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佐々木委員

　このかながわスマートエネルギー構想を実現していく中で、目的としてはスマ

ートコミュニティ、分散型電源の体系をつくっていくということが目的だったと

思います。

　その中で今回、省エネモデル構築事業や中小企業の省エネ機器の導入補助につ

いては、大企業は、省エネ、ＣＯ２対策も進んでいますが、中小企業は、そうい

うことに取り組む時間も資金もないというのが現状で、分かってはいるんだけれ

どもなかなか踏み込めないということがあります。

　県も、省エネ診断ですとか、様々な手を打ってこられたということは非常に評

価するところなんですけれども、今回、この新事業は非常に評価のできる内容だ

と思うんです。

　少し大きな話から入らさせていただきたいと思うんですが、最終的には住宅も

やるんですけれども、県内にたくさんある中小企業をどうエネルギーの面でまと

めていくか、それが大きな課題であり、最初はモデル的な地域をつくっていくべ

きではないかと思っているわけなんですが、２月 15 日にロボット特区を勝ち取れ

たというところは、県にとっても大きな流れであったと思うんです。

　その中で、やはり災害や高齢者介護、医療の面で、それをもっと活用していく

ということはあるんですが、そのロボット特区エリアが、スマートコミュニティ

ロボット特区みたいになっていくというのも一つの考え方なんじゃないかと思い

ます。

　かながわスマートエネルギー構想のためのロボット特区ではないが、その中に

はＪＡＸＡもあり、様々なすばらしい地域があるわけで、そこを一つのモデル地

域として、エネルギーの分野においても、味のあるというか、すばらしいスマー

トコミュニティが生まれるような地域にしていくべきだと考えるんですが、ちょ

っと大きな話なんですが、その辺、部長のお考えはありますでしょうか。

新エネルギー・温暖化対策部長

　スマートコミュニティを進めると、必ず情報ネットワーク通信と言いますか、

システム化をしていくという話というのは、地域においても、事業所、家庭にお

いても出てまいります。

　そういった中では、例えば、これから住宅がどんどんスマート化していくと、

今はいろいろな家電機器等にセンサーを付ければそれを制御できるシステムにな

りますけれども、今度は、健康管理機器のいろいろなデータをＨＥＭＳで全部同

じように管理ができていく。それはもう健康管理システムになっていくわけであ

りますので、そういう点ではこれから関連が深い分野だと思っておりますので、

県としても、知事が言っていますＩＣＴ化を進めていきたい。それは、エネルギ

ーの面からも産業振興の面からも考えていきたいと思っております。



佐々木委員

　そのとおりだと思いますので、今回、ロボット特区を勝ち取った県としては、

今年の夏ぐらいに具体的な事業計画を国に提出していくような話もあるので、新

産業振興課だと思いますけれども、そういうスマートエネルギー構想の考え方も

含めて計画書を出していくということも、一つは提案理由の中に組み込んでいく

べきなんじゃないかと思いますが、その辺の、具体的なものは分からないとして

も、考え方としてはそういうように組み込まれているのかどうか、方向性はある

のかどうかをお伺いします。

新産業振興課長

　私どもはロボットというのを幅広に捉えておりまして、経済産業省の定義で言

いますと、センサーが付いている手、そして、一定の判断があって、それに基づ

いて駆動するという形ですので、例えば駅の自動改札機もロボットだと捉えてお

ります。

　そうした形で、幅広に産業振興、そして県民生活を支えていきたいと考えてお

りまして、そういった意味からいたしますと、例えば、エネルギーの中との関連

では、先ほどの住宅のスマート化というのもありますが、最近のエアコンは、人

がどこにいるのかを見て、そこにピンポイントに冷気を当てることによって、少

ないエネルギーで最大の効果を発揮していくという意味で、それもロボットだと

捉えております。

　これから、あらゆる工業製品というのは、ある意味、全てロボット化していく

という形で捉えておりますので、私たちの生活を安全・安心、そして快適にとい

う、私どものこの総合特区のコンセプトというところは、全てがエネルギーの部

分にもつながってくると考えております。

　そういった意味で、総合特区構想の中に、エネルギーのところを殊更強調した

形での記載はしておりませんけれども、今後は様々なロボットが実用化に向けて

動き出すと思いますので、そういった事業内容を位置付けていきます総合特区計

画の中では、その時々の需要も捉えて、未来を見定めた形のものをつくってまい

りたいと考えております。

佐々木委員

　東日本大震災後、エネルギーを考えるということは、私たちの生活を考えるこ

とと等しいと思うんです。ですから、神奈川のロボット特区地域が、今、千載一

遇のチャンスではないかと思うんです。そういう地域をエネルギーの新しい体系

の模範としていくぐらいの意気込みで、是非取り組んでいただきたいと思います

し、このエネルギー分野が、まだ検討段階だと思いますけれども、商工労働局の

方に移るというような検討もあるようでございますので、より一層産業に踏み込

みがあるのではないかと感じたものですから、そういうことも含めて質問に入っ

ていきたいと思います。

　まず、省エネモデル事業ですが、資金が足りないとか、課題があるんですけれ

ども、良く工夫してこういう事業を考えてくださったと思って、非常に感謝して



いるわけでありますけれども、これをやったことによるメリットというんですか、

目的、内容、それを確認の意味で、もう一回お伺いしたいと思います。

地球温暖化対策課長

　この事業の目的といたしましては、県がＬＥＤを光熱費の削減額で入れました

のと同様に、省エネ機器導入による光熱費の削減額でリース料等々を賄うことが

できる、初期投資を不要にしました省エネモデルというものを、民間のお知恵を

頂いて、公募した上で、その効果というものを県の方で検証し、公表することで、

資金不足が課題となっている中小規模事業者が安心して省エネ機器を導入できる

プランの構築を目指すものでございます。

佐々木委員

　地球温暖化対策課でも、ＬＥＤのリース化で、新たな資金を投入しなくても電

気料の削減分でリース代が出てくるという、神奈川発のすばらしいことをやった

ので、それを今度は、ＬＥＤだけではなくて、こういう省エネにも導入していこ

うという考え方は非常に評価するところでありますが、これは、初期投資ゼロ、

実質の投資がゼロということが、ＥＳＣＯ事業と同じ仕組みなんじゃないかと思

うんです。それぐらい、民間でも既に普及しているんじゃないかと思うんですが、

その辺はいかがですか。

地球温暖化対策課長

　確かに御指摘のとおり、ＥＳＣＯは民間においても、大企業の中では普及して

おります。一方で、ＥＳＣＯの仕組みから申しますと、まず、ＥＳＣＯ事業者側

からこういう省エネ機器を導入したらどうですかというような提案を差し上げて、

その上で、本当にその省エネ効果が継続しているのかどうかと、ＥＳＣＯ事業者

はずっと計測をしないといけませんので、ＥＳＣＯ事業者側に一定のコストがか

かってまいります。そういったところで、中小規模の事業者でＥＳＣＯという事

業をやろうとしますと、採算がとれないという例が非常に多うございます。

　例えば、全体の光熱水費が１億円の企業であれば、１割削減をすると 1,000 万

円が浮きます。この 1,000 万円を使って機器を導入するなり、計測をするなりと

いうことができますけれども、光熱水費自体が 500 万円しかない中小の企業では、

１割削減しても 50 万円しか資金が生まれません。この 50 万円しか生まれないと

ころでは、そもそも計測をずっと続けているとコストがかかる、高くなって採算

がとれないということになって、中小規模事業者における導入事例が少ないとい

うような状況になっております。

佐々木委員

　計測をやめれば採算性が向上するんじゃないかという意見もあるのではないか

と思うんですけれどもいかがですか。

地球温暖化対策課長

　確かに計測をやめればその分のコストがなくなりますので、中小企業もペイす

るという例が多くなってくると思います。ただし、中小企業側から見ますと、結

局その省エネ効果というのは、提案をしてきている企業の言い値であって、本当



にそれだけ省エネ効果が出るのかどうか分からないと、信頼性が若干下がるとい

う部分がございます。そこのところを補強するために、公正中立な第三者として

の立場で、県が効果を計測して、それを公表することによって、計測をしなくて

も省エネモデルの信頼性を増すようにと考えたのが、今回のこの事業の発想の根

本でございます。

佐々木委員

　この実証試験の協力事業者を公募するということなんですけれども、メリット

がないと、こういうことをやっても、それこそ実験台みたいになってはいけない

んですけれども、この事業者に対して、何かインセンティブを考えてあげないと

いけないのではないかと思うんですが、その辺は何かありますか。

地球温暖化対策課長

　おっしゃるとおり、実証実験の段階では、まだ省エネ効果が検証されておりま

せんので、実証試験協力事業者の方に手を挙げていただくのは大変だと考えてお

ります。

　そこで、県としては、例えば省エネ診断を優先的に受けていただくですとか、

その後のアフターフォローを県のエネルギー管理士の方が積極的に行っていくで

すとか、何らかメリットを感じていただけるようなことをやっていきたいと思っ

ております。それに加えまして、例えば、民間企業の方でプランを提案していた

だく際に、実証試験の際には割引をしますというような御提案を頂けることも期

待をしておりまして、もし仮に、実証試験協力事業者に割引をすると御提案を頂

けた場合は、プラン選定の審査の上で高い評価を与えると考えているところでご

ざいます。

佐々木委員

　それで最初に、インセンティブというか、そういう評価をプラスするよという

ことを伝えてからやるわけですか。

地球温暖化対策課長

　この事業は２月 20 日に公募を開始しておりますけれども、その中の審査の視点

というところで、その割引等々についても、そういうようなことをしていただけ

るのであれば、評価をさせていただきますということは、実施要領に記載してご

ざいます。

佐々木委員

　中小企業の省エネ意識の向上にとって、非常に大事な事業だと思いますので、

是非、成功できるように後押ししていきたいと思いますし、成功するように取り

組んでいただきたいと思います。

　それから、19 ページの中小企業への省エネ機器の導入、ガスコージェネ、ＢＥ

ＭＳの導入ですけれども、これは非常に良いと思うんですけれども、周知をしっ

かりしていかないともったいないと思うんです。

　先ほど申し上げましたように、企業は時間的、精神的余裕もないわけです。資

金もないという中で、こういう提案を積極的に中小企業に周知をしていくことが



大事だと思うんです。今までは、省エネ診断だとかデマンドコントロールシステ

ムというものは、やってくれていると分かっているけれども、なかなかそれでも、

引き寄せることができなかったところもあると思うんです。

　でも、これによって、また一歩踏み込んでいくのではないかと思うので、その

周知の仕方というのは、どのようにしようと思っているのでしょうか。

地球温暖化対策課長

　デマンドコントロールシステムという省エネ診断については、年度の当初から、

中小企業の中央会等々を通じまして、関係の組合の皆さんには御説明に伺いまし

て、組合の事務局に対して、いろいろと個別の説明を行っていったところでござ

います。その他にも、メールマガジン等々を通じて２万 4,000 社ほど、それから

個別に需要のありそうなところに御案内をお送りして、電話で連絡させていただ

いたということもございまして、今年度も同様の方法でお話をさせていただきた

いと考えているところでございます。

佐々木委員

　中小企業は、やるかやらないかというところまで持っていくのに、非常に労力

を使わなければならないと思うんです。

　例えば、どうやって普及させることができるかと思うと、県内にある工業団地

の組合の理事会などに足を運んでもらってプレゼンしていただくなり、そういう

ことを積極的にやっていくとうまくいくんじゃないかと思うんです。

　あるいは、ライオンズクラブとかロータリークラブなどの団体の集まりを最大

限に活用していただいて、そういう、良いシステムがどんどん運営されるように

やっていくことが大事なんじゃないかと思いますし、私も、こういうメニューが

あるんだけれども聞いてくれませんかと言ってあげたいと思うようなところもあ

るんで、そういう広報の考え方についてお伺いします。

地球温暖化対策課長

　中小規模事業者には、あらゆる機会を通じまして、今回考えている省エネモデ

ルの仕組みですとか、ＢＥＭＳ、コージェネレーションシステムというものの有

効性を御説明を差し上げていきたいと思っております。

　委員おっしゃっていただいたような経営層に直接働き掛ける手法は大変有効で

あろうと考えておりまして、これまでは確かに、事務局にお伺いして、担当者に

お話を差し上げたり、各企業についても、担当者にお話を差し上げるんですけれ

ども、やはり担当のレベルだとなかなか判断がつかないと言われることが実際ご

ざいました。やはりおっしゃるとおり、経営者の皆様に直接お話を差し上げるこ

とができれば、非常に有効ではないかと考えておりますので、そういう機会があ

れば、是非、積極的に参加をさせていただいて、御説明をさせていただきたいと

思います。

佐々木委員

　経営者のコスト意識は高いので、こういう話を聞こうとする意欲もあると思い

ますから、是非、積極的に様々な組合とか、商工会議所とかでもいいですし、い



ろいろなところに周知をしていただいて、そういう説明会に出前に行くと、そう

いうものを何か発信する仕組みをつくっていただいて、県内に多く周知していた

だければと思います。

　次に、住宅用スマートエネルギー設備導入費及び税の軽減措置で、1,656 件がＨ

ＥＭＳ、エネファームが 5,733 件とのことですが、エネファームとＨＥＭＳを既

に組み合わせて入っているところというのは何件ぐらいあるのでしょうか。

蓄電推進課長

　申し訳ございませんが、そういったデータは把握しておりません。

佐々木委員

　それがないと思ったので聞いてみたんですけれども、既にエネファームとＨＥ

ＭＳを組み合わせて入れているところもあるんじゃないかと思うので、この内訳

5,733 件が全てターゲットではないと、既に入っているんじゃないかというところ

もあるので、それを考慮に入れると、エネファームのところに入っていないとこ

ろは、ＨＥＭＳをどんどん導入していけるんじゃないかと思ったんです。

　日本人は、東日本大震災の後も世界に誇れる省エネを国民的運動でやったみた

いなところがありました。夏の需要ピークもクリアできましたし。ですから、こ

のスマートエネルギー構想をやっていく上で、前にも申し上げたかもしれません

けれども、省エネを前面に出した方が県民に受けると思うんです。創エネ、畜エ

ネも高いし、太陽光パネルはこれから塗料でできるようになって、家の柱を補強

して屋根に上げようなんて思わない人も増えていって、足踏みしているんじゃな

いかという感覚もあるし、そうすると、やはり日本人のもったいない意識という

んですか、そういうものも含めて、省エネをとにかく柱として前面にして、その

上で蓄エネも太陽光もあるというように持っていった方が、県民運動になるんじ

ゃないかと思うんです。県の行政の立場として推していくには、そういう感覚が

一番大事なんじゃないかと思うんです。

　ですから、県民にどういうメリットがあるかということを情報発信しながら、

こういう事業についてはしっかりやっていただきたいと思うので、最後に聞きた

いんですが、今回これを導入していくと、ＨＥＭＳはどのぐらいの省エネ効果が

あるんだと、太陽光はどのぐらいあるのかと、エネファームはどれぐらいあるの

かとかと、そういう具体的に示していくというんですか、平均値だとか、その辺

を具体的に、ＨＥＭＳはどのぐらいの省エネがあるのか、教えていただけますか。

蓄電推進課長

　今現在、ＨＥＭＳは見える化機能が中心でございますが、国の資料などを見ま

すと、ＨＥＭＳの見える化機能だけで節電意識が高まって、年間で約 10％の省エ

ネになると言われています。それは、東京電力の資料によりまして、平均的な家

庭１軒当たりの年間の電気の使用料の 10％と言いますと、大体 8,000 円から 9,000

円くらい節電になるのではないかと考えられます。

佐々木委員

　そういうことを具体的に示していくことによって啓もうしていけば良いと思う



んですが、太陽光発電設備はどのくらいの省エネ効果がありますか。

蓄電推進課長

　太陽光で発電した部分の売電価格で見ますと、年間で 14 万 5,000 円程度と推定

できます。

佐々木委員

　エネファーム、リチウムイオン電池や充給電池についてもまとめて教えてくだ

さい。

蓄電推進課長

　エネファームにつきましては、ガスで発電と給湯を一緒に行うということで、

その節電効果は、東京ガスの資料によりますと、年間で５万円程度、電気は年間

で 3,400 キロワットアワーほど発電するという形になっております。光熱費は、

ガス代と電気代と差し引きで考えて、光熱費の節減効果が年間５万円程度でござ

います。

　リチウムイオン蓄電池につきましては、蓄電池自体は発電するものではござい

ませんが、夜間の電力が安くなるプランで電力の契約をしているお宅になります

と、大体５キロワットアワーくらいの蓄電池を入れますと、夜の安い電気をため

て昼間使うという形にいたしますと、年間で約３万円程度の電気代が節減できる

と思われます。

　電気自動車用の充給電池につきましては、電気自動車として使っていないとき

に蓄電池として使うという形なので、どれくらいの広さとか、どれくらい蓄電池

を使うかによりますが、蓄電池と同じような使い方をすれば、約３万円という形

になるかと思います。

佐々木委員

　そういうお得な意識を啓もうしていくというんですか、こうお得なんだという

意識を啓もうしていくというのは非常に大事だと思うので、それを行政が一生懸

命やっているんですが、電業組合というか、電気工事組合とか、それから東京ガ

スだとか、そういうところの連携も非常に大事になってくると思うんですが、そ

ういう組合とか団体、企業が、この辺を後押ししてくれるような連携がとれてい

るのかどうか、その辺もちょっとお聞きします。

蓄電推進課長

　ＨＥＭＳについてはまだなかなか知られていない部分がありますので、ＨＥＭ

Ｓを付けてくださいと一般の県民の方に周知をしてもなかなか難しいかと思いま

すので、委員がおっしゃいましたように、エネファームを販売している東京ガス

の販売店ですとか、太陽光発電設備の関係する電気工組合といった事業者の方々

に対して、補助金の制度についての説明会を４月にやろうと考えています。エネ

ファームや太陽光発電あるいは蓄電池などの設備を入れようとする方に、併せて

ＨＥＭＳを入れるとこんなに省エネ効果が更に高まるというような御案内をして

いただければと考えております。

佐々木委員



　確かにそのとおりで、経済の活性化にもなるし、そういうことをどんどん企業

にも団体にも周知してもらって、消費意欲も増す、プラス省エネ意識を高めると

いうことで、良い取組だと思うので、積極的にそういうところに足を運んでもら

って、活用していただくというようなことを、もっともっと取り組んでいただい

た方がいいんじゃないかと思います。

　とはいっても、問題は金額がなかなか高いので、省エネは主婦をターゲットに

するといいのではないかと思っているんです。ですから、最初、ＨＥＭＳだけで

ずっといったっていいんじゃないか、国の補助が終わればそれで終わりとなって

しまうかもしれませんけれども、ＨＥＭＳだけ単体でやっても良かったんじゃな

いかと思ったのですがいかがですか。

蓄電推進課長

　委員おっしゃるとおり、まず、県としてはＨＥＭＳの普及をさせたいと考えて

いたところでございますが、ＨＥＭＳにつきましては、現在、国の補助金が定額 10

万円でございまして、ＨＥＭＳの機器が２万円台のものから20万円台まであり、 11

万円程度のものが多くございまして、そういたしますと、国の補助金だけでほぼ

賄えるということで、県はＨＥＭＳと他の機器をセットでという補助金にしてご

ざいますが、併せてＨＥＭＳの効果についてＰＲすることで、ＨＥＭＳだけを入

れる方も増やしていきたいと思っています。そういう方には、国の補助金だけで

入りますということも周知していきたいと考えております。

佐々木委員

　でも、県はこのセットのものをやりたいわけでしょう。ですから、ＨＥＭＳも

もちろん推進していただくということなんだけれども、どちらかというとセット

の方が、県は補助金を出せるということなんですけれども、大きく全体を考える

と、省エネ意識を高めていくということから、ＨＥＭＳ先行でもいいんじゃない

か、本当はその後押しをしていくのが必要なんじゃないかと思っています。あと

やはり、主婦感覚を大事にする、もったいない意識を高めるという周知の仕方を、

県は工夫してやっていくべきだと思うんですが、その辺の省エネ意識で周知を進

めることについてお伺いします。

環境計画課長

　県では従来から家庭向けの様々な周知を行っておりますが、アジェンダ登録と

いう制度がございまして、このアジェンダ登録していただいている方々の中で、

メールアドレスを頂いている方々が２万人近くいらっしゃいます。こういった方々

に対しては、毎月アジェンダ通信を発行いたしまして、その時々の様々な話題と

併せて、取組を促すような呼び掛けをしたり、あるいはイベントの開催の周知を

図ったりということをしております。他の部局でやっている、県内の様々なイベ

ントも周知しておりますし、太陽光発電の補助なども、この仕組みを使ってかな

り集中的に周知を図った時期もございました。

　今お話しの家庭用の新しい制度というのは、家庭向けの、今まで県が手を付け

ていなかった新しい補助制度でありますので、この仕組みを使って周知を図る大



きな制度だと認識しています。来年度、制度が立ち上がった段階では、時期をき

ちんと捉えながら、そういった周知を図ってまいりたいと思っております。

　それから、私どもの方で、法律に基づく地球温暖化推進員を、知事が委嘱をす

る形でお願いしてございます。県内で 320 名ほど委嘱してございまして、それぞ

れの地域で独自の活動をしていただく方々であります。この方々には、毎年１回

研修会を開いておりますので、そういった場でこの補助制度のお話をさせていた

だいて、地域での様々な取組を行う際に、推進員の方々を通してこういった制度

の周知を各地域の家庭の方にもしっかり届くような工夫をしていきたいと思って

おります。

佐々木委員

　是非、総力を挙げて、3,000 件の達成に向けて頑張っていただきたいことをお願

いして質問を終わります。


