
No 質問のあった日 質問概要 回答

1 H22.6.21※

事業所に対する制度の導入やコストは、事業所における取組推進や
事業活動の制約条件になるが、どのように考えているのか。

行程表素案では、機器更新時に省エネ機器を導入するなど、一時
的に一定の経費が生じることを規定しているが、一方で、光熱水費減
少の便益がもたらされる投資でもあると考えています。

（※平成22年9月3日　修正しました。）

2 H22.6.21
事業所への制度に罰則は考えているのか。 制度を運用する上での必要性と、実効性を踏まえた、今後の検討事

項としています。

3 H22.6.21
今回の検討は、低炭素社会実現に向けた取組のメニュー出しととらえ
てよいか。

行程表素案でメニュー出しを行いました。これをたたき台にして、検討
を進めてまいります。

4 H22.8.4

県が考えている低炭素社会は、活力、成長指向（都市型、個人重
視)のシナリオか、ゆとり、足を知る生活指向（分散型、コミュニティ重
視)のシナリオのどちらなのか。

持続可能な滋賀社会ビジョンで整理した、シナリオB（ゆとり、足るを知
る生活指向）に近い将来像で検討を進めています。

5 H22.8.4
2030年、県はエネルギー構造と産業構造がどのように変わっていると
考えているのか。

エネルギー構造は、国が検討している長期予測に準じています。産業
構造は、一定の成長を見込んだ予測をしています。

6 H22.8.4

今後の滋賀県のCO2排出状況について、産業と一般家庭の比率を
どのように設定しているのか。

対策が現状推移でとどまった場合は、産業は一定の成長に伴う排出
増などを予測しています。家庭では、人口、世帯数の将来予測に伴
い増加するものと予測しています。

7 H22.8.4※

1990年～2007年の棒グラフを見てみると、1995年が温室効果ガス排
出量が増え、4年後には減っているが、努力して減ったのか。滋賀県の
セメント工場などの閉鎖による景気の状態によって左右されているの
か。

1995年以降の温室効果ガス排出削減にセメント工場の閉鎖が影響
していることは事実ですが、燃料転換などの努力もされてきています。
加えて、景気の動向もあります。

（※平成22年12月1日修正しました。）

8 H22.8.4
「琵琶湖環境再生」と「低炭素社会の実現、CO2　50パーセント削
減」を目標にすることとは関係があるのか。

低炭素社会に向けた取組と琵琶湖環境の再生に向けた取組は密接
に関連していると考えています。

9 H22.8.4

2030年の目標設定は、他の都道府県と比べた場合その設定の時
期、削減量はどう違うのか。世界的には2020年に目標を前倒ししてい
るが、滋賀県の目標設定が2030年のままなのはなぜなのか。

滋賀県ではまちづくりも含めた社会変化の検討を進めるため、一世代
後の社会である2030年を目標年次に設定しました。他府県では国に
ならい2020年を目標年次にする例が出てくると考えています。
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10 H22.8.4

県では2030年を目標としているが、2020年をどう考えているのか。
2030年のを目標にすることはわかるが、毎年努力していく中で、2030
年の目標設定だけではなく、2011年、2012年をどうするかも具体的に
考えなければならないのではないのか。

これまでは、目指すべき社会像をあるべき論で検討し、目標設定をし
てきました。行程表に関する検討がまさにそこへ至る途中経過をどうし
ていくのかについての議論であると考えています。

11 H22.8.4

県だけで2030年に目標を達成するのは難しいと思う。この資料に対し
て、国は何か協力をしてくれるのか。また市町はどうか。

2030年の目標は、県だけでなく国、市町、事業者、県民などあらゆる
主体で取り組まなければ達成できないと考えています。市町や事業者
の皆さんと、意見交換を実施する予定です。国へは、必要な財源に
関して施策提案などを行っています。

12 H22.8.4

事業所と家庭では、CO2削減の考え方が違う。各事業所には、法律
などで規制をして削減を目指す方針は見えているが、家庭での取組
に対する規制・評価が見えていない。今後、家庭への制度はどうなる
のか。

家庭での取組には、規制よりも、行程表を通じて具体的な検討を行
い、実施の必要性に対する理解を深め、それぞれの生活の場面場面
での取組を促すことが重要と考えています。

13 H22.8.8

　滋賀県は2030年にCO2を50パーセント削減することを目標にしてい
るが、隣の京都市は同年に40パーセントの削減を目標にしている。地
域によってそれぞれの事情はあるのだろうが、京都市が同じ目標年度
で40パーセントなのに、なぜ滋賀県は50パーセントの削減が目標なの
か。削減率が高いから悪い・良いではないが、そこの整合性はどう考え
ればよいのか。

14 H22.8.8
　2030年に1990年比50％削減に対して、国が掲げている2020年25%
削減とは、施策を含めて大きな相違があると、捉えたらよいのか。

15 H22.8.8

行程表を作った後で、進行の様子を見て内容を変えることもあるのだ
ろうが、行程表の見直しはいつ行うのか。

16 H22.8.8
削減目標50パーセントは本当に妥当なのか。この目標は今後、計画
を進めていく中で、変えることはあるのか。

17 H22.8.8

キャップ＆トレード、支援などは将来的に考えているのか。 キャップ＆トレードについては、国で検討中の国内排出量取引制度の
動向にも注意しながら、県でそのような制度の導入が可能かどうかにつ
いて検討していきたいと考えています。

行程表には現時点で未確定の要素を多く含まざるを得ないため、今
後の情勢の変化や温室効果ガス排出量の実績を踏まえて、必要に
応じて見直すことを考えています。

いずれの目標も2050年に80%削減という国の目標を達成するための中
長期的な目標であり、地域の状況等により対策の内容が異なり、目
標数値に違いがあるものの、考え方に大きな違いはないと考えていま
す。
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18 H22.8.8

過日の全国知事会での嘉田知事から『滋賀県の掲げるCO2削減目
標を実現するための対策費用として県内で毎年５百億円、全国で年
5兆円の公費投入が必要で、そのための環境税創設を国に働きかけ
る』との発言があった。国税の税率変更や新税導入には国民や事業
者の反発が強く、現に先の参議院選挙では消費税の税率アップ提言
で民主党が大敗した。このような状況を踏まえ、県の策定した行程表
の施策を実現する財源をどのように確保していく考えか。

行程表素案に示す施策を実施するためには、これまで以上に財源が
必要となり、環境税に期待しているところです。滋賀県では、行程表
検討の過程などで明らかになった調査データ等を国での議論や全国
知事会での検討に役立ててもらうべく提供し、国へ税財政措置を要
望しています。

19 H22.8.8

 CO２削減についての目標設定方法に「総量規制か原単位方式」の
2通りがあるが、本来総量規制方式でなければ低炭素社会の実現と
は言えない。東京都は本年4月から総量規制を打ち出し「キャップ＆ト
レード」を実施している。埼玉県でも東京都に1年遅れではあるが同じ
施策を実施する。首都・東京都と違って、企業誘致を推進したい地
方行政組織の取組が注目されるが、滋賀県としては総量規制への取
組を考えているのか。

総量削減義務を実施するためには、県内事業所の温室効果ガス排
出状況や事業所の体制などを正確に把握し、実行可能な制度設計
を行う必要がありますが、現在の県では、そうしたデータを十分に把握
する仕組みがありません。このため、現在検討中の新たな条例におい
ては、事業所のデータを蓄積するようにしたいと考えています。

20 H22.8.20

行程表を進めるために、国、県、市、それぞれの役割分担はどうなるの
か。縦と横をどのようにつなぐのか。企業、県民、行政のつながりを明確
にできないのか。

国、県、市の役割分担については、行程表において実施すべき取組
を整理した後に、国、地方を通じた税財源のあり方の検討と併せて検
討すべきと考えています。県としては、行程表の中で国が担うべきもの
について、役割を果たしていただくよう、政策提案等を行っていきたいと
考えています。
企業、県民、行政のつながりについては、まずは行程表を共有すること
で進めたいと考えています。

21 H22.8.20
国は力を入れているが、実際、他の都道府県では、CO2削減は進ん
でいるのか。

京都府、京都市では滋賀県と同様に2030年の目標を定めて取組を
進めていると聞いています。

22 H22.8.28
運輸、輸送では、モーダルシフトとは言え、鉄道までは、車が必要では
ないか。

行程表素案では、鉄道までの輸送はやはり車が必要と想定していま
す。ただし、車自体の低燃費化も併せて進むことを想定しています。

23 H22.9.3

なぜ滋賀県は、2030年を目指しているのか。2020年の目安があるの
か。

滋賀県ではまちづくりも含めた社会変化の検討を進めるため、一世代
後の社会である2030年を目標年次に設定しました。2020年について
は、目標年次に向けた道筋のなかで明らかになると考えています。
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24 H22.9.3
20年後、2030年少子高齢化時代をどう想定しているか。 2030年に向けた人口や年齢構成は、国が検討している長期予測に

準じており、現在よりも高齢化が進むと想定しています。

25 H22.9.8
2030年の排出量・削減量とあるが、一定の経済成長があって、人口
が増えて、経済は活性化するということを 前提とされているのか。

2030年の排出量は、一定の経済成長、人口増加を前提に推計して
おり、削減量は対策の有無での差から算出しています。

26 H22.9.10

エコカーや太陽光発電など補助制度は、金持ち政策との声がある。
年金生活者や生活保護を受けている方には、活用できない制度。理
念はいいが政策について、どう理解を求めていくのか。
企業活動を抑えてしまうとの懸念に対する説明責任についてどう理解
を求めるのか。

県民の方々の状況は様々です。意見交換会では声を拾い上げ、行
程表に反映したいと考えています。郊外ではイラストもあり得ないなど、
郊外編は声を反映しようとしたものです。いろんな視点からの声を聞く
ことから始めています。
事業者の方々とも意見交換をする予定をしています。環境保全のみ
を押しつけるのでなく、意見を聴いていきたいと考えています。

27 H22.9.10

木造建築だけにするのか。鉄骨プレハブでも耐震性、耐火性などメリッ
トがある。

全ての住宅を木造住宅にする想定ではありません。木造住宅について
は、森林での吸収能力を発揮させるためには、木材の利用も進めな
ければならないことを受けた普及を想定しています。

28 H22.9.17

2030年に向けて、項目ごとに一律に50％削減の目標をつくる考えなの
か。

2030年の目標は、単に温室効果ガス排出量を1990年比50%削減す
るだけでなく、「持続可能な滋賀社会ビジョン」で示す将来像を実現す
ることと考えています。このためには、単に温室効果ガス排出量50%削
減を全ての部門に一律に割り振るのではなく、企業や県民の皆さんな
どあらゆる主体が参画することはもちろん、まちづくりも含めた社会づくり
に取り組む必要があると考えています。

29 H22.9.17

家庭で50％の削減を目指すことは、今の技術、新技術を含めばでき
るものだとしているのか。

家庭における取組では、今の技術や今後実用化される技術を活用す
ることと、各家庭での省エネ取り組みを実践することにより、温室効果
ガス排出量削減が大きく進むと考えています。

30 H22.9.17

太陽光などの施策はどれくらいの効果があったのか、政策評価はされ
ているのか。

これまでに実施した温暖化対策の評価について、個々に行うことは技
術的に難しいですが、その効果は、県域からの温室効果ガス排出量
により評価しています。
現状では、県の温暖化対策推進計画の目標である2010年９％削減
が達成できていない状況です。
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31 H22.9.17

温室効果ガス排出量について、横ばいという話があったが、全国的に
見れば、滋賀県は環境に関しては優秀な方だと思うが、実際はどう
か。

温室効果ガス排出に関しては、全国的に増加傾向の中で横ばいでは
ありますが、分野別に見ると、全国よりも高い伸びを示している家庭部
門からの排出や、平均２～３台保有している自動車からの排出など、
依然として課題も残されている状況にあります。

32 H22.9.17

県内企業にCO2削減を言うなら、正味の排出量だと理解してよいの
か。大きな企業や会社の企業間取引や、全国各地の工場間でCO2
の取引などは、考慮されないのか。

温室効果ガス排出削減にむけた企業の努力については、今年度策
定を目指している新条例の検討において考えてまいります。

33 H22.11.12

滋賀県の2030年にCO2を50%削減するという目標は、どのような根
拠、イメージで設定されたのか。CO2が50%削減された世の中は、何年
前のイメージなのか。大変なのか、簡単なのか、イメージが湧きにくい。

滋賀県の2030年に50%削減という目標は、「持続可能な滋賀社会ビ
ジョン」の中で、高齢化などの人口予測やGDPの拡大などの経済予
測などを前提に、2030年に環境・生態系が健全に保たれ、生活の質
の向上が図られている豊かで安全な社会を「持続可能な滋賀の社会
像」としてとりまとめる過程で推計された値です。
これは、単に「昔の生活に戻す」のではなく、新たな技術も活用しなが
ら新たな社会を目指すイメージです。
今後の社会や生活の変化については、県のホームページでイラストを
掲載しており、なるだけイメージしていただけるよう努めております。
なお、エネルギー効率向上などの技術向上は日々進歩しており、その
面からも、2030年の目標に該当する過去の生活を示すことは困難で
す。

34 H22.11.12

滋賀県のガソリン消費量などを表した経済白書はあるのか。あれば、
エネルギー換算など、具体的にできるのではないか。そのエネルギーをど
れだけ減らしたら、何トン減るということを、計算の方法など含め、表し
て欲しい。それ一つでも、効果あると思う。

滋賀県の石油等の消費量に関して、国がとりまとめた統計（総合エネ
ギー統計）などがあり、毎年、県が公表している温室効果ガス排出量
は、これらのデータを基に推計しています。
家庭での取組に対しては、県ではインターネットを通じて光熱費の節
減努力がどの位のCO2削減となっているか簡単に分かるサイト「みるエ
コおうみ」を運営しています。

35 H22.11.12

木造住宅の普及と森林吸収とはリンクするのか。 森林は、二酸化炭素の吸収の側面と、炭素の貯蔵機能等を有する
木材の生産の側面から、低炭素社会の実現に重要な役割を担って
います。
さらに、県産材の利用は、収益の還元を通じて森林の適正な整備を
促進する好循環につながることから、低炭素社会を検討する上では、
ともに関連しあうものと考えています。


