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秋田県環境審議会地球温暖化対策部会 議事録

１ 日 時 平成２３年４月２６日（火） １３時００分～１４時１０分

２ 場 所 秋田県庁本庁舎７階 第７３会議室

３ 出席委員 岩本孝一委員、菅原勝康部会長、津村守委員、那須チカ子委員、

西村敦子委員、山本まゆみ委員、

佐藤敦会長（秋田県環境審議会運営規程の規定に基づき出席）

４ 議 事 報告事項

秋田県地球温暖化対策推進条例の公布について

議 案

諮問第１３号 秋田県地球温暖化対策推進計画の策定について

５ 議事の概要

報告事項 秋田県地球温暖化対策推進条例の公布について

報告事項に関する委員の意見等はなかった。

議 案 諮問第１３号 秋田県地球温暖化対策推進計画の策定について

○委員 今回の震災の有無にかかわらず、地球温暖化については推進しなければなら

ない大命題でありますけれども、今回の震災をきっかけに県民や国民の中にも

節電という意識は当然高まっていると思いますので、変な言い方ですが、ある

意味で進めやすくなったのではないかと感じております。

それから、数値目標については、当然今後、見直しが出てくるとは思います

が、いずれ、この計画について県議会に説明されたのは震災前でしょうか。そ

れとも震災後でしょうか。

○県 震災前になります。

○委員 それでは、５月の議会などで説明することになるのですか。

○県 本日の結果を踏まえまして、どのようにするのか検討することとなります。

○委員 いずれ、数値目標の修正は必要になると思いますが、まだそれを具体的に検

討する段階ではないという状況だと認識していいですか。



-2-

○県 はい。

○委員 わかりました。

それと、昨日、商工会議所の会合で、先ほどの説明のありました東北電力の

、 、需給バランスについて 商工会議所の会員でもある東北電力の支店長によると

、昨日現在で５０万キロワットを上乗せすることができるということであったが

さらに１０万キロワットできるという話でした。

しかし、昨年のピークに比べると３００万キロワットくらい足りないとのこ

となので、今後の節電について、会員の協力をお願いしたいと言う話がありま

した。

このほか、北海道電力は６０万キロワット程度融通できるとのことですが、

そのほとんどは東京方面の東京電力に持って行かれるだろうと言うことで、余

り期待しないで欲しいとのことでしたので、参考までにお伝えします。

○議長 ありがとうございました。その他ございませんでしょうか。

○県 今の委員のお話にもありましたが、この推進計画にかかわらず、震災があっ

た関係で、県民や事業者に対して節電や消灯について、いろいろな形でお願い

しています。

、 、県庁内も見てわかると思いますが 以前から節電の取組は実施していますが

今まで以上に取り組んでおり、たとえば執務室の電気を消したり、エレベータ

ーを今まで１台止めていたものを２台止めるようなことをしております。

なお、県庁舎と第２庁舎をあわせて、昨年同期に比べて３０数パーセント、

つまり３割程度の電力消費量を減らすことができております。

それから節電や計画停電の話があった当初、県民の方々から様々な問い合わ

せ等があった中で、多くの方が積極的に節電に協力しますと話がありました。

実際に、スーパー等で照明を落としていただいたりしていますが、実感とし

、「 。」、「 。」て 今まで明るすぎたのではないか 今くらいの暗さでも別に支障がない

と思うなど、一つの「気づき」につながったのではないかと考えています。

先ほど委員からもあったとおり、これを契機とするというわけではありませ

んが、温暖化対策を推進するに当たって、非常にインパクトのあった事案だと

思っています。

こうしたことから、この機会をうまく取り組み、ライフスタイル自体を変え

るという気持ちで、温暖化対策の推進に力を入れていく必要があるものと考え

ているところです。

○委員 それに関連して、各家庭でも待機電力とか使わないため主電源を切るなどの

節電に努めていると思いますが、公共の明かりでも庁舎などではなく、国道や

県道などの道路やトンネルの照明についても節電を進めているかと思います。
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しかし、各地域の一般的な市道などの町内の明かりについては、県や市の管

理から切り離されており、地域の人達で電球の交換や電気代をまかなったりし

。 、 、ている状況です 私の住む町内においても 電灯が暗いのではという話から

当初は照明の高さを低く設定することにより明るさを確保しようと考えました

が、耐久性や消費電力を考えたところ、初期投資は若干高いものの、ＬＥＤに

買い換えた方がよいとの結果となりました。

個々の家庭の節電ということもありますが、町内会などでは電気代はおよそ

半分近くだというようなことも聞きましたので、そのような地域に対しても、

節電などについて広報していただければ非常によろしいかと思います。

○県 貴重なご意見ありがとうございます。

最近、秋田市において、町内会の街灯について順次ＬＥＤ化を進めていくと

いうニュースがあったと記憶しております。

このように、これからはいろいろな形で呼びかけていく時に、行政だけでは

なく、町内会単位というところでの視点も県としても考えていきたいと思いま

す。

○議長 ほかにございませんか。

○委員 簡単に節電といいますが、家庭の場合は比較的わかりやすいのですが、私ど

も商工会議所の会員は、大多数が商工業者となりますが、自分の会社や工場の

電力量のピークがわからないのが現実です。

推進計画では見える化を書いていましたが、一般の工場などでは、ピークの

時間帯の詳細はわからないという状況となっているので、東北電力に教えてく

れるようお願いしていますが、簡単には教えてくれません。

大口需要家については、法律による規制もあるようなので、それなりの対応

をしていると思いますが、中小企業では、どこがピークなのかわからないので

対応できないという問題がありますので、商工会議所としても、いろいろ国に

要望をしています。

この当たりについては、県の対応ではないと思いますが、このような意見が

あるということを念頭に置いていただければと思います。

○委員 委員のご発言に関係してですが、当社の対策になりますが、とにかく見える

化をしなければならないということで、電力監視システムというのを導入して

います。

この機器については、デマンド時やピーク時もきちんとわかるようになって

、 、 。いるんですが 問題は一店舗で導入するのに 数百万という経費がかかります

導入は少し難しいと思いますので、このような部分に対し支援していただけれ

ばということです。
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○委員 先ほどの件ですが、中小企業あたりはまだよくて、問題は大多数を占める零

細企業だと思います。

この当たりにどのように浸透させていくかをクリアしていく必要があると思

います。

行政でも、エネルギー管理士などの診断できる人を派遣するとか、先ほどの

説明があった機器を促進させるとか、この面からのきめ細かい対応をしていた

だければ、零細企業の方々も助かるものと思いますし、見える化によって節電

に対する意識も全く違ってくるものと思います。

○県 いずれ、今回の震災対策とは別として、自分のところの実態がわからないこ

とには、温暖化対策としても、なかなか手の打ちようがないと言うことです。

そういう意味で、秋田県では今年も昨年に引き続いて省エネ改修を実施する時

の前提としての、省エネ診断を無料で受診できる新しい事業をスタートさせま

す。

それから、従来から大きい会社や工場については、財団法人省エネルギーセ

ンターにおいて省エネ診断を実施しておりますので、これらを活用しながら、

中小企業の皆様についても会社のエネルギー消費の状況がわかるような取組を

進めるとともに、ひいては次のステップにいけるような取組みにまで進めてい

きたいと思います。

今回の節電に関してですが、去年と今年のデータを比較したいので教えて欲

しいと言っても、東北電力の秋田支店では、なかなか公開していただけないの

、 、が実情で おそらく本社の了解が得られないのが原因かと思っているところで

県の上層部から言っていただく必要も感じております。

しかし、今回の節電に関しては、東北電力においても、もう少し積極的に情

報開示していただかないと、県民の皆さんも節電を実施するのは困難だと思い

ます。

商工会議所からも要望されていると言うことですので、県も情報提供ついて

は、東北電力に強力に申し入れしていきたいと思いますので、皆様方も県にい

ろいろな形でサポートしていただければと考えております。

○会長 お聞きしたいのですけれども、資料３の２０２０年度における削減目標の

、 。１１％についてですが この中には森林吸収量は含まれないということですね

秋田県の場合は、森林面積は７０から７５％あり、もしこれが、カウントで

きればこの１１％というのは、達成できるかもしれないと思います。

それと関連して、再生可能エネルギーについては、太陽光、風力など６つほ

ど記載されています。先ほど説明がありましたけれども、原発との関係があり

ますので、再生可能エネルギーに力を入れていかなければいけないと考えてい

ます。

これらの再生可能エネルギーは、秋田県の自然特性に非常にマッチした発想

だと思うので、この分野は県としてかなり制度的にといいますか、かなり強烈
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に進めていくというのが秋田の強みを逆に発揮できるのではないでしょうか。

電力会社依存型を脱却して、ぜひやってもらえればと思いますので、なにか

見通しがあれば教えていただきたいのですが。

○県 最初に、目標値における森林吸収量の取り扱いについては、計画に記載のと

おり、現段階では国際的な合意が正式に決まっていないので、今の段階では盛

り込んでいませんが、いずれ、国際的な合意が出た段階で、算定し森林吸収量

を計画に盛り込むこととしております。

なお、この森林吸収量がどういった形になるのかりませんが、現行の算定方

法で計算し、マイナス１１％に足すと、国の目標である２５％は超えるであろ

うとの見通しは、机上の計算となりますが持っております。

それから、再生可能エネルギーの導入につきましては、先ほど言いましたと

おり、当部では新エネルギー導入ビジョンを策定して主に中小規模の再生可能

エネルギーを、この他に、産業労働部では大規模な風力や太陽光などの産業面

での導入を目指して産業戦略というのを策定したところであります。

このような中で、たとえば大規模な風力等につきましては、電力系統への接

続が今非常に問題になっており、結局受け入れるところがないと、いくら発電

をしても結局電気が使えないこととなります。

また、風が吹いたときには大量に発電しますが、このエネルギーを必要な時

、 、 、 、 、に随時取り出すためには たとえば 蓄電池 揚力発電や 一度水素に換えて

水素から必要なときに発電すると言った、いろいろな安定的な電力供給のため

の方策がありますが、このようなことにも取り組んでいこうということで、特

区制度を利用するなどにより、今後も進めていくことで計画しているところで

す。

○会長 特に地熱については、秋田県、岩手県の八幡平一帯となりますが、秋田大学

鉱山学部の先生方がだいぶ関与していた経緯があると記憶しています。

、是非このような秋田の強みを活用し産業として成立させていくことについて

ぜひ見守って欲しいという思いで発言させていただきました。

○県 ありがとうございます。

○委員 今回の震災で、県民は非常に省エネについて気づきという観点から、身にし

みたと思いますが、その気づきが本当に行動に移っていくのかが問題だと思い

ます。

産業部門では商工会議所もありますし、指導監督する機関もありますが、一

般の人に対しては誰が監督するのか。気づいたけれどもそれが行動に結びつか

ないというのは、机上のデータにどういう影響を及ぼすか。

私は以前から家庭における見える化を実践しておりましたが、秋田県内の家

庭の省エネ診断の促進については具体的にどのくらい浸透しているのでしょう
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か。

さらに診断員がどれくらいいるのでしょうか。たとえば県北、中央、県南と

、 。した場合に 診断員が本当に地域にあった人員を確保されているのでしょうか

そこまでやっていかないと、診断の促進というのは、絵に書いた餅で終わっ

てしまうような気がします。

今この診断員というのは育成しているのですか。さらに、県内には何名の診

断員がいるのでしょうか。

○県 昨年度に、２回講習会を実施しており、１３名と７名あわせて２０名が、う

ちエコ診断員の認定を受けております。今年度も昨年度に引き続き講習会を行

う予定としております。

○委員 この点については急いで、秋田県全体をカバーしていかないと、秋田県内の

家庭の省エネ診断が進んでいかないのではないかとの心配があります。

ここの当たりをもう少し力を入れて欲しいと思います。

○委員 委員が発言された診断員の育成については、県では予算をかけてこれまでエ

コマイスターを何百人も養成しているので、この方々に非常招集をかけるなど

してエネルギー診断員とする案もあります。

それとは別、推進計画については、震災という緊急時以外の平常時の考え方

として、条例に基づく計画という形で検討され、きちんと手続きがされたもの

ですから、私は基本的に震災があったからとして、これをすぐに見直す必要は

ないと思います。

基本的には見直しをする必要はないのですが、電力需給の問題で原発が止ま

っていることにより、火力が増えるので、当然ＣＯ の温暖化係数が変わってく２

ると思います。

これは、これから先の電力による排出係数に影響してくるので、毎年の温室

効果ガス排出量の状況によっては、数値の見直しが必要になることもあると思

います。

県が平常時の温暖化対策を進めるための行動計画として策定したこの推進計

画はこれで進めるとして、震災の影響については、落ち着かせることが大事な

ので、だれかが音頭をとって、たとえば、企業には製造業だけでなく小売業や

運輸業など様々な業種や、各種団体においても環境マネジメントも行っていま

すので、このような団体等を通じて今度の夏場の電力需要の削減をする必要が

あると思います。

私の案として言ってしまうと、知事の名前で各団体に対し 「非常に厳しい状、

況なので今年の夏は」というような文書を渡してもいいと思っています。

それから、業種の中には、学校、大学、高校、それから医療関係などありま

すが、国からのアクションも既にあり、私も大学の少し仕事をしている関係か

ら、今年は早く計画を出すことになっているようです。



-7-

それにプラスして、この推進計画と条例とは別に、緊急対策として今年の夏

から来年の夏にかけて、節電対策等について協力等をお願いしていけばいいと

思います。

その対策の結果として、このようなことをやったので、去年に比べて今年度

、 、はこのくらい温室効果ガスを削減できたと言えるでしょうし この結果を基に

計画を見直していくということもできると思います。

基本的に、私はこのような考え方でよいと思います。

○県 ありがとうございます

委員の御発言のとおり、この夏の節電につきましては、この計画とは別枠と

考えています。先ほど国の電力需給対策の骨子について説明しましたが、正式

に発表された段階で国の対策を踏まえ、何らかのかたちで、県としてのアクシ

ョンは必要になるものと思います。

それから、計画自体の見直しにつきましては、当面このスタイルで進めさせ

ていただきたいと考えております。繰り返しになりますが、削減目標の前提と

なっている電力排出係数等が完全に変わると言うことであれば、それが明らか

になった段階でまた皆様方にお諮りします。

たとえば、今ですと削減量はマイナス１１％ですが、マイナス５％にしかな

、 、らいとなった場合に 省エネを強化して全体の数値を上げた方がいいのかとか

省エネではこれ以上の削減は無理なので、別の対策を講じた方がいいのかとい

った議論をした上で、必要があれば見直しをすることとなりますし、これ以上

無理だということであればそのままということもあるかもしれません。

いずれにしましても、当面は今回お諮りした推進計画について御了承いただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員 前から疑問に思っていましたが、先ほど北海道電力が東京電力に電気を送る

ことにより東京方面の電気をまかなうと言うことでしたが、関西と関東では同

じ炊飯器も使えないわけですよね。

これについてはおかしいと思っているところで、システムは違うと言っても

電車はちゃんと通っていくのに、なぜ電力会社が接続するようなシステムに改

善していかないのか、私はほんとに疑問に思います。

機会があったら県からでも電力会社に強く要望したらどうかと思います。

○県 この話は今回の震災を機に、またクローズアップされたようです。

○委員 是非東京のためにも改善して欲しいと思います。東北地方の皆さんも苦労し

ていますし、関西方面からも応援してもらえれば、国民一体となっていけるの

ですが、電車だけが通って、私たちの生活においてはできないと言うことはお

かしいと思います。

ぜひ、県の方からも強く国に言って欲しいと思います。
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○県 温暖化対策課からではなく、エネルギーを所管する部門に話してみたいと思

います。

○議長 この他に何かご意見はございませんか。よろしいでしょうか

それでは、計画案のとおりで進めると言うことでよろしいでしょうか。

○議長 それでは、平成２３年３月１４日付け、諮問第１３号により知事から諮問の

ありました「秋田県地球温暖化対策推進計画の策定について」は、計画（案）

を適当と認めることとし、その旨答申することとしたいと思います。

以上で、本日予定していました議事はすべて終了しました。これをもちまし

て、審議を終了し、会議の進行を、事務局にお返しします。

皆様、御協力、ありがとうございました。


