
１　意見募集期間　
　　令和３年10月12日（火曜日）～令和３年11月10日（水曜日）

２　意見募集の結果
　　意見の提出件数　84件

［意見の内訳］

意見分類
延べ
件数

ア　計画全般について 34

イ　施策事業について 45

ウ　その他 5

合計 84

［意見の反映状況］

反映区分
延べ
件数

Ａ　御意見は改定案に反映しました 14

Ｂ　御意見の趣旨は既に改定素案等に盛り込まれています 19

Ｃ　今後の取組の参考とします 38

Ｄ　御意見は改定案に反映できません 2

Ｅ　その他 11

合計 84

神奈川県　環境農政局　環境部　環境計画課

「神奈川県地球温暖化対策計画」の改定素案に関する意見及び意見に対する県の考え方
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整理
No.

意見
分類

意見の概要
反映
区分

県の考え方

1 イ

温暖化対策を行うに当たり、P25で教育対策が述べられており、特に次世代
を担う若者への教育の重要性が指摘されている。
2050年を担うのは確かにそのように言えるかも知れないが、政府計画も
2030年までをどのように対策するかという点を重要視しているように思い
ます。2030年はすぐやってきます。若者と同時に現役世代、熟年世代への
教育、啓蒙も重要と思います。現役世代は会社等組織からの教育もあり、
熟年世代への対応が不足しているのではないでしょうか？
熟年世代の学校に代わる場として例えば自治会、場所として例えば地区セ
ンター、指導者として例えば推進員等で行政が自治会に要請し、支援をす
れば可能ではないでしょうか？
要は計画は2050年ではなく2030年、2030年にある程度の実績を出すなら今
からやらないと間に合わないということです。
実行の前に要教育です。

B

　第２章３（2）「サ　地球温暖化対策教育」（現行計画48
ページ）では、ＮＰＯと協働した環境学習の支援や地球温
暖化防止活動推進員のスキルアップ等を位置付けてお
り、今後も、熟年世代を含めて広く教育・普及啓発に努め
てまいります。

2 イ

現行では、対策教育について、多くのことが記載されていますが、案で
は、極めてシンプルな記述にとどまっています。
本年度より、地球温暖化防止活動推進員となった身としては、とりわけ地
域の活動での推進員の活躍や、推進員のスキルアップについて何も書かれ
なくなることは、活動の方向性を見失いかねず、看過できるものではあり
ません。
とくに家庭での対策については、我々推進員が等身大の目線で温暖化防止
について語るという、草の根の活動が、今後益々重要になっていくと確信
しておりますので、これについての記載は拡充こそすれ、縮小や削除はし
ないでいただきたく思います。

B

　地球温暖化防止活動推進員は、地域における地球温暖
化の現状及び省エネルギー対策等の地球温暖化対策に
関する知識の普及啓発並びに地球温暖化対策の推進を
図るためにも重要な存在であり、第２章３（3）「ウ　家庭部
門の削減対策」（現行計画28ページ）では、地球温暖化防
止活動推進員と連携した、家庭における省エネルギーの
実践活動の促進を取組として位置付けており、この取組
は引き続き実施していくことから、記載の縮小や削除はし
ません。
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意見
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3 ア

　このままですと、2050年温室効果ガス０は難しいと思います。
　なぜなら、「神奈川県地球温暖化対策計画」の内容には「具体的なシナ
リオ」がないからです。また、このような改定をし意見を求めることで、
自分達の仕事の多くの部分が達成されたと思ってしまうことも、問題だと
思っています。
　よって、2050年温室効果ガス０に向けて、具体的なシナリオ案を全国レ
ベルで募集して、それに対して投票をしたり、また識者の意見を聞いた上
で、どのシナリオで行くかを国として決める必要があると感じています。
（神奈川県様が個別に進める問題ではないと思います。）本来は世界レベ
ル考えていく必要があり、少なくとも日本全体で考えて下さると助かりま
す。
　また、私自身シナリオ案を持っていますので、いちどご説明の機会をい
ただけますと助かります。
　なにとぞ、よろしくお願い致します。

C
　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただ
きます。

4 ア

中期目標としては、国と同じ、「2013年度比で46％削減することを目指
す」とある。
現在、COP26が開催されており、「世界の気温上昇を 1.5℃に抑える努力を
追求することが世界的に急務である」と議論されている。中期目標（2030
年度目標）についても、この「1.5℃目標に整合するよう設定する」必要が
ある。 
 「 46％削減」では、気温上昇を 1.5%に抑えることは難しい。IPCC は、
世界の気温上昇を 1.5℃までに抑えるためには、世界の温室効果ガス排出
を 2020 年から 2030 年にかけて約半減しなければならないと指摘してい
る。
日本の場合基準年2013年度は排出量が一番高かった年度なのだから、少な
くとも50％以上は必要だ。東京都は、2021年1月27日、「ゼロエミッション
東京」へ向けて、2000年比で50％削減としている。神奈川県も東京都に
習って、2000年比で50％削減とすべきだ。

D

　逼迫する新型コロナウイルス感染症への対応等により、
現段階では、県独自での中期目標の算定が困難であるこ
とから、暫定的に国の中期目標を踏まえて、県の目標とし
て設定しました。
　国が新たに掲げた46％削減という中期目標は、極めて
野心的なものであり、容易に達成することはできないもの
と認識していますが、本県としても、しっかり取り組んでま
いりたいと考えています。
　また、令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定にお
いて、各種統計やデータ等を参考に、改めてこの中期目
標を検討する予定としています。
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5 イ

「太陽光発電の導入加速化」が必要なことは言うまでもない。新築の事務
所や工場の屋根には設置の義務化が必要だ。東京都では新設住宅への太陽
光発電設置義務を予定しているので、神奈川でも検討頂きたい。
また、屋根だけでなく、畑の上を活用する「ソーラーシェアリング」の導
入拡大に取り組んで欲しい（ソーラーシェアリングとは、農業を続けなが
ら太陽光発電を行う－太陽エネルギーを作物と発電とでシェアすること。
作物は適度な光があれば十分育つことは実証されている）。
神奈川県でも、実際作物を栽培していない休耕地も多く、現状では官庁の
制限が多すぎるので、制限撤廃から手を付けるべきだ。

E

　太陽光発電設置義務化については、太陽光発電の導入
拡大が期待できるものですが、地域や立地により日射条
件に違いがあることや、設置に係るコストやリスクを設置
者が負うものであることなどの課題があるため、国では実
施が見送られています。
　県としても、こうした課題があることから、現状では、設置
義務化ではなく、補助による設置費用の負担軽減を図る
などの支援策により導入拡大を図りたいと考えています。
　畑の上を活用する「ソーラーシェアリング」については、
下部の畑で農業生産の継続を確保し、周辺の営農に影響
を与えないことが求められるため、国は農地転用許可制
度上の取扱いを定めています。
　具体的には、令和３年３月に農林水産省農村振興局長
通知（２農振第3854号）が改正され、支柱を立てて営農を
継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制
度上の取扱いに関し、①一定の要件を満たす場合には、
支柱の高さを問わない、②荒廃農地を再生利用する場合
の単収は、同じ年の地域の平均的な単収と比較する必要
はないといった緩和が図られるなどソーラーシェアリング
の設置が進むよう措置されています。
　また、ソーラーシェアリングの導入拡大については、「自
家消費型」のソーラーシェアリングに対する補助等の支援
を行っているほか、知名度が低いことや、手続が煩雑なこ
となどが課題と考え、ホームページでの導入事例の紹介
等による周知、設置に必要な手続から工事等までを一貫
して支援する「かながわソーラーシェアリングバンク」の運
用を行っており、引き続き導入拡大に取り組んでいきま
す。

6 イ

共同購入事業「みんなのおうちに太陽光」キャンペーンでは、太陽光発電
に関しては効果があったと思うが、蓄電池では余り価格が下がらず、効果
は不十分と思われる。
次回のキャンペーンでは、業者の価格提案により価格を下げるのではな
く、価格制限値（それ以下でないと受け付けない）を設定する必要がある
と思われる。

E

　共同購入事業における蓄電池の価格については、令和
３年度事業では市場価格に比べ18～20％程度の価格低
減が図られており、一定の効果があったと考えています。
引き続き、初期費用の負担軽減を図るよう取り組んでいき
ます。
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7 イ

蓄電池への補助金だけでなく、電気自動車＋V2Hも蓄電池の代わりに有効な
ので、導入の補助金は国だけでは不十分で、県でも補助金を検討して欲し
い。
特に、新規購入時だけでなく、既設EVにV2Hを増設する場合にも補助金が必
要だ。
電気自動車に関しては、ヨーロッパ並みのより一層の拡充が必要で、充電
装置の不足が顕著になりつつある。その不足による購入へのブレーキが心
配だ。ヨーロッパのように幹線道路への設置や、一定収容台数以上の駐車
場には設置義務化の政策も必要と思われる。

E

　電気自動車・V２H充給電設備への補助金について、県
では、電気自動車（EV）又はプラグインハイブリッド自動車
（ＰＨＶ）（※１）の導入経費について補助するとともに、ＥＶ
等及び太陽光発電システムと併せて新たにＶ２Ｈ充給電
設備を導入する個人や法人の方を対象に、Ｖ２Ｈ充給電
設備（※２）の導入に必要な設備費を補助します。V２H充
給電設備については、EV等や太陽光発電システムを既に
お持ちの場合も申請できるようにする予定です。
　また、法人の方を対象に、急速充電設備の整備に必要
な設備費等を補助します。
　幹線道路への充電器の設置については、横浜市が全国
で初めて公道上に充電器を設置して実証実験を開始して
おり、また、国が令和３年６月に策定した「2050年カーボン
ニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において「公共用の
急速充電器３万基を含む充電インフラを15万基設置」とい
う目標を掲げています。一定収容台数以上の駐車場への
充電器の設置についても、国において問題を認識してい
ることから、こうした動向を注視してまいります。

※１　外部給電器及びＶ２Ｈ充給電設備を経由して電力を
取り出すことができる自動車に限ります。
※２　Ｖ２Ｈ（ブイ・ツー・エイチ）とは  「Vehicle to Home」の
ことで、Ｖ２Ｈ充給電設備とは、EV等への充電、及びEV等
から施設へ放電（給電）ができる設備のことです。
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意見
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8 ア

・カーボンニュートラル目標設定、ロードマップについて：
横浜市は環境未来都市に選定され、その後 SDGs 未来都市に選定されており、ステップアップした2030年目標を決め
ている。神奈川県も同時に自治体 SDGs モデルに選定されている。
ちなみに、他地域の取り組みを例に取ると、長野県や浜松市は SDGs未来都市に選定され、国の新しいエネルギー基本
計画の目標よりも高い目標で取り組みを進めている。長野県は2050年の脱炭素化達成のロードマップにおいて消費エ
ネルギーの70％削減と自然エネルギーの３倍以上の拡大を目指し、自然エネルギーによるエネルギー自立を目指して
いる。そのロードマップの2030年目標では10箇所以上のコミュニティーにおいて、自然エネルギーによるエネルギー
の自立の達成を目指している。浜松市においては現状でも既に再エネ６０％以上を達成している。
横浜市・神奈川県は東京都と並んで日本の地方自治体のリーダーとして、率先垂範でカーボンニュートラルを推進す
る必要があり、これらの自治体以上の目標と2030年までのできるだけ早い時期の再エネ比率50％以上を達成する計画
に見直す必要がある。

神奈川県の改定案では国の方針に従って進めるとのことだが、国の計画では日本だけでなく全世界のカーボンニュー
トラルは困難である。先進国が地球温暖化の原因を作ったのだから、先進国が率先してカーボンニュートラルを進め
るだけでなく、途上国のG H G削減に協力すべきである。特に重要なことは、2030年にいかにG H Gを減少できるかで
あり（横浜市・神奈川県では少なくても50％、目標は60％削減としたい）、これが遅れると2050年にカーボンニュー
トラルを達成できても１.５℃目標は達成できず、永遠に地球温暖化は停止できない、温暖化の暴走が始まる。そのた
めには、まず石炭火力の廃止のロードマップを明確にすること、すなわち2021年には新設の石炭火力廃止（横須賀の
石炭火力は即時廃棄すべき、ドイツにおいても新設の石炭火力発電所を廃棄することになった）、2030年には石炭火
力の全廃が必須である（日本全体においても同様）。
ちなみに、IEA（国際エネルギー機関）はカーボンニュートラルのロードマップで、石炭火力の廃止を最も重視してい
る。2021年には新規の石炭火力発電所（超効率含めて全て）の新設を停止する、2030年には石炭火力を全廃する、
2040年にはガス発電も段階的廃止、2050年には CCS,CCUS付属以外の火力発電は廃止となっている。
2021年10月26日に発表された国連環境計画（UNEP）の「排出ギャップ」報告によれば、現在の世界各国の温暖化防止
対策を実施したとしても、パリ協定の目標である温度上昇1.5℃以下は達成不可能であり（2℃以下も達成困難であ
り）、今世紀末には2.7℃の上昇が見込まれ、地球環境が危機的状況となることが予想される。従って、先進国は新た
な脱炭素化政策の導入が不可欠であり、数ヶ月以内の実行が必要である、特に石炭火力の早急な大幅削減が不可欠で
ある。

気候危機は待ったなしであり、できる対策はすぐに実施しなければならない。対策が一年遅れると取り返しがつかな
いことになり、新型コロナウイルス感染症の被害とは比較にならない災害が発生し、世界は未曾有の危機に陥る。
（2050年には10億人規模の被害が予想されている）。

政府は脱炭素の切り札としてC C SやC C USを記載しているが、これらの技術は、2050年において脱炭素目標に僅かに
足りない場合や目標よりも上積みされた脱炭素が必要となった場合の緊急対策として考えるべきものである。
政府は東南アジアのC C Sを期待しているようだが、この政策はゴミを途上国に捨てるのと同じ発想で、世界中から非
難されるのは必死。世界中が脱炭素しなければならない時に先進国がすべき対策ではない。
神奈川県も、C C Sの様な対策をロードマップで本命として考えるべきではない、来年度からC C Sを除いた計画に変
更すべきである。


C

　逼迫する新型コロナウイルス感染症への対応等により、
現段階では、県独自での中期目標の算定が困難であるこ
とから、暫定的に国の中期目標を踏まえて、県の目標とし
て設定しました。
　国が新たに掲げた46％削減という中期目標は、極めて
野心的なものであり、容易に達成することはできないもの
と認識していますが、本県としても、しっかり取り組んでま
いりたいと考えています。
　なお、令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定に
おいて、各種統計やデータ等を参考に、改めてこの中期
目標を検討する予定としています。
　また、再生可能エネルギーに関する目標については、国
の「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改正に伴
い、県計画に再生可能エネルギーの利用促進等に関する
施策目標の記載が義務付けられたことから、今後、国の
ガイドライン等を踏まえて検討してまいります。
　石炭火力発電の稼働・廃止については、国において判
断されるものであり、本県から国に対して発信する考えは
ありませんが、令和３年11月に開催されたＣＯＰ26での決
定文書に、「全ての国に対して、排出削減対策が講じられ
ていない石炭火力発電の逓減及び非効率な化石燃料補
助金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速すること」が
盛り込まれたことから、これに対する国の動向を注視して
まいります。
　なお、昨年度には、石炭火力発電の在り方を示すよう県
から国に対して要望しています。
　CCSに関しては、国で社会実装に不可欠な適地の開発
についての調査を実施しており、こうした動向を注視して
いきたいと考えています。
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意見
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意見の概要
反映
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9 イ

神奈川県は、人口、産業が密集し消費エネルギー多く、県内の再エネポテ
ンシャルは消費エネルギーを賄うほど多くないという地域特性がある。
　人口、産業が密集し消費エネルギー多いということは、省エネルギーの
ポテンシャルが大きいことである。
よって、重要キーワードに省エネルギーを追加または「再生可能エネル
ギー・省エネルギー」とすべきである。
また、再生可能エネルギーを県内に限定しているように見えるが、県内の
ポテンシャルは少ないので再生可能エネルギー豊富な県外地域と連携し調
達することは将来も必要となる。

B

　「かながわ脱炭素ビジョン2050」も踏まえて、2050年に向
けては、省エネルギー対策の徹底はキーワードの前提で
あり、ＤＸの技術を活用することで、作業等の自動化、効率
化を促進させ、社会全体のエネルギー消費を抑えることに
より、結果的に省エネルギー化を図ることができると考え
ています。
　再生可能エネルギーについては、第２章４「（2）「かなが
わ脱炭素ビジョン2050（案）について」（改定素案35ペー
ジ）に記載しているとおり、導入のポテンシャルに地域差
があることから、県域を越えた広域的な再生可能エネル
ギー由来の電力を活用することも一つの選択肢であるとし
ています。

10 イ

電化偏重は現行計画の効率性の高い再生可能エネルギーの熱利用に逆行す
る。神奈川県には箱根、湯河原という温泉以外あまり活用されていない地
熱もある。再生可能エネルギーの電気に偏重せず、効率性の高い太陽熱な
ど熱利用も推進すべきである。実用化されている太陽熱とのハイブリッド
利用で夏場のソーラーパネルの周囲温度を下げ、変換効率の低下を防ぐこ
とも可能である。従来から提示されてきたコージェネレーションも都市部
では有効である。

C

　熱利用について、県では、地中熱ポテンシャルマップを
公開する等の取組を行っていますが、御意見については
今後の取組の参考とさせていただきます。
　また、コージェネレーションについて、県では、導入に対
する補助を行っています。

11 ア

計画書制度には再生可能エネルギーの数量的評価がなく、スマートエネル
ギー計画には熱利用の目標なく省エネルギー対策の実効性がない。またそ
れぞれの主幹部局が異なっている。このような縦割り体制では県庁一丸と
なった効果的な対策は困難である。温暖化対策を県庁横断的に実施する部
局に統一し両制度の長所・短所を補う統一し強化した制度にすべきであ
る。似たようなことはすでに横浜市で実施済みである。

C

　いただいた御意見は、今後の参考とさせていただきま
す。なお、県の温暖化対策を進めるに当たっては、「かな
がわスマートエネルギー計画」など、関係する他部局が所
管する計画等と、連携を図ってまいります。

12 イ

神奈川県の森林吸収源の算定では、吸収源としての森林の増減、開発によ
る森林減少が反映されないとのことであった。環境省２０２１年３月改訂
の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」算定手
法編の、森林全体の炭素蓄積変化を計算する手法、森林吸収源対策を行っ
た森林の吸収のみを推計する手法の組み合わせで森林の増減状況を反映、
検証可能な数値目標にできる。県も吸収源としての森林の増減を反映でき
るように改めるべきである。

B
　改定素案では、森林全体の炭素蓄積変化を推計する手
法を採用しており、成長による蓄積量の増のほか、開発、
転用による面積減等を反映しています。
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13 イ

電気自動車等の一層の普及は、既存ガソリン車の置き換えの場合は排出削
減効果の可能性はあるが、自動車の増加は道路の拡大、自然環境の破壊を
招く。計画書制度の報告では運輸部門の排出量は増加している。ロードプ
ライシング等交通需要削減対策を強化すべきである。特に最近の宅配・
ネット通販の増加の影響分析を行うなど交通需要削減対策を検討すること
も必要。

C
 　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていた
だきます。

14 イ

「太陽光発電について重点的に普及拡大を図ることが必要です。」とされ
ているが山林への設置により土砂崩れなどの災害も生じている。山林破壊
により森林吸収源も減少している。
ソーラーパネルは建造物、道路等人工物のみへの設置とし、自然破壊を生
じさせないよう山林への設置は禁止するなどゾーニング等で規制すべきで
ある。

A

　大規模な太陽光発電の設置に伴う開発に当たっては、
土砂災害等の自然災害や、森林伐採等の自然環境への
影響等を考慮しながら、法令や条例の適切な運用により
開発行為の適正化を図っており、第２章３（2）「キ　再生可
能エネルギー等の分散型電源の導入促進」（改定案23
ページ）に記載を追加しました。

15 イ

太陽光発電への偏重を改め神奈川県に豊富な水力発電について既存発電所
の運用改善または改修による容量増、小水力などを推進した方がいい。同
期電源の水力発電は太陽光発電の非同期電源より電力系統安定化には有利
である。

E

　既存の県営水力発電所については、点検等の作業や故
障などによる発電停止時間をゼロに近づけることを重点
取組目標として運用改善に取り組んでいます。
　また、老朽化した発電設備の更新や改修に当たっては、
出力増強の可能性を調査する等を行っています。
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16 イ
太陽光発電の山林への設置は土砂崩れ等災害の原因となる恐れがある。森
林破壊は本末転倒である。山林への設置は規制すべきである。

A

　大規模な太陽光発電の設置に伴う開発に当たっては、
土砂災害等の自然災害や、森林伐採等の自然環境への
影響等を考慮しながら、法令や条例の適切な運用により
開発行為の適正化を図っており、第２章３（2）「キ　再生可
能エネルギー等の分散型電源の導入促進」（改定案23
ページ）に記載を追加しました。

17 イ

道路整備等により森林は減少し続けている。最近は山林のメガーソーラー
によっても破壊されている。
森林吸収源対策を強化すべきである。京都市では都市緑化含め間伐等吸収
源対策により吸収源増加の数値目標がある。
森林吸収源対策を強化するためには道路整備を抑制し、太陽光発電設置に
ついては規制条例を定めて山林への設置を禁止すべきである。

A

　大規模な太陽光発電の設置に伴う開発に当たっては、
土砂災害等の自然災害や、森林伐採等の自然環境への
影響等を考慮しながら、法令や条例の適切な運用により
開発行為の適正化を図っており、第２章３（2）「キ　再生可
能エネルギー等の分散型電源の導入促進」（改定案23
ページ）に記載を追加しました。
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18 イ

エネルギーの地産地消という定義のあいまいでエネルギー自給のような誤
解を招く用語の使用はやめるべきである。
神奈川県域内でエネルギー自給は不可能である。自然エネルギー豊富な県
外からの調達のほうが有効である。

B

　エネルギーの地産地消については、「かながわスマート
エネルギー計画」２（1）基本理念（６ページ）において、「で
きる限り地産地消を目指す」こととしています。
　再生可能エネルギーについては、導入のポテンシャルに
地域差があることから、県域を越えた広域的な再生可能
エネルギー由来の電力を活用することも一つの選択肢で
あるとして、第２章４「（2）「かながわ脱炭素ビジョン2050
（案）について」（改定素案35ページ）に記載しています。

19 ア

国が4月に2030年に目指すところとして、温室効果ガス46％削減、2050年に
脱炭素社会の実現を発表し、神奈川県の目標もそれに追随するものとして
している。現段階で県独自で新たな中期目標を積算するのは困難、との記
載があるが、特に2030年まではあと9年しかなく、県として46％削減は絶望
的な感じがする。様々な取り組みを進めており、それぞれに数値目標はあ
るが、それぞれが46％削減にどれほど貢献できるのかを、なるべく削減数
値レベルで示せるようにしてほしい。神奈川県では県外からの電力供給が
多いと察するが、例えばEVが増えたり、電化が進んだところで、県外から
の電力のソースがどれほど変わるのか、に依存することになる。神奈川県
だけでなく、国としての施策がどう進み、その中で県がどうするのかとい
う視点が重要だと思う。例えば、車、オフィス、家庭の電化を進め、使う
電気は他県からの再生エネ由来の電気を使う、ということでも国としてみ
ればいいのではないかと思う。

C

　令和５年度以降を目途に行う予定の計画の全面改定に
おいて、各種統計やデータ等を参考に、御意見いただきま
した取組についての削減数値を検討していきたいと考えて
います。

20 イ

今年横須賀の太陽光発電での土砂崩れが報道され、全国的にも太陽光発電
の山林設置に反対運動も起こっています。神奈川県の誘致したメガソー
ラーは県の資料によると大半が地目に山林が含まれおり、今後の災害が懸
念されます。
神奈川県は実態調査を実地して、率先して山林設置の太陽光発電の規制に
乗り出すべきです。環境アセスメント強化では規制に不十分です。メガ
ソーラー依存から脱却すべきです。

A

　大規模な太陽光発電の設置に伴う開発に当たっては、
土砂災害等の自然災害や、森林伐採等の自然環境への
影響等を考慮しながら、法令や条例の適切な運用により
開発行為の適正化を図っており、第２章３（2）「キ　再生可
能エネルギー等の分散型電源の導入促進」（改定案23
ページ）に記載を追加しました。
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21 イ
森林整備は気候変動対策だけではなく、自然環境保護にも不可欠です。水
源環境保全税及び森林環境税を活用した、吸収源対策に期待します。数値
目標を立て確実に実行することを願っています。

C

　森林整備は、様々な事業ごとに計画を立てて実行してい
るため、全体的な数値目標の設定は困難ですが、水源環
境保全税、森林環境譲与税及び一般財源を効果的に活
用し、県と市町村が協力して、着実に整備を進めてまいり
ます。

22 イ

３　中期目標の達成に向けて
（２）現状と課題
キ　再生可能エネルギー等の分散型電源の導入促進
・CO2排出量を削減するための方策として、環境負荷の少ないエネルギー供
給源として、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進するのは理
解でき、また、蓄電池との併用により、需給逼迫時に再生可能エネルギー
由来の電力を有効活用することは、CO2排出量削減に資すると考えられる。
・ただし、2050脱炭素社会の実現を目指すのであれば、ガスコージェネ
レーションシステムについて、「ガス」が「都市ガス」である場合、従来
通り温暖化に繋がるものになるため、導入を促進するのはいかがなもの
か。
　例えば、「水素コージェネレーション」といった次世代のフレーズにす
れば、地球温暖化対策に取り組む際の基本的な方針とも合致すると考えら
れるため、変更を検討願いたい。
・なお、太陽光発電設備や蓄電池等への補助金については、引き続き継続
していただきたい。

C

　国は、令和３年10月に策定した「第６次エネルギー基本
計画」において、2050年までには既存インフラへ合成メタ
ンを90％注入し、その他の手段と合わせてガスのカーボン
ニュートラル化達成を目指すとしていることから、高効率な
ガスコージェネレーションの活用も引き続き必要と考えて
います。
　太陽光発電設備や蓄電池等への補助金については、限
られた財源を優先度の高い施策に重点的に配分する必要
があることから、価格動向等も踏まえながら、補助に限定
することなく、導入促進策を検討していきます。
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23 イ

電気自動車、再生可能エネルギーの導入に伴ってリチウムイオン電池が多
用されるが、その材料のリチウム、ニッケル、コバルト等希少金属は南
米、アフリカ等で児童労働など劣悪な労働条件で採掘され人権問題になっ
ている。また採掘過程で水資源等環境破壊も生じており持続可能な生産と
は思われない。県はSDGｓを掲げているが、蓄電池の材料の採掘状況は、そ
の目標１２「つくる責任、使う責任」（持続可能な生産消費形態の確保）
に該当し、持続可能とは思えない。また目標１５「陸の豊かさ」の自然環
境も破壊する。SDGｓを掲げているのであれば、この状況に対する見解を表
明し、改善のため対処が必要である。もちろん、蓄電池だけではなく、電
化などによる銅、アルミ、レアアース等資源消費についても配慮が必要で
ある。

B

　本県の推進するＳＤＧｓの実現に向けては、気候変動
（地球温暖化対策）だけに着目するのではなく、各分野の
関連課題との相互関連性・相乗効果を重視しつつ、統合
的解決の視点をもって地球温暖化対策に取り組む必要が
あると考えており、第１章「２　地球温暖化対策に取り組む
際の基本的な方針」（改定素案８ページ）にもその旨、記載
しています。

24 ア

計画書制度は産業、業務、運輸部門の大規模事業者の温暖化対策を推進す
ることに有意義な制度ですが、最近はその効果が薄れているように思いま
す。制度では計画書と報告書を提出する義務はあっても目標設定と実施は
事業者の自主性に任され、排出増加目標も事業者の自由です。さらに強化
するためには、東京都、埼玉県のように排出量取引を導入する必要があり
ます。

C

　排出量取引については、特定の地域に導入すると、規
制の緩やかな地域に生産拠点が移転することで、その地
域の温室効果ガスが増加する可能性があり、製造業が多
い本県においては産業の空洞化を招く恐れもあるため、
全国統一で導入すべきと考えます。
　国は地球温暖化対策計画において、国内排出量取引制
度について、「引き続き、専門的・技術的に議論を進め
る。」としていますので、今後の国の動向を注視していきま
す。
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25 ア

計画書制度は産業、業務、運輸部門の大規模事業者の温暖化対策を推進す
ることに有意義な制度ですが、最近はその効果が薄れているように思いま
す。制度では計画書と報告書を提出する義務はあっても目標設定と実施は
事業者の自主性に任され、排出増加目標も事業者の自由です。さらに強化
するためには、東京都、埼玉県のように排出量取引を導入する必要があり
ます。また再生可能エネルギーについては設置の状況を報告するだけで再
生可能エネルギーによる評価が定量的にされていません。今後、エネル
ギーの定義に再生可能エネルギーも含まれることになるので再生可能エネ
ルギーの数値目標を追加するようお願いいたします。

C

　再生可能エネルギーの導入に関する数値目標やその定
量評価を計画書等の記載事項に追加することについて
は、今後の事業活動温暖化対策計画書制度の見直しの
際の参考とさせていただきます。

26 ア

新型コロナウイルス感染症からのグリーンリカバリー
新型コロナウイルス感染がピークを過ぎて、日常生活が徐々に再開され始
めましたが、経済や社会を立て直す際、忘れてならないことが他にもあり
ます。単に元通りに戻すことだけを考えていると、気候危機の回避が難し
くなるという点です。景気回復にともなう排出増の反動も強くなる恐れが
あります。地球温暖化が深刻化すれば、世界はコロナ禍と同様に重大な危
機に直面することになります。経済の再建時には、気候危機回避も念頭
に、環境に配慮した経済復興が重要です。脱化石燃料の方針を堅持し、再
生可能エネルギーへの投資を思い切って広げることです。デジタル技術の
活用などで働き方や暮らし方を低炭素型に変える――。コロナ禍からの復
興を機に気候危機対策を加速させていくことこそ、進むべき道であると考
えます。

B

　新型コロナウイルス感染症からの経済復興と、環境問題
の解決を同時に図るグリーンリカバリーの考え方は、ＳＤ
Ｇｓと軌を一にするものであり、オールかながわで取り組ん
でいくべきであることから、第１章「２　地球温暖化対策に
取り組む際の基本的な方針」（改定素案８ページ）におい
ても記載しており、その重要性を広く周知していきたいと考
えています。

27 ア
環境省の地球温暖化対策計画の基本的考え方には、環境・経済・社会を記
載しており、述べておくとよいです。

B

　第１章「２　地球温暖化対策に取り組む際の基本的な方
針」（改定素案８ページ）では、地球温暖化対策に取り組む
に当たって、環境・経済・社会の統合的な向上が必要であ
るとしており、各分野の関連課題との相互関連性・相乗効
果を重視しつつ、統合的解決の視点をもって取り組む記
載をしています。
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28 ア
新型コロナウイルス感染症からのグリーンリカバリーについても、更に加
味してほしいです。

B

　新型コロナウイルス感染症からの経済復興と、環境問題
の解決を同時に図るグリーンリカバリーの考え方は、ＳＤ
Ｇｓと軌を一にするものであり、オールかながわで取り組ん
でいくべきであることから、第１章「２　地球温暖化対策に
取り組む際の基本的な方針」（改定素案８ページ）におい
ても記載しており、その重要性を広く周知していきたいと考
えています。

29 ア
全ての主体の意識の変革、行動変容、連携の強化についても記載してくだ
さい。

B

　第１章「３　地球温暖化対策に取り組む際の基本的な方
針」（現行計画６ページから７ページ）において、「すべての
主体による取組を推進」、「各主体相互の連携・協働を促
進」に関する記載をしています。

30 ア
経済産業省のエネルギー基本計画、COP26の開催結果についても反映してほ
しいです。

A
　いただいた御意見を踏まえて、第１章１「（2）背景」（改定
案３ページから５ページ）に記載を追加しました。

31 ア

住みよい快適なまちづくりをめざして
１．神奈川県における主な課題　　　＜少子・高齢化、安心・安全、環境
保全が喫緊の課題＞
神奈川県では、(1)少子・高齢化が進行しており、(2)東日本大震災後の環
境変化を踏まえた安心・安全なまちづくり、(3)脱炭素および省エネルギー
などの環境保全が主な喫緊の課題となっている。
２．今後に取り組むべき対策　　　　＜最新技術を駆使した低炭素社会を
指向＞
前述の課題を解決するために、神奈川県においては、少子・高齢化対策と
してユニバーサルデザインの活用、安心安全なまちづくりとして防災・蓄
電システムの整備、環境保全対策として脱炭素社会の構築に今後は取り組
むべきである。
３．新たなまちづくりの提案         ＜低炭素社会づくり、スマートシ
ティの実現＞
また、環境政策としても、地球温暖化防止、省エネルギー対策及び再生可
能エネルギー導入への一層の取組みなどによる電力供給面でのピークシフ
ト/カットなどへの貢献および安定供給の確保など地産地消の自律的な新ア
ジェンダの作成を通じて、神奈川県の新たな脱炭素社会づくりは、県民の
取り組み行動を基盤として、脱炭素まちづくりに向けた複合的なスマート
シティの実現と普及・拡大をめざすことが必要である。

C
 　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていた
だきます。
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32 ア

○ ＳＤＧｓの実現に向けた取組の推進
 ＳＤＧｓの実現に向けては、環境・経済・社会の統合的な向上が必要で
す。本計画においても、地球温暖化対策だけに着目するのではなく、各分
野の関連課題との相互関連性・相乗効果を重視しつつ、統合的解決の視点
をもって取り組んでいきます。
→ＳＤＧｓの実現に向けては、環境・経済・社会の統合的な向上が必要で
す。本計画においても、気候（地球温暖化対策）だけに着目するのではな
く、エネルギー（省エネ・再エネ）やまちづくり（脱炭素・環境共生社
会）、教育（環境教育・エコスクール）、健康（ライフスタイル）、パー
トナーシップ（連携・協働）など各分野の関連課題との相互関連性・相乗
効果を重視しつつ、統合的解決の視点をもって取り組んでいきます。
　SDGｓの１７課題の中から関連する課題を具体的に記述する。

B

　現行計画においては、削減目標を達成するために、施
策を体系化した上で、部門等に分類しています。
　第２章３「（2）現状と課題」（改定素案17ページから25
ページ）では、この施策体系に基づき、各部門の現状と課
題を記載しており、関係するＳＤＧｓの持続可能な開発目
標も併せて記載しています。

33 ア
温室効果ガスの排出状況
二酸化炭素の排出のみならず、吸収、回収、蓄積など負の排出についても
相殺するのですから、削減目標を掲げて進捗状況を報告すべきです。

C

　二酸化炭素の吸収等についての技術は、現在、国等で
研究が進められていますが、コスト面の課題等もあり、社
会実装までには、もう暫く時間がかかるものと思われます
ので、社会状況を踏まえつつ、検討してまいります。

34 ア

２０３０年目標
目標設定の「考え方」が従来の丁寧な積み上げ式から、あるべき将来を起
点とした「バックキャスティング（遡り式）」に近い形に事実上、大きく
変わったため、白紙に近い状態からのスタートとなりますが、脱炭素への
世界的な潮流からするとそれもやむをえません。
今後は更に2050年のカーボンニュートラルに向けた高い目標を目指して取
り組む必要があります。
しかしながら、研究開発の成果が普及するのは2030年以降になるでしょう
から、直線的にではなく、加速していくのではないかと考えています。
従いまして、2020年代は年率２％、2030年代は年率２.５％、2040年代は年
率３％で加速的に進めていけば、2050年のカーボンニュートラルに向けた
目標は技術開発や普及拡大、費用対効果などの進展が加速度的に進んで、
実現は可能だと考えております。

C

　　「2050年脱炭素社会の実現」に向けては、県として、省
エネルギー対策や再生可能エネルギーの普及の取組を
最大限進めるとともに、国や企業の新たな技術の成果の
普及や活用等について、市町村等の様々な機関との連携
を図りながら、県が取り組むべき施策を積極的に検討して
まいります。
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35 ア
温室効果ガスの削減目標は、CO2およびその他のガスの内訳を開示すべきで
す。

A

　いただいた御意見を踏まえて、第２章２（2）「図２－４　温
室効果ガス総排出量の削減目標」（改定案14ページ）にＣ
Ｏ２及びその他のガスの内訳に関する記載を追加しまし

た。

36 ア

排出量取引制度などのカーボンプライシング
国で検討を進めている排出量取引制度などのカーボンプライシングについ
ても記載してください。
国内および県内で排出量を取引するクレジット制度についても、何らかの
定量的な目標値を掲げるべきです。

C

　排出量取引制度については、特定の地域に導入する
と、規制の緩やかな地域に事業所が移転する可能性があ
り、製造業が多い本県においては産業の空洞化を招く恐
れがあり、全国統一で導入すべきと考えます。
　国は地球温暖化対策計画において、国内排出量取引制
度について、「引き続き、専門的・技術的に議論を進め
る。」としており、また、温室効果ガスの排出削減量や吸収
量を取引するためのJ-クレジット等については、「ゼロカー
ボンシティや「地域循環共生圏」の実現を目指す地方公共
団体と連携し、需要を拡大する。」としていますので、今後
の国の動向を注視していきます。

37 ア

個々の対策に係る目標
2030年度に温室効果ガスを2013年度から46％削減する目標を明記し、エネ
ルギー起源CO2について、家庭部門で約66％削減することなどを掲げていま
す。温暖化ガス排出46%削減へ向けて各部門で深掘りした内訳が公表されま
したが、国民や自治体、企業が取り組むべき内容を部門ごとにわかりやす
く示したり、脱炭素に必要なコストも明らかにして県民の理解を得るべき
です。

C

　令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定におい
て、各主体が取り組むべき内容や脱炭素に必要なコスト
等を分かりやすく示せるよう、記載内容を工夫する等の検
討していきたいと考えています。

38 ア

目標達成のための県への期待
県内の市町村などの自治体への取り組みを支援するように、取り組み状況
を把握して共通課題を解決するなどの支援を一層行うように期待していま
す。

C
　県内外の市町村における取組の優良事例の情報収集
や、その提供等を行うことで共通課題を解決できるような
支援を行ってまいります。
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39 ア

県民への動機づけ
何らかの動機づけとインセンティブを付与するなどが必須ですので、県民
になぜ取り組む必要があるのか、どのような取り組みをすべきかをわかり
やすく理解してもらうよう丁寧に説明するようにしてください。

B

　脱炭素社会の実現に向けては、県民の皆様一人ひとり
のライフスタイルや経済・社会全体を大きく変革するため、
「かながわ脱炭素ビジョン2050」により、各主体が目指す
べき将来像を示すことで、県民の皆様のライフスタイルの
転換を促すこととし、第２章４「（1）　基本的な考え方」（改
定素案31ページ）でお示ししています。
　また、県民の皆様が脱炭素社会の実現に向けた行動の
ための動機づけやインセンティブの付与に関する具体的
な取組は、令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定
において、検討させていただきます。

40 ア

２０５０年目標
目標設定の「考え方」が従来の丁寧な積み上げ式から、あるべき将来を起
点とした「バックキャスティング（遡り式）」に近い形に事実上、大きく
変わったため、白紙に近い状態からのスタートとなりますが、脱炭素への
世界的な潮流からするとそれもやむをえません。
今後は更に2050年のカーボンニュートラルに向けた高い目標を目指して取
り組む必要があります。
しかしながら、研究開発の成果が普及するのは2030年以降になるでしょう
から、直線的にではなく、加速していくのではないかと考えています。
従いまして、2020年代は年率２％、2030年代は年率２.５％、2040年代は年
率３％で加速的に進めていけば、2050年のカーボンニュートラルに向けた
目標は技術開発や普及拡大、費用対効果などの進展が加速度的に進んで、
実現は可能だと考えております。

C

　「2050年脱炭素社会の実現」に向けては、県として、省エ
ネルギー対策や再生可能エネルギーの普及の取組を最
大限進めるとともに、国や企業の新たな技術の成果の普
及や活用等について、市町村などの様々な機関との連携
を図りながら、県が取り組むべき施策を積極的に検討して
いきます。

41 ア
温室効果ガスの削減目標は、CO2およびその他のガスの内訳を開示すべきで
す。

A

　いただいた御意見を踏まえて、第２章２（2）「図２－４　温
室効果ガス総排出量の削減目標」（改定案14ページ）にＣ
Ｏ２及びその他のガスの内訳に関する記載を追加しまし

た。
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42 ア

２０５０年目標
目標設定の「考え方」が従来の丁寧な積み上げ式から、あるべき将来を起
点とした「バックキャスティング（遡り式）」に近い形に事実上、大きく
変わったため、白紙に近い状態からのスタートとなりますが、脱炭素への
世界的な潮流からするとそれもやむをえません。
今後は更に2050年のカーボンニュートラルに向けた高い目標を目指して取
り組む必要があります。
しかしながら、研究開発の成果が普及するのは2030年以降になるでしょう
から、直線的にではなく、加速していくのではないかと考えています。
従いまして、2020年代は年率２％、2030年代は年率２.５％、2040年代は年
率３％で加速的に進めていけば、2050年のカーボンニュートラルに向けた
目標は技術開発や普及拡大、費用対効果などの進展が加速度的に進んで、
実現は可能だと考えております。

C

　「2050年脱炭素社会の実現」に向けては、県として、省エ
ネルギー対策や再生可能エネルギーの普及の取組を最
大限進めるとともに、国や企業の新たな技術の成果の普
及や活用等について、市町村などの様々な機関との連携
を図りながら、県が取り組むべき施策を積極的に検討して
いきます。

43 イ

燃料別エネルギー消費量の内訳を見ると、石油、石炭及び都市ガスといっ
た化石燃料が全体の 81％（2018（平成 30）年度（速報値））を占めてい
ることから、今後は、再生可能エネルギーの利用や、省エネルギー化の取
組を推進していくことにより、化石燃料の使用量を減らしていくことが必
要です。
→燃料別エネルギー消費量の内訳を見ると、石油、石炭及び都市ガスと
いった化石燃料が全体の 81％（2018（平成 30）年度（速報値））を占め
ていることから、今後は、再生可能エネルギーの利用や、省エネルギー化
の取組を推進していくことにより、石油、石炭火力および都市ガスなど化
石燃料（特に石炭火力発電）の使用量を減らしていくことが必要です。
 石油、石炭火力および都市ガスなど化石燃料（特に石炭火力発電）の使用
量を減らすように具体的に明記する。

B

　第２章３（2）「ア　エネルギー転換部門」（改定素案17
ページ）でお示ししているとおり、エネルギー転換部門に関
しては「化石燃料の使用量を減らしていくことが必要」であ
ると考えています。
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44 イ

電源構成
2030年には再エネが４割、水素：１割、原子力電：２割、火力発電：３割（石炭
火力なし）、2050年には再エネが６割、水素：２割、原子力電：１割、火力発
電：１割（混焼を含む）と個人的には、推測しております。
また、２０３０年時点の原子力や再生可能エネルギーなど電源別発電コストの試
算を発表されましたが、これまでは原子力の発電コストが大規模太陽光より安く
見積もられていましたが、逆転して太陽光が最も安くなりました。今回のエネル
ギーコスト評価は太陽光が原子力を逆転したことに大きな価値があると考えてい
ます。
太陽光発電が最安であるならば、昼間の電気代も安くしなければ国民は納得でき
ません。
昼間は太陽光発電および余剰電力の蓄電、夜間は水力・風力・原子力発電をベー
スロード電源にすることが得策となってきます。
従来からのピーク時の対策として、ピーシフトやピークカットについても、転換
していくことになります。
今後は、蓄熱式ボイラー、氷蓄熱システムなどについても変容してくることで
しょうが、いずれにしても、太陽光発電は自然エネルギーですので、天候など自
然の影響がないよう対処せねばなりません。
これからは、蓄電もさることながら、発電のみならず変電・送電を含めたダイナ
ミック・プライシング制度で最安値の電力を瞬時に判断して購入する高度な技術
を駆使した新しい時代が到来すると思われます。
更に、太陽光発電が最安であるならば、昼間の電気代も安くしなければ国民は納
得できません。
昼間は太陽光発電および余剰電力の蓄電、夜間は水力・風力・原子力発電をベー
スロード電源にするといった従来からの考えが基本であることは間違いありませ
ん。

B

　電力自由化後の小売事業者が定める電気料金は、事業
者の裁量で算定される費目と、法令等により算定される費
目の合計となっており、電気料金の引き下げ等に県が関
与することは困難ですが、県では再生可能エネルギー電
力の購入希望者を募り、スケールメリットを生かして価格
低減を図る共同購入促進事業を近隣都県市で連携して実
施し、再生可能エネルギー電力の価格低減を促進してお
り、第２章３（3）「イ　家庭部門」（改定素案26ページ）に位
置付けています。
　なお、再生可能エネルギー等を含めた全体の電源構成
については、国が責任をもって判断していくものと考えて
います。

45 イ

原子力発電の再構築
原子力発電は安定性のあるベースロード電源の一つとして、再エネ電力は
不安定な面があり、ピーク対策の電源構成として、双方の特徴を活かし
て、補完性のある位置付けとして、バランス良く構成すればよろしいと考
えております。
また、再エネ電力を百パーセントとするのは不可能ですので、水素が普及
するまでの過渡的な位置付けとして、原子力発電は当面の間は、現状維持
のままとして、寿命や安全性、新設の立地が困難などを総合的に考慮する
と、少しずつフェードアウトしていけばよろしいと考えております。

E
　再生可能エネルギー等を含めた全体の電源構成につい
ては、国が責任をもって判断していくものと考えています。
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46 イ

火力発電の今後の在り方
脱石炭火力へ 、欧米が再生可能エネルギーにカジを切る中、日本は対応が
後手に回り、国内の電源としても、未だ石炭火力の代替が見えない状況で
す。
COP26でも、石炭火力発電が気温上昇の最大の原因だと欧州勢から日本への
石炭火力発電所の廃止を求める声が強まってきています。「非効率石炭火
力」のフェードアウトへ向けて、発電効率目標を43％に引き上げています
が、フェードアウトではなく、速やかな全廃を前倒しで検討してほしいも
のです。古い石炭火力を2030年までに廃止か、更新かを新基準で規制強化
していくそうですが、2030年までに全廃を宣言すべき時期に来ているので
はないでしょうか。

E

　石炭火力発電の稼働・廃止については、国において判
断されるものであり、本県から国に対して発信する考えは
ありませんが、令和３年11月に開催されたＣＯＰ26での決
定文書に、「全ての国に対して、排出削減対策が講じられ
ていない石炭火力発電の逓減及び非効率な化石燃料補
助金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速すること」が
盛り込まれたことから、これに対する国の動向を注視して
いきます。
　なお、昨年度には、石炭火力発電の在り方を示すよう県
から国に対して要望しています。

47 イ

カーボンゼロ都市ガス
業務用・家庭用向けの都市ガスに再生可能エネルギーを活用したカーボン
ゼロの都市ガスを安価に提供できるように県と東京ガスなどと協調して進
めてください。

C
　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただ
きます。

48 イ

家庭部門に求められる対応
2030年度に温室効果ガスを2013年度から46％削減する目標を明記し、エネ
ルギー起源CO2について、家庭部門で約66％削減することなどを掲げまし
た。
温暖化ガス排出46%削減へ向けて各部門で深掘りした内訳が公表されました
が、国民や自治体、企業が取り組むべき内容を部門ごとにわかりやすく示
したり、脱炭素に必要なコストも明らかにして国民の理解を得るべきで
す。
県民一人一人が地球温暖化対策に取り組んでいく必要があるとして「脱炭
素型ライフスタイルへの転換」を進めることも盛り込まれていますが、個
人の意識改革や行動変容を促すため、詳細をさらに詰めてわかりやすく示
すとともに、温暖化対策の必要性を丁寧に伝えて協力を促すべきです。

C

　今回の改定に当たっては、新型コロナウイルス感染症へ
の対応等を図るため、最小限の見直しにとどめており、施
策については、現行計画の前回改定以降、新たに実施
し、継続しているものを追加しています。
　そこで、令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定に
おいて、各種統計やデータ等を参考に、改めて各主体が
取り組むべき内容等を検討していきたいと考えています。
　また、県民の皆様一人ひとりの意識や行動変容を促す
ための一つの方策として、「かながわ脱炭素ビジョン2050」
を活用し、具体的な将来像やその実現に向けた方策・効
果を周知することで、県民の皆様のライフスタイルの転換
を促してまいります。
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49 イ

ナッジ手法の活用
「ナッジ」（nudge：そっと後押しする）をはじめとした「行動科学」が、
世界中で注目を集めています。その影響もあり、日本では、特に気候変
動・省エネ分野において行動科学を活用する研究が積極的に行われていま
す。みんなが行動を変えることが、私たちのより良い未来のためになると
知っていても、ついついこれまでと同じ方を選んでしまった…ということ
が、あります。「行動を変える」のは、とても難しいことで、省エネの取
り組みも、そうした“行動の変化（行動変容）”が大きな焦点となる分野
です。ナッジを活用した啓発により、府民の省エネ行動の変容を検証する
取組みや、その結果を踏まえた啓発キャンペーンなどを実施するようにし
てください。
「ナッジ手法」を使って家庭での省エネは家電製品の買い替えが促進され
ます。国内では大阪府で既に取り組まれていますので、参考にしてくださ
い。県民が省エネ行動を促すアプローチが、具体的な効果を検証されると
さらに普及すると思われます。

B
　第２章３(3)イ「【コラム】ナッジの活用」（改定素案27ペー
ジ）として記載をしており、今後の本県が実施する施策に
ついても、ナッジの活用が必要であると考えています。

50 イ
ZEHの普及拡大
ゼロエネルギー住宅の普及拡大は必須ですので、記載しておいてくださ
い。

A
　いただいた御意見を踏まえて、第２章３（2）「エ　家庭部
門」（改定案20ページ）に記載を追加しました。

51 ウ

再生可能エネルギー
再生可能エネルギーの太陽光発電および洋上風力発電の国産化率を高めな
ければ雇用や所得の増加につながりません。
海外からの輸入品で脱炭素化をめざすのは、グリーン成長戦略とはいえま
せん。
国益にかなうようによく議論を進めてほしいものです。

E

　国では、太陽光発電については、日本が世界をリードす
る技術を有するペロブスカイト太陽電池の開発を加速化
し、他国に先んじた実用化を目指しています。
　また、洋上風力発電については、「洋上風力の産業競争
力強化に向けた官民協議会」が示した「洋上風力産業ビ
ジョン（第１次）」において、「産業界においては、国内調達
比率を2040年までに60％にする」目標を設定しており、国
産化率を高める検討を進めています。

52 イ
メタン発生の発生抑制
休耕田や湿原・沼地などからのメタン発生を抑制するために何らかの形で
対策を講じるように記載してほしいです。

C

　水田からのメタン発生の抑制については、①７月下旬～
８月上旬に水田の水を抜く中干の励行、②有機物の秋施
用（刈株を年内にすき込むことや、堆肥の施用は秋に行い
春施用を避ける）等の指導を行っています。良質米を生産
するための栽培技術であり、既に取り組んでいるため計
画には位置付けませんが、いただいた御意見は今後の取
組の参考とさせていただきます。
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53 イ

○ 環境学習・教育の推進に当たり、環境問題は時代に応じて変化していく
ことなどから、学習内容は定期的に見直し、内容の充実を図っていく必要
があります。
→環境学習・教育の推進に当たり、環境問題は時代に応じて変化していく
ことなどから、学習内容は定期的に見直し、脱炭素やSDGｓなどを取り上げ
て内容の充実を図っていく必要があります。
脱炭素やSDGｓなどを取り上げてと具体的に強調する。

A
　いただいた御意見を踏まえて、第２章３（2）「コ　地球温
暖化対策教育」（改定案25ページ）に記載を追加しました。

54 イ
エコスクールづくり
文部科学省の校舎改築に伴う脱炭素化のエコスクールづくりを県立高校の
みならず、公立・私立学校への働きかけをお願いします。

C

　地域における地球温暖化対策の更なる普及啓発を進め
るためにも、エコスクールづくりは重要であり、いただいた
御意見は、今後の施策の実施に関する参考とさせていた
だきます。

55 イ
→○排出量取引制度の導入促進
　国内排出量取引制度を環境省や他自治体と連携して導入促進する。
埼玉県のように東京都と連携して導入を検討する。

C

　排出量取引については、特定の地域に導入すると、規
制の緩やかな地域に生産拠点が移転することで、その地
域の温室効果ガスが増加する可能性があり、製造業が多
い本県においては産業の空洞化を招く恐れもあるため、
全国統一で導入すべきと考えます。
　国は地球温暖化対策計画において、国内排出量取引制
度について、「引き続き、専門的・技術的に議論を進め
る。」としていますので、今後の国の動向を注視していきま
す。

56 イ

蓄電池等の有効利用
産官学が連携して革新的な技術開発を目指すプロジェクトは有効ですが、
それだけで産業競争力が回復し、他国を大きくリードできるとは考えにく
いようです。長期化する研究開発の低迷にどう歯止めをかけるか、知恵が
求められています。
ポスト・リチウムイオン電池として期待される全固体電池の実用化競争が
始まりましたが、現行電池の生産規模で高いシェアを持つ中韓勢に対し、
技術面の先行優位を生かせるかが問われています。
また、素材の製造段階、輸送時の段階、運転時の段階、リサイクル・廃棄
の段階とLCC（全ライフサイクルでのＣＯ2排出量）を適正に評価すること
が重要となってきます。

C
 　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていた
だきます。
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57 イ

県民各層とのコミュニケーションの充実
今後は、再生エネの普及で、送配電網の強化が必要になり、燃料費が安い
石炭火力の稼働減も見込まれ、電気料金のさらなる上昇につながる要因が
多いので、県民の負担や産業界への影響が少なくなる方策をしっかりと
練ってほしいものです。
今回の地球温暖化対策計画の改定は 「数字合わせ」の色が濃く、家庭への
負担がより濃くなってきました。脱炭素を進めながら電気料金をいかに抑
えていくかが重要な課題であり、「エンドオブパイプ」の消費者側の対応
が遅れかねませんので、引き続き最善策を検討していく必要があります。

D

　電力自由化後の小売事業者が定める電気料金は、事業
者の裁量で算定される費目と、法令等により算定される費
目の合計となっており、電気料金の引き下げ等に県が関
与することは困難です。

58 イ

自動車・蓄電池産業の競争力強化
脱炭素化の柱となる産業の一つとして「自動車・蓄電池」などが挙げられます
が、施策については、ガソリン車の販売禁止といった規制的な手法よりも、購入
時の補助金制度などといった経済的な手法が有効ですので、経済的な支援制度を
手厚くする為に、予算の増加を講じて充電設備などのインフラの整備策を進めて
ほしいです。
太陽光発電、電気自動車と蓄電池の活用は、環境負荷が少なく、脱炭素社会とし
て現状でのベストな組み合わせです。4人世帯が消費する約1日分の電気に相当す
る13.5kWhを蓄電できる家庭用蓄電池ですが、価格が100万円とまだ高いので、も
う少し小容量のコンパクトタイプであれば、設置スペースも少なくて済みます。
価格的には50万円を切れば、相当に普及します。更に、補助金支援制度などがあ
れば普及が加速します。補助金制度については、購入を躊躇している差分につい
て補助すべきで今回の補助率は4分の1で、普及初期段階としてはほぼ妥当といえ
ます。EVの普及状況を勘案して、補助率は下げていけばよいと考えます。また、
既に電気自動車を保有している場合の買い替えは補助対象外としてガソリン車か
らの新規買替に限定すると更に効果的です。そして外車を対象外として、国産車
のみを対象とすべきです。
政府はＥＶの購入者に対し、現行の２倍となる最大８０万円の補助金を支給する
制度を２０２１年度に導入する方針を決めましたが、購入者への経済的な支援制
度による普及施策を更に強化する必要があると考えます。特に、自家用車および
再エネ電力由来の充電・蓄電装置向けへの補助金の大幅な増額が必要ですので、
県からも更に補助金を上乗せすべきです。
また、EVの普及に向けて、充電施設の整備やバッテリーの開発についても支援を
強化するべきです。また、充電装置については、太陽光発電設備との連携システ
ムであれば、更に補助率を上乗せして効果的な支援制度とすべきです。

E

充電設備などのインフラ整備については、国が令和３年６
月に策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成長戦略」において「公共用の急速充電器３万基を含む
充電インフラを15万基設置」という目標を掲げており、来年
度の予算において充電インフラを含めた補助の予算を増
額要求していることから今後、さらなる普及が見込まれま
す。
　また、県では、電気自動車（ＥＶ）又はプラグインハイブ
リッド自動車（ＰＨＶ）（※）の導入経費について上限20万円
を補助するとともに、ＥＶ等及び太陽光発電システムと併
せて新たにＶ２Ｈ充給電設備を導入する個人や法人の方
を対象に、Ｖ２Ｈ充給電設備の導入に必要な設備費を補
助します。このＶ２Ｈ充給電設備の導入に併せてＥＶ又はＰ
ＨＶを新規に購入される方に対して10万円の加算をしま
す。また、法人の方を対象に、急速充電設備の整備に必
要な設備費等を補助します。

※　外部給電器及びＶ２Ｈ充給電設備を経由して電力を取
り出すことができる自動車に限ります。
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59 イ

電気自動車の導入拡大
燃料電池車、電気自動車、ハイブリッド車、ガソリン車、ディーゼル車と間での比較は単
純には出来ないので、消費者に分かりやすい評価法の確立が望まれます。EVのCO2排出量削
減への貢献については、適正な評価を行うべきです。IEAがEVについて環境性能の評価方法
を検討中ですが、環境影響評価法を加味して、ライフサイクル全体でのＣＯ2排出量を比べ
るのも良いです。試算では、製造時のＣＯ2排出を自動車の価格から推測していますが、こ
のやり方だと大量生産時代に入って間もない電気自動車に不利になる可能性があります。
研究開発費などが電気自動車の価格には反映され高くなっているとも考えられるからで
す。いずれにしても、ライフサイクルでの評価が政策決定には必要です。その上で、英仏
のように思い切った転換戦略を打ち出し、技術革新による改善や問題解決を政策が誘導す
るという考え方が良いです。
電気自動車の普及策として、時間別電気料金でEVの充電時間をシフトできるかですが、低
コスト化やピークシフトに貢献するだけではなく、ＣＯ２削減効果も期待できます。ベー
スロードとなる夜間での充電は、水力発電および原子力発電を主電源としますので、ＣＯ
２排出係数が少なくなるためです。昼間での充電はピーク対策上、火力発電が主電源にな
りますので、ＣＯ２排出係数が高くなります。このように昼間と夜間によってＣＯ２排出
係数に差がありますので、夜間の充電は地球温暖化防止に寄与しますので、ダイナミッ
ク・プライシングによるＥＶ充電の実証実験を重ねて、早期の普及を期待してます。
2030年代半ばまでに、乗用車新車販売で電動車100％を実現できるよう包括的な措置を講じ
ることについて、施策の手法として、規制的手法、経済的手法、自主的手法があります
が、販売禁止などの法規制や条例などの制定による規制的手法ではなく、産業界の競争、
自発的な開発とコストダウンなどの自主的手法、市場原理などの経済合理性による経済的
手法で十分ではないかと考えます。
また、2020年代後半に自動車に温暖化ガスの排出枠取引制度を導入する検討について、
メーカーに電気自動車（EV）などの販売比率目標を設け、届かない場合は達成済み企業か
らの排出枠の購入で補わせるそうですが、排ガスの排出枠取引制度の導入に対しても政府
の行き過ぎた介入につながりかねないとの意見については、開発資金が不足する弱者に対
しての配慮であり、制度設計時に工夫すればよいです。

C
　いただいた御意見は、今後の取組の参考にさせていた
だきます。
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60 イ

電気自動車の充電・充填インフラ拡充
EVの普及はまだ本格化していないようですが、消費者が1回の充電で走行で
きる航続距離になお不安を抱いているのが一因となっています。航続距離
への不安を軽減する一つの手段は、EVの充電インフラを十分に整備するこ
とです。充電インフラの整備が進めば、EVの普及が一段と促されます。大
型のEV向け充電インフラシステムを開発して、コスト削減を実現しようと
していますが、電源は太陽光発電を活用した充電、蓄電池設備との連携シ
ステムが有効ですので、太陽光発電など再生可能エネルギーや蓄電池設備
を多く設置してほしいです。EV向け充電インフラシステムの次には、水素
が控えていますので、更に水素ステーションの整備を期待しています。

E

　充電インフラの整備については、国が令和３年６月に策
定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦
略」において「公共用の急速充電器３万基を含む充電イン
フラを15万基設置」という目標を掲げており、来年度の予
算において充電インフラを含めた補助の予算を増額要求
していることから今後、さらなる普及が見込まれます。
　県では、法人の方を対象に、急速充電設備の整備に必
要な設備費等を補助するとともに、水素ステーションの整
備については、整備する経費に対して補助しています。

61 イ

電動車の購入・利用時の支援や取り組み
ＥＶ購入者へ現在、最大４０万円の補助ですが、購入時に現行の2倍となる
最大80万円の補助金を受け取れる制度を設けるそうですが、最大１００万
円前後の欧州と比べるとまだ少なく、普及が進まない要因となっています
ので、欧州並みの手厚い補助が必要です。電動車を蓄電池代わりにして家
庭や事業所などでの太陽光発電と連携したシステムの場合には、更に補助
金額を最大１００万円に拡大するために県からも補助金を上乗せしてくだ
さい。
新制度では、電気契約を二酸化炭素（ＣＯ２）が排出される石炭などの化
石燃料で発電された電力から、太陽光や風力といった再エネによる電力に
変更することを条件としていますが、再エネ電力の電気代は、一般家庭で
通常の化石燃料由来の電力と同程度か、最大で２～３割高いので、その差
額についても補助すべきです。再エネ由来の電気でＥＶに充電すること
で、ＣＯ２排出を抑制するのが狙いですので、脱炭素社会の実現にかなり
貢献することが期待できます。

E

　　電動車の購入・利用時の支援や取組については、県で
は、電気自動車（ＥＶ）又はプラグインハイブリッド自動車
（ＰＨＶ）（※）の導入経費について上限20万円を補助する
とともに、ＥＶ等と太陽光発電システムと併せて新たにＶ２
Ｈ充給電設備を導入する個人や法人の方を対象に、Ｖ２Ｈ
充給電設備の導入に必要な設備費を補助しており、このＶ
２Ｈ充給電設備の導入に併せてＥＶ又はＰＨＶを新規に導
入される方に対して10万円の加算をします。
　県として再エネ由来電力と化石燃料由来電力の料金差
額に補助することは考えていません。

※　外部給電器及びＶ２Ｈ充給電設備を経由して電力を取
り出すことができる自動車に限ります。
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62 ア

県内市町村との連携
脱炭素社会への取組を加速させるには、県内市町村との連携は重要であ
り、各自治体ごとに実行計画を立案させ、実施状況を確認して、指導や支
援を県がサポートする必要があります。

C

　国の地球温暖化対策計画において、都道府県には「地
方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組
が困難な市町村に対し、技術的な助言や人材育成の支援
等の措置を積極的に講ずるように努める。」ことをその役
割として特に期待されており、本県においても市町村と連
携しながら取り組んでいるところです。
　また、現在、国の「地方公共団体実行計画策定・実施マ
ニュアル（区域施策編）」では、その具体的な事例として市
町村向け研修会・セミナーの開催、国の関係支援制度の
情報提供、連絡会議の開催等が挙げられており、特に計
画策定等が困難な市町村に対しては、計画策定に当たっ
て個別に相談の機会を設けることや、計画の策定、実施
に当たって活用できる情報・ツールの提供等を行うことが
期待されていることから、この内容を踏まえ、市町村への
支援等について検討していきたいと考えいます。

63 イ

水素FCトラックの導入支援
2050年の温暖化ガス排出実質ゼロを実現するにはCO2を出さない水素の活用
が不可欠です。水素を30年に主要燃料に、発電やFCV向けの燃料として利用
を増やし、普及につなげることです。日本は水素で走る燃料電池車をいち
早く実用化するなど水素技術で先進国とされてきましたが、足元では欧州
や中国が猛追してきていますので、巨額の政府資金を投じて安く水素を調
達できるインフラをつくることです。また、自動車部門については、バス
やトラックなどの大型・長距離輸送は燃料電池車が電気自動車よりも優位
に立っています。水素をFCトラック向けの燃料に加工したり、水素をアン
モニアに加工して輸出し、バスの燃料として供給するなどの事業が急速に
発展させていくことが重要です。経済性の確保に政府の支援が不可欠です
ので、水素は政府・企業のみならず県も含めて一体で競争に打ち勝ってい
かなければなりません。

C
　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただ
きます。

64 イ
太陽光発電取引制度
太陽光発電の取引P２P制度を東京都と連携して取り組んでください。

C

　Ｐ２Ｐ制度については、電力取引に関する新たな手法で
あり、再生可能エネルギーの普及や利用促進も見込める
ものですが、まだ技術の実証段階であることから、今後の
動きを注視していきます。
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65 イ

施策の実効性担保
施策を実施した結果について、実施効果、CO2排出削減量などの記載がない
ので実効性が担保されていませんので、実施する項目ごとに、実施効果、
温室効果削減量およびCO2排出削減量など概算での実施効果の予測値につい
ても記載すべきです。

C

　令和５年度以降を目途に行う予定の計画の全面改定に
おいて、各種統計やデータ等を参考に、改めて御意見の
ありました施策の実施効果等を検討していきたいと考えて
います。

66 イ
脱炭素先行地域・都市
環境省が進めている脱炭素先行地域および都市に関する事業についても県
の役割など関連性を記載してください。

C

　国の地域脱炭素ロードマップや今後の動きも踏まえて、
県としての役割等を検討し、令和５年度以降を目途に行う
予定の計画の全面改定において、記載内容を検討してま
いります。

67 イ

グリーンボンド
環境債としてのグリーンボンドは、脱炭素社会づくりの経済的な基盤とな
りますので、従来以上に太陽光発電、風力発電などへの投資事案について
の活用を積極的に取り組んでください。

C
 　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていた
だきます。

68 イ
グリーンライフポイント
環境省が来年度から実施を予定しているグリーンライフポイントについて
も県の役割など関連性を記載してください。

A

　いただいた御意見を踏まえて、第２章３（2）「エ　家庭部
門」（改定案20ページ）に記載を追加しました。
　なお、グリーンライフポイント制度における県の役割など
関連性については、令和５年度以降を目途に行う予定の
全面改定において、記載の検討をしていきたいと考えてい
ます。

69 ア

目標達成のための分野横断的な施策
従来から取り組まれている既存の施策に新しいタイプの施策を加味して複
合的に取り組む必要性が高まっていますので、あらゆる施策を総動員して
いくことが求められています。

C
　現時点においてもＳＤＧｓの視点を組み込み、様々な分
野と連携して地球温暖化対策を進めていますが、目標達
成に向けて、他分野との連携をさらに進めてまいります。

70 ア

目標達成のための分野横断的な施策
従来から取り組まれている既存の施策に新しいタイプの施策を加味して複
合的に取り組む必要性が高まっていますので、あらゆる施策を総動員して
いくことが求められています。

C
　現時点においてもＳＤＧｓの視点を組み込み、様々な分
野と連携して地球温暖化対策を進めていますが、目標達
成に向けて、他分野との連携をさらに進めてまいります。
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71 ア

自治体の宣言・表明
県内での市町村などの各自治体でのカーボンニュートラルの脱炭素表明、
ゼロカーボンシティ宣言、など状況について、県の人口当たりの表明率な
どを外部に公表して進捗させるようにしてください。

A

　いただいた御意見を踏まえて、県内市町村を含む地方
公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明
の状況について、第１章１（2）イ「（ｱ）　緩和策関係」（改定
案５ページ）に記載を追加しました。

72 ウ

外出自粛の影響
コロナ感染拡大に伴い外出自粛を強いられたことによる気候変動対策およ
び健康面についての影響（在宅でのエネルギー使用料の増加など）を評価
してください。

A
　いただいた御意見を踏まえて、第１章１（2）「ア　国際情
勢」（改定案３ページ）に記載を追加しました。

73 ウ
自治体の取組状況
県内の各自治体の温室効果ガスの排出量・目標値・削減量・進捗率などを
ベンチマーキング調査して、情報開示・公表するようにしてください。

E

　県内市町村を含む地方公共団体における地球温暖化対
策に関する取組等については、環境省のホームページ上
で外部向けに公表されています。

地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei.html

74 ウ

○電力のCO2排出量係数を除いた値での推移を併記する。
　他力ではなく、自力での排出量抑制効果を把握する。

○CO2排出量の増加要因と減少要因の要因分析結果を記載する。
環境省の環境白書と同様な分析が必要です。

B

　電力排出係数を1990年に固定した場合（電力排出係数
の影響を除いた場合）の温室効果ガス排出量の推移は既
に参考資料４（2）「図５　温室効果ガス排出量の推移」（現
行計画80ページ）に記載しています。
　また、県内のＣＯ２の排出状況の分析や各部門のＣＯ２の

排出状況の分析については、第２章１「（2）　県内のＣＯ２

の排出状況」（改定素案10ページ）及び第２章３「（2）　現
状と課題」（改定素案17ページから25ページ）に記載してい
ます。
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75 ア

多様な連携と協調
環境省のみならず、経済産業省、国土交通省などの国、９都県市、企業、
ＮＰＯ団体、県民などとの多様な連携と協調を従来以上に取り組んでくだ
さい。

B

　第１章「３　地球温暖化対策に取り組む際の基本的な方
針」（現行計画７ページ）において、地球温暖化対策に取り
組むに当たっては、各主体が相互に連携し、協働する取
組を促進することを記載しています。

76 ア
県内の自治体との連携
県内の市町村などの自治体への取り組みを支援するように、取り組み状況
を把握して共通課題を解決するなどの支援を行うように期待しています。

C

　県内自治体との連携については、県内外の市町村にお
ける取組の優良事例の情報収集や、その提供等を行うこ
とで共通課題を解決できるような支援を行ってまいりま
す。

77 ア

県民各界各層への地球温暖化防止行動の働きかけ.
県民一人一人が地球温暖化対策に取り組んでいく必要があるとして「脱炭
素型ライフスタイルへの転換」を進めることも盛り込まれていますが、個
人の意識改革や行動変容を促すため、詳細をさらに詰めてわかりやすく示
すとともに、温暖化対策の必要性を丁寧に伝えて協力を促すべきです。
また、県民へ何らかの動機づけとインセンティブを付与するなどが必須で
すので、県民になぜ取り組む必要があるのか、どのような取り組みをすべ
きかをわかりやすく説明するようにしてください。

B

　県としては、県民の皆様一人ひとりのライフスタイルや経
済・社会全体を大きく変革するため、「かながわ脱炭素ビ
ジョン2050」により、各主体が目指すべき将来像を示すこ
とで、県民の皆様のライフスタイルの転換を促すこととし、
第２章４「（1）　基本的な考え方」（改定素案31ページ）でお
示ししています。

78 ア

地球温暖化防止活動への参加
従来からの地球温暖化防止活動からカーボンニュートラルへ発想を転換し
た取り組みが求められていますので、その変化と違いを的確に認識して、
新たな発想での施策立案を期待しています。

C
　令和５年度以降を目途に行う予定の全面改定において
施策を検討する際には、御意見を踏まえ、新たな発想に
基づいた立案を図ってまいります。
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79 イ

家庭でのCO2排出量を考えてみました
一つの例として我が家のCO2排出量は、4,200kg/年、一人あたりでは1,400
kg/年･人のとなっています。この内最大の排出量は電気で5,440kwh/年の使
用量で、全体CO2排出量の割合は51％となっています。これについでCO2排
出量が多いのがガソリンで400㍑/年の消費でその割合は30％となっていま
す。残りのCO2排出量は、20%が都市ガス(8％)、暖房用灯油(5％)、水道
(6％)となっています。一方家庭用として最大削減装置はソーラーパネルに
よるもので、我が家の装置の年間発電量は、平均6,300kwh/年となってい
て、このCO2排出削減効果は、2,430kg/年となっています。
以下の削減案の実現には現時点で問題点も多いと考えられますが、下記の
気になる４項目を提案してみました。
第一に電気消費量からくるCO2排出を削減する。この手法にはまず再生可能
エネルギー発生機能機器を設置することであり、可能な限り公共の建設物
に設置をしたい。例えば上下水道や各種公共建設物には設置可能と推察さ
れるスペースがあるとみられる。まず行政より率先して削減提案を行い、
次いで民間施設や一般家庭への導入を促す。これを徹底すべきである。

C

　再生可能エネルギー設備の公共の建設物への設置に
ついては、県有施設の新築及び建て替え時には、原則と
して、太陽光発電設備を導入することとしており、引き続き
導入に取り組んでいきます。
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80 イ

家庭でのCO2排出量を考えてみました
一つの例として我が家のCO2排出量は、4,200kg/年、一人あたりでは1,400
kg/年･人のとなっています。この内最大の排出量は電気で5,440kwh/年の使
用量で、全体CO2排出量の割合は51％となっています。これについでCO2排
出量が多いのがガソリンで400㍑/年の消費でその割合は30％となっていま
す。残りのCO2排出量は、20%が都市ガス(8％)、暖房用灯油(5％)、水道
(6％)となっています。一方家庭用として最大削減装置はソーラーパネルに
よるもので、我が家の装置の年間発電量は、平均6,300kwh/年となってい
て、このCO2排出削減効果は、2,430kg/年となっています。
以下の削減案の実現には現時点で問題点も多いと考えられますが、下記の
気になる４項目を提案してみました。
第二にガソリンの消費を減少させる。とくに現状日本が誇れるHV装置技術
は優れもので、私の場合走行距離あたりの燃料消費が半分となった。また
当技術は完成した技術であり、現状からみてもそれほど導入による負荷や
コストは高くないと見られる。まだ現状一気にコストの高いEVまで進まな
くて良いのではないか。何かインセンティブ与え、現状の常用車に加えて
あまり進んでいないと見られる各種トラックやバスに導入し、徹底を図る
ことは効果的と見られる。

C

　大型のＨＶトラックや、自家用事業者に対する中・小型
HVトラック、ＨＶバス等の導入支援については、国の補助
事業があります。
　一方で、トラックやバス等のＨＶ普及に関しては市場に投
入されている車種が限定されているほか、バッテリー等の
耐久性や、維持費・システムの複雑性によるメンテナンス
への不安など、事業用車両ならではの課題もあると認識し
ています。今後もメーカーによる技術開発の状況等、市場
の動向を注視してまいります。
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81 イ

家庭でのCO2排出量を考えてみました
一つの例として我が家のCO2排出量は、4,200kg/年、一人あたりでは1,400
kg/年･人のとなっています。この内最大の排出量は電気で5,440kwh/年の使
用量で、全体CO2排出量の割合は51％となっています。これについでCO2排
出量が多いのがガソリンで400㍑/年の消費でその割合は30％となっていま
す。残りのCO2排出量は、20%が都市ガス(8％)、暖房用灯油(5％)、水道
(6％)となっています。一方家庭用として最大削減装置はソーラーパネルに
よるもので、我が家の装置の年間発電量は、平均6,300kwh/年となってい
て、このCO2排出削減効果は、2,430kg/年となっています。
以下の削減案の実現には現時点で問題点も多いと考えられますが、下記の
気になる４項目を提案してみました。
第三にHEMSの設置より各個別事業単位(家庭を含む)のエネルギー消費を常
時また瞬間的に把握することを可能にする。これは省エネの意識向上を目
指すことであるが、私の経験からして非常に効果的案であると思える。こ
の測定は毎日から年一回の測定が付属されており、これでも十分である。
補助金で各家庭への設置も考慮に値すると考える。
最後に販売店の冷蔵庫の省エネである。冷蔵庫にはそれぞれ熱交換器が付
属しており、周辺の大気と熱交換してその熱源を得ている機器が多い。こ
の機器は冬場には暖房に働くが、夏場いや年間の3/2は屋内の冷房負荷を高
めている。この放熱器を屋外に設置することや集中熱交換化することで冷
房負荷は大幅に減少すると予想される。ただし本案は、当然ながら冷蔵庫
の移動等配置変えには少しコストがかかることになる。

B

　県では、省エネルギー機器の導入の一環として、ＨＥＭＳ
の導入を促進するための普及啓発を図っており、第２章３
（3）「ウ　家庭部門の削減対策」（現行計画30ページ）に位
置付けています。
　また、家庭での電気使用量が多いエアコン又は電気冷
蔵庫について、省エネルギー性能に優れた家電への買替
の啓発を図る取組を近隣都県市と連携して実施しており、
第２章３（3）「イ　家庭部門」（改定素案26ページ）に位置付
けています。
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整理
No.

意見
分類

意見の概要
反映
区分

県の考え方

82 ア

改定素案に関する意見を述べさせていただきましたが、将来のシナリオ案
が必要であり、机上で方法論（計画のこと）いくらやっても前に進まず、
また、神奈川県様独自に進める案件でもないという意見を述べさせていた
だきました。
一つのシナリオ案として提示することになっておりましたので、また関連
で、専守防衛の将来のシナリオ案を作成しましたので、同時に提示させて
いただきます。
もし可能でしたら、両案ともにご説明の機会をいただけますと助かりま
す。
なにとぞ、よろしくお願い致します。

C
　いただいた御意見は、今後の取組の参考とさせていただ
きます。

83 ウ
改訂素案にまでたどり着きました。早速、読まねばと思っていたのに表紙
の和暦につまずいて！2050 年目標ならば、表紙も西暦表示でしょ！せめて
併記してくれなきゃ！ダメでしょ！

A
　いただいた御意見を踏まえて、表紙に西暦表示の記載
を追加しました。

84 ア

神奈川県下に２つの天然ガス基地を所有しているエネルギー供給事業者と
して、以下の３点を「神奈川県地球温暖化対策計画改訂素案」に追加記入
されることを提案いたします。
【提案１】
電化シフトが進む中、天然ガスはカーボンニュートラル社会の実現後も重
要なエネルギー源と位置付けられたこと。
【提案2】
本年6 月に国が策定した「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成
長戦略」の成長が期待される重要分野に「次世代熱エネルギー産業」が新
たに位置付けられたこと。
【提案3】
2050 年に向けた視点として、「ガスの脱炭素化」「熱の脱炭素化」の記載
がされたこと。

A
　いただいた御意見を踏まえて、第２章３（2）「キ　再生可
能エネルギー等の分散型電源の導入促進」（改定案23
ページ）にコラムを追加しました。
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