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伊藤進議員 

第１標題 再生可能エネルギーに関する本市の取り組みについて 

１回目の質問 

 只今議長より許可をいただきましたので、令和 2 年 12 月定例議会におきまして、第

一標題 再生可能エネルギーに関する本市の取り組みについて 第二標題 インクル

ーシブな公園の設置について 質問をさせていただきます。 

 この機会をいただきましたことを議員各位に対しまして、心より御礼申し上げます。 

 質問に先立ちまして、いまだ猛威をふるい続けている新型コロナウイルス感染症に

より、多くの尊い人命が奪われております。お亡くなりになりました皆様のご冥福を

お祈り申し上げるとともに、感染された皆様には、一日も早い回復をお祈り申し上げ、

心よりお見舞いを申し上げます。また昼夜を問わず感染拡大防止に向けて、ご尽力を

いただいております医療従事者の皆様には、敬意と感謝を申し上げます。 

 それでは質問に移らせていただきます。第一標題 再生可能エネルギーに関する本

市の取り組みについてお尋ねいたします。 

 第９９代内閣総理大臣に就任されました菅総理は、所信表明演説におきまして、成

長戦略の柱に経済と環境を上げて、グリーン社会の実現に最大限注力することを表明

しました。２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会

の実現を宣言しました。省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限利用し

安定的なエネルギーの供給を確立すると述べています。また長年続けてきた石炭火力

発電に対する政策を抜本的に転換することも表明しました。 

 再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱発電などを利用して作るエネ

ルギーを言います。石油石炭といった化石燃料のように枯渇する心配がなく、持続的

に利用できるという利点があります。発電時に地球温暖化の要因となる二酸化炭素

CO2 を増やさないことも特徴とされています。クリーンなエネルギー資源で、自然エ

ネルギー、グリーンパワーという呼び名もあります。政府は、２０１８年度実績で１

６．９％にとどまる再生可能エネルギーの割合を２０３０年度に２２～２４％に引き

上げ、主力電源にする計画を揚げています。 

 わが国で再生可能エネルギーを先進的に進めている地域では、その土地にある自然

資源を再生可能エネルギーに活かすという「エネルギー革命」が成功し、地域に豊か

さをもたらしている実例があります。 
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 これまで石油や石炭といった海外からの化石燃料を中心とした社会で流出した額は、

２０１８年度で年間１９兆円を超える膨大な額であることが日本エネルギー経済研究

所の調査で明らかになっています。 

 一方、地域の再生可能エネルギーを中心とした新しい社会は、再エネ由来の電気に

支払われたお金は、海外に流出せず、再エネで発電して国内の地域に向かいその中を

循環します。そこには雇用が生まれ、人の流れにも変化を生み、都会に出ていった若

い人たちが地域に戻り、再生可能エネルギーを手段として、自然エネルギーを最大限

活用し持続可能な循環型社会が各地に誕生しています。 

 本市におきましても平成２８年３月に地域新エネルギービジョンの改訂版が報告書

として公表されています。まず初めにお尋ねしたいのは、再生可能エネルギーに対し

て本市がどのように調査し計画を立て、実行段階にある施策があるのかお聞かせくだ

さい。 

 以上第１標題１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 答弁に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症に感染された方及びその御家族の

皆様にお見舞い申し上げると同時に１日も早い御回復をお祈り申し上げます。また、

感染拡大により医療や経済が厳しい状況にあることから、市民の皆様を始め、多くの

方々が御苦労されておりますこととお察しいたします。感染が拡大している状況を踏

まえ、市民の皆様には３密を避ける等の予防対策の徹底をお願いしていることから、

今しばらく日常生活で御不便をおかけすることとなりますが、引き続き御理解と御協

力をお願い申し上げます。 

 それでは、伊藤進議員の再生可能エネルギーに関する本市の取組についての御質問

にお答えいたします。 

 本市では、世界的に深刻化する温室効果ガスの排出による地球温暖化を防止するた

め、平成 18 年度に地域新エネルギービジョンを策定したところであります。その後、

化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が叫ばれる中、地域の特性をいかした新エ

ネルギーの計画的な導入を図ることにより、地球温暖化対策におけるエネルギー問題

に地域レベルで貢献し、本市の豊かな自然環境を将来世代に承継していくことを目的

として平成 27 年度に本ビジョンを改定し、市民の皆様や事業所の皆様と連携し、積極
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的な再生可能エネルギーの導入に取り組んでいるところであります。 

 本ビジョンの策定につきましては、本市の気候や日照時間などの自然的条件、人口

や世帯数などの社会的条件等のデータを基に、本市に存在する新エネルギーの潜在的

な能力を定量的に算出いたしました。この算定結果に基づき、本市において実現可能

であると評価された太陽光発電やバイオマスなどの普及に取り組んでまいりました。 

 具体的には、住宅用太陽光発電システムや木質ペレットストーブなどの設備設置に

対しての補助制度を創設いたしました。現在までのそれぞれの補助件数は、住宅用太

陽光発電システムにつきましては、1,262 件、木質ペレットストーブにつきましては、

67 件であります。 

 また、市内の公共施設におきましては、市役所庁舎など 13 か所へ太陽光発電システ

ムを設置し、小中学校へ 82 台の木質バイオマスペレットストーブを設置したほか、福

祉ホール・子育て支援センターへ木質バイオマスペレットボイラーを設置いたしてお

ります。 

 現在、新たな取組として、山梨県企業局と協力し、市内の用水路などを活用した小

水力発電の導入に向けて、協議しているところであります。また、太陽光発電システ

ムと連動した住宅用蓄電池設置費への補助制度も検討しております。 

 本市といたしましては、本ビジョンに基づき、引き続き市民の皆様や事業所の皆様

と連携を深め、再生可能エネルギーの普及に確実に取り組んでまいります。さらに、

現在山梨県が研究を進めている水素エネルギーや燃料電池の活用などの新しい技術の

動向、また菅総理大臣が提唱する「グリーン社会の実現」に対する国の進め方や地方

における役割について、情報収集等行う中で、本市としての取組の新たな方向性につ

いても検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第一標題、再生可能エネルギーに関する本市の取り組みについて二回目の質問をさ

せていただきます。 

 山梨県との連携による用水路を活用した小水力発電の導入やわが国でも最先端の地

域であると長崎知事自身も自負している水素エネルギーや燃料電池の活用などに対し

て前向きなご答弁をいただきました。感謝申し上げます。また本市の公共施設におい
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て市役所庁舎など１３か所へ太陽光発電システムを設置しているとご答弁をいただき

ました。現在、本市の再生可能エネルギーの自給率は何％でしょうか。また将来的に

は再生可能エネルギーの自給率を何％にしていきたいのか具体的なプランがありまし

たらお聞かせください。 

 沖縄県宮古島市では「エコアイランド宮古島宣言２.０」を打ち出し、再生可能エネ

ルギーの地産地消を進め、エネルギー自給率を高めることで地域の環境を守り、持続

可能な社会を実現しようと取り組んでいます。宮古島市は、エネルギー自給率が２０

１６年度で２．９％しかなかったのですが、再生可能エネルギーを最大限導入するこ

とによって、２０３０年度に２２．１％にし２０５０年度には、４８．９％に高める

計画を発表しました。注目されるのが、この計画を民間企業と連携した動きとしてい

ることです。住宅の屋根に太陽光発電を設置し、さらに各戸にエコ給湯器を無料で配

布し、コンピューターで遠隔操作をすることによってエネルギーを一括管理する取り

組みや電気自動車を大量導入して動く蓄電池として利用するなど、斬新な手法が取り

入れられているとのことです。これにより天候など気象条件によって不安定になる再

生可能エネルギーを安定的に供給し、台風が直撃した際には市民生活を停電の危機か

ら救ったといいます。また宮古島市では、電気自動車を購入する際に国の補助金だけ

でなく独自に１０万円を上乗せし、島内に充電スポットを充実させ電気自動車への支

援策を拡充しているとのことです。その狙いは、電気自動車を「動く蓄電池」として

広めることにあるといいます。 

 本市においても今後、温暖化の影響で今までに経験したことのない大型台風や大地

震がもたらす災害時に広範囲が長時間停電になってしまうブラックアウトに備え、蓄

電池として有効活用できる電気自動車購入者に対して補助金を出す必要性もあるかと

考えますが、執行者の見解をお聞かせください。 

 福島県土湯温泉町では、東日本大震災の大きな揺れの影響で住民たちを苦しめた３

月１１日から三日間の大停電を教訓に地元の温泉資源を生かした地熱バイナリー発電

を立ち上げました。地熱バイナリー発電とは沸点が３６度と低いペンタンという特殊

な液体を地下からの既存の温泉熱を利用し、熱交換器を介して温め、その蒸気でター

ビンを回し発電する仕組みを言います。一般的なフラッシュ方式による地熱発電では、

発電のために新たな井戸を掘削することもあり、温泉街の源泉が枯渇してしまうので

はないかと反対の声が上がることも多いといいます。しかし土湯温泉町のバイナリー



5 
 

発電では、新たな井戸を掘ることもなく既存の温泉の熱を利用するだけなので、貴重

な温泉資源に全く影響を与えないという大きな利点があります。この地熱バイナリー

発電所からは、最大出力４４０ｋｗの発電があり、一般家庭に換算すると約９９０世

帯分を賄う発電量となります。土湯温泉町の世帯数の 4 倍以上にも上っています。開

設費用に 7 億円の資金が必要だったそうですが、国からの補助金や独立行政法人石油

天然ガス金属鉱物資源機構の融資により、開設を実現することができました。ここで

生まれた電気は、すべて固定価格買い取り制度に基づいて電力会社に売電され、年間

収入は一億円にも上り、街に大きな経済効果がもたらされるようになりました。 

 本市においても温泉スタンドの設置がありますが、平成 30 年度検査時の温度は 26

度と聞いています。工夫を凝らし地熱バイナリー発電についての調査研究の必要性を

望みますが、執行者の見解をお聞かせください。 

 以上、第１標題２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、本市の再生可能エネルギーの自給率についてでありますが、本市は山梨県の

やまなしエネルギービジョンにおける電力自給率を踏まえて、再生可能エネルギーの

普及促進を図っておりますが、電力自給率につきましては、電気事業者において市町

村別の発電量及び使用量を公開していないことから、本市の電力自給率を算出するの

は困難であります。 

 山梨県のやまなしエネルギービジョンでは、2018 年度の現況値でのクリーンエネル

ギー等による電力自給率は、56.2 パーセントであり、2020 年度目標の 51 パーセント

を上回る順調な進捗状況であり、また今後は、2030 年度目標といたしまして電力自給

率 70 パーセントを掲げております。 

 今後におきましても、山梨県の目標値を実現するための具体的な行動を富士吉田市

地域新エネルギービジョンに反映させてまいりたいと考えております。 

 次に、電気自動車購入者に対する補助金の交付についてでありますが、市内におき

ましては公共施設や民間企業など 12 か所に充電スタンドが設置されております。 

 また、山梨県は、災害時において電力不足が想定される避難所における非常用電源

として電気自動車を活用することを目的とし、民間企業と災害連携協定を締結いたし
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ました。災害時には、これらの電気自動車は、市町村へ貸与されるものと伺っており、

有効に活用してまいりたいと考えております。 

 一方で、電気自動車は、購入費、維持費などのコストパフォーマンスの観点や、１

回の充電での走行距離及び長距離移動の際の充電時間、さらに充電スタンドなどのイ

ンフラ不足等の課題から、普及には更なる技術革新やコストの低減及びインフラの整

備などが必要不可欠であると考えております。 

 したがいまして、現時点においては電気自動車購入者に対する補助金の交付につき

ましては考えておりません。先ほど答弁申し上げましたとおり、まずは、太陽光発電

システムと併せた蓄電池の補助制度の検討を進めてまいります。 

 次に、地熱バイナリー発電の調査研究についてでありますが、福島県土湯温泉町の

地熱バイナリー発電は、摂氏 139 度の温泉水を使用して発電する技術で、ペンタンの

沸点が 36.1 度であることを利用し、その蒸気でタービンを回して発電する方式です。

これに対し、本市温泉スタンドの温泉水の温度は摂氏 26 度と低いことから同様の方

式での発電は困難であると考えております。また、さらに沸点の低い物質として「ア

セトアルデヒド」もありますが、発がん性が指摘されている物質であることから、地

熱バイナリー発電には利用されておりません。 

 私は、再生可能エネルギーの推進につきましては、地域の特性をいかすことが必要

であると考えております。全国的にもまだ地熱バイナリー発電施設の数は 30 か所未

満であり、運用認可までの掘削調査等に費やされる時間が非常に長いこと、また、運

用開始後の維持開発コストにおける課題や、温度の高い温泉水が豊富に存在する地域

で進められている状況を踏まえますと、本市といたしましては、地熱バイナリー発電

の調査研究は現時点においては必要ではないと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 第一標題３回目の質問をさせていただきます。 

 やまなしエネルギービジョンによると、山梨県の再生可能エネルギーの自給率は２

０１９年度で６０．５％あり、２０３０年度にはご答弁頂いたように７０％にする目

標であるとしています。我が国の２０１８年度の再生可能エネルギー自給率１１．８％

からみますと大変優秀な数値であるといえます。電力自給率の市町村単位での公開は、



7 
 

「電気事業者において、市町村別の発電量及び使用料を公開していないことから困難

である」とご答弁をいただきました。しかしながら、先に述べました宮古島市では、

電力自給率が公開されています。現在、国内の市町村で独自の再生可能エネルギーに

力を入れている地域は多く存在します。市町村間で切磋琢磨するためにも、市町村単

位での再生可能エネルギーの自給率公開の必要性は、高まっているのではないかと私

は考えます。 

 電気自動車購入者に対する補助金の交付については、コストパフォーマンスなどの

観点から考えていないとご答弁をいただきました。今後イノベーションの向上により

コストの低減も進み、２０３０年～２０４０年にかけてガソリン車やディーゼル車の

新車販売を禁止する政策が国際的な潮流となることから、電気自動車の普及が増加す

ることになります。将来的には補助金交付についての再考をお願いいたします。 

 太陽光発電システムと併せた蓄電池の補助制度の検討を進めるとご答弁をいただき

ました。太陽光発電と夜間電力が使える蓄電システムの併用により電力自給率１０

０％の住宅も建築されています。しかし大容量の蓄電池は 10 年以内の買い替えも考

慮しなければならないことから敬遠する家庭も多いといわれています。太陽光発電の

累積導入量は年々増加しております。太陽光発電で作った電力は積極的に使い、各家

庭での電力自給率アップにつながるよう補助金制度の進捗に期待します。 

 地熱バイナリー発電に関することは、本市では実現性に欠けるとご答弁をいただき

ました。様々な障壁があることを理解いたしました。 

 再生可能エネルギーの推進について、「地域の特性をいかすことが必要であると考

えている」とご答弁をいただきました。わが国では地域の特性をいかし再生可能エネ

ルギーによって、どこの自治体も抱えている人口減少や地域の活性化に役立てている

自治体は、先に述べた自治体のほかにも多く存在しております。豊かな水の小水力発

電で若い世代が移住してくる地域になった岐阜県石徹白集落、捨てられていた木材を

莫大なお金に換えたバイオマス発電所のある岡山県真庭市、地元の天然ガスを利用し、

分散型のエネルギーで、昨年の台風 15 号の停電から早期に復旧した千葉県睦沢町な

どです。市長の考える地域の特性をいかした再生可能エネルギーにつきまして、具体

的なプランがありましたらお聞かせください。 

 以上、第一標題３回目の質問とさせていただきます。 
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３回目の市長答弁 

 伊藤議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 地域の特性をいかした再生可能エネルギーの具体的プランについてでありますが、

先ほど答弁申し上げましたとおり、日照時間の長さをいかした太陽光発電、また、多

くの森林資源や生産拠点を活用した木質バイオマスペレットストーブ及び木質バイオ

マスペレットボイラーなどの更なる普及に取り組んでまいります。 

 今後におきましても、新たな取組としての小水力発電の導入、住宅用蓄電池設置費

への補助制度の実現に向けて検討するとともに、本市の地域特性をいかすことのでき

る新たなエネルギー技術が開発された場合につきましては、導入に向けて積極的に調

査研究してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題 インクルーシブな公園の設置について 

１回目の質問 

 第２標題 インクルーシブな公園の設置についておたずねいたします。 

 公園の持つ役割は、市民の暮らしに様々な効果をもたらしてくれるといわれており

ます。公園を利用しながら休養や休息をして、くつろげる場所となり、環境教育や文

化活動など、様々な活動に開かれた公共空間としての役割もあります。またスポーツ、

運動、遊びを通じて子供の健全な育成、市民の健康づくりの場にもなります。 

 本市では、昭和３５年４月に月江寺公園に郡内では初となる児童遊園地が開園し、

園内には飛行塔、観覧車、豆自動車、子供電車、回転ボート、木馬などの遊具が備え

られ、子供たちの遊びの場として魅了してくれました。また夏には、月江寺公園の池

には豊富な富士山湧水が満たされ、ボートの貸し出しもあり、市民の憩いの場として

賑わっていました。私も子供のころ、この公園に友人や家族と訪れ楽しいひと時を過

ごしたことを今でも鮮明に記憶しております。しかし今では、隔世の感を禁じ得ませ

ん。 

 さてこのように子供たちの心の健康や友人家族とのコミュニケーションづくりに役

立つ公園でありますが、本市にいくつか点在している都市公園は、現在遊具などどの

ように整備され維持管理されているのかお聞かせください。 

 また本市の都市計画マスタープランの公園緑地の整備方針を見ますと「市民の憩い
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の空間、身近な緑の空間となる住区基幹公園については、利用圏域に配慮しながら、

新市街地の整備や建築物の更新等に合わせて体系的に配置整備をする」とあります。

市民の皆様には、特別な配慮が必要な方、いわゆるスペシャルニーズを抱えている方

もいらっしゃいます。このような方に対して、憩いの空間を与える対応をどの様にと

っているのかお聞かせください。 

 現在、障がいのある人ない人、体力の優劣、年齢などの違いにかかわらず、だれで

も楽しめる遊具がある遊び場「インクルーシブな公園」が東京都をはじめとして、各

地で増えています。インクルーシブとは、すべての人が分け隔てなく使えることの意

味を表しています。設置遊具すべてがユニバーサルデザインに配慮され、わが国での

公園への考え方が大きく変わろうとしています。インクルーシブな公園の設置に関す

る執行者の考えをお聞かせください。 

 以上第２標題、１回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 インクルーシブな公園の設置についての御質問にお答えいたします。 

 まず、本市の公園に設置されている遊具などの維持管理についてでありますが、本

市では、子どもから高齢者までがスポーツや運動、散歩などを楽しめる、豊かな自然

をいかした富士パインズパークや富士散策公園を整備しており、また、街中には、ひ

と時の憩いをもたらすために、まちかど公園等を設置しております。伊藤議員御発言

のとおり、公園は市民に潤いや彩りのある生活をもたらす憩いの空間であり、遊具は

子どもたちに楽しい遊びを提供するものであると認識しております。 

 こうしたことから、公園を安全に利用していただくため、１週間に３回、職員が公

園の巡回を行い、遊具等の不具合チェックを目視により行うとともに、１年に１回、

遊具の安全点検を専門業者に委託し、安全対策を行っている状況であります。 

 また、公園施設につきましては、安全柵や手すり及びスロープの設置、老朽化した

遊具の撤去、公衆用トイレの改修や新設などを行い、子どもや高齢者、また、特別な

配慮が必要な方など、公園を利用される全ての方々の利便性を向上させるため、都市

公園施設長寿命化計画等に基づき適時適切な維持管理に努めているところであります。 

 次に、インクルーシブな公園の設置についてでありますが、インクルーシブな公園

とは、障害者や高齢者、また、子どもたち等公園利用者一人一人の個人差などに配慮
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したユニバーサルデザインの考えのもと、子どもたちが共に遊べる公園であると認識

しております。 

 全国に先駆け、東京都の一部の公園では、このような考え方を取り入れた遊具等の

導入や園地整備が行われており、大切な取組であると認識しております。本市といた

しましても、障害者も健常者も共に等しく生きる社会の実現に向け取り組んでいるこ

とから、これら先進自治体の取組事例なども調査、研究してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 第２標題 インクルーシブな公園の設置について２回目の質問をさせていただきま

す。 

 インクルーシブな公園の設置について、本市のユニバーサルデザインの考えのもと

調査研究をしていただけるとご答弁をいただきました。一日も早い設置の実現に向け

て関係各位のご尽力をよろしくお願いいたします。 

 コンプリートな形でのインクルーシブな公園の設置には長期の準備期間がかかると

考えられます。２００６年にバリアフリー法が施行されて以降、公園にも多機能トイ

レなどのユニバーサルデザインが取り入れられるようになりましたが、市内のほとん

どの公園は、特別な配慮が必要な方、いわゆるスペシャルニーズを抱えていらっしゃ

る方が使える遊具はほとんどないものと考えます。インクルーシブな公園の設置の前

段階としてユニバーサルデザインに配慮した遊具の設置を既存の公園にお願いしたい

と考えます。例えば、車いすや歩行器のままで遊べる砂場の工夫、体を支える力が弱

い子や多様な人が一緒に楽しめるベンチや手すりのついた回転遊具。地面との境界に

段差がなく車いすや歩行器のままトップデッキまで上がることができる複合遊具。背

もたれと安全バーで体をしっかりと支えることができるブランコ。騒がしい環境が苦

手な子供や興奮を落ち着かせたい子供の活用できるシェルター遊具。視覚に障害のあ

る子供でも遊べる仕掛けをつけた迷路、等です。こういった遊具を設置することによ

り、だれもが歓迎される公園、多様な子供がいきいきと遊べる公園となります。こう

いった公園があることで子供たちは、お互いを尊重し支えあう社会の大切さを学ぶこ

とができると考えます。子供たちの未来のために遊び場の環境を整えることが、必要

であると考えます。執行者の見解をお聞かせください。 
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 以上、第２標題２回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 伊藤議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 完全な形でのインクルーシブな公園の設置についてでありますが、伊藤議員御発言

のとおり、先進自治体の例を見ても長期の準備期間を要するものであると認識してお

ります。 

 また、多様な子どもが遊ぶことができるユニバーサルデザインに配慮した遊具等の

設置につきましては、行政が特別な配慮が必要な方々へ心を配るのは当然のことであ

ります。 

 しかしながら、伊藤議員が例示されたとおり、ユニバーサルデザインに配慮した遊

具につきましても様々な種類がございます。また、設置に際しましては、利用される

方々の対象及び遊具の形態、さらには公園の立地状況等も踏まえた多角的な視点が必

要であると考えられることから、先進自治体の事例なども参考として調査研究してま

いります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回、私が質問をさせていただいたのは、2030 年に向けて世界が合意した「持続可

能な開発目標」ＳＤＧｓの項目３．すべての人に健康と福祉を 及び項目７．エネル

ギーをみんなにそしてクリーンに に関することでした。再生可能エネルギーの普及

やインクルーシブな社会の実現は、喫緊の課題であると考えます。 

 今後も議員として研鑽を積み、市民の声を市政に届ける活動を行って参ります。 

 ご清聴有難うございました。 


