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令和 2年神奈川県議会本会議第 3回定例会	 産業労働常任委員会	

	

令和 2年 10 月 1 日	

谷口委員	

	 今日は三つの項目について伺いたいと思います。まず、一つ目は、前回、ま

た今日も質疑がありましたが、県内消費喚起対策事業費について伺っていきた

いと思います。	

	 今回、県内消費喚起対策事業費として 75 億円が計上され、県内の経済波及効

果は約 600 億円との話がありましたが、具体的に、どのように算定して、600 億

円という金額を出したのか、まずお伺いします。	

事業者支援担当課長	

	 約 600 億円の経済波及効果については、総務省が公表している産業連関表の

計算シートを用いて計算しました。これは、分野別の新規需要額を入力すると、

経済波及効果が自動的に算出されるものです。	

	 本事業においては、宿泊施設や飲食店などを含む対個人サービス分野、小売

などを含む商業分野が主な該当分野と考えられるため、それぞれの新規需要額

を見込み、経済波及効果を算定しました。	

谷口委員	

	 私も総務省の産業連関表を見て、試してみようかと思ったのですが、あれは

自動的に計算されるのでイメージが湧かないのですけれども、宿泊や飲食、商

業分野などに新規需要額を入れていくと、どのように波及していくのか、もし

イメージがあれば教えていただけますか。	

事業者支援担当課長	

	 産業連関表ですが、先ほどお伝えした商業や対個人サービス分野のほかに、

例えば、農林漁業や飲食料品等々、様々な分野があります。一般的な経済波及

効果の計算なので、詳細、厳密なものではありませんが、例えば、対個人サー

ビス分野の中には飲食店が入っているので、飲食店を経営、運営するために必

要となる分野、農林漁業、飲食料品等々の数字がそれぞれの分野ごとに割り出

され、最終的な合計額が計算されるものです。	

谷口委員	

	 今回、総務省の産業連関表を使ったとのことで、分かればで結構ですが、県

の統計センターでは、およそ５年ごとに神奈川県産業連関表を作成し、今年の

６月 30 日に新しい産業連関表が公表されていると思います。これは使わないの

ですか。	

事業者支援担当課長	

	 予算編成時に、最も分かりやすい、使いやすいものとして、総務省の産業連

関表の計算シートを活用しましたが、県の産業連関表で、最終的な経済波及効

果が、より具体的に計算できるのであれば、そちらの利用も検討したいと思い

ます。	

谷口委員	

	 せっかく予算を使って、県の統計センターとして産業連関表を作成している

ので、この論点は、また別の日に、これはこれで別の議論にしたいと思います。	
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	 全体的な経済波及効果のほかに、どのような具体的なメリットがあるのか教

えてください。	

事業者支援担当課長	

	 一般社団法人キャッシュレス推進協議会の調査結果によると、経済産業省に

おいて、昨年から実施されていたキャッシュレス・ポイント還元事業について

は、還元事業参加店舗の約 40％が売上げに効果があったと回答し、約 38％は顧

客獲得にも効果があったと回答しています。さらに、還元事業をきっかけにキ

ャッシュレスを導入または追加した店舗の約 46％が業務効率化に効果があった

と回答をしています。	

	 以上のことから、店舗側には売上げや顧客獲得効果といったメリットに加え、

例えば、レジ締め業務の圧縮などの業務効率化にも一定の効果があったことが

分かります。本事業においても同様の効果を期待しています。	

谷口委員	

	 最近、ドコモ口座不正引き出しの問題や、それをきっかけに、いわゆるキャ

ッシュレス決済事業者のセキュリティー問題、もっと言うと、株式会社ゆうち

ょ銀行など銀行側の認証の問題等、キャッシュレス化に伴う様々なセキュリテ

ィー問題が表面化してきています。もし仮に、県が行う事業で、そのような被

害者が出ることになれば、様々な経済波及効果があったとしても、評価が下が

ってしまうと思いますので、ここはしっかり対応していかなければいけないと

思うのですが、今回の県内消費喚起対策事業において、県として、セキュリテ

ィー面はどういう対策を考えているのか、伺いたいと思います。	

事業者支援担当課長	

	 電子決済の具体的なセキュリティー対策については、一義的には各決済事業

者において対策を講じていただくこととなりますが、県としては、決済事業者

を公募する際に、例えば、なりすまし防止策を講じているなどの要件を課すこ

とにより、必要なセキュリティー対策を講じたいと考えています。	

谷口委員	

	 なりすましの問題については、容易に考えられるのは、例えば、マイナポイ

ントであれば、マイナンバーカードをスキャンして読み取って登録をするので、

ほぼ１人しかマイナポイントを還元できないことになりますが、今回、そうな

らない可能性があるので、そういうなりすましなど、１人で何台もスマホを持

っていれば使えてしまうわけで、そうしたこともしっかりと対策していただき

たいと思います。	

	 今回、決済事業者を選んで、この事業を実施するに当たって、システム開発

も行うと伺っていますが、この辺りのセキュリティー対策をどのようにしてい

くのか、確認させてください。	

事業者支援担当課長	

	 システム開発の要否については、現在、検討を進めていますが、仮にシステ

ム開発が必要となった場合には、例えば、外部からの侵入を防ぐことができる

システムとすること、暗号化した通信方式を用いること、適切なウイルス対策

を行うことなどにより、堅牢なシステムを構築したいと考えています。	

	 また、スキル、経験を有する要員が、運用、保守を行う実施体制を整えるな
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ど、県として、必要な対策を講じていきたいと考えています。	

谷口委員	

	 スキルを持った人をきちんと配置してという実施体制は、県の職員が行うの

ですか、それともどこかに委託する形になるのですか。	

事業者支援担当課長	

	 運用、保守を含めて委託事業者に依頼する予定なので、選定の際にこうした

要件を課したいと思っています。	

谷口委員	

	 少し戻りますけれども、決済事業者を公募する際に、なりすまし対策も含め

て様々な要件を課すとのことですが、既に具体的に決まっていることがあれば

教えていただけますか。	

事業者支援担当課長	

	 現在、決済事業者の選定、参入方法については、検討を進めているところで

す。	

谷口委員	

	 また詰めていった段階で報告いただければと思います。	

	 セキュリティーのことも伺ってきたのですが、お店側からすると、ＰａｙＰ

ａｙなど、既にいろいろな決済方法を導入していると思うのです。キャッシュ

レスだと現金が入ってこないので、入金がどれくらい早くされるかなどについ

て、例えば、ホームページなどを見ると、翌日入金できますというところもあ

るのですが、特定のネット銀行と契約していないと入金できなかったり、しか

も月１回だったら手数料は無料だけれども、明日入金してくださいとなったら

手数料がかかるなど、結構、事業者によって細かな入金条件の相違などがある

のです。だから、県内の飲食店等の方々からすると、キャッシュレス決済事業

者の選定に当たっては、そういうことを検討する必要があると思います。もし

検討されているのであれば、お伺いしていいですか。	

事業者支援担当課長	

	 委員の指摘のとおり、入金サイクルについては、店舗側の負担になる要因で

あると考えています。各決済事業者によって、その辺りのサービスが様々異な

りますので、県としては、分かりやすい情報開示をするなど、どのような方策

が考えられるのか、今後、検討していきたいと考えています。	

谷口委員	

	 既に導入していて、ある程度分かっているお店はいいと思うのですが、今回、

県が 75 億円を使って実施するということで、それではうちも入れようとなった

ときに、そういう、それぞれのキャッシュレス決済事業者の細かな情報を、県

内のお店の方々に提供してあげないと、よく分からないまま導入したが、入金

も遅いし、手数料も高いしというようなことになってはいけないと思うので、

ぜひ、そこはしっかりとお願いしたいと思います。	

	 最後に、マイナポイントの場合は、クレジットカード会社、キャッシュレス

決済事業者など、それぞれ一つ選んで、ひもづけをして、上限額が決まるわけ

ですが、今日も議論になっていたように、例えば、私が複数のキャッシュレス

決済を使っていて、ポイント還元してもらえるとなると、全部で２万円の上限
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をいつ超えたかコントロールすることは非常に難しくなるのではないかと思う

ので、１者を選んでもらうほうがいいと思うのですが、もしお考えがあればお

聞かせください。	

事業者支援担当課長	

	 決済事業者を複数導入するか否か、またその手法については、現在、庁内関

係部局及び関係者と調整を進めています。また、決済事業者を複数導入した場

合、最初にユーザーが決済事業者を一つ選択するかどうかについても、現在、

検討を行っています。	

	 最初に決済事業者を選択するメリットとしては、委員の指摘のとおり、１ユ

ーザー当たりの上限額の管理が簡便になることが挙げられます。一方、デメリ

ットとしては、一旦、一つの決済事業者を選択してしまうと、その決済事業者

を導入していない店舗では、ポイント還元が受けられないということが考えら

れます。	

	 反対に、どの決済事業者を利用してもよいこととした場合は、利用できる店

舗が広がり、多くの店舗でポイント還元を受けることができますが、１ユーザ

ー当たりの上限額の管理が難しくなるというデメリットが考えられます。	

	 いずれにしても、それぞれメリット、デメリットがあるので、比較しながら、

制度設計を進めたいと思います。	

谷口委員	

	 デメリット、メリットの話については、よく分かりました。	

	 複数の決済事業者を選んだ場合は、例えば、悪知恵が働く人であれば、１時

間以内に 10 万円ぐらい使ってしまって、２万円ずつ還元というようなこともあ

り得るかもしれません。システム上、瞬時に上限額を超えているかどうか判断

できるようなシステムであればいいと思いますが、よく検討していただくよう、

お願いしたいと思います。	

	 最後に、提案ですが、こうしたことに詳しい県側のスタッフとして考えられ

るのは、今年８月１日に就任したＣＩＯ兼ＣＤＯだと思うので、ＬＩＮＥ	Ｐａ

ｙ等、特定の事業者に有利にならないようにということはきちんとしながら、

せっかくＣＩＯ兼ＣＤＯに就いてもらったのですから、いろいろ知恵なり何な

りをいただくことも大事だろうと思うのです。お考えを伺えますか。	

事業者支援担当課長	

	 現在、情報システムやＩＣＴ担当部局と調整しており、ＣＩＯ兼ＣＤＯにも

意見を聞きながら調整を進めています。引き続き、教えを受けながら進めてい

きたいと思います。	

谷口委員	

	 特定の事業者に有利にならないように、線引きはきちんとしながら、しっか

りとお知恵をいただくようにしてもらいたいと思います。この質問は以上にし

て、次に移りたいと思います。	

	 次に、ローカル５Ｇについて伺っていきたいと思います。東京都がローカル

５Ｇを導入したのを受けて、去年辺りに最初に聞いたときは、県としては、ま

だ考えていないとの話だったのですが、令和２年度４月補正予算でローカル５

Ｇを導入する方向、今回の報告資料の中でも、地方独立行政法人神奈川県立産
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業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣに導入するとのことです。基本的には喜ばしい

ことだと思っており、どんどん進めてもらいたいと思うので、幾つか確認して

いきたいと思います。	

	 まず、全般的な話として、ＫＩＳＴＥＣにローカル５Ｇを導入する意義につ

いて確認させてください。	

産業振興課長	

	 ローカル５Ｇを導入する意義としては、新型コロナウイルス感染症の影響か

ら、今、改めて、人との接触を避ける遠隔診療や、自動配送などの技術、サー

ビスの開発が求められており、県内企業がそうした動向に迅速に対応し、新た

な商品や技術、サービスの開発に早期に着手できるよう、最新の通信規格、ロ

ーカル５Ｇの実証環境を地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩ

ＳＴＥＣに整備することとしました。	

谷口委員	

	 ローカル５Ｇ導入に向け、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

ＫＩＳＴＥＣで実証環境を整備する事業者を募集しているとのことですが、そ

の進捗状況、そして、今後の運用開始までの流れについて確認させてください。	

産業振興課長	

	 今年８月 25 日から９月 11 日まで、実証環境を整備する事業者を募集し、９

月 28 日に、契約の相手方として東日本電信電話株式会社を決定しました。	

	 契約締結後、委託事業者となる東日本電信電話株式会社が、地方独立行政法

人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣ内の通信環境などの現地調査、

国への免許申請手続などへの支援と併せて、基地局の整備などを実施します。

こうした手続や整備などを経て、来年３月中の運用開始を目指したいと思って

います。	

谷口委員	

	 東日本電信電話株式会社、ＮＴＴ東日本に決定したとのことで、１点だけ確

認させてもらいたいと思います。公募型プロポーザル結果概要の一番下に、特

に留意すべき事項として、サプライチェーンリスクの懸念のある機器を選定し

ないこととなっているのですが、もし分かればで結構ですけれども、これは具

体的にはどういうことでしょうか。	

	 それから、今、アメリカでは、ファーウェイの問題も大きく取り上げられ、

ドイツも使わない方向といった報道があり、日本では、まだ明確には打ち出さ

れていないとは思いますが、この点については、今回、どのように進めるのか、

分かれば教えてください。	

産業振興課長	

	 事業者の提案書の中には、国産のものを使うといったコメントが入っていま

す。	

	 仕様書の中で、サプライチェーンリスクへの対応のため、本業務において導

入しようとする機器については、提案書において、導入しようとする通信機器

等及びそのメーカー、型式、仕様等を明示し、また、それらの通信機器等に係

る製品、システムにおけるセキュリティーに関して十分な検証と安全対策を実

施していることを宣言することを求め、特に、組み込まれているハードウエア
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及びソフトウエアにおけるセキュリティーにおいても留意することといった要

件を設けています。	

	 また、仕様書では、通信機器の基本要件においても、本業務で整備する無線

通信ネットワークは、日本国内で適法に利用できる通信機器や部材を用いて構

築することといった記載をしています。	

	 一方、事業者からの提案書の中では、一部省略しますが、当社においては、

政府機関等の情報セキュリティー対策のための統一基準群(平成30年度版)の中

の、サプライチェーンリスク対応のための仕様書策定手引書の記載内容に準拠

して製品調達を実施し、セキュリティーに対して十分な検証と安全対策を実施

しており、本業務における調達機器は国内提供会社の製品であり、当社及び各

社が責任をもって、検証済みの製品を納入するため、安心して御利用いただけ

ますといった記載があります。	

	 サプライチェーンリスク対応に関しては、このような仕様を設け、事業者か

ら提案書が提出されたところです。	

谷口委員	

	 先ほどの答弁の中で、来年３月の運用開始を目指しているとのことですが、

もう少し前倒しで早く実施できないのでしょうか。	

産業振興課長	

	 運用開始の時期について、整備を予定しているローカル５Ｇ基地局の周波数

帯は、これまで利用されている周波数帯に近い 4.6 から 4.8 ギガヘルツ帯のい

わゆるサブシックスで、この通信帯域の利用については、商用免許の申請受付

開始が年末頃になる予定です。そこで、商用免許の申請受付開始を待たず、実

験局免許の申請を行い、早期の運用を目指す考えですが、それでも、11 月頃の

免許申請、整備工事、稼働状況の点検、検査を経て、来年３月頃の免許取得を

目指すスケジュールが最短のものと考えています。こうしたことから、３月か

らの運用開始を前倒しすることは難しいものとなっています。	

谷口委員	

	 そこは理解しました。具体的に、どういうものを整備するのか教えてくださ

い。	

産業振興課長	

	 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣにおいて、ま

とまったスペースが取れる二つの部屋に５Ｇの基地局を設置して、５Ｇに対応

する製品や機器の実証実験ができるようにする予定です。また、そのうちの一

つの部屋については、５Ｇではない通信環境も整備して、異なる無線通信環境

の比較検証ができるようにしたいと考えています。	

	 さらに、工作機械等が設置されている二つの実験室に、５Ｇの基地局を設置

し、工場における機器の作動状況のモニタリングやデータ収集をイメージした

実証実験などができるような通信環境を整備する予定です。	

	 こうした５Ｇの実証環境整備のほかにも、屋外に無線通信ネットワークの環

境を整備して、通路上のセンサーからデータを収集する実験などができるよう

にしたいと考えています。	
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谷口委員	

	 少し前の答弁の中で、サブシックスの周波数帯を使うとのことでしたが、５

Ｇには、このような４Ｇに近い周波数帯と、もっと上のほうのミリ波の周波数

帯があり、実際に５Ｇの効果を最大限に得るには、メリット、デメリットがあ

るにしても、ミリ波帯のほうがスピードも速く通信容量も大きく、いわゆる超

高速道路を走るような感じになるかと思うのですが、今回、なぜミリ波を使わ

ず、サブシックスの周波数帯を入れるのか、理由を伺います。	

産業振興課長	

	 サブシックスを利用する理由について、サブシックスによる通信は、障害物

を避け、その先まで回り込むといった特性に優れており、製造業に見られるよ

うな、加工機の並ぶ工場内でも安定した通信が可能と考えています。	

	 また、サブシックスに対応する受信機器の開発においては、既存のＷｉ－Ｆ

ｉ関連の技術を参考にしやすいといった側面もあり、機器開発が容易となって、

中小企業による５Ｇ機器の開発への参入障壁も低くなると考えています。	

	 ミリ波に比べて、こういった点にメリットがあることを考え、サブシックス

を利用したいと考えています。	

谷口委員	

	 導入時はそれでいいのでしょうが、予算の関係もあるので、様子を見ながら、

ミリ波の機器の整備も考えたほうがいいのではないかと思うので、その辺りに

ついて何かお考えがあれば伺います。	

産業振興課長	

	 ミリ波の利用については、まずはサブシックスを使っていく中で、その状況

を見ながら、委員のお話があったように、予算の関係もあるので、地方独立行

政法人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣの今後の状況を見ながら、

ミリ波を整備していくかどうか、検討を進めていきたいと思っています。	

谷口委員	

	 しっかりと、業界の情報もきちんとつかみながら、ぜひ早め早めに手を打っ

ていただきたいと思います。	

	 今回、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣに５Ｇ

を導入して、多くの事業者が利用してくれることを望んでいるのですが、どの

程度の利用を考えているのか、お考えがあればお伺いします。	

産業振興課長	

	 利用のニーズについて、利用の見込数などを申し上げることは難しい状況で

すが、今後２年から３年で、公衆網における５Ｇの普及が見込まれており、５

Ｇ環境に係る商品・技術開発や、生産工程管理等への活用は急速に進んでいく

のではないかと考えられます。そういった中で、実証実験の場としての利用の

ニーズは高まっていくものと考えています。	

	 また、大企業を中心とした 23 の企業等で組織している、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協

議会において、アフターコロナで急速に加速することが想定される、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0 の実現を見据えて、県や地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研

究所ＫＩＳＴＥＣに期待することを調査したところ、５Ｇを試行できる環境や

設備の整備、技術開発支援、複数企業等による新サービス創出に関わる実証実
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験の場の提供などが求められるといった意見をいただいています。	

谷口委員	

	 そうした声が強い一方で、これは一利用者としての考えですが、我々がスマ

ホを使っていても、今の４Ｇで事足りるし、恐らく事業者の中にもそういう考

えの方、今の通信環境で十分だと思っていらっしゃる方も多い中で、先んじて、

いろいろなことを行っていかないと世界の動きに取り残されていくと思うので

す。	

	 聞きかじった話ですが、最近の例で言うと、Ｎｅｔｆｌｉｘなども、３Ｇの

時代から事業の提案を始めており、当時は映画をダウンロードするのに大変な

時間がかかっていたけれども、今は、さくっとダウンロードもしくはストリー

ミングできるとのことです。事業者に、先の時代を見据えた取組を行っていた

だく意味で、ぜひ使ってくださいとアピールしていくことが大事だと思うので

すが、その辺りはどのようにしていくお考えですか。	

産業振興課長	

	 企業の皆様への利用促進に向けた取組については、地方独立行政法人神奈川

県立産業技術総合研究所ＫＩＳＴＥＣと連携して、今申し上げた、神奈川Ｒ＆

Ｄ推進協議会をはじめ、県内の工業関係団体や、ＫＩＳＴＥＣの利用企業の皆

様に、ローカル５Ｇの実証環境整備について周知するとともに、５Ｇのユース

ケース等の情報を共有する場を提供することなどにより、５Ｇの実証環境の利

用を促していきたいと思います。	

	 ５Ｇについては、通信の高速化、大容量化に伴い、通信の遅延時間の短縮や、

機器の同時接続数の増加といったことも期待されていると思います。実証環境

の利用促進に当たり、低遅延により遠隔操作が、多数接続により多くのデータ

の収集分析が可能になるといった５Ｇのメリットも積極的に発信していきたい

と思っています。	

谷口委員	

	 いろいろな資料などを読むと、何ができるか分からないが、とにかく始めて

みるということが大事だと思うのです。とにかく５Ｇというバスに乗ってくだ

さい、どこへ行くか分からないが、まずは乗らないことには先に行けないとい

うような、何かうまいアピールの仕方で、まずは乗っかって使ってみてくださ

いということでお願いしたいと思います。	

	 ちなみに、利用料については、どのように考えていらっしゃるのですか。	

産業振興課長	

	 利用料については、先ほどお話ししたように、当面は実験局でスタートし、

商用利用ではないので、利用料をいただくことは難しいと考えています。	

	 今後、実際に実験局で利用して、その後の運用状況を見ながら、どういった

御負担をお願いできるのか、必要性も含めて検討したいと思っています。	

谷口委員	

	 実験局は、県として電波使用料を支払うことになるのですか。	

産業振興課長	

	 電波使用料については地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ＫＩ

ＳＴＥＣが支払います。	
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谷口委員	

	 最後に、東京都も始めていますが、他の都道府県はどのような状況なのか、

分かればで結構ですけれども、ミリ波なども使って実施しているのか、その辺

りを確認させてください。	

産業振興課長	

	 現在、私どもで把握している範囲では、都道府県の試験研究機関で実際に行

っているのは、お話がありました東京都です。東京都については、既に、今年

６月 19 日に免許を取得しており、10 月頃に、都内の中小企業やスタートアップ

企業に解放したいと聞いています。電波については、ミリ波で対応すると聞い

ています。	

谷口委員	

	 東京都はいきなりミリ波から始めるとのことなので、恐らく、通信機器、ミ

リ波の対応機器の整備なども、スマホの関係もあるかと思いますが、東京都か

らスタートして、いずれにしても、東京都をしっかりと調査し、参考にできる

ところはしっかりと参考にして、実施していただきたいと思います。併せて、

県内の事業者がしっかりと活用し、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合

研究所ＫＩＳＴＥＣも活用して、時代に乗り遅れないようにしていただくよう

要望しておきたいと思います。	

	 最後に、ビークル・トゥ・ホームシステムについて伺っていきたいと思いま

す。	

	 ＥＶやＦＣＶの普及については、私自身も、以前から本会議等でも提案をさ

せていただいたり、また、我が会派としても、ＥＶを活用したエネルギー政策

の展開について、様々な提案をさせていただいてきたところです。	

	 今回、報告資料に、ビークル・トゥ・ホームシステム、Ｖ２Ｈの導入につい

て記載されていますので、何点か伺っていきたいと思いますが、今回のＥＶ活

用自家消費システム導入費補助金の内容を簡単に確認させてください。	

エネルギー課長	

	 住宅や事業所に、ＥＶあるいはＰＨＶを太陽光発電設備と併せて、新たにＶ

２Ｈシステムを導入する経費の一部を補助するものです。補助率はＶ２Ｈ設備

購入額の３分の１、ただし、ＥＶ等を既に導入済みの場合は４分の１で、上限

額は個人では 20 万円、法人では 50 万円となっています。	

谷口委員	

	 個人、法人それぞれあるのでしょうが、通常、Ｖ２Ｈを導入する際の費用、

それから、メリットを教えてください。	

エネルギー課長	

	 Ｖ２Ｈ設備は、最も安いもので税抜き 40 万円程度です。一般的には 80 万円

程度の機種の導入が多くなっています。このほかに設置工事費として平均で 30

万円程度が必要となります。	

	 導入するメリットは、大きく３点あるかと思います。一つ目として、昼間に

ＥＶに太陽光発電の電気を蓄電して夜間に使用することで、電力系統の利用を

最小限にし、エネルギーの自給自足に近づけることができます。二つ目として、

電気使用量が逼迫する夏の昼間あるいは冬の朝晩などに電力系統の利用を避け、
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ピークシフトに貢献できます。三つ目として、災害時などに停電しても、ＥＶ

に蓄電した電気が生活をバックアップでき、給電能力内であれば、いつもと同

じ電化製品が使えるというメリットがあると考えています。	

谷口委員	

	 最近、千葉県でも停電が発生したりして、Ｖ２Ｈのメリットは大きいと思い

ます。ちなみに、いわゆる通常の据置き型、定置型の蓄電池と何が違うのか教

えてください。	

エネルギー課長	

	 まず、大容量であることです。定置型の蓄電池は、一般的に、５から 10 キロ

ワットアワー前後が標準的ですが、ＥＶの蓄電池、例えば日産リーフでは、40

キロワットアワー以上と非常に大容量です。より長い時間、電力供給が可能に

なります。	

	 それから、自動車なので当然ですが、移動させることが可能です。自宅だけ

でなく、自宅以外の事業所、施設、あるいは委員からお話のあった被災地など

にＥＶで赴き、電力を供給することもできるので、レジリエンス、ＢＣＰ対策

の観点から、有益に活用が可能となっています。	

	 また、自動車メーカーの調査によると、ＥＶユーザーの車両の約８割が、日

中の大半、70％以上の時間は駐車したままとのデータがあります。このように

長い時間駐車しているＥＶを有効活用できることにもつながると思います。	

谷口委員	

	 先ほどあったように、大体 100 万円前後の費用がかかる中で、個人であれば

最大 20 万円の補助とのことですが、実際の利用状況はどうですか。	

エネルギー課長	

	 昨年度から始めた制度で、昨年度は 38 件の交付決定を行いました。	

	 令和元年４月中旬頃に受付を開始し、11 月１日の消印分で受付を終了しまし

た。開始当初は、新規事業ということで、補助金の制度についてもなかなか浸

透していなかったこともあり、出足は鈍かった状況です。しかし、９月以降、

申請が増加し、過半数を超える 23 件が９月から 10 月の２か月間に集中しまし

た。９月８日から９日に台風第 15 号が首都圏に接近、上陸して、大規模な停電

が千葉県で発生しましたが、このときに本県でも停電が発生し、関心が非常に

高まったのではないかと推測されます。	

	 こうした点を踏まえ、今年度の予算額は、昨年度の 1,000 万円から、1,550 万

円に増額しています。新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、今年度は６

月８日から受付を開始しましたが、開始前から問合せが多数あり、申請は順調

に増えて、９月 25 日時点で申請ベースの予算消化率は約９割となっています。

このように、昨年度にも増して関心が高まっている状況です。	

谷口委員	

	 今年 10 月１日で締め切って、予算に対して申請ベースで９割ということです

か。	

エネルギー課長	

	 今年度はまだ締め切っていません。約９割の消化率で、まだ申請は受け付け

ています。昨年は 11 月１日に締め切らせていただきました。	
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谷口委員	

	 これは、多分、足りなくなりますね。足りなくなったらどうするかというこ

とは、時間もないので、また議論していきたいと思います。	

	 ちなみに、この制度を利用するには、ＥＶ、ＰＨＶもしくはＰＨＥＶと言わ

れる車両が必要ですが、輸入車も含めて、どの車種もみんな使えるのですか。	

エネルギー課長	

	 Ｖ２Ｈ設備を導入するには、車両側に、急速充電時に使用するＣＨＡｄｅＭ

Ｏ規格の充電ポートがあることが必要になります。ＣＨＡｄｅＭＯは日本で生

まれた規格で、外国車は、規格が異なり、Ｖ２Ｈはできません。現時点では一

部の国産車だけが可能となっています。	

	 主なものとして、日産自動車株式会社で計３車種、三菱自動車工業株式会社

も計３車種、トヨタ自動車株式会社は１車種、ホンダ技研工業株式会社も今年

の 10 月 30 日に発売される１車種についてＶ２Ｈが可能となっています。	

谷口委員	

	 ちなみに、ＣＨＡｄｅＭＯと、欧米の規格との変換をするアダプターのよう

なものは出ていないのですか。もしくは、そういうものが作られる予定はない

のですか。	

エネルギー課長	

	 ＥＶに充電する際には、そういったアタッチメントのようなものがあります。

ただ、Ｖ２Ｈでは、車から電気を出す、給電するには、ＣＨＡｄｅＭＯでない

とできない仕組みになっていますので、外国の規格の場合は、外に電気を出す

機能が車についていないという状況です。	

谷口委員	

	 最近は、テスラなどもすごく人気があって、日本ではどうか分からないです

が、ネットで購入できたりもします。ソフトウエアがどんどんアップデートし

ていくので、スマホのような感覚で、１回買えば、ハード的なところは新しく

ならないが、ソフトウエアのアップデートで、いろいろなことが新しくなって

いくということで、非常に人気があるとのことなのです。この辺りも、もし可

能であれば、今後、何か後押しできるようなことを考えていただきたいと思い

ます。	

	 最後に、Ｖ２Ｈの人気も高まって、補助金に対する申請も９割まで来ている

とのことですが、さらに、今後の導入促進に向けて、どのように取り組んでい

くのかお伺いしたいと思います。	

エネルギー課長	

	 コロナ禍の状況にあって、国や県が災害時の分散避難を推奨しており、自宅

や親戚宅での避難、それから小さな施設での避難が想定される状況となってい

ます。このため、停電時の電源確保対策としても、今後、Ｖ２Ｈはますます注

目されると考えています。そこで、昨年度から開始しているＥＶ活用自家消費

システム導入費補助金については、来年度も引き続き支援できるように、今後

検討していきたいと考えています。	

	 一方で、申請は来ていますが、このＶ２Ｈに対する認知度はまだまだ低いこ

とが課題と感じているので、これまで、防災訓練などに電動車を出展したり、
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県主催のエコカー試乗会で、メーカーと連携したＶ２Ｈ設備のデモンストレー

ションを実施し、多くの来場者に見ていただくなどしてきました。	

	 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、これらの普及啓発を中止し

ていますが、来年度については、状況を踏まえてこれから検討し、感染防止対

策などを図った上で工夫して実施していきたいと考えています。	

	 また、今後、複数のメーカーから、新しいＥＶの発売が予定されています。

電動車への注目がさらに高まることが予測されるので、Ｖ２Ｈについては、機

を逃さず取り組んでいきたいと考えています。	

谷口委員	

	 今回の対象は、ＥＶとＰＨＶ、ＰＨＥＶだけなのですが、今、トヨタのハイ

ブリッド車などでは、オプションか標準装備かは分かりませんが、1,500 ワット

ぐらいのコンセントがついているわけです。家の中の家電製品を全部動かすに

は、当然足りないだろうけれども、ハイブリッド車の場合は、エンジンをかけ

て発電していれば、ある程度の容量の電気は供給できるだろうと思うのですが、

これをＶ２Ｈの中に組み込むことは技術的に可能なのかどうか、最後にそこだ

け教えてください。	

エネルギー担当部長	

	 ハイブリッド車に搭載されている 1,500 ワットの電源も、災害時などには有

効活用できるので、昨年の千葉県の台風第 15 号の影響を踏まえ、ハイブリッド

車も含めて電動車というくくりの中で、国が普及を図っていこうと動いている

ということがあります。	

	 ただ、Ｖ２Ｈの場合は、容量なども随分違いますので、そこまで一緒にくく

ってという動きは、我々のほうでも把握していない状況です。	


