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平成２５年第３回定例会（２０１３．６．２５） 

 

○議長（森 英鷹）尾花康広議員。 

○17 番（尾花康広）登壇 おはようございます。私は、公明党福岡市議団を代表し、学校

体育館等の暑熱対策について、創エネ・省エネの促進についての２項目を質問いたします。

当局の積極的かつ前向きな答弁に期待するものであります。  

 まず、学校体育館等の暑熱対策についてです。  

 ことしも、いよいよ暑い季節が到来いたしました。節電が求められる中、熱中症発生の防

止等の暑熱対策が急がれるところです。熱中症は、高温環境下で体内の水分や塩分のバラン

スが崩れ、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、症状が重くなると命

の危険にも及びます。地域の運動行事においても、５月から９月にかけて学校体育館等で気

分が悪くなった人をよく目にいたします。  

 そこで、お尋ねいたしますが、福岡市の熱中症の救急搬送状況について、市有施設等にお

いて発生が多発している場所をお示しください。  

 福岡市は、小学校において遮熱塗料を用いた建物の断熱効果に関する調査を平成 22年度

から 24年度にかけて行っておりますが、その調査の目的と内容、そこで得られた結果を受

けて、学校施設等への遮熱塗料による建物の断熱が促進できたのか、お答えください。  

 福岡市は、緑のカーテンプロジェクトとして、市有施設における緑のカーテンの取り組み

や市民、事業者等を対象にした緑のカーテンコンテストの実施など、その普及拡大に取り組

み、今年度も緑のカーテン育て方講座や第７回全国緑のカーテンフォーラムの開催など、こ

れまで以上に家庭や事業所等での取り組みが広がるよう機運を高めていくと伺っておりま

す。その一方で、平成 24 年度の緑のカーテンの実施施設において、小学校、中学校などの

学校施設での導入が余り進んでいないように思われます。その主な理由と学校施設全体に占

める緑のカーテンの実施施設の割合、今年度の実施施設予定数についてお答えください。  

 私の住む東区の隣町である新宮町に昨年オープンしたスウェーデン進出の家具店、ＩＫＥ

Ａ福岡新宮が太陽光発電システムに加え、国内最大規模の地中熱利用システムを導入したこ

とが大変話題になっております。駐車場エリアの地中に 70本の熱交換器が設置され、地中

熱を利用する水熱源ヒートポンプを導入することで、空調設備の省エネ化が徹底して図られ

ております。  

 そこで、お尋ねいたしますが、地中熱利用システムとはどのようなものなのか、福岡市に

おいても住吉中ブロック小中連携校新設工事で、地中熱を利用したクール・ヒート・チュー

ブの採用が決定しているようですが、その設備の概要とイニシャルコスト及びランニングコ

ストをエアコンを導入した場合と比較しお答えください。また、その省エネ効果をお示しく

ださい。  

 次に、創エネ、省エネの促進についてです。  

 東日本大震災の発生から２年と３カ月が経過し、新エネルギーへの政策転換が早急に求め

られていることは、もはや論をまたないところであります。そこで踏まえて置かなければな

らない点は、地球温暖化対策としてなるだけ温室効果ガスを発生させないエネルギー政策へ
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の転換であり、そこには２つの大事な柱があると思っております。１つ目の柱は、太陽光、

風力、地中熱といった資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因

となる二酸化炭素をほとんど排出しない再生可能エネルギーの普及促進による創エネであ

り、２つ目の柱は、従来から取り組んできた省エネの徹底であります。  

 そこで、お尋ねいたしますが、福岡市基本計画の施策４の１、地球温暖化対策の推進と自

律分散型エネルギー社会の構築における現状と課題の認識及び施策の方向性をお示しくだ

さい。  

 また、指標項目として１．家庭部門における１世帯当たりのエネルギー消費量、２．業務

部門における延べ床面積１平方メートル当たりのエネルギー消費量、３．再生可能エネルギ

ーの設備導入量の現状値と 10年後の目標値をそれぞれお答えください。  

 今年度策定予定の福岡市環境・エネルギー戦略、仮称において再生可能エネルギー等の導

入目標値を示すこととされておりますが、福岡市基本計画の指標項目との調整状況、タイム

スケジュール等、いつごろまでに具体的な目標値を示されるおつもりなのか、お伺いいたし

ます。  

 早いもので、博多湾沖における九州大学の風レンズ風車等の複合洋上発電ファームの実証

実験の開始から１年が経過いたしましたが、そこで得られた知見と今後の展開についてお知

らせください。  

 今年度に予定されている市有施設の屋根を有効活用し太陽光発電を大規模化する事業に

おいて、従来の手法である市の直接工事から新しい手法である屋根貨し、リース方式に切り

かえることとされていますが、その事業の概要とメリット、また屋根貨しとリース方式との

違い、どちらを重点的に進めようとしているのか、お答えください。  

 太陽光発電については２カ所目のメガソーラーが東区の東部埋立遊休地に設置される予

定ですが、１カ所目のメガソーラーの設置経験を生かして、仕様において工夫を行った点、

特に福岡市がより多くの売電収入を得るには発電効率を上げることがとても大切です。その

点をしっかり重視しておられるのか、また、大規模災害時等の停電の際においても自立運転

が可能であることなど、災害時の電源供給対策がどのように図られているのか、お伺いいた

します。  

 また、避難所として指定されている公民館、学校施設、公共施設、公園等においても再生

可能エネルギーの導入を進めることが重要ですが、その取り組み状況、導入の際に災害時の

電源供給対策が図られているのか、お答えください。  

 再生可能エネルギーの普及に先立ち、省エネの取り組みをしっかり進めることは極めて重

要なことであります。100 キロワットの節電を行うことは、100キロワットの再生可能エネ

ルギーシステムを導入することと同等の価値を持ち、しかもはるかに低コストで済みます。

市有施設の省エネ機器の導入策として、照明機器においてリース方式によるＬＥＤ化が検討

されておりますが、市有施設照明の人感センサー、調光センサー制御などの省エネ技術の導

入状況をお答えください。また、導入した場合の省エネ効果をお示しください。  

 岡山県津山市ではＺＥＢ、ゼロ・エネルギー・ビルという取り組みが実施されているよう

ですが、その概要と、福岡市も省エネ効果をなお一層上げて創エネとも組み合せ、今後の展
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開としてＺＥＢなどの補助金の活用を図られてはいかがですか、御所見をお伺いいたします。  

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降は自席にて行います。  

   

○議長（森 英鷹） 谷山消防局長。  

○消防局長（谷山 昭） 市有施設等における熱中症による救急搬送の状況についてでござ

いますが、平成 24年中の熱中症による救急搬送者は 346人で、そのうち市有施設からの搬

送は 65 人でございます。内訳は小学校８人、中学校 11 人、高校４人、公園・競技場等 20

人、市営住宅８人、その他 14人となっております。  

 また、平成 25年につきましては、６月 20日現在で搬送人員は 26人、そのうち市有施設

は５人でございまして、小学校、中学校、公園、中央体育館、市営住宅からそれぞれ１人を

搬送いたしております。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 酒井教育長。  

○教育長（酒井龍彦） 学校体育館などの暑熱対策についてお答えをいたします。  

 まず、尾花議員お示しの調査につきましては、新技術の検討の一つとして事業者の提案に

より平成 22年度から 24年度まで西区の小学校１校の校舎屋上の一部に遮熱塗料を塗布し、

直下の教室における断熱効果を測定するために行ったものであります。この調査においては、

廊下でつながっている他の教室より温度が２度程度低くなるという結果が出ております。し

かしながら、この調査は児童がいない状態で行っており、教室の暑熱対策として考える場合

には、実際に児童が授業を受けている状態での測定が必要であるため、今年度はその直下の

１階から３階までの教室も含め、再度教室の温度調査を行うこととしております。  

 次に、学校での緑のカーテンの実施状況でございますが、平成 24年度の緑のカーテンプ

ロジェクトには、市立小中学校 214校のうち 23％に当たる 49校が参加をし、平成 25年度

は 22％に当たる 47 校が参加をしております。これはほとんどの学校の校舎が４階建てで、

アサガオなどの植物が上層階まで成長しにくいこと、最も葉の茂る８月が夏休み期間中で児

童生徒による水やりなどの手入れができにくくなることなどによるものと考えております。  

 次に、地中熱利用システムにつきましては、外気に比べて夏は冷たく、冬は暖かい地中の

熱を有効利用するもので、住吉中ブロック小中連携校の設備は、地下水の排水のために設け

た基礎空間内で外気を循環させ、体育館内部へ送り込むものでございます。  

 空調機とクール・ヒート・チューブでは導入効果に違いはございますが、単純な比較をす

れば、イニシャルコストは学校体育館への空調機設置で約１億円、クール・ヒート・チュー

ブで約 500万円となり、ランニングコストは１時間当たり空調機で約 5,000円、クール・ヒ

ート・チューブで約 500円となります。夏場には体育館の内部へ送り込む空気が１度から２

度程度低くなり、地中熱を利用するため環境に優しく、一定の省エネ効果があるというふう

に考えております。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 星子環境局長。  

○環境局長（星子明夫） 創エネ、省エネの促進についての御質問にお答えいたします。  
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 まず、福岡市基本計画の施策、４－１、地球温暖化対策の推進と自律分散型エネルギー社

会の構築についてでございますが、現状といたしましては、電気などのエネルギー消費量は

やや増加傾向にあり、家庭及び業務部門からの二酸化炭素の排出状況もほぼ同様の傾向にご

ざいます。  

 このような状況のもと、二酸化炭素の排出量削減に向けて省エネルギーの推進や再生可能

エネルギーの導入促進、及びエネルギーの効率的利用が課題となっているところでございま

す。これらの課題解決のため、市有施設等への太陽光発電の設置を初め、民間への補助制度

の再構築を行うことにより、再生可能エネルギーの積極的な導入促進を進めてまいります。  

 また、ＬＥＤ照明の活用などによる省エネを推進するとともに、情報通信技術を用いてエ

ネルギーをつくる、ためる、賢く使う自律分散型エネルギーシステムを構築するなど、今後

とも環境負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。  

 次に、指標項目でございますが、エネルギーにつきましては、国際的な単位であるジュー

ルを用いて指標を定めております。まず、家庭部門１世帯当たりのエネルギー消費量は現状

値の 30.1ギガジュール、これは福岡市の世帯当たり平均人員 2.04人が１年間に電気やガス、

灯油などのエネルギーを使う量に当たるものでございます。基本計画の目標年次である 10

年後には約 24％減の 23ギガジュールとする目標を掲げているところでございます。  

 次に、業務部門におきましては、床面積１平方メートル当たりのエネルギー消費量を現状

の年間 1.08 ギガジュールから 0.91 ギガジュールへと約 16％削減する目標を設定している

ところでございます。  

 また、再生可能エネルギーの設備導入量につきましては、２万 6,600キロワットの現状値

に対し目標値を 11万キロワットとしているところでございます。  

 次に、福岡市環境・エネルギー戦略、仮称の目標値とスケジュールについてでございます。  

 再生可能エネルギーの導入目標につきましては、ことし３月に有識者会議から基本計画を

上回る目標を含む提言をいただいております。この提言を踏まえた上で、再生可能エネルギ

ーの導入については、積極的かつスピード感を持って取り組んでまいります。福岡市環境・

エネルギー戦略、仮称につきましては、導入目標値と基本計画の指標項目との調整を図り、

今後、議会や市民の皆様からの御意見をいただきながら、本年度内に策定してまいります。  

 次に、九州大学が博多湾内で行っている浮体式海上風力発電の実証実験についてでござい

ますが、現在も引き続き実験が行われており、現段階での成果といたしましては、海上では

陸上と比べて２倍の発電量になるということ、また、風レンズ風車の羽根の材質強化を行っ

た上で実証実験を行っており、その安全性を確認しているとのことでございます。今後の展

開につきましては、九州大学において風レンズ風車を大型化した洋上風力発電の実証実験が

構想されていると聞いております。  

 次に、屋根貸しとリース方式の事業概要についてでございますが、まず屋根貸しにつきま

しては、市が民間事業者に市有施設の屋根を貸し出し、屋根を借りた事業者が太陽光発電を

設置し、発電を行い、売電収入を得るものでございます。市は、基本的に貸し出した面積分

の賃借料収入を得ることになります。メリットといたしましては、太陽光発電設備の設置、

管理に係る市の費用負担がないことが上げられます。リース方式につきましては、市がリー
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ス会社から太陽光発電設備を借り受け、みずから発電事業者となり、九電などの電気事業者

に売電し、収入を得るものでございます。メリットといたしましては、太陽光発電が大規模

な場合、より収益性を確保できることが上げられます。  

 なお、手法の選択につきましては、施設の屋根の大きさなどを考慮しながら、それぞれに

適した手法について施設を所管する関係局と協議の上、選択し、太陽光発電設備の設置を推

進してまいります。  

 次に、２カ所目のメガソーラーの設置についてでございますが、現在、事業者を公募によ

り選定しているところでございまして、仕様において工夫を行っている点、特に発電効率に

関しましては、高圧かつ高湿多湿の状態で発電能力が低下するＰＩＤ現象につきまして、そ

の対策がとられた太陽光パネルを事業者に提案してもらうなど、発電効率がより確実に維持

できるように努めております。  

 また、災害時の電源供給対策につきましては、大原メガソーラー発電所には自立運転機能

はございませんが、今回２カ所目となる東部埋立場のメガソーラーにつきましては、応募者

からの停電時における自立運転機能についての提案を評価することにいたしております。  

 次に、避難所の再生可能エネルギーの導入状況及び災害時の電源供給対策についてでござ

いますが、公民館では太陽光発電システムを 32 館に導入しており、その全てに自立運転機

能がございます。また、小中学校では太陽光発電システムを 83校に導入しておりますが、

そのうち平成 24年度に設置いたしました８校に自立運転機能があり、そのうちの１校には

蓄電池も備えております。  

 さらに、地区避難場所である、みなと 100年公園では、風レンズ風車による風力発電シス

テムを導入し、現在、発電した電気は蓄電池に蓄えられ、夜間のトイレ照明に活用しており

ます。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 重光財政局長。  

○財政局長（重光知明） 市有施設での照明の制御設備に関してお答えいたします。  

 まず、照明の人感センサー制御につきましては、人を感知して照明の点滅を自動的に行う

もので、消し忘れなどを防ぎ、節電に有効な装置であると認識しております。市有施設では

公民館のトイレや小中学校、公園の多目的トイレなど、利用時間が短い施設を対象として新

築、改修にあわせて順次整備を進めております。  

 また、人感センサー導入による省エネ効果でございますが、公民館のトイレの例で申し上

げますと、おおむね２割から３割程度の省エネ効果が生じているものと推計いたしておりま

す。  

 次に、調光センサーを用いた昼光利用制御につきましては、外部から室内に入る日射量に

応じて照明を自動的に点滅させ、節電を図る装置で、市有施設では過去に本庁舎行政棟で整

備した事例がございますが、当時、省エネ効果は確認いたしておりません。  

 次に、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルを目指す取り組みについてお答えいたします。  

 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、略してＺＥＢとは創エネ、省エネによりビルのエネル

ギー消費量が正味でゼロとなる建築物をいうもので、岡山県津山市では同市の津山すこや
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か・こどもセンターにおきまして、経済産業省のＺＥＢ実証事業の補助金を活用し、高効率

ビルマルチエアコンや人感センサー等を整備することにより、過去３年間の平均エネルギー

消費量の 25％削減を目標として取り組みを進めておられます。  

 現在、福岡市では市有施設の新築、改築や大規模修繕等の機会を捉えて、ライフサイクル

コストの縮減の観点から、創エネ、省エネの取り組みを推進しているところであり、議員お

ただしの国のＺＥＢ実証事業の補助制度につきましても、採択要件を満たすものについては

活用を検討してまいります。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 尾花康広議員。  

○17番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。  

 まず、学校体育館等の暑熱対策についてです。  

 質問に先立ち、視察調査した東京都町田市では、平成 19年８月、市立中学校の体育館で、

バスケットボール部の練習中、中２の男子生徒が熱中症で死亡した事故があり、その対策に

つながればとの思いで、平成 20年度以降、老朽化した体育館の屋根塗装工事には遮熱塗料

を使用し、室内温度上昇の抑制を図っております。  

 福岡市においても、学校体育館等の鉄板、スレート屋根の建物等で熱中症が多発し、先ほ

ど御答弁いただきましたが、遮熱塗料を用いた建物の断熱効果は、廊下がつながっている条

件にもかかわらず、屋上に遮熱塗料を塗ることによって教室内の温度を２度前後低減できる

ことが実証されたわけです。熱中症対策として、さほど経費がかからず、塗るだけで建物全

体をクールダウンすることができる遮熱塗料による建物の断熱を促進すべきだと考えます

が、御所見をお伺いいたします。  

 また、緑のカーテンの取り組みは、小中学校での緑のカーテン実施数は 47、うち学校体

育館は皆無といった状況です。今さら申し上げるまでもありませんが、緑のカーテンは日差

しを遮ることにより、窓から入る熱を抑え、室内温度を低くする効果があります。屋根の遮

熱塗料と壁面の緑のカーテンを併用すると、さらなる室内温度の低減が期待できます。限り

ある予算で熱中症対策を効果的に進めるためには、緑のカーテンプロジェクトで培った壁面

緑化のノウハウを学校体育館等の施設に取り入れることを促進してはいかがでしょうか、御

所見をお伺いいたします。  

 地中熱ヒートポンプは、再生可能エネルギーの中でも太陽光や風力と異なり、天候や地域

に左右されない安定性、空気熱利用と異なり、大気中へ排熱を出さない、省エネルギーでＣ

Ｏ２の排出量を削減できるなどのメリットを有し、ヒートアイランド現象の緩和や地球温暖

化対策への効果が今注目され始めております。また、海外では既に普及が進んでおり、国内

での認知度向上や普及促進を一層図っていく必要があります。  

 そこで、福岡市として地中熱を利用した空調システムを学校施設の体育館等へ本格的に導

入し、その認知度や普及の促進に貢献してはいかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。  

 次に、創エネ・省エネの促進についてです。  

 質問に先立ち東京ビッグサイトで開催された、スマートエネルギーWeek2013 という世界

30 カ国から 1,890 社が出展し、太陽光発電、風力発電、水素・燃料電池などの最先端技術
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について、直接触れ、技術者から説明を受け、比較検討ができる世界最大級の新エネルギー

国際見本市を視察調査してまいりました。  

 太陽光発電については、太陽電池モジュールパネルからパワーコンディショナー、施工に

至るまで、実に多種多様な仕様があり、設置場所を例に挙げれば、堅牢な建物の屋根という

固定的なイメージがありますが、カーポート、ビルの壁面、ため池等の水面、ビニールハウ

ス、バス停の上屋など、もはや建築部材の一部となっているほど技術革新が進んでおり、競

合企業も多く、設置目的、デザイン性、遮熱、コストパフォーマンス、発電量、取りつけ工

法等を多角的に検討する必要性を強く感じてまいりました。  

 髙島市長は、大原メガソーラー発電所開所式に関する本年２月５日の市長会見で、要旨の

みを申し上げますが、使っていない土地をどんどん活用してメガソーラーで税収を上げてい

く発想になるが、問題があるのは 15年というリース方式をとっているので、長期間何も使

わないというような土地が、福岡の都心にはそんなに見つからないと発言されておられます

ね。15 年間何も使わない広い土地が実はあるのです。それは水面です。海上の九州大学の

風レンズ風車等の複合洋上発電ファームが実用化されるには、もうしばらく時間がかかりそ

うですが、福岡市には水道局が所管する曲渕、背振、長谷、久原のダム４カ所と道路下水道

局が所管する治水池 61カ所と農林水産局の所管するため池 317カ所があります。当然、生

物多様性の保全にも配慮し、広さの関係もあり、全てが候補地になるわけではありませんが、

その水面を利用したメガソーラーの設置は可能であります。  

 （パネル表示）先進事例として、埼玉県桶川市では後谷調整池に設置面積約１万 2,400

平方メートル、発電出力約 1,180キロワットのメガソーラーの建設を本年４月から着工し、

まもなく７月ごろに発電が開始される予定です。水面上に設置するメリットとして、パネル

の温度が上がりにくく、発電量が上がるそうであります。賃料として年間約 400万円の収入

を見込んでいます。  

 そこで、提案させていただきますが、今年度、財政局において財産有効活用部が創設され、

行政財産の有効活用策を積極的に進めていくと伺っておりますが、福岡市として、このぐら

い大胆な施策を進めてもよいのではないでしょうか。設置場所としてダム、治水池、ため池

などの水面を検討されてはいかがですか。また、メガソーラーは発電効率が命です。発電効

率が約 30％上がると言われている太陽光自動追尾式設置架台も安価なものが出ています。

仕様に加えられてはいかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。  

 国際見本市の話に戻しますが、風力発電について、人だかりができている一角があり、中

部国際空港などにおいて施工実績のあるトルネード型発電機という経産省新連携認定事業、

ＮＥＤＯと東海大学との連携により開発されたものを見聞してまいりましたが、実に驚きま

した。揚力と抗力を使用して上下２段のブレードが双方向に回転する世界初の風車で、縦型

で設置面積をとらず、360度全方向からの風に対応でき、小スペースでも受風面積が大きく

発電効率がよい。３本の柱による頑丈なフレームで、突然の突風、落雷にも耐えられる構造

となっており、強風でも停止する必要がないので台風でも発電できる。騒音や鳥の巻き込み

が少ない上、シンプルな構造のため故障が少なくメンテナンスコストの減額が期待できる。

しかも、デザイン性が高く美しく、その上、低価格で非常用電源のコンセントも備えており、
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ハイブリット型と言われる風力発電に太陽光発電とＬＥＤ外灯を備えたものもあり、まさに

パーフェクトと言える製品。風力発電の本家本元であるデンマークのパビリオンにも足を運

び、最新式と思われるプロペラ型の風力発電機も見聞しましたが、隔世の感があり、率直に

申し上げると、それらはとても古臭く感じられました。  

 そこで、提案させていただきますが、福岡市基本計画等の数値目標を達成するためには、

もっと駐輪・駐車場、公園、公共施設の空きスペース等を活用し、こうしたコストパフォー

マンス等の高い再エネ製品を積極的に導入すべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。  

 また、滋賀県彦根市等では、太陽光パネルと附属設備を市民の出資により調達し、市が無

償で借り受け、工事費を負担して公共施設に設置しています。売電収入は出資した市民に還

元され、出資分を還元し終えた段階で太陽光パネルと附属設備を市有にし、その後の管理運

営を行う仕組みを取り入れて、地域の活力を使ってエネルギーの地産地消を目指しておられ

ます。  

 福岡市においても、再エネや省エネの導入、普及を加速させるためには、市民参加型の再

生可能エネルギーの取り組みを促進させることが重要と考えますが、御所見をお伺いいたし

ます。  

 先行的に市有施設の太陽光発電の導入策として屋根貨し方式を採用した東京都八王子市

を視察調査してまいりました。八王子市では、民間事業者への貸付期間を 20年間と定め、

対象施設を災害時の避難場所、新耐震基準で建築され、屋上の状態がよい市立小中学校 20

校とし、民間事業所の資金で太陽光発電設備を設置し、事業者による売電だけではなく、施

設みずから電力を消費できる地産地消の八王子方式を導入し、施設貸付料は太陽光発電設備

で発電された電力で、全体発電量の 10％を当該施設に供給することを想定しておりました。

しかし、公募の結果、応募したのは２社のみで、しかも落札した業者と電力会社との調整が

難航し、具体的には売電するに当たり既存設備では対応できないため変圧器の新設が必要と

なり、業者が当初予定していた費用では対応できないことから設置数は 20校中６校にとど

まるという結果で、工事着工も大幅におくれて年度を繰り越し、本年５月にやっと着工、８

月竣工を目指すというさんざんな状況でした。  

 福岡市においては、このようなことが発生しないよう、応募事業者の施工実績や施工能力

の見きわめ等、細心の注意を払うよう求めておきます。  

 以上で２回目の質問を終わります。  

   

○議長（森 英鷹） 酒井教育長。  

○教育長（酒井龍彦） 学校体育館などの暑熱対策についてお答えをいたします。  

 福岡市立の小中学校におきましては、教室の暑熱対策を検討するため、平成 24年度から

屋上散水や断熱材の敷設などを試行しておりますが、遮熱塗料の使用につきましても引き続

き試行し、効果を検証しているところであります。  

 学校の体育館につきましては、教室とは異なり、天井の高い大空間であり、また最も暑い

夏休みの期間中も利用があることなどから、教室とは異なった暑さ対策の検討が必要である

と考えております。  
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 今後とも環境負荷や財政負担なども勘案しながら、遮熱塗料の使用や緑のカーテンの設置

も含め、学校施設の暑熱対策について幅広く検討してまいります。  

 また、地中熱利用システムの学校体育館への導入につきましても、その特徴や費用対効果

について今後調査をしてまいります。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 井上水道事業管理者。  

○水道事業管理者（井上隆治） ダム水面を利用したメガソーラーの検討についてお答えい

たします。  

 水道局では再生可能エネルギーの導入に取り組んでおり、小水力発電などを積極的に導入

しております。御提案のダム水面における太陽光発電については、空間の活用策として有効

な方法と考えております。ただ一方では、ダムは調整池の立地条件とは異なり、山間部にあ

るため、台風や豪雨の際には気象状況は激変し、過去の災害時には流木等が多く流れ込み、

その後の対応に苦慮した事例も数例あっております。  

 また、ダムの水面を含む河川区域に発電設備を設置する場合、ダムの所有者の判断だけで

なく、水面を管理する河川管理者の許可が必要となり、治水上の観点が最優先に判断される

ことになります。  

 今後、ダム水面における太陽光発電につきましては、それらの課題を踏まえまして、他都

市状況の調査や河川管理者との協議を行い、総合的に検討してまいります。以上でございま

す。  

   

○議長（森 英鷹） 中野道路下水道局長。  

○道路下水道局長（中野計雄） 治水池の水面を活用したメガソーラーの設置についてお答

えいたします。  

 道路下水道局が所管する治水池は雨水の流出を抑制し、洪水を調整する機能を持つもので、

降雨時以外は水がない乾いた状態を基本としております。このうち 17カ所につきましては、

市民の皆様に緑豊かな自然環境や水辺に親しんでいただくことを目的に水をためており、水

深は１メートル程度で、水草等の植生が豊かなことであることや降雨時には急激に水位が上

昇するなどの特性がございます。このような治水池の特性を踏まえながら、メガソーラーの

設置については検討を行ってまいります。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 松本農林水産局長。  

○農林水産局長（松本友行） 農林水産局が所管する農業用ため池につきましては、平成

24 年度に農林水産局において農業用施設における再生エネルギー活用の可能性調査を実施

いたしましたが、農業用ため池が持つポテンシャルは高いという調査結果となっております。  

 なお、ため池の水面活用に当たりましては、ため池の所有者は福岡市や財産区などで、管

理は地元水利組合が行っていることから、関係者と調整が必要になります。  

 今後、太陽光パネルを水面に設置するなどの技術面での課題も踏まえまして、水面を活用

したメガソーラー設置を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。  
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○議長（森 英鷹） 星子環境局長。  

○環境局長（星子明夫） 創エネ、省エネの促進についての御質問にお答えいたします。  

 まず、太陽光発電システムの水面設置や太陽光自動追尾方式に関する御質問でございます

が、埼玉県桶川市の水面を活用した太陽光発電の事例など、新しい取り組みや新技術などに

つきましては、今後とも積極的に情報収集を行いながら、活用できる方策を関係局と協議し、

検討を進めてまいりたいと考えております。  

 次に、コストパフォーマンス等の高い再生可能エネルギー製品の積極的な導入につきまし

ては、公共スペースの有効活用を図るとともに、機器の導入事例の調査や費用対効果、安全

性などを考慮した上で有用なものについては関係局と協議しながら導入を図ってまいりま

す。  

 次に、市民参加型の再生可能エネルギーの取り組みに関する御質問でございますが、再生

可能エネルギーの普及促進のためには、市民や事業者による主体的な取り組みも重要と考え

ておりますので、その方策等について今後、調査検討してまいりたいと考えております。以

上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 尾花康広議員。  

○17番（尾花康広） ３回目の質問に入ります。  

 まず、学校体育館等の暑熱対策についてです。  

 福岡市では、複雑、多様化する環境問題と、関連する社会経済の情勢の変化に対応しなが

ら、長期的展望に立って環境都市づくりを推進するための指針として、福岡市新世代環境都

市ビジョンを本年３月に策定しておられます。この新世代というタイトルに込められた意味

が大変気になるところです。仮に髙島市長と読みかえさせていただくと、福岡市髙島市長環

境都市ビジョン、これは 2050年後の福岡市のあるべき姿を見据えた長期的なビジョンです

が、私は現在の取り組みが未来を決すると確信しております。実証結果を得て、よいものは

早急に取り組むことが必要であり、施策を組み合わせることで相乗効果も得られると思いま

す。  

 髙島市長の学校体育館等の暑熱対策についての御決意と御所見をお伺いいたします。  

 次に、創エネ、省エネの促進についてです。  

 先日、ショッキングな記事を目にいたしました。５月 13日付の日本経済新聞に、世界の

動植物、温暖化で生息域半減 食や水に影響もとの見出しで、温室効果ガスの抜本的な削減

策をとらずにこのまま地球温暖化が進むと、2080年までに世界の動物の 34％、植物の 57％

の種が生息に適した地域を半分以上失うとする予測です。一方、2016 年をピークに世界の

温室効果ガス排出量を減少に転じさせることができれば、生息域を半分以上失う種を約６割

減らせる結果となり、研究チームは厳しい対策の導入を求めているとの内容でした。このイ

ギリス、イーストアングリア大などの研究チームの予測によれば、温室効果ガス排出量を減

少に転じさせる期限まで、あと３年しか残されておりません。  

 こうした地球温暖化に起因した気候変動に対する課題認識については、現在グローバル化
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され、先ほど触れた、福岡市新世代環境都市ビジョンにおいても共有されております。  

 髙島市長は、平成 25 年度市政運営方針で、地球温暖化対策の推進と自律分散型エネルギ

ー社会の構築を目指し、エネルギー戦略を策定し、公共施設への再生可能エネルギーの積極

導入を図りますと述べられました。福岡市では、これまで再生可能エネルギーの導入に取り

組まれてきたことは一定評価しておりますが、市有施設の屋根や未利用地を活用する場合等

は、非常時に当該施設や周辺地域の自立型電源として有効利用できるようにする必要がある

と考えます。  

 そこで、提案させていただきますが、今年度、屋根を貸し出す際は、災害時や電力需給の

逼迫等による停電時に公共施設に電気を供給することを条件としてはいかがでしょうか、御

所見をお伺いいたします。  

 最後に、再エネ、省エネの促進の経済波及効果にも少し触れますが、太陽光発電システム

を例に挙げれば、太陽光パネルの反射防止コート剤や洗浄装置、遊休地を利用した際の除草

剤、発電効率を調査する評価測定器、高所作業を楽にするパネルの荷揚げ機、落書き防止や

盗難防止のためのセキュリティー装置、太陽光追尾装置や水面に設置するための架台など、

実にその産業としての裾野の広さは誰もが認めるところであります。再生可能エネルギーの

利用を促進することは、温室効果ガスの発生抑制による地球環境の保全に寄与するのみなら

ず、地域経済の活性化にもつながります。  

 国においては、成長戦略の中で多様なエネルギービジネスを実現するため、電力システム

改革に向けた動きが進んでおります。福岡市は人口 150万人を達成し、成長し続ける必要な

戦略として、私は再生可能エネルギー関連産業の育成をぜひ考えてほしいと思います。  

 髙島市長の創エネ、省エネの促進に関する御所見と御決意をお伺いし、この質問を終わり

ます。  

   

○議長（森 英鷹） 星子環境局長。  

○環境局長（星子明夫） 創エネ、省エネの促進についての御質問にお答えいたします。  

 屋根貸し事業は、今年度から取り組む事業として公募内容などについて、現在、検討して

いるところでございます。公募要件に災害等を起因とする停電時における公共への電気供給

を取り入れることにつきましては、実際に契約を行う施設を所管する関係局などと協議し、

検討を進めてまいります。以上でございます。  

   

○議長（森 英鷹） 髙島市長。  

○市長（髙島宗一郎） 福岡市は人口が 150万人突破いたしましたが、成長を続ける都市と

して質においてもすばらしい都市づくり、これの実現を目指していかなければいけない。単

にエネルギーを消費するだけではなくて、みずからもエネルギーをつくり、そしてエネルギ

ーを賢く使うと、こういうまちへと変化をしていくことが重要と考えます。  

 福岡らしい自律分散型エネルギー社会の構築を実現するために、尾花議員御指摘の御提案

も含めて、さまざまな取り組みにチャレンジをしながら、環境エネルギー分野におけるモデ

ル都市となるよう成長していきたいというふうに考えます。  
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 今回策定した政策推進プランにおいては、再生可能エネルギーなど多様なエネルギーの活

用を施策に位置づけまして、平成 25年度は福岡市で２カ所目となるメガソーラー発電の整

備に加えまして、市有施設における屋根貸し、それから集合住宅への太陽光発電アドバイザ

ーの派遣、リース方式による市有施設のＬＥＤ化などに取り組みますとともに、新たに環

境・エネルギー戦略を策定いたします。  

 今後も市が率先して再生可能エネルギーの導入ですとか省エネルギーの推進に取り組み

ますことで、市民や事業者の皆様の意識も高めていきながら、地域温暖化対策の推進と自律

分散型エネルギー社会の構築に向けて取り組んでいきたいと考えます。  

 また、学校体育館などの暑熱対策についても、環境都市づくりの視点も踏まえて、教育委

員会と協議をしながら、効果的な方策を検討してまいります。以上です。 


