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調和型水素社会と
ス マートエ リ ア 形 成 に
つ いて

一般質問においては︑日本国内のみならず
世 界 的な﹁脱 炭 素﹂の潮 流として大 変 革 期
を迎えるエネルギーの分野に関連し︑本市
が進む方向や果たすべき役割などについて︑
将来的視点をもって質問にあたりました︒

1

太陽光発電︑蓄電池︑電気自動車︑ネガ
ワット︵節電した電力︶といった分散型
エネルギーリソースをＩo Tを活用し
た高度なエネルギーマネジメント技術に
よって遠隔・統合調整をし︑あたかも１
つの発電所のような機能を提供する仕
組み︒仮想発電所とも呼ばれています︒

バーチャルパワープラント︵ ＶＰＰ︶とは？

約半世紀に亘り︑原子力発電所の立地自
治体として国策に貢献してきた敦賀市では︑
令和元年６月に﹁調和型水素社会形成計画﹂
を策定し︑エネルギーの多元化と経済成長
の両立に取り組むとともに︑福井県が令和
２年３月に策 定した︑多 様なエネルギーを
活用した地域経済の活性化等を基本理念と
する﹁嶺南Ｅコースト計画﹂とも連携する中
で︑現在バーチャルパワープラント︵ＶＰＰ︶
実証やこれらを活用としたＣＯ２フリー水
素サプライチェーン構築に加え︑デジタルを
組み合わせたスマートエリア形成を進める
としています︒

提言

﹁調和型水素社会形成計画﹂に関しては︑
期待することとして﹁本 計 画の実 現によっ
て︑将来は︑原子力発電と水素エネルギー
によるＣＯ2フリー大規模エネルギーの供
給立地自治体の役割を担うこととなり︑本
市の長期的な発展だけでなく︑わが国の発
展をも牽引すること﹂とあり︑ロードマップ

に基づき取組みを進めるところですが︑
ＣＯ
２フリー水素の供給量拡大が今後の鍵とす
れば︑水素製造源を﹁再エネ由来﹂のみなら
ず︑脱炭素電源且つ供給安定性に優れた﹁原
子力発電由来﹂をリソースに加えることでそ
の実現性が高まるのではと提案しました︒
また︑グリーンエネルギーとデジタルサー
ビスを両立させたスマートエリア形成︵左
図︶に関しては︑自治体デジタルトランスフ
ォーメーション︵ＤＸ︶の位置付けを有する
ことを踏まえ︑市民の利便性向上︑地域課題
を解決する手段として進めていくとの市の考
えを確認しました︒
我が国においては︑２０５０年カーボンニ
ュートラルやグリーン成長戦略など︑極めて
大きな転換期に直面していることや﹁デジタ
ル社会形成基本法﹂制定を踏まえ︑今後社会
全体がデジタル化に向かう中︑私は︑世界的
に見ても稀な多種の電源施設を有するここ
敦賀は︑既存の特性を生かしつつ付加価値
を高め︑
他にはない
﹁エネルギーの未来都市﹂
をめざすべきと考えることから︑今 後もそ
うした考えのもと提言を続けていきます︒

地域の皆さん、近隣企業の皆さんとともに水
島清掃に参加しました。

出水期を迎えるにあたり開催された「敦賀市
水防訓練」に参加。各工法やドローンを使
用した状況把握手法などを確認しました。

敦賀市立体育館に配備されている原子力防
災テントの展張点検に立会い、設備の機能
等を確認しました。
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市民クラブの山本たけしです︒
早いもので今年も半分を過ぎ︑いよい
よ季節は夏本番を迎えようとしていま
すが︑気比の松原海水浴場など︑主な海
水浴場を開設しないことや夏の風物詩
とも言える﹁とうろう流しと大花火大
会﹂も花火大会は中止とするなど︑２年
連続でやや寂しい夏となりそうです︒
一方︑
新型コロナウイルスに関しては︑
供給量の課題はあるものの︑今月より
歳以下を対象としたワクチン接種が
始まり︑徐々に﹁終息に向けた光﹂が見
えつつあるところです︒
この間︑市民の皆さまにはご理解と
ご 協 力を 頂 戴する ばかりであります
が︑長きに及ぶこのコロナトンネルを
必ずや脱するとの思いのもと︑引き続
きのご協力をお願いいたします︒
今回のニュースは︑６月定例会の内
容を中心にご報告させていただきます
ので︑ご一読のほど宜しくお願いいたし
ます︒

デジタルサービス
グリーンエネルギー

,

敦賀市のイメージするスマートエリア

令和３年７月 発行
編集責任者／山本 武志
発行責任者／市民クラブ

環境にやさしい再生紙を使用しています

令和３年７月 発行
編集責任者／山本 武志
発行責任者／市民クラブ

敦賀版
エネル ギーツーリ ズ ム に
つ いて

2

昨今の気候変動問題などに端を発し︑世界
全体でエネルギー・環境の分野に注目が集ま
る中︑我が国においてもＳＤＧsや国際条約
の枠組みのもと︑時限的に目標を定めた取組
みを進めようとする中︑そうした目標の達成
に向けては︑我が国の国情に見合った現実的
なエネルギー政策のもと︑国民理解をもって
進めていけるかが大きな鍵を握るものと考え
ます︒
そうした環境のもと︑国内でも有数のエネ
ルギー多元都市である敦賀市だからこそ︑
その特性とこれまでの経験を発揮し︑市独自
として︑小中学校の総合学習に︑エネルギー・
環境分野を体系づけるなど︑先進的な﹁敦賀
市モデル﹂を構築することによって︑国民理
解に向けた主導的役割を果たしていくべきと
意見提起したところ︑市からは︑
﹁小中学校の
先生方と協議しながら研究していきたい﹂と
の答弁がありました︒
また︑既設発電所や研究施設︑大学などが
存在していることを踏まえ︑
﹁今ある資源﹂を
活用する観点から︑電力供給地︑消費地の枠
に留まらず︑
日本のエネルギーと敦賀の歴史︑
そして自分たちの住むまちがどう関わってい
るかを考える教育旅行︑つまりは﹁敦賀版エ
ネルギーツーリズム﹂に取り組むことを提案
しました︒
市長からは︑
﹁今後は︑ムゼウムでの平和学
習や体験交流型観光実証事業での体験メニュ
ーなどにエネルギー関係についても追加する
ことができるかどうか研究していきたい﹂と
の答弁がありました︒
なお︑エネルギーツーリズムにおいて学ぶ
こと︑得 られること は︑地 球 環 境 やＳＤＧ
ｓの取り組みなど国際的視野を持つことに

加え︑メリット・デメリットを理解し合う多様
性ある考えを育むことにつながるとの視点を
もって︑今後も取り組んでいきます︒

メッセージ性ある
一般会計補正予算に賛成
今定例会には︑一般会計で 億円を超える
補正予算案が提案され︑原案通り可決しま
した︒
このうち︑国庫支出金２億６１８万３千円
, ６６９万４千円を計上し
を含む︑計４億９
た﹁中小企業者事業継続支援給付金﹂は︑昨
年の新型コロナ初期に敦賀市が独自で講じ
た施策を︑現況を把握・評価したうえで再度
実施するというもの︒
コロナ発生から１年以上が経過してもなお
続く︑市内経済への深刻な影響を踏まえ︑財
政出動のもと支援策を講じるとする市の姿
勢は︑市内の中小・個人事業主とともに︑こ
のコロナ禍を乗り越えるとの強いメッセージ
性あるものと受け止め︑大いに評価をしたと
ころです︒
本事業以外にも﹁テイクアウト・デリバリ
ーサービス促進事業費﹂など︑複数の企業支
援事業や生活困窮者支援が含まれている本
補正予算案については︑市民クラブとして認
めるべきものとし賛成しました︒
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今定例会で審議した請
願３件のうち︑敦賀市区
長連合会から提出された
請願第3号﹁議員定数削
減を求める請願﹂につい
ては︑採決の結果︑
﹁賛成
多数﹂をもって採択され︑
今後は﹁定数削減﹂の方
向にて議論されることとなりました︒
私は︑今回の請願に込められた本質的な課
題の投げ掛けを踏まえ︑議会として真正面か
ら受け止めるべきとの考えのもと︑賛成討論
を行いました︒
また︑定数に関しては︑これまでも公の場
にて﹁削減﹂を主張していますが︑これは︑
①
行政監視︑
②意見吸収︑
③政策提言の議会に
求められる３つの基本要素を備えるのは当
然のこととしたうえで︑本市を取り巻く様々
な環境が大変革期を迎える時代にあって︑有
権者から求められているのは︑従前の﹁地域
代表型﹂としての存在ではなく︑敦賀の課題
や将来を俯瞰的に考え︑解決していく役割と
しての議会︑議員であるとの認識に立てば︑
より機能と権限を高められる定数であるべ
きとの考えに立つものであります︒
議会や議員がより身近で信頼される存在
であること︑時代の変化に応じてあるべき議
会像とは何かを常に念頭に置き︑自身が果た
すべき役割と責任を全うすべく︑引き続き活
動を進めてまいります︒

﹁議員定数削減を求める請願﹂
を採択

！
！

ちょっと ︑ひとこと ︒

このニュースが皆さんのお手元に届く頃
は︑東京オリンピック開会直前かと思いま
すが︑人類が経験したことのないコロナ禍
での制約多き開催に対して︑様々な考えが
あるのは当然であり︑おそらく開会後も
世論は分かれたままではと想像するとこ
ろです︒
一方︑出場される選手の中には︑白血病
との闘いを克服しての競技復帰からオリン
ピック出場権を掴んだ競泳女子の池江璃
花子選手など︑出場する各国選手が︑こう
した困難を不断の努力で克服するなど︑
それぞれのドラマを経て参加されるものと
思います︒
ここ敦賀は︑
﹁2018福井しあわせ元
気国体﹂の際に競泳会場となりましたが︑
市総合運動公園の陸上競技場前には出場
した選手らが書いたメッセージの碑﹁一結﹂
があり︑ここには︑当時高校生として出場
した池江選手の﹁スポーツで日本を元気
に！﹂との言葉が残されています︒
オリンピック開催に様々な声はあるもの
の参加選手に非はありません︒
﹁スポーツの力で日本を︑そして世界を
元気に！﹂の思いのもと競技に臨む選手
に対しては︑日本国民の一人として︑
﹁お
もてなし﹂の心を思い返し︑静かなるも熱
きエールを送り続ける期間にしていただ
ければ幸に存じます︒
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