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6. 目標達成に向けた施策 

6-1.施策体系 

 

高知県の将来像： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」： 

高知産 100％！ 

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造 

方針① 新エネルギーのさらなる導入促進 方針② 新エネルギーを地域振興に生かす 

【導入促進の意義】 

 

地域メリットの創出 

 

地球温暖化対策への貢献 

持続可能なエネルギーの活用 

【新エネルギー等の種目ごとの導入促進】 

２．太陽光発電の導入促進 

大中規模太陽光発電の導入促進 
小規模太陽光発電の導入促進 

３．小水力発電の導入促進 

４．風力発電の導入促進 

５．木質バイオマス発電・熱利用の導入促進 

６．その他の導入促進等 

太陽熱、バイオマス利用、洋上風力発電、燃料電池、水素、 
天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車 

１．新エネルギー全体に係る課題への対応 

新エネルギーの導入促進 
新エネルギー利用方法の検討（地産地消の仕組みづくり） 
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6-2.具体的な施策の展開 

１）新エネルギー全体に係る課題への対応 

高知県内における新エネルギーの導入促進において、系統への接続の問題発生（系統への接続制

約、太陽光発電の出力制御枠など）、固定価格買取制度の見直し、買取価格の変動、自然環境や生

活環境との調和、地域メリットの創出や地域の参画など、様々な課題が生じており、今後さらなる

導入を進めていくため、その対応を図ります。 
 

表 6.1 エネルギー全体の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■系統への接続の問題
発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、蓄電池（大容量含む）の活用、水
素等の活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづ
くりを行う。 

① 

 

①② 

■固定価格買取制度の
見直しなど、制度上の
リスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

 買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 

■自然環境や生活環境
への影響 

新エネルギー導入のルールづくり 

 自然環境や生活環境に配慮するため、事前検討事項や地域
との連携方策などを整理し、新エネルギー導入のルールづ
くりを検討する。 

① 

■県外資本による事業
で地域メリットが少
ない 

地域の事業への参画や県外資本事業等による地域振興に繋

がる仕組みづくり 

 地域振興や地域還流に繋がる事業主体の組織化など、事業
へ地域が参画する仕組みづくりを進める。 

 県外資本による事業であっても、地域との連携策や地域振
興に繋がる仕組みづくり（地元協議の実施など）を行う。 

 ② 

■太陽光発電、木質バイ
オマス利用以外の新
エネルギーの導入が
あまり進んでいない 

その他バイオマス熱利用等の調査研究 

 小水力発電や風力発電についても導入を図るとともに、そ
の他バイオマス熱利用等など調査・研究を進める。 

① 

 

なお、上記の様々な課題に対応し、新エネルギーのさらなる導入を図るには、地域内循環による

エネルギーコスト流出の低減、エネルギーの多様化、災害に強い地域づくりを行うことができるエ

ネルギーの地産地消が効果的であり、その調査研究を行います。 

 

 地域振興に資する小売電気事業の調査研究 

 地産地消型スマートコミュニティの県内導入に関する調査研究 
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 地域振興に資する小売電気事業の調査研究 

2000年（平成 12年）3月以降、段階的に行われてきた電力の小売自由化が、2016年（平

成 28年）4月から全面自由化され、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、

新規参入の会社を含めた電力会社の選択が可能になります。 

小売電気事業は、地域産エネルギーを調達し、地域へ小売りすることができ、また、県内

産の新エネルギーによる電力を既存の売電価格より高く買取ること、県内事業者に現状の購

入電力より少し安く売ることや、小売事業により得られた収益を新エネルギーの追加導入費

用とすることなど、新エネルギーのさらなる導入や活用、地域振興に貢献できる可能性があ

ることから、事業実施可能性を調査研究します。 

 
 スマートコミュニティの調査研究 

系統への接続を行わずに、面的に大規模に利活用できる可能性が期待でき、今後の技術開

発動向や経済性に注視し、導入可能性を調査研究します。 
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２）太陽光発電の導入促進 

（１）大中規模太陽光発電の導入促進 

太陽光発電は、発電開始までの開発期間が短く、設置に対する規制や手続きが少ないなど比較的

取組みやすい特徴を持っています。しかしながら、固定価格買取制度の動向や系統連系の状況、出

力制御枠などに大きな影響を受けることが見込まれます。 

高知県では、固定価格買取制度開始後に大中規模太陽光発電が大幅に増加しましたが、2016年

（平成 28年）1月 22日時点で、四国電力管内の接続済み及び契約申込済みの設備容量が出力制

御枠（257万 kW）に達したこと、県内で系統への接続制約が生じる可能性のあるエリアが広範に

わたること、設備認定を受けた設備であっても生活環境・自然環境や景観との調和が求められるこ

となど、様々な課題が浮き彫りになっています。 

また、高知県内資本による導入は一部に限られ、多くは県外資本が参入している実態も否定でき

ません。 

このような中、大中規模太陽光発電は、地域主体で早期に設備導入を図ることが必要となってお

り、以下の内容に取組むことで導入を促進します。 

 
表 6.2 大中規模太陽光発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

大
中
規
模 

■設置に対する規制
や手続きの不足に
よるトラブル発生
等 

ガイドライン等による設備認定を受けた設備のスムーズな

導入 
 事業実施段階におけるガイドライン等の策定により、設備
認定を受けた設備のスムーズな導入を図る。 

①  

共 

通 

（
再 

掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、蓄電池（大容量含む）の活用、水
素等の活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづ
くりを行う。 

① 

 

 

①② 

■固定価格買取制度
の見直しなど、制
度上のリスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

 買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 

■自然環境や生活環
境への影響 

新エネルギー導入のルールづくり 

 自然環境や生活環境に配慮するため、事前検討事項や地域
との連携方策などを整理し、新エネルギー導入のルールづ
くりを検討する。 

① 

■県外資本による事
業で地域メリット
が少ない 

地域の事業への参画や県外資本事業等による地域振興に繋

がる仕組みづくり 

 地域振興や地域還流に繋がる事業主体の組織化など、事業
へ地域が参画する仕組みづくりを進める。 

 県外資本による事業であっても、地域との連携策や地域振
興に繋がる仕組みづくり（地元協議の実施など）を行う。 

 ② 
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（２）小規模太陽光発電の導入促進 

小規模太陽光発電は、個人で参加できる再生可能エネルギーのひとつであり、2008年（平成

21年）１月に国の助成制度が再開されたことや、同年 11月から開始された余剰電力の買取制度、

2012年（平成 24年）7月から開始された固定価格買取制度により、県内でも急速に導入が進ん

でいます。 

しかし、太陽電池パネルやパワーコンディショナーといった機器が高額であることから、設置者

にとっては初期費用の負担が大きいといった課題があります。 

また、近年、太陽光発電の設備価格の低下や固定価格買取制度の買取価格の低下、電気代の高騰

などにより、固定価格買取制度に依存しない自家消費であっても経済効果が生まれつつあること、

また災害時の非常用電源としての活用など新たなメリットが出てきています。 

このような中、小規模太陽光発電は、自家消費を前提として普及を進めていきます。 
 
 

表 6.3 小規模太陽光発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

小
規
模 

■投資コストが高い 
■付加価値、メリッ
トが見えない 

事業モデルによる事業性評価、売電以外の付加価値・メリ

ットの明確化 
 事業モデルによる事業性を検討するとともに、売電以外
の付加価値・メリット（電力消費量の低減、災害時の電
力供給など）を明確化する。 

蓄電池、電気自動車等の活用 

 蓄電池、電気自動車等の活用に向けた施策を検討する。 

① 
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３）小水力発電の導入促進 

県内の 1,000kW未満の認定設備の導入状況は、電力会社によるものやダム管理事務所による自

家消費以外では、依然として大川村に 60kW、梼原町に 53kWの計 113kWにとどまっています。

本県は、全国トップクラスの年間降水量があり、環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル

調査（平成 21年度）」でも、1,000kW未満の小水力発電設備の賦存量は合計約 161,000kWと

なっているものの、そのポテンシャルが生かされていないのが現状です。 

小水力発電が普及していない要因は、適地の選定が難しいこと、小規模の水車発電機の汎用装置

が少なく建設単価が高いことで採算性の確保が難しいこと、事前調査や手続きの費用負担が大きい

こと、整備に必要な水利権等の法的手続きが複雑なことなどがあります。また、発電した電力をど

こで活用するかという課題もあります。 

特に、小水力発電の導入を図るためには、設置する地点や設備規模により建設費が大きく左右さ

れますので、採算性の合う適地の選定、事前の調査・設計が重要となります。 

なお、規模は小さくても、地域に身近な小河川や農業用水路を活用し、地域の街路灯や農業用電

気柵、非常用電源として活用できれば、中山間地域など地域での再生可能エネルギーの地産地消に

もつながり、地域にメリットを創出しつつ効果的な導入が図れます。 

このような背景のもと、小水力発電は、以下の内容に取組むことで導入を促進します。 

 
表 6.4 小水力発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■調査は継続実施してい
るが、適地が少ない 

河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査 

 河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査を進
める。 

① 

■事業化に向けた調査・設
計等に費用がかかり、地
域主体の事業化にはハ
ードルが高い 

調査・設計、手続きの費用の支援策の検討 

 地域主体の事業化にあたってハードルとなっている調
査・設計、手続きの費用の支援策を検討する。 

① 

■日常的な保守・管理が必
要 

地域との連携（日常的な保守・管理の実施）策の検討 
 小水力発電のスムーズな導入、維持管理上のコスト削減、
地域振興への貢献を図るため、地域との連携の在り方を検
討する。 

①② 

■中山間地域での身近な
資源が活かされていな
い 

マイクロ水力発電（1kW程度）の導入促進 

 小河川や農業用水路といった活用可能な資源が多い中山
間地域において、地域振興や災害対応を目的としたマイク
ロ水力発電（1kW程度）の導入を促進する。 

①② 

■水利権等の法的手続き
が複雑であり、また普通
河川の取扱事例が少な
く時間がかかる 

情報収集、手続きの明確化などの検討 

 現在、手続き等の明確なものがないため、県外を含めた情
報収集を行うとともに、県と市町村が連携して手続きの明
確化などを検討する。 

① 
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４）風力発電の導入促進 

現在、県内では自治体や民間企業等により 39基 36,150kWの風力発電設備が整備されていま

すが、太陽光発電の急速な導入に伴い、系統への接続制約が生じる可能性のあるエリアが広範にわ

たってきたため、風力発電の新たな導入は難しくなってきています。 

しかし、県内の山間部や室戸岬、足摺岬周辺などが、比較的風況が良く風力発電に適した地域と

なっていることなどから、いくつかの地域において民間企業等による整備の計画があります。 

風力発電は、他の再生可能エネルギーに比べ発電規模が大きく、比較的採算性も高いことから、

民間事業者による売電事業として成立していますが、その導入にあたっては、新たな送電線の敷設

や、景観、騒音などの環境面にも配慮する必要があります。また、導入後も落雷による設備の損傷

や需給調整のために一時的に発電出力を制御しなければならない場合もあります。 

風力発電は、固定価格買取制度による設備認定量が増加していますが、県外資本により建設され

た場合には、建設時に一定の地元雇用が期待されるものの、その後の売電収入等は、県外へ流れて

いってしまうことになります。そのため、地域で風力発電を導入する際には、地元自治体への税収

入に加えて、その波及効果をどう創り出すかということが重要です。したがって、地元への波及効

果を生み出すため、地元自治体等による出資やその一部を自ら運営するなど、発電事業へ参画する

ことも有効な手段のひとつとなります。 

また、県内には、消費地に近く、風況が比較的良い場所（臨海部や谷部など）が存在します。規

模は小さくても、自家消費のほか、農村・漁村など地域の街路灯や農業用電気柵、非常用電源とし

て活用できれば、地域での再生可能エネルギーの地産地消にもつながり、地域にメリットを創出し

つつ効果的な導入が図れます。 

このような背景のもと、風力発電は、次の内容に取組むことで導入を促進します。 
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表 6.5 風力発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■県外企業の参入が多い 県内事業者、地域主体での導入拡大を図るための地域との

連携の仕組みづくり検討 
 大規模風力発電においても県内事業者や地域主体での導
入拡大を図るため、地域との連携の仕組みづくりを検討
する。 

①② 

■自然環境や生活環境への
影響、県境付近での対応
が必要 

県境付近での県内市町村事業の支援 

 ポテンシャルが大きい県境付近での県内市町村による事
業については、他県等の調整が必要なことから、県も積
極的に支援を行う。 

① 

■環境影響評価、風況調査
のコストと時間がかかる 

■沿岸部や中山間地域で活
用されていない 

小型風力発電（20kW未満）の導入促進 

 地形的特徴から比較的風況が良いと考えられる沿岸部や
中山間地域（尾根部、谷部）において、地域振興や災害
対応を目的とした小型風力発電（20kW未満）の導入を
促進する。 

① ② 

共 

通 

（
再 

掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、大規模蓄電池の活用、水素等の
活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづくり
を行う。 

① 

 

 

①② 

■固定価格買取制度
の見直しなど、制
度上のリスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 
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５）木質バイオマス発電・熱利用の導入促進 

高知県は、県土の 83.3％※1が森林という日本一の森林県ですが、森林資源の成熟が進む一方で、

木材需要の減退、価格の低迷、採算性の悪化などからその有効活用が大きな課題となっています。 
 
※1 資料：統計による都道府県の姿 2015 
 
 

＜木質バイオマス発電の導入促進について＞ 

高知県内においては 2015年（平成 27年）に 2箇所で木質バイオマス発電所が稼動したことか

ら今後、低質材の需要はますます高まってきます。そのため、素材生産を増産することで、燃料と

なる低質材の安定供給を図ります。 

また、木質バイオマス燃料の供給状況を調査・確認し、さらなる木質バイオマス発電の導入可能

性を検討します。 

 

＜木質バイオマス熱利用の導入促進について＞ 

本県の基幹産業である農業や水産業などは、石油への依存度が高く、重油価格の変動が事業の収

益性に大きな影響を与えています。 

また、重油を使用した場合には、多額の資金のほとんどが県外、国外に流出することになります。

これを再生可能な県内資源である木質バイオマスに置き換えることで、多くの資金が県内で還流す

ることになりますし、県内ボイラー製造メーカーなどへの経済波及効果も期待できます。 

県内の木質バイオマスボイラーの導入は、温泉施設や園芸施設等において合計で 254台整備（平

成 26年度末）されており、さまざまな分野での木質バイオマスの利用が進みました。今後、木質

バイオマス熱利用を進めるためには、重油等の単価変動の影響を受けやすいことに加え、生物由来

の固形燃料であるペレットの品質の一定のばらつきに対応したボイラーの燃焼設定の変更や燃焼

灰の活用など、利用する側から見るとまだ課題が多いと言えます。 

 

こうした課題に対応するために、コスト面で厳しい木質バイオマス燃料を、原料、製品の搬送コ

ストをできるだけ抑え、林地残材や工場残材などの原料収集から燃料製造、利用までをできるだけ

一定の地域内に収める仕組みを成立させることを目指します。 

 

このような状況から、木質バイオマス発電・熱利用は次の内容に取組むことで導入を促進します。 
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表 6.6 木質バイオマス発電・熱利用の課題と対応 

課題 方針に基づく課題への対応策 方針 

発
電
利
用 

■２箇所の木質バイ
オマス発電所のフ
ル稼働 

 
 

木質燃料の安定供給体制の整備 
 既設置の２箇所の木質バイオマス発電所に様々な事業
者の連携により、木質燃料を安定供給し、稼働率の向上
（フル稼働へ）を実現する。 

①② 

 

 

 

 

熱
利
用 

■原木の確保 
 
 

木質燃料製造に向けた原木の安定供給 

● 発電利用とともに、様々な事業者の連携により、熱利 
  用向けの原木を確保する。 

地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡

大による地産地消を推進 
 木質燃料の効率的な流通の仕組みづくりを図る。 
 地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡
大を図り、エネルギーの地産地消を進める。 

①② 

■燃料配送、機器導
入、燃焼灰の処理
等のコスト低減 

共 

通 

■長期にわたる計画
的な森林資源の供
給確保 

素材生産・製材販売の拡大 

 素材生産・製材販売の拡大を図り、需要を満足するボリ
ュームで県内の木質バイオマス資源の供給安定化を図
る。 

効率的な収集・運搬方法の検討、林地残材、切捨間伐材

の活用 

 製材端材のみではなく、効率的な収集・運搬方法を検討
し、林地残材、切捨間伐材の活用を図る。 

①② 

 

 

 

①② 

 

 

 

■県内自給率向上 

共
通
（
再
掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、大規模蓄電池の活用、水素等の
活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづくり
を行う。 

① 

 

 

①② 
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６）その他の導入促進等 

（１）太陽熱 

高知県内において、太陽光発電と同様、ポテンシャルが高く、熱需要の多い住宅、事業所への導

入が期待でき、近年も徐々に導入は進んでいますが、年間の新規設置台数はそれほど伸びていない

ことから、住宅、事業所等を対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（２）バイオマス利用 

他都道府県では、近年、生ごみ、食品廃棄物、下水汚泥、畜産排泄物、農業残渣等のバイオマス

利用（発電、熱利用）の事例が見られ、固定価格買取制度の活用のほか、国等においても廃棄物対

策として様々な支援が行われていることから、県内導入可能性について調査研究を進めていきます。 

 

（３）洋上風力発電 

国において、浮体式洋上風力発電の更なるコスト低減を実現するため、軽量浮体・風車等の技術

開発・実証が進められているとともに、我が国の地形・気象条件に適した洋上風力発電技術を確立

すべく着床式洋上風力発電の実証が実施されているところです。また、大規模洋上風力発電の導入

に向けて、洋上での長距離送電等が課題となることから、高信頼性や低コストな直流送電システム

の開発が進められています。 

県内でも足摺岬西側などポテンシャルが高いエリアが存在しますが、実用化に向けた実証実験や

技術開発が進められている分野であり、今後の技術開発動向や経済性に注視し、導入可能性を調査

検討します。 

 

（４）水素エネルギー 

水素エネルギーは、①天然ガス等の化石燃料改質、水の電気分解など多様な方法で製造が可能で

あること、②熱電併給システムとして高効率であること、③発電過程で大気汚染物質を排出しない

クリーンなエネルギーであることから、エネルギーの安定供給、地球温暖化対策の面から優れたエ

ネルギーと言われています。 

近年、水素を燃料とした燃料電池や燃料電池自動車が市場投入されるなど、水素をエネルギーと

して日常的に利活用しようとする動きが拡大しつつあり、国においては水素社会の実現に向け、平

成 26年 6月に「水素・燃料電池戦略ロードマップ」をとりまとめ、各種取組を推進しています。 

水素社会の実現に向けては、水素製造・輸送・貯蔵・利用を含めた総合的な検討が必要です。ま

た、水素は、余剰電力をエネルギーとして蓄積できるなど電力調整能力を有していることから、新

エネルギーのポテンシャルが高く、系統連系等に課題がある本県にとって、新エネルギー由来の水

素製造・利用を進めることは有効な対策となります。 
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しかしながら、新エネルギー由来の水素エネルギーの利活用は、国等において実用化に向けた実

証実験や技術開発が進められている分野であり、今後の技術開発動向や経済性に注視し、導入可能

性を調査検討します。 

なお、燃料電池は、水素の利用方法の一つで、国等においても普及促進が図られています。本県

における設置台数は徐々に増加しつつあるものの、県全体で 276台に留まっているため、さらな

る導入を図るため、住宅、事業所等を対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（５）天然ガスコージェネレーション 

天然ガスコージェネレーションは、分散型エネルギーとして家庭や事業所、地域に電気・熱を供

給する高効率なシステムです。本県においては、導入が進んでいないことから、住宅、事業所等を

対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（６）ヒートポンプ 

ヒートポンプは、動力源に電力を用いますが、その消費電力を上回る熱エネルギーを利用するこ

とができます。ヒートポンプの普及拡大を図ることで省エネルギーの進展が期待できることから、

園芸施設、住宅、事業所等を対象にさらなる導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（７）クリーンエネルギー自動車 

クリーンエネルギー自動車は、ガソリンや軽油を消費しない、あるいは使用を抑制することがで

きます。本県においては、ハイブリッド自動車を中心ですが、近年、プラグインハイブリッド自動

車、電気自動車の導入も進んでいます。しかしながら、ハイブリッド自動車以外のクリーンエネル

ギー自動車の導入台数はわずかであるため、その導入促進に向けた支援策を検討します。 
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