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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１回委員会 会議録

１ 日 時
平成２３年１１月１５日（火）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１０名出席

近藤光男委員長、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、佐藤幸好委員、見村隆正委員、岩﨑委員、
西浦康二代理（森委員の代理）

＜事務局＞
飯泉知事、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 知事あいさつ
３ 議事
（１）自然エネルギーを取り巻く状況について
（２）自然エネルギーの分布について
（３）メガソーラー等の候補地について
（４）推進戦略について
３ 閉会

（配布資料）
資料１ 自然エネルギーを取り巻く状況
資料２ 自然エネルギーの分布
資料３ メガソーラー等候補地一覧
資料４ 「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」の策定について（案）
資料 自然エネルギー立県とくしま推進委員会設置要綱
資料 自然エネルギー立県とくしま推進委員会名簿
資料 自然エネルギー立県とくしま推進委員会ワーキングチーム名簿
資料 配席図

（議事内容）

（あいさつ）○飯泉知事

本日は、第１回となります自然エネルギー立県とくしま推進委員会を催したところ、
委員長にご就任をいただいた近藤先生をはじめ、委員の皆様方には、委員のご就任に
ご快諾をいただき誠にありがとうございます。また、大変お忙しい中、御出席いただ
きましたことに御礼申し上げます。どうもありがとうございます。

さて、東日本大震災の発災によりまして、日本におきましては、電力、またエネルギ
ーは無尽蔵にある、こうしたライフスタイルを大きく転換をせざるを得なくなる、余儀
なくされているところであります。そうなってまいりますと、従来からは、２１世紀は
環境の世紀ということで、地球温暖化対策に正面から取り組む必要があると言われてき
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たところでありますが、一時期、色々な形での経済的な不況といった観点で、これが忘
れ去られたような感があったところであります。

徳島県におきましては、全国に先駆ける形で、特に中四国としては、初めてでありま
すが、平成２０年の１０月に、この地球温暖化対策に正面から取り組む「徳島県地球温
暖化対策推進条例」をスタートさせたところでありました。例えば、今、大きな話題と
なっておりますメガソーラー、これを是非、国を挙げて（導入を）行うべきだ、実証実
験の場は徳島でどうだろうかと、国に対して提言をするとともに、このメガソーラー事
業を軌道に乗せるために絶対に必要となるもの、これは電力の固定価格買取り、しかも
一定期間といったことで、こうした法律をいち早く作るべきである、これを実は、提言

。 、 、 、をさせてきていただいたところであります そして くしくも この度の東日本大震災
これを前後する形で国におきましては、この電力の固定価格買取制度、これをしっかり
と導入する、この制度が実は、作られたところであります。ただ、その制度の中身につ
きましては、これをどういった価格で買い取るのか、多くの点が実は政令事項に落とさ
れているところであり、こうしたことから、まだまだ我々としては、本格的に、自然エ
ネルギー、再生可能エネルギーといったものが、軌道に乗るかどうか、十分な確証がも
てないところであります。

しかし、我々が長らく提言をしてきた法律がスタートを切ることとなりましたので、
徳島としてはやはり、全国をリードする形で、メガソーラーをはじめとして、風力、小
水力、バイオマス、こうした再生可能エネルギー、自然エネルギーの実証実験の場とし

、 。て またこれを本格的に導入する地域として名乗りを上げていきたいと考えております
そこで県内において、県庁では「戦略的調整会議」において、また、県と市町村とで連
携をする協議会において、公の部分、また民間の部分でその候補地を選定をさせていた
だいておりました。今日の委員会の場で、その候補地について提示をさせていただくと
ともに、大いに各方面にＰＲしていこうと、そして自然エネルギー、再生可能エネルギ
ーに参画をしていこうという多くの企業の皆さまに、その展開をする場として、徳島を
是非考えていただこうと、こうした活動を強力に進めて参りたいと考えております。こ
の委員会につきましては、そうした点についての戦略を、しっかりと練っていただくと
いう意図をもってスタートをしていただくということでございます。近藤委員長さんを
はじめ、各委員の皆さまにおかれましては、今の日本のおかれた状況、また徳島の戦略
に是非ご理解を賜りまして、大所高所から、この自然エネルギー、再生可能エネルギー
といったもの、その宝庫が徳島である、そういった意味での「自然エネルギー立県とく
しま」をしっかりと推進していく戦略の取りまとめをよろしくお願い申し上げたいと思
います。

結びとなりますが、近藤委員長さんをはじめ、委員の皆様方におかれましては、是非
日本の中で、自然エネルギー、再生可能エネルギーといえば徳島と、このようにいわれ
る戦略の取りまとめをどうぞよろしくお願いを申し上げまして、冒頭にあたりましての
ご挨拶とさせていただきます。皆様方、どうぞよろしくお願いをいたします。

（配布資料の確認、委員会組織の説明等）○事務局

（議事）○委員長
只今、ご紹介いただきました近藤でございます。誠に僭越ではございますが、要綱に

基づきまして、今回の委員長を務めさせていただきます。
知事のご挨拶にもありましたように、東日本大震災を契機といたしまして、太陽光、

風力、小水力など自然エネルギーを使った、エネルギー供給への期待が高まっておりま
す。国におきましても、今年の８月に「再生可能エネルギー特別措置法」が成立しまし
て、自然エネルギーの導入・促進に向けた動きが本格化しております。このような状況
を踏まえまして、自然エネルギーの普及・拡大に向けての戦略の検討を行うというのが
本会の目的であります。この委員会は、今回を含めて３回程度の開催を予定しており、
ワーキングチームを活用しながら、来年３月を目標に「推進戦略」という形で取りまと
めていきたいと思います。委員の皆様、ワーキングチームの皆様には、この委員会の目
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的をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。
それでは議事に入ります。本日は第１回目ということで、自然エネルギーを取り巻く

状況や、県の候補地調査の概要などを把握するとともに 、推進戦略の方向性について、
。 、 （ ）検討をして参りたいと考えておりますのでよろしくお願いします はじめに 議事 １

「 」、 （ ） 「 」、 （ ）の 自然エネルギーを取り巻く状況 議事 ２ の 自然エネルギーの分布 議事 ３
の「メガソーラー等の候補地」については、関連がありますので、事務局より一括して
説明をお願いいたします。

（議事（１ （２ （３）について説明）○事務局 ）、 ）、

○委員長
議事（１）から（３）について、事務局より説明をいただきました。ご質問等ござい

ますか。なければ、議事（４）について事務局から説明を聞いた後に一括してお受けし
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、議事（４）の「推進戦略に
ついて」事務局より説明をお願いします。

（議事（４）について説明）○事務局

（質疑）○委員長
議事の４件について、事務局より説明いただきました。それでは、委員の皆さまから

ご質問・ご意見等をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○委員
徳島県は推進戦略を策定するに当たり、自然エネルギーの導入目標量はありますか。

○事務局
現在、自然エネルギーの導入目標量としてのパーセンテージはございませんが、本年

「 」 。 、の８月に 徳島県地球温暖化対策推進計画 というものを策定しております その中で
東日本大震災を踏まえて 「重点プログラム」というものを掲げております。このプロ、
グラムの中で、例えば家庭における太陽光発電の導入促進ということで、今後４年間の
行動計画として、平成２６年度までに１３，０００台導入すること、メガソーラーを平
成２６年度までに導入を果たすこと、風力発電については、現在大河原ウインドファー
ムに１５基ございますけど、平成２６年度までに２０基に増やすこと、小水力発電につ
きましても、平成２６年度までに導入を果たすことなど、このように設置・導入につい
ての目標を掲げております。ただ、エネルギー別に導入目標というのは、国のエネルギ
ー基本計画などの見直しもございますので、そういった動向も見極めながら、検討して
いきたいと考えております。

○委員
議事（２）の「自然エネルギーの分布」に関して、賦存量に対して利用可能量が少な

いですね。この少ない理由については、規制の係る自然公園、保安林、地滑り防止区域
を除外しているとの説明を事務局からしていただきましたが、自然エネルギーを導入し
ようと思えば、自然公園や、保安林といった地域にも、自然エネルギーの導入に向けて
取り組まないと、自然エネルギーの導入量は劇的には増えないと思います。それが出来

。 、 、 、るのは県の行政機関であります 県の方では林野行政をやってますし 自然公園 環境
。 、 、またエネルギー関係も管轄しています 横串がなく縦割りでやっているから 他部門の

例えば、林業は手をつけてはいけないだろう、自然公園には手をつけてはいけないだろ
うというような状況でエネルギー計画を策定すると、どうしてもこのように利用可能量
が少ない形となってしまいます。

本当に自然エネルギーを増やしていきたいというのであれば、風力発電を設置するた
めに、保安林を解除してはだめなのか、自然公園の中に風力発電を作ることはだめなの
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か、そういったことを県庁の中で、横串で話をしていかないと、多分自然エネルギーの
導入は、大きく増えていかないと思います。

「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策定されるのであれば、そういった横の
連携も取りながら、導入目標量を決めて、例えば風力２０機というふうに目標を掲げて
おられますけれども、２０機どこに設置されるんですか、神山町に設置したくても神山
町は保安林になっている、これは解除していただけるんですか、というようなことをや
らないと進んでいかないと思います。その辺をどのような形でやっていくかということ
について、ご検討いただければと思います。

○事務局
今回説明させていただいた賦存量調査は、昨年度の調査結果でございます。つまり、

、 、 、東日本大震災以降の 自然エネルギーをめぐる大きな変動要因 状況変化というものが
十分に反映されていないデータであると思っております。 委員言われましたように、
自然エネルギーに大きく転換をしていくこと、まさに国策として、また県としてもこれ
を増やしていくのであれば、思い切った、そして従来の考え方とは違う、例えば規制緩
和であったり、そういうことは当然やっていかなければならないわけで、これが国とし
て出来る対応なのか、県として出来る対応なのか、これは当然に検討していかなければ
ならないことであります。

このため、この６月に、県庁内の組織として「戦略的調整会議」を立ち上げ、本日の
委員会にも事務局として、環境分野をはじめ、産業分野、林野分野など関係機関の職員
も参加しておりますが、このような関係機関と連携を取りながら、自然エネルギーの導
入に向けて、県として何が出来るのか、一方、法律的な要件につきましては、国にも要
請をしていかなければなりません。現在、国においても、規制緩和について相当な議論
がすすめられておりますので、これと並行的に、戦略を立てていくこととなろうと思い
ます。従いまして、ご指摘の内容については、これまでも十分進めておりますし、これ
からも、国の動向を見極めながら対応して参りたいと考えております。

エネルギー政策、例えば原子力政策はどうするのか、自然エネルギーはどうするのか
といった全体に係るものは国の管轄でございます。国も２０２０年の前半に自然エネル
ギーの全体に占める割合を２０％程度まで上げていこうというような大きな目標を立て
ているようでございます。現時点においては、これを進めていくためのエネルギー基本
計画であるとか、エネルギー・環境会議の中で、国を挙げて議論がなされているとこと
でございます。現時点では、そういったものを見極めながら、県として出来るものから
やっていくということでございます。県だけでエネルギーの導入目標値を掲げてやると
いうのは、今の状況では難しいのではないかと考えております。

○委員
適地の説明がなされました また 推進戦略の構成素案の戦略プロジェクトには 災。 、 、「

害に強いまちづくりプロジェクト」が掲げられております。徳島県におきましては、南
。 、 、海・東南海地震の災害について想定されていると思います 適地の情報として 例えば

太陽光の適地については、沿岸部の低地に多いと感じたので、例えば標高といったデー
タを加えるといったことも大切と考えます。また、津波災害時に耐えうる地域なのかど

、 。うかというような観点も加味して 適地の選定というのは考えておくべきだと感じます
それと太陽光については、日射量というデータと、日照時間というデータが紹介され

ておりますが、評価の観点からは、太陽光線の強さによって発電量は変わってきますの
、 。 。で 日射量を使った方がいいと考えます 情報は日射量で統一した方がよいと思います

○事務局
今回の候補地に入れている場所は、県としても津波の心配を全く考えていないわけで

はございません。ただ、我々が出す候補地については、民間の企業・電気事業者の方々
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がそこを適地と考えるかどうか、ということでございまして、要するに１５年、２０年
の長期間にわたるような事業でございますので、津波災害のリスクを、ここで事業展開
をされようとしている企業がそのリスクをどう考えるか、という部分もあるんだろうと
と思います。リスク管理が保険ということになります。このように、津波のリスクにつ
きましては、そこで事業展開をされようとする企業が判断されるべき部分もあると考え
ております。 なお、標高についての記載は、検討させていただきます。

○委員
私たち委員は、このような委員会に入っておりますので、再生可能エネルギーの導入

は、これから進めていかなければならないということがよくわかります。一方、一般の
方にとっても、これからは家庭の中でも自分の家の電力が選択出来るようになってくる
と思いますので、一般の方がこれに対応していくためには、まだまだ情報が不十分と思
います。

そこで、今回このような戦略を立てるに当たっては、一般の人にも広く、徳島県が再
生可能エネルギーにどれだけ適した地域なのか、どの種類の再生可能エネルギーが、地
域や自分たちにとって適しているエネルギーなのか、これがわかるよう情報発信をどし
どしやってもらいたい。そうしないとなかなか自分のこととして捉えることができない
と思います。

それと、再生可能エネルギーの分布を見てみると、候補地は県内中央部に集中してい
るように感じますが、発電所立地の時には、再生可能エネルギーを県内全域に跨って広
く分散させることができるように、候補地も分散しておけばよいと考えます。

○事務局
「自然エネルギー立県とくしま」ということを申し上げておりますけれども、徳島県

には、自然エネルギーはどういうものがあるのか、県民の皆さま、企業の皆さまにお示
しするものが今、基本的にございません。この推進戦略を策定しようとした１つの理由
として、徳島県にどのような自然エネルギー資源があって、徳島県がこの資源をどのよ

、 、うに活用していこうとしているのか それを戦略という形で取りまとめることによって
これを県民や企業の皆さまに、ＰＲのツールとして活用させていただくということもご
ざいまして、戦略を策定することとしたわけでございます。

委員のご意見にもありましたとおり、県民の皆さまに向けましては、この推進戦略を
立てることによって、しっかりとＰＲをさせていただきたいと思っております。

また、エネルギーの分散化のご意見につきましては、今大きなテーマとして、エネル
ギーの地産地消ということがございます。今回の東日本大震災の教訓として、集中的に
熱源を持ってても、そこの１つが途絶えると全体に大きく影響をしてしまうということ
であります。自然エネルギーが持つメリットは、エネルギーの地産地消が非常にやりや
すい部分があると考えております。このように県としても 「エネルギーの地産地消」、
というものを１つの柱として考えておりますので、只今の委員のご意見についても検討
して参りたいと思います。

○委員
エネルギーの地産地消は大切な問題と思いますが、建築分野の立場からいいますと、

根本的にこれから考えなければいけない問題は、大きなエネルギーを創っていくという
問題ばかりではなく、省エネであるとか、あくまで自分たちの生活を工夫していきなが
ら、省エネや温暖化対策をどのように進めていくかというのが、一方で大変重要な問題
であります。エネルギーの地産地消としてエネルギーを自分たちで創り上げていかなか
ればならない、自分たちで使うものは自分たちで創るということは重要ですが、しかし
こればかりを強調しすぎると、片方で本当に考えなければいけない問題が抜け落ちてし
まう懸念があります。従って、エネルギーの地産地消というものと、自分たちの生活を
工夫しながら省エネ等を考えるということ、これを両輪としてやっていくということが
今回の戦略のＰＲとしては重要なことと考えます。
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○事務局
「 」 、県として 地球温暖化対策推進計画 を８月に策定したところでございますけれとも

今後、この計画を推進していくために、３つの大きな柱を立てております。１つは「省
エネ」ということで、ライフスタイルそのものを転換していくということ、それと「創
エネ」ということで、活用できるものであれば、火力とかそういうものに頼らずに、地
球に優しいエネルギーである自然エネルギーに転換をしていこうと、それとこれらの取
り組みを県民の皆さんに実感をしていただくことが非常に重要だということで 「見え、
る化」という取り組みを推進することとしています。

８月に「地球温暖化対策推進計画」を策定した時から 「省エネ 「創エネ 「見え、 」、 」、
る化」ということを県としてしっかりと取り組んでいくこととしております。このよう
な考え方を前提とする中で、今回、この「創エネ」の部分に力点を置いた戦略にはなる
わけでございますけれども 考え方としては この３つの柱の 省エネ 創エネ 見、 、 「 」、「 」、「
える化」については、どのような場面であっても、しっかりやっていかなければならな
いと認識して、取り組んでおりますのでご理解願いたいと思います。

○委員
バイオマスは基本的に熱供給として考えられているのですか。

○事務局
県としてはバイオマスは熱利用をメインで考えているということでございます。

○委員
エネルギーの「見える化」との観点から、時々刻々とエネルギーの状況が見えること

が必要であると考えます。例えば太陽光であれば、県庁１階に発電量の表示版がありま
す。

ある程度の正確性を欠いてしまうのはやむを得ないのですが、太陽光、風力、小水力
とを組み合わせて、県内で発電できる自然エネルギーが、１時間毎にどのような分布に
なっているのか、県内で作り上げた電気エネルギーのカーブ（状況）はこのような状況
になっていますという情報を県民の方にお見せすることができれば、例えばご飯を炊く
のを早めにしようとか、つまりライフスタイルの中で、電気を使う時間をずらすといっ
た可能性も出てくると思います。太陽光で電気を幾ら創りましたと聞いても、具体的に
は、何時に何をすれば自分は、自然エネルギーをどれだけ使ったことになるのかといっ
たことが一般の方には見えないと思います。従って、可能ならば、小水力、風力太陽光
の発電施設に発電量の計測ができる設備を備えて、合算し、見込みとして県内における
発電状況として１日のカーブを描けるように出来れば非常におもしろいと考えます。

○委員長
発電施設毎に計測装置を付け、これを県全体として集約し、１時間毎に発電量を示し

ていくことは、現在において技術的に可能なのでしょうか。

○委員
可能だと思います。

○委員
これからの徳島県は、地域の集落の中での経済行為というものをどのように創出して

いくかということが非常に大きな課題だと思います。集落再生という観点から、徳島は
全国からみても非常に厳しい状況にあると考えております。そういったときに、この自
然エネルギーという大きな道具を使いながら、特に小水力といったものは、身近な部分
として、地域が一番掌握しております。集落の中で管理もしておりますし、様々な問題
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も解決してきたということでありますので、一歩踏み込んだプロジェクトとして、例え
ば、県出身者のＵターンや、県外の企業家など、技術・ノウハウを持った人たちが集落
に入って、アドバイスをする、あるいは地域の人たちと一緒になって、コミュニティビ
ジネスをはじめるといったような、仕組みづくりを検討していけば、集落再生の観点か
らもおもしろいのではないかと思います。徳島発の取り組みとして提起もできると思い
ます。

○事務局
推進戦略の構成素案にある戦略プロジェクトに挙げております「地域活性化プロジェ

クト」でございますけれども、自然エネルギーの活用について、事業としてやるのか、
地域の取り組みとして自然エネルギーの町づくりをやっていくのか、このように自然エ
ネルギーの活用の仕方については、様々ありますし、また、地域地域それぞれに適した
自然エネルギーというものもあると思います 「自然エネルギー立県とくしま」が描く。
イメージとしては、徳島は地域地域で、その地域に合ったような形の自然エネルギーの
活用方法が取られた町づくり、地域づくりがなされているというような様を「自然エネ
ルギー立県とくしま」のイメージとして描いております。メガソーラーに代表されるよ
うな企業を誘致して大きな電力を創っていこうとする部分と、この自然エネルギーをい
かにして地域づくりに活かしていくかという部分、これが非常に重要な観点だと思って
おります。

去る８月に、この自然エネルギーについて、市町村と県との連絡会議を設置させてい
ただいております。この連絡会議は、各地にある候補地の調査のお願いと、この自然エ
ネルギーを地域づくりとしてどのように活用していただけるのか、これを各市町村の方
で考えていただくということも含め、この８月に設置させていただいたものでございま
す。引き続きこの連絡会議は開催して参ります。

それと集落再生プロジェクトについては、環境総局が属しております県民環境部の地
域振興総局の方で取り組んでいる事業でもございますので、この地域振興総局にも、こ
のようなご提言があったことをお伝えもしながら、出来れば足並みをそろえながら、委
員のご提言の方向に行ければと思っております。

○委員
企業側の立場から、意見を申し上げます。戦略プロジェクトに誘致プロジェクトとい

うものが示されております。先ほど立地を決めるに当たってのリスクについて議論があ
りましたけれども、いい面だけでなく、つまり、地盤が弱い、地盤沈下や液状化、渇水
などの負の部分も、誘致戦略にはきちんと加えて情報を開示するというような姿勢が必
要ではないかと思っております。

○事務局
候補地につきましては、民間企業はある程度活発に動かれておりまして、企業の

方から視察に来られているという部分もございます。もちろん全量固定価格買取制
度も制度設計がまだ出来ておりませんので、立地のゴーサインということではない
んでしょうけれども、民間企業というのはやはり、そのような候補地があれば、一
応来て、自分の目で見て、調査もしていくと。

ただ、我々も、委員からご指摘がありましたように、例えばここは地盤が緩いで
すよとか、標高は低いですよとか、このような基本的な情報については、出来るだ
け開示をしていきたいと思っております。本日候補地一覧として案をお示しし、明
日からＨＰに掲載することとしておりますけれども、随時、箇所、条件、表示の仕
方について改良を加えていきたいと考えておりますので、委員のご指摘も踏まえま
して、この点、検討して参りたいと考えております。

○委員
自然エネルギーを導入することについては、否定するものではないし、今の原子力や
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化石燃料を減らしていくということも含めて、この方向についても誰も否定するもので
はないと思います。

そして、誰も自然エネルギーを使いたいとの思いはあると思うのですか、結局は今の
電気料金と比較して、経済性のところで採算が合わないから、普及出来ないということ
だと思います。

今回「再生可能エネルギー特別措置法」が成立しましたが、電力の固定買取制度の買
取金額が幾らになるのかがまだ決まっておりません。今後、この金額の内容によって普
及の進捗も変わってくると思います。このように経済性の観点から自然エネルギーの導
入に踏み込んでいけないという現状があると思います。

エネルギー政策は国の管轄であり、県もこれに従うということになると思いますが、
、 、 、国の政策にプラスして 徳島県として 自然エネルギーの誘致に向けて補助を出すとか

そういうような経済面での対策を県としては考えられているのでしょうか。

○事務局
エネルギー政策を転換していくことについては、国が予算のあり方、つまりどこに予

算を投資していくかということについて踏み込んで、予算措置とセットでエネルギー政
策の転換というのが語られていかなければならないと思います。端的に言えば、今回の
全量固定価格買取制度というのは、自然エネルギーの部分については、サーチャージと
いうことで利用者負担ということでございます。全額サーチャージに移行すれば全額利
用者負担となります。こうなれば高い電力を買わされることになりますし、企業活動か
らすれば、日本から海外への工場を移すという、そういう契機にもなりかねない話でも
ございます。

、 、本当にエネルギー政策を転換するのであれば 全量固定価格買取制度ではありますが
初期投資の一部を国が支援をし、残った部分について、サーチャージに転換をすると、
例えばそういう考え方もあっただろうと思うんですが、そういう支援策について、今の
ところは、今回の法律なり、来年度の経済産業省や環境省の概算要求についてみても、
措置はなされていないのではないかと思います。こうなりますと、利用者についての支
援という形では、なかなか県としては踏み込んでいけないのかなと思っております。

また、この自然エネルギーの誘致に向けて、県としてどのような支援を考えているの
かにつきましては、基本的には国の方でどのような支援制度があるのか、詳しく見てい
かなければならないという部分もありますが、一方で県は企業誘致を行う場合の支援制
度を持っております。この支援制度がなぜあるかといえば、企業を誘致して、地域間競
争に勝って、企業を誘致することで雇用が生まれて法人税、事業税、固定資産税などの
税収入の増収につながる。このために県は支援制度を持っているわけでございます。

メガソーラー向けの事業については、現在、そういう制度がありませんので、企業誘
致と同じような感覚で、このメガソーラー事業についても支援をしていくということが
出来れば我々、環境総局としても、自然エネルギーをどんどん増やしていこうとする部

、 、 、門でございますので 当然そういうような方向があれば １番いいと思っておりますし
また、このような支援制度の有無については、企業サイドの立地の最終判断の条件にな
ることが想定されると考えます。支援制度は、当然予算を伴いますので、我々はそうい
うものも要求していきたいと思いますが、一方、県財政は非常に厳しいという面もござ
います。しかし、このように誘致に向けての支援は必要であるという意見が出てくるこ
とは非常にありがたいことだと思っております。

○委員
エネルギー政策の大きな流れとして、これまでの固定価格買取制度に入る前までは、

家庭用太陽光を除いて、新エネルギーの初期投資に対する助成というのは、昨年度まで
継続事業ということで、実質、新規のものについいては、支援制度はないという状況に
なっております。そこについては、今度の固定価格買取制度を入れて、投資回収が出来
るような制度設計をしていくというような方針の下に進めてきているという状況です。
これにプラス補助金があれば、投資回収の年数が短くなるということは十分理解できる
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と思います。ですから、高く買えば、また長期間買えば、投資回収が早く出来るのは当
然ですが、そうなると一方で電気を使う人が等しく負担をするということでございます
ので、そこのバランスを取りながら、おいしすぎないけれども、全然商売にならないと
いうものでなないというレベルを、第三者委員会で、期間と金額を決めていこうという
状況です。

なお、現在のところ、太陽光でいえば、全国的に見て、導入率が高い地域は自治体独
自の補助制度を持っている東海地方や九州であります。

○委員長
本日出席された委員全員からそれぞれご意見等をいただきました。
本委員会は「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策定していくということが１

つの目的でございます。これがゴールではなくで、ここで決めたことが顕在化するとい
うことが重要でございますので、これから戦略を検討していく上で、本日、委員からた
くさんのご意見をいただきましたが、特に戦略プロジェクトについては、県の力だけで
は実現は困難であると考えております。発電所誘致にしても、企業に来てもらわないと
いけないし、普及促進についても家庭や事業に取り組んでもらわないといけないという
ものであります。

従って、いかにして企業や事業所、県民の皆様に、自然エネルギーを導入していくこ
との必要性を十分伝え、説得力のある戦略を策定することが重要であります。社会にと
っても重要であり、また自分自身にとってもとてもよいことであるということが、わか
りやすく、そしてやさしく説明された戦略が策定出来ればいいなと考えております。

本日の委員会により委員の皆さまからいただいたご意見を反映させながら、策定に向
け進めていきたいと思います。

ここで、資料４の「推進戦略について」確認をさせていただきたいと思います。推進
戦略を策定していくに当たりましては「構成素案」のとおり、４部構成で、進めていく
ということでよろしいでしょうか。

（委員、異議なし）

それでは、特に異議はないようでございますので、この「構成素案」に基づき、策定
を進めていきたいと思います。

なお、策定の事務作業はワーキングチームにて、事務局とも相談をしながら進めてい
ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

なお、次回の委員会は、来年１月を目途に開催を予定させていただき、内容について
は 「推進戦略の全体素案」や「戦略プロジェクト」について、具体の検討に入ってい、
きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上で、議事が終わりましたので、事務局に司会を移したいと思います。
皆さんどうもご協力ありがとうございました。

（閉会のあいさつ）○環境総局長
以上


