします。はい、その他、いかがでしょうか。
それでは、本当に今日は、ご質問含めてたくさんの貴重なご意見をいただきました。

全体をとおしてエネルギー政策の根本に関わるところから具体的な話までしていただき
ました。特に、私の感じたところを２、３申し上げますと、エネルギー政策についても
ういちど腰を据えて考えないといけないのではないかと。特にこれは日本全体の話です
が、東日本大震災というものを大きなきっかけとして、こういうものが高まっています
が、再生可能エネルギーですよね。ヨーロッパの先進国などをみますと、もちろん大震
災などはないのですが、そういう方向に向かっていると。化石燃料を使わないエネルギ
ー。原発に対するリスクなどがあると思うのですが。日本は今までのエネルギー政策の
転換を図るということでこういうことをやっていますが、やはり今回、そういうきっか
けでエネルギー政策が変わったような気がしますが、もう一度しっかりと考える必要が
あると、そういう意見は私にとって新鮮な意見でありました。

それから、ライフスタイルの転換ということでだいぶ意見をいただきましたが、今回
の自然エネルギーを進めていくという、そういう意味からすると本流ではなくて付加的
な話だと思いますが、私はこれが大事だと思っていまして、そういうプロジェクトを推
進するための潤滑油といいますか、こういう施策をうまく進めるためには人々の気持ち
というか、そういうものも大事だと思いますので、ぜひこれも大事にしたいと思ってい
ます。

それから、前向きな話で、推進方策とか事業についてのお話もたくさんいただきまし
た。これは今後の参考にしていただきたいのですが、特に、３年間の推進期間でやって
いくということで、目標値を決めるのは難しいところでありますが、またこれも検討し
ていただき、できるだけ多くという、そういう方向性でもいいかなと、最低見直すとい
いますか、それはしていただいて、良い方向に進んでいったらというふうに感じていま
す。

、 、 。あと この会議は今日２回目でありまして ３回目が来月の後半に予定されています
今回の資料は、事務局から説明がありましたように、施策の項目ですね。これはどちら
かというと、施策の課題というか政策課題というかたちで、ずっと項目をたくさんあげ
ていただいて、これに対して実際に事業が入ってきてプロジェクトが進むということに
なり、２４年度の予算が入るわけですが、それについてはまだ決まっていませんので、
次回までにはそれが決まるということなので、それを反映した計画書を出していただく
ということと、それから、今日たくさん頂いた意見を反映したものにしていただくとい
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うことを宿題としまして、あと、これに係る検討は、ワーキングチームで作業を進めて
いくということで、皆さんいかがでしょうか。

また３回目でご意見をいただいいて、まとめということにしたいと思います。それで
は、今申し上げましたように進めていきたいと思います。最後になりましたが、３月の
この推進戦略の策定に向けてのスケジュールについてのご説明をお願いしたいと思いま
す。

（スケジュール説明）○事務局
・本日の委員の意見等を踏まえるとともに 「全体素案」に平成２４年度予算事業を、
反映させ 「推進戦略（案 」を作成、 ）

・県議会やパブリックコメントのご意見等を踏まえて「推進戦略（最終案 」を作成）
・３月の第３回委員会で、その内容について審議いただき 「推進戦略」として取り、
まとめる

・３月の第３回委員会は３月２２日を予定

○委員長
ただ今のスケジュールについてご質問等ございますか。それでは、そういうことで進

めていきたいと思います。それでは、会の運営等も含めてご意見ございましたらお願い
したいと思います。

事務局のほうも何かございませんか。それでは、これをもちまして、議事の部分を終
了ということにさせていただきます。

（閉会のあいさつ）○環境総局長

以上


