
国においては、令和３年４月に2030年の温室効果ガス削減目標（2013年度から46％削減）を示すととも
に、令和３年10月に第６次エネルギー基本計画を受けて、「三重県地球温暖化対策総合計画」と整合を図
りながら、令和４年度末に向けて、５つの基本方針を踏まえた令和１２年度の長期目標及び令和５年度か
ら４年間の次期中期目標を定める。

改定の目的

三重県新エネルギービジョンの改定について

 １０種類の新エネルギーに関する長期目標及び中期目標の設定
 強じんな美し国ビジョンみえ等への対応
 再生可能エネルギーをめぐる現状と課題を踏まえた時点修正

改定の方向性

※以下の基本方針（及び取組方向）は継承する。
・基本理念、将来像及び基本方針
・取組方向
1. 新エネルギーの導入促進
2. 家庭・事業所における省エネ・革新的なエネルギー高度

利用の推進
3. 創エネ・蓄エネ・省エネ技術を活用したまちづくりの推

進
4. 環境・エネルギー関連産業の育成と集積
5. 次世代の地域エネルギー等の活用推進

資料１

【中間案】
９月14日 第２回三重県新エネルギービジョン推進会議

（オンライン）

10月５日 三重県議会戦略企画雇用経済常任委員会

10月上旬から11月上旬 パブリックコメント
【最終案】
11月18日 第３回三重県新エネルギービジョン推進会議

（オンライン）
12月12日 三重県議会戦略企画雇用経済常任委員会

２月中旬 三重県議会へ議案上程 三重県新エネルギービ
ジョン改定版

今後の予定
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新エネルギー導入の長期・中期目標設定（１）

○令和３年度（２年度末時点）の導入量は２２９．９万kW
中期目標（２０５．６万kW）に対する進捗率は１１１．８％
長期目標（２１９．３万kW）に対する進捗率は１０４．８％

令和３年10月22日に公表された第６次エネルギー基本計画では、

さらなる再生可能エネルギーの導入目標が示されていることから、
「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」に基づき、
地域との共生が図られるよう適正な導入を進めていく必要がありま
す。

①太陽光発電

◆次期中期目標 （令和 ８（２０２６）年度） ：２６３．４万kW
◆次期長期目標（令和１２（２０３０）年度） ：２８５．３万kW

導入目標

○令和３年度（２年度末時点）の導入量は０．２万ｋＬ
中期目標（０．４万ｋＬ）に対する進捗率は５３．１％
長期目標（０．７万ｋＬ）に対する進捗率は２８．７％

太陽熱は給湯や暖房などの用途に比較的容易に活用できるため、
太陽光発電パネルと集熱パネルが一体となった一体形集熱器（ＰＶ
Ｔ）や、国の様々な支援策に関する普及啓発の取組が重要です。

②太陽熱利用

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：０．５万ｋＬ
◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：０．７万ｋＬ

導入目標
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新エネルギー導入の長期・中期目標設定（２）

導入目標

③風力発電 ④バイオマス発電

○令和４年度（３年度末時点）の導入量は２０．３万kW
中期目標（２２万kW）に対する進捗率は９２．２％
長期目標（２８．８万kW）に対する進捗率は７０．４％

地域住民をはじめとする関係者から、事業に対する不安や反対の
声が上がっている案件が見受けられることから、事業者において地域
との十分なコミュニケーションが図られるとともに、最大限の環境保全
措置が講じられるよう指導・助言が必要です。

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：２６．４万kW

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：３２．６万kW

導入目標

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：１６．１万kW

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：１６．７万kW

○令和４年度（３年度末時点）の導入量は１５．５万kW
中期目標（１１．９万kW）に対する進捗率は１２９．９％
長期目標（１２．８万kW）に対する進捗率は１２１．３％

燃料の国内調達が大きな課題であり、国の施策や補助制度など
を注視しながら、地域産業の活性化を図るとともに、地域内で燃料
の調達や電気・熱利用を促進するエネルギーの地産地消に向け
た取組が重要です。
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新エネルギー導入の長期・中期目標設定（３）

導入目標

⑤バイオマス熱利用 ⑥中小水力発電

○令和４年度（３年度末時点）の導入量は５．１万kL
中期目標（７．０万kL）に対する進捗率は７２．１％
長期目標（１０．２万kL）に対する進捗率は４９．６％

資源が広い地域に分散しているため、収集・運搬・管理にコストが
かかる小規模分散型の設備になりがちという課題があります。

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：７．６万kL

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：１０．２万kL

導入目標

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：０．７２万kW

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：０．７６万kW

○令和４年度（３年度末時点）の導入量は０．６８万kW
中期目標（０．６７万kW）に対する進捗率は１００．６％
長期目標（０．７１万kW）に対する進捗率は９５．２％
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新エネルギー導入の長期・中期目標設定（４）

導入目標

⑦コージェネレーション ⑧燃料電池

○令和３年度（２年度末時点）の導入量は５４．３万kW
中期目標（４８．１万kW）に対する進捗率は１１２．８％
長期目標（４９．４万kW）に対する進捗率は１０９．９％

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：５５．６万kW

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：５６．７万kW

導入目標

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：２．４万kW

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：３．９万kW

○令和３年度（２年度末時点）の導入量は０．４万kW
中期目標（２万kW）に対する進捗率は２１．２％
長期目標（４．８万kW）に対する進捗率は８．７％

ヒートポンプ式給湯器（エコキュート）と熱利用の目的で競合するこ
となどから、進捗は進んでいません。
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新エネルギー導入の長期・中期目標設定（５）

導入目標

⑨次世代自動車 ⑩ヒートポンプ

○令和３年度（令和２年度末時点）の導入量は２０．７万台
中期目標（２３．７万台）に対する進捗率は８７．３％
長期目標（３４．５万台）に対する進捗率は５９．９％

電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）についても、普及は
徐々に進んでいます。

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：３１．７万台

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：４０．６万台

導入目標

◆次期中期目標（令和 ８（２０２６）年度） ：２０．８万台

◆次期長期目標 （令和１２（２０３０）年度） ：２４．６万台

○令和４年度（３年度末時点）の導入量は１６．９万台
中期目標（１３．７万台）に対する進捗率は１２３．２％
長期目標（１４．３万台）に対する進捗率は１１８．３％
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