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第1章 阿南市地域新エネルギービジョンについて 

1.1  地域新エネルギービジョンとは 

「地域新エネルギービジョン」とは、地域レベルで新エネルギーを導入するに当たって、各

地方公共団体等での取り組みを円滑化するため、各地方公共団体等が当該地域における新エネ

ルギーの導入や地域住民への普及啓発を図るための指標となるものです。 
阿南市では平成 18 年度に「阿南市地域新エネルギービジョン」を策定することとなりました。 
地域新エネルギービジョンでは、阿南市の地域特性を十分把握したうえで、エネルギー需要

量、新エネルギー賦存量等の基礎データを収集し、エネルギー消費における特性及び利用可能

な新エネルギーについて明確にしていきます。 
前提条件・地域概況の整理結果、市民・事業者に対する意識調査を基に、阿南市の新エネル

ギーの導入、普及啓発について基本方針を策定し、具体的な新エネルギー導入のプロジェクト

を提案し、今後の阿南市の実施計画等に反映できるように推進体制等も含めた検討を行ってい

きます。 
下図に地域新エネルギービジョンの策定の進め方と策定後の流れを示します。「阿南市新エネ

ルギービジョン」の策定後も、阿南市における新エネルギー導入促進に向けた取り組みを進め

ていく予定です。 
 

 
図 1-1 地域新エネルギービジョンの策定のすすめ方と策定後の流れ 
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1.2  地域新エネルギービジョン策定の背景 

1.2.1  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、エネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼ってお

り、エネルギーを安定的に確保することが 大の課題となってきました。 
また、石油や石炭などの化石燃料には限りがあり、これらのエネルギー資源の枯渇が懸念さ

れています。 
これからの世界のエネルギー情勢を考えると国内でエネルギーの安定供給を確保すること

が必要不可欠です。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

べて国産のエネルギーです。 
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天然ガス（％） 石油（％）

 

 

年 1960 1970 1980 1990 2000 2003

日本の年間エネルギー総供給量（億TOE） 0.8 2.6 3.5 4.5 5.2 5.2

原子力（％） 0 0 6 12 16 12
地熱・新エネルギー等（％） 0 0 0 2 2 2
水力（％） 6 3 2 2 1 2
石炭（％） 59 24 17 17 17 21
天然ガス（％） 1 1 6 10 13 14
石油（％） 34 72 68 57 50 50
自給率（％） 56 14 6 5 4 4
原子力を含む自給率（％） 15 12 17 20 16  

図 1-2 日本のエネルギー自給率の動向 
資料：IEA「Energy Balances of OECD Countries」 
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1.2.2  地球温暖化問題への対応 

(1)  地球温暖化のメカニズム 
太陽から可視光として送られてくる

日射エネルギーは、大気を通過して地

表に吸収され熱に変わります。この熱

エネルギーによって暖められた地表面

からは赤外線が地球外に向けて放射さ

れますが、大気中に存在する「温室効

果ガス」がこの一部を吸収し、再びそ

の一部の熱を地球に向けて放出して地

表面の平均温度を保ち、生命が活動す

るために適した環境を維持しています。

これが「温室効果」です。 
「温室効果ガス」には、二酸化炭素

（CO2）やメタン（CH4）、一酸化二窒

素（N2O）といったものがありますが、

こうしたガスの排出量が人間の社会活

動の拡大によって増加しています。 
大気中の温室効果ガスの増加に伴い、

地球の気温上昇が起こる現象が地球温

暖化です。 
日本でも、20 世紀中に平均気温が

1℃上昇しています。現在のままのペー

スで化石燃料を使用すると、100 年度

には、海面が 1ｍ近く上昇し、砂浜が無

くなったりするといわれています。ま

た、気候変動により、自然災害が発生

したり、生態系や農業、人の健康などにも多大な影響を及ぼすことが懸念されています。 
温室効果ガスのうち、主に化石燃料の使用に由来する二酸化炭素が多くを占めており、こ

の排出量をいかに抑えるかが重要な課題になっています。 
 

(2)  京都議定書の目標達成に向けた取り組み 
2005 年に発効した「京都議定書」において、日本は温室効果ガス排出量を 2008～2012 年

までに 1990 年の「－6％」とする約束をしています。 
日本では、京都議定書の目標達成に向けて、京都議定書目標達成計画を 2005 年に策定して

います。同計画での我が国における温室効果ガスの区分毎の目標を図 1-4 に示します。 
我が国では、「－6％」の削減約束の確実な達成を目指し、同計画に基づいて対策を進めて

います。新エネルギーの導入促進はその中の対策の一つに挙げられています。 

 
図 1-3 温室効果の仕組み 

出典：エネルギー白書 2006 年版、経済産業省

 

 

表 1-1 大気中の温室効果ガスの 

地球温暖化に対する影響割合 

二酸化炭素 60%

メタン 20%

一酸化二窒素 6%

オゾン層を破壊するフロン類
（CFCs,HCFCs）
およびハロン

14%

オゾン層を破壊しない代替フロン類
等（HFCs,PFCs,SF6）

0.5%
 

出典：IPCC「第 3 次評価報告書」（2001 年）
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起源）

88.7%

ＨＦＣｓ

0.9%

メタン

1.4% ＳＦ6

0.3%

ＰＦＣｓ

0.7%

一酸化二窒素

2.6%

二酸化炭素

（非エネルギー

起源）

5.3%

 
図 1-4 日本における温室効果ガス排出量の内訳 

（注：）二酸化炭素換算量比、京都議定書対象温室効果ガス 
出典：資料：温室効果ガスインベントリオフィス 

｢日本の 1990～2003 年度の温室効果ガス排出量データ｣ 

 

 

表 1-2 京都議定書目標達成計画における温室効果ガスの排出抑制・吸収の量の目標 

2010年度排出量（百
万t-CO2）

1990年度比（基準年
総排出量比）

温室効果ガス 1,231 ▲ 0.5％

①エネルギー起源CO2 1,056 ＋0.6％

②非エネルギー起源CO2 70 ▲ 0.3％

③メタン 20 ▲ 0.4％

④一酸化二窒素 34 ▲ 0.5％

⑤代替フロン第3ガス 51 ＋0.1％

森林吸収源 ▲ 48 ▲ 3.9％

京都メカニズム ▲ 20 ▲ 1.6％※

合計 1,163 ▲ 6.0％

※削減目標（▲6％）と国内対策（排出削減対策、吸収源対策）の差分

区分
目標
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以上に挙げた、「エネルギー問題」と「地球温暖化問題」には、さらに様々な課題が挙げら

れており、そしてこれらはお互いが密接なつながりを持っている。 
 

 
図 1-5 エネルギー問題と環境問題の関係 

出典：NEDO 資料 



 
 
第 1 章 阿南市地域新エネルギービジョンについて 

 1-6

1.3  新エネルギーの概要 

1.3.1  新エネルギーとは 

「新エネルギーは」とは、1997 年に施行された「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「技術的には実用化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あって、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なも

の」と定義づけられています。そのため、実用化段階に達した水力発電や地熱発電、研究開発

段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーであっても新エネルギーには指定さ

れていません。 
新エネルギーの種類を下図に示します。新エネルギーは「供給サイドのエネルギー」と「需

要サイドのエネルギー」とに分類され、さらに供給サイドの新エネルギーは「発電分野」と「熱

利用分野」に大別されます。 
 

 

図 1-6 新エネルギーの種類 
出典：NEDO 資料 

※ 本節では以下の資料を参考資料として用いた。 
・新エネルギー財団（NEF）パンフレット「What’s 新エネ」 
・経済産業省「エネルギー白書 2006 年版」 
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「新エネルギーガイドブック 2005」 
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1.3.2  新エネルギーの種類 

(1)  太陽光発電 
太陽光発電とは、シリコン半導体などに光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽

の光エネルギーを太陽電池（半導体）により直接電気に変換する発電方法です。 
太陽光発電の発電量は、システム（太陽光パネルの面積）に概ね比例します。家庭の屋根

やビルの屋上などのスペースに設置することが可能です。電気の通じていない山小屋や災害

時の非常電源などの独立電源としても使用できます。 
 

 

図 1-7 太陽光発電のイメージ図 
出典：NEF 資料 

 

 
図 1-8 徳島市役所に設置された太陽光発電システム 

出典：経済産業省（四国経済産業局）資料 
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(2)  太陽熱利用 
屋根や屋上に太陽熱利用機器（集熱パネルなど）を設置し、太陽熱を集めて温水を作るシ

ステムです。太陽熱利用機器はエネルギー変換効率が高く、設備費用も比較的安価です。 
得られた温水を、給湯や風呂、床暖房などに利用できます。また専用の機器を設置すれば

冷房に利用することも可能です。 
 

 
図 1-9 太陽熱利用のイメージ図 

出典：NEF 資料 

 

 
図 1-10 徳島県由岐町に設置された太陽熱利用システム 

出典：経済産業省（四国経済産業局）資料 



 
 
第 1 章 阿南市地域新エネルギービジョンについて 

 1-9

(3)  風力発電 
風力発電は風の力で風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気を起こす発電方法で

す。風力エネルギーの約 40％を電気エネルギーに変換することが可能です。 
定格出力が数百 kW で風車半径が十数 m にもなる大型の風車では、安定した風力（平均風

速 6m／秒以上）の得られる、北海道・東北地方などの海岸部や沖縄の島々などで、440 基以

上が稼動しています。 
定格出力が数 kW 程度の小型のものは、家庭や建物の屋上などに設置されたり、非常用電

源や街路灯などの用途に導入が進んでいます。 
 

   
図 1-11 国内の風力発電所の事例 

（左：秋田県能代市、右：北海道苫前町） 

 

 
図 1-12 徳島県佐那河内村の風力発電所 

出典：経済産業省（四国経済産業局）資料 
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(4)  温度差エネルギー 
温度差エネルギーとは、夏は大気より冷たく冬は大気より暖かい河川水・下水などの温度

差や工場の排熱などをいい、ヒートポンプ技術や熱交換機を活用し、冷暖房などに利用する

ことが出来ます。 
 

 
図 1-13 温度差エネルギーの例 

出典：NEF 資料 

 

 
図 1-14 温度差エネルギーの利用例 

出典：経済産業省資料 
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(5)  廃棄物発電・熱利用 
ごみを焼却する際の熱を利用し蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して発電します。発

電した後の排熱は、周辺地域の冷暖房や温水として有効に利用することができます。 
 

 
図 1-15 温度差エネルギーの例 

出典：NEF 資料 

 
 

(6)  廃棄物燃料製造 
家庭などから出される燃えるごみを細かく砕き、乾燥させ、腐らないように添加剤を加え

て圧縮すると、RDF（RefuseDerivedFuel）とよばれる廃棄物燃料ができます。この RDF
は熱量が高いため、専用の炉で燃焼させ発電する施設もできています。 
その他の廃棄物燃料としては、廃プラスチックを石油に戻したものや、天ぷら油などの廃

食油を原料としたディーゼル自動車用の燃料などがあります。 

 
図 1-16 可燃ごみ固形燃料（RDF） 

出典：NEF 資料 
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(7)  バイオマス発電・熱利用・燃料製造 
バイオマスエネルギーとは、化石資源を除く、動植物に由来する有機物で、エネルギー源

として利用可能なものを指します。バイオマスは「カーボンニュートラル（大気中の二酸化

炭素を増加させない）」な再生可能エネルギーであり、種類も豊富です。 
バイオマスの利用方法は大きく分けて「直接燃焼」、メタン発酵などの「生物化学的変換」

ガス化や炭化など「熱化学的変換」の 3 つに分類されます。 
 

 

図 1-17 バイオマス資源の分類及び主要なエネルギー利用形態 
出典：経済産業省資料 

 

図 1-18 木質バイオマスボイラーの利用事例 

（徳島県上勝町月ヶ谷温泉） 

出典：経済産業省（四国経済産業局）資料 
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(8)  雪氷熱利用 
冬期に降り積もった雪や、冷たい外気により凍結した氷などを、冷熱を必要とする季節ま

で保管し、その冷気や溶けた冷水をビルの冷房や、農作物の冷蔵などに利用するものです。

寒冷地や豪雪地帯で、これまで「やっかいもの」でしかなかった雪を有効利用できます。 
 

 
図 1-19 雪氷熱エネルギーの仕組み 

出典：経済産業省資料 

 

 

 
図 1-20 雪冷房システムを導入したマンション（北海道美唄市） 

出典：NEDO 資料 
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(9)  クリーンエネルギー自動車 
クリーンエネルギー自動車には、電池に蓄えられた電気によりモーターを回転させて走行

する電気自動車、エンジンとモーターといったように複数の原動機を組み合わせて走行する

ハイブリッド自動車、その他にはガソリン以外のものを燃料とした燃料電池自動車、天然ガ

ス自動車、メタノール自動車などがあります。 
 

表 1-3 クリーンエネルギー自動車の種類別の特徴 

 

出典：経済産業省資料 

 
図 1-21 ハイブリッド自動車の仕組み 

出典：経済産業省資料 
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(10)  天然ガスコージェネレーション 
コージェネレーション（Cogeneration）とは、発電機で電気を作るときに発生する熱も同

時に利用して給湯や暖房に使うシステムです。電気と熱の両方を利用するので、エネルギー

の総合効率は 大で 80％にも達することがあり、燃料が本来持っているエネルギーを有効に

使うことができます。燃料も天然ガスを利用するので二酸化炭素排出削減に貢献します。 

 

図 1-22 天然ガスコージェネレーションの仕組み 
出典：NEF 資料 

 
(11)  燃料電池 

燃料電池は、水素と酸素を化学的に反応させることによって直接電気を発生させる装置で

す。水素は天然ガス・LP ガス、石炭、石油等の化石燃料、製鉄や石油精製などのプロセスで

生じる副生ガス、電力による水の電気分解など多様なエネルギー源から作ることができます。

酸素は空気中から取り入れます。 
発電効率が 30～60％と高く、さらにコージェネレーションシステムとして利用した場合に

理論的には総合効率が 80％程度と飛躍的なエネルギー効率を持つ新エネルギーです。 

 

図 1-23 燃料電池の仕組み 
出典：NEF 資料 
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(12)  その他 
以下に示す 2 種類のエネルギーは、新エネルギー法では新エネルギーに定義されていない

ものですが、持続的に利用可能な「再生可能エネルギー」であるため、ここで概要を紹介し

ます。 
 
① 中小水力発電 

中小水力発電の仕組みは、通常の水力発電と同じように水の位置エネルギーを電力エネ

ルギーに変換するものです。 

  

図 1-24 中小水力発電のイメージ図 図 1-25 小水力発電の事例 

（岐阜県白川村・出力 150kW） 

出典：NEDO、経済産業省資料 

 
② 地熱 

地下深くのマグマによって熱せられた熱水や蒸気を利用し、発電タービンを回し発電を

行うものです。火山の多い日本には大量の地熱エネルギーが賦存しています。 
 

 

図 1-26 地熱発電のイメージ図 図 1-27 地熱発電の事例 

（鬼首地熱発電所・出力 12,500kW） 

出典：NEDO、経済産業省資料 
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1.4  新エネルギー導入の実態と将来展望 

国の導入目標および徳島県の導入目標を以下に示します。 
 

表 1-4 国および徳島県の新エネルギー導入目標 

新エネルギー
の種類

重点
徳島県の
導入目標
（2010年）

国の
導入目標

徳島県／国
（％）

目安

太陽光発電 ◎ 約3.2万kW 約500万kW 0.6
現在、家庭用は全体の7割を占めており、1件当たり4kWとすると約5,600
軒となる。これは、全世帯（27.4万軒）に対して約2％、年間戸建新築住
宅（5千軒）の10年分に対して約11％となっている。

太陽熱利用 ◎ 約0.4万kL 約104kL 0.4
1軒当たり0.4kL/年とすると5千軒程度の追加となる。これは、全世帯
（27.4万軒）に対して約2％となっている。

風力発電 ◎ 約0.3万kW 約30万kW 1 1施設当たり600kWすると、5施設程度となっている。

廃棄物発電 ◎ 約0.2万k 約500万kW 0.1
1施設（200t/日程度）当たり2,000kWと仮定すると、4施設程度となってい
る。

廃棄物熱利用 ◎ 約0.1万k 約14万kL 0.7
1施設当たり250kL（全国の廃棄物熱利用の平均）と仮定すると、4施設
程度の追加となる。

廃棄物燃料製
造

廃棄物発電及
び廃棄物熱利
用に含む。

約58万kL － －

温度差エネル
ギー

設定しない。 約58万kL － －

クリーンエネル
ギー自動車

◎ 約2.3万台 約340万台 0.7
徳島県の車保有台数（53万台）又は年間登録台数（5万台）の10年分に
対し約4％となっている。

コージェネレー
ション

約27.5万kW 約455万kW － 1施設当たり1.3万kWと仮定すると、5施設程度の追加となっている。

燃料電池 約1.2万kW 約220万kｗ 0.5 1施設当たり200kWと仮定すると、60施設程度となっている。

海洋エネル
ギー

設定しない。 － － －

バイオマスエネ
ルギー

約0.1kL － － 1施設当たり250kLとすると3施設程度の追加となっている。

中小水力エネ
ルギー

約26.7万kW － －
既に計画されている1,000kWを除くと、1施設（1,000kW）程度の追加となっ
ている。

 
出典：徳島県新エネルギービジョン（平成 12 年度） 
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第2章 阿南市の地域概況 

2.1  地域的概況 

2.1.1  阿南市の沿革 

平成 18 年 3 月に、旧那賀川町、旧羽ノ浦町を編入し、現在の阿南市の市域が形成されまし

た。 
古くから城下町であった富岡町周辺には中心市街地が、また、阿波３港のひとつとして栄え

てきた橘港を擁する橘町には、副都心的市街地がそれぞれ形成されています。 
さらに臨海部は、古代から漁業の根拠地でありましたが、今日では工業開発の拠点として、

また海洋レクリエーション地帯として脚光を浴びるようになっています。 
明石海峡大橋の開通による交流新時代を迎え、阿南市は臨海部の工業開発とともに県南部に

おける政治・経済・教育・文化・観光の中心都市として着実な歩みを続けています。 
 
合併前の一市二町の成立過程は次のようになっています。 
 
①旧阿南市 
明治 22 年の市制・町村制施行に伴い、現在の阿南市を構成する 12 か村が誕生しました。

町村合併促進法の施行により、昭和 29 年に富岡町、宝田村、中野島村、長生村、大野村が合

併して富岡町になり、昭和 30 年には加茂谷村、見能林村、桑野町を編入しました。また、昭

和 30 年には橘町、新野町、福井村、椿町が合併して橘町となり、昭和 33 年の市制施行によ

り現在の「阿南市」が発足しました。 
 
②旧那賀川町 
明治 22 年の市制・町村制施行に伴い、芳崎、今津浦、八幡、色ヶ島、手島、黒地、小延、

島尻、敷地、江野島が今津浦村に、中島、北中島、原、西原、大京原、古津、三栗、赤池、苅

屋、工地、上福井が平島村として誕生しました。大正 10 年には今津浦村は今津村と改称し、

昭和 31 年に平島村と合併して現在の「那賀川町」が発足しました。 
 
③旧羽ノ浦町 
明治 22 年の市制・町村制施行に伴い、宮倉村、中庄村、古毛村、岩脇村、古庄村が羽ノ浦

村として誕生しました。その後、大正７年の町制施行により羽ノ浦町となり、昭和 29 年には

明見地区を大野村から編入して現在の「羽ノ浦町」となりました。 
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2.1.2  地勢・位置・交通 

阿南市は、紀伊水道に面した徳島県東部の中央海岸線に位置しています。 
北部は那賀川下流域の沖積平野を中心に県内屈指の米作地帯を形成し、南部は橘湾沿岸に良

港を有するとともに、その隣接部は工業開発の拠点でもあり、西部は四国山系の東端に連なる

山地となっています。 
海岸地域は室戸阿南海岸国定公園に指定され、特に蒲生田岬はその海岸美とともに、毎年５

月から８月にかけてアカウミガメが産卵のために上陸することで知られています。その東の海

上約６km には伊島、前島、棚子島があります。 
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、国道 195 号、さらに

は高速バス利用により阪神大都市圏へのアクセスの利便性が向上するなど、県南地域の拠点と

なっています。 
 

 
図 2-1 阿南市の位置 
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2.1.3  人口 

(1)  人口および世帯数 
住民基本台帳における平成 17 年 4 月 1 日時点の人口は 80,072 人であり、徳島市に次ぐ徳

島県内第２位の規模となります。一般世帯数は 27,666 世帯、１世帯あたり人員は 2.89 人とな

っています。 
 

表 2-1 世帯、人口の推移 
（各年4月1日現在）（単位：世帯,人口）

旧阿南市 旧那賀川町 旧羽ノ浦町 阿南市

男 27,970 5,308 5,763 39,041

女 29,849 5,640 6,294 41,783

総数 57,819 10,948 12,057 80,824

世帯数 18,986 3,464 4,010 26,460

男 27,873 5,348 5,798 39,019

女 29,744 5,678 6,379 41,801

総数 57,617 11,026 12,177 80,820

世帯数 19,134 3,545 4,112 26,791

男 27,733 5,358 5,889 38,980

女 29,536 5,698 6,411 41,645

総数 57,269 11,056 12,300 80,625

世帯数 19,269 3,614 4,226 27,109

男 27,540 5,335 5,939 38,814

女 29,263 5,682 6,506 41,451

総数 56,803 11,017 12,445 80,265

世帯数 19,406 3,664 4,341 27,411

男 27,327 5,413 5,964 38,704

女 29,084 5,746 6,538 41,368

総数 56,411 11,159 12,502 80,072

世帯数 19,506 3,771 4,389 27,666

区分

平成13年

平成16年

平成17年

平成14年

平成15年

 
出典：住民基本台帳 
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(2)  人口構成 
図 2-2 に阿南市の年齢別（5 歳区分）の人口構成を示します。阿南市の人口構成は 55～59

歳の年代の人が も階級がもっとも多くなっています。 
図 2-3 に年齢区分別の人口割合の阿南市、徳島県および全国平均の比較を示します。年齢

区分別の人口割合構成比は徳島県とほぼ同じですが、全国平均に比べると 65 歳以上の人口割

合が高くなっていることがわかります。 
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100以上

（平成18年1月1日現在　住民基本台帳）
（単位：人）

男女

 
図 2-2 年齢 5 歳階級別人口 

出典：住民基本台帳 

11,828人
15.0％

117,217人
14.2％

18,472,499人
14.6％

49,952人
63.2％

525,724人
63.9％

86,219,631人
68.0％

17,191人
21.8％

180,637人
21.9％

22,005,152人
17.4％

0% 50% 100%

全国

徳島県

阿南市

15歳未満 15～64歳 65歳以上
 

図 2-3 年齢区分別人口割合の比較 
出典：平成 12 年国勢調査 
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2.1.4  気象 

平成 17 年における阿南市（蒲生田観測所の値）の気象は以下のようになっています。 
太平洋気候に属し、年間を通じて温暖で日照時間が長く、夏場を中心に降水量が多いのが特

徴となっています。 
表 2-2 阿南市の気象概況（平成 17 年） 

（単位：℃,mm,m/s,h）

平均
(2005年)

(平年値)
高

(2005年)
(平年値)

低
(2005年)

(平年値)
総量

(2005年)
(平年値)

大
日雨量

1月 6.8 6.7 14.7 9.7 -1.1 3.7 14 67.3 5
2月 6.5 6.5 16.4 9.5 -2.3 3.6 91 78.8 28
3月 9.3 9.2 18.0 12.4 -0.9 6.2 124 148.1 39
4月 14.9 14.2 26.8 17.4 5.1 10.7 74 157.5 20
5月 18.6 18.2 26.3 21.2 11.9 15.1 102 209.3 54
6月 22.9 21.6 30.5 24.1 16.5 19.2 86 259.8 20
7月 25.7 25.1 32.5 27.8 21.0 22.8 221 220 75
8月 26.8 26.7 33.5 29.7 22.0 24.1 130 149.5 73
9月 25.1 23.9 31.0 26.6 17.9 21.4 220 289.1 69
10月 20.1 18.9 28.9 21.8 8.9 16.2 273 167.6 76
11月 14.5 14.1 22.5 17 5.7 11 78 119.7 41

12月 6.3 9.2 15.0 12.2 -1.7 6.2 4 57.5 4

年間 16.5 16.2 33.5 19.2 -2.3 13.4 1,417 1918.3 76
極値 8月10日 2月1日 10月11日

平均
(2005年)

(平年値)
大

(2005年)
風向

総時間
(2005年)

(平年値)
0.1時間
未満日

1月 2.3 2.2 8.0 西 185.6 164.3 3
2月 2.5 2.3 9.0 東 145.4 163.6 2
3月 2.2 2.3 11.0 南西 188.8 170.9 5
4月 2.3 2.2 10.0 南西 236.7 183.1 2
5月 2.2 2.1 11.0 東 239.0 157.7 3
6月 2.1 2.1 9.0 南西 162.9 105.9 3
7月 1.8 2 8.0 南西 166.5 147.5 5
8月 1.6 2.1 7.0 南西 193.9 204.4 2
9月 2.4 2 15.0 東南東 178.7 154.1 3
10月 2.0 2 7.0 西北西 157.9 170.4 8
11月 1.9 2.1 10.0 東 179.7 158 2

12月 2.5 2.2 9.0 西 205.0 179.6 0

年間 2.2 2.1 15.0 東南東 2240.1 1961.9 38
9月6日

※平年値：1979～2000年までの平年値

月別

月別

日照時間風速

気温 降水量

 
出典：徳島県の気象年報 
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図 2-4 阿南市の月別平均気温と降水量（平成 17 年） 

 

 

 

 
2.1.5  都市基盤 

(1)  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。 
 

表 2-3 阿南市の土地利用状況 

（単位：ha）

田 畑 樹園地 採草地

27,939 4,193 271 1,317 - 1,448 10,162 10,548

（100％） （15.0） （1.0） （4.7） （-） （5.2） （36.4） （37.7）

その他合計
農用地

宅地 山林

 
出典：阿南市勢要覧 2006 資料編 
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(2)  道路・河川 
平成 18 年度の阿南市における道路・河川の状況は以下のようになっています。 
道路における舗装率は一般県道を上回っており、河川において那珂川は代表的な存在とい

えます。 
表 2-4 道路の状況 

（単位：km,％）

路線数 延長 舗装延長 舗装率 橋梁数

55号 1 26.90 26.90 100.0 44

55号阿南道路（バイパス） 1 12.60 12.60 100.0 11

195号 1 10.14 10.14 100.0 14

9 85.49 77.06 90.1 81

26 113.58 89.45 78.8 124

2,125 812.22 717.07 88.3 1,069市道

国道

種別

主要地方道

一般県道

 
 

表 2-5 主要河川 

（単位：m,km,km2）

区分 川幅 延長 流域面積

那賀川 500 112 874

桑野川 100 25 100

岡川 100 8 10

福井川 50 19 34

椿川 50 6 12  

出典：阿南市勢要覧 2006 資料編 

 
2.1.6  生活環境 

(1)  ごみ処理状況 
平成 16 年度の阿南市におけるごみ処理状況は以下のとおりです。 
収集区分においてはごみが、処理区分においては焼却量が大きな割合を占めています。 

 
表 2-6 平成 16 年度のごみ処理状況 

（単位：t,）

総収集量 ごみ 粗大ごみ 埋立ごみ 総処理量 焼却量 破砕量 埋立量 資源化

30,921 25,354 1,280 4,287 30,921 25,354 1,280 2,320 1,967

収集区分 処理区分

 
出典：阿南市勢要覧 2006 資料編 
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(2)  上水道 
阿南市の水道供給状況は以下のとおりです。 
計画に対し約 92％の人口に供給されています。 

 
表 2-7 水道供給状況 

世帯数 人口 世帯数 人口

82,200 3,220 79,843 24,218 68,123 1,827 5,659

計画給水人口
行政区域内

総人口

給水件数

上水道 簡易水道
上水道 簡易水道

 
出典：阿南市水道部業務課 

 

 
(3)  し尿処理 

平成 17 年度の阿南市における、し尿処理状況は以下のとおりです。 
平成 16 年度から自家処理量が発生していない状況です。 

 
表 2-8 平成 17 年度のし尿処理状況 

（単位：kL）

計 許可業者収集量 自家処理量 し尿

4,884 4,884 0 4,885  

出典：阿南市環境管理部 
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2.1.7  産業 

(1)  産業別就業人口 
平成 12 年度国勢調査によると、阿南市の就業人口とその割合は以下に示すとおりです。 
全体では第３次産業が５割を超え、 も多くなっています。旧羽ノ浦町では第３次産業の占

める割合が６割近くとなり、その反面、第１次産業の占める割合が少なくなっています。 
 

表 2-9 産業別就業人口 

（単位：人）

産業区分 旧阿南市 旧那賀川町 旧羽ノ浦町 阿南市

総数 27,283 5,047 5,638 37,968

第1次産業 3,529 602 299 4,430

農業 2,799 444 275 3,518

林業 23 6 4 33

漁業 707 152 20 879

第2次産業 9,339 1,885 1,814 13,038

鉱業 51 12 7 70

建設業 3,072 628 516 4,216

製造業 6,216 1,245 1,291 8,752

第3次産業 14,415 2,560 3,525 20,500

電気・ガス・熱供給・水道業 491 26 33 550

運輸・通信業 1,453 233 281 1,967

卸売業・小売業・飲食店 4,456 793 1,154 6,403

金融・保険業 568 128 154 850

不動産業 80 11 26 117

サービス業 6,513 1,179 1,632 9,324

公務（他に分類されないもの） 854 190 245 1,289

分類不能の産業 53 10 31 94  
出典：平成 12 年国勢調査 

4,430人
11.6％

299人
5.2％

602人
11.9％

3,529人
12.9％

13,038人
34.2％

1,814人
31.8％

1,885人
37.2％

9,339人
34.1％

20,593人
54.0％

3,556人
62.4％

2,570人
50.7％

14,467人
52.8％

94 人
0.2％

31人
0.5％

10人
0.2％

53 人
0.2％

0% 50% 100%

旧阿南市

旧羽ノ浦町

旧那賀川町

阿南市

第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業
 

図 2-5 産業別就業人口割合 
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(2)  工業の状況 
平成 15 年度の阿南市における工業の状況は以下のとおりです。 
製造品出荷額は近年増加傾向にあり、パルプ・紙・紙加工品製造業が大きな割合を占めて

います。 
表 2-10 工業の状況 

（単位：所,人,万円）

区分 事務所数 従業者数 製造品出荷額等

総数 365 8,209 35,394,485

食料品製造業 64 1,001 1,454,327

飲料・たばこ・飼料製造業 5 53 20,902

繊維工業 2 × ×

衣服・その他の繊維製品製造業 28 × ×

木材・木製品製造業 67 555 914,516

家具・装備品製造業 64 498 582,915

パルプ・紙・紙加工品製造業 6 1,431 8,302,600

印刷・同関連業 13 × ×

化学工業 7 × ×

石油製品・石炭製品製造業 2 × ×

プラスチック製品製造業 5 × ×

ゴム製品製造業 1 × ×

なめし革・同製品・毛皮製造業 1 × ×

窯業・土石製品製造業 18 231 386,050

鉄鋼業 3 × ×

非鉄金属製造業 1 × ×

金属製品製造業 28 × ×

一般機械器具製造業 14 × ×

電気機械器具製造業 3 × ×

電子部品・デバイス製造業 3 × ×

輸送用機械器具製造業 5 × ×

その他製造業 25 × ×
注：繊維工業は、衣服・その他の繊維製品を除く
　　木材・木製品製造業は、家具を除く
　　「×」…秘匿数字  

出典：平成 15 年工業統計調査 

表 2-11 工業の推移 
（単位：所,人,万円）

区分 事務所数 従業者数 製造品出荷額等

平成11年 303 8,627 24,308,875

平成12年 444 9,037 25,447,372

平成13年 249 7,562 25,904,583

平成14年 218 7,619 28,067,359

平成15年 365 8,209 35,394,485

　注：平成11,13,14年については従業員4人以上の事業所のみ  
出典：工業統計調査 
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(3)  商業の状況 
平成 14 年度の阿南市における商業の状況は以下のとおりです。 
平成 11 年度と比べ、商店数・従業者数・年間商品販売額共に現象傾向にあります。 

表 2-12 商業の状況 
（単位：店,人,百万円）

商店数 従業者数 年間商品販売額

1,266 5,715 104,768

147 933 33,953

各種商品小売業 5 × ×

織物・衣服・身の回り品小売業 137 375 3,875

飲食料品小売業 407 1,890 24,870

自動車・自転車小売業 84 352 7,290

家具・じゅう器・機械器具小売業 113 414 7,508

その他の小売業 373 1,539 23,489

　注：「×」…秘匿数字

総数

卸売業

小
売
業

業種別

 
出典：平成 14 年商業統計調査 

表 2-13 商業の推移 

（単位：店,人,百万円）

卸売業 小売業 計 卸売業 小売業 計 卸売業 小売業 計

平成9年 157 1,243 1,400 1,144 4,509 5,653 41,245 73,934 115,179

平成11年 184 1,236 1,420 1,211 4,817 6,028 53,913 76,479 130,392

平成14年 147 1,119 1,266 933 4,782 5,715 33,953 70,815 104,768

商店数 従業者数 年間商品販売額
区分

 
出典：商業統計調査 

 
(4)  農業の状況 

阿南市における農業の状況を以下に示します。 
総農家数は減少傾向にありますが、自給的農家は増加傾向にあります。 

 
表 2-14 農家数の推移 

（単位：戸）

専業 第一種兼業 第二種兼業 計

平成2年 6,048 821 580 812 3,835 5,227

平成7年 5,780 823 545 821 3,591 4,957

平成12年 5,414 875 602 528 3,409 4,539

0.5ha未満 0.5～1.0ha 1.0～1.5ha 1.5～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0ha以上

平成2年 965 2,133 1,306 518 247 56

平成7年 898 2,074 1,222 484 221 58

平成12年 915 2,049 1,026 347 149 53

区分
経営規模別農家数

専兼別農家数
自給的農家総農家数区分

 
出典：平成 12 年世界農林業センサス 
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表 2-15 主要農作物の収穫量の推移 

（単位：ha,t）

作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量
平成14年 3,168 15,050 15 549 103 3,878 851 2,045
平成15年 3,104 14,070 15 534 102 3,783 705 1,976
平成16年 3,127 14,790 15 519 116 4,383 653 1,294

栽培面積 結果樹面積 収穫量 栽培面積 結果樹面積 収穫量
平成14年 178 178 3,635 83 81 1,189
平成15年 157 157 3,485 83 81 1,138
平成16年 142 142 2,905 83 81 1,282

たけのこ

区分
みかん すだち

区分
水稲 いちご にんじん

 

出典：徳島県農林水産統計年報 

 
表 2-16 畜産農業の状況 

区分 飼養戸数 飼養頭羽数

乳用牛 6 x

肉用牛 20 2,839

豚 － －

採卵鶏 － －

ブロイラー 2 x
注：「X」…秘匿数字
　　「-」…データなし  

出典：平成 12 年世界農林業センサス 

 
(5)  林業の状況 

平成 12 年度の阿南市における林業の状況は以下のとおりです。 
規模が 3ha 未満の戸数が半数以上を占めています。 

 
表 2-17 林業の状況 

（単位：戸,ha）

区分 林家計 1～3ha未満 3～5ha 5～10ha 10～20ha

戸数 1,514 836 231 237 115

面積 16,298 1,397 857 1,606 1,440

区分 20～30ha 30～50ha 50～100ha 100～500ha 500ha以上

戸数 32 27 21 12 3

面積 718 1,007 1,303 2,853 5,118  
出典：平成 12 年世界農林業センサス 
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2.1.8  その他 

阿南市における学校種別人数は以下のとおりです。 
人数において小学校の占める割合が高く、高等学校がこれに続いています。 
 

表 2-18 阿南市内の学校種別人数 

本校 分校 計 男 女

市立 12 1 42 3 445 231 214

私立 2 - 12 - 204 103 101

小学校 市立 22 - 251 55 3123 1602 1521

中学校 市立 8 - 150 30 1568 823 745

高等学校 県立 4 - 196 50 2290 1198 1092

工業高等専門学校
独立学校

法人
1 - 67 46 979 848 131

学校種別
園児・児童・生徒・学生数

幼稚園

教員数 職員数
学校数

 

出典：学校基本調査 
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2.2  市民向けアンケート調査結果 

阿南市市民の新エネルギーに対する意識などを調査する目的で、市民を対象としてアンケー

ト調査を実施しました。詳細は以下のとおりです。 
 
発送数： 900 通 
回収数： 289 通 
回収率： 32.1％ 
期間： 2006 年 11 月 24 日～2006 年 12 月 7 日 
対象者の選定方法： 地域別・年齢別比例抽出 
発送・回収方法： 郵送方式 

 
2.2.1  回答者の属性 

(1)  回答者の年齢・性別 
回答者の年齢は、「50 歳代」が も多く、次いで「60 歳以上」、「40 歳代」となりました。 
性別は「女性」の方が多い結果となりました。 

 

回答者の年齢

1人　
0.3%

33人　
11.4%

38人　
13.1%

62人　
21.5%80人　

27.7%

75人　
26.0%

～29歳 30歳代 40歳代 50歳代 60歳～ 無回答

 

回答者の性別

男性
43%

女性
57%

 

図 2-6 回答者の年齢                 図 2-7 回答者の性別 
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(2)  回答者の居住状況 
回答者の居住地について、阿南市市内の地区別に見ると「富岡」「羽ノ浦」が も多く、次

いで「那賀川」「見能林」となっています。 
 

46

40

12

22

13

9

6

11

10

9

10

8

42

46

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

富岡

見能林

橘

桑野

新野

福井

椿

宝田

中野島

長生

大野

加茂谷

那賀川

羽ノ浦

無回答
（人）

 
図 2-8 回答者の居住地区 

 
家族人数は、「3 人家族」と答えた方が も多く、回答者全体の 26.3％を占めています。次

いで「2 人家族」「4 人家族」となっています。 
回答者の居住形態は、「持ち家（一戸建）」が も多く全体の 85.5％にも上りました。 

 

 

家族人数

22軒　
7.6%

59軒　
20.4%

76軒　
26.3%

53軒　
18.3%

30軒　
10.4%

5軒　
1.7%

26軒　
9.0%

15軒　
5.2%

3軒　
1.0%

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

６人 ７人 ８人以上 無回答

図 2-9 回答者の家族構成 

表 2-19 回答者の居住形態 

選択肢 回答数 構成比
持ち家（一戸建） 247 85.5%
借家（一戸建） 4 1.4%
借家（団地、アパート、下宿） 21 7.3%
社宅・寮 6 2.1%
市営住宅 6 2.1%
その他 4 1.4%
無回答 1 0.3%
　計 289 100.0%
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2.2.2  市民の「新エネルギー」・「自然エネルギー」に対する認知度 

(1)  新エネルギーの認知度 

問 6  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？ 

 
上記の問いに対しては、「聞いたこと

はある」と答えた方が全体の 42.2％で

も多く、次いで「だいたい知ってい

る」となっています。 
 
 
 
 
 

(2)  新エネルギーの種類別の認知度 

問 7  あなたは、次に示す新エネルギーのうち、どれを知っていましたか？（いくつでも）

この質問をするにあたってはアンケート回答用紙に次項図 に示す説明資料を添付し、見

ていただきました。 
新エネルギーの種類別の認知度は、「風力発電」が も高く 97.2％であり、次いで「太陽

光発電」「太陽熱利用」「クリーンエネルギー自動車」となっています。 
反対に認知度の低いものは「未利用エネルギー」や「雪氷熱エネルギー」となっています。 

90.7%

77.9%

97.2%

26.6%

60.2%

10.7%

45.0%

16.3%

35.6%

24.6%

47.8%

5.2%

2.1%

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

廃棄物発電・熱利用

バイオマス発電・熱利用

未利用エネルギー

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

中小水力エネルギー

雪氷熱エネルギー

地熱エネルギー

海洋エネルギー

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

認知度が高い認知度が低い
 

図 2-10 新エネルギーの種類別の認知度 

「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
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図 2-11 アンケート回答用紙に添付した新エネルギーの説明資料 

出典：NEDO パンフレット「地域新エネルギービジョン策定等事業のご案内」 
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問 8  あなたはそれらの新エネルギーをどのようにして知りましたか？（いくつでも） 

新エネルギーを知った機会は、テレビ・ラジオや新聞・雑誌などによるものが多いという

結果が得られました。 

12.8%

43.6%

75.4%

78.9%

9.0%

13.5%

24.9%

11.8%

12.5%

3.5%

4.8%

0% 50% 100%

実物を導入している

実物は導入していないが見たことがある

新聞・雑誌の記事や広告

テレビ・ラジオの番組やコマーシャル

単行本などの書物

行政のパンフレット

メーカーのパンフレット

メーカーや販売店の営業

学校の授業

講演会、展示会などのイベント

その他

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 
図 2-12 新エネルギーを知った機会 

 
 

問 9  あなたは新エネルギーが普及することによって、どのような効果を期待しますか。 
（いくつでも） 

新エネルギーの普及効果に対する期待としては、「化石燃料の消費削減による地球温暖化防

止への貢献」と答えた方が も多く、81.3％（235 人）に上りました。さらに、「地域の環境

保全」「地球温暖化やエネルギー問題への認知度の向上」と続き、環境や社会への効果が期待

されていることがわかりました。 

81.3%

52.9%

63.7%

13.5%

59.9%

45.3%

19.0%

32.2%

1.4%

1.4%

0% 50% 100%

化石燃料の消費削減による地球温暖化防止への貢献

エネルギー問題への対応策

地域の環境保全

地域振興

地球温暖化やエネルギー問題への認知度の向上

緊急・災害時のエネルギー確保

日本の科学技術の発展

生活の利便性の向上

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 
図 2-13 新エネルギーの普及効果に対する期待 
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問 10  次のような家庭用の新エネルギー導入について、あなたはどのように考えますか。ま

た、既に導入されている場合は、その内容についてお答えください。 

新エネルギー設備の導入状況と、導入可能性について上記のような問いをしました。 
全体を通じ、「条件次第で検討も可」と「導入は考えられない」と答えた方が大部分を占め

ています。 
「既に導入している」という答えがあったのは、回答数の多い順に「太陽熱利用」、「太陽

光発電」、「クリーンエネルギー自動車」でした。「太陽熱利用」は 41 人（世帯）の方が既に

導入していることがわかりました。「クリーンエネルギー自動車」は現在では「導入を検討中」

の方が、全ての新エネルギーの中で も多い回答を得ています。 
その他には「バイオマス発電・熱利用」、「廃棄物発電・熱利用」もそれぞれ 1 人（世帯）

での導入されていることがわかりました。 
 

表 2-20 新エネルギーの設備の導入状況と導入の可能性 

太陽光発電 太陽熱利用 風力発電
バイオマス発電

・熱利用

既に導入している 11 41 0 1

導入を具体的に計画中 4 2 1 0

導入を検討中 10 9 0 0

条件次第で検討も可 177 139 81 51

導入は考えられない 51 62 139 152

無回答 36 36 68 85

　計 289 289 289 289

廃棄物発電
・熱利用

クリーンエネ
ルギー自動車

コージェネ
レーション

燃料電池

既に導入している 1 7 0 0

導入を具体的に計画中 1 2 0 0

導入を検討中 0 19 0 1

条件次第で検討も可 74 171 64 120

導入は考えられない 131 42 130 92

無回答 82 48 95 76

　計 289 289 289 289  
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11

41

0

1

1

7

0

0

4

2

1

0

1

2

0

0

10

9

0

0

0

19

0

1

177

139

81

51

74

171

64

120

51

62

139

152

131

42

130

92

36

36

68

85

82

48

95

76

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

バイオマス発電・熱利用

廃棄物発電・熱利用

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

既に導入している 導入を具体的に計画中 導入を検討中
条件次第で検討も可 導入は考えられない 無回答

 

図 2-14 新エネルギーの設備の導入状況と導入の可能性 

 
 

問 11  問 10 で、「導入を検討中」「条

件次第で検討も可」「導入は考えられな

い」と答えた方にお聞きします。検討

する際、問題となることはどのような

ことですか？  

上記の質問に対して、 も多い回答

は「値段が高いから」で、次いで「よ

くかわらないから」という結果となり

ました。 
「その他」としては、「持ち家では

ないため」という意見がありました。 
 
 
 

 

165人
57.1%

57人
19.7%

45人
15.6%

6人
2.1%

16人
5.5%

値段が高いから

よくわからないから

まわりの環境に合っていないと思うから

その他

無回答

図 2-15 新エネルギー導入の際の問題 
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問 12  あなたが新エネルギー機器を

導入するとき、経済面での判断はどの

ようにお考えですか。 

上記の質問に対して、 も多い回答

は「現在の光熱費と同額程度にならな

いと導入できない」でした。次いで「相

当割安にならないと導入しない」であ

り、上位二つを合わせると「同等以下」

にならないと導入しないと答えた方

は全体の 3／4 程度になりました。 
その他の意見としては「まず行政が

先にすべき」、「年齢的な問題」など見

がありました。 
 

 
 

19人
6.6%

138人
47.8%

41人
14.2%

6人
2.1%

85人
29.4%

新エネルギー機器の導入は、環境改善、エネルギー対策におおい
に貢献するから、現在の光熱費より割高となっても導入したい。

新エネルギー機器の導入も、現在の光熱費と同額程度にならない
と導入できない。

新エネルギー機器の導入は、また不安定な面があるから、現状の
光熱費と比べ相当割安にならないと導入しない。

その他

無回答

図 2-16 新エネルギー導入の際の経済的判断 
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(3)  省エネルギーへの意識 

 

問 19 あなたの家庭の省エネルギー

に対する取り組みについて、下記の中

から選んでください。 

上記の質問に対しては、「日常生活が

不便にならない範囲で省エネルギーを

実施している。」との答えが全体の

66.2％を占めました。何らかの省エネル

ギー行動を実施している方は全体の 8
割に上ります。 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.3  阿南市行政に対する期待 

 

問 13  地球温暖化対策等の観点から

新エネルギーの必要性が指摘されてい

ますが、市としては新エネルギー導入

に関し、どのように取り組むべきだと

思いますか？ 

上記の質問に対しては「できる限り

積極的に取り組むべきだ」という答え

が も多く、次いで「ある程度積極的

に取り組むべきだ」となっています。 
 
 
 

 

23人　
8.0%

19人　
6.6%

11人　
3.8%

3人　
1.0%

40人　
13.8%

193人　
66.8%

環境・エネルギー問題に寄与するので、積極的に省エネル
ギーを実施している。
日常生活が多少不便でも積極的に省エネルギーを実施して
いる。
日常の生活が不便にならない範囲で省エネルギーを実施し
ている。
特に省エネルギーに取り組んでいない。

その他

無回答
 

図 2-17 省エネルギーへの意識 

 

136人
47.1%

104人
36.0%

8人
2.8%

29人
10.0%

10人
3.5%

2人
0.7%

できる限り積極的に取り組むべきだ

ある程度積極的に取り組むべきだ

あまり積極的に取り組まなくても良い

全く取り組まなくても良い

その他

無回答

図 2-18 行政の取り組みに対する期待 
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問 14  行政において新エネルギーを導入する場合、次のどの種類の新エネルギーが適して

いると考えますか。（いくつでも） 

行政において導入が期待される新エネルギーとして、意見が多い順に「太陽光発電」、「太

陽熱利用」、「廃棄物発電・熱利用」、「クリーンエネルギー自動車」、「風力発電」となりまし

た。その他の意見として「バイオ軽油を使った市営バス」というものもありました。 

67.5%

55.4%

33.2%

17.6%

49.5%

39.4%

9.0%

14.2%

10.4%

5.2%

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

バイオマス発電・熱利用

廃棄物発電・熱利用

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 

図 2-19 行政において導入が期待される新エネルギーの種類 

 

問 15  行政において新エネルギーを導入する場合、どのような建物に導入するのがよいで

すか。（いくつでも） 

上記の質問に対して、意見の多い順に「役所・支所庁舎」、「小中学校」、「教育文化施設（公

民館等の施設を含む）」となりました。 

52.6%

46.0%

40.5%

30.4%

11.8%

11.8%

6.9%

6.9%

0% 50% 100%

役所・支所庁舎

小中学校

教育・文化施設
（公民館等の施設を含む）

市営住宅

福祉・保健施設
（保育所・児童館を含む）

観光施設

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 
図 2-20 行政において導入が期待される施設 
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また、問 15 に関連し、新エネルギー導入が望ましい施設や方法について、具体的な意見が

あれば記入していただきました。その結果、以下のような意見をいただきました。 
 
 

対象施設 意見数 

市役所、支所、市の公共施設、病院など 11 

小中学校 4 

ごみ焼却施設 2 

工場、企業（辰巳工業団地など） 2 

温水プール 1 

 
 
 

問 16  新エネルギーの導入を推進するには、行政としてどのような取組をするべきと考え

ますか。（いくつでも） 

上記の質問に対して、意見の多い順に「公共施設に積極的に導入する」、「補助金、税制優

遇、低利融資等の助成をする」、「災害時の非常用電源として導入する」となりました。 
 

64.0%

22.1%

31.1%

54.7%

32.5%

40.8%

31.8%

12.5%

11.4%

4.5%

1.7%

0.3%

0% 50% 100%

公共施設に積極的に導入する

普及啓発施設（エネルギーパーク等）を設置する

パンフレット配布や講演会・イベント開催などで啓発する

相談窓口を設け、個人や企業に役立つ情報を提供する

補助金、税制優遇、低利融資等の助成をする

まちづくり等の開発事業において計画的に導入する

災害時の非常用電源として導入する

法令や条例で規制・共生する

学校等でエネルギー教育をする

関与せずに、自主的な取組に任せる

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 
図 2-21 行政に期待する取組み 
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2.2.4  その他 

(1)  導入や普及啓発に関する内容 
 

問 17  新エネルギーの導入は、主に誰がするべきだと思いますか？（いくつでも） 

新エネルギーの導入については、多い順に「無回答」、「行政における率先導入」、「企業に

よる導入」となっています。 
 

36.0%

13.8%

29.1%

38.4%

1.0%

6.2%

0% 50% 100%

行政における率先導入
（庁舎、公共施設など）

家庭での積極的導入
（住宅用太陽光発電など）

企業による導入
（工場、商業施設など）

地域（集落）単位で導入

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（289人）

に対する割合

 
図 2-22 新エネルギーを導入すべき主体 

 
 

問 21  エネルギーパークについて、ど

のような施設としたらよいとお考えで

すか。 

エネルギーパークの施設としての機

能について、意見を伺ったところ、右

のような結果となりました。 
その他意見として、「施設は不要であ

る」という内容のものが 16 件ありまし

た。 
 
 

96人　
33.2%

82人　
28.4%

27人　
9.3%

46人　
15.9%

20人　
6.9%

18人　
6.2%

新エネルギーの種類や環境・エネルギー問題について広く
学習できる内容の展示
家庭や事業所での新エネルギー導入のための補助制度な
どの紹介
市民の交流の場や、レクレーション施設としての機能

新エネルギー利用施設を設置し発電所としての機能を持た
せる
その他

無回答

図 2-23 エネルギーパークに期待する機能 
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(2)  その他意見 

問 20 その他、新エネルギーや省エネルギー、環境に関するご意見、ご要望がありました

ら自由にお書きください。 

上記の質問をし、自由に記述していただきました。 
主な意見を取りまとめたものを以下に示します。 

 
普及啓発に関すること 13 件 

 

・環境教育の実施について 
・新・省エネルギーに関する情報発信を要望 
・新エネルギーをよく知らない 
・講習会・勉強会などを開催して欲しい 
・個人の意識の向上を図って欲しい 

4 件 
3 件 
3 件 
2 件 
1 件 

導入に向けての問題点 9 件 

 
・新エネルギー導入は費用がかかる 
・何をすればいいのかわかりにくい 

8 件 
1 件 

導入に向けた取り組み方について 10 件 

 

・生活の中などで身近なところからはじめていきたい 
・自然のものを有効利用していきたい 
・地球温暖化対策と絡めてすすめて欲しい 
・ごみのリサイクルと絡めてすすめてほしい 
・その他 

3 件 
2 件 
2 件 
1 件 
2 件 

行政の取り組みに対する要望 23 件 

 

・計画的な導入を要望する 
・新エネルギーを導入しやすい仕組み（補助など）が必要 
・市が率先して導入・実行してほしい 
・環境自治体としてアピールできるようにしてほしい 
・その他 

7 件 
7 件 
4 件 
2 件 
3 件 

具体的な提案 11 件 

 

・太陽光（街路灯） 
・風力（海辺に風力発電所） 
・ごみ発電（燃焼、メタンガス、天ぷら油の燃料化） 
・バイオマス（竹のエネルギー利用） 
・電気自動車 
・燃料電池（災害時に備えて拠点や家庭に配置） 

2 件 
2 件 
3 件 
1 件 
1 件 
2 件 

その他 7 件 

 
・地域環境の改善に対する要望 
・取り組みは難しい          ………など 
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2.3  事業者向けアンケート調査結果 

阿南市内の事業者の新エネルギーに対する意識などを調査する目的で、事業者を対象として

アンケート調査を実施しました。詳細は以下のとおりです。 
 
発送数： 100 通 
回収数： 45 通 
回収率： 45.0％ 
期間： 2006 年 11 月 24 日～2006 年 12 月 7 日 
対象者の選定方法： 産業別比例抽出 
発送・回収方法： 郵送方式 

 
2.3.1  回答者の属性 

(1)  事業別分類 
回答のあった事業所を事業別に分類しました。「卸売・小売業」が も多く、次いで「製造

業」という結果になりました。 
 

0
0
0
0

5
9

3
0

3
18

1
0

3
0
0
0

3

0 5 10 15 20

農業
林業
漁業
鉱業

建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業
卸売・小売業
金融・保険業

不動産業
飲食店、宿泊業

医療、福祉
教育、学習支援業
複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

（事業所数）
 

図 2-24 事業所の事業別分類 
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(2)  従業員数 
回答者の事業所ごとの従業員数は「0～4 人」が も多く、 大は「100～299 人」でした。 

16

14

3

4

3

2

3

0

0

0

0

0 5 10 15 20

0～4人

5～9人

10～19人

20～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000～1,999人

2,000～4,999人

5,000人以上

（事業所数）
 

図 2-25 従業員数 

 
(3)  用途・操業時間 

事業所の用途、「店舗」が も多く、次いで「工場」となっています。 
操業時間は「9～12 時間」が も多く、次いで「9 時間未満」となっています。「24 時間操

業」の事業所は 4 軒（8.9％）ありました。 
 

事業所の用途

11軒
24.4%

23軒
51.1%

2軒
4.4%

9軒
20.0%

工場 店舗 倉庫 事務所

  

1日の操業時間

13軒
28.9%

20軒
44.4%

8軒
17.8%

4軒
8.9%

0軒
0.0%

9時間未満 9～12時間 12～18時間

18～24時間 24時間操業

 
図 2-26 事業所の用途               図 2-27 1 日の操業時間 
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(4)  所在地 
回答のあった事業所のうち、「羽ノ浦」に所在しているものが も多く、次いで「富岡」と

なっています。 

10
5

3
0
0

1
0

3
1
1

0
1

5
13

2

0 2 4 6 8 10 12 14

富岡
見能林

橘
桑野
新野
福井

椿
宝田

中野島
長生
大野

加茂谷
那賀川
羽ノ浦
無回答

（事業所数）
 

図 2-28 事業所の所在地 
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2.3.2  事業所での「新エネルギー」・「自然エネルギー」に対する認知度 

(1)  新エネルギーの認知度 

問 6  貴事業所では「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？ 

上記の問いに対しては、「だいたい知

っている」との答えが全体の半数以上の

51.1％となっています。 
 
 
 
 

 
 

(2)  新エネルギーの種類別の認知度 

問 7  貴事業所では、次に示す新エネルギーのうち、どれを知っていましたか？（いくつで

も） 

この質問をするにあたってはアンケート回答用紙に市民向けアンケートと同様に図の説明

資料を添付し、見ていただきました。 
新エネルギーの種類別の認知度は、「風力発電」が も高く 95.6％であり、次いで「太陽

光発電」「太陽熱利用」「燃料電池」となっています。 
反対に認知度の低いものは「未利用エネルギー」や「雪氷熱エネルギー」となっています。 

93.3%

71.1%

95.6%

44.4%

53.3%

28.9%

64.4%

26.7%

44.4%

40.0%

2.2%

57.8%

6.7%

2.2%

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

廃棄物発電・熱利用

バイオマス発電・熱利用

未利用エネルギー

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

中小水力エネルギー

雪氷熱エネルギー

地熱エネルギー

海洋エネルギー

無回答

※それぞれについて
回答者総数（45人）
に対する割合

認知度が高い認知度が低い
 

図 2-29 新エネルギーの種類別の認知度 

「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？

6人
13.3%

11人
24.4%

5人
11.1%

23人
51.1%

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



 
 
第 2 章 阿南市の地域概況 

 2-31

問 8  貴事業所ではそれらの新エネルギーをどのようにして知りましたか？（いくつでも）

新エネルギーを知った機会は、テレビ・ラジオや新聞・雑誌などによるものが多いという

結果が得られました。 

13.3%

46.7%

80.0%

71.1%

24.4%

24.4%

20.0%

17.8%

2.2%

4.4%

0.0%

0.0%

0% 50% 100%

実物を導入している

実物は導入していないが見たことがある

新聞・雑誌の記事や広告

テレビ・ラジオの番組やコマーシャル

単行本などの書物

行政のパンフレット

メーカーのパンフレット

メーカーや販売店の営業

学校の授業

講演会、展示会などのイベント

その他

無回答

※それぞれについて
回答者総数（45人）
に対する割合

 

図 2-30 新エネルギーを知った機会 

 
 

問 9  貴事業所では新エネルギーが普及することによって、どのような効果を期待しますか。

（いくつでも） 

新エネルギーの普及効果に対する期待としては、「化石燃料の消費削減による地球温暖化防

止への貢献」と答えた方が も多く、91.1％に上りました。さらに、「地域の環境保全」「エ

ネルギー問題への対応策」と続いています。 
 

91.1%

60.0%

66.7%

15.6%

57.8%

31.1%

24.4%

26.7%

0.0%

0.0%

0% 50% 100%

化石燃料の消費削減による地球温暖化防止への貢献

エネルギー問題への対応策

地域の環境保全

地域振興

地球温暖化やエネルギー問題への認知度の向上

緊急・災害時のエネルギー確保

日本の科学技術の発展

生活の利便性の向上

その他

無回答

※それぞれについて
回答総数（45）
に対する割合

 
図 2-31 新エネルギーの普及効果に対する期待 
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問 10  次のような家庭用の新エネルギー導入について、あなたはどのように考えますか。ま

た、既に導入されている場合は、その内容についてお答えください。 

新エネルギー設備の導入状況と、導入可能性について上記のような問いをしました。 
全体を通じ、「条件次第で検討も可」と「導入は考えられない」と答えた方が大部分を占め

ています。 
「既に導入している」という答えがあったのは、回答数の多い順に「太陽熱利用」、「太陽

光発電」、「風力発電」、「クリーンエネルギー自動車」、「コージェネレーション」でした。 
クリーンエネルギー自動車は「導入を検討中」という事業所が も多くなっています。 
「バイオマス」「廃棄物」「燃料電池については導入もなく、導入検討も積極的にされてい

ないことがわかりました。 
 

表 2-21 新エネルギーの設備の導入状況と導入の可能性 

太陽光発電 太陽熱利用 風力発電
バイオマス発電

・熱利用

既に導入している 4 4 2 0

導入を具体的に計画中 0 0 0 0

導入を検討中 2 1 0 0

条件次第で検討も可 23 20 10 9

導入は考えられない 10 15 24 24

無回答 6 5 9 12

　計 45 45 45 45

廃棄物発電
・熱利用

クリーンエネ
ルギー自動車

コージェネ
レーション

燃料電池

既に導入している 0 1 1 0

導入を具体的に計画中 0 0 0 0

導入を検討中 0 8 0 0

条件次第で検討も可 12 20 10 18

導入は考えられない 22 10 21 17

無回答 11 6 13 10

　計 45 45 45 45  
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4

4

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

8

0

0

23

20

10

9

12

20

10

18

10

15

24

24

22

10

21

17

6

5

9

12

11

6

13

10

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

バイオマス発電・熱利用

廃棄物発電・熱利用

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

既に導入している 導入を具体的に計画中 導入を検討中
条件次第で検討も可 導入は考えられない 無回答

 
図 2-32 新エネルギーの設備の導入状況と導入の可能性 

 
 

問 11  問 10 で、「導入を検討中」「条

件次第で検討も可」「導入は考えられな

い」と答えた方にお聞きします。検討

する際、問題となることはどのような

ことですか？  

上記の質問に対して、 も多い回答

は「値段が高いから」で、次いで「そ

の他」となっています 
その他の内容としては、「採算性が

悪い」、「事業内容と合わないから」、

「（クリーンエネルギー自動車が）大

型車両に対応していない」などがあり

ました。 
 

 

30人
66.7%

4人
8.9%

5人
11.1%

1人
2.2%

5人
11.1%

値段が高いから

よくわからないから

まわりの環境に合っていないと思うから

その他

無回答

図 2-33 新エネルギー導入の際の問題 
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問 12  貴事業所では新エネルギー機

器を導入するとき、経済面での判断は

どのようにお考えですか。 

上記の質問に対して、 も多い回答

は「現在の光熱費と同額程度にならな

いと導入できない」でした。次いで「相

当割安にならないと導入しない」であ

り、上位二つを合わせると「同等以下」

にならないと導入しないと答えた方

は全体の 80％程度になりました。 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3)  新エネルギー・省エネルギーへの意識 

問 13  貴事業所で、地球温暖化やエネルギー問題に関連して、これまでに取り組まれた活動

があれば教えてください。差し支えのない範囲で、ご自由にお書きください。 

 
 

○ 発泡ウレタンをノンフロン材料に変更した 

○ 空調設備を深夜電力を利用したエコアイスシステムにより運用している。営業車をハイブリッド車に順次変え

ている。現在 2 台、来年は 3 台目導入する予定である。 

○ 電力使用量の削減。燃料使用量の削減。廃棄物の削減（再資源化の推進含む）。ノーマイカーデーの推進 

○ 販売商品をなるべくエコ商品にしている。グリーンネットワークに加盟している。 

○ 近（去年より）鉄管がさびて使用できなくなったが、温水を床下にとおして、床暖を 30 年前よりしていた。 

○ ISO を取得した。 

○ 重油ボイラーの設定温度を80℃から 60℃へ下げた。割箸しを回収して1 ヶ月に1℃、王子製紙（株）富岡工場

へ持って行く。 

○ 業界あげてアイドリングストップ活動を行なっている。蓄温機器、蓄冷機器、エコドライブ、等々。 

○ 取り扱っているカーエアコンの触媒であるフロン類の大気放出の完全停止 

○ マキストーブの導入、普及 

○ ダンボールを回収し、再利用業者へ渡す 

4人
8.9%

26人
57.8%

2人
4.4%

1人
2.2%

12人
26.7%

新エネルギー機器の導入は、環境改善、エネルギー対策におおい
に貢献するから、現在の光熱費より割高となっても導入したい。

新エネルギー機器の導入も、現在の光熱費と同額程度にならない
と導入できない。

新エネルギー機器の導入は、また不安定な面があるから、現状の
光熱費と比べ相当割安にならないと導入しない。

その他

無回答

図 2-34 新エネルギー導入の際の経済的判断 
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○ 環境セミナーや展示会の開催 

○ アイドリングをできるだけしないように。 

○ 省エネルギー目標を定めて省エネ取り組みを行い、その結果をチェックしている。平成 18 年から徳島県へ

CO2 排出状況と CO2 削減計画を提出している。 

○ 使用機器の熱効率の向上。 

○ 電動フォークリフトの購入…老朽化したリフトの買い替えにエンジンでなく、電動式とした。 

○ 無駄な電気を使用しない。 

 
 
2.3.3  阿南市行政に対する期待 

 

問 14  地球温暖化対策等の観点から新エ

ネルギーの必要性が指摘されていますが、

市としては新エネルギー導入に関し、どの

ように取り組むべきだと思いますか？ 

上記の質問に対しては「ある程度積極的

に取り組むべきだ」という答えが も多く、

次いで「できる限り積極的に取り組むべき

だ」となっています。 
「全く取り組まなくても良い」との答え

はありませんでした。 
 

20人
44.4%

21人
46.7%

0人
0.0%

0人
0.0%

2人
4.4%

2人
4.4%

できる限り積極的に取り組むべきだ

ある程度積極的に取り組むべきだ

あまり積極的に取り組まなくても良い

全く取り組まなくても良い

その他

無回答

図 2-35 行政の取組みに対する期待 
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問 15  行政において新エネルギーを導入する場合、次のどの種類の新エネルギーが適して

いると考えますか。（いくつでも） 

行政において導入が期待される新エネルギーとして、意見が多い順に「太陽光発電」、「太

陽熱利用」、「廃棄物発電・熱利用」、「クリーンエネルギー自動車」、「風力発電」となりまし

た。その他の意見として「天ぷらの油を回収し燃料として利用する（バイオ軽油など）」とい

うものがありました。バイオ軽油については市民向けアンケートでも意見が出ています。 

77.8%

44.4%

31.1%

17.8%

40.0%

37.8%

17.8%

4.4%

6.7%

2.2%

0% 50% 100%

太陽光発電

太陽熱利用

風力発電

バイオマス発電・熱利用

廃棄物発電・熱利用

クリーンエネルギー自動車

コージェネレーション

燃料電池

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（45人）

に対する割合

 

図 2-36 行政において導入が期待される新エネルギーの種類 

問 16  行政において新エネルギーを導入する場合、どのような建物に導入するのがよいで

すか。（いくつでも） 

上記の質問に対して、意見の多い順に「役所・支所庁舎」、「小中学校」、「教育文化施設（公

民館等の施設を含む）」となり、市民向けアンケートと同じ傾向にあります。 

57.8%

44.4%

42.2%

20.0%

4.4%

8.9%

2.2%

6.7%

0% 50% 100%

役所・支所庁舎

小中学校

教育・文化施設（公民館等の施設を含む）

市営住宅

福祉・保健施設（保育所・児童館を含む）

観光施設

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（45人）

に対する割合

 
図 2-37 行政において導入が期待される施設 
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また、問 16 に関連し、新エネルギー導入が望ましい施設や方法について、具体的な意見が

あれば記入していただきました。その結果、以下のような意見をいただきました。 
 

対象施設 意見数 

市役所、支所、市の公共施設、病院など 11 

小中学校 4 

ごみ焼却施設 2 

工場、企業（辰巳工業団地など） 2 

温水プール 1 

 
 
 

問 17  新エネルギーの導入を推進するには、行政としてどのような取組をするべきと考え

ますか。（いくつでも） 

上記の質問に対して、意見の多い順に「公共施設に積極的に導入する」、「補助金、税制優

遇、低利融資等の助成をする」、「まちづくり等の開発事業において計画的に導入する」とな

りました。 
 

66.7%

20.0%

40.0%

55.6%

42.2%

35.6%

40.0%

13.3%

2.2%

2.2%

2.2%

0.0%

0% 50% 100%

公共施設に積極的に導入する

普及啓発施設（エネルギーパーク等）を設置する

パンフレット配布や講演会・イベント開催などで啓発する

相談窓口を設け、個人や企業に役立つ情報を提供する

補助金、税制優遇、低利融資等の助成をする

まちづくり等の開発事業において計画的に導入する

災害時の非常用電源として導入する

法令や条例で規制・共生する

学校等でエネルギー教育をする

関与せずに、自主的な取組に任せる

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（45人）

に対する割合

 
図 2-38 行政に期待する取組み 
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2.3.4  その他 

(1)  導入や普及啓発に関する内容 
 

問 18  新エネルギーの導入は、主に誰がするべきだと思いますか？（いくつでも） 

新エネルギーの導入については、多い順に「行政における率先導入」、「企業による導入」

となっています。 

75.6%

37.8%

6.7%

4.4%

2.2%

8.9%

0% 50% 100%

行政における率先導入（庁舎、公共施設など）

家庭での積極的導入（住宅用太陽光発電など）

企業による導入（工場、商業施設など）

地域（集落）単位で導入

その他

無回答

※それぞれについて

回答者総数（45人）

に対する割合

 

図 2-39 新エネルギーを導入すべき主体 

 
 

問 22  エネルギーパークについて、ど

のような施設としたらよいとお考えで

すか。 

エネルギーパークの施設としての機

能について、意見を伺ったところ、右

のような結果となりました。 
 
 
 

19人
42.2%

11人
24.4%

4人
8.9%

8人
17.8%

0人
0.0%3人

6.7%

新エネルギーの種類や環境・エネルギー問題について広く
学習できる内容の展示
家庭や事業所での新エネルギー導入のための補助制度な
どの紹介
市民の交流の場や、レクレーション施設としての機能

新エネルギー利用施設を設置し発電所としての機能を持た
せる
その他

無回答

図 2-40 エネルギーパークに期待する機能 
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(2)  その他意見 

問 21 その他、新エネルギーや省エネルギー、環境に関するご意見、ご要望がありました

ら自由にお書きください。 

 
上記の質問をし、自由に記述していただきました。以下に主な意見についてまとめました。 

 
主な意見 件 数 

普及啓発・情報の発信が必要である 2 件 

省エネ、新エネルギー導入には補助金を出して欲しい 2 件 

地域性を活かした新エネルギーの導入（竹のエネルギー化など） 1 件 

公用車にハイブリット車やバイオディーゼル車を導入するべき。

バイオディーゼル生成への取り組みをすすめる。 
2 件 

（会社で）光熱費削減の努力をしている 1 件 

省エネルギーへの取り組みを進めるべき 1 件 

リサイクルへの取り組みを進めるべき 1 件 

その他 2 件 
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第3章 阿南市内におけるエネルギー消費量 

詳細な検討については資料編に記載し、ここではエネルギー消費量のみを示します。 
使用した資料は以下のとおりです。資料については徳島県から出されている値のうち、平成

１５年度の値を用いて按分計算によってエネルギー消費量を算出しました。 
【推計に使用した資料】 
・ 阿南市統計（平成１５年度値） 
・ 徳島県統計書（平成１５年度版） 
・ 平成１５年工業統計 
・ 都道府県別エネルギー消費統計（平成１５年・経済産業省） 
 

表 3-1 阿南市および徳島県のエネルギー消費量 

阿南市 徳島県全体

（TJ） （TJ）

11,501 51,285 22.42% 製造品出荷額

化学･化繊･紙パ 4,213 20,546 20.50%

鉄鋼･非鉄･窯業土石 586 7,057 8.31%

機 械 0 1,294 － ※数値秘匿のため

他業種･中小製造業 947 23,603 4.01%

家庭部門 2,207 25,163 8.77% 世帯数

業務部門 2,450 28,351 8.64% 就業人口数

乗用車 803 10,837 7.41% 保有自動車数

運　輸

民　生

産　業（製造業計）

エネルギー消費量
阿南市の
県全体に

占める割合
備考・計算方法

 
 

上記の民生・家庭部門のエネルギー消費量「2,207TJ」と、平成 15 年度における阿南市の世

帯数「27,109 世帯」から、阿南市の 1 世帯あたりのエネルギー消費量（熱・電力合わせたもの）

は以下のように計算されます。 
 

1 TJ   ＝ 277,800 kｗh 
2,207 TJ ＝ 613,104,600 kWh ……（阿南市の全世帯の年間エネルギー消費量） 
613,104,600kwh／27,109 世帯 

＝ 22,616 kWh ……（阿南市の全世帯の年間エネルギー消費量） 
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第4章 新エネルギー賦存量・利用可採量調査 

4.1  検討対象とする新エネルギー 

阿南市における地域特性をふまえ、ここでは以下の新エネルギーを導入検討の対象とし、賦

存量と利用可能量について算出していくこととします。 
 
● 賦存量と利用可能量について ● 
① 賦存量 

地域内に賦存する、理論的に算出しうる潜在的なエネルギー量をいう。 
算出にあたっては、エネルギーを採取する際に生ずる損失や制約条件は考慮しない。 

② 利用可能量 

エネルギーの採取において、地域特性や利用技術、自然条件における制約などの要因を

考慮した利用可能なエネルギー量をいう。 
 
ここでの検討は、下表で「 ○ 」としたものを対象とします。雪氷熱、地熱の 2 種について

は、阿南市の地域特性を考慮すると、実現性が低いと考えられます。 
また、下表で「 △ 」としたものについては、「需要サイドのエネルギー」と分類される新

エネルギーであり、賦存量と利用可能量を把握するのは難しいことから、ここでは検討の対象

としません。中小水力については、既存の河川内の構造物など設置場所が限定される要素があ

るため、ここでは検討の対象としません。 
 

表 4-1 検討対象とする新エネルギーの種類 

種別 検討対象 利用方法 

(1) 太陽光発電 ○ 発電 

(2) 太陽熱利用 ○ 熱利用 

(3) 風力発電 ○ 発電 

(4) 温度差エネルギー △ 熱利用 

(5) 廃棄物発電・熱利用・燃料製造 ○ 発電・熱利用・燃料製造 

(6) バイオマス発電・熱利用・燃料製造 ○ 発電・熱利用・燃料製造 

(7) 雪氷熱利用 ×  

(8) クリーンエネルギー自動車 △ 燃料 

(9) 天然ガスコージェネレーション △ 発電・熱利用 

(10) 燃料電池 △ 発電 

(11) 中小水力 △ 発電 

(12) 地熱 ×  
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4.2  賦存量、利用可能量の推計 

 
4.2.1  太陽光発電 

(1)  太陽エネルギーの賦存量 
太陽光の賦存量の計算には、NEDO 発行の全国日射関連データマップ（MONSOLA00）

に示されている、気象庁の蒲生田アメダスポイント地点における日射量を基準とし、阿南市

全域に降り注ぐ太陽エネルギーを算出しました。 
阿南市全域に降り注いでいるにおける太陽エネルギーの賦存量は以下のように推計されま

す。 
 
太陽エネルギー賦存量 ＝ 年平均全天日射量 ×阿南市面積 × 年間日数 
＝ 3.97〔kWh/m2・日〕× 279.39〔km2〕 × 365〔日〕 
＝ 4.05 ×1011 kWh／年 
※年間 適角における日射量＝3.97 kWh/m2・日 

…年間を通じて太陽光エネルギーを も効率的に受けることができる角度（阿南市の場合 30 度）で太陽

光パネルを設置した際、単位面積当りで受ける太陽光エネルギー量 

※阿南市面積 ＝279.39 km2 

 
 

(2)  太陽光発電による利用可能量 
利用可能量は、市民向けアンケート調査の結果における太陽光発電施設について「導入済

み」「導入意志あり」「導入を検討中」と答えた家庭の割合を、阿南市全体の世帯数に乗じ、

「阿南市の一般家庭に一定面積の太陽光発電設備を導入した」と想定した場合に得られるエ

ネルギー量とし、以下の推計を行いました。 
 

表 4-2 市民向けアンケートにおける太陽光発電設備の導入可能性 

太陽光発電

既に導入している 3.8%

導入を具体的に計画中 1.4%

導入を検討中 3.5%

条件次第で検討も可 61.2%

導入は考えられない 17.6%

無回答 12.5%

　計 100.0%  
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太陽エネルギー利用可能量量（太陽光発電） 
＝ 年平均全天日射量×世帯数×導入可能性×1 世帯当りのパネル面積 

×年間日数×システム変換効率 
＝3.97〔kWh/m2・日〕×27,666〔世帯〕×69.9％〔可能性〕×36.6〔m2〕 

×365〔日〕×0.2 
＝ 2.81 ×106 kWh／年 
※年間 適角における日射量 ＝3.97 kWh/m2・日 

※市民アンケートにおける導入可能性 ＝69.9％ 

…「導入済み」「導入意志あり」「導入を検討中」「条件次第で導入も可」までの割合 

※阿南市世帯数 ＝27,666 世帯（平成 17 年度） 

※1 世帯当たり太陽光発電パネル面積 ＝36.6m2 

…一般的な住宅 1 軒あたりの平均導入量は ＝36.6m2＝3.66kW （出典：（財）新エネルギー財団） 

※システム変換効率 ＝0.2 
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図 4-1 月平均全天日射量の平年値（1 月）                       図 4-2 月平均全天日射量の平年値（4 月）
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図 4-3 月平均全天日射量の平年値（7 月）                    図 4-4 月平均全天日射量の平年値（10 月） 
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4.2.2  太陽熱利用 

(1)  太陽エネルギーの賦存量 
前述の太陽光発電と同じように、太陽エネルギーの賦存量は以下のように推計されます。 
 

太陽エネルギー賦存量 ＝4.05 ×1011 kWh／年 
 

(2)  太陽熱利用による利用可能量 
利用可能量は、市民向けアンケート調査の結果における太陽熱利用施設について「導入済

み」「導入意志あり」「導入を検討中」と答えた家庭の割合を、阿南市全体の世帯数に乗じ、

「阿南市の一般家庭に一定面積の太陽熱利用設備を導入した」と想定した場合に得られるエ

ネルギー量とし、以下の推計を行いました。 
 

表 4-3 市民向けアンケートにおける太陽光発電設備の導入可能性 

太陽熱利用

既に導入している 14.2%

導入を具体的に計画中 0.7%

導入を検討中 3.1%

条件次第で検討も可 48.1%

導入は考えられない 21.5%

無回答 12.5%

　計 100.0%  
 

太陽エネルギー利用可能量量（太陽熱利用） 
＝ 年平均全天日射量×世帯数×導入可能性×1 世帯当りのパネル面積 
×年間日数×システム変換効率 

＝3.97〔kWh/m2・日〕×27,666〔世帯〕×66.1％〔可能性〕×5〔m2〕×365〔日〕×0.5
＝ 1.82 ×105 kWh／年 
※年間 適角における日射量 ＝3.97 kWh/m2・日 

※市民アンケートにおける導入可能性 ＝66.1％ 

…「導入済み」「導入意志あり」「導入を検討中」「条件次第で導入も可」までの割合 

※阿南市世帯数 ＝27,666 世帯（平成 17 年度） 

※1 世帯当たり太陽熱温水器のパネル面積 ＝5m2 

…一般的な住宅（温水として 300L 程度を供給可能）として想定した 

※システム変換効率 ＝0.5 
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4.2.3  風力発電 

風力エネルギーについては、市域全体でのエネルギー賦存量を把握することは困難です。 
以下に、NEDO が発行している「風況マップ」から、市内における高度 30m 地点の年間平

均風速の分布状況を示します。 
これによれば、市街地の風速は平均で 5m/s 以下となっています。一般的に風力発電事業の

採算性を確保する目安である「年平均風速 6m/s 以上」とされる地域は、蒲生田岬付近や旧那

賀川町の海岸線など一部に限られていることがわかります。 
風力発電事業の実施にあたっては、風況以外に「地形の平坦さ」「搬入道路の有無」「系統と

の連系（近隣の送電線の有無）」等の条件を考慮する必要があるため、実際に導入を行う際に

は、詳細な調査が必要となります。 
また、家庭向け用の小型風力発電機では、発電を開始できる風速が 2～3m/ｓとしているも

のもあり、上記のような制約を受けないことから、市域全体で適用できる可能性があります。 
 

 
図 4-5 阿南市内における高さ 30m 地点での年間平均風速 

出典：NEDO 資料「LAWEPS（局所的風況予測モデル平成 16 年度版）」から作成 

阿南市街地 

風速 6m/s 

以上の地域 
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4.2.4  温度差エネルギー 

阿南市は、海や川などの自然の熱源や、発電所や製紙工場などをはじめとする人工的な熱源

も多く潜在しています。さらに、阿南市の市街地はこれらの熱源に近接しています。 
これらの熱源を利用し、温度差エネルギーを利用して地域熱供給システムを導入することが

可能であると考えられます。 
なお、海水や河川水のエネルギー量は無尽蔵であることから、賦存量は莫大な大きさとなり

ますので算定することは困難です。 
 
 
 
 
 
 

4.2.5  廃棄物発電・熱利用・燃料製造 

阿南市の平成 17 年度における、可燃ごみの収集処理量は 17,926t でした。これを阿南市内

における廃棄物の賦存量とし、ここでは利用可能量としても 100％利用可能であることとしま

す。 
一般廃棄物の単位発熱量として、2,000kcal/kg（出典：(財)新エネルギー財団）と設定し、

可燃ごみを焼却して得られるエネルギー量を以下のように推計しました。 
 

廃棄物エネルギーの賦存量・利用可能量（燃焼利用） 
＝ 可燃ごみ発生量 × ごみの単位発熱量 

 ＝17,926〔ｔ／年〕 ×2,000〔kcal/kg〕 
 ＝ 4.17 ×107 kWh／年 

※可燃ごみの収集処理量＝17,926 t/年 （出典：阿南市環境管理部） 

※ごみの単位発熱量 ＝2,000 kcal/kg （出典：(財)新エネルギー財団） 
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4.2.6  バイオマスエネルギー 

(1)  林産資源系バイオマス 
世界農林業センサスによると、阿南市内の林野面積は以下に示すとおりとなっています。 
15,046ha の林野のうち、約 95％が私有林で占められています。人工林はほとんどが針葉

樹林で、反対に天然林はほとんどが広葉樹となっています。 
竹林の面積も広く、およそ 650ha 程度あります。近年ではたけのこ（モウソウチク）の栽

培場跡が放置され、竹林が増え続けていることが懸念されており、竹の有効利用についても

検討が必要です。 
 

表 4-4 阿南市における林野面積 
項目

林野面積合計 15,046 ha

   国有林 3 ha

      林野庁 - ha

      その他官庁 3 ha

   民有林 15,043 ha

      緑資源公団 32 ha

      公有林 786 ha

      私有林 14,225 ha

面積

 

項目

森林面積計 15,044 ha

      樹林地 14,565 ha

         人工林 7,276 ha

         天然林 7,289 ha

      竹林 　　（※） 650 ha

      伐採跡地 7 ha

      未立木地 18 ha

面積

 
出典：平成 12 年世界農林業センサス 

（※）のみ県資料 

表 4-5 樹林地の樹木別内訳 
（単位：ha）

人工林 7,276 天然林 7,286

   針葉樹 7,256    針葉樹 508

      すぎ 5,204       あかまつ・くろまつ 508

      ひのき 1,738       その他 -

      あかまつ・くろまつ 266    広葉樹 6,778

      からまつ -       くぬぎ・なら -

      えぞまつ・とどまつ -       ぶな -

      その他 48       その他 6,778

   広葉樹 20

      くぬぎ・なら 11

      ぶな -

      その他 9  
出典：平成 12 年世界農林業センサス 
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林産資源系バイオマスの算出にあたっては、安定的に利用可能な量を確保するため、年間あ

たりに成長する森林量をバイオマス量として用いることとしました。 
森林等の成長量原単位を以下のように設定しました。この原単位を阿南市内の人工林の面積

に乗じ、年間あたりの林産資源系バイオマスの成長量を推計しました。 
 

表 4-6 森林等の生長量の設定 

樹木 成長量 面積 年間あたりの成長量 

スギ・ヒノキ 14 t／ha・年 6,942 ha 72,856 t/年 

マツ 15 t／ha・年 266 ha 3,990 t/年 

広葉樹・その他 13 t／ha・年 68 ha 884 t/年 

竹 15 t／ha・年 650 ha 9,750 t/年 

合計 7,276 ha 111,812 t/年 

 
 

林産資源系バイオマスエネルギーの賦存量・利用可能量（燃焼利用） 
＝ 年間あたりの成長量 ×乾燥重量比 ×発熱量 

 ＝ 111,812〔ｔ／年〕 ×0.5 ×3,000〔kcal/kg〕 
 ＝ 1.94 ×105 kWh／年 
※乾燥重量比 ＝0.5 

※木材・竹材の単位発熱量 ＝3,000 kcal/kg 
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(2)  農業・畜産系バイオマス 
① 農業系バイオマス 

農業系バイオマスとは、稲わらやもみ殻、麦わらなど、農作物の収穫したあとの残るも

のを指します。農業系バイオマスの利用方法としては、直接燃焼による方法が一般的です。 
ここでは、稲作における収穫残さとして発生する稲わらについて賦存量と利用可能量を

算出するものとします。以下に示すように、平成16年度における水稲の作付面積は3,127ha
で、収穫量は 14,790ｔとなっています。 

表 4-7 阿南市の主要な農作物 
（単位：ha,t）

作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量
平成14年 3,168 15,050 15 549 103 3,878 851 2,045
平成15年 3,104 14,070 15 534 102 3,783 705 1,976
平成16年 3,127 14,790 15 519 116 4,383 653 1,294

栽培面積 結果樹面積 収穫量 栽培面積 結果樹面積 収穫量
平成14年 178 178 3,635 83 81 1,189
平成15年 157 157 3,485 83 81 1,138
平成16年 142 142 2,905 83 81 1,282

たけのこ

区分
みかん すだち

区分
水稲 いちご にんじん

 
出典：平成 12 年世界農林業センサス 

(財)農業土木研究所の資料から、稲わらの発生量（賦存量）は、作付け面積に 5,410kg
／ha で推計することができます。利用可能量は、農林水産省資料から、稲わら生産量のう

ち田へのすき込みなどに用いられている割合、約 75％を乗じ推計することとします。 
 

農業系バイオマスの賦存量 ＝ 作付け面積 × 稲わらの発生源単位 
  ＝ 14,790〔ha／年〕 ×5,410〔kg／ha〕 
  ＝ 80,013.9 〔ｔ／年〕 
農業系バイオマスの利用可能量 ＝ 賦存量 × 75％ 
  ＝ 60,010.4 〔ｔ／年〕 
※稲わらの発生原単位＝5,410 kg/ha （出典：(財)農業土木研究所） 

※国内における稲わらのすき込みへ利用率＝75％ （出典：農林水産省・平成 13 年） 

 
以上のバイオマス量を利用し、直接燃焼した場合に得られるエネルギー量を算出します。

稲わらの発熱量は 4,000kcal／kg としました。 
農業系バイオマスの賦存エネルギー量 
 ＝ 80,013.9〔ｔ／年〕 ×4,000〔kcal／kg〕×0.001162〔kWh／kcal〕 
 ＝ 3.72 ×108 〔kWh／年〕 
農業系バイオマスの利用可能エネルギー量 ＝ 賦存量 × 75％ 
 ＝ 2.79 ×108 〔kWh／年〕 
※稲わらの発熱量＝4，000 kcal/kg  
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② 畜産系バイオマス 

畜産系バイオマスとは、家畜農家から排出される家畜ふん尿を指します。 
畜産系バイオマスの利用方法としては、主にメタン発酵によりメタンを含むバイオガス

を発生させ、発電や熱利用を行う方法が一般的です。 
阿南市における家畜頭羽数は以下のようになっています。 
 

表 4-8 阿南市の家畜飼育頭羽数 

畜産 飼養戸数 飼養頭羽数
   乳用牛 6 戸 x 頭

   肉用牛 20 戸 2,839 頭

   豚 ... 戸 ... 頭

   採卵鶏 ... 戸 ... 千羽

   ブロイラー 2 戸 x 千羽  

※ 統計法上の規定により表示されない。（飼育戸数・飼育頭羽数が少ないため） 
出典：世界農林業センサス 

 
肉用牛以外は頭羽数が不明であることから、ここでは畜産系バイオマスとして肉用牛ふ

ん尿のみを対象に推計します。 
中央畜産会の資料によれば、肉用牛 1 頭の 1 日あたりのふん尿発生量は 20kg（含水率約

80％）とされています。これを阿南市における肉用牛飼育頭数に乗じ、ふん尿の発生量を

算出し畜産系バイオマスの賦存量とします。利用可能量については、堆肥化などの循環利

用分を考慮し賦存量の 50％とします。 
 

畜産系バイオマスの賦存量 
＝ 肉用牛飼育頭数 ×ふん尿発生量 ×365 日 

 ＝ 2,839〔頭〕 ×20〔kg／頭・日〕 ×365〔日〕 
 ＝ 20,724.7 ｔ／年 
畜産系バイオマスの利用可能量 ＝ 賦存量 ×50％ 
 ＝ 10,362.4 ｔ／年 
※肉用牛のふん尿発生量 ＝20ｋｇ／頭・日 （出典：中央畜産会） 

※ふん尿の循環利用率（堆肥化など）：50％ 
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以上の畜産系バイオマスを対象に、メタン発酵によるメタンガス回収を行い、エネルギー利

用するものとして以下のように推計しました。 
 

畜産系バイオマスからのエネルギー回収量（メタン発酵によるガス回収） 
＝ 畜産系バイオマス量 ×ガス発生率 ×ガス発熱量 

エネルギー賦存量 
＝ 20724.7〔ｔ／年〕×50〔L／ｔ〕×6000〔kcal／L〕×0.001162〔kWh／kcal〕
＝ 7.22 ×106 kWh／年 

エネルギー利用可能量 
＝ 10362.4〔ｔ／年〕×50〔L／ｔ〕×6000〔kcal／L〕×0.001162〔kWh／kcal〕
＝ 3.61 ×106 kWh／年 

※肉用牛ふん尿からのガス発生量 ＝50L/t 

※メタン発酵発生ガスの発熱量 ＝25.12MJ/L（＝6,000kcal/L） 
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4.3  算出されたエネルギー賦存量のまとめ 

上記において、算出された新エネルギー量について、阿南市の家庭でのエネルギー使用量に

照らし（第３章参照）、供給可能な量を家庭数で表します。 
阿南市の家庭でのエネルギー消費量は年間あたり、22,616kWh（平成 15 年度）と算出され

ました。 
 
 

表 4-9 新エネルギー賦存量・使用可能量と供給可能な家庭数 

 
エネルギー 

賦存量 

（kWh／年） 

エネルギー 

使用可能量 

（kWh／年） 

阿南市内の一般家庭数に

換算すると・・・ 

（1 軒あたりの年間エネルギ

ー消費量=22,616kWh） 

太陽光発電 4.05 ×1011 2.81 ×106 124 軒分

太陽熱利用 1.82 ×105 8 軒分

廃棄物 － 4.17 ×107 1,844 軒分

林産資源系バイオマス － 1.94 ×105 9 軒分

農業系バイオマス 3.72 ×108 2.79 ×108 12,336 軒分

畜産系バイオマス 7.22 ×106 3.61 ×106 160 軒分

累計   14,481 軒分
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第5章 新エネルギー導入プロジェクト 

5.1  阿南市における新エネルギー導入の基本方針 

 
 

① 地球環境・地域環境の保全 

化石燃料の使用により温室効果ガスが増加し、地球規模で人類の生活環境や生物の環境

に深刻な影響が懸念されています。地球温暖化防止のためには、温室効果ガスである二酸

化炭素を排出する化石燃料の使用量を抑制する必要があります。新エネルギーは、化石エ

ネルギーと比較して環境への負荷が相対的に低いクリーンなエネルギーです。 
阿南市では、地域の特性を活かして、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 地域の活性化 

新エネルギー事業が展開されることにより、新たな雇用を創出する可能性が生まれます。

バイオマスや廃棄物エネルギーの導入は、今まで処理していたもの（畜産ふん尿や間伐材、

建設廃材など）を原料としてエネルギーが得られるシステムを構築し、産業の活性化につ

ながっていきます。 
また、新エネルギーは、市・市民・事業者・学校等のそれぞれの役割を明確にし各主体

の協力・連携・支援のもとに導入を推進していきます。新エネルギー導入の取組みを通し

て、お互いの連帯感や郷土意識・信頼関係を築き、地域活性化へのネットワークも構築さ

れます。 
 
 

③ 災害時のエネルギー確保 

南海地震は、今後 30 年以内に発生する確率は 40％程度とされています。 
このような大規模な地震や台風の災害時には、ライフラインが寸断され、エネルギーの

供給がストップする恐れがあります。このため、既存の電力系統に依存しない自立型の電

源により、災害時に電力を供給します。 
 
 

④ 地域特性を活かした新エネルギー導入による観光促進 

阿南市は地元企業の努力により、LED で全国的に有名になりました。阿南市としても「光

りのまち」として全国にＰＲしているところです。 
LED の省エネ効果、新エネルギーの導入により、まち全体がクリーンなエネルギー都市

として、観光客の目に触れ、環境先進都市となるようにします。 
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5.2  阿南市に適した新エネルギーの選定 

これまでの検討結果から、以下に阿南市新エネルギービジョンで対象とする新エネルギーの

種類を示します。 
 

表 5-1 阿南市新エネルギービジョンで対象とする新エネルギーの種類 

種別 検討対象 選定理由 利用方法 

太陽光発電 ○ 発電 

太陽熱利用 ○ 

阿南市は全国的に見ても日照条件はよく、十

分な利用可能性が見込まれる。 

技術的、市場的にも成熟していることから導入

は容易である。 熱利用 

風力発電 ○ 

大型風車による事業可能性は低いものの、小

型風車による発電は十分可能であると考えら

れる。 

技術的、市場的にも成熟していることから導入

は容易である。 

発電 

温度差エネルギー ○ 

阿南市は周囲を海に囲まれており賦存量は非

常に豊富である。発電所や工場ボイラーの廃

熱の利用なども考えられる。利用場所や利用

方法、技術面での研究が必要である。 

熱利用 

廃棄物 ○ 

ごみ焼却場の廃熱利用、廃食用油からの BDF

生成など多種の廃棄物について利用可能性が

考えられる。 

なお、ごみ焼却場の排熱利用については、計

画中である新工場で、廃棄物のエネルギー化

の取り組みを検討していく。 

発電、熱利用、 

燃料利用 

バイオマス ○ 

木材、竹や畜産ふん尿など種類、量ともに豊富

に賦存している。放置竹林が問題となっている

ことからも対策として利用が求められている。 

また、バイオマス資源の流れの現状について

詳細な利用可能性調査は必要である。 

発電、熱利用 

雪氷熱利用 × 

阿南市内では利用可能な積雪がないため利用

可能性はない。 

寒冷地からの海路輸送という手段もあるが、実

用段階ではない。 

－ 

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、導入が容易である。 
燃料利用 

天然ガス 

コージェネレーション

△ 

要検討 

利用方法、利用場所について今後調査研究が

必要 
発電、熱利用 

燃料電池 
△ 

要検討 

利用方法、利用場所について今後調査研究が

必要 
発電 

中小水力 
△ 

要検討 

再生可能なエネルギーとして技術的にも成熟し

たものだが、設置場所や電力供給先について

の現地調査が必要である 

発電 

地熱 × 利用可能な熱源がない － 
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5.3  新エネルギー導入プロジェクト候補 

5.3.1  太陽光発電 

(1)  導入方針 
太陽光発電は市民アンケートの結果、認知度も高く、技術的にも成熟しているため、導

入は比較的容易です。阿南市内の家庭でも、導入されている実績もあることから、今後も

普及が進みやすいと考えられます。 
太陽光発電の設備は大きく、目をひきやすく、普及啓発のシンボルとしての効果が高い

と考えられます。また、市が率先して太陽光発電設備を導入することにより、太陽光発電

のデータを収集するし、得られたデータを情報として、市民や事業者へ提供すること可能

です。 
太陽光発電の取り組みの進め方の例を以下に示します。市ができる取り組みとしては、

市役所や学校などの公共施設だけでなく、防災拠点での非常用電源としての導入が考えら

れます。街路灯や照明において利用する際は、LED と組み合わせ、阿南市の「光のまち」

としての特徴を表すことも可能です。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 

・公共施設（市役所、市施設、学校など）への導入 

・太陽光発電に関する情報の提供、普及啓発活動 

・太陽光発電を利用した街路灯や照明の設置（LED との組み合わせ） 

・防災施設・拠点に非常用電源として設置 

市民 ・家庭での太陽光発電設備の導入 

事業者 ・事業所の太陽光発電設備の導入 

 

     
図 5-1 太陽光を利用した街路灯の例 

左：高知市（風車とのハイブリッド型）、右：倉敷市 
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(2)  導入推進における課題 
家庭向けの助成制度で、新エネルギー財団（NEF）によって行なわれてきた、「太陽光発

電システム導入促進事業」が平成 17 年度をもって廃止されており、このことが導入推進に向

けた障害とならないためにも行政として取り組みが求められます。 
市としては、まず太陽光発電設備の設置によるメリットを整理し、家庭や事業者にむけた

PR を行なっていく必要があります。 
 

 
図 5-2 家庭向けの太陽光発電の仕組みとコストの例 

出典：エネルギー白書 2006 年版 
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【参考：徳島市の事例】 

徳島市では、地球温暖化防止のため、「徳島市エコオフィスプラン」を策定し、市役所自ら

が、率先して環境に配慮した行動に取り組んでいます。 
この取り組みの一つとして、良好な日照条件を持つ地域の特性を活かし、太陽の光エネルギーを

利用した発電システムを NEDO の補助により市役所本庁舎に設置し、平成１６年４月より発電

を行っています。発電した電力は、庁舎内の照明機器等の電力の一部として利用しています。 
・太陽電池容量 100.2kW 
・想定年間発電量 95,803kWh  
・事業費  138,545 千円 
 

 
図 5-3 徳島市役所屋上に設置された太陽光発電パネル 
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5.3.2  太陽熱利用 

(1)  導入方針 
太陽熱利用は、太陽光発電と同様、市民アンケートの結果、認知度も高く、技術的にも成

熟しているため、導入は比較的容易です。市民アンケートの結果では、家庭での導入率が、

新エネルギー利用設備の中で も高いという結果を得ています。 
また、太陽熱利用の設備は大きく、遠くからも目をひきやすく、普及啓発のシンボルとし

ての効果が高いと考えられます。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 
・公共施設（市役所、市施設、小中学校など）への導入 

・太陽熱利用に関する情報の提供、普及啓発活動 

市民 ・家庭での太陽熱利用設備の導入 

事業者 ・事業所の太陽熱利用設備の導入 

 
 

(2)  導入推進における課題等 
家庭向けの太陽熱利用機器の設置についての助成制度も、太陽光発電と同様に平成 17 年度

をもって廃止となっています。 
太陽光発電と同様に、太陽熱利用についても市としても PR 活動を行なっていくことが必

要です。 
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5.3.3  風力発電 

(1)  導入方針 
風力発電はアンケート調査の結果、 も認知度の高い新エネルギーのひとつですが、阿南

市内の家庭への導入は、ほとんど進んでいないようです。 
第 4 章で示した阿南市における風況を見る限りでは、大型風車による風力発電事業を行な

う際に必要とされる風速（年平均 6m/s）を満たす場所はごく一部であることがわかります。

しかし家庭や都市部では、小型風車を設置できる風速（年平均 2～3m/s）を満たしています。 
このことから、阿南市においては小型風車による風力発電を中心に進めていくことが適し

ていると考えられます。 
また、風力発電は高い認知度と、目のひきやすさを利用し、普及啓発のシンボルとして積

極的に導入していきます。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 

・公共施設や公園、街路灯への設置 

・防災施設・拠点に非常用電源として設置 

・風力発電に関する情報の提供、普及啓発活動 

市民 ・家庭での風力発電設備の導入 

事業者 ・事業所の風力発電設備の導入 

 

   
図 5-4 小型風車による風力発電の設置事例 

左：家庭向け、右：街路灯（どちらも太陽光発電とのハイブリッド型） 
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(2)  導入推進における課題等 
大型風車による風力発電事業を行なう際には、地理地形条件や風況の精査などが必要で

す。こうした大型事業についての検討を行なう際には、NEDO が行なっている「風力発電

フィールドテスト事業」などの補助事業を利用することが望まれます。 
以下に出力規模別の風力発電コストを示します。 

 
表 5-2 出力規模別の風力発電コスト 

出力規模
設置コスト
（円／kW）

運転経費
（円／kW･年）

発電コスト
（円／kWh）

3万kW 21万 ３千 10

6,000kW・4,500kW 24万 ７千 14

3,000～600kW 24万～37万 1万2千 18～24  

出典：資源エネルギー庁 

 
 
 
5.3.4  温度差エネルギー 

温度差エネルギーの供給源としては、阿南市を囲む海、阿南市内の発電所や工場の廃熱

の有効利用などが挙げられます。温度差エネルギーは都市部における地域熱供給などで用

いられている事例があります。地域の熱需要状況や、インフラ整備、技術開発動向などの

研究が必要です。 
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5.3.5  廃棄物発電・熱利用・燃料製造 

(1)  導入方針 
阿南市での廃棄物発電・熱利用・燃料製造の候補を以下に示します。 
阿南市では、可燃ごみは焼却処理しており、この焼却炉からの廃熱を利用した発電や熱供

給の可能性が考えられます。熱供給としては周辺地域への温水を供給し、冷暖房などへの利

用する方法があります。 
また、廃食用油を家庭や事業者から回収し、ディーゼルエンジンの燃料としてそのまま利

用できるバイオディーゼル（Bio Diesel Fuel：BDF）を生成、利用する取り組みも挙げられ

ます。この取り組みは「菜の花プロジェクト」として全国的にも展開しているものであり、

今回行なった市民アンケートにおいても要望する意見がありました。 
なお、阿南市では現在「阿南市循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理基本計画」が

策定中です。廃棄物エネルギーの利用やリサイクルについては、これらの計画との整合性を

図りながら検討を進めていきます。 
主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 
・ごみ焼却廃熱を利用し、熱や電力の供給についての検討 

・市内の家庭や事業者から出される廃食用油からの BDF 生成 

市民・事業者 
・家庭や事業所（食品加工場や給食センター、宿泊施設など）から発生

する廃食用油から BDF を生成し、公用車等で利用する 

 
(2)  導入推進における課題等 

廃食用油回収を行い、BDF 生成を行なうためには、各家庭や地域活動の連携が必要であ

り、回収を行なうための仕組み作りが必要です。下図に滋賀県東近江市（旧愛東町）での

「菜の花プロジェクト」の資源循環サイクルを示します。 

 
図 5-5 東近江市（旧愛東町地区）における「菜の花プロジェクト」の仕組み 
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5.3.6  バイオマス発電・熱利用・燃料製造 

(1)  導入方針 
① 林産資源系バイオマス 

阿南市には広大な森林が存在しており、森林系のバイオマスが多く賦存しています。ま

た、近年管理されてない竹林（主にモウソウチク）も問題となっており、有効的な利用方

法について検討が必要とされてきました。 
この問題となっている竹林への対策の一つとして、竹を林産資源系バイオマスの中心と

してとらえ、利用方法を検討していきます。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 

・公共施設（市役所、市施設、小中学校など）への導入 

・温泉施設でバイオマスを用いた木材・竹チップのボイラーの導入 

・バイオマスからエタノールを生成し、自動車燃料として利用する 

事業者 
・野菜や果物を栽培する農家で、ビニールハウスの加温用の熱源として

チップを利用するボイラーを導入する 

 
② 農業・畜産系バイオマス 

農業や畜産系のバイオマスには以下のような取り組みが挙げられる。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 ・農業・畜産系バイオマスの普及に向けた支援策の展開 

事業者 

・畜産ふん尿や農業収穫残滓を利用しメタン発酵を行いメタンガスを回

収、利用する 

・野菜や果物を栽培するビニールハウスに鶏ふんを用いたボイラーを導

入する 
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(2)  導入推進における課題等 
① 林産資源系バイオマス 

竹林は年々増加しており、実際の賦存量と利用可能な量については詳細な調査や研究が

必要です。また、木材も含めて伐採にはコストがかかることから、事業として成立させる

ためにも、木材関係の業者へヒアリングを行なうなど、コスト面からの事業の実現性につ

いて更に詳細な検討を行う必要があります。 
 

【参考：徳島県上勝町の事例】 
上勝町では、温泉施設に 250ｋW と 500kW の木質チップを燃料としたボイラー設置し、温水

を供給しています。現時点では、勝浦町の製紙会社から製紙用チップを購入していますが、市民

によって持ち込まれた間伐材等を、地域通貨と交換する仕組みを整備しているところです。 
 

  
図 5-6 上勝町での新エネルギーに対する取り組み 

（左：新エネルギービジョンでの基本方針、右：木質チップボイラー） 

 

 
 

② 農業・畜産系バイオマス 

地域での収集方法や循環方法の検討が必要です。 
また、現在有効的に利活用されている量を把握し、バイオマス資源として利用可能な量

を詳細に算出する必要があります。 
 



 
 
第 5 章 新エネルギー導入プロジェクト 

 5-12

5.3.7  クリーンエネルギー自動車 

(1)  導入方針 
市民アンケートの結果をみると、クリーンエネルギー自動車への市民の認知度は高く、

の導入の検討が も多くされていることから、関心も高いことがわかりました。 
市においても、公用車の更新の機会を利用し、ハイブリッド車や天然ガス自動車へ交換

していくなど、の取り組みが考えられます。 
 

主体 取り組みの進め方の例 

阿南市 
・買い換え対象の公用車へクリーンエネルギー自動車の導入検討 

・クリーンエネルギー自動車についての環境性能や経済性の PR 

市民 ・ハイブリッド自動車 

事業者 ・輸送機器への天然ガス車両の導入 

 
(2)  導入推進における課題等 

クリーンエネルギー自動車を購入する際には、NEDO による「地域新エネルギー導入促

進事業」や「地域地球温暖化防止支援事業」などの助成制度を活用することが出来ます。 
ハイブリッド自動車は、普通の自動車と同様にガソリンを燃料としていますが、天然ガ

ス自動車などは燃料供給インフラが整備されていないことが問題となります。 
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5.3.8  中小水力エネルギー 

(1)  導入方針 
中小水力は新エネルギーではありませんが、自然エネルギーの一つで持続的に利用可能

な再生可能エネルギーです。技術的にも水力発電と同じものであり、成熟したものである

といえます。 
阿南市には市の北側を一級河川の那賀川が流れており、大量のエネルギー賦存量が期待

されます。ただし、中小水力発電設備を導入する際には、新たに構造物を設置するのでは

なく、既存の河川構造物を利用していくことが環境面や経済面からみて、望ましいと考え

られます。 
 

(2)  導入推進に向けた課題等 
導入を検討する際には、既存の河川構造物（砂防ダム、堰堤など）を対象として、現地

調査を行ない、設置の可能性およびエネルギー賦存量の推計などを検討していく必要があ

ります。また、周辺における電力供給対象（集落、公共施設など）や、連系が可能な送電

線の有無などを把握する必要があります。 
 

 
図 5-7 中小水力発電設備の設置場所のイメージ（砂防ダム） 
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第6章 新エネルギー導入推進にむけて 

阿南市における新エネルギー導入は、市・市民・事業者・学校等のそれぞれの役割を明確に

し、各主体の協力・連携・支援のもとに推進していきます。 

阿南市新エネルギー導入推進体制

～新エネルギー・省エネルギーの積極的な活用に向けて～

行　　政

【事業体として行動】
　■阿南市環境保全率先行動計画の実践

・新庁舎、新クリーンセンターを始めとする
　市内施設への新エネルギー導入の検討
・エコ製品及びハイブリットカー等の導入の
　検討
・職員に対する普及・啓発活動
・エネルギーに関する専門職員の配置

【普及・啓蒙事業として】
　■市民への環境・エネルギー教育
　（環境イベントや講習会、出前講座の実
施）
　■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

・新・省エネルギー機器の導入
（太陽光発電、温水器、エコキュート、
　生ゴミコンポスト施設の導入）
・家庭での環境配慮行動
・リサイクル活動
・家庭でのエネルギー教育

　■学校施設への新エネルギーの導入

※阿南市内での事例
　椿泊小学校：（太陽光発電新技術等
　　　　　　　　フィールドテスト事業）

　■生徒に向けた環境教育の実施

・地球環境問題
・エネルギー問題
・ゴミ・リサイクル問題

企　　業

※阿南市内企業の取り組み事例
王子製紙：
　　　・バイオマスボイラー
　　　・紙のリサイクル
Ｊパワー・四国電力：
　　　・PR館（Ｗａンダーランド）
八木建設：
　　　・バイオマスのガス化
その他：
　　　・太陽光発電や風力発電の設置

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）
　■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
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6.1  各主体の取り組み 

ここでは、阿南市における新エネルギー導入に向けた、各主体の取り組みについてまとめま

す。市、市民、事業者が一体となり、新エネルギー導入を進めていくためそれぞれに期待され

る役割を示します。 
 

6.1.1  市の取り組み 

市民向けアンケートの結果をみると、市民や事業者への情報提供や補助などの支援などが求

められています。市も一事業者として、新・省エネルギー機器の導入について積極的な検討が

求められ、またこの成果を市民や事業者にむけた普及啓発の一環としても活用することが求め

られます。 
● 阿南市環境保全率先行動計画1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む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・省エネルギー設備機器の導入 

市の公共施設の更新や改築の機会には、積極的に新・省エネルギー設備や機器の導入に

向けた検討が求められます。 
● 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 

阿南市における市民や事業者の新・省エネルギーへの認知度・関心を高めるため、積極

的に普及啓発や情報提供を行なっていきます。市において新・省エネルギーについて取り

組んだ成果についても情報として提供が求められます。 
● 補助金、税制優遇、低利融資等の制度の検討 

新エネルギーは、競合するエネルギーと比較してコストが高い状況であり、導入を促進

するために、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

る検討が求められます。 
 
 
6.1.2  市民の取り組み 

地域での新エネルギー導入への取り組みの主役とも言うべき市民に対しては以下のような

取り組みが求められます。 
● 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、日常生活における環境配慮行動など、身近な

生活の中でも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 

新省エネルギーに関連した地域活動に参加し、地域と協働して取り組みを進めることが

求められます。また、市や企業、NPO などを含めたその他団体が行なう講習会やイベント

                                                  
1 市の事務・事業に関し、省資源・省エネルギーの推進により温室効果ガスを削減するための取組み

や推進体制等を定めた計画 
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に積極的に参加し、新・省エネルギーに関する認知度や関心を高めていくことが求められ

ます。 
 

6.1.3  企業の取り組み 

事業者については、阿南市内では既に新・省エネルギー機器の導入を進めているところもあ

り、経験や情報を、阿南市での新エネルギー導入推進に役立てることが求められます。 
● 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を行い、市民や学校生徒へ向けた普及啓発活動への

協力が求められます。 
● 新・省エネルギー機器に関する情報提供 

阿南市内では新・省エネルギー設備機器の導入を進めているところもあることから、経

済性や効率などの情報を発信し、市民や他の企業が導入を進める際の参考となるような取

り組みが求められます。 
● 大学・高専等の研究機関との共同研究 

阿南市がエネルギー先進都市として、情報提供できるよう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行うことが求められます。 
 
 

6.1.4  学校の取り組み 

学校においては、主に生徒に向けた環境学習を中心とした取り組みが求められます。 
● 学校施設への新・省エネルギー設備機器の導入 

学校施設も公共施設の一つであり、環境教育の一環としても新・省エネルギー設備機器

の導入について積極的に検討していく必要があります。 
● 生徒へ向けた環境教育の実施 

将来を担う生徒たちに向けて、地球温暖化やエネルギーの問題を盛り込んだ環境教育を

行なっていく必要があります。 
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6.2  阿南市における取り組み事例 

ここでは、阿南市において既に設置されている新エネルギー利用設備の事例を紹介します。 
 

① 市の取り組み事例 

阿南駅前広場において標識柱を兼ねた太陽光発電装置が設置されています。 

  

図 6-1 阿南駅前における太陽光発電装置 

 
 

② 学校での取り組み事例 

椿泊小学校においては体育館の屋上に、太陽光発電（設備容量 10kW）が導入されてい

ます。発電状況などは体育館内に設置された表示パネルで確認することが出来ます。 
 

  
図 6-2 椿泊小学校における太陽光発電 

太陽光パネル

発光部 
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図 6-3 椿泊小学校の太陽光発電設備に併設されている表示パネル 

 
 

また、阿南高専には風力発電機が設置されており、学生の研究対象としても活用されて

います。 
 

  
図 6-4 阿南工業高等専門学校に設置されている風力発電機 
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③ 企業の取り組み 

阿南市に発電所を有する電力企業により、展示施設と屋外施設からなる普及啓発施設が

建設されています。 
展示施設では発電所のしくみや科学について学び体験でき、地元の文化や観光の情報も

得ることができます。屋外施設では自然・エネルギー等を体験できる遊具のほか芝生広場

や花畑が設置されており、エネルギーの普及啓発だけではなく憩いの場・交流の場として

の機能も備えている施設です。 

 

図 6-5 企業による普及啓発施設の事例 
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また、市内の建設会社では、バイオマスをガス化し、熱と電力を利用する取り組みを行

なっています。NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）から補助を受け、実証試

験を行なっています。 
 

 
図 6-6 市内の建設会社におけるバイオマス利用事例 
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6.3  新エネルギービジョンの展開について 

6.3.1  阿南市の新エネルギー導入方針 

阿南市は海や山に囲まれ、温暖な気候に恵まれ、市内の随所にあふれる自然から、エネルギ

ーを豊富に得ることが出来ます。 
阿南市では、市域全体を「エネルギーパーク」と位置づけ、市、市民、事業者が一体となっ

て豊富な新エネルギーの活用にむけて取り組んでいくものとします。 
新エネルギーの導入の推進を中心として、省エネルギーについても市、市民、事業者が一体

となり取り組み、環境にやさしいまちづくりを目指します。 
この「阿南市エネルギーパーク」の構想では、以下に示す 3 つの機能をもつものとし、それ

ぞれが連携して機能することを期待します。 
 
① 普及啓発機能 

市民や事業者にむけた普及啓発のため、積極的に情報発信を行なっていく 
② 研究機能 

新・省エネルギー機器を率先的に設置し、実証試験や研究を行なう 
③ レクレーション機能 

市民がレクレーションしながら環境やエネルギーのことを意識できる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-7 阿南市エネルギーパークの持つ機能 

阿南市エネルギーパーク 

の機能イメージ 

普及啓発機能 

レクレーション機能 

●地球環境とエネルギーの関連 
●新・省エネルギーのメリット 
●全国の事例紹介 
●導入の進め方 

・・・等に関する情報発信 
●ソーラーカーやハイブリッドカ

ーなど 
●マイクロ水力発電による噴水 
●風車太陽光による照明灯 
●風力発電（モニュメント） 
●バイオマス利用の温泉等 

研究機能 
●新・省エネルギー機器の設置 
●実証試験や研究を行なう施設や

設備 
●稼働状況の展示 
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6.3.2  新エネルギービジョンの今後の展開イメージ 

阿南市地域新エネルギービジョンでは、定めた重点テーマごとに今後導入推進や事業化に向

けて詳細な検討をすすめて行きます。NEDO の補助事業を活用し、詳細なデータを収集し実

現化に向けた検討を行なっていきます。 
 

 
図 6-8 阿南市新エネルギービジョン策定後の展開イメージ 
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また、今後阿南市全体で取り組んでいく項目について、早急に取り組むべきものと長期的な

ものに分類して、各主体で期待されている役割と共に以下に整理します。 
 
 

① 【早急に取り組むべき項目】 

 阿南市 市民 事業者 

市内部組織の設置、 

環境保全率先実行計画

の実践、啓発活動 

○ 

市の「事業者」としての

取り組み体制の整備 

― ― 

○ ○ ○ 
阿南市における各主体

の合意形成組織の設置 
3 者が一体となって導入を進めるため合意形成をはかる場として設置 

 
 
② 長期的・継続的に取り組むべき項目 

 阿南市 市民 事業者 

普及啓発活動 

（環境活動や環境教育、 

講習会など） 

○ 

活動やイベントの開催

や地域活動への支援 

○ 

地域活動などへの積極

的な参加が求められる 

○ 

活動やイベントへの講

師派遣などの協力 

施設・設備の導入 

○ 

・公共施設での導入 

・導入に向けた支援や

情報の提供 

○ 

家庭での施設設備の導

入にむけた検討など 

○ 

技術的な情報の提供 

○ ○ ○ 

ビジョンの見直し、評価 

社会情勢や技術推進の動向により、適宜ビジョンの見直しを行なっていく 
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資料－１ 事業実施体制 

 (１) 事業実施体制について 

 

 

阿南市新エネルギービジョン

策    定    委    員    会 

 検討資料提出             協議・提言 

 委  託 

外部委託調査機関 
        

事      務      局 事業推進 ＮＥＤＯ 

  報   告 

 協力・意見 資料提出    

庁  内  委  員  会 基本方針 
市    長 

                                                            提    言 

(２) 地方公共団体等内部の連携取り組み体制（庁内委員会）について 

  ・事業内容の協議や事業推進について横断的に取り組むため、庁内委員会を設置する。 

・庁内委員会は助役を中心として部門で分割し、各部門の長は部長とする。 

 

庁 内 委 員 会 

 

 

 

企画総務部門 市民部門 環境管理部門 産業部門 建設部門 特定事業部門

企画総務部長 

 

財政課 

企画政策課 

管財課 

 

市 民 部 長 

             

環境保全課 

地域支援課 

環境管理部長 

 

生活環境課 

管理課 

業務課 

産業部長 

 

農林水産課 

農地整備課 

商工観光労政

課 

企業振興課 

建設部長 

 

土木課 

公園緑地課 

特定事業部長

 

まちづくり推

進課 

 

 

   助          役 



 

 

資料－２ 阿南市地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条  阿南市の地域特性を踏まえた新エネルギー導入のあり方について検討するため、阿

南市地域新エネルギービジョン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条  委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、阿南市に対して助言を行うもの

とする。 

（１） 新エネルギーの必要性に関すること。 

（２） 新エネルギー導入の基本的な方向に関すること。 

（３） 新エネルギーの現状と将来展望に関すること。 

（４） 住民全体による新エネルギー推進体制に関すること。 

（５） 地域資源エネルギー、新エネルギーによるまちづくり等に関すること。 

（６） その他、目的達成に必要な事項 

（組織） 

第３条  １．委員会は委員１５名以内で組織し、市長が委嘱する。 

２．委員会にオブザーバーを置く。 

（任期） 

第４条  委員の任期は委嘱の日から平成１９年２月２８日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条  １．委員会に委員長及び副委員長を置く 

 ２．委員長及び副委員長は委員の互選による。 

 ３．委員長は会務を総括し、委員会を代表する。 

 ４．副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条  １．委員会は委員長が招集する。 

２．委員会は会議の議長となる。 

（庶務） 

第７条  委員会の庶務は企業振興課により処理する。 

（補則） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長と副委

員長が協議し、これを定める。 

付則 

１．この告示は、平成１８年１１月２４日から施行し、平成１９年２月２８日限りその効力

を失う。 

２．この告示の施行後、 初に開かれる委員会は第６条第１項の規定に関わらず市長が招集

する。 

 

 

 



 

 

資料－３ 委員会名簿及び活動経過 

阿南市地域新エネルギービジョン策定委員会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－委 員 会 活 動 経 過－ 

■ 第１回委員会 
〔開催日時〕2006 年 11 月 24 日 10:00～12:00 

〔会  場〕阿南市役所 第２会議室  

〔議  題〕 ・ 阿南市新エネルギービジョン策定について 

・ 新エネルギーの概要について 

・ アンケート調査の実施について 

■ 第２回委員会 
〔開催日時〕2006 年 12 月 22 日 10:00～12:00 

〔会  場〕阿南市役所 第２会議室  

〔議  題〕 ・ 阿南市におけるエネルギー消費量について 

・ 新エネルギー賦存量・利用可能量調査について 

・ アンケート結果について 

■ 第３回委員会 
〔開催日時〕2007 年 1 月 25 日 10:00～12:00 

〔会  場〕阿南市役所 第２会議室  

〔議  題〕 ・ 新エネルギー導入プロジェクトについて 

・ 新エネルギーの導入推進について 

・ 阿南市地域新エネルギービジョン（案）について 

 

職 名 氏 名 所  属 
委員長 近藤光男 徳島大学工学部 副学部長 同大学院 教授 

副委員長 当宮辰美 阿南工業高等専門学校 電気電子工学科教授 

委員 山崎邦明 徳島県 県民環境部 環境首都課 課長補佐 

委員 松本直義 四国電力㈱ 阿南営業所 所長 

委員 坂本光弘 電源開発㈱ 橘湾火力発電所 所長代理 

委員 上杉豊久 阿南商工会議所 専務理事 

委員 森岡和美 王子製紙㈱ 事業部副部長 

委員 八木健造 八木建設㈱ 代表取締役 

委員 荒井義之 ＪＡ東とくしま 代表理事組合長 

委員 島 優徳 ＪＡあなん 専務理事 

委員 渡辺純子 阿南女性協議会 会長 

委員 角元寛治 阿南青年会議所 副理事長 

委員 柳本富佐代 阿南市婦人会連合会 会長 
   

オブザーバー 西川清美 四国経済産業局 エネルギー対策課長 

オブザーバー 橋本清敏 ＮＥＤＯ技術開発機構 主査 
   

事務局 里見佳男 阿南市 企業振興課 課長 



 

 

資料－４ 委員会議事録（要旨） 

■第１回 阿南市地域新エネルギービジョン策定委員会 議事録（要旨） 
 
日時：平成１８年１１月２４日（金）午前１０時～ 
場所：阿南市役所 第２会議室 
 
１．開会 
２．助役挨拶 
３．委員紹介 

近藤光男 （徳島大学工学部 副学部長 同大学院 教授） 
当宮辰美 （阿南工業高等専門学校 電気電子工学科教授） 
山崎邦明 （徳島県 県民環境部 環境首都課 課長補佐） 
松本直義 （四国電力㈱ 阿南営業所 所長） 
坂本光弘 （電源開発㈱ 橘湾火力発電所 所長代理） 
上杉豊久 （阿南商工会議所 専務理事） ………欠席 
森岡和美 （王子製紙㈱ 事業部副部長） 
八木健造 （八木建設㈱ 代表取締役） 
荒井義之 （ＪＡ東とくしま 代表理事組合長） 
島 優徳 （ＪＡあなん 専務理事） 
渡辺純子 （阿南女性協議会 会長） 
角元寛治 （阿南青年会議所 副理事長） 
柳本富佐代（阿南市婦人会連合会 会長） 

オブザーバー 西川清美 （四国経済産業局 エネルギー対策課長） 
   〃    田村真佐子 （ＮＥＤＯ技術開発機構 主査） 
事務局  6 名 
コンサルタント 4 名 
（委員会参加者 計 24 名 ） 
 

４．委員長・副委員長選任 
● 近藤委員を委員長に選任 
● 当宮委員を副委員長に選任 

５．資料説明 
（１） 阿南市新エネルギービジョン策定について 

● 事務局（企業振興課 高島課長補佐が説明） 
（２） 新エネルギーの概要について 
● 事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 

（３） アンケート調査の実施について 
 ● 事務局（企業振興課 高島課長補佐が説明） 

６．質疑応答 



 

 

● 荒井委員（ＪＡ東とくしま） 
重油の高騰により、ビニルハウス等の熱源に要する費用が高くなっている。ビニルハ

ウスの保温性向上や燃料費削減（たとえば新しいビニルの素材の開発）が考えられな

いか。 

○ 事務局 
今後の検討において、可能性を検討していく。 

● 近藤委員長 
次回委員会においてアンケート調査結果は報告されるのか。 

○ 事務局 
結果の概要は報告するつもりでいる。  

次回委員回ではエネルギービジョンを構成するデータを提示し、第３回では 終案を

提示し協議いただきたいと考えている。 

● 渡辺委員（阿南女性協議会） 
提示されたアンケートの内容について、市民がどのように新エネルギーについて取り

組んでいけば良いかが見えてこない。アンケートの結果が何に結びついていくのかが

わかりにくい。新エネルギーの重要さは市民も認識していると思うので、もっとわか

りやすくすれば協力も得られやすいのではないか。 

○ 事務局 
市民に新エネルギーについて、今後どのように普及啓発していくかを考えるにあたり、

現段階での市民の意識や認知度を把握するためにこのアンケートを行うものです。こ

の結果を普及啓発に役立てていきたいと考えている。 

● 島委員（ＪＡあなん） 
阿南は竹林が豊富であるが、近年は間伐もままならず繁殖したまま放置されている。

一部は堆肥や炭として利用されているが、竹をエネルギーとして有効に利用できない

か。 

○ 事務局 
バイオマスエネルギーの検討において、導入の可能性を検討したいと思う。 

● 森岡委員（王子製紙） 
委員会において意見交換の場はどの程度あるのか。 

○ 事務局 
本委員会もあと２回開催予定であり、事業としては来年度以降も継続予定である。意

見交換していただく場も継続して設けていきたいと考えている。意見交換を新エネル

ギー事業に結びつけることができれば理想であると考えている。 

● 近藤委員長 
次回委員会では、エネルギーパークをイメージできる資料を提示していただきたい。 

● 西川オブザーバー 
エネルギーパークについては繊細な問題であり、建設用地や規模の問題もあるため提

示するイメージについては一人歩きしないよう留意頂きたい。 

● 当宮副委員長 



 

 

ホームページ等により新エネルギービジョンの内容を市民に周知し、普及啓発してい

くことが望ましい。 

○ 事務局 
アンケートがまとまった段階で次回委員会を開催する予定である。 

 
７．阿南市産業部 大上部長挨拶 
８．閉会 



 

 

■第２回 阿南市地域新エネルギービジョン策定委員会 議事録（要旨） 
 
日時：平成１８年１２月２２日（金）午前１０時～ 
場所：阿南市役所 第２会議室 
 
■出席者  委員長  近藤光男 （徳島大学工学部 副学部長 同大学院 教授） 

副委員長 当宮辰美 （阿南工業高等専門学校 電気電子工学科教授） 
委員   山崎邦明 （徳島県 県民環境部 環境首都課 課長補佐） 
委員   松本直義 （四国電力㈱ 阿南営業所 所長） 
委員   坂本光弘 （電源開発㈱ 橘湾火力発電所 所長代理） 
委員   上杉豊久 （阿南商工会議所 専務理事） 
委員   森岡和美 （王子製紙㈱ 事業部副部長） 
委員   八木健造 （八木建設㈱ 代表取締役） 
委員   荒井義之 （ＪＡ東とくしま 代表理事組合長） 
委員   島 優徳 （ＪＡあなん 専務理事） 
委員   渡辺純子 （阿南女性協議会 会長） 
委員   角元寛治 （阿南青年会議所 副理事長） 
委員   柳本富佐代（阿南市婦人会連合会 会長） 

オブザーバー 西川清美 （四国経済産業局 エネルギー対策課長） 
   〃    橋本清敏 （ＮＥＤＯ技術開発機構 主査） 

事務局  5 名 
コンサルタント 2 名 
（委員会参加者 計 22 名 ） 

 
１．開会 
 
２．助役挨拶 
 
３．委員長挨拶 
 
４．資料説明及び質疑応答 
本日の配布資料について 
■事務局（企業振興課 高島課長補佐が説明） 

第１章 阿南市地域新エネルギービジョンについて 
■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 

第２章 阿南市の地域概況について 
・地域的概況について 

■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 
 



 

 

● 坂本委員 
徳島県の新エネルギー導入目標と目安について出典を明らかにして頂きたい。 

○ 事務局 
出典を確認し記述いたします。 新の情報について情報収集も合わせて実施いたしま

す。 

 
・アンケートについて 

■事務局（企業振興課 高島課長補佐が説明） 
 
● 近藤委員長 

新エネルギーに対する認知度と今後の参考となる質問項目で構成されているが、導入効

果のＰＲがもう少し必要ではないかと考えられる。 

経済的理由で導入をためらう市民が多いが、トータルコストで説明すれば導入に前向き

になるのではないか。 

● 上杉委員 
太陽光発電では松山市のように補助金を支給している自治体もある。(1KW あたり８万

円、上限３２万円)阿南市においても補助をお願いしたい。 

廃棄物発電・熱利用を重点プロジェクトとして取り組んで頂きたい。ビニルハウス栽

培が多く利用が見込めるため、原油高対策としてゴミ焼却施設の建て替え時において

は検討をお願いしたい。 
○ 事務局 

太陽光発電については過去にはＮＥＤＯからの補助があった。パネルの価格が安価と

なり、設置時期による自己負担額の不公平をなくすため、現在では補助がなくなった

と聞いております。 

市の補助については、全体予算においての調整が必要となり即答できないが、必要性

が認められれば検討していきたいと考えている。 
● 上杉委員 

アンケート結果を活かし、地球温暖化防止に寄与するためにも阿南市独自の手法で導

入施策を御検討頂きたい。 

● 近藤委員長 
今の意見もふまえ新エネルギービジョンにおける今後の提言をお願いしたいと思いま

す。 

 
● 荒井委員 

本委員会で検討すべき内容と別の場で専門的に検討すべき内容を分別し理解する必要

があるのではないか。 

○ 事務局 
意見として出していたくことは大いに結構である。しかし、本検討会で結論を出すの

ではなく、今後の研究課題として取り上げ別の場で詳細に議論していくことになるで



 

 

あろうと考えている。 

 
○ 事務局 

ＮＥＤＯで阿南市の太陽光パネル普及状況等のデータをお持ちでしょうか。 

● 橋本オブザーバー 
確認し回答します。 

● 西川オブザーバー 
経済産業省においてとりまとめていると思いますので、確認し回答します。 

 
● 渡辺委員 

廃棄物発電・熱利用の導入につては設問の問いかけ方でもう少し支持を得られたので

はないかと考えられる。 

太陽光発電は２人家族等の少人数では割高感があり、市の補助が必要と考える。 

エネルギーパークについて不要とする意見が多いが、夕張の例もあることであり、 

内容や必要性について更なる議論が必要であると思う。 
● 山崎委員 

県において今年度から新エネルギーに関する補助を開始しており、申請も頂いている。 

● 近藤委員長 
アンケートのまとめとして、特徴的なポイントを取り上げ、ビジョンにつながるよう

にまとめていただきたい。 

○ 事務局 
わかりました。 

 
第３章 阿南市におけるエネルギー消費量について 
■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 
 
● 安生助役 

比較対象がないためわかりにくいのではないか。全国の平均値や阿南市の全体量と比

較することでイメージしやすくなるのではないか。 

 
○ 事務局 

承知しました。とりまとめの際には計算根拠も添付します。 
第４章 新エネルギー賦存量・利用可能量調査について 
■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 
 
● 坂本委員 

賦存量・利用可能量が大きい感じがする。計算結果につては十分チェック願いたい。 

○ 事務局 
確認いたします。 



 

 

● 荒井委員 
アンケートをどのように活かして行くかが課題である。学校の先生方にも学んで頂き、

省エネ意識の向上等に活用願いたいと要望します。 

観光資源や市のイメージアップにも寄与する点も多く積極的に取り入れて頂きたいと

思う。 

● 島委員 
必要エネルギー量を確保するために必要な、作付け面積当たりの稲わら量を 終的と

りまとめの段階で提示して頂きたい。 

○ 事務局 
提示します。 

● 杉本委員 
原油換算量として示すのはどうか 

○ 事務局 
その数値も提示します。 

 
竹利用の可能性について 
■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 

 
● 島委員 

竹林の面積は年々増加している。更なる可能性があると思います。 

● 上杉委員 
使用されている単位が非常にイメージしにくい。市全体に占める割合等わかりやすい

表現をお願いしたい。 

アンケート回答の「条件次第で採用も可」は可能量として計算すべきではないか。 

● 近藤委員長 
わかりやすい単位使用や表現を心がけて頂きたい。アンケート回答は「条件次第で採

用も可」を含む数値と含まない数値の２種類提示するが良いのではないか。 

○ 事務局 
承知しました。対応いたします。 

第５章 新エネルギー導入プロジェクトについて 
■事務局（企業振興課 高島課長補佐が説明） 

他都市事例（配布資料）に対するアンケートを実施し、頂いた意見を導入プロジェク

トの検討に反映させたいと考えている。アンケートは後日配布いたします。 

 
王子製紙富岡工場における新エネルギーボイラについて 
■森岡委員が説明 
 
● 渡辺委員 

今後市民への啓発を進めて行くのであれば、エネルギー量を金額で提示したほうがわ



 

 

かりやすいと思うがいかがか。 

○ 事務局 
わかりやすい表現を心がけたいと思います。 

● 上杉委員 
王子製紙へ供給するには形状等の条件がある。中間処理をだれがやるのかが問題であ

る。その目処をつけなければ王子製紙の工場が無駄になる可能性がある。合わせて検

討願いたいと思います。 

● 島委員 
工場内では中間処理できないのか。 

● 森岡委員 
廃棄物処理業者ではないためできない。関連会社で対応することも検討中である。 

 
５．オブザーバー挨拶 
 

○ 事務局 
次回委員会は、これから配布するアンケートのとりまとめも含め１月末を目処に開催

したいと考えている。 

 
６．事務局挨拶 

 
７． 閉会 



 

 

■第３回 阿南市地域新エネルギービジョン策定委員会 議事録（要旨） 
 
日時：平成１９年１月２５日（金）午前１０時～ 
場所：阿南市役所 第２会議室 
 
■出席者  

委員長  近藤光男 （徳島大学工学部 副学部長 同大学院 教授） 
副委員長 当宮辰美 （阿南工業高等専門学校 電気電子工学科教授） 
委員   松本直義 （四国電力㈱ 阿南営業所 所長） 
委員   坂本光弘 （電源開発㈱ 橘湾火力発電所 所長代理） 
委員   上杉豊久 （阿南商工会議所 専務理事） 
委員   森岡和美 （王子製紙㈱ 事業部副部長） 
委員   八木健造 （八木建設㈱ 代表取締役） 
委員   荒井義之 （ＪＡ東とくしま 代表理事組合長） 
委員   島 優徳 （ＪＡあなん 専務理事） 
委員   渡辺純子 （阿南女性協議会 会長） 
委員   角元寛治 （阿南青年会議所 副理事長） 
委員   柳本富佐代（阿南市婦人会連合会 会長） 

（欠席者） 
委員   山崎邦明 （徳島県 県民環境部 環境首都課 課長補佐） 
オブザーバー 西川清美 （四国経済産業局 エネルギー対策課長） 
   〃    橋本清敏 （ＮＥＤＯ技術開発機構 主査） 

事務局  6 名 
コンサルタント 3 名 
（委員会参加者 計 2１名 ） 
 

１．開会 
 
２．委員長挨拶 
 
３．資料説明及び質疑応答 

 
第５章 新エネルギー導入プロジェクト及び 
第６章 新エネルギーの導入推進にむけて について 
■事務局（八千代エンジニヤリング㈱が説明） 

 
● 森岡委員 
新エネルギー推進体制の中で、大学や高専との共同研究を入れておくべきであると思う

が、いかがでしょうか。 



 

 

● 当宮副委員長 
企業の役割として入れると、わかりやすくなると思います。 

○ 事務局 
記述場所を検討の上、追記します。 

 
● 島委員 
一般市民に太陽光、太陽熱を普及させるためには、行政の経済的支援が必要であると思

う。行政の役割として導入に対する助成等を記述できないか。将来的な検討項目でもか

まわないので記述して頂きたい。 

● 上杉委員 
前回の委員会においても多数の委員から要望が出されていたと思う。優遇制度や助成

制度については、ぜひ行政の検討項目として記述頂きたい。助成がないと各家庭への

普及は経済的に難しいと思う。 

○ 事務局 
現段階では検討すると確約した表現では記述しにくいが、可能な限り検討するという

方向で記述したいと考えている。 
● 渡辺委員 

一般家庭において 240 万円のイニシャルコストでは普及は困難だと思います。設置し

てもしなくても、支払額に差が内容に思われるし、何らかの助成は必要だと感じます。 

○ 事務局（助役） 
財源の問題もあるため、現段階では要望が多いため検討する必要があることを記述し

ておきたいと考えている。 

● 上杉委員 
市の財源負担にならない方法も含め記述しておくべきだと思います。 

○ 事務局 
表現方法を検討し記述いたします。 

 
 

● 荒井委員 
エネルギーパークの具体的な場所は決定しているのか。 

○ 事務局（助役） 
具体的な施設ではなく、新エネルギーを推進する市全体における各機能の連携体制を

イメージしたものである。 

● 荒井委員 
今後の検討において、たとえば風力発電とＬＥＤを合わせ阿南市らしい観光やイメー

ジアップにつながる検討をお願いしたい。 

● 近藤委員長 
今のご意見もエネルギーパーク構想を検討していくには重要であると思います。 

ビジョン全体を通しての意見はありますか。 



 

 

 
● 坂本委員 

前回も申し上げたが、エネルギー量の比較対照が不明確な表現となっている。また計

算結果にも疑問を感じる。具体的には委員会終了後に個別に打ち合わせたい。 

○ 事務局 
承知しました。 

 

● 上杉委員 
国内エネルギーの概要表現において、もっと切迫感のある表現を取り入れた方が良い

のではないか。化石燃料が残り 30 年程度という情報もあり、遠い将来ではないことを

感じさせるためにも、その方がよいと思う。 

○ 事務局 
わかりました。検討いたします。 

● 坂本委員 
化石燃料が残り 30 年という情報は正確ではない。そこまでの危機は感じられないと思

うので、具体的年数を記述し危機感をあおりすぎるのもいかがなものか。 

○ 事務局 
ご意見を参考に表現方法を検討いたします。 

 
● 松本委員 

トウモロコシによるエタノール製造がトウモロコシの価格高騰を引き起こしている例

がある。導入においては食物としての価格への影響等、いろんな方面からの研究が必

要である。 

 

○ 事務局 
今後、ご意見を反映させたビジョンをとりまとめる予定であるが、本日説明した５章、

６章については阿南市の特性をより活かした内容に充実させたいと考えている。 

 
 

● 島委員 
温度差エネルギーの検討対象としての評価が△となっているが、市内の大企業工場等

からの廃熱も多く農業利用も必要と考えられるため、評価を○として検討頂きたい。 

● 松本委員 
発電所と利用場所との距離が問題である。 

○ 事務局 
企業自体が敷地内で廃熱を利用することは十分可能であるため、検討課題としては取

り上げたいと考えている。ここでの温度差エネルギーは海洋熱等のイメージが強いた

め△評価としている。 

 



 

 

● 当宮副委員長 
今後の展開イメージとして、来年度以降とりあえず、すぐにできることを取り入れ実

行してはどうかと思う。また、早急に取り組む項目のうち「市の取り組み体制の整備」

は重要であり、組織を越えた取り組みも必要となります。専門の人材が必要となる場

合もあるが、よろしくお願いしたい。 

● 渡辺委員 
啓発・教育は上から押しつけるのではなく、自発的に取り組めるような工夫が必要と

考えます。そのための助成もお願いしたいと思います。イベント等についても援助を

お願いしたい。 

○ 事務局 
取り急ぎ普及啓発を実施していきたいと考えています。行政としては採算にとらわれ

ず目に見えることからははじめていきたいと考えている。５章、６章にも盛り込みま

とめたいと考えている。 

 
４．助役挨拶 

 
５．閉会 
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