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徳島県環境審議会 気候変動部会 （平成３０年度第１回） 会議録

１ 日 時

平成３０年１１月２２日（木）午前１０時から

２ 場 所

県庁１０階 大会議室

３ 出席者

＜委員＞ ２１名中１２名出席

（１号委員：学識経験者、五十音順、敬称略）

貞本秀昭委員、佐藤智恵美委員、佐藤征弥委員、住村洋昌委員、田渕桂子委員、

近森憲助委員、津川なち子委員、中央子委員、中野晋委員（部会長）、北條昌秀委員、

本仲純子委員

（２号委員：市町村長又はその指名する職員、五十音順、敬称略）

福岡祐司委員

＜事務局＞

脇田県民環境部副部長、河崎環境首都課長ほか

○会議次第

１ 開会

２ 議事

（１）徳島県地球温暖化対策推進計画及び徳島県気候変動適応戦略における

進捗状況等について

３ 閉会

○配付資料

資料１ 「徳島県地球温暖化対策推進計画」

～脱炭素社会の実現に向けた「新たな削減目標」の設定と施策展開～

及び「徳島県気候変動適戦略｣抜粋

資料2-1 「脱炭素社会の実現に向けた『新たな削減目標』の設定と施策展開」

主な指標の進捗状況【平成２９年度実績】

資料2-2 「脱炭素社会の実現に向けた『新たな削減目標』の設定と施策展開」

主な指標

資料3-1 「徳島県気候変動適応戦略」主な指標の進捗状況【平成２９年度実績】

資料3-2 「徳島県気候変動適応戦略｣主な指標

資料4-1 「徳島県気候変動適応戦略｣文言等の見直しについて（案）

資料4-2 「徳島県気候変動適応戦略｣文言等の見直し（案） 朱書き修正

資料4-3 気候変動適応法の概要
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○議事概要

（事務局）

会議の成立

（脇田県民環境部副部長）

あいさつ

（部会長）

それでは、事務局の説明の後、委員の皆様からの御意見を賜りたい。

（事務局）

資料説明

（部会長）

資料１から順番に４まで御説明いただいた。

まず資料１の方では、今日の会議の意味合いということで、地球温暖化対策推進計画

と気候変動適応戦略の進捗状況の点検をこちらの部会で実施する必要があるということを

御確認いただいた。

資料２で、徳島県地球温暖化対策推進計画、脱炭素社会の実現に向けた「新たな削減

目標」の進捗状況について御説明いただいた。

資料３で、徳島県気候変動適応戦略の進捗状況について御説明いただいた。

最後に、資料４で、気候変動適応法施行にあたり、徳島県機構変動適応戦略の文言の見

直し、気候変動適応計画として位置付ける旨の内容について御説明いただいた。

それでは、事務局から御説明いただいた内容について、お気づきの点、御質問、御意見

があればお願いする。

（委員）

資料の２－２の②だが、この再生可能エネルギー等に係る対策というところで、１番か

ら５番まであるが、その達成率が全部ハイフンで、一切示されていない。

もう一つ、例えば１番の FCVの導入台数で、２０２５年‐１７００台、２０３０年‐
３６００台といった形で出ているが、これで実績が２７台ということなので、目標数値と

しては過大な数値が設定されてるのではないか。ここのデータについてもう少し詳しく説

明してほしい。

（事務局）

徳島県は『水素グリッド構想』を掲げており、そこで２０２５年、２０３０年の目標台

数を設定している。

現状、 この１７００台・３６００台に達するには、２７台というかなり低い状況。
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また、数値としては国の方でも水素基本戦略を作っており、２０３０年の目標値があり、

それもかなりレベルの高い数値になっているが、全国的にもまだ３０００台に満たないと

ころが現状。

しかし、２０２０年にトヨタから次の燃料電池自動車が出ると言われている。

また、オリンピック・パラリンピックの時に東京都で燃料電池バスを１００台程度導入

するということで、生産体制も増強しており、２０２０年を契機に加速的に導入が進むの

ではないかと考えている。

それから、ハイフンになっているのは、おっしゃるとおり、数値目標に対してかなり実

績が低い、あるいはまだ実績がないということ。例えば、燃料電池バスについては、まだ

導入できていないということでハイフンとなっている。

（委員）

ある程度目標値を達成してるということだけではなく、まだまだ見えないところがある

ので、そういうところもしっかりと押さえて、その上でこれからどうしていくのかという

ことも考えていく必要があるのではないか。

適応戦略の方は比較的明確に数値が出ているのでデータは読みやすいが、こちらの方は

少し分かりにくいところがあるので、注記や指摘を追加するなど、もう少し分かりやすい

資料になれば。

（部会長）

ご指摘は重要なところかと思う。

燃料電池自動車は価格がまだまだ高い状況なので、全体的な価格が下がってくれば普及

してくるかと思う。普及の遅れに引きずられて水素ステーションの整備も遅れていくとい

ったところ。

あとは、自然エネルギーの電力自給率については来月に判明ということなので、次の機

会に御紹介いただければ。

（委員）

水素エネルギーの自動車というのは、メーカーの人と話をする機会があったが、ハード

的に水素を供給する部分というのが、今の技術ではなかなか難しいような話を聞いた。ま

た、現状を見るとかなり電気自動車にシフトしている。そのようなこと等を考えると、電

気自動車がものすごいスピードでこれから普及していく中で、このまま水素エネルギーを

いつまでも考えていく必要があるのか。見直しが必要ではないかと思うが。

（事務局）

おっしゃるとおり、電気自動車は、インフラが既に社会的に整っており、車さえ作れば

走るという状況で、燃料電池自動車に比べて価格も低いが、電池の性能もあり長距離走行

はまだ難しいところがあり、充電に時間がかかるという欠点がある。

一方、燃料電池自動車は、水素を高圧で貯蔵しておきその圧力で燃料電池自動車にチャ

ージをする。しかし、水素ステーションがまだまだ普及していないため、車が売れにくい
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ところもある。

「車を売る」のと「水素ステーションの整備」は、鶏と卵のような関係で、両方同時に

進めていく必要がある。

水素に関しては、たとえば、中国等でも、乗用車よりは路線バス、長距離で一定のルー

トを走り、ルートの要所に水素ステーションを整備。このように、長距離でたくさんの人

や物を運ぶようなものについては、まだまだ燃料電池モビリティの方が可能性は高いと考

えている。

また、世界の主要な自動車メーカーにアンケートをとっても、そういう面では燃料電池

自動車の方が有利であるという結果が出ているところであり、将来はＦＣＶとＥＶのすみ

分けが進んでいくのではないかと考えている。

燃料電池自動車はまだまだ初期の段階であり、ここで見捨てるのはまだ早いと考えてい

る。

（委員）

今、事務局から話があったように、今後はすみ分けが進んでいくのではないかと思う。

電気自動車（ＥＶ）は、近所を走るには大変便利だが、現状では、１時間程度の充電時

間を待てるのか、というデメリットがある。

燃料電池自動車（ＦＣＶ）であれば、現状では４分程で充填ができる。かなり走りもよ

く、音も静か。長距離走行も可能。ただ、価格が高いというデメリットはある。

それと、設備に要する費用が高いこともあり、現状水素ステーションの整備が進んでい

ないが、今後、施設整備が進んでいけば、ある程度普及してくるのではないか。今後はす

み分けができていくのではないかと思う。

（委員）

先ほどから、水素のお話が出ているが、私も同感である。

一点気になるのが、資料２－２の中に水素ステーションの整備箇所という欄があり、２

０１６年が２箇所、２０２０年で１箇所となっているが、工程の方は基本的に積算なので

は。そういう意味では、２０２０年の１箇所というのは少し違うのかと思う。一方で、平

成２９年の実績は３箇所になっており、２０２５年の数値目標の６箇所に対して、もう半

分到達しているので、少ないながらも着実に進んでいる。

自動車を作ろうとしている企業があり、他県の状況、インフラ等水素の利用に関して力

を入れている自治体は他にどこがあるのか。徳島県の期待をアピールする場面がきちんと

用意されているのか。

ＮＥＤＯなど色々な組織に水素関係の組織、研究所もあるが、ぜひ、徳島に注目しても

らい、徳島をモデルケースとして、日本の中で成功させるひとつの場所にしてほしい。徳

島県で失敗したらもう水素は終わりますよといった雰囲気を作ればいいと思う。

徳島は電車がない唯一の地で、長距離の渋滞等もひどい。そう考えると、徳島をモデル

ケースに脱炭素ということをを考えたとき、徳島県は電車がなくても、徳島県にふさわし

い形で取組みを進めており、日本の中で水素技術を作る最後の砦であるというような位置

づけを、色々なところでアピールしたいと思っているが、どうか。
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（事務局）

まず、日本で水素の先進県である自治体だが、国で水素基本戦略を作成して、国全体で

進めて行こうという中で、まずは、４大都市圏である東京、大阪、愛知、福岡に 集中的に

水素ステーションを整備している。

当然、４大都市圏では需要も多いということで、整備が進んでおり、特に愛知県、トヨ

タのお膝元では、今どんどん水素ステーションができているところ。

それに対して、４大都市圏ばかりでなく、地方からも進めていかないと日本の水素社会

実現は難しいということで、徳島県が頑張っている。

まず、この資料２－２の水素ステーションが３箇所というところだが、１箇所は、県庁

舎にある自然エネルギー由来の水素ステーションで、あとの２箇所は、四国大陽日酸が移

動式水素ステーションとして、トラック型のステーションで営業しているところで、あわ

せて３箇所という数え方になっている。

この２０２０年の１箇所というのは、商用で、移動式ではないステーション、いわゆる

固定式のステーションの整備を目標にしている。

やはり、ＦＣＶユーザーにとって、固定式の、いつでも水素を安定して供給できるよう

な施設がないと、なかなか FCVを買おうかな、と思ってもらえない。
また、アピールの場としては、２０２０年に燃料電池バスを導入したいと考えている。

２０２０年に、東京都では、オリンピックパラリンピックでの選手の送迎等に燃料電池バ

ス１００台程度を導入するといわれている。現在、すでに都内で５台走っているが、その

他では燃料電池バスはまだ走っていない。 そこで、地方からも１台ということで、何とか

２０２０年に徳島でも走らせたいと考えている。

そのため、燃料電池バスを県民の方に体験していただくということで、来週、トヨタか

ら燃料電池バスをお借りして、県民の方に対し体験ツアーの募集をしているのと、ゆめタ

ウンの方でも試乗会を開催し、実際に体験していただきたいと考えている。

燃料電池バスに乗った感じは電車のよう。委員がおっしゃったように、徳島県で電車が

走っていないということだが、ドイツでも、電気がないところで燃料電池列車が走り始め

たところ。今から架線の電車を走らせるというよりは、自身で発電する電動車両の導入が

実現できれば、大変素晴らしいと思っている。

（委員）

資料２－１の（１）に、県民生活に係る対策ということで、地域省エネクレジット活用

モデル事業、というのがあるが、実際に１地区実施して効果はどうだったのか。

２０２０年の目標が５地区となっているが、地域のコミュニティを強くするという意味

でも何か効果はあると思う。反面、個人のプライバシー、電気の使い方とかを色々出して

いくんだろうと思うが、中にはそういったプライバシーに関する情報を出すのが嫌、とい

う方もいると思う。そういう点での進め方等、現在の実績についても教えてほしい。

（事務局）

まず昨年度の実績として、１地区、小学校のＰＴＡの皆様に御協力いただいた。モデル

事業として、電気の検針票などを使い、前年の電力使用量と比べるという形をとったが、
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去年は記録的な厳寒ということで、クレジットが発生するというところには至らなかった。

ただ、省エネということで、地道なところの節電、例えば誰もいない部屋の電気を消す、

エアコンの設定温度を調節する等、皆様の意識改革という点では大きな成果はあったもの

と考えている。

今年度も引き続きこの取り組み進めており、今年度は２コミュニティにこうした省エネ

活動に取り組んでいただいているところ。

プライバシーの面では、たしかに、御指摘の通りの部分もあるが、あくまでも検針票で

確認をさせていただくという形であり、プライバシーの細かいところまで踏み込んでいく

ような方法をとっているわけではない。一般的な取組みとして、先ほど申し上げたような

簡単な節電の取組み等をこちらから呼びかけ、それに応じた取組みをしていただく形で進

めているところ。

さらに、補足として、この事業に参加していただいた方の成果ということで、前年より

も電力消費量が少なくなった場合、それをＣＯ２排出量に換算して、それを民間企業に売

却する。その売却益を、たとえばＰＴＡ活動等に役立てていただくことで、取組みの励み

になるという制度設計をしている。

（委員）

頑張った分、還元があるのであれば、ＰＴＡや地域だけではなくて、いろいろな組織の

中でも取り組んでいただけるようにもっと広くＰＲをする必要があると思う。

（委員）

１コミュニティは何人ぐらいか。

（事務局）

十数世帯程度である。

最初の取り掛かりということで、クラウドファンディングでご協力いただいている民間

の証券会社の御協力のもと、企業とマッチングも含めやっているので、軌道に乗ればもっ

と広く募集していきたいと考えている。

また広く周知するので、御参加くださるとありがたい。

（委員）

買取りをしてくれる企業等にもしっかりと声かけをする方がいい。

（事務局）

それについては、専門家ということで、業務委託契約を締結している徳島合同証券さん

にお願いし、斡旋していただいてるところ。

（委員）

関連して、現在は、省エネの機器の開発がすごく進んでいる。個人の省エネに対する努

力はかなり進んでいるので、企業での省エネの機器の進み具合であるとか、今まで１００
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使っていたものが、今は５０しか使わないですよ、というような数字が出てきたら面白い

と思う。

（事務局）

確かに、色々な省エネ機器が出てきた。たとえば、エアコンであれば人感センサーとか

日射の方向とかを加味した運転管理をする機器も出ていて、以前と比べたら相当、高度に

運転されている。それに加えて、そもそもの使用電力量が低く抑えられているという機器

もある。 ただ、機器が作られたとしても、使う側の方がそれを選択しないと現実的な削減

には繋がらない。こういった機器を選択し、使っていただくことで、使用電力量も確実に

抑えていけると思うので、このような取り組みについても推進している。そうした面でも、

民間企業の製品開発の進捗が家庭での消費電力量にも反映されてくると思う。

今、特に言われているのが、民間や家庭ではエネルギー消費のうちの大部分が電力に依

存しているということ。最近、特にＣＯ２排出量が多いのは、この電力となっている。

東日本大震災以降、一つの要因として、原子力発電所の稼動停止、石炭火力発電所のフ

ル稼働というようなこともあり、同じエネルギー量を賄うのにも、近年、特にＣＯ２の排

出が増えていっていることもあり、民生部門の電力消費電力の削減が喫緊の課題となって

いる。

そういったことを受け、例えば、ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）。これは、

ソーラーパネルで太陽光の発電をして、ただ太陽光発電だけではなかなか賄えないという

ことで、例えば、外装をより断熱性の高いものにしたり、先ほど言っていたような省エネ

効果の高い機器を導入することで、エネルギー収支をあわせる。そういったＺＥＨという

ものを推奨し、補助制度を最近設ける等、取組みを進めているところ。

（部会長）

いろいろな取組みをしているものの、広報活動が今のところ十分ではないのではないか。

もっと広報することで、いろいろなところで活用していただけるというような御意見もあ

ったので、 数値目標の達成というのも重要だが、ぜひ、実質的に広がっていくための取組

みを進めてほしい。

（委員）

今の部会長の発言にも関連するが、資料１に赤字で「徳島県環境審議会においても、点

検・評価を受け、結果の公表を行います。」という記述があり、今、点検・評価をしてると

ころ。その後、この内容を公表すると書いてあるが、ぜひ、今日の資料、どこまで達成で

きたかといったものをホームページで示していただきたい。計画や戦略と同じところに、

今回の途中経過ということで、点検・結果を公表すると分かりやすいと思う。

それから、中には目標の進捗率が１００を超えているものが多いので、頑張っています

ということをアピールしていただきたい。

ただ、資料については、数字や文章だけで無味乾燥なところもある。

また、公表するときには、たとえばエコみらいや、表彰を受けたＮＰＯなどの団体とリ

ンクさせることで、活動内容の紹介にもなるし、広報・アピールの場にもなるのではない
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かと思う。

（部会長）

できるだけ県民の方がわかりやすく、目にしやすいような発信をお願いする。

ホームページだけではなく、啓発あるいは周知の方法を工夫して、興味を持っていただく

というような取り組みが必要かと思うので、是非御検討いただければ。

（事務局）

本日の議事録につきましては、ホームページに公表する。本日、点検・評価を行った内

容についても、公表を検討したいと思う。

（委員）

目標について、もう少しで目標達成できるもの、これは頑張っても目標達成が難しいも

のというふうに、事前に説明をしておくことはできないか。ハイフンだけであれば、やは

り追及されてしまうと思う。

（部会長）

ハイフンにもいくつかの意味合いがある。２０１７年（平成２９年）実績としてその目

標値がないケースもあれば、最終年度に向けて準備はしてるけれども、まだ評価の段階で

ないというのも含まれている。あるいは、数値的な評価が評価指標になっていない場合も

あるので、その辺りを少し整理してはどうかという御意見かと思うが。

（事務局）

脱炭素社会の実現に向けた取組みというのは、２０３０年の段階ではどのような状況に

至っているのか、ということを見据えて設定している。

たとえば、水素エネルギーについては、今まさに着手したばかりということになる。

この年度別事業計画につきましては、当面の５年間の推移というような形で、３～５年

の短期間のももの目標として掲げます。

たとえば、３０年に向かって滑り出したばかりであれば、最初の５年間は丁重に緩やか

に進めるが、あるタイミングで、インフラ整備等、周辺環境の整備とともに、飛躍的に伸

びていくという予測をするものもある。

そういった場合、例えば、水素ステーションの整備についても、最初は導入の目途をつ

けながら、ということなので、この年にはひとつ目標があるが、この間については、ハイ

フンというようなパターンのものもどうしても出てくるので、こういう表記はちょっと避

けがたいのかなとは思う。

また、省エネ診断をもっと普及していこうという時に、世帯数等、目標数値を立てにく

いものもある。

しかし、今後の指標となるものなので、可能な限り、具体的な数字が入るようには考え

たいと思う。
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（部会長）

表記の仕方を少し工夫し、たとえば、評価の時期などがわかりやすく区別されていると、

評価をしている側からしても、資料を見る側からしても、この項目は今回の評価内容から

外しているんだという形で見られるかと思う。そのあたりを工夫し、委員の皆様のご理解

を得られるように資料の作成をお願いしたい。

主に資料２に関しての御意見で、資料３の気候変動適応戦略に関してはほとんどが、ほ

ぼ１００%を達成している。一部、リーダーの育成などで未達成のものもあるが、これに
ついては、先ほどの説明にもあったように、人材育成に関してはなかなか予定通りにはい

かないということもあるので、さらに改善が期待されるところだと思う。

それから、資料４の適応戦略の文言の見直しについては、戦略を作ってから２年ほど経

っており、その間の制度の変更等で必要な部分だということで 、基本的には特に問題はな

いかと思う。

この資料３と資料４に関しては、各部局に確認していただいて、修正が必要だというこ

とで、取りまとめていただいたとのこと。 資料４については、新たな変更ではないので、

特に問題はないかと思う。こうした見直し内容ででお認めいただけるか。

また、資料３に示された戦略についても、概ね妥当であるということでお認めいただけ

るか。

〈異議なし〉

資料２については、表現方法の修正や、啓発・広報の仕方を工夫してほしいという御意

見をいただいたので、事務局で御検討いただければと思う。

御意見、御質問等もないようなので、これで本日の議事を終了したい。

円滑な議事の進行への御協力、また、活発な御意見をいただいたことに感謝申し上げる。

それでは、進行を事務局にお返しする。

（脇田県民環境部副部長）

閉会あいさつ


