
平成 27 年第 1回定例会	 経済活性化・産業振興特別委員会	 

平成 27 年 3 月 4 日	 

佐々木委員	 

	 先ほどの質疑にもあり、少し気になることなので最初に質問させていただき

ます。発送電の分離化が、昨日、閣議決定して、自由化によって料金が下がっ

ていくだろうということだと思うのですが、ガスも 2017 年に小売自由化して、

2022 年に大手３社で別会社化に、導管がなります。2016 年から小売が自由化す

るということで、2020 年に送電の方が別会社化するということでよいと思うの

ですが、先ほど、前向きなお話ばかりあったのですが、心配なのは小売が出て

きたときには、契約条件などをきちんと説明しないで、パネルのときと同じよ

うな状況にならないようにしてほしいのです。広がるからよいと地域エネルギ

ー課長がおっしゃっていて、それはそれで間違いではないのですが、パネルの

ときには素人が工事して、屋根に穴を開けてしまったり、水漏れしたりとか、

そんな話も実際あったものですから、政府は電力もガスも監視委員会をつくっ

て、条件とかをきちんと説明しないところには勧告すると書いてあるので、県

もそのようなものをきちんとつくった方がよいと思います。良いことばかり言

っていると失敗すると思う。小売事業は自由化になって良い、競争力があって

良いのだけど、その価格の低下の期待で売ってしまうだけだと、県民に迷惑が

かかってしまうかもしれないので、パネルのときの教訓を踏まえて、しっかり

とそういう小売業者の参入については、監視するシステムを少し持っていない

と、国だけにやらせて協力というわけにもいかないのではないかと思うのです

が、どうでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 委員御指摘のとおり、小規模な新電力が入ってくると、実はそこでは電力の

同時同量というような原則が達成できなくて、電気の品質が落ちてしまうので

はないかとか、最悪、そういうところばかり増えてしまうと、なかなか停電で

すとか、電気の供給に支障が出るのではないかという話もあります。そういっ

たことを解決するために、広域系統運用機関の中で計画を取りまとめて、同時

同量に支障がないようにですとか、そういったことも国の方では検討されてい

るようです。今、現段階で県として独自の監視の体制を取るとか、そういった

ことを検討しているわけではありませんが、国としてどういったことをやられ

ていくのかということも注視しながら、私どもとしても考えてまいりたいと思

います。	 

佐々木委員	 

	 その辺りは、セーフティネットとして県がしっかり行っていくべきだと私は

思います。国が行う対応というのがどういうことなのかというのを見据えてや

るというのは、確かにそうかもしれないのですが、これをやるというスタンス

を持っていないと、いろいろなところに波及したときに収拾が付かなくなって

しまうから、最初から県は、そういうところはしっかり監視していくというこ

とを、最初から言った方が私はよいと思うのですが、どうでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 現段階では、県がどのような立ち位置になるのかというのも、方針を決めて



いるわけではありませんので、今後検討してまいりたいと思います。	 

佐々木委員	 

	 多分、この閣議決定の自由化によって、県の施策も少しずつ変わってくるの

だなと思うのです。ですから、今、いろいろな事業を行っていますが、この自

由化、別会社化に電力もガスもなったときに、これから県のエネルギー政策、

計画など、どのように変わっていくのだろうというアバウトな話ですが、イメ

ージでもよいので、何か浮かんだら教えていただけますでしょうか。	 

エネルギー担当局長	 

	 発送電分離の話は、日下委員からお話のあったとおり、我々もバラ色だけだ

とは思っておりません。ドイツも御案内のとおり自由化されましたが、かえっ

て寡占化が進んだというような形で、先ほど委員からもお話のあったように、

いろいろなサービスを抱え込みしていきますから、今、一生懸命行っているよ

うに、スマホとセットでというようなことも、どんどん広がっていく。そうす

ると、必ずしも自由にならない部分もあるし、かえってそれが自由になってい

くと、いろいろな異業種が入ってくる、トラブルも生じてくる、こういった両

面の要素があると我々も思っております。ただ、我々エネルギーのスタンスか

らしますと、もちろんそういった点、国と連携しながら対処しなければいけな

い部分もあるのですが、地域で地産地消のエネルギーをこれから進めていく、

そうすると先ほどのような地域での電力会社を育てていく、これは一つの方向

だと思っております。そういったところと連携もしながら、地域での再生可能

エネルギーの導入を促進し、地域で効率的に進めていく、そういった取組につ

いて県としても支援していきたいと考えております。	 

佐々木委員	 

	 全てのエネルギーをどこから買うのかと選べるということは、非常に消費者

にとっては大きなメリットがあると思うのですが、例えば、そういった良い面

と悪い面と両方、役所としては見ていった方がよいと思ったものですから、そ

の辺りだけ要望させていただきたいと思います。	 

	 次に、複数住宅の屋根貸しに興味があるので、少しお話をさせていただきた

いと思います。まとめて売電する複数住宅というのは、すごく良いと思って、

スマート化などはこの先駆けみたいな、コンパクトシティーの先駆けで、何と

なく良い感じのイメージがあるのですが、この複数住宅の屋根貸し太陽光発電

とは、どのようなものなのかを確認の意味で最初に伺います。	 

地域エネルギー課長	 

	 固定価格買取制度では、一般の戸建て住宅に設置される発電出力が 10 キロワ

ット未満の設備というものは、自家消費して、余った電力を買い取っていただ

く余剰買取が適用されており、10 キロワット以上になりますと、全量買取が適

用されます。そこで、固定価格買取制度の開始に当たり、戸建て住宅であって

も、屋根貸しで複数の住宅に設置される発電設備をまとめて 10 キロワット以上

の発電出力を確保した場合には、全量買取を適用してくださいということを本

県が国に対して要請した結果、これが認められました。この仕組みを使えば、

１戸１戸では 10 年間の余剰売電にしかならない住宅用太陽光発電に 20 年間の

全量売電を適用できますので、収益性が向上するものと考えております。これ



が、複数住宅の屋根貸しです。	 

佐々木委員	 

	 場所は、先ほど質問のあった綾瀬市早川城山地区、ＨＥＭＳを活用した生活

支援サービスと言われているものと同じ場所になっていますが、どちらが先に

選ばれて、どちらがマッチングしたのかは分かりませんが、この選定された地

域は、どのように選定されたのでしょうか。	 

地域エネルギー課長	 

	 やはり、地域の公募をしております。その条件として、太陽光パネルを載せ

ますので、新耐震基準が適用された住宅が 1,000 戸以上集積していること、そ

れから、住民説明会の開催や意向調査について、住民や自治会の協力が得られ

ることという条件で県内全域で公募をしたところ、問い合わせは数件あったの

ですが、最終的に手を挙げられたのが綾瀬市のみでした。あとは、条件と突合

して合致をしておりましたので、綾瀬市の早川城山地域を選考しました。	 

佐々木委員	 

	 それにあわせて、先ほどスマートエネルギー課長がお答えになった地域の特

性とか、スマート化形成というところになったわけでしょうか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 公募は別に行って、綾瀬市の方が同じエリアでということで手を挙げていた

だいたという状況です。	 

佐々木委員	 

	 どちらにしても、モデル的に行っていくのは大事だと思いますので、よくそ

の経緯を見守りたい、成功していくところを他にもできるように進めて、絶対

に成功させたいと思っています。是非、よろしくお願いしたいと思います。	 

	 それから、工事業者の(株)横浜環境デザインのビジネスモデルの選考はどう

いった内容なのか、確認したいと思います。	 

地域エネルギー課長	 

	 (株)横浜環境デザインのビジネスモデルですが、賃料等の条件を三つのパタ

ーンの中から選択できるという御提案がありました。パターン１は、契約締結

時にまず一時金を受け取ります。それから、13 年目から売電料の６割を受け取

るという内容がパターン１です。パターン２は、契約締結時にむしろ住宅の所

有者に一部負担金を払っていただいて、以降、発電事業の全期間を通じて１年

目から売電料の４割を受け取るという内容がパターン２です。パターン３は、

所有者が何も払わずに、14 年目から全て売電料の全額を受け取るといったパタ

ーンでして、メリットとしては、80 万円から 95 万円程度、しかも途中の雨漏り

ですとか、撤去ですとか、こういったリスクは全て事業者が負うというような

提案でした。	 

佐々木委員	 

	 優れた点がどういうところにあったのか、その辺りについて教えてください。	 

地域エネルギー課長	 

	 複数のパターンの中から、一番最初からお金を受け取りたいのか、あとでま

とめてお金を受け取りたいのかというようなことを選べること。それから、太

陽光パネルを載せるときは、雨漏りするのではないかとかの不安がどうしても



前面に立ちます。雨漏りについては、基本的にその事業者が、全て雨漏りした

ら自分たちで直しますと言い切っていること。それから、非常用電源としてそ

の太陽光発電の電力を使える。また、20 年間の期間が終わりましたら、無償で

その太陽光発電設備を頂けます。そして、撤去してほしい場合は無償で撤去し

ますといったことで、非常に設置者に有利な内容になっていたと考えておりま

す。	 

佐々木委員	 

	 ３回くらいの説明会を地元住民に対して行っているとのことなのですが、そ

のビジネスモデルについて、初めて聞くような人もいたのではないかと思いま

すが、どんな反応だったのでしょうか。それが、神奈川県にこれから導入して

いく上で非常に大事な県民の皆様の素直な感覚だと思うので、どのような質問

があったのかお伺いします。	 

地域エネルギー課長	 

	 説明会では、県の政策ですとか、プランの内容を説明して、その際に出てき

た質問としては、雨漏りが発生した場合に修繕してくれるのか。契約期間満了

後に無償譲渡を受けた場合に、自分の家で使えるように配線を変えてくれるの

か。設置後の屋根の防水の塗装はどうするのか。非常用電源として利用するコ

ンセントは住宅内に設置してもらえるのか。設置する太陽光発電設備の出力に

何か制限はあるのか。設置工事にどのくらいの期間を使うのかといった現実的、

前向きに考えているような内容の御質問が多かったです。	 

佐々木委員	 

	 28 名ということで、ビジネスモデルとして成り立っているのか、今後の展望

についてお聞かせください。	 

地域エネルギー課長	 

	 今回のモデル事業では、60 名の方から設置の御希望を頂きまして、実はこの

中で設置容量が２キロワット未満にしかならない小さい方はあきらめていただ

いて、最終的に残った 30 名の方と、ほぼ全員に契約をしていただいたという状

況です。このように、非常に魅力あるプランができたと考えており、これを他

の地域にも展開するため、補助金を使わない、新たな屋根貸しプランというも

のを委員会資料２ページのｂにも書いてありますように、マッチング事業とし

て展開をしたところであります。このマッチング事業については、モデル事業

が終わって 12 月から始めましたので、期間も短く、しかもこの間に固定価格買

取制度のごたごたもありまして、なかなか成立には至らなかったのですが、こ

の仕組みについて分かりやすく説明して、十分なインセンティブのあるプラン

が掲示できれば、今後の普及は期待できると思っております。今後、マッチン

グ事業を進めるに当たっては、今回、住民説明会においていろいろ御質問のあ

った事項とか、そういったものを丁寧に説明し、制度上の不安の払拭を図るよ

うな広報とかＰＲに努めてまいるとともに、民間事業者とも連携して、普及促

進を図ってまいりたいと考えております。	 

佐々木委員	 

	 要望ですが、ビジネスモデルとして非常に良いなと思っているのですが、こ

の複数住宅の屋根貸しについては、どんどん成功させて広めていただきたいと



思いますので、必ず成功させるという決意で普及を図っていただきたいと思い

ます。	 

	 最後に、私も興味があるので、委員会資料 13 ページのＥＭＳを利用したサー

ビスについて、生活者側のニーズを考えると、やはりビジネス化というのが非

常に期待されていると思う。企業側は、どのようにビジネス化について考えて

いるのか興味があるところですが、この事業について企業がどう見ているのか、

聞いてみたいと思います。まず、平成 26 年６月で報告されているビジネスモデ

ルというのは、再公募になっているのですが、企業のニーズがなかったのか、

お伺いします。	 

スマートエネルギー課長	 

	 ６月の報告の段階では、確かに再公募という形になったのですが、当初３月

に事業者説明会を行ったときは９者も参加がありまして、非常に関心度の高さ

が伺えました。それから、最初の公募の段階で正確には１者応募いただいたの

ですが、残念ながらそこはＨＥＭＳの規格が合わなくて御辞退いただいたとい

うようなことで、結果的に再公募という形になりました。この間に、再公募を

行う前に、我々は説明会参加企業を中心に幾つかの企業を回ってお話を聞かせ

ていただいたのですが、やはりＨＥＭＳの普及については、エネルギーの見え

る化だけではなく、こういった具体的なサービスを付けて初めて本格的に普及

していくという見方は、ほぼ皆様同じような見方をされていたというのが実情

ですので、それから、なぜ手が挙がらなかったのかということについては、や

はり社内的な優先度の話であるとか、タイミングの問題であるとか、具体的に

この公募日程では間に合わないというような声もありました。なかなかその辺

りの難しさはあったものの、非常に関心度の高さという意味では、我々も意を

強くしたところがありましたので、再公募させていただいて、結果的にはこの

２者と言いますか、１者と１グループに行っていただきました。このような状

況になっており、価値が非常に高いと理解しているところであります。	 

佐々木委員	 

	 住宅市場でも多世帯住宅だとか、高齢者と一緒に住むとか、一人暮らしで遠

くに家族が住んでいるとか、いろいろなパターンがあると思うのですが、こう

いうマッチングというか、こういうものを生活支援サービスを含めたものとい

うのは、必ず需要が出てくるはずと思うのです。そういう意味で、企業の参入

というのは、どういう業種の人が来たのでしょうか。	 

スマートエネルギー課長	 

	 私どもの方でお話を伺っただけでも、そもそものＨＥＭＳをつくっている家

電メーカーはもちろんですが、通信の関係がありますので、インターネットの

関係で通信事業者、そしてこれはシステム化しますので、ソフトウエアの関係

の事業者、あるいはハウスメーカーということで、委員会資料 13 ページの絵柄

に入ってくるような関係の業種は皆様、関心を持たれていたと理解しておりま

す。	 

佐々木委員	 

	 企業がいろいろな関心を持って、ハウスメーカー等が多分どんどん相当良い

提案をしてきているのではないかと思います。その中で、費用負担が一番の鍵



だと思うので、企業側がどの程度の費用負担ならビジネス化できると思ってい

るか、お伺いします。	 

スマートエネルギー課長	 

	 企業からヒアリングを行った中でも、その点は我々も一番気になっていると

ころですが、やはりこういった見守りと言いますと、一般的になっているのが、

警備会社などが既に提供しているサービスがあります。こういったものと価格

面で競合するようでは、全く普及が見込めないということで、もっと安い部分

でというようなイメージを持っているところは多くあります。そう意味では、

インターネットの通信料等に加えて、最大でも 1,000 円前後といった形の費用

の負担であれば、ビジネス化の芽があるのではないかと見ているということを

感じております。	 

佐々木委員	 

	 費用を誰が負担するかが非常に鍵だと思っているのですが、今回行う実証に

ついては、離れて暮らす子供世帯なんかと連絡をとるわけですけれども、そう

いう連絡先となることも想定しているような感じなのですが、子供等の世帯が

親である高齢者のために費用負担するのは、すごく親は心配なのだけど遠くに

住んでいるというようなこともあるので、父親、母親が１人になった場合です

とか、いろいろなパターンがあると思います。地域を見ていても、大きい家に

１人で住んでいる高齢者がいたりする。そういうような高齢化社会、人口減少

の中で、費用負担の在り方なども今後考えられるのではないかと思うのです。

そういうあらゆる人口減少、少子高齢化の中で、そういう費用負担の提案をし

ていくべきではないかと思う。今後の取組について、最後にお願いします。	 

スマートエネルギー課長	 

	 御指摘のとおり、高齢者の見守りについては、高齢者御自身のニーズもある

のですが、特に別居されている、離れているということで駆けつけられない、

遠方で暮らしている子供世帯にとってもニーズがあるというように企業側は見

ております。平たく言うと、そういった環境にある方たちは、子供世帯で言う

と本当は近くにいて面倒をみたいのに、なかなかできないということで、ある

意味の負い目というか、そういうものも感じているので、そういう方から負担

をしていただくということについては、十分に可能性があると企業側も見てい

るというところは、いろいろと意見交換している中でも感じているところです

ので、そういったところも含めて、ビジネス化の可能性というのは企業側も見

ておりますので、我々もそう受け止めているような状況です。	 

佐々木委員	 

	 最後に要望ですが、企業側もＨＥＭＳの付帯的なサービスというのは、非常

に本気で取り組んでいくべきだと言っているのだと思うのです。そういう意味

では、福祉系、住宅ハウスメーカーも含めて、異業種、様々な住環境に関係す

る業種を総合的にしっかりと県がリーダーシップをとって、様々な説明会等で

理解を進めながら、幅広く普及させていくのが今後大事だと思いますので、調

整をしっかりとしていただきたいということを要望して終わります。	 


