


 

  

◆新エネルギーの種類 

新エネルギーの種類には、下図に示すようなものがあります。 

 

図 新エネルギーの種類（出典：NEDO） 

◆新エネルギーを導入する意義 

①地球温暖化問題への対応 

いま、世界的に地球温暖化が問題となっています。原因

は大気中の温室効果ガスが増えてきたことによるもので、

その中でも石油などの化石燃料を燃やすことで発生する

二酸化炭素の影響がもっとも多くを占めています。新エ

ネルギーを導入することで、化石燃料の使用を抑える

ことで二酸化炭素の発生量を削減することにつなが

ります。 

②エネルギー問題への対応 

エネルギー資源に乏しい日本では、ほとんどを海外から

の輸入に頼っています。また、化石燃料の枯渇も懸念さ

れています。国内でエネルギーの安定供給を確保するこ

とは重要な課題です。新エネルギーには太陽光、風力、

バイオマス等の種類があり、これらはすべて国産でまか

なうことが出来ます。 

新エネルギーとは 

温暖化によって海没が懸念される珊
瑚礁の島々（写真：全国地球温暖化

防止活動推進センター） 

砂漠の中の油田：石油資源は残り
約 40 年分しかないと言われている

（写真：NEF） 



 

 

◆概況 

阿南市は、徳島県東部の中央海岸

線に位置しています。 

海岸地域は 室戸阿南海岸国定公

園 に指定され、交通ではＪＲ牟

岐線、国道 55 号といった県南に

至る大動脈が縦断し県南地域の

拠点となっています。 

 

◆人口 

平成 1７年度の住民基本台帳に

よれば阿南市の人口は以下のと

おりです。 

(平成 17 年 4 月 1 日現在) 

 

 

 

 
 

 

◆気象（気温・降水量） 

平成 17 年の阿南市の月別の平均気

温と降水量を右のグラフのとおり

です。 

 

 
◆土地利用状況 

平成 18 年度の阿南市における土地利用

状況は以下のようになっています。 

山林の占める割合の大きいことが特徴で

あるといえます。 
 

出典：阿南市勢要覧 2006 資料編 

合計：80,072 人 

男性：38,704 人 

女性：41,368 人 

世帯数：27,666 世帯 

阿南市の特徴 

平成17年の月別平均気温と降水量
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阿南市内の市民に向けて新エネルギーに対する意識などを調べる目的でアンケート調

査を行ないました。 

調
査
方
法 

調査対象：無作為に抽出した阿南市在住者 900 人 
調査方法：郵送によるアンケート調査票の送付、回収 
調査期間：平成 18 年 11 月～12 月 
回収結果：回答者数 289 名（回収率：32.1%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市内では既に以下のような新エネルギー利用設備が設置されています。 

  

阿南駅前の太陽光発電装置 

  

阿南工業高等専門学校に設置されている風力発電機 

問：あなたは「新エネルギー」あるいは｢自然エネルギ

ー｣という言葉を知っていましたか。 

 
42.2%の方が「新エネルギー」あるいは「自然エネ

ルギー」という言葉を「聞いたことはある」、32.9%

の方が「だいたい知っている」と回答し、一方 12.1%

の方が「知らない、初めて聞いた」と回答しました。 

知っている新エネルギーについては多い順に「風力

発電」、「太陽光発電」、「太陽熱利用」となりました。 

阿南市民の意識と阿南市における導入事例 

太陽光パネル 

発光部 

「新エネルギー」「自然エネルギー」という
言葉は知っていますか？

30人
10.4%

95人
32.9%

122人
42.2%

35人
12.1%

7人
2.4%

よく知っている だいたい知っている

聞いたことはある 知らない。初めて聞いた

無回答



 

 
阿南市の地域特性やエネルギー消費量及びアンケート結果などをふまえ、阿南市内で

利用できる可能性がある新エネルギーと導入の進め方としては、以下のようなものが

挙げられます。 

①バイオマスエネルギー 

阿南市の木材、竹や畜産ふん尿などは種類、量とも豊富です。近年の放置竹林問題の

対策としても利用が求められており、発電や熱利用としての活用が考えられます。 

②太陽光発電・熱利用 

アンケートの結果、新エネルギーの種類の中でも、市民の認知度が高

いことがわかりました。家庭にも設置でき、安定した電力を供給する

ことが可能です。 

 

③風力エネルギー 

 

阿南市における現在の風況では、大型風車を設置できる場所はごく一部ですが、家庭や

都市部では小型風車を設置できる条件を満たしています。普及啓発の効果も高いことか

ら、小型風車の設置し発電を推進することが考えられます。 

④廃棄物エネルギー 

利用方法としては、廃食用油を回収して軽油

代替燃料となるバイオディーゼル（BDF）を

生成することが考えられます。 

または、市内の休耕地を有効活用し、菜の花

などの油をとれる作物を栽培し、食用油を製

造し、地域内でその食用油を使用したあと回収し、BDF 原料として利用する方法もあ

ります。 

⑤温度差エネルギー 

阿南市は自然の熱源や、発電所や工場等の人工的な熱源も多く潜在しており、これらの

熱源を利用した温度差エネルギーを導入が考えられます。 

⑥クリーンエネルギー自動車 

ハイブリッド車や天然ガス車など 

実用化されたものが多く、阿南市においても 

導入していくことが可能です。 

阿南市内における新エネルギーの利用可能性 

菜の花畑

ハイブリッド自動車(↓)と 
天然ガス厨芥車(→) 

（写真：NEF） 

デンマークの 
風力発電所 



 

 
阿南市における新エネルギー導入の選定方針を以下に掲げます。 

 

阿南市においては、行政・市民・企業・学校が互いに連携・協力・支援体制を築きながら

新エネルギーの積極的な導入を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿南市における新エネルギー導入の進め方 

(1) 新エネルギーの導入推進による地球環境・地域環境の保全 

新エネルギーの導入を推進することにより、化石燃料への依存度を低下させ、地

球環境や地域環境の保全へ貢献していきます。 

(2)  新エネルギー導入による地域活性化 

新エネルギーを導入することで資源やエネルギーの循環が活発になり、産業が活

発化し、新たな雇用が生まれていくことを期待します。 

(3) 災害時のエネルギー確保 

将来発生が懸念されている南海地震への対策として、既存の電力系統に依存しな

い自立型の電源による電力供給をめざします。 

(4) 新エネルギー導入による観光促進 

新エネルギーの導入により LED の省エネ効果と合わせ、まち全体が環境先端都

市として観光客の目に触れることをめざします 

行  政 

 ■阿南市環境保全率先行動計画の実践

 ■市民への環境・エネルギー教育 
 ■環境・リサイクル活動への支援 
 ■国やＮＥＤＯ等の補助制度を活用した

  新・省エネルギーの導入推進 

市  民

■家庭での新・省エネルギーへの取り組み
  

 ■学校施設への新エネルギーの導入

■生徒に向けた環境教育の実施 

企  業 

協力・連携・支援

学  校

■地域の環境活動への積極的な参加

■NPO やボランティア団体との協力

 ■市民への啓発活動、学校での環境教育
  への協力（施設見学、講習会への講師
  派遣など） 
 ■新・省エネルギー機器に関する情報提供
  
 ■大学・高専等の研究機関との共同研究

阿南市新エネルギー導入推進体制



 

 

阿南市における新エネルギー導入に向け、市民、企業、学校、行政（市）が互いに協力・

連携・支援を行いながら新エネルギー導入を進めるために、それぞれの主体に求められ

る役割を以下にしめします。 

◆市民のみなさんができること 

●家庭での新・省エネルギーへの取り組み・・・家庭での新・省エネルギー機器の導入や、

日ごろの環境配慮行動など、身近な生活の中で取り組みを進めていきます。 

●新・省エネルギーに関連した地域での活動への参加・・・エネルギーや環境に関連した

講習会やイベント等の地域活動に参加し、地域と協働して取り組んでいきます。 

◆企業のみなさんができること 

●市民への啓蒙活動、学校での環境教育への協力・・・施設見学、講習会への講師派遣な

どにより、市民や学校生徒へ向けた普及啓発活動への協力を行います。 

●新エネルギー機器に関する情報提供と共同研究・・・導入した新エネルギー機器に関す

る情報を発信し市民や他企業への導入推進につなげるとともに、大学や高専等の研究機

関と新・省エネルギーに関する共同研究を積極的に行います。 

◆学校が取り組んでいくこと 

●学校施設への新エネルギーの導入・・・環境教育の一環として新・省エネルギー設備を

積極的に導入していきます。 

●生徒に向けた環境教育の実施・・・将来を担う生徒たちに向けてエネルギー問題を盛

り込んだ環境教育を行います。 

◆阿南市が取り組んでいくこと 

●環境保全率先行動計画の実践・・・市役所の事務事業において、地球温暖化防止や省エ

ネルギーへ向けた取り組みを積極的に推進していきます。 

●市の公共施設（市役所、公民館、学校、公用車等）の新エネルギー設備機器の導入・・・

公共施設の更新や改築時には、積極的に新・省エネルギー設備や機器の導入に向けた検

討を行なっていきます。 

● 市民・事業者へ向けた環境やエネルギー教育の実施、情報提供・・・新エネルギーへ

の認知度・関心を高めるため、取り組み成果も含め新・省エネルギーに関する積極的

な普及啓発や情報提供を行います。 

●補助金・税制優遇・低利融資等の精度の検討・・・新エネルギー導入を促進するため、

国や NEDO 等の補助金制度の活用など、市民や事業者を経済面から支援する検討を行

います。 

 

新エネルギー導入推進のための市民・企業・学校・市の取り組み 



 

 

1 年間 家庭で取り組むと・・・ 
取組みの例 

CO2 削減効果 節約効果 

冷房の温度を１℃
高く、暖房の温度を
1℃低く設定する 

カーテンを利用して太陽光の入射を調整
したり、着るものを工夫することで、冷暖
房機に頼らないで過ごせる。冷暖房を始
める時期も少し待ってみる。 

約 31kg 約 2,000 円 

週 2 日往復 8 ㎞の
車の運転をひかえ
る 

通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転
車を利用する。歩いたり自転車を使う方
が健康にも良い。 

約 185kg 約 8,000 円 

１日５分間のアイ
ドリングストップ
を行う 

駐車や長時間停車するときはエンジンを
切る。大気汚染物質の排出削減にも寄
与する。 

約 39kg 約 2,000 円 

待機電力を 90%削
減する 

主電源を切る。長期間使わないときはコ
ンセントを抜く。買い換えのときは待機電
力の少ない製品を選ぶ。 

約 87kg 約 6,000 円 

シャワーを 1 日 1
分家族全員が減ら
す 

身体を洗っている間、お湯を流しっぱなし
にしないようする。 

約 65kg 約 4,000 円 

風呂の残り湯を洗
濯に使いまわす 

洗濯や、庭の水やりのほか、トイレの水
に使っている人もいる。 
残り湯利用のために市販されているポン
プを使うと便利である。 

約 17kg 約 5,000 円 

ジャーの保温を止
める 

ポットやジャーの保温は、利用時間が長
いため多くの電気を消費する。ごはんは
電子レンジで温めなおすほうが電力消費
が少なくなる。 

約 31kg 約 2,000 円 

家族が同じ部屋で
団らんし、暖房と照
明の利用を 2 割減
らす 

家族が別々の部屋で過ごすと、暖房も照
明も余計に必要になる。 

約 240kg 約 11,000 円 

買い物袋を持ち歩
き、省包装の野菜な
どを選ぶ 

トレーやラップは家に帰ればすぐごみに
なる。買物袋を持ち歩いてレジ袋を減ら
すことも出来る。 

約 58kg （資源の節約）

テレビ番組を選び、
1日1時間テレビ利
用を減らす 

見たい番組だけ選んで見るようにする。 約 13kg 約 1,000 円 
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家庭で以下の取り組みを行なうと、我が国の温室
効果ガス排出量を２．８％※減らすことができま
す。10 の取り組みのうち、できるものから始め
てみましょう。 ※1990 年値 （出典：環境省）

家庭でもできる温暖化対策
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