
人口 ：18,437人（2021年10月1日現在）
町域面積 ：8.10km2

気象条件 ：瀬戸内式気候
公共交通 ：鉄道（JR宇多津駅）、コミュニティバス等
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宇多津町 再生可能エネルギー導入ビジョン策定事業（概要版）

宇多津町の地域概況

令和４年１月 宇多津町（委託先）国際航業株式会社

検討対象とする再生可能エネルギー
区分 対象 備考

太陽光発電 住宅、事業所、公共施設、
耕作地等 • 統計資料等を基にポテンシャルを算出

地中熱利用 住宅、公共施設 • 統計資料等を基にポテンシャルを算出

木質バイオマス利用 地域全体 • 統計資料等を基にポテンシャルを算出

• 宇多津町の総生産額は、2015年度時点で696億円
• 716億円が分配され生産・販売額を上回っているが、
本社等や通勤に伴う25億円の流出がある

• 買物や観光等により、消費が116億円流入しており、
その規模はGRPの16.6％を占める

• エネルギー代金が域外へ43億円流出しており、そ
の規模はGRPの6.2％を占める

宇多津町の温室効果ガス排出量の現状脱炭素社会の実現に向けた、国・県の動向

 

案２：高位ケース 

2030年度 162.0 千 t-CO2 

2050年度 172.3 千 t-CO2 

 

案 1：中位ケース 

2030年度 161.6 千 t-CO2 

2050年度 170.5千ｔ-CO2 

 

案３：低位ケース 

2030年度 154.7 千 t-CO2 

2050年度 152.5千ｔ-CO2 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

宇多津町の温室効果ガス排出のすう勢

種 別 利用可能量
【固有単位】

利用可能量
【TJ/年】 利用割合

①太陽光発電
【千kWh/年】

99,043 357 98%
一般住宅 37,884 136 38%
公共施設 4,197 15 4%
事業所 56,390 203 56%
農地 554 2 0%

耕作放棄地 18 0 0%
②地中熱利用
【ＴＪ/年】

6 6 2%

一般住宅 6 6 2%

発電量合計【千kWh/年】 99,043

熱利用量合計【TJ/年】 6

合 計※【TＪ/年】 363 100%

算定結果

1

※：換算係数：0.0036TJ/千kWh

• 本町では町全域から排出される温室効果ガスを減らすため、地球温暖化対策を強化することにより、町全体で排出する
温室効果ガスについて目を向け、官民が連携し、地球温暖化対策に取り組んでいくことを目指しています。

• 本ビジョンでは、国の新たな削減目標を考慮しつつ、本町の地域特性や再エネの導入ポテンシャルに関する調査・分析
を行い、各段階における削減目標や目標達成に向けた事業スキームを検討し、脱炭素シナリオ（ロードマップ）を策定
することを目的とします。

【主な関連計画】
「宇多津町総合計画」、「宇多津町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」等

国の動向

県の動向

宇多津町におけるビジョン策定の目的と基本方針

2015年9月 • 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」SDGｓ策定

2020年10月 • 「2050年カーボンニュートラル」宣言

2021年6月 • 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」策定
• 「地域脱炭素ロードマップ」公表

2021年10月 • 「第６次エネルギー基本計画」策定
• 「地球温暖化対策計画」閣議決定

・2021年2月：「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」表明
【主な関連計画、制度等】
・香川県地球温暖化対策推進計画
・地球温暖化対策計画・報告・公表制度

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略
（2021年6月）

宇多津町の基本情報
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宇多津町の地域経済分析

• 再エネ導入の検討項目は太陽光
発電、太陽熱利用、風力発電、
地熱発電、地中熱利用、小水力
発電、木質バイオマス利用の７
種別を対象とした

• それぞれの再エネ種別の賦存量
等について情報を整理し、宇多
津町において利用ポテンシャル
の高いものを抽出

• 太陽熱利用は太陽光発電と利用
するエネルギー資源が競合する
ため、電力として利用できる太
陽光を採用

• 風力発電、地熱発電、小水力発
電は、国が公表する「再生可能
エネルギー情報提供システム：
REPOS」におけるポテンシャル
が0のため徐外

• 木質バイオマス利用は、本町に
おける近年の林業施策実績が無
く、燃料となる木材の地域内調
達が難しいため、ポテンシャル
は無いものとした。

• 2018年度の町全体の温室効果ガス排出量は
152千t-CO2であり、規準年度の2013年度
比で▲64千t-CO2（▲30％）

• 町全体の推移では、2013年度以降減少傾向
• 部門別では、産業部門、業務その他部門、
家庭部門で減少傾向

• 分野・部門の構成比は、産業部門が37％を
占め、最も高くなっている

• 活動量の実績推移から近似式を用い、2019
年度から2050年度のすう勢（BAU）を推計

• ３つの案（中位/高位/低位）の各ケースを
想定（明確に中位ケースが現れない場合は、
中位ケースを高位ケースと同一とした。）

• 一次近似、二次近似、指数近似、べき乗近
似、対数近似の５つの近似式による推計後、
2050年度の推計値が明らかに実態に合わな
い近似式を除いた近似式で選定

• 部門別に現状すう勢を推計を実施



脱炭素社会の実現に向けたロードマップ

宇多津町 再生可能エネルギー導入策定ビジョン（概要版） 令和４年１月 宇多津町（委託先）国際航業株式会社
目指す将来像の設定

2

地域資源を活用した脱炭素社会の実現と地域課題の同時解決を通じて、
安全・安心に暮らしていけるまち、

これからも、そしていつまでも自立していける元気なまち

ビジョン策定フローおよび今後の予定

計画準備

①ビジョン策定にあたって
１）ビジョン策定の背景と目的
２）ビジョン対象範囲・計画期間
３）ビジョン策定フロー

②宇多津町の現状と脱炭素社会実現に向けた課題の整理
１）上位計画等の整理
２）地域特性の整理
・自然的条件
・社会的条件
・経済的条件

３）宇多津町の温室効果ガス排出量の現状及び現状すう勢
４）宇多津町の再生可能エネルギーの導入のポテンシャル

③将来像とロードマップの検討
１）将来像の設定
２）脱炭素社会の実現に向けたロードマップ

④再生可能エネルギー導入目標・方針及び事業スキーム検討
１）再生可能エネルギー導入目標及び基本方針の検討
２）導入のための事業スキーム検討

⑤脱炭素社会実現に向けた推進体制の検討
１）町民・事業者・団体・行政等の役割分担
２）ビジョンの進行管理

報告書取りまとめ

2021

2022

2050年度に実現すべき姿

環境

産業部門  年平均1.0％のエネルギー消費量の削減が、継続的に行われ、再エネで発電した電気を多くの工場等で活用
 耕作放棄地など遊休地等に太陽光発電設備が設置され、遊休地の悪影響緩和

運輸部門  すべての自動車が電気自動車（EV）または燃料電池自動車（FCV）に替わり、１台当たりの燃費も格段に
向上

家庭部門  すべての住宅に太陽光発電設備や省エネルギー設備等が設置され、ZEH化
 発電した電気の自家消費だけではなく、地域外からの再生可能エネルギーを多くの住宅で活用

業務その他部門
 事業所内において省エネ設備の導入、省エネ行動の徹底などにより、エネルギー消費量を継続的に削減
 すべての公共施設や事業所などの建築物に太陽光発電設備や省エネルギー設備等が設置され、ZEB化
 地域内からだけではなく、地域外からの再生可能エネルギーを多くの業務ビルで活用

経済  再エネの飛躍的な導入により、町内の関連工務店、小売店のほか、環境関連産業の育成・強化及び雇用創出
 町外に流出していたエネルギー代金が町内に還流することによって、地域経済が活性化

社会

 太陽光発電に加えて、バイオマスや小水力発電、再生可能エネルギー由来の水素エネルギーの導入
 地域資源を活用した再生可能エネルギーや蓄電池の導入により、災害に強い安全・安心なエネルギーシステ
ム・ライフラインが構築

 行動や設備の工夫を通じて、熱中症の予防や異常気象に伴う自然災害への対策など、ライフスタイルを気候
変動に適応させている

• 本ビジョンは、2021（令和3）年度から2か年にわたる検討をふまえた上で策定。以下に示すフロー図に
沿って進められる予定である。

• 次年度は、「再生可能エネルギーの導入目標・方針及び事業スキーム検討」、「脱炭素社会実現に向けた推
進体制の検討」をメインに実施。具体的な事業を描くために、地域内でのプレーヤー探しや協力者の開拓が
必要不可欠となることから、民間事業者へのヒアリングやアンケートの実施を想定

• 国の補助事業を併用することにより、「再生可能エネルギーの導入可能性調査」の実施を検討中。本町の再
エネポテンシャルの中でも特に有望である「太陽光発電」の各公共施設への適用性を調査する。

• 上記の調査結果も踏まえて、今年度の成果内容の更新（ブラッシュアップ）を行う。

• 次年度の打合せの日程やタイミングは、業務開始当初段階で発注者となる町と委託事業者の間で調整を行い、
決定する。

• 設定した将来像を基に、実現に向けたロードマップを作成
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