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1．知事の政治姿勢について 

 ⑵ 気候変動と災害対策 

  

2020年代は、新たな時代の幕開けといわれて

います。 

それは、特に未来への責任として持続可能な

世界を残すため、人類社会が抱える課題を包含

した国連の「持続可能な開発目標」、いわゆる

SDGs、そして地球温暖化対策の国際的な枠組み

である「パリ協定」が、いずれも 2030年を目標

達成年次としているからです。 

温暖化の影響は、よく知られている例として、フィジー共和国やマーシャル

諸島共和国など、高潮被害が大きくなり海水が住宅や田畑に侵食し住民に大き

な被害が出ていることは皆さん、ご存知の通りです。日本でも海面が 1ｍ上昇

すれば、東京の墨田区、江東区、大阪も堺市を含む海岸線はほぼ全滅するとい

われてきたことが現実味を帯びてきました。私たちは危機感をもって対処しな

ければならないと思います。 

 異常気象については、本県でも、3年連続して記録的な豪雨に見舞われ、甚

大な被害があり、今年もどこかで異常気象による被害が出るのではないかと不

安な気持ちでいるのは私だけではないと思います。 

 私たち公明党福岡県議団は、温室効果ガスの削減と、再生可能エネルギーの

促進について国会議員と連携して 6年間調査活動を行ってまいりました。 

先日、我が会派は、経済産業省から全個体電池の説明を受けました。耳慣れ

ない言葉ですが、画期的な充電可能な電池が開発されています。ノーベル化学

賞を受賞した吉野彰博士が充電可能な電池としてリチウム電池を開発されま

したが、リチウム電池は、発熱する、大型で重い、長時間の充電が必要という

弱点があります。まもなく全個体電池搭載の電気自動車が登場するようです。

充電時間は 5分程度、長距離の走行が可能で発熱の危険性がないとお聞きしま

した。全個体電池が一般化すれば、私たちの生活はもっと便利になることでし

ょう。 

私は、もう一つの蓄電技術を知るために先日、九州水素・燃料電池フォーラ
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ムに参加しました。水素研究の世界最先端を走る、九大の佐々木一成教授や東

京工業大学の岡崎健特命教授など 6 名の方々から再生可能エネルギーの多様

な活用を見据えて大変興味深い講演がありました。 

その中で、既にドイツやデンマークでは、水素を貯めて移送する配管が張り

巡らされているという事実。 

中国では 2017 年から 2 年間で、3.5 兆円の予算をかけて水素研究が始まっ

ていて、燃料電池を使った、列車やトラックの実現を目指し、更に鉄鋼などの

工場にも水素エネルギーを活用しようと研究が始まっているとお聞きしまし

た。 

水素社会の実現は、化石燃料から脱却するエネルギーの革命だと言われてい

ます。しかも水素エネルギーの活用は、パリ協定実現の大きな要素とされてい

ることとも知りました。私は、福岡県の水素社会に対する具体的な取り組みを

誇りに思っています。 

しかし、福岡県の第二期「人口ビジョン・地方創生総合戦略」は、第一期総

合戦略に SDGsの考え方を踏まえたと記していますが、環境やエネルギーの成

果の部分を拝見しましたが、もっと胸を張り、夢と目標を書くことができるは

ずだと忸怩たる思いをしました。 

福島県でも「2030年に県内エネルギーの 40％。40年頃には 100％相当量を

再生可能エネルギーで生み出す。」と公表して水素研究を加速しています。 

まず、知事は、パリ協定の実現に向けて国連が示した温室効果ガスゼロの提

言について、どのような認識をお持ちでしょうかお答えください。 

また、知事の水素社会実現への決意をお示しください。 

次に、提案ですが、県のホームページに水素社会に向けたページを設け、そ

の進捗を見える化してはどうでしょうかお答えください。 

次に、私は、一昨年、九電の関門連系線(注)が、

能力の半分しか使われていないことを指摘し、再

生可能エネルギーの出力抑制の対策として関門

連系線を使えるように質問しました。知事は国に

要望すると答弁されましたが、その後の進捗をお

答えください。 

次に防災対策についてお聞きします。 

(注)関門連系線とは？ 

 九州エリアにおいて太陽光発電

や風力発電など、再生可能エネル

ギーで発電した電力を中国以東の

エリアへ融通・送電するための送

電線「連系線」のこと。 
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先ほども述べた通り、異常気象が地球のいたるところで、日本のどこかで起

こっています。インフラも、耐えられなくなっています。 

公明党福岡県議団は、2011 年東日本大震災以降、防災対策の基準をその地

域の最悪の値に設定して防災対策の見直しをすべきと訴えて参りました。 

また、一昨年 9月の代表質問で私は、ダムの緊急放流

で被害を出さないために、ダムの利水のルールを見直し、

事前放流をすべきと提案しました。知事は、国の動向を

見て研究すると答弁されましたが、昨年 11 月国は、ダ

ムの事前放流に利水分も着手すると方針を示し、今年の

6月から運用を開始することになりました。 

知事に何点か質問をいたします。 

まず、本県の高潮浸水想定区域図が出そろいましたが、県民の具体的な防災

対策に活用するためには市町村が作成するハザードマップの作製を急がなけ

ればなりませんが、その進捗状況をお答えください。 

次にダムの事前放流のための運用の見直しについて県はどのように検討さ

れているのかお答えください。 

次に、マイタイムラインの作成についてです。マイタイムラインとは、いざ

という時に慌てることがないよう、避難に備えた行動を一人ひとりが、予め決

めておくものであり大変重要ですが、住民は、作り方が分からず、なかなか進

まないのが現状です。 

そこで提案です。県内には 5,162人の防災の専門知識を持つ防災士がおられ

ます。県の計画では、今後、防災士を増やしていく計画と聞いています。これ

ら防災士の皆さんのお力を借り、住民がマイタイムラインを作成できるように

してはいかがでしょうか。お答えください。 

次に防災工事について伺います。 

国際社会は今、産業革命に比べ世界の平均気温の上昇を 2度未満、できれば

1.5 度未満に抑えることを目標にしています。国は、防災のためのインフラの

強靭化について河川の浚渫（しゅんせつ）、掘削、堤防の強化、雨水の貯留など

を挙げています。今後の防災のための河川の強靭化の取組について、また、国

の来年度予算案に緊急浚渫推進事業費が創設されていますが県としてどのよ

うな対応を考えておられるのかお答えください。 
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次に、環境面からの防災について伺います。 

昨年 8 月、記録的豪雨が九州北部､特に佐賀県を襲いました。その際、大町

町の鉄工所の油が流出し、周囲の住居、田畑が被害を受けました。私も、自衛

隊が使用している油除去の方法を提案しましたが、佐賀県の現場では実験する

時間も、人もいないために活用できませんでした。 

九州では、各県の環境部が災害対応のために平時から情報交換をしていると

お聞きしています。本県にも県庁内横断的な環境対策協議会があります。知見

さえあれば、活用できる会議体はすでにあるという事であります。 

知事に伺います。 

油対策について、本県に存在する油除去の技術を平時に検証し、いざという

ときには全九州に発信できるよう備えてはいかがでしょうかお答えください。  

 

【知事の答弁】 

◆国連の温室効果ガスゼロの提言についての認識について 

地球温暖化は、災害や熱中症の増加、農作物の品質低下など、さまざまな分

野で影響をもたらしており、本県においても重要な課題となっています。 

また、国際社会は、温室効果ガスを大幅に削減する脱炭素枝術の実用化や普

及に積極的に取り組んでいくものと考えています。 

県としては、「脱炭素社会」の実現に向けて、まずは、現行の福岡県地球温暖

化対策実行計画の長期目標である「2050 年までに 80%の排出削減」の実現を

着実にすすめてまいります。 

◆水素社会実現への決意について 

水素は「究極のクリーンエネルギー」といわれており、環境問題やエネルギ

ー問題の解決に向けたキーテクノロジーです。 

また、水素の製造、輸送、貯蔵、利用までの各過程で多くの企業が関わるこ

とから、新市場を創出する次世代産業としても期待されます。 

このため、本県では、水素分野で全国トップレベルの企業や大学、研究機関、

行政など 822の機関等で組織する「福岡水素エネルギー戦略会議」を中核とし

て、水素エネルギー社会の実現に向けた取組みを行ってきました。 

具体的には、 

① トヨタ自動車九州の工場内において、太陽光発電から水素を製造し、フ
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ォークリフトや展示施設の照明で利用する実証事業の推進 

② 燃料電池自動車(FCV)の普及と水素ステーション整備の一体的な推進 

③ 世界最高水準の設備を備えた「水素エネルギー製品研究試験センター 

(ハイトレック)」や県独自の補助金による県内企業の製品開発支援などに 

取り組んできました。 

また、水素関連分野への県内企業の参入も着実に進んでおり、これまでに、

FCVやエネファームの主要部品など 21件の製品化を達成しました。 

東京オリンピック・パラリンピックでは、選手や観客の移動に FC バスや

FCVが使用されるほか、選手村にも燃料電池が設置されます。 

県としては、こうした機を捉え、本県の強みを活かして水素関連分野の産業

化に取り組むとともに、国の水素基本戦略の具体化を検討する「水素・燃料電

池戦略協議会」に全国の自治体から唯一参画しているところであり、国とも連

携しながら、水素社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

◆県ホームページへの水素社会に向けた取り組みの掲載について 

水素社会の実現に向けては、県民の皆様をはじめ、社会全体の理解を得るこ

とが不可欠であり、このため、福岡水素エネルギー戦略会議ホームページで、

本県の水素戦略の概要や各種事業、県内企業が開発した水素関連製品の情報な

どを掲載しています。 

今後、よりー層、県民の皆様に理解を深めてもらうため、 

① 低炭素社会に向けた水素エネルギーの意義 

②  FCVやエネファームなど、生活に身近な水素関連製品の開発と普及の

状況 

③ 水素社会に向けた最先端プロジェクトの動向について、県ホームページ

等効果的な広報媒体を活用し、情報発信を強化します。 

◆再生エネルギーの出力抑制対策としての関門連系線の活用について 

九州電力の関門連系線について、県では、これまで、国に対し、系統制約の

解消のため、既存の地域間連系線の弾力的運用について、働きかけを行ってき

ました。 

国においては、系統の空き容量を柔軟に活用し、送電量を増やすため、 

①  一昨年 4 月から、過去の実績をもとに、将来の運用状況を想定し、空

き容量を算出する想定潮流の合理化をしたことに加え、 
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②  同年 10月からは、事故時の瞬時停止装置を用いた緊急時枠の活用も開

始しました。 

九電においては、この国の方針に従い、関門連系線における再生可能エネル

ギーの送電量を拡大するシステムを開発し、昨年 4 月から、最大送電量を約

105 万 kW から、一般家庭で約 10万世帯分に相当する 30 万 kW 程度増加さ

せたところです。 

また、国においては、再生可能エネルギーの余剰電力の更なる有効活用に向

け、系統混雑時を除き、系統への接続を認める方策の検討を進めています。 

再生可能エネルギーは、今後も導入が進むことが予想され、県では、他地域

における電力需要の動向及び国の政策動向を注視しながら、系統制約解消に向

けた働きかけを続けてまいります。 

◆県内の高潮ハザードマップの作成状況について 

県は、高潮浸水想定区域の公表に先立ち、関係する 32 の市町に対し説明会

を行うとともに、公表後も各市町の個別の質問に応じる形で、浸水想定の考え

方、先進事例の紹介など、ハザードマップの作成支援を行ってきました。 

その結果、昨年度、5つの市町においてハザードマップの作成が完了し、今

年度は 6 つの市町において作成が進められ、来年度は、13 の市町において、

作成が予定されています。 

引き続き、残る 8市町についても、早期のハザードマップ作成に向けて、情

報提供や技術的支援を行ってまいります。 

◆ダムの事前放流のための運用の見直しについて 

国ではダムの「事前放流」の実施について検討するため、昨年 11 月に引き

続き、12月 12日に「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議(第 2回)」

が行われました。 

この会議では、「事前放流」を令和 2 年の出水期から実施するために取り組

むべき項目を示した基本方針が策定されました。 

今後、国において、この基本方針に基づき、事前放流の開始基準の設定や、

事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応などについての具体的な手法

を示されることになっており、県としては、それらを踏まえ、県管理ダムの事

前放流の可能性について検討を進めてまいります。 

◆防災士を活用した「マイタイムライン」の作成について 
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県では、自主防災組織の体制強化を図るため、来年度から、防災・減災活動

のリーダーとなる防災士のスキルアップ研修や、新規養成研修の開催を予定し

ています。 

この研修の中で「マイ・タイムライン」について、先進事例や防災情報を踏

まえた避難行動のあり方を紹介し、それぞれの地域の特性に応じた自主防災組

織の活動の中で生かしてもらうよう、取り組んでまいります。 

◆今後の河川の強靭化の取り組みについて 

県では、近年の降雨や浸水被害の状況などを踏まえ、計画的な河川改修を進

めています。このような、ハード対策に加え、災害時の避難行動や水防活動が

適切に実施できるよう、河川の水位情報の提供といったソフト対策にも取り組

んでいます。 

さらに、平成 30年 7月の西日本豪雨などを受けて国が策定した「防災・減

災、国土強靭化のための 3か年緊急対策」の予算を活用し、河道掘削や樹木伐

採などの緊急的な対策を推進しているところです。 

今後とも、ハードとソフトの両面から総合的に治水対策を実施し、災害に強

い県土づくりに努めてまいります。 

◆緊急浚渫推進事業費について 

本事業費は、河川や砂防などの施設の適切な維持管理を図るため、地方公共

団体が単独事業として浚渫や樹木伐採などを緊急に実施できるよう、今後示さ

れる内容を踏まえ、本事業費の有効的な活用を検討してまいります。 

◆災害時の油流出に対応するための油除去技術の検証、情報交換及び発信につ

いて 

県内には、河川の水質保全や水質事故時の被害拡大の防止を図るため、国の

河川事務所を事務局とし、関係県、流域市町村等で構成される協議会が設置さ

れており、本県も、環境、農林水産、県土整備及び建築都市の 4部が参加して

います。 

この協議会においては、平時から、油流出時に必要となる資材の保有状況や

対応事例の情報を共有するとともに、油流出事故に備えた訓練を実施しており、

公募により参加した企業による油除去の実演や資材の使用方法の説明等が行

われています。 

この訓練に、できるだけ多くの企業に参加していただけるよう、県のホーム
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ページを活用して参加を呼びかけてまいります。 

また、訓練において効果が検証された技術については、県庁内の関係部局で

構成される環境対策協議会においても情報共有を図るとともに、九州各県との

間では、環境保全担当課長会議等において情報交換を進めてまいります。 


