
平成 23年 3回定例会  環境農政常任委員会 

平成 23年 10 月 3日 

佐々木委員 

  かながわスマートエネルギー構想について幾つか質問をさせていただきます。 

  まず、様々な議論が出ておりますけれども、このかながわスマートエネルギ

ー構想は重要な政策でしょうから、これは総合計画に入れて、様々な審議会等

を経て、事業評価もされるというようなことに今後なっていくというふうに思

います。もしかすると、外部評価委員会でも取り上げて評価していくんだろう

なと思いますが、全体的に本当に県民のためになるスマートエネルギー構想に

絶対に仕上げていかなければいけないと、このように私自身も議会の立場とし

て思っているところでございます。 

  まずはじめに、確認の意味で、このかながわスマートエネルギー構想の基本

理念、趣旨について伺います。 

太陽光発電推進課長 

  まず、基本的な理念でございます。 

  東日本大震災に伴います原子力発電所で失われた電力を原子力以外のエネル

ギーで補うということ、そのためには将来いかに安全・安心なエネルギーを安

定的に確保していくことが主となるものです。そのためには、太陽光発電の普

及だけではなく、原子炉に過度に依存しない、環境に配慮する、地産地消を推

進するという原則に基づきまして、エネルギー政策を中長期的に推進していく

という考え方に立っております。 

佐々木委員 

  この中身について、先日骨格というか、触りの部分を説明をいただいたわけ

でありますけれども、すごく今気になっておりまして、創エネの部分の太陽光

発電の普及促進のところが大まか 182 万キロワットというので、残りのその他

の再生可能エネルギーの普及４万キロワット、そして分散型電源の普及等が約

８万キロワットということで、この太陽光パネルの設置の割合というか、重き

が大き過ぎるんじゃないかなと思うんですね。太陽光パネルだけでいいのかと、

今すごく疑問に思っています。 

  例えば、昨今話題になっていますボーイング 787 なんかは炭素素材が使われ

ています。すごく軽量化になっていますし、この間の日経新聞に出ていたのは、

自由自在に曲がるソーラーパネルが今後 2013 年に出てくるという、そういうよ

うなことを考えると、今の現在の重たいパネルを屋根の上に乗せていくという

ことでいいのかどうか、この説明にも 2015 年以降は新技術の開発など、変動要

素が見込まれるから、今後そういう動向、状況を見極めて検討するというので、

15 年以降はそういうことも考えているんだなとは思ったんですけれども、この 

2014 年までの間はこの構想でいくわけですから、今想定されている太陽光パネ

ルを軒並み付けていくということに依存していくのかどうか、すごく私自身は

今の段階でどういうような変化が生じてくるか、この４年間で分からない中で、

太陽光パネルに随分重きを置き過ぎているんじゃないかという印象を受けてい

るんです。 

  そこで、せっかくですから様々なエネルギーの普及について議論をさせてい



ただきたいと思うんですが、この高い目標を達成するために、様々な角度から

のアイデアというものが議論されなければならないなというふうに思っていま

す。 

  そこで、先ほどの委員から幾つか御質問がありましたけれども、ＥＶの蓄電

池の話なんかもありましたが、例えばこの住宅用の太陽光発電の普及について、

東日本大震災によって東京電力の計画停電の不安ということもあって、この住

宅用の太陽光発電に対する県民の期待、これの中で例えば太陽光が夜発電がで

きないということで、この蓄電池と組み合わせることが良いなというふうに思

っているんです。 

  そうしますと、電力を使わなくていいですから、昼間太陽光でためておいて、

夜それを使うことができれば、本当に電力を使わないで済むんじゃないかとい

う発想もあるし、勉強もするべきだと思うんですが、その辺の県の考え方、取

組なんかについてお伺いしたいと思います。 

交通環境課長 

  委員のおっしゃるとおり、東日本大震災をきっかけに、各家庭でも太陽光発

電だけでなく、太陽光発電で発電した電力をバックアップ用として蓄電池にた

めるということで、蓄電池への関心が高まってきております。各電機メーカー

はこういった関心の高まりを受けて、家庭用の蓄電池の販売を始めているとこ

ろでございますが、まだまだ市販価格は高い状況と聞いております。 

  県では６月補正予算で議決をいただきました蓄電プロジェクトを現在進めて

いるところでございますが、ここの蓄電プロジェクトは電気自動車に付いてい

ます車載用のリチウムイオン電池を、電気自動車等の利用には適さなくなった

ものを蓄電池として採用する蓄電システムの実証実験でございます。この実験

によりまして、車載用のリチウムイオン電池が蓄電池として再利用できるよう

になれば、現在まだ高い蓄電池の価格について大幅なコストダウンを図ること

ができると考えておりまして、こういったことから蓄電池の普及が進むのでは

ないかと、現在この蓄電プロジェクトの取組を進めているところでございます。 

佐々木委員 

  ６月 26日に太陽経済という会議もあって、県もその主なところを担ってやっ

ていたわけですけれども、金がかかる、経済を回すというところで、すごくそ

っちに特化したようなパネリストの話なんかもあったと思うんですけれども、

私はなるべく電力を使わない、電力会社を使わないような、そういう発想も片

方ではあるべきなんじゃないかなというふうに思っているんです。 

  ですから、そういう太陽光パネルと蓄電池をセットにするような検討をもっ

と力を入れてやっていくべきではないかなと。リチウムイオン電池、レアアー

ス、そういうものについても、中国に九十七、八％ですか、依存しているとい

うこともあるので、高いとかいろいろなこともレアアースについてはあるから、

今後の課題ではありますけれども、そういう研究をもっとしていくべきじゃな

いかなと、こういうふうに思っております。 

  創エネのところで、まずこの自給自足で電力について取り組んでいくという

ことが非常に大事だなというふうに思っているんですけれども、こういう研究

を更に深めていく、そしてまた今回総合計画に入れてくるだろうかながわスマ



ートエネルギー構想について、もっとこの辺を強調して普及に取り組んでいく

つもりがあるのかどうか、それをちょっとお聞きします。 

太陽光発電推進課長 

  太陽光発電と蓄電池の関連性という御質問でありますが、蓄電池の役割につ

いては大きく二つあるものと認識しております。 

  一つはピークシフトでございまして、例えば電力負荷が小さい夜間等に電気

を蓄電池にためておき、夏場の昼間、負荷の大きいときに使うことで、電力使

用のピークをなだらかにしていくという一つ大きな役割があると思います。も

う一つは系統の安定化でございます。太陽光、あるいは風力といった再生可能

エネルギーは、天候、気象条件によって出力が大きく変動いたします。そうい

ったときに、一旦このバッテリーに蓄電することで、電力発電量の安定化を図

るということで、電力系統への接続に当たっての安定化といったものが実現で

きると期待をしております。 

  こういったことは、我々が今想定をしておりますスマートエネルギー構想を

進める上では非常に重要な役割と認識しておりますが、現状ではまだまだ高価

であるというところで、大量普及には若干時間がかかるのかなと認識しており

ます。 

  しかしながら、このスマートエネルギー構想では、当面は発電容量の確保と

いうところに重点を置いてまいりましたが、今後市場が広がるにつれて、太陽

光とともにそういった一般化していく蓄電池の普及を更に後押しできる、そう

いった政策へと今後シフトを図っていくというようなことも、この構想を進め

る中で具体化を検討していきたいと考えております。 

佐々木委員 

  日本の電力需要が電力会社に依存してきたというか、シフトしてきたそのも

ともとの政策自体に、今まで依存して蓄電池の開発が進んでなかったという現

状だと思いますし、外国に本当にいつの間にか追い抜かれて負けてしまってい

るというようなことから、日本の素晴しい技術を更にこの蓄電池にも重きを置

いていくということが大事だと思いますので、行政側としても、そういうとこ

ろにもどんどん力を入れていただきたいなというふうに思います。 

  それから、かながわソーラーバンク構想でこのソーラーローン、それから価

格の低下、こういうものによって県民の負担を減らすというようなことを目指

しているのは、すごく理解しているんですけれども、200 万円近いという初期費

用の負担を減らすというには、私はＬＥＤのときにも言ったんですが、リース

がいいんじゃないかなと思うんです。こういうリースの発想というのが考えら

れると思うんですけれども、環境省も今年度から取り組んでいるというふうに

聞いているんですけれども、県民の負担を考えると、リースだとか、後でちょ

っと紹介しますけれども、今日の朝日新聞にも書いてありました、電力ゼロ照

明というのもありましたし、県民の負担を減らすというようなことで、初期投

資の費用を減らすということで、リースなんかを考えなかったのか、県はどう

考えているかお願いします。 

太陽光発電推進課長 

  初期費用の負担の軽減という観点からは、リースといったものも効果がある



ものだなと受け止めております。 

  お話にありました国、環境省でエコ・リース促進事業といったのを今年度か

らスタートしておりまして、この事業はもともと省エネの設備でございまして、

高効率のボイラーですとか、あるいは冷凍設備、照明設備、それに並んで太陽

光発電といったのも位置付けられていると聞いています。 

  県といたしましては、現状は補助金といった形で進めておりますが、今後そ

ういったリースについて、特に法人向けについては一般化しておりますが、一

般の個人に向けては、まだまだなじみが薄いのかなというふうな認識をしてお

ります。今後、国のこういったリース制度の利用状況等々、あるいは民間のリ

ース事業者も様々なビジネスチャンスを捉えて、今後参入が図られればなと期

待しておりますので、そういった動向も注視しながら、今後リースの活用の可

能性についても検討してまいればなと思っております。 

佐々木委員 

  この環境エネルギー問題というのは、経済面というのも大事なんですけれど

も、基本的には地域のための社会貢献でなければならないというものです。そ

ういう意味で、今までのエネルギーを供給してきた日本の体制から、そういう

極端な思想形成を変えなきゃならないぐらいと私自身は思っているので、そう

いう意味では県民の負担を軽減させるためにどういうことが必要なのかという、

太陽光パネルをたくさん付けようということばかりに頭がいかないで、軽減負

担、あるいは省エネをどうやっていくんだということを併せて考えていく必要

があるんじゃないかと思っているものですから、リースについてもそういう今

回の様々な政策をつくるときに視野に入れて、盛り込んでいっていただくよう

にお願いをしたいと思います。 

  もう一つはファンドの話なんですけれども、公共施設なんかに設置していく

ために、県民とか企業の参加を得て、市民ファンドの導入をやっていこうと、

屋根貸ししてやっていこうということでありますけれども、様々なバリエーシ

ョンがあると思いますけれども、市民ファンドを規模とか、具体的に少しこの

間も質問があったと思いますけれども、事例も幾つか長野県だとか調べて、教

えてもらったこともありますが、神奈川県として市民ファンドの在り方をどう

いう感じに考えているか、もう一度お願いします。 

太陽光発電推進課長 

  市民ファンドはお話のように幾つか類型があるかなと、大きく二つのパター

ンがあるかなと考えています。 

  一つは、いわゆる基金方式と言いましょうか、県民や企業の皆様からのいわ

ゆる寄附によって基金を造成し、その基金によって太陽光発電を設置しようと

いった動きでございます。これにつきましては、県内では茅ヶ崎市で市民立太

陽光発電所といった事例も出てきています。ただ、発電規模が 10キロワット未

満と非常に小規模になってしまうという部分がございます。 

  もう一つは、いわゆるファンド方式ということで、方法論としては匿名投資

組合といった組合方式によりまして、県民、企業から出資を募りまして、それ

を原資に太陽光発電設備を設置いたしまして、発電した電気の売電収入により、

その投資費用を回収し、出資者へ配当を行うといった部分でございます。これ



につきましては、お話にありました長野県での太陽光、あるいは北海道での風

力といった事例が既にございます。 

  我々といたしましては、一定の量を確保していくという意味ではファンド方

式といった方式で、できるだけ多くの県民、企業の御協力を頂きながら設置を

進めていきたい。現状まだ具体的な規模につきましては、この辺はいわゆる再

生可能エネルギー法の全量買取制度のその買取価格や期間、この辺の状況が非

常に大きく影響いたしますので、この辺の動向を見ながら、具体的な規模、あ

るいは対象となる設置箇所、そういったものも検討も今後具体化を進めていき

たいと思っております。 

佐々木委員 

  一括購入をしていくと、なるべく大きなファンドの方が一括購入しやすいと

いうことなんですか。市民ファンドを幾つかつくって、神奈川県でそれを全部

ファンドをまとめるという感じなんですか。 

太陽光発電推進課長 

  それはいろいろと方法論があるかと思います。 

  一つは、大きな金額を出資可能な企業ですとか団体、そういったところから

マザーファンドと申しましょうか、母体となるようなファンドをつくって、そ

こから個別の設置箇所に対して資金面、個別の箇所に対して直接市民、県民の

方から出資を仰ぐといったような、そういったパターンの組合せも可能なのか

なと考えております。 

  いずれにいたしましても、そういった動きを各地域で実際に展開しているも

のがありますので、その辺のそれぞれの特徴、あるいはメリット、デメリット、

そういったものもしっかり分析して、最良の方法を実現していきたいと考えて

おります。 

佐々木委員 

  リターンがある場合と社会貢献的な、投資的なそういう形もあると思うので、

それがうまくまとまっていくのかどうかすごく不安なんですけれども、その辺

は自信ありますか。 

太陽光発電推進課長 

  是非そういった形を目指して頑張っていきたいと思っています。 

佐々木委員 

  次に、企業の話も幾つか出ましたので、県民とか企業に積極的に参加しても

らうというのは非常に大事なので、ちょっと質問したいんですが、企業のＣＳ

Ｒなどの観点から、県でも取り組んでいる、さっきもたしか森林の方でネーミ

ングライツというのがありましたけれども、例えば今の太陽光パネルを見てい

ると、黒っぽくて、見た目で何か絵が描いてあったりするといいかなと思った

り、真剣に思っていたんですけれども、そういう技術革新もあって、ああいう

色じゃなくたっていいんじゃないかと。例えば、そこにネーミングライツパネ

ルみたいな、そういう企業から出資してもらって、パネルを付けるのにネーミ

ングライツパネルにすれば、公共施設に付ける際に、知事じゃありませんけれ

どもただでできるかもしれませんね。 

  そういう意味で、いろいろな野球場ですとか、サッカー場ですとか、そうい



うところにネーミングライツになっていることもあるので、技術革新が進んで、

あの色じゃなくてもいいんじゃないかと、そこに字が書けたり、絵が描けたり

すれば、ネーミングライツパネルなんていうのも考えられるんじゃないかと思

うんです。そういう発想、議論というんですか、高めていくためにも、そうい

う研究とか取組をしていくつもりがあるのか、それを今回のスマートエネルギ

ー構想に神奈川県として盛り込んでいくつもりはあるかお聞きします。 

太陽光発電推進課長 

  我々もいろいろな手法、手段で多くの民間資金を活用しながら、できるだけ

多くの太陽光パネルを付けていきたいと考えています。 

  そうした中、お話にありましたネーミングライツにつきましては、現段階で

具体的な形を検討している状況ではございません。ただ、これまでもお話にあ

りました様々な県自体の取組もございますし、また一つの発想としては、マイ

パネル構想といったのも、この市民ファンドと組み合わせた形でできないかな

といったことも検討しております。これもどちらかというと、ネーミングライ

ツに近い発想なのかなと、個人の気持ちといったものが形になって、個人の方

も充足感を得ていただくといったような取組も、今後幅広く導入をしていく上

では必要な措置かなと考えております。 

佐々木委員 

  答えになっているような、なってないような感じでしたけれども、個人が持

っていて、自分はやったんだという自分の内面的なそういう達成感じゃなくて、

ネーミングライツというのはコマーシャルなわけですから、それを本当にこの

パネルのところに書くようなそういう技術をしっかりメーカーとかにもお願い

して、積極的にそういうことができれば、企業のそういう資金を有効に使えて、

パネルがたくさん張れるんじゃないかという発想で真剣に考えていただきたい

なと思っている次第でございます。 

  ちょっと戻りますけれども、市民ファンドのところで、これは非常に大事な

ところなので、今回の補正予算の様々なこのメニューの中で、市民ファンドが

どういう形でつくられるかという、研究事業としても調査すれば良かったんじ

ゃないかなと思うんですが、この表現上ではこれは予算に反映していると見え

ないんですけれども、どこかそういう補正予算の中に市民ファンドの調査研究

みたいな、そういうところをやろうとしている事業はあるんですか。 

太陽光発電推進課長 

  委員会提出資料の３ページ、かながわソーラープロジェクト推進事業費とい

うことで、（２）内容ということで４点ございます。 

  この中のエの太陽光発電設備の設置拡大に向けた調査・検討といった部分に

200 万円の記載がございます。この中の一部にお話がありました公共施設、民間

事業所等へ発電設備の設置の促進を図ろうという手法の一つとして、市民ファ

ンドの活用といったものを調査などを含めて計上させていただいているところ

でございます。 

佐々木委員 

  どういうところにコンサル費用を払われるんですか。 

太陽光発電推進課長 



  これはソーラープロジェクト研究会の調査・研究ということで委託している

調査機関でございます。もともと市民ファンドにつきましても、ソーラープロ

ジェクト研究会の中の一つのテーマになってございますので、これを併せて研

究課題ということでそこにお願いできればなと考えております。 

佐々木委員 

  次に、省エネの質問をしたいと思います。 

  先ほど申し上げましたように、電力ゼロ照明ということで、最近話が出てお

りまして、今日もたまたま朝日新聞に記事が載っておりました。 

  自宅、家庭、工場へ電力ゼロ照明ということで、太陽の光がそのまま入って

きて、電力を使わずに反射板で八畳一間を照らす、例えばそれを照らすのに 25

万円ぐらいでできるというのも載っていましたし、家庭だけでなく、これが注

目されるところは、化粧品の大手メーカーなんかが約 4,200 平方メートルに 82

台設置したというんです。７メートルの高さから水銀灯と変わらない明るさだ

というのもあって、そのうち電力量で年９万キロワットアワー、二酸化炭素の

排出量で年 34.5 トンの削減効果があるということで、これを今度は他の下着メ

ーカーなんかもどんどん取り入れていこうとか、コンビニなんかもトイレに設

置したとか、採光道具、それからアルミ製の筒を使って反射板でやっていくと

いう太陽光をそのまま室内光にしているという記事が今日たまたま載ってまし

たけれども、こういうことも推進していくべきなんじゃないかなと。 

  この省エネのところで、消費量を見える化することで、自浄努力を発揮させ

ようというようなことも大事なんですけれども、具体的にこういう電力ゼロ照

明というものなんかも出てきているわけです。だから、太陽光パネルをたくさ

ん付けるという、それに何かどんどん特化しているみたいなんですが、そうい

う発想にこのかながわスマートエネルギー構想をさせちゃいけないんじゃない

かなというふうに思うんです。 

  ですから、先ほど申し上げましたように、そのうち技術革新も進んでいって、 

2015 年にはそういう技術革新を踏まえて見極めると書いてあるけれども、2015

年までにはこのロードマップでいくんでしょうから、その中で太陽光パネルの

設置だけでいいのかというようなことをどう思っているのか、その辺をお聞き

したいと思います。 

太陽光発電推進課長 

  現状の技術レベル、あるいは具体的な市販化されている商品、製品、そうい

ったものを見ながら、この再生可能エネルギーの導入可能性、さらに神奈川県

の地勢的な条件も含めた導入のポテンシャルといったものを見ますと、現状で

は太陽光発電の比重が大きくなるのかなと思っております。 

  我々といたしましても、その他の再生可能エネルギー、小水力ですとか風力

並びに温泉熱、こういった可能性、バイオマスも含めてでございますが、この

辺はしっかりと追求していきたいと思っております。ただ、当面具体的な普及

ということでは、現状導入の可能性といった点では太陽光発電が一番優位性が

高いのかなと認識しております。 

佐々木委員 

  何のためのスマートエネルギー構想かということを最初に聞いたわけで、県



民の利益になるためにやるのが一番大事なわけですから、経済を活性化させて

いくということであれば、いろいろなメーカーが海外に出て行ってもいいと思

うんです。今日も読売新聞も書いていたけれども、カナダに三菱ＵＦＪが太陽

光発電に85億円ですか、投資するとか書いてあったし、日本でやらなくたって、

日本の技術を海外で使っていって、経済を国内産業を潤していけばいいわけで、

あともう一つとしては、今言っていた太陽光のパネルに依存しないで、こうい

うゼロ照明みたいなものにどんどん取り組んでいくというのは必要だと思うの

で、神奈川新聞も書いてあったけれども、不確定要素がすごく多いというふう

に書いてあるように、まだまだ何かこのままいっていいのかというのが非常に

私は不安になるんです。 

  ですから、この４年間の中でももっと柔軟に、このままいくと多分パネルを

どれだけ設置するかという狭いところにシフトしていってしまうような気がす

るものですから、そういうものをもうちょっと柔軟に対応できるような政策に

つくり替えていくというか、つくっていくというか、そういう発想になればな

と思っているのと、私は省エネで４％、それから創エネで 16％という数字は、

多分そうなってこないんじゃないかなとすごく思うんです。省エネがもうちょ

っと大きくなっていくんじゃないかと、最後は全部で 20％といったことになる

んじゃないかなと思うんです。ですから、この構想を達成するためにも、柔軟

にいろいろな技術革新を取り入れながらも、2014 年までも柔軟に達成するとい

うようなことで、政策をつくっていっていただければなと思いますが、いかが

でしょうか。 

新エネルギー・温暖化対策部長 

  国でも今いろいろな議論がされておりますけれども、委員からお話がござい

ましたように、これから創エネ、再生可能エネルギーを加速化させていくとい

うことは非常に重要であるけれども、それが国民負担にはね返ってくると、そ

ういった要素についても十分考慮していくべきだと。 

  そうすると、一方では再生可能エネルギーもそうですし、あるいは火力発電

についても同じで、海外からどんどん輸入が増えれば、それは結局は電力料金

にはね返ってくる、そういった観点を踏まえますと、この省エネというのを今

まで以上にきちんと取り組んでいかないと、国民経済、あるいは県民の生活と

いったものが維持できなくなっていくという危機感というのも、我々も強く持

っておるわけでございます。 

  そういった意味では、この 2014 年までのワット数を御覧いただいても、省エ

ネに相当大きなものを置かせていただいているわけでございますけれども、そ

ういう点では我々も創エネだけではなくて、正に省エネも含めて一体だという

考え方というのは、我々もそういう認識に立っているというふうに考えてはお

ります。 

  あと省エネにつきましては、確かにこれはプロジェクトの見える化というの

は出させていただいておりますけれども、実際に今、委員からお話があった新

しい技術の開発をやっております。先ほどの太陽光についても、基本的には新

しく新築をする、あるいは改築をする、そういう機会を捉えていかないと、な

かなか既存の中でそれだけを導入していくというのは、それはまた経費がかか



ってしまうということでございますので、そういったタイミングを捉えながら、

どういった施策が向いているのか、建築についても、我々も温暖化対策条例の

中で、様々なそういった指導もさせていただいておりますので、そういった中

でも技術革新等も取り入れながら、省エネを力を入れて進めていきたいという

ふうに考えております。 

佐々木委員 

  この間も、なかなか法律が通らない中で、買取価格が決まらないとか、そう

いう部分があるという答弁がありましたが、それを待っていろいろなことを決

めていくと進まないので、例えば今の話なんかでは、電力ゼロ照明なんていう

のは電力がかからないわけですから、今の時期でも進められるわけです。なか

なか決まらないというのは言わなくてもいいわけです。だから、進められると

ころは、全体的には総合計画に入れていくのでしょうけれども、今やれること

はすぐにでもやっていくという、省エネの部分とか蓄エネの部分を今やればす

ぐにでもやっていくという、そういう積極性がないと、全体をまとめてからと

いうのではなくて、やれることをやっていくという、そういう発想で臨んでい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

新エネルギー・温暖化対策部長 

  委員のお話のとおり、国のこれからの施策の動向を見ながらという部分と、

それから県としてもやれる部分とございます。そうした意味では、我々のスタ

ンスとしてはできるものは全てやっていくというスタンスで今取り組んでおり

ますので、省エネ、蓄エネについても取り組めるものについて、具体的にこれ

までも検討してまいりましたけれども、さらにそういったことについても、加

えた形でできるものにしていきたいというふうに思っております。 

佐々木委員 

  横浜、相模原、小田原でそういう対話の広場もやるようですので、インター

ネットなんかにもあらかじめどういう質問をしたいですかというふうに載せて

いたし、私も行ってみようかなと思っています。 

  それで、その中には先ほど議論もありましたけれども、ソーラーバンク構想

で当初自己負担について、必ずしも正確でない、そういう県民へのメッセージ

があったというのは、私は否めない事実だと思うんです。自分の地域でも、太

陽光パネルを付けようと思うけれども、もうちょっと待った方がいいですかな

んていうことを聞く方がいて、県会議員だからどうなのと実際あるものですか

ら、それは事実だというふうに思います。ですから、そういうところでしっか

りとした県民に周知をしていく上でも、そういう３会場だけでなく、様々な趣

向を凝らして、様々な手法で県民に正しいソーラーバンク構想、それからスマ

ートエネルギー構想について伝わるように努力をしていただきたいことを要望

をさせていただきます。 

  続きまして、ＬＥＤ照明の導入について、お話をさせていただきたいと思い

ます。 

  このＬＥＤの導入の狙いについて最初にお伺いします。 

地球温暖化対策課長 

  東日本大震災とそれに引き続く福島第一原子力発電所の事故によりまして、



電力需給のひっ迫が大変大きな課題になりました。 

  ７月１日から敷かれておりました電力制限令は９月９日に解除されましたけ

れども、いまだに電力需給は引き続き予断を許さない状況にあると認識してご

ざいます。 

  こうした中で、コストパフォーマンスに優れ、比較的簡便な方法で導入がで

きる照明のＬＥＤ化は非常に効果的な節電対策の一つというふうに私どもは認

識してございます。 

  しかしながら、一方でＬＥＤ照明はいまだに高価だということもございます。

さらに新しい技術でございまして、照明性能への認識が必ずしも十分ではない

ということもございますので、事業者の皆さんですとか、あるいは県民の皆さ

んにおきましては、本格的な導入にちゅうちょするような傾向もないことはご

ざいません。それがまた課題だというふうにも認識してございます。 

  そこで、まずは県として、より積極的な節電対策を図るということが第一点

と、それからもう１点としては、廊下などの共用部分をはじめ、執務スペース

といった、言ってみれば事業活動の中枢部に県が率先してＬＥＤ照明を導入す

ることによりまして、民間事業者や家庭へのＬＥＤ照明の導入への動機付け、

これは安全・安心で、しかも非常に使い勝手の良いものですよということを分

かっていただき、そうやって導入を促進していく。そのためにこういった事業

を実施するというものでございます。 

佐々木委員 

  本庁舎と新庁舎の一部に付けるということで、補正にありますけれども、大

体本庁舎の何割ぐらいの照明器具がＬＥＤ化されるかについてお伺いします。 

地球温暖化対策課長 

  これは概数でございますが、本庁舎全体では大体照明器具 6,400 灯ほどある

というふうに私どもは考えてございます。そのうちの実際にＬＥＤ化になじま

ないものが若干ございまして、それを除きまして、おおむね直管型の蛍光灯は 

5,500 灯ぐらいあり、これをＬＥＤ化いたしますと、ＬＥＤの導入率はおおむね

９割程度というふうになるというふうに考えてございます。 

佐々木委員 

  本庁舎については９割程度導入されるということで、県民へのアピールにな

るというふうに思います。 

  そのことによって、今回のこの事業、使用電力量は年間でどのくらい程度削

減されるのか、また電気料金の削減額はどの程度見込んでいるのか、この全体

の対策推進費としてお聞きします。 

地球温暖化対策課長 

  今般のＬＥＤ照明の導入よりまして、電力削減量でございますけれども、最

大で 24万キロワットアワーが年間の削減量でございます。この額にいたします

と、最大で年間約 500 万円余りというふうに試算してございます。 

佐々木委員 

  他の都道府県で、県庁の中枢の庁舎にほとんどＬＥＤを導入しようとしてい

るところはあるんでしょうか。 

地球温暖化対策課長 



  私どもが承知している範囲では、まず最初に京都府が 22年度末にトイレ、そ

れから廊下、駐車場などに 1,400 本ほど導入し、そのときの京都府の記者発表

では、こういった取組は都道府県レベルでは全国初ではないかというふうに発

表されておりました。 

  その後、徳島県で 23年度、今年度でございますが、あそこはＬＥＤの発祥の

地という位置付けがありますが、そういった意気込みで 440 基ほど入れるとい

うお話を聞いたことがあります。 

  しっ皆調査をしたわけではございませんけれども、私どもが近県ですとか、

あるいはこういった先進の都道府県にお話を伺った限りでは、私どもの導入量

が今のところ一番多いのではないかなというふうに考えております。 

佐々木委員 

  ＬＥＤ導入については、都道府県の中でも先進的だということで、予算が大

変な中で御努力をしたことは、非常に評価に値するというふうに思います。 

  そして、新庁舎の一部は議員控室などに入れてくださるということでありま

すが、県の庁舎の中でも、24 時間のところもあるかもしれませんが、県有施設

の中で今の既存の蛍光灯を一番使っているところに先に導入すれば、消費電力

の削減になるわけです。 

  例えば、議員は毎日来ているわけではありません。閉会中もありますし、調

査に行っているときもありますから、今回は導入の動機付けになるということ

が主目的でありますから理解はしますけれども、導入する段階では、例えば病

院にしても企業庁にしても、例えば県有施設の中で、そういう照明を多く使っ

ているところをピックアップして、そこから順次やっていく方がいいんじゃな

いかと、余り来ないところに先に付けても、いつも付けてないところに付けた

って全く意味ないわけですから、電気使用量が多い県有施設から順番に付けて

いく、それが従来は本来の在り方じゃないかと思いますが、最後にそこをお伺

いします。 

地球温暖化対策課長 

  委員御指摘のとおり、何といっても電力の削減量に着目した場合には、御指

摘のとおり照明器具を長時間使用している箇所なりに優先的に付けていくとい

うのがやはり王道だというふうに認識してございます。 

  一方で、これもまた委員のお話にもございましたように、神奈川県庁として

これを率先してＬＥＤを導入していくこと、これが県民ですとか、あるいは企

業の皆さんの大きな動機付けになるということも、今回の事業の大きな目的で

ございますので、今後、来年度以降ＬＥＤ照明を導入していくときに、どうい

った格好で具体的に導入していくか、更に詰めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

佐々木委員 

  そのとおり、きちんと行っていただきたいと思いますし、一遍に全部ＬＥＤ

に換えられるわけじゃないと思いますから、計画的にやっていくんでしょうか

ら、４月に付けるのと次の年の３月に付けると１年も違うわけですから、そう

いうところは電力の量が多いところから順次付けていくような、そういう御努

力をお願いしたいことを付け加えて終わらせていただきます。 



  次に、台風 15号に関する農林水産業の被害についてお伺いしますが、農林水

産業の被害も多く出ているというふうに思います。特に農家のビニールハウス

の損壊とか、あと作物の収穫に大きな影響が出ているということもあって、現

時点で掌握している範囲で構いません。簡潔にお願いしたいんですが、農業、

畜産業、林業、漁業、それぞれについて被害状況と被害額も含めて教えてくだ

さい。 

農業振興課長 

  農業被害につきまして、まず施設がございまして、施設につきましては、温

室、パイプハウスなど、ガラス、ビニールといった施設の破損など、県全体で

小規模な被害報告が上がってございます。こちらにつきましては、被害報告が

ございました計 18市町の施設全体で 4,500 万円程度になってございまして、ま

た農作物につきましては、ホウレンソウ、コマツナなどの軟弱野菜といったも

のが強風により葉を傷めているといったことがございます。 

  また、水稲につきましても、県全域で広範的な被害が倒伏被害がございます。

あと果樹につきましても、強風で例えば川崎の梨とか、中井のキウイフルーツ

といったものが被害を受けてございますが、農作物全体で 16市町から被害が上

がってございますが、全体としては壊滅的な被害というのはございませんでし

たので、比較的被害は軽微で、6,200 万円程度というふうな金額で承知してござ

います。 

畜産課長 

  畜産につきましては、同じく全県下にわたっておりますけれども、71 件の被

害がございます。 

  被害の内容でございますが、まず施設として畜舎関係の被害です。軽微なも

のを含めまして 64件ございます。一部では畜舎全体が傾いたなどというものが

６件ございまして、その他中程度、それから一部破損と、軽微なものも含めて

畜舎全体では 64件。その他でございますけれども、種苗畑、トウモロコシでご

ざいますけれども、作物の倒伏というのが２件ございました。これが 2.3 ヘク

タール。それと同時に当日停電、または雨のため、強風のため、漏電を起こし

たということで、生乳、牛乳廃棄等がございまして、これが５件の 1,460 キロ

リットルあったということで、総額の被害額は、概算でございますけれども、

約 4,600 万円という被害額でございます。 

森林再生課長 

  被害の内容は林地の倒木や崩壊の発生などでございます。 

  倒木につきましては、鎌倉市で２箇所、３本、逗子市で１本、合わせて３箇

所、４本の倒木があり、市道に影響がございました。また、崩壊につきまして

は、相模原市で３箇所、山北町で１箇所、合わせて４箇所で 0.22 ヘクタール、 

2,200 平方メートルの崩壊が発生し、道路などへ土砂が流出するなどの被害も発

生しました。被害額は７箇所合わせて約 80 万円でございます。 

水産課長 

  漁業被害についてお答えをさせていただきます。 

  漁船につきましては、係留中に浸水したり、流されて座礁したり、船舶が破

損するなどの被害を受けておりまして、横須賀市から湯河原町に至る広い範囲



で 14隻が被害を受けております。現時点で把握できている被害額といたしまし

ては、約 90万円でございます。 

  また、定置網につきましては、網が流失したり、ロープや網が破損するなど、

14 箇所の定置が被害を受けておりまして、同じく横須賀市から湯河原町に至る

広い範囲で発生しております。現時点で把握できている被害額といたしまして

は、約１億 3,900 万円でございます。 

  他にも漁具倉庫や冷蔵庫等にも浸水、破損等の被害が出ておりまして、現時

点で把握できている被害総額は約１億 4,000 万円ということでございまして、

引き続き調査をしているところでございます。 

佐々木委員 

  昨年、酒匂川の水害の状況を見に行ったのですが、台風被害で上流から大量

の土砂が出てきたということもあったでしょうし、様々な流木などもあったで

しょう。その中で、今回そういう影響はどうだったのか、また漂着物の除去に

ついては実施するつもりはあるのかについてお伺いします。 

水産課長 

  県水産技術センターの相模湾試験場の調査によりますと、昨年の台風９号で

酒匂川河口域に堆積した大量の土砂、ごみは潮流や波浪等により徐々に拡散、

流出し、漁場として一部回復してきたとの報告を受けたおりましたが、今回の

台風 12 号や 15 号により再度河川から土砂やごみが堆積した可能性がございま

す。したがいまして、今後とも引き続き調査を続け、地元漁協と協議しながら、

泥の除去や沈んでいるごみの回収方法を検討するとともに、新たな漁場造成を

含めた対策を検討してまいります。 

  また、海岸に漂着したごみの処理については、海岸管理者であります西部漁

港事務所が小田原市や地元と協力して実施するほか、かながわ海岸美化財団の

協力を得て行っておりますが、小田原漁港内では既に 30立方メートル程度を処

理し、海岸については山王川河口、御幸の浜、早川海岸に打ち上げられたごみ

や流木を順次撤去し始めており、遅くとも 10 月中旬までには終了する予定でご

ざいます。 

佐々木委員 

  今、海岸美化財団が取り組んでいるということだったんですけれども、この

経営状況報告書にも報告されておりましたけれども、美化啓発活動を盛んに行

われているようなんですけれども、今後の取組の方向について最後にお伺いし

ます。 

資源循環課長 

  かながわ海岸美化財団は、御案内のとおり平成３年に県と相模湾沿岸 13市町

が中心となり設立されておりまして、今年で 20周年を迎えたところでございま

す。 

  事業報告にもございましたが、美化財団では海岸清掃事業は、年により変動

はございますけれども、おおむね 6,000 トンから 8,000 トンの海岸ごみを処理

しております。また、お話がございました海岸の美化啓発活動にも取り組んで

おりまして、事業報告にもありましたように、県内 42の会場でビーチクリーン

アップキャンペーンを行ったり、海岸ごみの状況に関するパネルを作成して、



各地でのイベントの際にパネル展示を行うなどして海岸美化を呼び掛けており

ます。 

  今後の取組の方向性ということでございますけれども、美化財団の設立 20周

年を記念して、この 10 月 29 日の土曜日ですが、学識者、ボランティア団体、

海水浴場、漁業などの関係者を招いて、シンポジウムを開催することとしてお

りまして、これを契機に今後の方向性の検討を深めてまいりたいと思っており

ますが、引き続き効率的な海岸清掃の実施に努めるとともに、ごみが流れ着か

ないなぎさを目指しまして、ごみの発生抑制につながる取組を更に強めていく

必要があると考えております。そのためには、海岸だけではなくて、河川中上

流域の美化団体等との交流促進や連携した環境美化の取組が必要だろうと考え

ており、また学校とも連携し、次代を担う子供たちへの海岸美化に対する環境

教育といったものを更に進めることが必要ではないかというふうに考えている

ところでございます。 

佐々木委員 

  これから台風シーズンになるので、終わったわけじゃないものですから、被

害が出たときにはスピーディな対応をお願いしたいと思いますし、また環境活

動もより一層のお願いをさせていただきたいと思います。 

  最後にリサイクル製品の認定制度について、何点かだけお伺いさせていただ

きますけれども、県が廃棄物の３Ｒを推進して、廃棄物の削減を目指した取組

を進めているということなんですが、この平成 22年４月から創設されましたリ

サイクル製品認定制度について、ちょっとお伺いしたいと思いますが、この一

定要件を満たしたリサイクル製品、県が認定することで信用力を付与する制度

ということですけれども、この認定制度はそもそもどういう制度なのか、はじ

めにお伺いします。 

資源循環課長 

  リサイクル製品認定制度は、地域内でこれまでは不要であるとして廃棄され

ていましたものを資源、原料として、製造、加工された製品の中から、品質や

安全性について一定の基準を満たしたリサイクル製品を認定するという制度で

ございます。この認定制度により、リサイクル製品の製造が増えまして利用が

進めば、廃棄物の減量化や資源としての循環利用、あるいはリサイクル産業の

育成にもつながるということで、循環型社会づくりに役立つものというふうに

考えております。 

  本県では、認定期間はおおむね３年間としており、認定された製品は認定マ

ークを付して販売できるようになるなど、販売に際して一定の便宜が図るよう

にしているというところでございます。 

佐々木委員 

  22 年度の認定の状況と 23年度の手続の状況についてお伺いします。 

資源循環課長 

  昨年度は第１回目の認定ということで、７事業者、14 製品を認定しておりま

す。認定された主な製品といたしましては、ペットボトルやペットボトルキャ

ップなどをリサイクルしたプランターや植木鉢などの園芸用品、生ごみなどの

食品残さから製造した堆肥、肥料といった農業用品、古着や古繊維などをリサ



イクルした軍手などの日用品などとなっておりまして、多様な製品を認定して

いるところでございます。 

  平成 23年度の２回目としては６月に申請を受け付けておりまして、現在５事

業者、９製品について審査を行っている状況でございます。 

佐々木委員 

  この製品の安全性のチェックはどのように行っているのかお伺いします。 

資源循環課長 

  本県では、このリサイクル製品認定制度を運用していくために実施要綱を定

めておりますが、安全性の基準といたしましては、人の健康や生活環境被害を

生じるおそれがあります特別管理廃棄物を原料として使用しないことですとか、

製品の中に含まれる有害物質が一定の基準を満たしていることなどを定めてお

ります。 

  これらの審査に必要な検査書類等を申請者に提出していただくということと、

該当する場合には製品として例えば日本工業規格ですとか、国または公的機関

が定める規格などに適合していることを証明する写しを事業者に提出していた

だいた上で、廃棄物などに関する専門家５名からなる審査会で、安全性など、

リサイクル製品として総合的に判断して妥当性があるかを審査していただくと

いう仕組みにしております。 

  さらに、認定期間については、先ほど申し上げましたとおり、無期限ではな

くて、おおむね３年ということで、同一製品でも更新申請をしていただいて、

改めて審査をしていただくという形をとっております。 

佐々木委員 

  最後に、この認定制度を施行するに当たりまして、どのような課題があって、

それらを踏まえてどのように進めていこうと考えているのか、最後に伺います。 

資源循環課長 

  認定されたリサイクル製品の販売促進というのは、これは事業者が責任を持

つのが原則ということでありますけれども、県といたしましても、リサイクル

産業の育成ですとか、廃棄物の減量化を進めるためには、利用促進を図るとい

うことが課題ではないかというふうに考えておりまして、現在県でもホームペ

ージですとか、環境イベントで認定製品の実物を展示して各種ＰＲを実施した

りしております。 

  また、県内部の率先利用を促すために、神奈川県グリーン購入基本方針の中

に位置付けているほか、神奈川県の会計局が所管ですけれども、神奈川県あっ

せん調達要綱というのを改正して、認定した製品を県が物品購入する際は随意

契約で購入できる金額を 10万円以下から 160万円未満まで引き上げるというよ

うなこともしております。 

  今後はこの認定製品の展示会やプレゼンテーションを実施するなどして、利

用拡大を図ることを検討することですとか、消費者である県民の皆さんに対し

て意識調査などを実施することなど検討して、リサイクル製品に対する県民の

意識やニーズを把握し、県民の皆様にリサイクル製品の利用を促すように取り

組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

佐々木委員 



  要望で終わりますが、この廃棄物の資源を最大限に活用するということは非

常に大事なことで、こういう認定制度は様々な自治体でも導入していると思い

ますので、この循環型社会に貢献するという意味でも、この制度をさらにより

良いものにしていただくよう、引き続き努力をお願いして質問を終わります。 


