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佐々木委員

　様々、質問が出てきているので、私も質問させていただきますが、補助金につ

いては、太陽光に特化せずに、省エネ、創エネ、蓄エネの中で一番効果的な良い

ものを、今後、来年度以降、補助金としてつくっていくと、しかもその補助金も

たくさんあるわけではないので、緊急財政対策もやってきた中で、一番効果的な

ものをやっていくんだなというふうに感じたわけでありますが、答えられる範囲

で結構ですけれども、具体的にどのようなものを考えていますか。

新エネルギー・温暖化対策部長

　先ほどの答弁と関連いたしますけれども、やはり私どもはこれから、創エネ、

省エネ、蓄エネを一体的にと言っているその一番の意味は、やはりエネルギーを

どう管理をしていくかという部分だと思っています。したがいまして、そのＨＥ

ＭＳですとか、ＢＥＭＳ、こういうものをコアにしながら、いかに住宅、あるい

は事業所のエネルギーのバランスをとっていくか、こういうことを念頭に置いて

おりますので、そうした中で、いかに管理できるシステムを構築していくか、そ

ういったイメージでいろいろ検討させていただいているところでございます。

佐々木委員

　そのとおりだと思うんですけれども、最終的には、かながわスマートエネルギ

ー構想の最終的な目的というのは、まち全体のスマートシティ化というか、スマ

ートタウン化だというふうに思うんです。そういう中で、部長もおっしゃってく

ださったように、基本的には、電力の最適化というのを目指していくんだと思う

ので、先ほどの自民党の質問もあったように、そういう藤沢のＳＳＴなんかも、

その理想形なのかもしれません。

　そういうのをやっていく中で、これからそういう戸建て住宅を買っていったり

していくところは、そういうイメージも湧くんですけれども、今本当に県内で頑

張っている中小零細企業の方々を、どうスマートシティ化に取り込んでいくこと

ができるのかと、非常に大きな課題だと思います。なかなか、資金も厳しいし、

本当に中小企業の支援というのは、非常に大事な視点なんじゃないかなと。将来

どういうふうになっていくのかなということを聞きたいんですけれども、その辺

の全体的な構想みたいなものはあるんですか。

新エネルギー・温暖化対策部長

　今、委員が、正に御指摘のとおり、我々もその部分は懸念している部分がござ

いまして、端的に言いますと、分かりやすく言うと、例えば、あるメーカーのＨ

ＥＭＳを設置します。そうすると、どうしたって、それと相性のいい、では家電

を全部そろえましょう、つまり、家電メーカーにしてみると、そのＨＥＭＳを設

置していくということは、イコール、これから営業戦略と、そのままダイレクト

に結び付いてくる。そうしますと、大手の企業しかその市場には入っていけない



ということが出てくる可能性がある。

　そうした中で、経済産業省もそれは見越して、では、インターフェイスを全部

標準化していきましょう、つまりみんなが使えるようにしないと、今のように、

悪く言えば囲い込みというのがある。したがって、そこの部分については標準化

して、いろんな企業が参加できるようにしましょう、正にこれからいろんなエネ

ルギーの取組が出てきますと、中小企業あるいは地元の施工業者が入ってくる要

素、そういった部分については、国もそういった考え方でもありますし、私ども

も同じような考え方でございます。

　スマートエネルギー構想を進めていく上でも、やはり地元の経済の活性化、企

業の皆さんがどう参加できていくのか、こういったものは常に意識しながらやっ

ていかなければならない。たまたま、スマート化の今のお話ですと、ちょうど 11

月だったでしょうか、10 月だったでしょうか、県内の大学に、ちょうどＨＥＭＳ

を使って、例えばいろんな製品を開発したときに、それがインターフェイスとし

てきちんと機能するかどうかというのを試験するところが、ちょうど県内に設け

られました。県内の企業の皆さんに是非そういったところを利用していただいて、

いろんな技術開発をこれからやっていただきたいと思いますし、県としても是非

それを支援していきたいというふうに思っております。

佐々木委員

　全体的な話をしていただきました。そのとおりだなというふうに思いますし、

実証実験、日本の幾つかのまちでやっていて、大学とも絡んでいて、約１億円ぐ

らいのお金が、実証実験だけで投入されていると思いますが、将来、こういうス

マートシティ、スマート化をしていく上で、世界的に見れば、3,100 兆円ぐらいの

規模だというふうにも言われるので、これが知事が言っている戦略商品になって

いくんだなとは思いますけれども、その中で、今できることを中小企業にも支援

してあげなければならないなというふうに思うんです。将来のことより、今困っ

ている中小企業に対してどういうふうに支援していくかということで、必ずパネ

ルを付けるというのは、かなりきついと思うので、中小企業の省エネの診断、こ

れがやっぱり大事であるし、中小企業を行政としてしっかり守っていきたい。

　その中で、省エネについての手当を一緒に考えようよというようなことでやっ

てくださっていると思うので、これは有り難いことなんですけれども、これによ

って、中小企業の人たちに対する行政側の温かい支援というか、そういうものを

やっていけばと思って、幾つか質問したいと思うんですけれども、11 ページにも

載っていますけれども、省エネ診断を行った事業者で、実際に対策を実施した事

業者というんですか、それはどのくらいあるんですか。

地球温暖化対策課長

　22 年度と 23 年度に、既に省エネ診断を終えた事業者さんにアンケートをとらせ

ていただきまして、実際に実施をしているかどうかというのをお尋ねをしたとこ

ろ、回答があった 112 の事業者のうち、92 業者は、何らかの対策を実施している

ということでございました。



　ただし、省エネ診断で、いろいろ、１事業所に対して、例えば照明を替えた方

がいいですよ、空調もやった方がいいですよとか、いろんな複数の提案を差し上

げるんですけれども、提案をした数に対しての実施のパーセンテージというのは、

43％にとどまっております。

佐々木委員

　改善提案例とかいろいろあると思うんですけれども、こういうことによって、

中小企業が実際に助かったと、効果があった、こういう具体的な例みたいなもの

があって、それをどんどん派生していくということも大事だと思うんですけれど

も、そういう事例みたいなものはあるんですか。

地球温暖化対策課長

　やはり効果が一番ある事例というのは、老朽化した空調機を高効率のものに替

えていく、それから効率の悪い照明器具、これを例えばＬＥＤとか、そういう高

効率のものに替えていくというのが、やはり一番効果があるということで、やは

り最大のものですと、それを替えただけで 40％を超える省エネ効果が見込まれる

というようなものもございました。それ以外にも、お金をかける提案ではなくて、

運用対策でできたもの、こういうものも数々御提案を差し上げています。

　こういうふうに提案をしていって、実際に、代表的な事例として考えられるも

の、他にも御参考になるようなものについては、削減事例集としてホームページ

上に掲載させていただいております。

佐々木委員

　そういう削減事例集みたいなものをどんどん発信していくということが大事だ

というふうに思います。

　最初の方の質問に戻るかもしれませんけれども、中小企業の省エネ診断という

のは、できるだけ多く、県としては今後やっていこうという認識でいいんですか。

地球温暖化対策課長

　中小企業の省エネ診断につきましては、基本的に、年 100 件をベースに考えて

おりまして、実際のところ、以前、こういう事業を始める前に、いろいろな中小

企業にアンケートをとらせていただいていまして、省エネに関心があるというふ

うにお答えをいただいた事業者の割合、そこから割り返しまして、年 100 件ずつ

やっていって、何箇年かで、そういうような御関心のある企業に省エネ診断を全

て回していけるような件数を、計画的に事業を行っていこうということでござい

ます。

佐々木委員

　分かりました。前からそういう計画を立てていたということで、私はちょっと

認識不足だったんだと思います。

　そういう意味では、そういうところが刺激になって、ではうちもやってもらお

うかという波及効果というのは、非常に大事なのではないかなと思って、あとは

自分たちで口づてで、中小企業のそういう経営者さんたちがそういう話題になっ

ていくという効果というのは、期待できると思いますので、工業団地などで何箇



所かやっていただいて、それがそういうところの組合だとか理事会なんかで広ま

っていくという手もあるので、そういう組合などにそういうことを提案して、経

営者の組合の幹部などにお伝えして　　　　　　　　　　是非そこも進めて、中

小企業を守っていただきたいと思います。

　さて、こういう例を出して、ＬＥＤをしても何しても、初期投資もゼロで、実

施投資についてもゼロというふうなものがあれば、どんどんそういうこともやっ

ていけるんでしょうが、ある程度コンプレッサーなどいろんなものを替えていく

と、お金がかかるということもあると思うので、そういうことが推測できます。

提案したけれども実行されなかったような事例は、例えばどういうことがあった

んですか。

地球温暖化対策課長

　委員が御指摘されたとおりですけれども、例えば、工場で設備をしているコン

プレッサーなどの更新というのは、省エネ効果は非常に大きいんですけれども、

初期投資がやはり非常に大きいということで、そんなにお金を一遍に出せない、

こういう理由で、提案を実施をしなかったという事例もございます。それ以外に

も、更新時期がまだ来ていないですとか、そういうものについては、サイクルに

合わせて更新をやっていきたいということで、見送りをされたというような事例

もございます。

　実際に、先ほど申し上げたアンケート調査で、対策を実施していない事業者に、

なぜ実施していないのでしょうかというのをお尋ねしたところ、やはり 78％の事

業者さんは、資金面の理由を挙げられております。

佐々木委員

　おっしゃったとおり、資金面に苦労なさっているから、太陽光も付けられない

し、省エネについてもお金がかかれば、なかなか実施できないという現状だと思

うんです。

　だけども、地球温暖化対策課長が一生懸命やってくださって、私も、昨年の６

月、何回も言うようですけども、ＬＥＤの導入についてリース化していこうと、

それは初期投資もいらないし、電気料金の削減分でそのお金をリースに充ててい

くから、非常にいい事例で、素晴らしいなと思うんです。

　私も、そうした背景もあるんで、工業団地の中に行って、そういう方に紹介を

してきたんです。工業団地の理事会などのときにも取り上げてもらったりして、

そういう仕組みを言うと、やっぱり電気をたくさん使って仕事をしているところ

は、県内も製造業が多いので、非常に喜ばれているんです。そういうことも、ど

んどん普及の奨励について、ＬＥＤの推進のリース化というのも、どんどん進め

ていくべきだなと。そういう普及の仕方も、前面に出して、県のたよりでも何で

もいいですけれども、どんどんやっていっていただくと。一先進事例があって、

学校とか警察とか、今やっている途中ですね。そういうものを、もっともっと工

業団地に目を向けてアプローチしていくという、意見を申し上げておきます。

　アンケートを実施したということですけれども、言ったらすぐ分かる、そうだ



なと思うんですけれども、業者側としては、県にどういうものを求めているのか。

地球温暖化対策課長

　アンケートの中で、県に期待することということに関しましては、７割が資金

面という御回答を寄せられておりました。

佐々木委員

　やっぱり、補助金が欲しいというのが本音なんだと思うんです。ですから、そ

うなんだけれども、そうではないやり方で、初期投資なし、実施投資なし、ゼロ

でやれるようなことを、全力で考えていくということが、今大事なんだろうと思

うので、今後も是非そういうことを考えていただきたいんですが、実際は、中小

企業に対する支援という資金面というものについては、今まではどういうのをや

ってきたんでしょうか。

地球温暖化対策課長

　22 年度と 23 年度は、国の方から頂いたグリーンニューディール基金がございま

したので、これについて、省エネ機器それから太陽光発電設備も含めまして、補

助を出させていただいておりました。

　本年度につきましては、県の単独の事業でございますけれども、デマンドコン

トロールシステムを導入する事業者に対し、助成をしております。それ以外にも、

融資、財政的な面としては、中小企業に対する融資、制度融資の中に、地球温暖

化対策、これのメニューを設けさせていただいております。

佐々木委員

　分かりました。８ページにも、金融機関がやっていらっしゃる制度融資、太陽

光発電設備等導入の制度融資がありましたし、これも件数が少ないから、もっと

もっとこれも、実際問題、やっぱり資金がなかなかないので、制度融資もお金を

返さなければいけない部分もあるんで、難しいと思うんですけれども、厳しい財

政状況だけれども、何でもかんでも補助金というのは、いかないんでしょうけれ

ども、知恵を絞って、中小企業に対しても、是非応援していただきたいなと思い

ます。

　要望としては、大企業というのは、15％節電とか、電力制限のそういう例が出

ているんだけれども、中小企業については、そういうものはない代わりに、その

まま経済が回復してくるのを待っているというのも、非常に苦しい状況だと思う

んです。ですから、そういう意味では、知恵を絞って、日本を支えてきた中小企

業の人たちにも、今後、省エネ対策がより進められるような方向性で、是非取組

をしていただければと、要望させていただきます。

　あと一つだけ、蓄エネの取組について質問させていただきたいと思いますけれ

ども、 14 ページで、創エネ、省エネの部分では、目立つし、よくやってらっしゃ

ると思うんだけれども、蓄エネについては余り目立たない、見えてこないという

こともあるんですが、一生懸命やっていらっしゃるんだろうなと思うんですけれ

ども、エネルギーの需給管理システムの実証調査の狙いというのを教えてくれま

すか。



蓄電推進課長

　この事業は、スマートオフィスの普及に向けまして、太陽光発電設備や蓄電池、

電気自動車などを一体化して、ピークシフトやピークカットを自動的に行うスマ

ートエネルギーシステムの実証を行うものです。その狙いといたしましては、ス

マートエネルギーシステムの運用性を検証いたしまして、その導入効果を見える

化して、中小の事業所などに対してＰＲすることで、普及を促進していく、この

ように考えております。

佐々木委員

　その中で期待される蓄エネ効果というのは、どういうことですか。

蓄電推進課長

　このシステムにおける蓄電の効果、いわゆる蓄電池が果たす効果といたしまし

ては、電力の使用が最大となる時間帯に、蓄電池から電力を供給することによっ

て、必要な電力を確保しながら、系統から買ってくる電力の抑制を行うことにあ

ります。例えば、夏の昼過ぎなど、電力需要が集中する時間帯にピークカットを

行うことにより、電力の需給ひっ迫の緩和に貢献することができます。

　また、業務用電力の契約の場合には、基本料金は過去 12 箇月における系統電力

の最大電力使用量によって決まるため、ピークカットを行うことで、この基本料

金を抑えることができます。

　さらに、電気料金が安い夜間に蓄電池に電気をためまして、その電気を電気料

金の高い昼間に使うというように、ピークシフトを行うことで、その差額により、

電気料金の削減ができる、こういう効果もございます。この他、災害の発生に伴

う停電時には、最小限の電力を継続的に確保する、こういった導入効果もござい

ます。

佐々木委員

　分かりました。資料の 14 ページの中間結果だけだと、数が抑制できたという話

だけなので、もうちょっと詳しく中身を教えていただいてよろしいでしょうか。

蓄電推進課長

　この実証調査は、８月１日から来年の３月 29 日まで実施しておりますが、電力

使用が多くなる夏の期間を含む８月１日から 10 月 31 日までの３箇月間の実証の

結果を、中間結果として資料に記載させていただいております。

　この実証調査では、毎日の電力需給の量を明らかにするとともに、どうすれば

電力需給の最適化が行えるか、これをシステムで制御する方法について検討を行

っておりまして、具体的には、その日の電力使用を予想いたしまして、予想に基

づいて、どのタイミングで蓄電池、あるいは電気自動車のバッテリーから電力を

供給すれば、ちょうどいい制御ができるか、このような検討を行っております。

　その結果、今年の夏、３箇月間の間で、最大の電力の使用があったのは、資料

に記載してございます今年の９月 12 日の 11 時から 12 時の間で、191.4 キロワッ

トアワーとなっておりまして、その 11％に相当する 21.3 キロワットアワーを抑制

いたしまして、系統から買ってくる電力を 170.1 キロワットに抑えることができ



た、このような結果となりました。

佐々木委員

　蓄電池を活用したことで、電気料金の削減効果はどのくらいあるのか。

蓄電推進課長

　８月１日から 10 月 31 日までにおける実証結果を基に、実証を行っております

産業技術センターにおける年間の電気の削減効果を試算いたしますと、約 12 万円

となります。この 12 万円の内訳でございますが、まず電気料金の安い夜間に電気

をためて、電気料金の高い昼間に使う、この電気料金の差額で得られる削減効果

が年間で約２万円。次に、ピーク時に蓄えた電気を利用して、最大電力使用量を

抑えることで、基本料金を削減できる効果、これが約 10 万円となっております。

　以上お答えしたのは、蓄電池を活用したことによる削減効果ですが、今行って

います実証は、太陽光発電設備も含めておりますので、これらのシステム全体に

ついて一定規模の中小事業所を想定してシミュレーションを行いますと、年間で

約 60 万円から 80 万円程度の削減効果が期待できるという、このような結果にな

っております。

佐々木委員

　よく分かりました。今後、蓄エネの取組について、どういう方向性で取り組ん

でいくのか、最後にお聞きしたいと思います。

蓄電推進課長

　今後は、この中間結果を基に、昼の電力需要期における実証も実施しまして、

システムの強化と検証に引き続き取り組んでまいります。また、商工労働局とも

連携いたしまして、県内の中小事業者をはじめ、このシステムの導入を検討する

可能性のある事業者に対して、スマートエネルギーシステムの導入効果をＰＲし

てまいります。さらに、この実証調査の最終項目には、スマートオフィスの普及

に向けたスマートエネルギーシステムの普及モデル、これを提案していただくよ

うになっておりますので、この提案や、実証データ等を公表することで、こうい

った分野に事業参入する可能性のある事業者にＰＲをしまして、企業のシステム

開発などにつなげていきたいと考えております。

佐々木委員

　日本は、ネオジウム磁石とか、電池について世界一の技術があると思うので、

リチウムイオン電池も、今後も新しいそういう技術開発もあると思うんで、蓄エ

ネは非常に大事だと思いますので、是非いろんな情報を得ながら、取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

　最後に、共同研究開発のところで、伺いたいと思いますけれども、ここには、

ざっと書いてありますけれども、この中で、具体的にどのような研究が行われて

いるのか、例を幾つかお聞きしたいと思います。

新産業振興課副課長

　今回の共同研究開発を進めるに当たりまして、技術テーマを設けて、中小企業

を募集しました。一つは、太陽光パネルの効率向上等に関することで、二つ目が、



蓄電池の低コスト化、安全性向上等に関すること、三つ目のテーマが、電力制御

システムの構築等に関することでございます。

　先ほど、蓄電推進課長が答弁したものが、主にオフィスを想定しているんです

が、この共同研究開発は、中小企業の工場向けということでございます。資料に

ある６社のうち、技術者が太陽光パネルの効率向上等に取り組む企業でございま

して、太陽を追尾する比較的小型の太陽光パネルを開発しております。それを産

業用に活用する際には、どのような課題があるのか、見極めてこれから改善に取

り組んでいるという状況でございます。

　６社のうち３社が、蓄電池の低コスト化、安全性向上等に取り組む企業でござ

いまして、１社が、リチウム電池の電極の表面で、充電中と放電中で変化を目で

確認できるようにする技術を持っている企業でございます。その技術を、劣化の

少ない長寿命の蓄電池の開発に役立てたいと、そういう研究と、価格が安い鉛蓄

電池を、工場用の蓄電池として再利用することなどの研究開発に取り組むという

ことでございます。

　残りの２社ですが、電力制御システムの構築等に取り組む企業で、より効率性

の高いシステムを開発したいということでございます。

　もう一つ、10 月１日から、大学１校が共同研究開発に加わっているんですが、

今回、熱の有効利用の技術もこのシステム開発に必要だと産業技術センターが判

断しまして、熱の有効利用の研究を進めている大学に参加をお願いしたものでご

ざいます。

　太陽光パネルの冷却熱、太陽光パネルは、温度が高く上がり過ぎると、効率性

が悪くなるらしいんですけれども、それを冷やしたときに熱が発生するというこ

とで、その熱や工場の計器の排熱など、低温排熱の機器利用の研究開発に取り組

むということです。

　実際、それぞれの企業から技術を提供してもらって、それが有効に機能するか

どうか、産業技術センターと一緒になって検討しまして、改良、改善を進めてい

く、そういう状況でございます。

佐々木委員

　最後に要望ですけれども、蓄エネについても、非常に大事なことでありますの

で、もっと県民に必要性をアピールしながら、中小企業の支援も含めて、民間企

業と連携して、しっかり取り組んでいただきたいことを要望しまして、終わりま

す。


