メガソーラーに前向き
カ ー ボ ン オ フ セット
民 間 へ も 普 及 促進 を
県 内 に 本 店 を 置 く 企業
きに 限定され ている木 の住

が、 県内に住 宅を建て ると
の ネ ー ム バ リ ュ ー は 全国

ＬＣＣはトップセールス実現
一 般質問で は、知事 の政治姿 勢に続 き、県民 が夢を

し、 家具製造 や住宅リ フォ 費用 の半分程 度を林業 家の

ＤＦ ）の工場 を県営で 設立 普及 させては どうか。 間伐

きれ ば、補助 金による 支援

ーム など木材 関連産業 を育 皆さ んに支給 すること がで

てて はどうか 。

二 酸化炭素 の排出権 取引 より 経済性が あり、何 より

も激 しい分野 なので、 県営

多額 の投資が 必要で、 競争

を民 間の企業 団体へも 広く 環境 にも優し い。

Ｊ ・ Ｖ ＥＲ 取 得 助 成

材を 担いで商 売に行っ て欲

して はどうか 。県外に 県産

魅力 も付加で きる。建 設候

しい し、この 不況下、 鳥取

議 員指摘の 通り、外 に打 れ ば 応 援 の 余 地 は 十 分あ

まい 助成制度 の対象を 拡大

もの ばかりで したが、前向きな 姿勢を 示してい ただき、
補地 として砂 丘を検討 して

支店 の松江支 店への吸 収も

って 出ていく のは大切 だ。 る。 カーボン ・オフセ ット

も設 ければ、 砂丘に新 しい

感謝 していま す。
やり 取りのい くつか をご紹介 します。
欲し い。また 、鳥取市 内の

相次 いでおり 、雇用に 貢献

木の 住まい助 成事業で はな を民 間がやる 場合、県 では

区。 太陽光発 電学習館 など

立ち 上げ、実 生の松で ジャ

商店 街では太 陽光パネ ルで

して いる支店 への支援 策も

いが 、昨年、 製材業者 ５社 Ｊ・ ＶＥＲの 取得経費 の応
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が県 外で建て た1棟分 の住 援を している 。ぜひ民 間ベ

持て るような 提案を、 いくつか 致しま した。法 律によ

ング ルのよう になった 松林

アー ケードを 作り、照 明を

必要 だ。

る制 限があっ たり、巨 費が必要 だった りと課題 の多い

を白 砂青松の 景観に戻 そう

店街 を検討さ れている が支

ＬＥ Ｄに替え るなどエ コ商

でや るつもり はないが 、民

と汗 を流しつ つ、メガ ソー

電力 自 給

％目指せ

砕し 、接着剤 を加えて 熱圧

間 伐材や廃 材を細か く粉

で応 援した。 ＭＤＦ工 場は して いただき たい。

宅に ついて、 県の別の 制度 ース でももっ ともっと 活用

創業 し、平井 知事は初 代社 思っ ている。 国内路線 や国

形成 する中密 度繊維板 （Ｍ

間で やろうと いう会社 があ

ラー 発電所誘 致などの 活性

再生 可 能 エ ネ ル ギ ー で

知 事は全国 をリード する

初め とした候 補地がい ろい

社長 には、県 内には崎 津を

援さ れてはど うだろう か。

化策 も模索中 だ。鳥取 砂丘

ニシ アティブ 」をマニ フェ
スト に掲げ、 自然エネ ルギ
0
ーの 発電量を 1万キロ ワッ

く航 空路は東 京中心で 、首

日 本の交通 網、なか んず

安 全運航が 最優先さ れる シフ トを起こ していく とい

際路 線の誘致 は射程内 に入

自 然エネル ギーの拠 点と

おり 、鳥大が キーパー ソン

都圏 と地方の 格差を生 む一

ので ハードル が高い。 飛行 う観 点からも 、考えて みる

長を 目指して みては。

れた が、それ でも消費 電力
0
の3 ％にすぎ ない。サ ハラ

てい きたい。風力や小 水力、 にな るのでは ないか。 地元

して 鳥取県は 名乗りを 上げ

で 体 制 が 組 め る の で あれ

因に なってい る。東京 と地

場に 着くと乗 客は一度 下り べき 課題と思 う。

地 方 発 のＬ Ｃ Ｃ

砂漠 で発電し 、地中海 を越

さら に地熱と か温泉と か、

ば、 熟度を見 てコーデ ィネ

方で はなく、 地方都市 間を

は、 機内点検 の必要か らで

なけ ればなら ないが、 これ

ろあ るという 言い方を して

えて 供給する など世界 中は

様々 なチャレ ンジがあ ると

ータ ー役とし て県も関 わっ

市間 を結ぶ空 の山手線 は考

結ぶ 航空路、つまり、地 方都

でい ろんな働 きかけを して

鳥 取大学で は、レン ズな

わせ 、スマー トグリッ ド技

電や メガソー ラーを組 み合

ん な ケ ー ス を 想 定 し てお

定す るもので はない。 いろ

導入 モデル事 業は住宅 に限

行り のローコ ス・トキ ャリ

離着 陸料の減 免で、今 、流

ど地 方空港は 県営が多 い。

えら れないか 。鳥取空 港な

のＬ ＣＣの動 きの中で 、地 トッ プセール スを展開 され

るか らだ。他 方、私は 、今 ャー ター便の 就航に向 けた

が残 ることが 禁じられ てい 長を 訪ね、国 際定期便 ・チ

あり 、給油中 は機内に 乗客 の春 秋航空本 社の王正 華会

取大 学が広い 土地を有 して

いる 。議員指 摘の通り 、こ

れか らの交通 のパラダ イム

どで 光を集め て発電す る新

術と 合わせて 、環境イ ニシ

り、 具体のア イデアや プラ

◆
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平 井知事は ７月1日 上海

シス テムなど の研究が 進ん

アテ ィブのリ ーディン グケ

とし てチャレ ンジすべ きと 現を 祈ります 。

でい る。鳥取 砂丘西側 では

県と 連携して 地方ＬＣ Ｃを

方空 港もビジ ネスチャ ンス まし た。１日 も早い就 航実
には 加え得る 。

ア （ＬＣＣ） も可能だ 。各
メ ガソーラ ーついて 、孫

ンが あれば、 対象事業 の中

もん じょプロ ジェクト 」を

ース にしたい 。

ビ ジ ネ ス チャン ス 到 来

り得 るもので 、今も水 面下

次々 な計画が 立案され てい

思う 。米子の あたりで その

案し た再生可 能エネル ギー

てい きたい。 補正予算 で提

Ｌ Ｃ Ｃ で地 方 空 港 に

る。 ここは思 い切って 、再

エネ ルギー需 給を賄う 特区

（知事）

地元 のお父さ んたちが 「も

創 業 目 指 して は

生可 エネルギ ーで１０ ０％

構想 を考えて いる。風 力発

いる 。鳥取砂 丘西側に は鳥

電力 需要を満 たす地域 を目

ト台 に上昇さ せると公 約さ

地 元で体 制組めば

環境 実践 「と っとり環 境イ

十 分な制 度活用を

( 知 事）

（質 問）

( 質 問）
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指し てはどう だろか。

県 も調整 役で参加

（知事 ）

（質問 ）
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