政務レポート

県の再生可能エネルギー導入モデル地区に指定

川 端 通 りを エコ 商 店街 に

ス マートグ リッド

を実 現する新 しい持っ た電

力網 のこと。 省エネと コス

鳥 取県が進 める「環 境イニシ アティ ブ事業」の 中心とな る再生可 能エネ ルギー導 入

端の 電力機器 まで組み 込ん ため 、スマー トグリッ ドの

を作 成しただ けに本当 にうれし い限り です。川 端通り商 店街が太 陽光発 電を中心 に

人た ちがカフ ェや洋品 店を 間も ない今夏 。６月定 例会

設で 地域人口 が増加。 若い たの は、県議 に初当選 して

開店 するなど の新しい 動き で 「環境で全 国のイニ シア

とい う賑わい の中心だ った

な街 でした。名画座、世 界館

下で 初めてと いうハイ カラ

アー ケードに 太陽光パ ネル はど うか」と 平井伸治 知事

ード 管理組合 会長らか ら、 の気 宇壮大な 夢を提示 して

くる 米村規雄 ・川一ア ーケ ーで 電力需要 を賄うく らい

同 商店街の 商店主ら でつ ら、 １００％ 自然エネ ルギ

テ ィ ブ を 取 る と 言 う のな

映画 館の廃館 後、徐々 に元

を載 せ、エコ 商店街に する に 迫 っ た く ら い で し たか

も出 ています 。

気 を 失 い つ つ あ り ま した

夢に 満ちた相 談が寄せ られ ら、 もちろん 大賛成で す。

登場 したのも 同商店街 が県

が、 近年、マ ンション の建

商 店 街 の 皆 さ んと議論重ね、応募

「環境イニ シアティ ブ事

エネ ルギーの 導入は、 循環

自然 の力を使 った再生 可能

増田 誠一・川 端界隈活 性化

する とのこと 。米村会 長、

事業 で、モデ ル地区を 公募

可能 エネルギ ー導入モ デル

４１ ０万円を 計上した 再生

とこ ろ、６月 補正予算 で１

し、 融雪装置 として使 うア 画を つくりま す。米村 会長

太陽 光パネル の性質を 生か ち上 げ、今年 度中に基 本計

気を 逆流させ ると発熱 する 専門 家を加え た委員会 を立

グリ ッドの構 築で解決 。電 が届 いたのは １０月中 旬。

ーム を組み込 んだスマ ート け、 モデル地 区採用の 通知

発電 かガス発 電のエコ ファ

夜 間の電力 供給は、 風力 コ再 生事業」 です。

業」 は文字通 り、日本 の環

共に 、その中 核をなす もの

型リ サイクル 社会の実 現と

県 生活環境 部に相談 した

境政 策のイニ シアティ ブを

イデ アも生ま れました 。Ｌ らは 「住民主 体の計画 だか

ネも 図ります 。これら の議 後は 、県の支 援を受け なが

協議 会長ら商 店街の皆 さん
究を 調べ、夜 間の電力 供給

論の 成果をま とめて応 募し ら、 日本一エ コな商店 街を

で、 様々なチ ャレンジ がな
同 商店街は 、県都の 顔と

や積 雪への対 応など、 次々

開し て、環境 立県を実 現す
平 井 知 事 の マ ニ フ ェ スト

もい うべき商 いの街。 全天

たの が今回の 「自然エ ネル 実現 したい」 と期待に 胸を

ＥＤ 照明など 徹底した 省エ ら評 価された のだろう 。今
未

に出 てくる課 題を検討 して

と、 先進事例 や関係す る研
「み んなでや らいや！

候型 のアーケ ードが登 場し

いき ました。

され ます。

来づ くり」の 大きな柱 の一

たの も、エス カレータ ーが

ギー を活用し た川端通 りエ 膨ら ませてい ます。

つで す。太陽 光や風力 など

ると いう意欲 的な政策 で、

ヒ アリング 調査など を受

握る ような先 進的事業 を展

川一アーケード管理組合のみなさんと私

スマ ートグリ ッドを構 築した日 本一の エコ商店 街になる よう全力 を尽く します。

に本 格着手し ます。当 選直後か ら商店 街のみな さんと議 論を重ね 、一緒 に応募書 類

せ、 最適化し た電力の 需給 給が 不可欠と される。

御装 置を、発 電設備か ら末 で発 電量が刻 々と変化 する

で制 御する高 機能な電 力制 ギー での発電 は、天候 など

表す ように、 コンピュ ータ 陽光 や風力な ど自然エ ネル

「スマート 」という 語が ト削 減を目的 とするが 、太

用語

でネ ットワー クで結び 合わ 導入 による安 定的な電 力供

「Relation」
とは1605年、
ス ト ラス ブ ー ル で ヨ ハ
ン ・ カロ ル ス が 世 界 で
初 め て創 刊 し た 新 聞 で
す 。直訳 す れ ば「関 係」
。
つ ま り、架 け 橋 と い う
意 味 があ り ま す 。

商店 街と湯梨 浜町が選 ばれまし た。今 年度中に 基本計画 を策定し 、来年 度から事 業
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事業 のモデル 地区の公 募審査が 行われ 、たくさ んの応募 の中から 鳥取市 の川端通 り
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