ネットゼロの
取り組みについて

月定例会議一般質問

学校における

ガス 校、
電気とガスの併用が９校です。
また、
県内の公立小中学校の空調設備に
ついては、
電気 市町、
ＬＰガス３市、
電
気と都市ガス等の併用が５市町です。
冷暖房エアコンを導入済みの
学校が多数だが、
冬場の暖房は
従来の暖房器具を使用していると聞く。
使用状況についてはどうか。
教育長 県立学校では、
基本的
にガス・石油ストーブまたはガ
ス・石油ファンヒーターを使用していま
すが、
コンピュータのある教室や特別支
援学校の一部の教室では空調設備を使
用しています。
今年度は、
新型コロナウイ
ルス感染症等の予防のため教室の換気
を十分に行う必要があることから、
寒さ
対策として補助的に空調設備を使用で
きるようにしています。

守山市立守山中学校は、
環境技
術を取り入れた校舎の工夫と
それを活かした環境教育や生活スタイ
ルで省エネや創エネに取り組み、
これら
を通じて生徒たちが環境の大切さや自
然と共に生きる暮らしの重要性を学ぶ
ことができる場を創出するスパーエコ
スクールに認定されており、
県が昨年
月に開催した
「しが ネットゼロ」
のシン
ポジウムでも事例発表が行われた。
そこ
で、
ゼロエネルギー化を目指すスーパー
エコスクールの守山市立守山中学校の
取り組みについて伺う。

13

守山中学校の３か年の体系的
学習調査の結果については。

11

11

最新の冷暖房エアコンであれ
ば暖房に関するコストや 排
出量について、
従来の暖房器具よりも効
率がいい場合も考えられる。
今後はコス
トと 排出量のバランスで最適な方法
を検討するべきと考えるが。

12

琵琶湖環境部長 守山中学校
は、琵琶湖と陸地の温度差によ
って吹く風等の多様な自然エネルギー
を組み合わせ、
省エネ、
創エネおよび蓄エ
ネによりゼロエネルギー化を目指した
施設として、
平成 年 月に改築した新
校舎を環境学習の場に活用するととも
に、
学習成果を地域に発信し、
家庭や地域
の環境意識の向上につなげています。
環境学習プログラムの実施について
は、
地球温暖化をはじめ様々なテーマを
対象として、
地球温暖化対策に関する普
及啓発の拠点として県が指定している、
滋賀県地球温暖化防止活動推進センタ
ーが地球温暖化に関する授業を担当し
たところです。
授業で用いる教材は、
温暖化に代表さ
れる地球規模の環境問題と、
日常生活と
のつながりを意識してもらえるよう地
球温暖化防止活動推進員が企画・開発し
ました。
令和元年度は各学年に応じた環
境学習として、
出前講座を 回実施して
います。

CO₂
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教育長 県立学校の空調設備
は 、一 部 を 除 い て 、冷 房 の み の
使用を条件として設計、
発注になってい
ることから、
暖房などの異なる条件での
使用は今後のメンテナンスや受電設備
等への影響が生じる可能性があるとの
ことで、
現時点では暖房は基本的にスト
ーブやファンヒーターを使用と考えて
います。
今後は、
空調設備に切り替えた場
合のコスト面や、
補助的に稼働した場合
の暖房効果等を検証して、
冬季の学習環
境としてどのような方法が効率的、
効果
的であるのか検討していきます。

琵琶湖環境部長 「生徒の環境
配慮行動に関する実践状況を
経年的にみると、
学習プログラムの実施
により、
３か月程度の一時的な影響を及
ぼすことはできるかもしれないが、
１年
以上にわたり日常的に定着するには至
っていないことが推察できる。
」
とされて
います。
このため守山中学校では、
意識や
行動の定着を図るためには、
生徒たちが
自発的に考え、
発信する機会を持つこと
が重要であるということで、
地球温暖化
防止活動推進員と一緒になって、
クラス
でディスカッションし自ら発表する場
を設けながら、
学習プログラムの見直し
を行っています。
県 で は 、環 境 学 習 の 体 系 的 、総
合的および効果的な推進を図
るため、
令和３年度からの５年間を計画
期間とする
「第四次滋賀県環境学習推進
計画」
の策定を進めているが、
学校に対す
る ネットゼロの取り組みをどのよう
に展開していこうと考えているのか。
琵琶湖環境部長 同計画の中
では、
重点的に取り組む課題の
一つに
「脱炭素社会づくり」
についての学
習推進を掲げています。
学校に対しては、
教育委員会と一体となって、
市町や地域
団体、
事業者等の多様な主体との連携・協
働により、
地球温暖化問題等について学
ぶ場や機会づくり、
情報の提供等を進め、
ネットゼロの取り組みを支援し、
広め
ていきます。
学校現場は学習指導要領に基
づいて指導している。
学習指導
要領に定められた環境に関する学習の
中で、 ネットゼロに向けた教育をどの
ように行っていこうと考えているのか。

との大切さなどを学んでいます。
これら
の学習を通して、
子どもたちは
「 ネット
ゼロ」
の意味について総合的に考え、「自
分ごと」
として捉え、
課題意識をもって主
体的に学習を進めていくように指導す
ることが大切だと認識しています。

守山中学校での取り組みを全
ての学校で行えないのか。

琵琶湖環境部長 滋賀県地球
温暖化防止活動推進センター
では県内の小学校や中学校等で講座を
実施していますが、
同時に、
地域や団体に
よる環境学習の推進も図っています。
講
座へ派遣できる推進員の人員や財源に
制約がありますが、
できるだけ多くの学
校で講座開催ができるよう努めます。
教育長 県教育委員会では、
県内全ての
小中学校において環境教育を担当する
教員の研修として、「しが環境教育研究協
議会」
を毎年実施しています。
守山中学校
の取り組みなどを参考にしながら、 ネ
ットゼロに向けて、
それぞれの学校で意
見交換を行うなどし、
それを持ち帰って
各学校での取り組みに生かしていける
よう進めたいと考えています。

子どもたちの学習の一助とし
て、
また家庭での 削減に向け
た取り組みとしても滋賀県地球温暖化
防止活動推進センターが実施するエコ
診断は有効な手段と考えるが、
状況につ
いてはどうか。

琵琶湖環境部長 令和元年度
の実績は１１０件です。
エコ診
断実施後、
事後調査票の提出のあった
世帯の合計で 排出量が約 ％削減さ
れており、
各家庭で省エネ・節電行動の定
着に効果があったと認識してます。
また、
学習ツールとしても非常に効果
的だと考えられますので、
学校でどのよ
うな形でできるのか、
教育委員会と相談
しながら考えていきたいと思います。

児童生徒が自発的に ネット
ゼロムーブメントの宣言を行
うような教育を進めることが重要と考
えるが。

琵琶湖環境部長
ネットゼ
ロの考え方を学校に周知する
とともに、
子どもたちが自分の行動と
ネットゼロがどのようにつながってい
るのかを考え、
そのことをしっかり意識
して主体的に行動できる、
また主体的に
学べる、
そういった教育を推進していき
ます。

田中松太郎のその他の質問

●儀式的行事等における国際儀
礼や慣例について

チームしが県議団 代表質問

◦新年
 度予算と組織改編について
◦新型
 コロナウイルス感染症対策に
ついて

◦「未
 来を変える一歩」について

◦「美
 の滋賀」の新展開について
◦これ
 からの農業施策と農村活性化
について

◦道路
 ・河川の整備について

◦教育
 の諸課題について
◦コロ
 ナ禍における犯罪動向につい
て

■
「 ジェンダ ー 平 等（ 男 女 共 同 参

画）
社会の実現を求める意見書
（案）」
をチームしが 県議団
より提出

「中 小企業者等への支援の拡充
■
等を求める意見書
（案）
」
を
チームしが 県議団より提出

「住
■
 民の生 命 と 財 産 を 守 る 治
水・河川政策の推進を求める決
議（案）」
をチームしが 県議
団より提出

http://matsutaro.jp/

２０１８年 月に発表された国連気候
変動に関する政府間パネルＩＰＣＣ
℃特別報告書では、パリ協定の目標であ
る産業革命以降の世界の平均気温の上昇
を ℃より、リスクの低い ℃未満に抑
える必要性が指摘されました。このた
めには、人為的な二酸化炭素排出量を
２０５０年前後に実質ゼロにする必要が
あります。
滋賀県でも、琵琶湖をはじめとする
豊かな自然環境を守り、豪雨災害等に強
い持続可能な社会を次世代に引き継ぐた
め、昨年１月に「２０５０年までに県域
からの二酸化炭素排出量を実質ゼロ」に
することをめざして「しが ネットゼロ
ムーブメント」のキックオフを宣言し、
その取り組みが開始されました。県民、
事業者、行政が一丸となって取り組みを
行うため、
「しが ネットゼロムーブメ
ント」への賛同の呼びかけを行なってい
ますが、今年１月末時点での賛同者数は
事業所 事業所、個人１１８３名という
状況で、このペースでは２０５０年の
ネットゼロの実現どころか、周知さえ行
き渡らないのではという危機感を抱いて
います。
未来への責任として取り組みを強化し
ていくと同時に、２０５０年に当事者と
なる子どもたちには、様々な教育の場面
において、地球温暖化の諸問題をはじめ、
削減に向けた意識を高め、自ら考え行
動していく機会を提供
していくことが重要だ
と 考 え ま す。
（動画も
ご覧ください）
学校から排出される 削減に
どうに取り組んでいくのか。
教育長 県立学校では今年度
から３年で、
全県立学校の教室
等の照明のＬＥＤ化を順次進めていき
ます。
学校によって 年以上前に設
置された空調設備から、
最新の
空調設備まで様々だが、
県内の公立学校
に導入されている空調設備のエネルギ
ー源についてはどうか。

教育長 新学習指導要領では、
教科等を横断的に進めること
が求められています。
中学校の理科では
が地球温暖化の原因の１つとして考
えられていることを、
中学校の技術・家庭
科では 排出量を減らして生活するこ

田 中 松 太 郎

Instagram▶

Facebook▶

公式︎ホーム
ページ▶
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教育長 県立学校の空調設備
は 、電 気 校 、都 市 ガ ス や Ｌ Ｐ

田中松太郎の日々の活動は
SNS等で配信しています！

CO₂

1.5

CO₂

質問動画

CO₂

30

CO₂

CO₂

CO₂

CO₂

CO₂

1.5

CO₂

10

CO₂

CO₂

79

CO₂
CO₂

41

CO₂

２
2

CO₂

