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①  自然エネルギーを取り巻く状況 

 

国の総発電量９５５１億kWh(H２１実績) 

災害に強い自然エネルギーへの期待が高まる！ 
 

太陽光・風力・小水力などを基幹エネルギーに！ 
 

徳島県の状況（推計） 
●総電力使用量 
   約７４億５０００万kWh 

●自然エネルギーによる発電量 
   ２億６５００ 万kWh 
     太陽光       ３１８７万kWh 
     風力         ４４００万kWh 
     小水力 １億９０００万kWh 

発電電力比率 

原子力
29%

天然ガス
29%

石炭
25%

水力
8%

石油

8%

太陽光・小水力など１％ 

本県は太陽光、小水力などで約３．６％ 
（水力発電全体を含めると約１１．４％） 

減災と安定供給の観点から「エネルギーの地産地消」を推進！ 

 

東日本大震災 
３．１１ 

 

震災後 
原子力発電の割合
が低下 



徳島県の日照時間等 
年間日照時間（1971～2000年の平均値） 

１．年間日照時間（２００８年・気象統計情報） 

  全国第５位      ２，１４１．１時間 
２．太陽光発電・平均発電量／キロワット（１９９５年～２００５年 高松地方気象台） 
  全国第７位      １，０５２．２６ｋWｈ／ｋＷ 

② 徳島県のポテンシャル 

○日照時間が長く、天候が良い 
○小さい急流の河川が多い 
○森林面積は県土の７５％ 



  
 

バイオマス：上勝町 
月ヶ谷温泉月の宿で木質チップボイラー 
200ｋW、500ｋW各1基で温泉加温と給湯 

小水力：三好市 
H22実証試験で市民参加による 

小水力発電用水車を作製 

太陽光：県本庁舎 
駐輪場に太陽光発電パネルとリチウムイオン 
電池を設置し、LED街路灯などに利用 

      自然エネルギーの宝庫 
      利用可能量は県内電力使用量の約３０％！ 

 

      自然エネルギーの宝庫 
      利用可能量は県内電力使用量の約３０％！ 

 

③ 自然エネルギーへの取組 

風力：大川原ウインドファーム 
総出力19,500kWで四国最大規模の 

風力発電施設 

計 

833,204  51,496  16,728  613,665  151,315  
年間CO2削減量 

(t-CO2/年） 

2,047.2  126.5  41.1  1,507.8  371.8  利用可能量 

5,350,465  349  3,226  173,919  5,172,971  賦存量 

計 
バイオマス  

(百万kWh/年) 

小水力 
(百万kWh/年) 

風力 

 (百万kWh/年) 
太陽光 

(百万kWh/年)   



②「創エネ」モデル 

県庁舎主電源へ直接供給 

６４枚のパネル 

啓発用モニター 

③「省エネ」モデル 

 県民ホール 

 議会棟 

街路灯 

１２枚のパネル 

３０基の街路灯 
 
 

４基のリチウムイオン電池 

①「創エネ＋蓄エネ＋省エネ」モデル ＡＣコンセント 

④  県本庁舎の導入状況 
 

 

・太陽光パネル ７６枚  
・ＬＥＤ電球 ４４１基 
・リチウムイオン電池 ４基 
 
 

 
・創エネ効果（太陽光発電による発電量）→約１６，５１３kWh／年 
                           （約５世帯分） 
・省エネ効果（LED化による消費電力削減）→約１０分の１ 
・CO２削減効果→約５０ｔ／年（約５世帯分） 
 

効果 



H20.10 中四国初の「地球温暖化対策推進条例」制定 

H23.3.11 「東日本大震災」の発生 

H23.6 自然エネルギー導入に向け「戦略的調整会議」設置 

H23.8 「県・市町村再生可能エネルギー連絡協議会」設置 

今年度末を目途に「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」策定 

市町村に対し、「具体的な候補地」を照会 

H22 自然エネルギーの賦存量調査や実証実験実施 

⑤ 自然エネルギーの導入に向けた取組 

  
  

  
  

●●徳島発徳島発のの政策提言政策提言  
・メガソーラーの・メガソーラーの導入導入にに向向けたけた   
固定価格買取制度固定価格買取制度をを適用適用  

（Ｈ（Ｈ２０．５２０．５，Ｈ，Ｈ２２．２２２．２））  

→→全量固定価格買取制度全量固定価格買取制度にに係係るる                
特別措置法特別措置法がが   

閣議決定閣議決定（Ｈ（Ｈ２３．３２３．３））・・成立成立（Ｈ（Ｈ２３．８２３．８））  

・メガソーラーの・メガソーラーの整備整備をを進進めるためめるため  
国国のの支援支援のの充実強化充実強化  

（Ｈ（Ｈ２３．５２３．５，Ｈ，Ｈ２３．８２３．８））  

  「再生可能エネルギーの導入」について検討 

・とくしま新成長戦略推進事業 

地域グリーンニューディール 
基金を活用して導入促進 

・緑の分権改革推進事業 
賦存量調査や実証実験を実施 



目的 
 エネルギーの安定的供給と環境への負荷の低減を図る観点から、再生可
能エネルギーの利用拡大を図るため、再生可能エネルギーの固定価格買取
制度を導入すること 。  

買取対象となるエネルギー 
 経済産業大臣が認定した設備を用いて、新たに発電を始められる太陽光、
風力、中小水力（3万kW未満）、地熱、バイオマス（紙パルプ等の既存の用

途に影響がないもの）。 

買取価格等の決定 
 買取価格（調達価格）・買取期間（調達期間）については、再生可能エネ
ルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣（農水大臣、国交
大臣、環境大臣、消費者担当大臣）に協議した上で、新しく設置される中立
的な第三者委員会（委員は国会の同意を得た上で任命）の意見に基づき
経済産業大臣が告示する。 
 再生可能エネルギー普及の「促進期間（施行後３年間）」は、買取
価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に特
に配慮する。 

買取義務 
 電気事業者は、買取りに必要な接続や契約の締結に応じる義務を負う。 

電気使用者に対する賦課金（サーチャージ） 
 電気使用者は、全国一律の賦課金を負担し、電力会社が集めた賦課金は、
費用調整負担機関がいったん回収し、その上で、実際の買取費用に応じて、
同機関から交付金というかたちで、各電力会社に渡す仕組みとなっている。 

平成23年8月26日制定  （ 平成24年7月 1日施行 ） 

メガソーラーなどの導入が 
加速されるような高い価格設定 

想定される買取価格等 

⑥ 再生可能エネルギー特別措置法の概要 



（１）太陽光発電は、半導体を使用した太陽電池により、太陽の光を直接電気に換えるもので、 

   未利用地や住宅などにおいて容易に設置ができるものであり、災害に強いまちづくりに有効 
   な発電方式である。 

（２）発電効率  約１２％ 
（３）規模                                

   ○メガソーラー                        ○家庭用太陽光発電 
    ・１メガ（１，０００ｋW）以上の規模の発電設備      ・平均的なものは約４．５ｋW 

     ・設置には約１．５ヘクタール程度の土地が必要    ・設置費用は１ｋWあたり約５０万円程度 
    ・設置費用は１メガあたり約４億円程度 

   ・１メガで約３００世帯の電気を賄うことができる 
（４）補助制度 

   国の補助  １ｋWあたり４．８万円 
   県の補助  簡易耐震化工事に伴い太陽光パネル設置（工事費用の１／２以下で 高４０万円） 

概要概要  

（１）四国電力との余剰電力買取契約件数 

   ７，６６５件（H23.9末） 
（２）メガソーラーは、四国電力が松山市で、 
   約２メガの太陽光発電所を設置している。 
 

・徳島県地球温暖化対策推進計画 

 「重点プログラム」の目標 
  ◎家庭等における太陽光発電導入の促進 

    Ｈ２０：４，０００台 → Ｈ２６：１３，０００台 
   ◎未利用地などを活用した太陽光発電 
     （メガソーラー）の導入を推進 
     Ｈ２２：－ → Ｈ２６：導入 

参考参考  県内県内のの状況等状況等  

⑦ 太陽光発電 



（１）風力発電は、風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こすもので、設備のメン 

   テナンスなどは比較的容易であるが、風切り音による騒音問題や電波障害などの生活環境上 
   の課題がある。   

（２）発電効率 
   ２０％～３０％ 

（３）規模 
   １基あたり約１，２００ｋW～１，５００ｋW程度で、設置費用は、１メガあたり約３億円 

    

概要概要  

（１）大川原ウインドファーム 

 ＊風車設置場所 
  大川原高原（佐那河内村、上勝町、勝浦町） 

 ＊発電規模 
    １，３００ｋW×１５基＝１９，５００ｋW 

 ＊運転開始日 
  平成２１年２月 

（１）徳島県地球温暖化対策推進計画 

    「重点プログラム」の目標 
     ◎地域資源を活用した風力発電施設の導入 

       Ｈ２２：１５基 → Ｈ２６：２０基以上 
（２）環境影響評価法施行令の改正により、 

   平成２４年１０月から１万ｋW以上の 
   風力発電所の設置工事が環境影響評価 
     （アセス）法の対象事業になり、設置に 
     相当の期間を要する。 
 

参考参考  県内県内のの状況等状況等  

⑧ 風力発電 



 

 
（１）小水力発電は、農業用水路や小さな河川等を利用するもので、 

     出力が１０，０００ｋW以下の水力発電であり、小水力発電の導入 
     については、地域や集落で活用する場合は、比較的大きな規模 

     （２００ｋW以上）のものが有効である。 
（２）発電効率   

   ６０％～７０％ 
（３）規模 

    ・２００ｋW規模で、３～４億円程度 
   ・５ｋW程度で、約２５０万円（今年度、県内で商品化） 

   ・２００ｋWで約３００世帯、５ｋWで約５世帯の電気を賄うことができる 
 

     

概要概要  

 

（１）設置状況 
   ○１００ｋW以上 

     ・四国電力  １２箇所 
     ・企業局    １箇所（坂州発電所） 

   ○１００ｋW未満 
     ・県  ２箇所（福井ダム・正木ダム）      

（２）「緑の分権改革推進事業」の中で、１０ｋW 
   程度の小水力発電普及に向けた適地として、 

   県内１，５００箇所のリスト化し、さらに有力な 
   ５０箇所を選定 

 

・徳島県地球温暖化対策推進計画 

  「重点プログラム」の目標 
    ◎地域資源を活用した小水力発電の導入 

       Ｈ２２：ー → Ｈ２６：導入 
 
 
 

参考参考  県内県内のの状況等状況等  

⑨ 小水力発電 



 ⑩ 10kW規模の小水力の可能性が高い地域（50箇所） 



（１）バイオマスは木質系、農業系、畜産系、一般廃棄物の４種類に大別され、将来的に燃料化や 

   電力供給への活用が期待されている。 
（２）本県では、これまでに木質系や畜産系のバイオマスを中心に取組みがなされており、ボイラ 

     ー等への利活用が行われている。 
（３）那賀町においては、バイオ液体燃料（ＢＴＬ）や化学製品の原料となるリグノフェノールの 

   本格的な製造を目指した取組みが進められている。  

概要概要  

（１）バイオマスタウン構想を策定 

   三好市・石井町・那賀町  
（２）「緑の分権改革推進事業」の中で、県内各 

     地で実証実験を実施。 
   ＊上勝町：木質バイオマスを利用した加温ボイラー 
                  の実験 
    ＊那賀町：木質ペレット、バイオ液体燃料、プラス 
                 チック代替物質であるリグノフェノール 
         の製造実証実験 
    ＊石井町：畜産系バイオマスを活用したバイオ 
                 ガスの製造実験 
    ＊美馬市：乾燥鶏糞ペレットの試作やボイラーを 
                  利用しての燃焼試験 

・・徳島県地球温暖化対策推進計画 

 「重点プログラム」の目標 
   ◎バイオマス利活用モデル地区数（累計） 

     Ｈ２１：１１地区 → Ｈ２６：１９地区 
 

 
 

 
 

 

参考参考  
県内県内のの状況等状況等  

⑪ バイオマスエネルギー 



バイオマスタウン構想公表市町村 

 燃料用乾燥鶏ふん製造（ミマコンポスト） 
 鶏糞温水ボイラー設置（かねひ農事） 

木質バイオマスボイラー設置（月ヶ谷温泉） 

廃食油バイオディーゼル燃料製造（旭金属） 
廃棄物固形燃料製造（徳雄産業、 

               三幸クリーンサービスセンター） 

 木質バイオマスボイラー設置 
  （王子製紙、アルボ木材工業） 

木質バイオマスボイラー設置   
 （日新、Ｎ＆Ｅ） 

バイオ燃料実用化実証プラント  
 （四電エンジニアリング、マイクロエナジー） 

 鶏ふん固形燃料製造 
  （三好市養鶏組合） 

 木質バイオマスボイラー設置 

  （山口製材） 

 木質ペレット製造 
  （つるぎ木材加工協同組合） 

バイオディーゼル燃料精製テストプラント  
 （大塚倉庫） 

 平成21年度緑の分権改革推進事業

（平成22年度実施） 
 平成21年度緑の分権改革推進事業 

（平成22年度実施） 

 平成21年度緑の分権改革推進事業 

（平成22年度実施） 

 平成21年度緑の分権改革推進事業 

（平成22年度実施） 

⑫ バイオマスエネルギーの状況 


