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平成２６年度　第１回　再生可能エネルギー推進審議会

平成２６年（２０１４年）
４月２４日（木）
１３時３０分～５時

場

所
宝塚市役所　３階　特別会議室

環境部長、環境室長、環境政策課長、同係長、新エネルギー推進課課長、同係長、同事務職員

２　前回（2014.3.7 平成25年度第4回審議会）の振り返り（事務局）

日
時

内　容（概要）

委員

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)スタッフ

担当
事務局

（資料確認）

１　開会（環境部長より）

環境部長から、開会にあたり、以下のとおりあいさつを行った。

前回(平成25年度第4回）審議会における決定、確認事項は以下のとおりであったことを、議事録概要をもとに説明した。
・ビジョンの対象期間は2020年までであるが、2050年までの長期目標についても設定している。
・ビジョンの第3章「再生可能エネルギーの目的と将来像」では、条例から「豊かな環境の自律的な維持」「エネルギーの自律性を高める」
「災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり」の3項目を抽出し、政策の目的として掲げている。
・ビジョンについて、「エネルギー消費量について2009年度より新しいデータがないのか」という質問に、事務局から、「2011年度までの最新
のデータを受け取る予定であるので、最新のデータとしてビジョンの中の数値を改めることができるか検討する」と回答した。
・ビジョンについて、「再生可能エネルギーで生まれる雇用」に関する議論の中で、委員から「国産や市内業者のものを使うことを推奨するよ
う商工会議所などで説明されては」という意見があり、事務局からは、「条例が制定された際には、商工会議所や市内の事業者に対して説
明させてもらう場を持ちたいと考えている」などと説明した。

（会議の成立確認及び傍聴人（4名）入場）

出
席
者

丸山　康司氏、藤本　真里氏、大門　信也氏、中川　慶子氏、岡田　知也氏、澤　美佐氏、黒田　勇司氏　計7名

この4月より環境部長を拝命した。1年前は教育委員会におり学校全量売電等の件で環境部から相談を受ける立場におり、2年前はクリーン
センターの所長をしていた。ちょうどその時に新エネルギー推進課ができ、同じ環境部の中で予算もない中で苦労しているなと思っていた。
しかし、最近はコンスタントに色々な市民との協働で事業をしており、市民からの一定の賛同も得ているという報告を受けている状況である。
宝塚にはいろんな魅力があるが、市民や事業者の方との協働により育てていただき、市と協働して再生可能エネルギーの利用の推進によ
るまちづくりも魅力の一つにしていく必要があると思う。条例の制定やビジョンの策定はこれらを推進していく上で必要不可欠なものとし、審
議会委員のみなさまのご協力を得て是非とも実現していきたいと考えている。審議会は今回で通算５回目になり、毎回長時間ご議論いただ
いている中で、今回も議題が数多く、長時間のご議論になるかと思うがよろしくお願いしたい。

　担当事務局（市）

３　再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会（3/9）報告

以下のとおり実施報告を行った。
・審議会での議論や懇談会の取り組みを参加者が振り返る内容であった。
・参加者45人であった。
・前半は、丸山先生からエネルギーの利用形態やドイツでの事例などについての講演があった。
・後半はパネルディスカッションとオープンディスカッションを行った。
・パネルディスカッションでは5名の方に登壇していただき、前半は審議会でどのような議論を行ってきたのかという点を参加者と共有し、後
半は懇談会への意見や視察の報告などについて幅広く議論をしてもらった。
・オープンディスカッションでは、参加者と、審議会、条例や懇談会などについて広く議論した。
・懇談会には初参加の方がおり、広がりが出ている。
・パネラーとして登壇した方のように、若者が参加して発言することは大事であることを参加者が確認したという印象を感じている。
・参加者からは市が仕組みを作っていることに対する関心があり、できるだけわかりやすく作ってもらいたいという期待があった。
・「これまでISEPがサポートしてきたが、これからは地元の中でもこういった役割を少しずつ担っていかなければならない」という意見があった
ように、今年は自立モードに向けてどうやっていくのかという課題を場づくりの方でも注力してやっていく必要があると感じている。

・若い方が立派で、非常に良かった。他の地域でこういう懇談会をやった後は、もっと詳しく知りたい人などに対象を絞った意見交換会など
の実施を考える余地がある。去年も北部での試みもあったが、全体の懇談会を中心に、色々展開できればいいと思う。また、懇談会の中で
は、マンションの屋根につける案もあったが、提案する程度ですぐに成果を求めるのはどうかと思う。
・大学などに場所を変えて実施する場合、どこかに出かけていき、提携している大学に行くなどして、学生等とやるのもよいと思う。確かに私
たちは独立しなければならないが、コーディネーターのISEPは世界的な専門性を持っておられるので、これからも色々とアドバイスをいただ
きながらやっていかなければならないのではと感じている。

・ISEPは国内外にノウハウがあるが、一方で宝塚のノウハウというものもある。ここにいる人たちの気持ちにスイッチが入るツボを知っているだ
とか、それは地域のことについての専門性であり、そういったことがうまく噛みあうことが進めていく上では大事である。大学との連携という部
分では、ゲストを呼ぶことができれば自分の講義の一コマが作れると思っている講師もいるので、そこはうまく大学のイベントとタイアップし
て、この種のシンポジウムをやってもよいと思う。この種の取り組みを授業で扱うことは歓迎されると思う。
・若い人が来ることができれば盛り上がるので、大学などで学生に登壇してもらってディスカッションをしてもらうと面白くなると思う。
・他の地域では再生可能エネルギーは商業高校、工業高校の学生が、関心を持ってくれる。例えば、小水力などの実習はとても魅力的で
あったりする。そういう風に漠然とするのではなく、ターゲットを絞って実施すると広がる可能性があると思う。

担当事務局（ISEP）

懇談会に参加した委員の感想

以下のとおり各委員が感想を述べた。
・色々な立場の方がおられたが、それぞれの立場から一緒に議論でき、楽しい懇談会であった。
・若い人が出てこられ、非常に活気のあるものだったと感じている。もう一つ欲をいえば、シニア世代と若い世代との間の中間帯の世代をどう
するかが今後の課題だと思う。アンケートの中で「これからも続けてほしい」という意見があったが、地域で自立して運営していくことも含め、
色んな意味で続けていかなければならないと感じた。
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本年度の予定について、以下のとおり説明した。
・7月5日に市主催の講演会イベントを実施予定であり、条例が6月議会で議決されれば、そのPRも兼ねて実施したいと考えている。講師に
ついては検討中である。
・次回の審議会は7月上旬、特に7月3日にお願いしたいと考えている。今年度は10月中旬ごろ、1月中旬以降、今年度は4回お願いした
い。
・条例はこれまでに、法制審査会という庁内会議を経て一部修正した。6月議会に提案し、10月施行を予定しており、議決や制定後、できる
だけPRしたいと考えている。

以下のとおり説明を行った。
・パブリックコメントは3月7日～4月7日まで実施し、18人の方から23件のご意見を頂戴しており、賛同から反対まで様々な意見を頂戴してい
る。
・4月18日、内部の法制担当者による法制審査会を受け、その修正を受けたものを議案として議会へ提案する。
・変更点を編みかけや見え消しとしている。内容としては、前回答申を頂いたものから法的な観点からの文言修正など、最小限の修正として
いる。
・条例の変更点は以下のとおりである。
　（大きな変更点）
　　第5条の第3項を削除していること。「『事業者が再生可能エネルギーの生産に関し、積極的情報の公開に努めるものとする』としていた
が、事業者が再生可能エネルギーの生産に関わった場合、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者になってしまうのではないか、であ
ればこの条文を置く意味があまりない」という指摘があった。極限事例としては、「宝塚市に住んでいない方が宝塚で事業をやっている。そ
の事業所の屋根を別の方に貸している」場合のみ、この条文があてはまるので、6条、7条で読めてしまうのであれば、この条文を置く意味が
ないため、削除させていただくことになった。エネルギーの消費についての協力はどうするのかという指摘もあったが、これは「市が実施する
再生可能エネルギーの施策に協力するものとする」という条文で読み込めるため、3項を削っている。
　（軽微な変更点）
・第3条に関しては3項以下で「資することに鑑み」を「資する」、「配慮」を「配慮して」に統一、「協働の増進」を「協働の促進」にした。

No.1の意見で、「条例をよりわかりやすくするには『利用の
推進』の説明をした方がいい」というのはいいご指摘である
と思う。それに対して「原案のとおりとします」というのは
いかがなものか。

逐条解説を用意させていただき、さらにわかりやすい表現で説明すれば、ご理
解いただけると思う。
（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

委員からの意見

・宝塚エネルギー2050ビジョンについては、次回の審議会で仮確定いただきたいと思っている。その後、パブリックコメントにかけるが、ビジョ
ンにボリュームがあるので1カ月以上を予定している。その間議会へ報告することになるため、9月議会で審議されることになると思う。それら
の意見を受け、10月に実施させていただく審議会にて確認いただいた上、会長から最終答申をいただくことになる。
・条例案については、都市経営会議が5月12日にあるが、これを経て6月議会へ提案する。
・市民発電所設置モデル事業については、5月1日から公募を開始し、6月20日までに事業計画書を提出していただく予定である。事業者
選定は7月上旬とし、審議会に関与していただいて、選定したいと考えており、3月末までの設置を目指したい。
・再生可能エネルギー相談窓口（仮称）については、9月の広報誌等で事業者公募、10月の中旬に審議会で事業者選定に関与していただ
き、11月から開設したい。

上記のとおり、パブリックコメントを実施予定である。

第3条1項においても、総有と共有で同じような議論があった
と思う。
「条文としてはこのような表現になっているが、趣旨は広報
資料などに反映させていただきます」とした方がコメントし
た側もした甲斐があると思う。

条例は法律用語であるので平易な言葉で書くことが難しい。
いいご指摘なので逐条解説や市民のみなさんに説明していく
ものには必ず書かせていただくとされてはどうか。

（事務局で今後の対応を検討することとなった。）

（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

逐条解説はどれくらいまで周知されるものか。

ビジョンを出す時もパブリックコメントを出すのか

目標を出したときのそれに対する意見と、目標を到達したと
きの利益の享受がどの辺りにあるのかというところを説明で
きるとよりいいと思う。

（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

県外の人からの意見数はわかるか。

５　仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」案について

No.18の回答は3条に言及してはどうか。「事業者だけに受益
があるのではなく、地域に受益があるようにするのが、条例
の目的である」と説明してはどうか。

（意見を踏まえて、パブリックコメントに対する回答内容や逐条解説を検討する
こととなった。）

例規集等には載せることはできないので、ご説明のタイミングの際にいかに周
知できるかというところと、新エネルギー推進課のホームページには条例の解
説を載せておくなどする必要があると思う。

４　平成26年度（2014年度）の予定について

事務局からの回答

（後刻、県外から4人意見があったことを報告した。）

担当事務局（市）

担当事務局（市）
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「条文は原案のとおりとします。」とすると、柔らかくなる
と思う。文言修正に関する部分に対してはそのように回答
し、それ以外のものについては「くみ取れる部分については
逐条解説に載せます」など、そのあたりについては自由度が
増すと思う。
現状では、文言修正を求めていないものも、そのように受け
止めるつくりになっている。

（決定事項）

担当事務局（ISEP）

ビジョンの概要版として、ビジョンの基本的事項を網羅した図を作成したことを報告し、個別事項の解説を行った。

委員からの意見 事務局からの回答

ビジョンの概要版について

No.21などについては普通に回答しているので、疑義が出て
いるものについては、検討いただきたい。意外と関心のある
人は見るところであると思うので、第三者の目を意識してほ
しいというか、回答を通じて市の態度を見られている部分も
ある。そのことを意識した上で、可能な修正は加えていただ
くとよいと思う。

No.17の質問に第3条1項が「その地域に存在する主体」→
「構成するに主体」という指摘がある。「存在する」より
「構成する」主体の方が積極的な印象を受けるが、なぜ原案
のとおりとされているのか。

（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

ほとんどの回答で「原案のとおりとします。」となっている
ので、市民が見たら「これって何のためにコメントした
ん？」という感じになると思う。環境政策課の方で緑のカー
テンをやってますが、これからもやっていきます」など、も
う少し市民の意見を取り入れたかたちの方が反応はいいので
はないかと思う。ホームページ等に載せる場合、その方が上
から目線でなくてよいと思う。

「条文は原案のとおりとしますが、～については‥としま
す。」などの表現も難しいか。

項目を分けて、条文修正に対する意見については「修正なしとします」「一部を
変えます」等とし、２番、３番目の項目に「その他のご意見」として整理するという
やり方はあると思う。

（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

（意見を踏まえて、パブリックコメントに対する回答内容を検討することとなっ
た。）

「長期目標」の「エネルギー利用以外の目標」の部分で、
「すべての市民が再エネの消費者であり生産者（プロシュー
マー化）となる。」の「化」は要らないのではないか。

（意見のとおり、修正することとした。）

6 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」案について

・条例の文案は現状の文案を承認するとすることとした。
・逐条解説は意見を踏まえて修正することとした。

最初から賛同している上で「広報等で～」とコメントをいた
だいているものに対してわざわざ「修正なしとします」と書
くのはどうか。

（事務局で検討し、パブリックコメントに対する回答を行うこととした。）

（意見を踏まえて、パブリックコメントに対する回答内容を検討することとなっ
た。）

パブリックコメントのNo.5の趣旨は、記載している事柄につ
いて条例上で説明するように言っているのではなく、このこ
とを広報などで市民に説明してほしいことを言っている。最
初に、「ご指摘のとおり説明させていただきます。」とし
て、「以下のような内容で～」とするべきである。市の考え
方をそれぞれ説明するのではなくて、その気持ちを汲んで、
「その通りです。市民に説明させていただきます。」とした
上で、「以下のように考えています。」とするとすっきりす
ると思う。
また、No.5の人に「原案のとおりとします。」という回答は
要らない。もう少し普通に対話してあげた方がよいと思う。
議会ではなくその人たちに回答するからである。

「原案のとおりとします」という表現は基本フォーマットと
して書かなければならないのか。

結論を前に出す形式にしている。主に意見をいただいて修正するかどうかの判
断材料にするというのがパブリックコメントの趣旨であり、結論を前に出してい
る。

担当事務局（ISEP）

概要版については内容が過不足なく含まれているという位置
づけのものであるか。

この説明の一部がイラストになったりして配られる可能性はある。

「構成する」と修正することも考えたが、同じような文案なら今までの議論の積み
上げもあるため、原案を採用するという方針で、変更を加えていない。

「現状と考え方」の中の、「再エネ自給率、再エネ活用率の
イメージを」の「を」は要らないのでは。

（意見のとおり、修正することとした。）

概要版のどのような使い方をイメージしているか。
広報資料や普及用のパンフレットは別に作るのか。

ビジョンの説明用に使う予定である。
見やすいようにイラストなどを含めた冊子をつくりたいとは考えている。

ビジョン本編について
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前回の審議会における指摘を受けて修正を行ったこと等を、以下のとおり説明した。
・本文では、和暦と西暦を併記した。
・「宝塚エネルギー」という文言には「」をつけた。コンセプトにあるような「みんなでつくろう宝塚エネルギー」という部分では、全体に「」をつけ
た。
・「北部地域と南部地域とで、社会的特性に基づきエネルギーの使用に係るデータ等を分けることができるか」という意見があったが、難し
く、現時点では対応できていない。

・3.2.1「再生可能エネルギー推進の視点」について、再エネ推進の視点に「再エネ推進の意義や目的を書き込んでは」という指摘を受け、
「環境・経済・福祉の向上」「行政、市民、事業者の協働」などの意義を書き加えた。
・3.2.2 「再生可能エネルギー推進のコンセプト」について、「宝塚エネルギーとプロシューマーの違いを明確に書いてほしい」という指摘を
受け、宝塚エネルギーは「宝塚でのエネルギーに関する取り組みやそれに参加する方」を含んでいる。その中で、実際に家庭等に太陽光
発電を設置しているだとか、市民出資など再生可能エネルギー事業に出資している人は「エネルギープロシューマー」である。

これは東京都の墨田区を参考にさせていただいている。協治という統治概念
で、まちづくりは行政だけではなくみんながするという趣旨であるものである。内
容については再度、調整する。

(3.1.1再生可能エネルギー政策の目的　について）経済循環
を（3）の「災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづく
り」に含めたのは、環境部のマターとしては、別項目を別立
てしてというのは目的にというのは難しいということか。少
しわかりづらいので、行を変えるなどすればよいと思う。

持続可能なまちづくりの中に、経済循環が意味あいとして含まれるのではない
か。「環境・経済・福祉の好循環」という表現があるように。行を変えるなりして対
応する。

(6.2協働の進め方　について）協働は、例えば「市民と行政
の間で委託関係を結ぶ」、補助・助成などの資金提供を行う
際、今までとは違った仕組みづくりで対応していかないと協
働という形にはならないと思う。
委託について、今までのように、「市が甲で、やらされる方
が乙」、「契約でも性悪説にたって、ごまかす前提で厳しく
チェックする」、そうではなくて、協働していくパートナー
だという風に認識していくと、お金の渡し方も違うのではな
いかと。そんな協働型の契約の結び方もあると思うし、この
中から選びますではなく、選んでそれでやりながら仕組みを
協働型に変えないといけないのではないかと思う。

赤字で囲んだ協働の定義の部分はそのまま。実現手段が、今までのこの並ん
でいるものではおかしくて、もう少し新しい仕組みなりを考えていくことを含めて
検討するとすればよいのか。

（6.2協働の進め方　について）協働のところ、ここに書か
れている専門知識は「生活実感」なども含まれると思う。協
働の考え方とは、出来る人だけが関わるものではない。P.17
の協働も効率的だから協働するのではない。これは省エネル
ギービジョンから引用しているので変更ができないかもしれ
ないが、45ページの方で補足しておいた方がよいと感じた。

（事務局で検討することとなった。）

・第2章2.3について、章のタイトルが「宝塚の現状と課題」であるため、宝塚の課題についての反省についての記述があるか」という指摘を
受け、第2パラグラフの後半に「協働による再エネの導入が進んでいなかったので～」という記載をしている。
・3.1.1「再生可能エネルギー政策の目的」について、「経済活性化と再エネのつながりを書いては」ということであったため、4行目以降に「ま
た再生可能エネルギーの推進の過程で、新たな事業者やビジネスが生まれ～」と一文を追記した。

・5章「エネルギー政策の目標」では、以前に記載のあったバックキャスティングの考え方を再掲した。
・5.1.3(2)エネルギー利用の優先順位について、に省エネの重要性を表す図を追加した。省エネが進むと、再エネが増えた場合より一層自
給率が向上するとしている。
・5.2.2「長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー」について、自給率、活用率についてのイメージ図を追加している。
・5.2.2「長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー」の(3)(4)について、外からの導入量をわかりやすく表した表現を「2000kWの風力
発電10基分」「木質ペレット85111t」などと追記したこと。
・6.2「協働の進め方」について、「協働の進め方の記載が上から目線でないか」という指摘を受け、修正した。
・巻末の用語集へ「エネルギーサービス」「最終エネルギー消費量」等追記した。

委員からの意見 事務局からの回答

・「エネルギー消費に係るデータを新しいものとすることはできないか」という意見があったが、冒頭説明があったように、2011年のデータが
出てきたところである為、最新のデータとしてビジョンの中の数値を改めることができるか検討する。
・「目次」では、最後の方に丸山委員から指摘があったように6章と7章を入れ替えている。目標設定に向けた取組をまず説明し、そのうち特
に進めるべきものとしてモデル事業を設定するものとしている。
・「はじめに『宝塚エネルギー』のある暮らし」について、「リスクの点についてちゃんと書くように」という指摘を受け、「リスクがあって迷ったけ
れど、私が出資した事業はきちんと運営されています。」とし、この事業に関しては「10年で少し増えて手元に戻ってきました」という表記にし
ている。
・「はじめに『宝塚エネルギー』のある暮らし」について、少しでも北部のことをイメージできるように、「北部で農業をしながら、バイオマスエネ
ルギーを利用して～」と書いている。データでは西谷と区別できないがここで記載した。

(「はじめに『宝塚エネルギー』のある暮らし」の出資につ
いての表現について）断定的な表現を緩めたいという趣旨と
してはよいと思う。

（事務局で今後の回答を検討することとなった。）

(3.1.1再生可能エネルギー政策の目的(3)災害に強く、安全
で安心な持続可能なまちづくり　について)地域内での経済
的な経済循環が増えるということは、これが経済的な活性化
につながるということなので、経済循環についてもう少し記
載してもよいと思う。

（意見を踏まえて、パブコメに対する回答内容や逐条解説を検討することとなっ
た。）

(5.2.2長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー　につ
いて)外から導入するバイオマスの量を森林面積で示すこと
はできないか。
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散会（謝辞　環境室長）

8 その他

次回　審議会日程調整

平成26年度第2回再生可能エネルギー推進審議会は7月3日（木）午後1時半から開催することとなった。

・難しい質問である。数値的には不安であるが、技術の問題、それから省エネの問題、省エネでできる所はもっともっとある。その辺から可能
な数字になるのかなという感じ方はしている。ちょっと今の質問とは違うが、色々な政策の中で一つ一つの政策が点であるが、それを線及び
面として考えた時に宝塚市がどういう形になっていくのかということを明確にしていく必要があると思う。CO2の問題を考えた時、有識者には
開発途上国と先進国を見た時は、先進国は本当は100％減少させないといけないとおっしゃっている人もいる。なぜかというと開発途上国は
これから経済発展していくにつれて絶えずCO2を出していく。それによって増えていくので、先進国はゼロにしなければならない。そういう視
点で見た時に、バックキャスティングというものは大事であると感じている。

・定性的にしかならないが、目標値については上振れ要因と下振れ要因がある。切りの良いところ、高めを狙って出したというところはもちろ
んあるわけで、特に長期目標に関しては低く設定することにあまり意味がない。上振れ要因、下振れ要因の中では、やろうと実現に向かって
具体化する条件が色々ある。例えば、太陽光発電の導入コストが下がる。普及するときは少なくなるということがあるので、高めに設定するこ
とに意味がある。
・高い目標を立てることは、大変さを感じる部分はあるが、選択肢を多く見せるともいえる。低ければAとBしかないが、高ければあれもこれも
色々考えてみようということになる。頑張る道具としての選択肢をたくさん見せるための目標である。
・20年目標はそこまで高くない。最後は活用率を高めれば、そんなに難しくない。この２つでできるのかということについては、最後は説明が
つく。
・数値については専門外でわからないが、ビジョンというのは数値ではなくて高らかな「志」である。数値はその「志」を実現させるための技術
論になる。そんな技術論がどうこうというのはあまりそぐわない。志を実現させるために、戦略的にそういう数値でもってバックキャスティング手
法でやるだけで、数値は達成できなかったら変えたらいい。
・それは出来なくないですよという説明でいい。「高いと思いますけど、不可能だとは思いません」という説明でよいと思う。
・ここの数値（長期目標値）が気にならなかったのは、事業者として見た時に、チャレンジ20とか30とかの方が「こちらができるのか」というとこ
ろに目が行っていたからである。2050年ととても長期のものなので、そのうちに技術革新があったりしてというところで、すごくぼやっとしてい
たのだが、2020年、2030年の目標の設定の仕方によってうまくコントロールしていくことができる。
先ほど、すごくいい意見だなと思ったのは、資源が枯渇したときにはここは100％するというのは、その通りであり、であれば、もう少し先の
2100年などでは100%にするので考えるべきなのか、そうなってくるとこの2050年の50％は少し中途半端な気がしないでもない。ただ、100%と
いうと極論になってしまうので、現実的に考えると2050年にいったん目標を50%に置くことは一定意義があるのではないかという気がする。実
際には技術革新があって、拍車をかけていくようになると思う。これからの技術という部分では、バイオマスというのはいろんなところで相談を
受けていて、その可能性が高いという気もしている。そういう意味では、車の排ガス規制ではないが、トヨタが頑張って乗り越えてきたように、
高い目標を与えていてもそこは技術革新でクリアしていく。それが市民の動きにつながるかどうかは別として、これぐらいが妥当かなという感
じはする。将来的に100％にするにはここで50％くらいにしておく必要があると思う。

身近な話をすると、委託契約でありながら、運用自体がもの
すごく請負契約に近いものであると。委託契約はもう少し相
手方の裁量権を認めるものだが、そうではない規定が具体的
な課題としてはあると思う。

（決定事項）

自給率等の長期目標値は適切であるかという点につき、各委員に意見に求めた。

委員からの意見

・数字に対する見解か。できる根拠か。（事務局から、数字に対する見解であると回答）
・高いと思うが、資源制約があるとすれば長期的に100%にせざるを得ないという前提があって、資源が枯渇してくれば、否が応にも100％に
なる。それに対して受動的に対応するのか、主体的に適応していくのかということであると思う。あとは活用率も含めれば、目標値としては高
くない。風車10本は、普通にできる。現実味のない数字ではない。自給率に関しては域内で導入するという話では省エネがセットになるの
で、その意味でむしろ省エネの重要性が高いと思う。
・バックキャスティングや将来像を描く必要性で、少し汗かかなきゃいけない数字であってもそこは大事なんだよというところをいかに説得的
に言えるかだと思う。「現実難しいでしょ」という意見に対してどうするかというところだとは思うが、資源枯渇に対応するにはこれは必要なん
ですよと説明する必要があると思う。

・エネルギーはインフラであるため、「まずい」と思って準備しても間に合わない。インフラなので行政が責任を持って進める必要がある。太
陽光発電はすごく早いが、それでも準備から稼働まで2年くらいかかる。インフラはそのくらい長期的に見て、進めていくもので、でないと世
代間ですごく負担の不公平がでてきてしまう。
・目標値の現状である0.8%は2009年度のデータであって、ここ2,3年すごく増えているはずである。発送電分離などの外的要因も変わってく
るし、太陽光パネルの効率を上げる技術革新も行われている。今の状態で判断すると不可能に思えてもゆくゆく可能性が広がっていくと思
う。

・上記の指摘を受け、事務局で修正を検討することとした。
・ビジョンについては、次回の審議会でもう一度内容の点検をおこなうことを想定しているため、持ち帰って意見があれば随時事務局へ連絡するこ
ととなった。

目標値について

協働というのはお互いに変えていくものである。住民も市役
所も変えていかないといけない。今まで上から下に流してい
たものを下から上に流していくようなものなので、行政のシ
ステムも変えていかないといけないと思う。担当する側も確
認しながら自分たちの行政の中のシステムも変えていきます
という。スタンスが必要である。

協働の仕方をやりながら模索していくと書き込めれば良いの
ではないか。
そういうものはどこかの分野で先鋭的にできるものだと思
う。宝塚であればエネルギーを通してできれば、将来的には
モデルづくりを先導していくことになるかと思う。

協働の指針から抜粋したものであるが、ここも行政側の視点が強く出ているもの
である。（意見を踏まえて、内容を検討することとなった。）

市が学校及び市有地を賃料を取らずに貸し出し、事業者が市民発電所を設置するいう事業内容で、5月1日から事業者公募を開始することを説明した。

７ 市民発電所設置モデル事業　事業者公募予定（事業者選定）について

担当事務局（市）

長時間議論と的確なご意見をいただいたことへの謝辞と、今後ともよろしくお願いしたいという挨拶があり、散会となった。

担当事務局（市）
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                  平成 26年（2014年）4月 24日 

                         宝塚市役所 特別会議室 

 

平成 26年度第 1回宝塚市再生可能エネルギー推進審議会議事次第 

 

開会（13時 30分予定） 

 

１ あいさつ（宝塚市環境部長 酒井 喜久） 

 

２ 前回（3/7 第 4回目）審議会振り返り（事務局）  --- P1～P5（議事録概要） 

 

３ 再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会（3/9）報告（ＨＰ及びアンケート結果） 

（丸山会長、藤本副会長、黒田委員、中川委員、澤委員及びＩＳＥＰ） 

--- P6～P10、P11～P17 

 

４ 平成 26年度（2014年度）の予定について（事務局） --- P18 

 

５ 仮称「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例」案について 

                             ---  P19～P23 

同条例に関するパブリックコメント結果について（事務局）---  P24～P36 

 

６ 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」案について  --- P37～（ビジョン概要版） 

                         （ビジョン内 表紙及び P1～P71） 

  （前回からの追加点・修正点等） 

 

～途中休憩（10～15分）～ 

 

 

７ 市民発電所設置モデル事業 事業者公募予定（事業者選定）について 

 

８ その他 

・ 次回 審議会日程調整   ７月中で調整（候補日：７月３日（木）） 

・ 自由討議 

 

９ 散会（謝辞 宝塚市環境室長 久根 正樹） 

  （15時 45分予定） 



会
議
名

第４回　再生可能エネルギー推進審議会

平成２６年（２０１４年）３月７日（金）
午後１時半～５時

場

所
宝塚市役所　３階　特別会議室

環境部長、環境室長、環境政策課長、同係長、新エネルギー推進課課長、同係長、同事務職員

２　前回（2/10 第３回審議会）の振り返り（事務局）

日
時

内　容（概要）

委員

前回の審議会で議論いただき、２月１３日に中間答申を受けた「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する
基本条例（案）」については本日からパブリックコメントを実施した後、６月市議会に提案していく予定であることについ
ての説明があり、また、条例に次いでビジョンも早い段階で策定することができればと考えているので、ビジョンにつ
いての議論も含め、長時間になるがよろしくお願いしたいとの挨拶が行われた。

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)スタッフ

（会議の成立確認及び傍聴人（４名）入場）

出
席
者

丸山　康司氏、大門　信也氏、中川　慶子氏、岡田　知也氏、澤　美佐氏、黒田　勇司氏（次第の２より出席）
計6名
（欠席：藤本　真里氏）

担当事務局（ISEP）

　担当事務局（市）

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP）説明・対応

担当
事務
局

（資料確認）

１　開会（環境部長より）

通常、パブリックコメントはどのくらいの
数集まるものなのか。

１０件集めるのにも苦労している事例も聞くが、今回はそ
んなことは無いと期待している。

前回審議会における決定、確認事項として、議事録概要をもとに以下の説明を行った。
・条例制定等を含め、今後のスケジュールを確認したこと。
・長浜市視察受入（１月１７日）、市民懇談会（１月１９日）の実施についてそれぞれ報告したこと。
・基本条例（案）に意見をいただいたこと。
・ビジョンについて、「キロワット（kW）、ジュール（Ｊ） 、バックキャスティングなどの文言に補足説明をつけるべき」「宝
塚エネルギーに参加しているA子さんはこういう生活をしているというストーリー立てをするとイメージしやすい」などの
意見をいただいたこと。

４ページの上段に出資したお金が「１０年
で少し戻ってくるんです」という表現があ
るが、（投資に関する話である為）断定的
に書くとあまりよろしくないと思う。

(事務局で検討し、以下のとおり修正することとした。)
「出したお金がきちんと返ってくるかどうかはリスクが
あって迷ったけれど、私が出資した事業はきちんと運営さ
れています。その事業では、出資に対して１０年間で少し
増えて手元に戻ってきました。」

３段落目のコンセプトの部分は「～再生可
能エネルギーと省エネルギーで～」ではな
く、「～再生可能エネルギー・省エネル
ギーで～」の誤りではないか。

そのとおりであるため、訂正する。

委員の意見・提案等の一部抜粋

３　仮称「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例」案について

委員の意見を受けての担当事務局（ISEP）説明・対応

　担当事務局（市）

同条例について、以下の点などを報告した。
・本審議会から同条例案を中間答申として頂いた（２月１３日）後、環境推進調整会議、都市経営会議に議事として提
出し、市の意思決定が済んだこと。その後、条例案は議会の議長、副議長に説明し、了解いただいたので、３月７日
よりパブリックコメントを実施していること。
・条例案の内容としては、「エネルギー供給者」を「エネルギー事業者」と変更したこと、「地域再生可能エネルギー事
業者」を「地域エネルギー事業者」へ変更したこと、第４条の１項を「市民出資等広い意味での『生産』とするため」に
「主体的に関与」という表現にしたこと、７条１項を義務付けのような表現に改めていること。

４　仮称「宝塚エネルギー２０５０ビジョン」案について

担当事務局（ISEP）

「宝塚エネルギービジョン２０５０」「宝塚再生可能エネルギービジョン」といった案も考えたが、「宝
塚エネルギー」と２０５０年という長期目標を掲げていることから、標記のタイトルを事務局案としたこ
とを説明した。以降、ビジョンの各項について、概略説明を行った。

0.『宝塚エネルギー』のある暮らし

２０３０年である。「２０１４年には中学生であった」と
修正する。

パブリックコメント後に必要があれば条例
案の修正を行うのか。

手続きの流れとして、パブリックコメントの内容や指摘等
によっては条例案を修正し、４月下旬に審議会に諮ること
となる。通常、パブリックコメントは条例についての考え
方や組み立てを説明する形になるので、中身について変更
するのはよほどのことであると考えている。

パブリックコメントは市内の方のみが対象
か。

２段落目の「２０１４年に中学生である
『わたし』が１６年後の２０３０年に３０
代となった」とはあるが、この話をしてい
るのは何年の設定なのか。

市外の方も対象になる。

前回委員から出た指摘を受け、ビジョンの冒頭に「宝塚エネルギーがある暮らし」についてイメージを持つことができ
るような物語形式の一章を設けたことを説明した。



「豊かな環境の自律的な維持」とあるが、
この文脈だと「自律的」という言葉を入れ
る意義を感じない。

（上の議論を受けての意見）雇用という部
分については、宝塚市の総合計画等の中で
ベッドタウンだけではなくて「働くまち」
「生業」といったものが計画としてあるの
であれば、まちづくりとの関連性や、地域
ごとの特性や事業の進め方のイメージが出
てくるかもしれない。

今年度中に、別途、２０１１年度までのデータの提出を受
ける予定であるので、分析後、最新版のデータとしてビ
ジョンにも反映することを検討する。

宝塚市では、「気候変動」を政策用語とし
て用いているか。言葉からの印象としてわ
かりやすいのは、「温暖化」ではなく「気
候変動」であると思うが、政策用語として
の整合性をとる必要がある。

「地球温暖化」を要因とする「気候変動」としているの
で、別物である。（事務局で整理することになった。）

3.再生可能エネルギー政策の目的と将来像

担当事務局（ISEP）

以下のような構成であることを説明した。
・政策の目的として、基本条例（案）より抜粋した「豊かな環境の自律的な維持」「エネルギーの自律性
を高める」「災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり」の３項目を掲げていること。
・再生可能エネルギーの導入方針を示すために、４つの推進の視点を整理し、推進のコンセプト「みんな
でつくろう　宝塚エネルギー」、目標値と具体的方針、方策等の位置づけを整理した図を掲載しているこ
と。
・「３．３　再生可能エネルギーによる将来像」としてをまちの将来イメージを例示していること。

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

(事務局で検討し、以下のとおり修正することとした。)
「再生可能エネルギーの推進体制を本市で構築すること
は、豊かな環境を地域社会が自律的に維持していくことに
つながります。」

担当事務局（ISEP）

以下のような構成であることを説明した。
・ビジョンの基本的な事項の部分では、宝塚市における再生可能エネルギービジョン策定の必要性や周辺
自治体の動向等を示していること。
・バックキャスティングの考え方が必要であることの理由、背景についても示していること。
・ビジョンの対象期間は２０２０年までであること、その後２０５０年までの長期目標を設定しているこ
と。
・対象とするエネルギー、ビジョンの構成について記載していること。

2.宝塚市の現状と課題

担当事務局（ISEP）

以下のような構成であることを説明した。
・市の自然的特性、社会的特性、産業、業務、交通等各分野の状況について記載していること。
・市内のエネルギー及び電力消費量と、分野ごとの内訳を示していること。
・難しいと指摘のあったテラジュール（TJ）などの単語の説明は巻末に付けていること。

（上の議論を受けての意見）就業構造は
データとして出るか。北部と南部で、一
次、二次、三次産業がそれぞれどの程度違
うかといったようなものである。

地域別のものはないと思う。（後刻、事務局で確認するも
存在せず。）

１５ページのエネルギー消費量についてだ
が、２００９年度以降の数字はないのか。

（２章の「宝塚市の現状と課題について」
の質問）１５ページの表について、市街地
と西谷部分の関連性はどうか。雇用という
観点からも両者は違うものであると思う。

条例（案）では、市域内の住民や事業者が中心となった事
業体（「地域エネルギー事業者」）に対して育成、支援等
の必要な措置を講じることを掲げている。そういう意味
で、地域内の経済の循環、活性化を想定している。
　雇用という部分については、今までは手掛けていなかっ
た再生可能エネルギーの事業に既存の業者が参入して仕事
を増やすことも考えられる。

１８ページにも「雇用」とあるが、このイ
メージはどのようなものか。

1.ビジョンの基本的事項

１５ページのデータを市街地と西谷地域に分けることは難
しいと思うが、「仕事の内容としては○○のようなものと
△△のようなものが考えられる」という書き方をして、そ
こで地域性というのを出すことができるかと思う。
４８ページに「協働の進め方」についての記載があるが、
市の第５次総合計画の「働くまち」というよりは「市民と
の共生のまち」、新しい公共の分野を拡充していくことを
大きなテーマとして掲げている。



担当事務局（ISEP）

（事務局で検討することとなった。）

以下のような構成であることを説明した。
・本市における再生可能エネルギーの賦存量、利用可能量を整理したこと。
・「４．３　再生可能エネルギーの利用可能量」の項では、賦存量調査で有望との結果を得た太陽エネル
ギー（太陽光発電、太陽熱利用システム）について、住宅における利用可能量を試算したこと。

委員の意見・提案等の一部抜粋

「制約条件」と訂正する。

4.再生可能エネルギーの利用可能性

用語集に説明書きを記載する。
フォアキャスティングについても説明書きを記載する。

３２～３３ページの記載について、ギガ
ワットアワー（ＧＷｈ）は一般の人間には
ほぼ想像不可能な世界なので、大型の風力
発電何基分だとか、何か目安があるとよい
が。例えば、最新の平均的な２メガワット
（ＭＷ）の風車何本分等といった書き方な
どがあると思う。熱については、宝塚温泉
（の年間の湧出量）何か所分などという書
き方があると思う。

（事務局で検討することとなった。）

担当事務局（ISEP）

5.エネルギー政策の目標

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

６．２．７の持続可能なエネルギー教育プ
ログラムについて、推進主体を固有名詞に
しているが良いのか。一般名称を使うな
ら、博物館は社会教育関連施設というだろ
うか。
例示的に公民館活動等とするとよいかもし
れない。

「文化・教育施設」とするなど、修正する。

委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

２４ページの温泉の未利用熱とある。宝塚
は冷泉だが未利用熱とは何か。

確かに温度自体は高くないが、エネルギーとしては取り出
せるという意味で書いている。地下１０～１５メートルか
ら熱をとって暖房冷房の足しにする地中熱利用について
は、場所を問うものでは無いので利用可能としている。
温泉は、発電の場合は９０～１００度の高い熱が必要だ
が、熱利用の場合は温度差が何度とれるかという問題なの
で、４０℃の温泉からの１０℃の温度差をとるのと、２
０℃の温泉から１０℃の温度差をとることは一緒である。
エコキュートは空気から熱をとってお湯を沸かしている
が、空気という密度の低いものより、温泉、井戸水のよう
な密度の高いものから熱をとる方が効率よく熱をとること
ができる。

２４ページの表中のバイオマスの列で、
「利用可能な容量は少なくなっていま
す。」と書かれているが、もともとあった
ものが少なくなったような印象を受ける。
「少ない状況にあります。」ではないか。

修正する。風力の部分も同様に修正する。

２３ページの４．１（１）１）の賦存量の
部分で、「制約条要因」とあるが、文字の
消し忘れではないか。

担当事務局（ISEP）

以下のような構成であることを説明した。
・「バックキャスティング型の目標設定」の考え方を説明する項を追加したこと。
・長期目標値、その達成に必要な再生可能エネルギーの導入量、エネルギー利用以外の目標についてそれ
ぞれ示したこと。
・これまで２０２０年、２０３０年の中間目標としていたが、長期目標に加えた上乗せ目標という意味で
「チャレンジ目標」と名称変更したこと。

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

２８ページのバックキャスティングの説明
を用語集に説明すると記載してあるが、用
語集に載っていない。
また、フォアキャスティングについても説
明をしないのか。

フォアキャスティングとバックキャスティ
ングの図の中で、これらはどちらも直線の
延長線上で表現するものであるが、作り方
が違うということを図の中でもわかるとよ
いが。

以下のような構成であることを説明した。
前回、各導入支援策パッケージの中でリーディングプロジェクト（すぐに進められる施策、進めるべき施
策）としていた施策（再生可能エネルギー相談窓口の設置、既築集合住宅への太陽光発電の導入支援等）
を、「すぐに取りかかることができ、波及効果が高い」７つのモデル事業として取り上げ、その概要と推
進手法を示したこと。

３０ページの「エネルギーサービス」はこ
の部分が初出であり、説明が要ると思う。

本文では、「エネルギーを使った結果、得られる快適性
（暖かい、涼しい）」といった簡単な書き方をして、後は
用語集で詳しく記載することとする。

「設定」と「想定」という単語をきちんと
使い分ける方がよい。

（事務局で検討することとなった。）

この章でも１章と同じように「なぜバック
キャスティングの目標値設定か」という説
明をしておいた方がよい。

（事務局で検討することとなった。）

6.モデル事業の進め方



４７ページの地域エネルギー事業者の役割
の部分で「基本理念に則り」とあるが、こ
のページに基本理念についての説明が無い
ので、「○○ページ参照」とする等しては
どうか。

（事務局で検討することとなった。）

７.目標達成に向けた取り組み

担当事務局（ISEP）

以下のような構成であることを説明した。
・目標達成に向けて各主体が取り組む内容と、市が推進する施策を示したこと。
・７．１に推進体制と各主体の行動を示し、市民、事業者、市の役割を条例から取り上げて説明している
こと。
・７．２では「宝塚市協働の指針」を参考に、再生可能エネルギーの推進に協働で取り組む意義とそのイ
メージについて主に示していること。
・７．３では６つの推進支援策パッケージを見せ方を少し変えて示していること。

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

以下のような構成であることを説明した。
・８．１では市及び再生可能エネルギー担当部署の役割を示していること。
・８．２では進行管理方法として、担当部署が中心となったＰＤＣＡサイクルによる検討体制、取組状況
の公表方法、次期ビジョン策定の準備、宝塚エネルギー政策の展開について示してあること。

委員の意見・提案等の一部抜粋 委員の意見を受けての担当事務局（ISEP・市）説明・対応

他にも、ビジョンの内容については、各委員から以下の指摘があった。
・１７ページの３．１．１（１）「豊かな環境の自律的な維持」の最後の行については、「再生可能エネ
ルギーの推進体制を本市で構築することは、豊かな環境を地域社会が自律的に維持していくことにつなが
ります。」としてはどうか。
・地域による経済活性等という議論があったが、１３ページの２．１．２の社会的特性の部分で盛り込め
ればと思う。
・カタカナ用語が一般の人にわからないという指摘があったが、この点は今回も引き続き課題である。
・１３ページに「宝塚市の現状と課題」とあるが、現状についての説明があるが、課題については明確に
示されていないと思う。今までの施策に対する評価、反省点があって今回の条例に至る動機づけの説明が
あってもよいかと思う。
・ビジョンは広く知らせるとのことだが、「今宝塚はこういうことを目標にしています」「太陽光発電が
ここまで進んでいます」とか、わかりやすいチャートをつくってもらったりしてもらえるとありがたい。
また、市の陸橋にあるベガホールや文化創造館の横断幕や、手塚治虫記念館２０周年の旗のように、例え
ば「みんなでつくろう　宝塚エネルギー～市民のみなさんと一緒につくりましょう」といったものが市民
の方に見えるようにしていただければと思う。
・「雇用が生まれるかどうか」という議論があったが、「国産や市内の業者のものを使いましょう」と
いったように環境部だけではなく商工会議所等で取り上げてもらえればと思う。
・４２ページに「１０団体のＮＰＯが再生可能エネルギー関連活動を展開」としてという記載があるが、
エコプロフィット等環境関係のＮＰＯと連携してできればと思う。

８.市の責務

担当事務局（ISEP）

条例では、市は「情報を公表する」とされ
ている一方で、地域エネルギー事業者の方
は公表に「努めるものとする」にとどまっ
ているが、それ以上は不可能なのか。

努力義務以上にするのは、非常にハードルが高い。再生可
能エネルギー事業に取り組んでいる企業にとっても、公表
して都合の良い情報と悪い情報があるので、全部の情報提
供を課すことは難しい。もちろん我々は導入量を正確に知
りたい為、条例制定後は「出来るだけ情報を出してほし
い」というお願いをするつもりでいる。

６２ページの取組状況の公表の部分では
「再生可能エネルギー推進審議会に公表す
る」とある。今の審議会は市長に答申を出
せば終わるが、今後の審議会の位置づけと
はどのようなものか。

この審議会は期間限定のものではないつもりでいる。この
たび、特別に諮問させていただいたが、市の方で年次報告
を行う審議会と決めれば、諮問なしで審議をすることもで
きる。取組状況については審議会に報告した後、色々な媒
体を使って公表したいと考えている。
策定したビジョンの進行管理をこの審議会で果たしていく
という位置づけを想定している。

条例では、地域エネルギー事業者にだけ
「基本理念に則り」という記述をしている
が、あえてこのようにしているのか。

指摘のとおり、「他の主体が基本理念に則らなくてよいの
か」と逆読みされてしまう可能性があるが、条例案で地域
エネルギー事業者を積極的に支援する措置を講じているこ
ともあり、「とりわけ義務が強い」という意味で地域エネ
ルギー事業者の部分だけあえて記載している。

４８ページの協働の進め方についてだが、
「公共的」「公益的」の二つの言葉が混
ざっている。また、もう少し平易な言葉で
説明できればと思う。不特定多数に利益が
あるが受益者からお金を受け取ることがで
きないのが「公益性」を持ったサービスだ
と思う。
第１段落の後半が行政の目線から見た協働
のメリットになっているので、表現を工夫
すべきではないか。

「宝塚市協働の指針」からの抜粋であるが、検討する。

（ビジョン全般に対する各委員からの指摘）



長時間にわたり議論いただいたことへの謝辞と、今日の議論をもとに次回の議論がスムーズに進行するように事務
局も励んでいきたいこと、平成２６年度は新エネルギー推進課を立ち上げて３年になり、３年の間には一定の成果を
残す必要があるという認識で取り組んできたが、今の取組を進めていくと平成２６年度には、一定、条例、ビジョンもで
き、具体的な取り組みも進んでいるのではないかなと思っており感謝をしていること、平成２６年度も委員の皆様にお
世話になるがどうぞよろしくお願いしたいとの挨拶があり、散会となった。

（丸山会長によるまとめ）

会長から、ビジョンについての今後の議題及び指摘事項として、以下のように意見を示した。
・タイトルについてどうするか（随時意見を募集することとなった）。
・ゼロ章の小説部分についてどうするか。賛同を得られていると理解している。
・議論のあった「雇用と経済効果」と「現状と課題」が結びつくような構成は考えられないか。「量的に
は導入しているが立地地域の経済効果は少ない」といった課題を示すことや、囲み記事にして再エネの経
済効果と雇用「どの段階でどれだけ収益が上がって、ただそれは誰がどれだけ担うかで地域への経済効果
がこれだけ異なる」といったデータを示すなどの書き方ができるとよい。
・６章と７章の順番は逆の方がよいのではないか。２０～３０のチャレンジ目標を示して、それらは同じ
扱いではないのでパッケージ化していることを説明し、それぞれのアイコンや典型例としてモデル事業が
あるという順番がよいのではないか。

７　その他

次回　審議会日程調整

平成２６年度第１回再生可能エネルギー推進審議会は４月２４日（木）午後１時半から開催することとなった。

散会（謝辞　環境部長）



第5 弾 再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会（第4回）（ 2014.3.9 ) 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

Let’s join Takarazuka Energy ! 

アンケート集計結果 

回答者 29 名 / 参加者 45 名 
～ありがとうございました～ 



質問 1  今回の講演会を何でお知りになりましたか 

広報たからづか 

活動グループ内 
での連絡 

14人  

市ホーム 
ページ 

チラシ 

その他 

市からの 
案内 

1人 

3人  6人  

9人  

5人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

Let’s join Takarazuka Energy ! 

フェイス 
ブック 知人などから 

の紹介 

4人  
3人  



質問 2  これまでの宝塚市主催の再生可能エネルギーに関する 
セミナーや懇談会などに参加したことがありますか 

参加したことがある 22人  
初めて参加した 6人  

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

Let’s join Takarazuka Energy ! 

３回 

１１回 

４回 

６回 

「参加したことがある」と答えた 
方の、これまでの参加回数 

6人  

3人  2人  

５回 

１０回 

７回 

2人  
1人  

1人  
1人  

2人  

２回 



28人  

22人  

6人  

13人  

9人  

大変満足 

満足 

普通 

質問3 講演： 「地域で腑に落ちる再エネ事業」についての評価をお教えください。   

Let’s join Takarazuka Energy ! 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

1人  

やや不満 



28人  

22人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問3  講演： 「地域で腑に落ちる再エネ事業」についての評価をお教えください。   

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

大変満足 

ドイツの現状を参考に今後日本のエネルギー政策を進める上で
の強力な指針になる。そのためには戦後政治を転換せざるをえ
ないという難問をかかえる。（新自由主義から） 

エネルギーは一手段という視点はいい。 
将来のビジョンが明確になった。 

ドイツ事情、生協運動等の話が面白い。 

新しい視点での話があった。 

やはりわかりやすく明解でした。的をついていてスッキリ！ 



28人  

22人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問3  講演： 「地域で腑に落ちる再エネ事業」についての評価をお教えください。    

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

満足 

具体的でわかりやすかった。 

ドイツの説明があったこと。 

非常にわかりやすい。もう少し話を聞きたかった。 

まとまりのよいお話を伺うことができました。数値的なお話が多
かったので、紙の資料があればもっとよかったと思います。 

初めて参加の者にもわかるレクチャーでありがたかった。 

ドイツの話など非常に参考になった。 
人類の危機が迫っていることにまったく触れなかったのは残念
だった。 



28人  

22人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

 
質問3  講演： 「地域で腑に落ちる再エネ事業」についての評価をお教えください。   

  

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

普通 

時間がないためか、専門的な説明が早い。 

通りいっぺんで、特長的な事例が欲しかった。 

グラフ等が分かりづらい（専門的）でもっと市民レベルの
ものに。 

引用されたものを話されているようで、身近なものに感
じられず知識のない者には興味を持ちにくかった。 

市民発報・鰺ヶ沢・天王町等など現状上手く運営されて
いるかを知りたかった。 

やや不満 話がむずかしく、テーマが散漫。 



28人  

22人  

7人  

9人  

11人  

大変満足 

満足 

普通 

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問 4  パネルディスカッションの評価をお教えください 

1人  
やや不満 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 



28人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問 4  パネルディスカッションの評価をお教えください。 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

大変満足 

いろんな視点からの意見、感想。 

それぞれの立場で様々な意見が出て良かった。 

パネラーの皆さんが楽しそうに話して下さり、会議の内容が活発
だった様子がわかりました。 

世代間の違い意見がわかる人選ですばらしい。 

若者の意見有、今後に期待。 

若い人の意見もとてもよかったです。 

なんと皆さん慣れていて！良い話がたくさん聞けました。 



28人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問 4  パネルディスカッションの評価をお教えください。 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

満足 

若い人の意見、すばらしい。 

行政が条例作りに一般市民を含めぜひ盛りあげていただき
たい。期待しています。 

若い方の意見を聞けて良かった。 

色んな世代の人が出ててそれぞれの意見が聞けてよかった。 

正直なわかりやすい意見があった。 



28人  

Let’s join Takarazuka Energy ! 

質問 4  今回の懇談会の評価をお教えください。 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

普通 

審議会の内容説明だけに終始したのではないか。 

もっと具体的な話が聞きたかった。 

議論にあまり進展がないように感じた 

審議会の成果の説明があって、よかった。 

内容はいいけど、時間が少し足りないようですね。 

再生可能エネルギーを推進するのであれば、具体的な数
値（目標）を示すべき。 
若い人の参加により新鮮な気がした。これからも色んな所
で若い人の意見が必要と思う。 

やや不満 個人の話が多すぎた。 



Let’s join Takarazuka Energy ! 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

今後も続けて下さい。ビジョンづくりで。 

今後も続けてほしい。 

市民に対して見える形で広報お願いします。このような理解しにくい問題について、
市民にパブリックコメント提出させても無理ではないか。市を何区分かして説明会を
開く必要があるのでは。 

すみれ発電の突貫工事を期待する。失敗はあっても良いと思う。 

すみれ発電所のことを初めて知ったが、もっと市民が知るチャンス、広報が有ればと
思う。 

基本条例の今後の具体的な実施計画への展開を期待します。議会で成立するとは
思いますが・・・。 

新しい情報交換の場でもあれば良い。 

若い人達の参加を促すような工夫が必要です。次を背負ってくれる人達の意見をもっ
と大事にしたい。 

質問 5  懇談会全体のご感想や今後の事業展開などご意見をお願いします。 



Let’s join Takarazuka Energy ! 

みんなでつくろう 

宝塚エネルギー 

質問 5  懇談会全体のご感想や今後の事業展開などご意見をお願いします。 

藤本氏の発言の中で、ＩＳＥＰから自立？離れて、宝塚で頑張っていくことも必要とありま
したが、広い意味で、専門家であるＩＳＥＰには協力してもらわないと先細りになるかもと
思います。市民は熱しやすく冷めやすい面もあると思いますので。神戸大の立石氏の発
言、大変良かったと思います。若い方がよく考えておられ、とても日本の未来に希望がも
てます。 
市民グループがドンドン（は無理ですが）誕生する何らかのサポートがあればと思いまし
た。すでに存在するグループの応援も大切ですが。 
具体的な数値が無くて事業展開は難しい。夢を語るだけでは駄目ですよ！！ 
もっと若い方を・・・ 
①実務者、開発分野のスペシャリスト、地域の長老等巾広い転回が必要となっていくと
思う。②ＰＣの内容については他との計画（実施中）とのかねあい、絡み 
人類の危機に誰も全く触れないのは問題だと思う。「地球に残された時間」によると、２０
２０年までに対策を達成しないと危機を避けられないと云っている。危機が迫っていると
いうことを意識して議論する必要があると思う。日本政府が意識的に云わないので、「地
球に残された時間」を読んで下さい。 
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宝塚エネルギー2050ビジョン 概要版（案） 

◎目的 
・豊かな環境の自律的な維持 
・エネルギーの自立性を高める 
・災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり 

◎関連計画・法令 
・第５次宝塚市総合計画（2011〜2020年度） 
・第２次環境基本計画（2006〜2015年度） 
・宝塚市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・（仮称）宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基
本条例 
・宝塚市再生可能エネルギー基金条例 
◎期間 
ビジョンの対象期間：2014年度〜2020年度 
チャレンジ目標の目標年度：2020年度および2030年度 
長期目標の目標年度：2050年度 

電力利用 熱利用 

家庭 

業務 

産業 

50%自給 

100%活用 

交通 100％の市民が再エネをエネルギー源とする 
    様々な交通手段を利用できる状況とする。 
    （例：太陽光発電で充電した電気自動車タクシー）  

◎エネルギー利用以外の目標 
• 全ての市民が再エネの消費者であり生産者（プロシューマー化）となる。 
• 再エネを通じた災害に強いまちづくりを進める。 
• 再エネで雇用と経済を活性化させる。 

中間段階での進捗状況を測る目安となるチャレ
ンジ目標を設定 

◎エネルギー利用に関する目標 
①2050年までに家庭用の電力再エネ自給率50%、熱利用再エネ自給率50% 
  （下図の橙部分） 
②2050年までに家庭・業務・産業用の電力再エネ活用率100％、熱利用 
  再エネ活用率100％（下図の緑部分） 
③2050年までに、100%の市民が交通分野の再生可能エネルギー利用に 
  多様なアクセスができる（下図の紫部分） 

チャレンジ30目標 

    

電気 電気・熱共通 

熱 

・集合住宅での太陽光発電の
導入を増大 

・市内での5万kWの太陽光発電を
新規導入 

・産業分野での再エネ電気利用 
・駅やバス停で太陽光パネル設
置等の再エネ導入 

• 公共交通機関の再エネによる運行増加 

・プラスエネルギー住宅建設 
・30件の太陽光・太陽熱ハイブ
リッドハウス導入 

・3万人の市民がエネルギープ
ロシューマー化 

・集合住宅での太陽熱利用機
器の導入を増大 

・3万人の市民が再エネ由来の電気
や燃料を購入 

・50件程度の市民出資型再エネ事業 
・50件程度の地元金融機関との連携
プロジェクト 

・25件程度の市民出資型ー地元金融
機関連携事業 

・3,000人の市民が再エネ事業に出資 
・すべての市立学校で再エネ導入と
その見える化 

・すべての公共施設で再エネ利用 
・すべての避難所で再エネを利用 
・公園での再エネの利用を増大 

・市内で1万ｍ2の太陽熱利用機器
を導入 

・3か所の業務用建物で太陽熱利
用機器を導入 

・産業分野での再エネ 
   熱利用 

電気 電気・熱共通 

熱 

・3万人の市民が宝塚エネ
ルギーに参加 

・30団体のNPOが再エネ
関連活動展開 

・再エネ相談窓口の相談
累計実績5,000件 

・再エネマップによる情報
集約と提供 

・景観に配慮した再エネの
推進 

・すべての小学校で環境エ
ネルギー教育プログラ
ムを整備 

・すべての児童遊戯施設
において再エネの遊具
、玩具を整備 

雇用・経済効果 

・再エネ関連雇用増大 
・再エネ直接経済効果
拡大 

交通部門 

人づくり・場づくり 
・情報提供・環境教育 

目標の実現に向けた施策や取組みを６つのパッケージにまとめ、協働して進める。まずはモデル事業を推進。 

バックキャスティング手法の考え方から、目指す
べき社会像に基づく意欲的な目標を設定 

コンセプト チャレンジ目標 長期目標 

現状と考え方 

基本事項 

取組み 

◎将来像に関する考え方 
  （バックキャスティング手法） 

・目指すべき将来像を定め、そこから逆算して課題を抽出し、解決
の道筋を検討していく手法 

◎宝塚市のポテンシャルから主に検討する再エネ 
・太陽光発電、太陽熱利用システム（その他再エネは今後も検討） 
・再エネの購入という需要側も検討 

◎再エネ自給率、再エネ活用率のイメージを（計算式） 

◎2009年度の再エネ自給率、再エネ活用率（推計値） 
・市内の家庭 
 電気の再エネ自給率:0.8%、熱の再エネ自給率：0.6% 
・市内の家庭・業務・産業 
 電気の再エネ活用率:10.1%、熱の再エネ活用率: 0.3% 

・市内での再エネ普及を考慮 ・市外からの再エネ購入や選択を考慮 

◎協働（連携）のイメージ 

◎チャレンジ20目標とチャレンジ30目標 
・長期目標の各分野に対応した形で定た、具体的かつ意欲的な目標 

・2020年に20個のチャレンジ目標を定め、チャレンジ20目標と呼ぶ 
・2030年に30個のチャレンジ目標を定め、チャレンジ30目標と呼ぶ（下図） 

過去 現在 未来 

③方向性を定めて、 
  めざす姿までの 
  道筋を描く 

②振り返って 
  課題を抽出 

①めざす 
  姿を想定 

協働 

国 
兵庫県 
他自治体 
関係機関 

宝塚市 

宝塚再生 

可能エネ
ルギー推
進審議会 

協働 

エネルギー 
事業者 

地域エネル
ギー事業者 

事業者 

市民 

連携 
報告 
意見 

50%自給 

100%活用 

再生可能エネルギーが 
豊富な地域 

再エネ 
自給率[%]  

再生可能エネルギー 

・太陽光 
・太陽熱 
・その他 

 
市内の年間 
再エネ生産量 
 
市内の年間 
エネルギー 
消費量 

宝塚市内 出資・対価 

再エネ 
活用率[%] 

市外からの年間 
再エネ導入量 

＝ ＝ 

市内の年間 
再エネ生産量 

＋ 

×100 
×100 市内の年間エネルギー消費量 

◎６つのパッケージと推進施策（再エネ導入支援策を記載、重複あり、再エネ消費支援策などもあり） ◎7つのモデル事業と対応するパッケージ 

①再エネ相談窓口の設置 

②既築住宅への太陽光発電の導入支援 

③地元金融機関との連携による再エネ導
入への支援 

④公共交通機関の再エネ活用の促進 

⑤公共建築物における屋根貸しと税優遇
の実施 

⑥公園などでの各種再エネの設置と見え
る化 

⑦移動展示による持続可能なエネルギー
教育プログラムの実践 

①住宅パッケージ 
 
• 再エネ相談窓口による相談・情報提供 
• 固定資産税などの優遇策 
• 集合住宅への太陽光発電／太陽熱導入モデ
ルプロジェクト 

• 再エネ基金の調査費用などへの活用 
• 集合住宅での導入には市民出資を活用した事
業を促進 

• 地元金融機関との連携による再エネ導入住宅
への低金利融資などの支援策 

②業務・産業パッケージ 
 
• 再エネ相談窓口による相談・情報提供 
• 固定資産税などの優遇策 
• 業務・産業への太陽光発電／太陽熱導入モデ
ルプロジェクト 

• 市民農園でのソーラーシェアリング 
• 再エネ基金の調査費用などへの活用 
• 屋根貸しによる市民出資を活用した事業促進 
• 地元金融機関との連携による再エネ導入への
低金利融資などの支援策 

③交通パッケージ 
 
• 再エネ導入に対する固定資産税などの優遇策 
• 再エネ基金の調査費用などへの活用 

④公共施設パッケージ 
 
• 公共施設の設計ガイドライン策定により新規施
設への再エネ導入を順次進める 

• 市営住宅における太陽光／太陽熱導入モデル
プロジェクト 

• 再エネ基金の調査費用などへの活用 
• 屋根貸しでの市民出資を活用した事業を促進 
 
 
⑤地域エネルギー事業者パッケージ 
 
• 再エネ導入に対する固定資産税などの優遇策 
• 集合住宅への太陽光発電／太陽熱導入モデル
プロジェクト 

• 再エネ基金の調査費用などへの活用 
• 市民出資を活用した事業を促進 
• 地元金融機関との連携による再エネ導入住宅
への低金利融資などの支援策 

⑥人づくり・場づくりパッケージ 
 
• 再エネ相談窓口による相談・情報提供 
• 市民懇談会の継続開催や再エネ連絡会議の設
置による「宝塚エネルギー」への参加機会拡大 

• 宝塚エネルギーマップなどによる再エネ導入の
見える化 

• 再エネ事業化人材育成 
• 持続可能なエネルギー教育プログラムの開発と
実施 

• 再エネ基金の環境教育などへの活用 
 

＊再生可能エネルギーを 『再エネ』 と表記 
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はじめに「宝塚エネルギー」のある暮らし 

これは、すこし未来の「わたし」が「みんなでつくろう宝塚エネルギー」を見つめなおすお話で

す。 

 

本市の再生可能エネルギーについてのビジョンを策定し、実践を進めていくと、どのような街で

暮らす事になるのでしょうか。2014 年（平成 26 年）には中学生であった「わたし」が 16 年後の

2030 年（平成 42 年）に 30 代となったときの暮らしから、その様子を見てみましょう。 

 

花と緑が豊かで、芸術や文化や観光資源にも満ちている宝塚市は、市民の力が輝く共生のまちと

して、住みつづけたい、関わりつづけたい、訪れてみたいまちをめざしてきました。温泉や宝塚歌

劇などがあり、充実した交通網により大阪や神戸のベッドタウンとしても発展してきました。そん

な宝塚市は、「みんなでつくろう宝塚エネルギー 〜再生可能エネルギー・省エネルギーでもっと 

ずっと げんきに」を合言葉に、自然のエネルギーをかしこく選び、利用してきました。 

 

たとえば、いま家族 4 人で暮らしている家は、太陽光発電で電気を、太陽熱利用システムでお湯

を作っています。この家は省エネルギー性能が高くて冬でも十分温かいのに、一年間で使うエネル

ギーより作るエネルギーの方が多いプラスエネルギーハウスなんです。快適に暮らせるし、光熱費

も安くなっています。エネルギーを使うだけでなく、作ってもいる人をエネルギープロシューマー

と言います。エネルギーの消費者を意味するコンシューマーと生産者を意味するプロデューサーを

合わせた言葉ですね。わたしたち家族もエネルギープロシューマーですし、木質ペレットストーブ

で冬に温かく過ごしている友人もそうですね。 

 

最近建てられたマンションには屋上には太陽光発電が設置されているものが多いですね。「わた

し」の両親が住んでいるマンションもそうです。以前「わたし」が住んでいたマンションには、屋

上やベランダに太陽の熱を集めるパネルがついていて、そこでできたお湯をお風呂や床暖房に利用

していました。快適なのに光熱費は安くて、自然と一緒に暮らしているうれしさがありました。そ

れから電力の自由化が進んで、使う電気を選べるようになっていましたから、風力発電や小水力発

電の電気を選んで買っていました。自分が使う電気を選べるようになって、どのエネルギーに自分

のお金が向かうのかを意識するようになりましたね。 

 

市内の駅周辺に出てみると、太陽光発電や太陽熱利用システムはオフィスビルや商業施設でも当

たり前になっています。とくに病院や福祉施設のようにお湯をたくさん使う場所では、太陽熱利用

システムが増えています。外からは見えないけれど、木質ペレットストーブや地中熱を使った冷暖

房をしている建物も増えているそうです。そういえば、宝塚市役所は 10 年も前に再生可能エネル

ギー100％になっていました。いまでは公共施設はどこでも再生可能エネルギーを取り入れたり、
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電気を選んで買ったりしています。避難所にも太陽光発電などがあって、もしものときにも最低限

のエネルギーが利用できるようにして安心・安全なまちづくりをしています。それに、宝塚では景

観や美観にも気を配っているので、花や緑も多くて落ち着いたきれいなまちなみは保たれていま

す。 

 

出かける時にも再生可能エネルギーを見かけます。駅やバス停にも太陽光発電がついているとこ

ろがあるし、再生可能エネルギーの電気や燃料で動く電車やバス、タクシーが増えています。レン

タカーで遠出するときも、自然エネルギーの電気で充電した電気自動車が選べます。 

 

宝塚では太陽光発電やバイオマスエネルギーを作り出す事業が地元の人たち中心に進められてき

ました。私もそこに出資の形で参加しています。寄付ではなくて出資なので、出したお金がきちん

と返ってくるかどうかはリスクがあって迷ったけれど、私が出資した事業はきちんと運営されてい

ます。その事業では、出資に対して 10 年間で少し増えて手元に戻ってきました。宝塚でエネルギ

ーを作る事業をお金を使って応援できるわけだし、経済的にもうれしい仕組みです。もちろん、事

業が失敗する可能性もあるから自分できちんと判断した上でのことです。 

 

「わたし」が通っていた学校にも、わたしの子どもが通っている学校にも太陽光発電があります。

学校では環境やエネルギーについてもくわしく教えてくれていて、たまに「わたし」が子どもから

教わることもあるくらいです。図書館でも環境やエネルギーをわかりやすく説明した絵本や本があ

るし、市内の児童館に行くと太陽光発電でプロペラがまわるヘリコプターのおもちゃがあったりし

て、小さい頃から環境のことを考えるきっかけがありました。公園でも色んな再生可能エネルギー

が見られたり、再生可能エネルギーの展示がされた環境ハウスがあったりして、親子で目に触れる

機会がたくさんありました。 

 

子どもはいつか再生可能エネルギーに関わる仕事をしたいと言っていますが、色んな仕事があっ

てまだ選べないようです。今住んでいるような家を作る建築士や施工会社もいいし、新しい技術や

仕組みを考える研究者もいいし、宝塚でエネルギーを作って送る新しいエネルギー会社もいいなっ

て。宝塚では再生可能エネルギーを仕事にする人が増えて、経済の活性化にも役立っているんです。

知り合いの中にも、北部で農業をしながら、バイオマスエネルギーを利用して燃料代を減らしてい

る方や経済効果を得ている方もいます。 

 

再生可能エネルギーって最初はあまりよくわからなかったんですけど、今は当たり前に毎日活用

しています。わからないことがあったら市の再生可能エネルギー相談窓口に聞けるから、今の家を

建てる前にも相談しました。それに色んな NPO が再生可能エネルギーに関する活動やイベントを

行っているので、基本的なことから専門的なことまで知識や情報が手に入るし、子どもと一緒に学

ぶイベントにも参加して知り合いも増えました。わたしの両親も退職後に NPO をお手伝いしてい

て、若い方や子どもと触れ合うことでますます元気に活躍しています。インターネットには再生可

能エネルギーマップがあって、市内のどこにどんな再生可能エネルギーがあるのか、困ったときは
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誰にきけばいいのかもすぐわかります。 

 

「みんなでつくろう宝塚エネルギー」という合言葉のもとで、宝塚では市民と行政が協働してた

くさんの活動を行い、それに参加する人が増えてきました。宝塚で作られたエネルギーやエネルギ

ー会社はもちろん、エネルギーに関する取組みやそれに参加するみんなの活力も「宝塚エネルギー」

に含まれています。だから、NPO の活動やイベントに参加すること、子どもと一緒にエネルギー

について学んだり遊んだりすること、再生可能エネルギーを使ったり選んだりすること、地域の再

生可能エネルギー事業に出資すること、地域の再生可能エネルギーを仕事にすることもすべて「宝

塚エネルギー」をつくっていくことです。 

 

2050 年（平成 62 年）までの宝塚には大きな 3 つの目標があります。より多くの人が「宝塚エネ

ルギー」に参加する事で、大きな目標もきっと実現できます。そして宝塚のまちがもっと、ずっと、

元気になるはずです。 

 

・わたしたちの住む家で使う電気や熱（お湯や暖房など）の半分は宝塚の再生可能エネルギーで

まかなうことをめざしています。 

・家やビルや学校や工場で使う電気や熱は再生可能エネルギーで作ったり買ったりしてまかなう

ことをめざしています。 

・再生可能エネルギーで動く自動車やタクシー、バスや電車をみんなが気軽に利用できるように

することをめざしています。 

 

 

 

こんな宝塚に住むために 

 

ここで示したような将来の宝塚に住むためには、本市の特性に合わせた再生可能エネル

ギーに関する施策や取組みをどのように進めていくのかを考えることが必要です。また、

人づくりやまちづくりも同時に推進することになります。本ビジョンを通じて、どのよう

な施策や取組み、人づくりやまちづくりを進めていくのかを定めていきます。 
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第1章 ビジョンの基本的事項 

本章では、本市の再生可能エネルギー促進についてのビジョン（以下、本ビジョン）を策定する

にあたり、その背景や位置づけ、期間などの基本的事項を示します。 

1.1  再生可能エネルギービジョン策定の背景 

1.1.1  本市の再生可能エネルギービジョン策定の必要性 

エネルギーはあらゆる活動を支える基盤であり、市民生活や事業活動にも大きく影響を与えます。

近年の地球温暖化問題や 2011 年（平成 23 年）3 月の東日本大震災に伴う原子力事故を受け、環境

への負荷が少なく、安全で安心な再生可能エネルギー（⇒用語集）の利用が求められています。し

かしながら、エネルギーに関する世界の動向や国の政策は変動要因が多く、市民生活を守るために

自治体が自ら目標や将来像を示し、方向性を定めて継続的に施策や取組みを進める必要性が高まっ

ています。 

再生可能エネルギーは近年急速に利用が拡大しており、過去から現在までの延長上に将来を想定

する現状延長型の予測では、振れ幅が大きく、予測は難しくなります。このような場合には、目指

すべき将来像を定め、そこから逆算して課題を抽出し、解決の道筋を検討していく必要があります。

また、再生可能エネルギーや地球温暖化をはじめとする環境問題は構造的な課題であり、環境と経

済の一体化をはじめとして構造的に解決していかなければなりません。ここでは行政の担う役割も

従来とは変わると考えられます。その大きな役割の一つは、再生可能エネルギーを利用する積極的

な方向性を示し、促進していくための制度や場づくりを行うことです。 

本ビジョンではそのために必要な考え方や目標、取組みについて定めます。 

 

1.1.2  世界での再生可能エネルギーの動向 

世界の再生可能エネルギーは、電力、熱、交通など全ての分野で大きく増加し続けています。最

終エネルギー消費（⇒用語集）に対する再生可能エネルギーの供給割合は 2011 年（平成 23 年）に

は約 19％（推計）になりました。このうち水力発電が 3.7%、再生可能エネルギーの熱利用が 4.1%、

水力以外の発電が 1.1%、バイオ燃料が 0.8%となっており、これらの近代的な再生可能エネルギー

の合計が 9.7%です。2012 年（平成 24 年）に世界で新たに導入された発電設備の半分強が再生可能

エネルギーによる発電設備でした。大規模な水力発電を含む再生可能エネルギーにより世界全体の

電力の約 22％が供給されています。 

2000 年（平成 12 年）以降、再生可能エネルギーの普及制度として固定価格買取制度（FIT 制度: 

Feed-in Tariffs）（⇒用語集）が約 90 の国と地域で導入され、再生可能エネルギーの本格的な普及

のためにもっとも有効な制度として国際的に評価されています。また電力市場改革や再生可能エネ

ルギー導入義務化も EU や各国で進められています。 

世界の自治体による再生可能エネルギー促進の取り組みも加速しています。目標値の設定や規制、

インフラの活用、公共電力事業会社の設置など様々な事例があります。デンマークのコペンハーゲ
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ンは 2025 年（平成 37 年）までに「カーボンニュートラル（炭素排出実質ゼロ）」の首都となる計

画を立てています。ドイツのミュンヘンは公共電力会社による地域内の再生可能エネルギー電源の

開発と市外の再生可能エネルギー設備への投資などにより、2025 年（平成 37 年）までに 100％再

生可能エネルギーでまかなうことを目指しています。スペインのバルセロナでは、2011 年（平成

33 年）から 2020 年（平成 32 年）までのエネルギー計画にもとづき、すべての公共施設に太陽光発

電を搭載する計画を発表しました1。 

再生可能エネルギーの普及にあたり、地域の人々が自ら進め、決め、利益を地域にまわす「コミ

ュニティパワー」の概念が広まりつつあります。世界風力エネルギー協会（WWEA）（⇒用語集）

では、コミュニティパワーの三原則を下記のように定め、そのうち 2 つ以上を満たす事業をコミュ

ニティパワー事業と定義しています。こうした地域主体のプロジェクトを促進する動きが起こって

います。 

 

 

1.1.3  日本の再生可能エネルギー関連政策動向 

日本のエネルギー政策は 2011 年（平成 23 年）3 月を契機として見直しが続けられています。東

日本大震災以前の「エネルギー基本計画」（⇒用語集）（平成 22 年 6 月改訂）では、2030 年度（平

成 42 年度）の目標として発電電力量のうち再生可能エネルギー等の割合は 21％とされており、

2009 年度（平成 21 年度）の 9％からの増加を示していました。2011 年（平成 23 年）3 月の東京

電力福島第一原子力発電所の深刻な事故を契機に、日本のエネルギー政策全体の大幅な見直しの機

運が高まり、再生可能エネルギーの大幅な導入促進も含めて現在も議論が続いています。 

再生可能エネルギー促進についての近年の重要な制度は固定価格買取制度（FIT 制度）です。固

定価格買取制度は、再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス（⇒用語集）、地熱、小水力）

によって発電された電気を、国が定める価格で一定期間買い取ることを定めた制度です。2009 年

（平成 21 年）11 月からは家庭用太陽光発電からの余剰電力分に対する固定価格買取制度が導入さ

れ、普及に貢献しました。各種の再生可能エネルギーによる発電の本格的な普及拡大を目指す固定

価格買取制度は 2011 年（平成 23 年）8 月に国会で成立し、2012 年（平成 24 年）7 月から施行さ

れました。また総合資源エネルギー調査会総合部会の「電力システム改革専門委員会」における検

討を経て、2016 年度（平成 28 年度）からの一般家庭への電力小売自由化を含む電気事業法の改正

が 2014 年（平成 26 年）にも成立する見通しです。さらに、国としての再生可能エネルギーの導入

目標やロードマップ、規制や制度の見直しの必要性が今後の課題です。 

 

                                            
1 REN21、環境エネルギー政策研究所翻訳「自然エネルギー世界白書 2013 日本語翻訳版」 

コミュニティパワーの 3 原則 

1. 地域の利害関係者が事業の全体あるいは大部分を担っている 

2. 地域社会に基づく団体が事業の議決権を持っている 

3. 社会的、経済的利益の大部分が地域に分配される 
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1.1.4  他自治体の再生可能エネルギー関連政策動向 

自治体によるエネルギー政策および再生可能エネルギー政策策定の機運はますます高まっていま

す。2011 年（平成 23 年）3 月以前にも東京都や京都市などが温暖化対策や再生可能エネルギーに

関連する制度を先進的に策定してきましたが、現在は多くの都道府県や基礎自治体においても再生

可能エネルギー推進のための担当部署の設置や総合的な促進計画の策定が行われています。 

再生可能エネルギーに関連する最近の自治体の主な取り組みを以下に紹介します。長野県飯田市

や愛知県新城市、滋賀県湖南市、熊本県熊本市などでは基礎自治体において再生可能エネルギーに

関する条例を策定しています。千葉大学倉阪研究室による基礎自治体へのアンケート調査2によれ

ば、2013 年度（平成 25 年度）3 月時点で、少なくとも 39 自治体が再生可能エネルギーの導入促進

のための条例を制定しています。東京都は太陽熱利用システムの拡大のため集合住宅や大規模向け

の補助事業を行いつつ、2013 年（平成 25 年）に航空写真データなどをもとに建築物の太陽エネル

ギー利用ポテンシャルを見える化するソーラー屋根台帳（仮称）策定も発表しました。京都府およ

び京都市では温暖化対策条例の一部改訂に伴い 2012 年（平成 24 年）4 月から 2,000 平米以上の新

規建築物への再生可能エネルギー導入義務化を開始しました。自治体による公共施設向け電力入札

の新電力の採用も増加しています。 

2011 年（平成 23 年）以降、環境省の「地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務」により

24地域が採択され、地域住民をはじめ各主体が関わる再生可能エネルギー事業の事業化に向けた事

業化計画策定手法を確立することを目指しています。また、エネルギー需要地である都市部におい

ても、再生可能エネルギー供給が可能な地域との連携を検討・支援し、電力システム改革を視野に

入れた地域主体のエネルギー需給体制（例：再生可能エネルギーを中心とした地域電力小売会社）

の構築を目指す動きがあり、各自治体や生活協同組合などが具体的に検討を始めています。

                                            
2 千葉大学大学院人文社会科学研究科倉阪研究室「市区町村における再生可能エネルギー政策調査結果につ

いて（概要）」2013 年８月 19 日 
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1.2  ビジョンの位置づけ 

本市の再生可能エネルギー政策における本ビジョンの位置づけを図 1-1 に示しました。宝塚市で

は 1996 年（平成 8 年）に環境基本条例を全て改正し、2006 年（平成 18 年）6 月に「第 2 次環境基

本計画」を策定しています。2010 年度（平成 22 年度）に策定された第 5 次総合計画では、重点目

標の１つとして「環境の保全と循環型社会の構築に向けたまちづくり」が掲げられており、環境保

全の取り組みの中に温室効果ガス（⇒用語集）の排出削減を図る項目の一つとして太陽光発電など

新エネルギーの導入の促進が挙げられています。 

このような中で、第 2 次環境基本計画でめざす都市像としている「環境都市・宝塚 健全で恵み

豊かな環境を共に育むまち〜持続可能な社会への先駆的転換をめざして〜」を実現するために、再

生可能エネルギーは重要なテーマの一つであることから、本ビジョンを環境基本計画のテーマ別計

画と位置づけています。エネルギーに関する同様のテーマ別計画には、2005 年（平成 17 年度）に

策定した省エネルギービジョンがあります。また 2011 年度（平成 23 年度）に策定した宝塚市地球

温暖化対策実行計画においても、温暖化対策の観点から新エネルギーの導入が記載されています。 

 

 

 

図 1-1 本ビジョンの位置づけ 
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1.3  ビジョンの対象期間 

本ビジョンは、上位計画である環境基本計画に明記されている「2050 年度（平成 62 年度）に温

室効果ガス排出量を半減（1990 年度（平成 2 年度）比）させる」ことを長期的に見据えたものです。

再生可能エネルギーに関する取組みは長期的な目標の下で体系的な施策や取組みを進めていく必要

があるため、2050 年（平成 62 年）の長期目標と 2020 年（平成 32 年）および 2030 年（平成 42

年）のチャレンジ目標（チャレンジ目標については、5.3  に記載）を示し、各種施策や取組みを進

めていきます。 

ビジョンの対象期間は第５次宝塚市総合計画を踏まえて、平成 26 年度（2014 年度）から平成 32

年度（2020 年度）までの 7 年間とします。 

なお、各種施策や取組みの進捗状況を踏まえ、対象期間の中頃を目処にチャレンジ目標の達成状

況などを確認し、国内外のエネルギー政策の動向や地球温暖化対策をもとに必要な見直しを行いま

す。 

 

２０年	
１０年	


チャレンジ目標
（2020年度）	


長期目標	

（2050年度）	


（見直し）	


本ビジョンの対象期間：	

2014年度〜2020年度（7年間）	


チャレンジ目標
（2030年度）	


 

図 1-2 ビジョンの対象期間 
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1.4  対象とするエネルギー 

本ビジョンで対象とする再生可能エネルギーは表 1-1 に示す太陽、風力、バイオマス、水力、地

熱の各エネルギーです。参考までに新エネルギー法では雪氷熱利用や海洋エネルギーなども含んだ

新エネルギー（⇒用語集）という用語を定めています。省エネルギーについては、再生可能エネル

ギーとともにエネルギーの持続可能性にとって重要ですし、エネルギー需要を減らす事で再生可能

エネルギーの比率を高めることにつながります。そのため施策やモデル事業においては省エネルギ

ーも考慮した上での再生可能エネルギー普及を進めます。 

第 4 章では既存の資料から本市の賦存量の特徴を調査しました。さらにその結果をもとに宝塚市

で有望と考えられるエネルギーについて利用可能量の調査を行います。 

 

表 1-1 対象とする再生可能エネルギーの種類 

 

 

エネルギー種別 エネルギー利用方法 

太陽エネルギー 
太陽光発電 

太陽熱利用システム 

風力エネルギー 風力発電 

バイオマスエネルギー 
バイオマス発電 

バイオマス熱利用 

水力エネルギー 中小水力発電 

地熱エネルギー 
地熱発電 

地熱利用 
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1.5  ビジョンの構成 

本ビジョンの構成を図 1-3 に示します。 

はじめに、では、ビジョンを策定し、実践を進めていくと、どのような街で暮らすことになるの

かを「宝塚エネルギー」のある暮らし、として示しました。 

第 1 章では、本ビジョンを策定するにあたっての基本的な事項について整理しています。 

第 2 章では、本市の地域特性を整理し、これまでの本市における再生可能エネルギー関連の施策

や取組みを整理します。 

第 3 章では、本市における再生可能エネルギー政策の目的と、本市が目指すエネルギー政策のコ

ンセプトや目指すべき将来像を示します 

第 4 章では、本市における再生可能エネルギーの賦存量や利用可能量とともに将来のエネルギー

消費量について推計を行い、利用可能性を把握します。 

第 5 章では、第 3 章に示した目指すべき将来像を実現するための長期目標とその中間段階でのチ

ャレンジ目標を示します。 

第 6 章、第 7 章、第 8 章では、第 5 章に示した長期目標とチャレンジ目標を達成するための具体

策として、目標達成に向けた取組みやモデル事業を示し、市民・行政・事業者が協働して取組むた

めの協働の進め方と施策を整理するとともに、市の役割、とくに再生可能エネルギー担当部署の役

割や進行管理についても示します。 

 

３．市のエネルギー政策	

　　の目的と将来像	


２．宝塚市の現状と課題	


６．目標達成に	

向けた取組み	


７．モデル事業	




　　の進め方	

	


８．市の役割	


１．ビジョンの基本的事
項	


５．市のエネルギー政策	

　　の目標	


４．再生可能エネルギー	

　　の利用可能性	


市の目指すべき将来像を想定	


現状から目標を達成するための方策	


 

図 1-3 本ビジョンの構成 
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第2章 宝塚市の現状と課題 

本章では、市域の現状と課題を示します。 

2.1  宝塚市の地域特性 

2.1.1  自然的特性 

本市は、兵庫県の南東部に位置し、市域は面積 101.89km2、東西に 12.8km、南北に 21.1km と

南北に細長く伸びた形状をしており、海抜は最高 571.4m、最低 19.1ｍです。 

市域は、南部地域と北部地域に分けることができます。南部地域はさらに、南部平坦部地域、南

部山麓地域、南部周辺地域の 3 つの地域に分けられます。南部平坦部地域及び南部山麓地域は市街

化が進み、人口が集中する地域で、市街地には緑地として公園や社寺林が点在しています。南部地

域には南部平坦地域と南部山麓地域を二分するように二級河川の武庫川が流れています。南部周辺

地域は、長尾山系と六甲山系から成る市街地近郊のまとまった自然緑地が残されています。北部地

域は、高さ 350ｍ前後の山並みに囲まれた自然豊かな農村地域となっています。 

本市の気候は、瀬戸内型気候に属し、2011 年度（平成 23 年度）の状況を見ると、年平均気温は

15.8℃、月平均気温は最低 2.8℃、最高 28.2℃です。年間降水量は 1,617mm、年間晴天日数は 200

日以上と年間を通じて比較的温和で晴天の日が多く、平均風速は 2.2ｍと穏やかです。北部地域は、

南部地域よりもやや寒暖の差が大きく、大陸型の気候を帯びています。 

本市の自然的特性を見ると、太陽光発電、太陽熱利用システムには適しており、バイオマスや小

水力、地中熱利用の利用可能性もあります。一方で風力発電や地熱発電の大規模な利用にはあまり

適していません。再生可能エネルギーの利用可能性については、土地利用状況や住居の種類も考慮

して 4 章で詳細に検討します。 

 

2.1.2  社会的特性 

(1) 人口、世帯数の状況 

本市の人口は 2012（平成 24）年 10 月 1 日時点で、228,115 人（男 106,151 人、女 121,964 人）、

世帯数は約 93,600 戸です（表 2-1 参照）。 

市制施行以来、増加しつづけてきた本市の人口は、1995 年度（平成 7 年度）には震災の影響を受

けて一次減少しましたが、1996 年度（平成 8 年度）以降は、再び増加傾向を示しています。世帯数

についても人口の推移と同様の傾向を示しています。 
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表 2-1 本市の世帯数、人口総数（2011年(（平成23年）） 

人口総数 男 女 世帯総数 

228,115 106,151 121,964 93,600 

出典:「宝塚市統計書」(2012 年(平成 24 年)、宝塚市) 

 

(2) 産業・業務の状況 

本市の事業所数と従業者数をみると、第 1 次産業が農業のみであり全体としての割合は少なく、

残りの大部分を製造業などの第 2 次産業とサービス業などの第 3 次産業が占めています。製造業は

製品出荷額や事業所の減少傾向が続いており、近年の全国的な製造業の傾向と同様に、景気悪化な

どによる購買意欲の低下、生産品の減少、業績不振に伴う事業所の閉鎖・撤退などが影響している

ものと考えられます。業務部門は、業務系建物の延床面積の推移を見ると、1990年度（平成2年度）

以降増加しており、2009 年度（平成 21 年度）は 1,332,000ｍ2となっています。 

 

(3) 交通の状況 

本市では公共交通機関として、鉄道とバスが整備されています。鉄道は、南部地域を中心に阪急

宝塚線、JR 福知山線が東西に、また阪急今津線が六甲山系の山裾に沿うように南北に走っており、

主要な駅を拠点に阪急バス、阪神バス、阪急田園バスの路線が広がっています。 

自動車交通については、主要幹線道路が南北で発達しています。南部地域には中国自動車道と国

道 176 号線が並行して走っており、京阪神と中国地方、山陰地方、但馬地方を結んでいます。これ

らの主要道路を中心に県道や市道などが発達し、市内の主要な道路を形成しています。市域の自動

車登録台数は増加傾向にありましたが、2007 年（平成 19 年）から 2011 年（平成 23 年）にかけて

ほぼ横ばいの状況が続いています。北部地域や南部地域の山麓部では、市街地への公共交通機関は、

自動車がない市民にとってはバスが中心となっています。 
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2.2  エネルギー利用の特性 

2.2.1  2009 年度のエネルギー消費量 

「宝塚市地球温暖化対策実行計画」において、温室効果ガス排出量の推計に用いられているデー

タと算出方法を参考に、2009 年度（平成 21 年度）の部門の項目ごとのエネルギー消費量を図 2-1

に示しました。宝塚市のエネルギー消費量は全体で 9,513TJ（テラジュール⇒用語集）であり、宝

塚市では、家庭や業務部門、運輸（主に自動車）におけるエネルギー消費量が多いことを示してい

ます。 

産業	
  
1,017TJ	
  
11%	
  

家庭	
  
3,412TJ	
  

36%	
  

業務	
  
1,879TJ	
  

20%	
  

運輸	
  
3,201TJ	
  

33%	
  

 総エネルギー消費量	

9,513TJ	


 

図 2-1 部門ごとのエネルギー消費量の内訳（2009年度） 

 

2.2.2  2009 年度の電力消費量 

本市のエネルギー消費量 9,513TJ のうち、電力消費量は 3,008TJ（＝835GWh：ギガワット時⇒

用語集）と約 33%を占めます。図 2-2 では、宝塚市の電力消費量を部門の項目ごとに示しました。

宝塚市では電力消費量 835GWh のうち、82%にあたる 686 GWh を家庭と業務部門が占め、とくに

家庭における電力消費量が多いことを示しています。 

産業	
  
109GWh	
  
13%	
  

家庭	
  
453GWh	
  
54%	
  

業務	
  
233GWh	
  
28%	
  

運輸	
  
40GWh	
  
（5%）	
  

総電力消費量	

835GWh	

(3,008TJ)	


 

図 2-2 部門ごとの電力消費量の内訳（2009年） 



 14 

 

2.3  本市の再エネ関連施策と取組み 

本市における環境施策は総合計画を最上位に、環境基本計画、地球温暖化対策実行計画が定めら

れており、市民、事業者、市の各主体が一体となり、地球温暖化対策を推進することを定めていま

す。また同実行計画基本施策に「エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネ

ルギーの利用促進」が定められており、具体的対策では「地域特性を生かした再生可能エネルギー

の導入促進」が掲げられています。 

東日本大震災を契機とした原子力発電事故や昨今の温暖化現象を受け、原子力や化石燃料に依存

しないまちづくりを行うための要請や呼びかけを市長が電力事業者や関係省庁大臣、県内各首長に

行うとともに、地方自治体として主体的に再生可能エネルギーの導入に取組んでいくため、2012

年（平成 24 年）4 月に環境部に新エネルギー推進課を設置しました。これまでは市民や事業者、非

営利活動団体（NPO⇒用語集）などとの協働での再生可能エネルギーの具体的な導入が進んでいな

かったため、普及啓発事業を通して人づくりや場づくりを行い、研究会や審議会を通して仕組みづ

くりを行うこととしました。また、地域ごとの特性に合わせた再生可能エネルギーの促進や安全・

安心なまちづくり、地域経済の活性化など宝塚の自然的特性や社会的課題を考慮した地域公益性の

ある取組みを図っていくための再生可能エネルギー推進の考え方の整理を行うこととしました。 

2011 年度（平成 23 年度）から再生可能エネルギーに関する普及啓発事業を行い、2012 年度（平

成 24 年度）からは再生可能エネルギーについてのセミナーや懇談会を実施し、のべ 1,000 人以上の

参加を得ています。また 2013 年度（平成 25 年度）には市長の附属機関として宝塚市再生可能エネ

ルギー推進審議会を立上げ、本ビジョンの検討や「（仮称）再生可能エネルギーの利用の推進に関

する基本条例」の検討を行いました。また再生可能エネルギーに関する事業推進のための再生可能

エネルギー基金（2,520 万円）を創設し、今後のモデル事業などに活用する予定です。 

再生可能エネルギーについての懇談会をきっかけとして市民による取組みが進んでおり、市民と

再生可能エネルギー事業者による市民共同太陽光発電所の設置が行われています。 

一方で、約 2 年ごとに設置している市民意識に関するアンケート調査などにエネルギーに関する

項目を追加して、状況を随時把握することで、施策への継続的な反映が可能となると考えられま

す。 
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第3章 再生可能エネルギー政策の目的と将来像 

本章では、再生可能エネルギー政策の目的とコンセプトや推進の視点を含めた導入方針を示し、

それらに基づいた将来像を示します。 

3.1  再生可能エネルギー政策の目的と将来像 

再生可能エネルギー利用のあり方についての国内外の動向や本市の特性およびこれまでの取組状

況をふまえ、本市の再生可能エネルギー政策の目的を「豊かな環境の自律的な維持」「エネルギー

の自立性を高める」「災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり」とし、その実現に向けて

市民、事業者、行政の各主体が一体となって取組みます。またこれらの目的の達成に向けて重要と

なる省エネルギーの取組みもあわせて推進します。 

本市はエネルギーの消費地でもあるため、後述のコンセプトや目標値にあるように、再生可能エ

ネルギーの利用を通じて国内全体の再生可能エネルギーの普及拡大にも貢献することを目指しま

す。 

 

3.1.1  再生可能エネルギー政策の目的 

(1) 豊かな環境の自律的な維持 

東日本大震災以前から地球温暖化対策は重要な課題であり、自然環境および生活環境への影響を

緩和する必要があります。また東日本大震災に伴う原子力事故により放射能汚染が広がり、自然環

境および生活環境に多大な影響を与えています。2 章にも示したように本市は恵まれた自然環境を

持ちつつ生活環境も良好な地域です。再生可能エネルギーは地球温暖化の原因となる温室効果ガス

の排出が極めて少なく、事故の心配や影響が極めて少ないエネルギーです。また森林バイオマスな

どでは適切な再生可能エネルギーの利用は自然環境の保全にも貢献します。再生可能エネルギーの

推進体制を本市で構築することは、豊かな環境を地域社会が自律的に維持していくことにつながり

ます。 

 

(2) エネルギーの自立性を高める 

東日本大震災以降、エネルギー確保の重要性は全国で再認識されました。再生可能エネルギーは

私たちの住む地域でも作ることができ、将来にわたって安全で安心して利用できるエネルギーです。

固定価格買取制度の導入を契機としてコミュニティパワー事業が全国で立ち上がっており、本市に

おいても市民共同発電所が稼働しています。また省エネルギー性能の高い住宅において太陽光発電

などにより電気を、太陽熱利用システムや地中熱利用システムにより暖房を供給することは、エネ

ルギーの自立性を高めつつ、快適性や利便性を向上させることにつながります。 
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(3) 災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり 

豊かな環境を自律的に維持し、エネルギーの自立性を高めることで、災害に強く、安全で安心・

持続可能なまちづくりにつながります。たとえば避難場所などにおける再生可能エネルギーの導入

を進めることで、災害時のエネルギー供給だけでなく平常時のエネルギーの自立性向上にも貢献し

ます。また再生可能エネルギー推進の過程で、新たな事業者やビジネスが生まれ、地域内での経済

循環や雇用の創出などにより地域社会や経済の活性化を進めます。こうして進められるまちづくり

は、本市の魅力を高めることにつながります。 
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3.2  再生可能エネルギーの導入方針 

本市の再生可能エネルギーに関連がある既存計画においては、めざす都市像や推進の視点が議論

されてきました。これらを参考にしつつ、再生可能エネルギー推進のために必要な視点やコンセプ

トを定めました。 

 

3.2.1  再生可能エネルギー推進の視点 

宝塚市地域省エネルギービジョン（現行：宝塚市地球温暖化対策実行計画区域施策編に包含）に

おいては、「環境と経済の一体化に努める」「効果的に進めるために参画と協働で取り組む」「次

代を担う人づくりに努める」という 3 つの推進の視点が掲げられています。 

これらを参考に、再生可能エネルギーの利用を進める際には、環境・経済・福祉の向上につなが

るような持続可能なまちづくりに貢献する仕組みを確立すること、行政の率先行動のみでなく連携

を通じて市民・事業者の参画と協働による取組みを促進すること、長期にわたる取組みであるため

に子どもや若年層といった次世代を担う人作りに努めることを定めました。さらに、地域経済の活

性化や雇用の促進につながる事業性あるコミュニティパワー事業を促進することを加え、再生可能

エネルギー推進の視点として、下記の 4 つを定めました。 

 

① 持続可能なまちづくりに貢献する仕組み 

② 市民・事業者の参画と協働による取り組みを促進 

③ 次世代を担う人づくりに努める 

④ 事業性あるコミュニティパワー事業を促進 

 

 

3.2.2  再生可能エネルギー推進のコンセプト 

本市における再生可能エネルギー推進をどのような考え方にもとづいて進めるのかをわかりやす

く示すコンセプトを、これまでのエネルギー関連政策の将来像および推進の視点、市民懇談会など

から抽出したキーワード（表 3-1 参照）をもとに、下記のように定めました。 

 

 

みんなでつくろう宝塚エネルギー 

〜再生可能エネルギー・省エネルギーでたからづかをもっと ずっと げんきに〜 
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表 3-1 コンセプトと対応するキーワード 

コンセプト 対応するキーワード（重複あり） 

みんなで みんな、次世代、人づくり、参画、協働 

つくろう 参画、協働、再活性化 

宝塚エネルギー 地域エネルギー事業、学び、教育 

再生可能エネルギー・

省エネルギーで 

再生可能エネルギー、省エネルギー 

もっと 持続可能、再活性化 

ずっと 次世代、持続可能 

げんきに 再活性化、健康 

 

 

3.2.3  再生可能エネルギーの導入方針 

本市における再生可能エネルギー推進のコンセプトや推進の視点のもとに、具体的方針や具体的

方策を下記のように定めます。 

 

「宝塚エネルギー」とは？ 

「宝塚エネルギー」には 2 つの意味が込められています。狭義には再生可能エネルギー

の発電会社や熱供給会社、電力小売事業者などを含めたエネルギー事業会社を指します。

宝塚において再生可能エネルギーを生産・供給する事業者が立ち上げられ、再生可能エネ

ルギービジネスが進むことを意図しています。 

広義の「宝塚エネルギー」は、「宝塚でのエネルギーに関する取り組みやそれに参加する

方」を含んでいます。この場合には、エネルギーという単語には物理的な意味でのエネルギ

ーと、人の活力を意味するエネルギーの双方の意味が込められています。したがって、広

義の「宝塚エネルギー」を促進する際には、家庭や集合住宅で太陽光発電や太陽熱利用シス

テムを導入することや市民出資型の再生可能エネルギー事業に出資を行うエネルギープロ

シューマー（⇒用語集）としての取組みや、再生可能エネルギーに関わる市民懇談会や普及

啓発イベントに参加すること、環境エネルギー教育に携わること、家庭や事業所での省エ

ネに取り組むことなど様々な取り組みとそれに関わる人を増やすことが重要です。 
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図 3-1 再生可能エネルギーの導入方針 
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3.3  再生可能エネルギーによる将来像 

本市において再生可能エネルギーの利用を積極的に進めることで、再生可能エネルギー導入の目

的が達成されているとともに、コンセプトや導入方針に沿って協働の持続可能なまちづくりが進ん

でいる姿を示します。 

 

 本市の特性に応じた再生可能エネルギーが導入され、利用されています。 

 「宝塚エネルギー」に多くの人が参加していて、地域エネルギー事業も盛んです。 

 市民・事業者・市の協働が当たり前になっています。 

 再生可能エネルギーによって市内での経済効果や雇用効果が生まれています。 

 豊かな環境が維持されています。 

 エネルギーの自立性が高まっています。 

 災害に強く、安全で安心な持続可能なまちとなっています。 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー推進の基本理念 

 

こうした将来像を達成するため、（仮称）再生可能エネルギーの利用の推進に関する基

本条例では、再生可能エネルギー推進の基本理念として下記の 5 項目を挙げています。 

 

1. 再生可能エネルギーは、本来的に地域における共有的資源であり、その地域に存在す

る主体が連携し、地域の受益に配慮して利用されるべきものとする。 

2. 再生可能エネルギーの利用の推進は、地域の持続的な発展に資するよう、地域の条件

に配慮して行われなければならない。 

3. 再生可能エネルギーの利用の推進は、エネルギーの自立性及び安全性の向上に資する

ことに鑑み、非常時における市民の安全及び安心の確保に配慮して行われなければな

らない。 

4. 再生可能エネルギーの利用の推進は、地域での影響に配慮し、周辺住民との十分な合

意形成に努めたうえ行われなければならない。 

5. 再生可能エネルギーの利用の推進は、市民、事業者、エネルギー事業者及び市の相互

の協働が促進されるよう配慮して行われなければならない。 
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第4章 再生可能エネルギーの利用可能性 

本章では、市域における再生可能エネルギーの賦存量、利用可能量について推計を行い、それら

の活用可能性を示します。 

4.1  賦存量・利用可能量とは 

(1) 再生可能エネルギーの利用可能性に関する用語の定義 

本調査で使用している再生可能エネルギーに関する用語の定義を示しました。本調査では、既存

の調査から本市の賦存量の特徴を整理し、有望なエネルギーに対して利用可能量（導入ポテンシャ

ル）の調査を行いました。 

 

1) 賦存量 

ある地域において理論的に算出することができるエネルギー資源量であり、種々の制約要因（法

規制や土地利用など）を考慮しないものとします。 

 

2) 利用可能量（導入ポテンシャル） 

エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量

とします。 
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4.2  再生可能エネルギー等の賦存量 

4.2.1  賦存量 

各エネルギーの賦存量の分析結果を表 4-1 にまとめました3。宝塚市では日射量の条件が良好で

ある一方で、風力や地熱などのエネルギーについては賦存するエネルギーが少ないことが示されま

した。この結果を受けて、次節の利用可能量の調査では、太陽エネルギーの活用を中心に検討しま

した。 

 

表 4-1 賦存量分析結果のまとめ 

エネルギー種 既存資料による分析 有望性 

太陽エネルギー 

本市の 2011年度(平成 23年度)の統計によると、平成 19年から 22

年にかけて日照時間が 2,000 時間を超えています（※観測点は神

戸市）。日本各地の年間日照時間が、おおむね 1,500時間から 2,000

時間程度であることを考慮すると、日照時間が多い地域と考えら

れます。 

◎ 

風力エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の大部分で風速が 5.5

ｍ/s 未満の地域であり、風力発電に期待されるような風況が良好

な地域が非常に少ないと言えます。 

△ 

バイオマスエネ

ルギー 

本市の木質系バイオマスの賦存熱量の合計 16,582GJ/年は、発電設

備の容量に換算すると約 65kWとなり、利用可能な資源量は少ない

と考えられます。 

△ 

地熱エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、宝塚市には地熱発電などに

利用可能な有望な地熱エネルギーは存在しません。一方で、宝塚

市には複数の温泉施設が存在しており、その未利用熱の利用が考

えられます。また地中熱利用は市内の多くの地域で可能です。 

△ 

中小水力 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の中小水力の賦存量は

小さく、武庫川の西宮市との境界部分に一部の賦存量が評価され

ているにとどまっています。 

△ 

有望性については、以下の区分で整理しています。 

◎：賦存量が大きく、積極的に利用を進めていくことが考えられるエネルギー 

○：賦存量が中程度であり、利用に向けて前向きに検討を進めていくエネルギー 

△：賦存量が少なく、必要に応じ個別に対応を検討するエネルギー 

 

                                            
3計算方法については、参考資料を参照 
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4.3  再生可能エネルギー等の利用可能量 

4.3.1  利用可能量の試算条件 

(1) 試算の手順 

利用可能量については、賦存量で有望性が高いと考えられる太陽エネルギーを対象とし、太陽光

発電および太陽熱利用システムの各システムを市内に導入した場合の試算を行います。本項では特

に、近年の住宅数などの現状のデータをもとにした試算を行い、次節以降にて 2050 年（平成 62 年）

に向けた設備の更新等を考慮した試算を行いました。 

 

(2) 設置場所の想定 

太陽光発電、太陽熱利用システムの設置が想定される主な場所は住宅です。さらに太陽光発電は

公共施設等の建築物や遊休地などの空きスペースにも設置が可能です。太陽熱利用システムは、温

熱需要がある建築物への設置が効果的です。 

住宅については、2008 年度（平成 20 年度）の住宅数 85,290 戸（※集合住宅を含む）、新耐震基

準（⇒用語集）（昭和 55 年改正）以降の住宅数 53,980 戸、一戸建てでかつ持家の住宅数 36,160

戸、分譲マンションの棟数 612 棟を基準として試算を行うこととしました。 

公共施設については、本市の 65 施設への導入を想定しました。 

遊休地については、耕作放棄地を対象とし（ただし農地転用が必要）、2010 年（平成 22 年）世

界農林業センサスより宝塚市に存在する耕作放棄地 75,400m2を想定しました。 

 

4.3.2  太陽光発電の利用可能量 

(1) 市内での 1kW あたりの太陽光発電の発電電力量 

宝塚市内に太陽光発電を設置した場合の 1kW あたりの年間発電電力量予想値は、1,001kWh/年

となりました。 

 

(2) 市内での太陽光発電の利用可能量試算結果 

1) 住宅 

表 4-2 に太陽光発電利用可能量の評価結果を示しました4。住宅向けの太陽光発電は、本市の住

宅に最大限に導入すると想定した場合に、256.3 GWh/年の利用可能量が見込まれます（表中の赤い

楕円で囲まれた部分）。これに対して、導入を新耐震基準以降の住宅に限定すると、想定される利

用可能量は 162.2GWh/年となります（表中の青い点線楕円で囲まれた部分）。これらの太陽光発電

                                            
4計算方法については、参考資料を参照 
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利用可能量が、次章において目標を検討する際の目安となります。 

 

表 4-2 太陽光発電利用可能量評価結果 

 ケース 1-1 ケース 1-2 ケース 1-3  ケース 1-4 

居住世帯がある全住宅

数を対象 

新耐震基準以降に設置

された住宅数を対象 

一戸建てかつ持家住宅

数を対象 

分譲マンションを対象 

対象件数 85,290 件 53,980 件 36,160 件 612 件 

設備設置 

容量 
255,870kW 161,940kW 108,480kW 12,240kW 

太陽光発電

利用可能量 

256.3GWh/年 162.2 GWh/年 
108.7 GWh/年 12.3 GWh/年 

 

  

2) 公共施設 

65 の施設の合計で想定される利用可能量は 0.7GWh となりました。 

 

3) 耕作放棄地 

本市の耕作放棄地の太陽光の利用可能量は 5.0GWh となりました。 

 

4) まとめ 

市内での太陽光発電の利用可能量は住宅が非常に大きく、公共施設や耕作放棄地は相対的に小さ

くなっています。 

 

 

4.3.3  太陽熱利用システムの利用可能量 

(1) 市内での 1 m2あたりの太陽熱利用システムの集熱量 

宝塚市内に太陽熱利用システムの集熱器を設置した場合、単位面積（m2あたりの集熱量）1m2あ

たりの年間有効集熱量予想値は、2.01GJ/年となりました。 

 

(2) 市内での太陽熱利用システムの利用可能量 

1) 住宅 

太陽熱利用システムは住宅での導入が見込まれるため、太陽熱利用システム利用可能量の評価結
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果を表 4-3 に示しました5。住宅向けの利用可能量は、本市の住宅に 6.0m2 ずつの太陽集熱器を最

大限に導入すると想定した場合に、1,029 TJ/年と見込まれます（表中の赤い楕円で囲まれた部分）。

これに対して、導入を新耐震基準以降の住宅に限定すると、想定される利用可能量は 651TJ/年と

なります（表中の青い点線楕円で囲まれた部分）。また導入対象を持家の一戸建てに限定した場合、

想定される利用可能量は 436TJ/年となります。そして分譲マンションに 200m2/棟の太陽集熱機器

を導入した場合、想定される利用可能量は 246TJ/年となります。これらの太陽熱利用システム利

用可能量が、次章において目標を検討する際の目安となります。 

 

 表 4-3 太陽熱利用システム利用可能量評価結果 

 ケース 2-1 ケース 2-2 ケース 2-3  ケース 2-4 

居住世帯がある全住宅

数を対象 

新耐震基準以降に設置

された住宅数を対象 

一戸建てかつ持家住宅

数を対象 

分譲マンションを対象 

対象件数 85,290 件 53,980 件 36,160 件 612 件 

設備設置面積 511,740m2 323,880m2 216,960m2 122,400m2 

太陽熱利用シス

テム利用可能量 

1028.6TJ/年 651.0TJ/年 
436.1TJ/年 246.0TJ /年 

 

                                            
5計算方法については、参考資料を参照 
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第5章 エネルギー政策の目標 

本章では、本市が目指すエネルギー政策の目標を示します。 

5.1  目標設定の考え方 

5.1.1  バックキャスティング型の目標設定 

本ビジョンでは、目指すべき将来像を想定し、現状からの道筋を考えるバックキャスティング

（⇒用語集）の手法を用いて、3 章で想定した再生可能エネルギーを活用した持続可能な社会像を

もとに目標値を設定します。これは過去から現在への延長線上で将来を予測（フォアキャスティン

グ⇒用語集）する手法とは逆の考え方となります（図 5-1 参照）。1 章でも述べたように、再生可

能エネルギーは近年急速に利用が拡大しており、フォアキャスティング型の考え方では、振れ幅が

大きくなり、予測は難しくなります。そこで、目指すべき将来像を定め、そこから逆算して課題を

抽出し、解決の道筋を検討していくバックキャスティングの手法は有効です。こうしたバックキャ

スティングの手法は、国立環境研究所などによる「2050 日本低炭素社会シナリオ」6の策定や大阪

府豊中市の「豊中市地球温暖化防止地域計画」7の策定にも使われています。バックキャスティング

型の目標の実現に向けては、進捗状況を確認し、施策や取組みの見直しに反映させるモニタリング

のプロセスが重要となります。 

 

   現在	
 未来	


①めざす姿	

　　を想定	


②振り返って	

　　課題を抽出	


③方向性を定めて、	

　　めざす姿までの道筋を描く	


過去	


バックキャスティング	


 

図 5-1 フォアキャスティングとバックキャスティングのイメージ図 

 

5.1.2  主に検討するエネルギー 

宝塚市において主に促進すべきエネルギー種別は、4 章で示した利用可能量および現時点での経

済性から、太陽光発電と太陽熱利用システムの 2 種類とします。ただし、小水力やバイオマスなど

                                            
6 「2050 日本低炭素社会」プロジェクトチーム「2050 日本低炭素社会シナリオ：温室効果ガス 70％削減

可能性検討」2007 年 2 月 
7 豊中市「豊中市地球温暖化防止地域計画：チャレンジ-70 プラン」2007 年 11 月 
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の将来的な活用の可能性については今後も検討を続けます。 

また今後電力小売の自由化が進めば、一般家庭であっても電力を購入する際に再生可能エネルギ

ーの比率が高い電力を選ぶことが可能となります。また熱利用についても、市外からのバイオマス

購入や大規模な熱供給の可能性も今後あります。こうした市外からの再生可能エネルギーの購入は、

国内の再生可能エネルギーの増加に貢献する手法となります。こうした考え方を需要プル（⇒用語

集）と呼びます。都市部においては、地域内の再生可能エネルギーの導入と同様に、市外からの再

生可能エネルギーの購入も重要な手法です。 

 

5.1.3  供給側と需要側の目標値設定 

(1) 再生可能エネルギー自給率および再生可能エネルギー活用率 

再生可能エネルギーの目標値を設定するにあたり、バックキャスティングおよび需要プルの考え

方から、供給側の目標値と需要側を含めた目標値の 2 種類を設定します。 

 
① 供給側目標値を割合で設定し、再生可能エネルギー自給率（再エネ自給率）とします。 

② 需要側目標値を割合で設定し、再生可能エネルギー活用率（再エネ活用率）とします。 

 

供給側とは、宝塚市内に設置された太陽光発電や太陽熱利用システムから生産されたエネルギー

が市内のエネルギー消費量に占める割合を示すものです。分野を限定して、家庭部門のみの自給率

を設定することや、電力分野だけの自給率を設定することも考えられます。また省エネが進めば、

自給率は向上するため省エネも重要となります。自給率は市内での再生可能エネルギーの普及度合

いや、市内での資金の循環度合いを測る目安となります。 

需要側とは、市内でのエネルギー生産に加え、市外からの再生可能エネルギーの購入や市外への

出資を通じた再生可能エネルギーの増加を考慮することであり、再エネ活用率は市内の再エネ生産

量と市外からの再エネ導入量を市内のエネルギー消費量で割ったものとなります。自給率と同様に、

部門や分野を限定した目標設定も可能であり、省エネによって活用率も高まります。都市部におい

ては自給率を高めることには限界があるため、域外での再生可能エネルギー普及やエネルギーの選

択という概念を含んだ再エネ活用率を設定する意義があります。 

再エネ自給率と再エネ活用率の概念の整理を図 5-2 に示します。 
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再エネが豊富な地域 

再エネ 
自給率 

再生可能エネルギー 

• 市内の再エネ普及 
• 市内でのマネーの循環 

• 太陽光 
• 太陽熱 
• その他再エネ 

市内の年間再エネ生産量 
 
市内の年間エネルギー消費量 

宝塚市内 
出資・対価 

• エネルギーの選択 
• 市民出資資金の出し手 
• 地域主体の事業支援 

再エネ 
活用率 

市外からの年間再エネ導入量 
＝ ＝ 

市内の年間再エネ生産量＋ 
 
市内の年間エネルギー消費量 

 

図 5-2 再エネ自給率と再エネ活用率のイメージ図 

 

(2) エネルギー利用の優先順位 

エネルギー利用に際しては、再生可能エネルギーの導入を進めるだけではなく、省エネルギーの

推進も重要です。エネルギーを無駄遣いしておきながら、再生可能エネルギーを導入したとしても、

その効果は小さくなってしまいます。省エネルギーを進めることで、図 5-2 に示した再エネ自給率、

再エネ活用率の計算の分母となるエネルギー消費量が減り、再エネ自給率と再エネ活用率が向上し

ます。まずは再生可能エネルギーと省エネルギーを同時に進め、なるべく再エネ自給率を高めます

（図 5-3）。その上で、それでも足りない部分は市外からのエネルギーの調達を行って再エネ活用

率を高めることになります。 

 

市内の年間エネ
ルギー消費量 

市内の年間再生可能 
エネルギー生産量 

再生可能エネルギー自給率は	


大幅に増加	


増	


増	


減	


増	


再生可能エネルギー自給率は	


変化なし	


再エネ増加 
 
省エネ促進 

再エネ増加 
 
エネルギー消費増加 

 

図 5-3 省エネルギーによる再生可能エネルギー自給率の向上 

 

再エネ自給率および再エネ活用率を高めるためにも、経済性の観点からも、省エネはきわめて重

要となります。国立環境研究所などによる「2050 日本低炭素社会シナリオ：温室効果ガス 70％削

減可能性検討」（2008 年（平成 20 年）改訂）では、1990 年（平成 2 年）比で 2050 年（平成 62
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年）に 70％の温室効果ガス削減の可能性を検討し、「明るさ」や「暖かさ」、「快適性」、「移動」

といったエネルギーサービス（⇒用語集）を維持しつつ、現時点で開発が予想され得る対策技術を

想定しています。とくに家庭部門は建て替えにあわせた高断熱住宅の普及と省エネ機器利用などで

40~50%削減、業務部門は高断熱ビルへの作り替え・建て直しと省エネ機器導入などで 40%削減を

想定しています。こうした対策は、エネルギー面での削減効果をもたらすだけではなく、快適な住

環境やオフィス環境をもたらし、健康や福祉面での効用も高くなります。従来の省エネには寒さや

我慢、手間といったイメージが付随していましたが、エネルギー削減と快適さを両立させる能動的

な選択としての省エネの充実を図ることが望まれます。また全体の消費量とともに、エネルギーの

質8についても検討していくことが必要です。たとえばお風呂に入るといったような低温の熱が必

要な場合には自然界に広く存在している太陽熱を使えば、より高い温度が得られ様々な使い道があ

る化石燃料や電気を使わずに済みます。同じエネルギーが得られるとしても、その性質を考慮して、

有効に使うことが大事なのです。 

                                            
8 エネルギーの質は、エクセルギー（→用語集）という考え方で示されます。 
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5.2  長期目標値の設定 

5.2.1  長期目標値 

本市における再生可能エネルギー推進の長期目標値は 2050 年度（平成 62 年度）を目標年として、

以下の 3 つとします。これは上述のバックキャスティング型の考え方から、現状の延長ではなく、

あるべき社会像にもとづく意欲的な目標値を定め、その実現に向けた施策や取組みを積極的に進め

ることを意図しています。前述のように、目標値の達成に向けては、進捗状況を確認し、施策や取

組みの見直しに反映させるモニタリングのプロセスが重要となります。 

 

 

 

電力利用	
 熱利用	


家庭部門	


業務部門	


産業部門	


50%自給	


100%活用	


交通部門　　　100％の市民が再生可能エネルギーをエネルギー源とする様々	

　　　　　　　　　な交通手段を利用できる状況とする。	


100%活用	


50%自給	


 

図 5-4 2050年度の目標値イメージ 

 

これらの目標値を達成するため、政策や事業支援のための方策、資金調達に関わる仕組みづくり

が求められます。政策や支援方策については 3.3 以降で検討します。また目標期間が長期にわたる

長期目標値 

 

①2050 年までに家庭用の電力再エネ自給率 50％、熱利用再エネ自給率 50％ 

②2050 年までに家庭・業務・産業用の電力再エネ活用率 100％、熱利用再エネ活用

率 100％ 

③2050 年までに、100％の市民が交通分野の再生可能エネルギー利用に多様なアク

セスができる（例：太陽光発電で充電した電気自動車タクシーなど） 
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ため、進捗状況を管理するために短期間での具体的な節目としてチャレンジ目標を設けることが有

効です。チャレンジ目標については 5.3 に示します。 

5.2.2  長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー 

前項で定めた長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギーの発電量や熱の生産量を 2009 年度

（平成 21 年度）の値と並べて示します。各計算において、2050 年（平成 62 年）のエネルギー需要

は、前述の国立環境研究所などによる研究を参考に、2009 年度（平成 21 年度）から 40％削減とし

ています。 

（※詳細な計算手順については補足資料に掲載） 

(1)  市内家庭における電気の再生可能エネルギー自給率 

 

表 5-1 市内家庭における電気の再生可能エネルギー自給率に関する数値 

 2009 年 2050 年推計 

①市内家庭の年間電力消費量 453GWh 272GWh 

②市内家庭での再生可能エネルギーの年間発電量 3.6GWh 136GWh 

再生可能エネルギー自給率 ②÷①×100 0.8% 50% 

 

2009年 

453GWh 

3.6GWh 

再エネ 
自給率 
0.8% 

市内家庭における電気の再生可能エネルギー自給率 

年間電力 
消費量 

年間再エ 
ネ発電量 

272GWh 

136GWh 

再エネ 
自給率 
50% 

年間電力 
消費量 

年間再エ 
ネ発電量 

2050年 

 

図 5-5 市内家庭における電気の再生可能エネルギー自給率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

②では家庭用の太陽光発電からの発電量を推計して試算しており、2009 年度（平成 21 年度）は

推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の発電量 136GWh をまかなうためには 35,600 件の太陽光発電の

導入が必要となります。これは、2009 年度（平成 21 年度）の市内の世帯数の 39.8％となり、4.3.2  

で示した太陽光発電の利用可能量を下回っています。また 35,600 件を導入するためには、2010 年

度（平成 22 年度）からの 40 年間で毎年 866 件が太陽光発電を設置することになります。市内にお
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ける 2010 年度（平成 22 年度）以降の家庭用太陽光発電の導入実績は 250〜400 件程度であり、市

として今後さらに促進していく必要があるといえます 。 

今後太陽光発電の発電効率が向上して、同じ面積でもより多くの発電量が得られるようになれば、

目標値を達成するために必要な太陽光発電の導入量や導入件数は減少します。 

 

(2) 市内家庭における熱の再生可能エネルギー自給率 

表 5-2 市内家庭における熱の再生可能エネルギー自給率に関する数値 

 2009 年 2050 年 

①市内家庭の年間熱消費量 1,781TJ 1,068TJ 

②市内家庭での再生可能エネルギーの年間熱生産量 11.3TJ 534TJ 

再生可能エネルギー自給率 ②÷①×100 0.63% 50% 

 

2009年 

1,781TJ 

11.3TJ 

再エネ 
自給率 
0.63% 

市内家庭における熱の再生可能エネルギー自給率 

年間熱 
消費量 

年間再エネ 
熱生産量 

1,068TJ 

534TJ 

再エネ 
自給率 
50% 

年間熱 
消費量 

年間再エネ 
熱生産量 

2050年 

 

図 5-6 市内家庭における熱の再生可能エネルギー自給率 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

②では家庭用の太陽熱利用システムからの熱生産量を推計して計算しており、2009 年度（平成

21 年度）は推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の熱生産量 534TJ をまかなうためには、44,281 件の太陽熱利用シ

ステムの導入が必要となります。44,281 件は、2008 年度（平成 20 年度）の市内の一戸建住宅件数の

116.4%となりますが、4.3.3  で示した集合住宅などを含む太陽熱利用システムの利用可能量は下回り

ます。また 44,281 件を導入するためには、2010 年度（平成 22 年度）からの 40 年間で毎年 967 件が太

陽熱利用システムを設置することになります。 

そのため、より積極的な省エネルギーを進めて分母の熱消費量を削減するとともに、2008 年度（平成

20 年度）時点で 44,760 戸ある共同住宅にも太陽熱利用システムの導入が必要となります。 
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(3) 市内家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

表 5-3 市内家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率に関する数値 

 2009 年 2050 年推計 

①市内家庭・業務・産業の年間電力消費量 795GWh 477GWh 

②市内家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量＋市外から

市内家庭・業務・産業への再生可能エネルギー電気供給量 

77GWh 

（＝3.6＋73.4） 

477GWh 

（＝136＋341） 

再生可能エネルギー活用率 ②÷①×100 10.1% 100% 

 

 

2009年 

795GWh 

77GWh 

再エネ 
活用率 
10.1% 

市内家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

年間電力 
消費量 

年間再エ 
ネ発電量 
　　＋
市外から 
の供給量 

477GWh 477GWh 

再エネ 
活用率
100% 

年間電力 
消費量 

2050年 

年間再エ 
ネ発電量 

市外から 
の供給量 
 

　3.6GWh 

73.4GWh 
136GWh 

341GWh 

 

図 5-7 市内家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

2009 年度（平成 21 年度）時点の市内家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量は簡略化

のため、（1）と同様に家庭用の太陽光発電のみを推計しています。さらに市外から市内家庭・業務・

産業への再生可能エネルギー電気供給量は 2010 年度（平成 22 年度）の近畿地方の再生可能エネルギー

発電割合 9.6%を使用しています。 

2050 年度（平成 62 年度）の目標を達成するためには、市内家庭・業務・産業の再生可能エネルギ

ーの発電量を（1）と同様とすると、市内家庭・業務・産業での電力消費量のうち 71.4%が再生可能エ

ネルギー由来の電力を市外から購入することになります。これは、日本で標準的に導入されている

2,000kW の風力発電約 10 基分の年間発電量に相当します。市内での再生可能エネルギー発電量が高ま

れば、市外からの供給量は減少することになります。 

2050 年度（平成 62 年度）における再生可能エネルギー導入量と再生可能エネルギー由来の電力の購

入割合は推計ですので、今後の動向を把握しながら、施策に反映し、活用率 100%を目指していくこと

になります。 
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(4) 市内の家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

表 5-4 市内家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率に関する数値 

 2009 年 2050 年推計 

①市内家庭・業務・産業の年間熱消費量 3,444TJ 2,066TJ 

②市内家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量＋市外か

ら市内家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量 

11.3TJ 

（＝11.3＋0） 

2,066TJ 

（＝534＋1,532） 

再生可能エネルギー活用率 ②÷①×100 0.32% 100% 

 

 

2009年 

3,444TJ 

11.3TJ 

再エネ 
活用率 
0.32% 

市内家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

年間熱
消費量 

年間再エネ 
熱生産量 
　　＋ 
市外からの
熱供給量 

2,066TJ 2,066TJ 

再エネ 
活用率
100% 

年間熱 
消費量 

2050年 

年間再エネ 
熱生産量 

市外からの 
熱供給量 
 

年間再エネ 
熱生産量 
　　＋ 
市外からの
熱供給量 

11.3TJ 

　　0TJ 
534GWh 

1,532GWh 

 

図 5-8 市内家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

2009 年度（平成 21 年度）時点の市内家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量は簡略

化のため、（2）と同様に家庭用の太陽熱利用システムのみを推計しています。さらに市外から市内

家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量は 0 としています。 

2050 年度（平成 62 年度）の目標を達成するためには、市内家庭・業務・産業の再生可能エネル

ギーの熱生産量を（1）と同様とすると、市内家庭・業務・産業での熱消費量のうち 74.1%が再生可

能エネルギー由来の熱や燃料を市外から購入することになります。これは木質ペレット（⇒用語集）

燃料に換算すると 85,111t（灯油約 40,000t 相当）に相当し、暖房のための木質ペレットやチップボ

イラーの利用、バイオ燃料によるボイラーなどが考えられます。市内での再生可能エネルギーによ

るエネルギー生産量が高まれば、市外からの供給量は減少することになります。 

2050 年度（平成 62 年度）における再生可能エネルギー導入量と再生可能エネルギー由来の熱の

購入割合は推計ですので、今後の動向を把握しながら、施策に反映し、活用率 100%を目指してい

くことになります。 



 35 

5.2.3  エネルギー利用以外の目標について 

エネルギーの利用に関する目標値以外にも将来像に関連した目標を設定することが有益であるた

め、下記の 3 つを 2050 年（平成 62 年）までのエネルギー利用以外の目標として定めます。 

 

 

 

 

 

エネルギー分野では従来の大規模集中型の化石燃料と原子力中心の構図から、小規模分散型の再

生可能エネルギー導入と電力の選択などを利用した消費と生産の両方に市民が関わる構図へと転換

しつつあるため、こうした市民が重要となります。そのためすべての市民がエネルギープロシュー

マーとなることを目標の一つとします。 

再生可能エネルギーを通じて大規模集中型のエネルギーシステムの弱点を補い、災害に強いまち

づくりを促進することができます。東日本大震災に伴う計画停電時にも、非常用電源としての太陽

光発電が注目されました。ただし、再生可能エネルギーと蓄電池を組合せた完全自給自足のエネル

ギー利用は費用とエネルギー効率の面からも無駄が多くなる場合があるため、導入にあたっての検

討は慎重に行う必要があります。 

再生可能エネルギーの促進により、既存事業者と新規事業者に雇用や経済効果をもたらし、街を

活性化させることが予期されるため、目標として設定します。 

長期目標値（エネルギー利用以外） 

 

①市民の 100％エネルギープロシューマー化 

②再生可能エネルギーを通じた災害に強いまちづくり 

③再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化 

 

エネルギープロシューマーとは？ 

 

市民のプロシューマー化とは、市民が消費者（コンシューマー：consumer）としてモノやサー

ビスを一方的に消費するだけではなく、生産者（プロデューサー：producer）としての機能も

持つことです。プロシューマー（⇒用語集）にはいくつかの意味がありますが、ここではエネ

ルギーの消費者であるとともに、太陽光発電や太陽熱利用システムでエネルギーを生産した

り、再生可能エネルギー事業に出資したりする生産者ともなり、なおかつ既存のエネルギー生

産システムに対する提案や要求を行い、変化を働きかける賢い市民を指すこととします。宝塚

に住むエネルギープロシューマーは「宝塚エネルギー」の重要な参加者です。 
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5.3  チャレンジ目標の設定 

5.3.1  2020 年および 2030 年のチャレンジ目標 

 前項までに掲げた目標値の実現は長期にわたるため、その中間段階での進捗状況を測る目安と

なるチャレンジ目標を設定しています。図 5-9 および図 5-10 に示すように 2020 年（平成 32 年）

に 20 個、2030 年（平成 42 年）に 30 個のチャレンジ目標を設定し、それぞれチャレンジ 20 目標、

チャレンジ 30 目標と呼びます。チャレンジ目標は長期目標の各分野に対応した形で定めており、

具体的かつ意欲的な目標です。そのため、国内外の再生可能エネルギー政策や技術の動向に応じて、

随時見直しを行います。 

 チャレンジ 20 目標およびチャレンジ 30 目標の各項目の概要を表 5-5 および表 5-6 に示しま

す。 
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図 5-9 チャレンジ20目標（2020年の20のチャレンジ目標） 

※図中では再生可能エネルギーを再エネと表記 
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図 5-10 チャレンジ30目標（2030年の30のチャレンジ目標） 

※図中では再生可能エネルギーを再エネと表記 
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表 5-5 チャレンジ20目標の各項目の概要 

1．家庭部門

の再生可能

エネルギー

自給率拡大 

○電気 

A-1）集合住宅での太陽光発電を導入 

→導入が増えつつある集合住宅での太陽光発電の導入を新築・既築の双方に対して促

進する。 

○電気・熱共通 

A-2）低エネルギー住宅を導入 

→最大限の省エネルギーと再生可能エネルギーの導入により、エネルギー消費量が大

幅に少ない低エネルギー住宅の導入を促進する。 

A-3）20 件の太陽光・太陽熱ハイブリッドハウスを導入 

→近年採用が進んでいる太陽光発電と太陽熱利用システムの双方を利用するハイブ

リッドハウスの導入を促進する。 

A-4）5,000 人の市民がエネルギープロシューマー化（生産者かつ消費者） 

 →自宅や集合住宅に太陽光発電や太陽熱利用システムを設置する、市民出資型地域

エネルギー事業に出資するなど生産者自らが消費者ともなる活動を行う。 

○熱利用 

A-5）集合住宅での太陽熱利用機器を導入 

→全国的に導入実績が少ない集合住宅での太陽熱利用システムの導入をモデルプロ

ジェクトとして支援する。 

２．家庭・

業務・産業

部門の再生

可能エネル

ギー活用率

拡大 

○電気 

A-6）市内での 1 万 kW の太陽光発電を新規導入 

→住宅や未利用地での太陽光発電の導入を促進し、市内で 10,000kW 導入する。（参

考：4kW×440 件／年×6 年弱） 

○電気・熱共通 

A-7）10 件の市民出資型再生可能エネルギー事業 

→市のコンセプトと推進施策のもとに、市民出資手法を活用した地域の再生可能エネ

ルギー事業が実施される。 

A-8）10 件の地元金融機関との連携プロジェクト 

→環境プロジェクトへの資金提供の協定などをもとに、市と金融機関との連携のもと

で市民参加型地域エネルギープロジェクトを後押しする。 

A-9）市役所の 100％再生可能エネルギー化 

→市役所への再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進とともに、購入するエ

ネルギーを再生可能エネルギー由来に切り替えていく。 

A-10）公共施設での再生可能エネルギーの利用を増大 

→公共施設に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に用いるととも

に非常時のエネルギー供給にも用いる。 
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A-11）5 か所の避難所で再生可能エネルギーを利用 

→避難所に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に用いるとともに

非常時のエネルギー供給にも用いる。 

A-12）公園での再生可能エネルギーの利用 

→公園に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に用いるとともに非

常時のエネルギー供給にも用いる。 

○熱利用 

A-13）市内で 500m2程度の太陽熱利用機器を導入 

→戸建・集合住宅での太陽熱利用システムの導入を促進し、市内で 500 m2程度導入

する。（参考：4 m2×21 件／年×6 年程度） 

A-14）1 つの業務用建物で太陽熱利用機器を導入 

→全国的に導入実績が少ない業務用建物（病院・福祉施設・ホテル等）での太陽熱利

用システムの導入をモデルプロジェクトとして支援する。 

3．交通部門 A-15）公共交通機関でのモデル的再生可能エネルギー導入  

→鉄道、バス、タクシーなどの公共交通機関において再生可能エネルギー電力購入に

よる運行や電気自動車などの取組みを促進する。 

4．人づく

り・場づく

り・情報提

供・環境教

育 

A-16）5,000 人の市民が「宝塚エネルギー」に参加 

→各種プログラムやイベントを通じて「宝塚エネルギー」への参加を行い、各活動の

素地を作りだす。 

A-17）10 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動を展開 

→市民出資型太陽光発電設置などのプロジェクトを実施する NPO や、環境教育や普

及啓発を行う NPO が増加し、NPO や市民を支援する中間支援組織も活動を行う。 

A-18）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 1000 件 

→2014 年度(平成 26 年度)から開始する再生可能エネルギー相談窓口において再生可

能エネルギーの設置や出資を検討する住民や事業者への資料提供やアドバイスを行

う。（参考：14 件／月×12 か月／年×6 年程度） 

A-19）すべての図書館・学校図書室に環境エネルギー文庫を設置 

→絵本「かぜの島へようこそ」や「見学！自然エネルギー大図鑑」といった小学校高

学年向けから、大人向けの書籍まで環境やエネルギーに関わるコーナーを設置し、誰

でもが学べる状況とする。 

A-20）環境エネルギー教育のプログラムを作成・試行 

→環境エネルギーに関する教育に利用できる資料やパネル、出張授業などのプログラ

ムを作成し、モデル的に行う。A-16 や A-19 とも連携する。 
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表 5-6 チャレンジ30目標の各項目の概要 

1．家庭部門の再生可

能エネルギー自給率

拡大 

○電気 

B-1）集合住宅での太陽光発電の導入を拡大〔A-1 を拡充〕 

○電気・熱共通 

B-2）プラスエネルギー住宅を建設 

→最大限の省エネルギーと再生可能エネルギー導入により、自家用車を含め

エネルギー消費量よりもエネルギー生産量の方が多いプラスエネルギー住

宅の導入を促進する。 

B-3）30 件の太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導入〔A-3 を拡充〕 

B-4）3 万人の市民がエネルギープロシューマー化〔A-4 を拡充〕 

○熱利用 

B-5）集合住宅での太陽熱利用機器の導入を増大〔A-5 を拡充〕 

2．家庭・業務・産業

部門の再生可能エネ

ルギー活用率拡大 

○電気 

【2030 年(平成 42 年)まで】 

B-6）市内での 50,000 kW の太陽光発電を新規導入〔A-6 を拡充〕 

B-7）産業分野での再生可能エネルギー電気利用 

→産業分野での太陽光発電の導入や再生可能エネルギー由来の電気の購入

を促進する。 

B-8）駅やバス停で太陽光パネル設置等の再生可能エネルギー導入 

→公共インフラである駅やバス停に再生可能エネルギーを導入し、エネルギ

ー供給と同時に普及啓発効果も持たせる。 

○電気・熱共通 

B-9）30,000 人の市民が再生可能エネルギー由来の電気や燃料を購入 

→自宅では太陽光発電や太陽熱利用システムが導入できない市民が再生可

能エネルギー由来の電気や熱、燃料（木質ペレット燃料やバイオ燃料など）

を購入することを促進する。 

B-10）50 件程度の市民出資型再生可能エネルギー事業〔A-7 を拡充〕 

B-11）50 件程度の地元金融機関との連携プロジェクト〔A-8 を拡充〕 

B-12）25 件程度の市民出資型・地元金融機関との連携プロジェクト 

→B-10 と B-11 の連携プロジェクトを促進 

B-13）3,000 人の市民が再生可能エネルギー事業に出資 

→B-10 のような市民出資型事業に対し、多くの市民が出資を通じて参加す

ることを促す。 

B-14）すべての市立学校で再生可能エネルギー導入とその見える化 

→市立学校に対し、再生可能エネルギー設備の導入または購入するエネルギ

ーを再生可能エネルギー由来のものに切替えるとともに、展示パネルなどに

よりその効果をだれもが理解でき教育にも活用できるようにする。 
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B-15）すべての公共施設で再生可能エネルギーを利用〔A-10 を拡充〕 

B-16）すべての避難所で再生可能エネルギーを利用〔A-11 を拡充〕 

B-17）公園での再生可能エネルギーの利用を増大〔A-12 を拡充〕 

○熱利用 

B-18）市内で 1 万 m2の太陽熱利用機器を導入〔A-13 を拡充〕 

→（参考：4 m2×150 件／年×16 年程度） 

B-19）3 か所の業務用建物で太陽熱利用機器を導入〔A-14 を拡充〕 

B-20）産業分野での再生可能エネルギー熱利用 

→全国的に導入実績が少ない産業分野（工場や大規模施設）での太陽熱利用

やバイオマス熱利用システム、地中熱利用システムの導入をモデルプロジェ

クトとして支援する。 

3．交通部門 B-21）公共交通機関の再生可能エネルギーによる運行増加〔A-15 を拡充〕 

4．人づくり・場づく

り・情報提供・環境

教育 

B-22）30,000 人の市民が「宝塚エネルギー」に参加〔A-16 を拡充〕 

B-23）30 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動を展開〔A-17 を拡充〕 

B-24）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 5,000 件〔A-18 を拡充〕 

B-25）再生可能エネルギーマップによる情報集約と提供 

→市内の各建物のポテンシャルや再生可能エネルギー導入状況を地図上に

示し市民や事業者の取組みを見える化するとともに、情報提供にも役立てる

仕組みを整備する。 

B-26）景観に配慮した再生可能エネルギーのまちなみ 

→再生可能エネルギーの導入が市全体の景観やまちづくりに配慮して行わ

れるよう、ガイドラインをもとにまちなみを整備する。 

B-27）すべての小学校で環境エネルギー教育プログラムを整備 

→A-20 を発展させ、すべての小学校での環境エネルギー教育プログラムを

整備する。 

B-28）すべての児童遊戯施設に再生可能エネルギーの遊具・玩具を整備 

→太陽光発電でプロペラが回るヘリコプターなど再生可能エネルギーを使

って遊びながら学べる玩具や遊具を児童遊戯施設に提供する。 

5．雇用・経済効果 B-29）再生可能エネルギー関連雇用増大 

→再生可能エネルギー事業者に加え、太陽光発電や太陽熱利用システムの販

売・施工、住宅・まちづくり、環境教育などに関する雇用を増大させる。 

B-30）再生可能エネルギー直接経済効果拡大 

→再生可能エネルギー事業による経済効果が拡大している。 

 

 



 43 

 

 

第6章 目標達成に向けた取組み 

本章では、目標達成に向けて各主体が取組む内容と、市が推進する施策を示します。 

6.1  推進体制と各主体の行動 

本ビジョンは、市民、事業者など、市がそれぞれの役割を果たすとともに、協働のもとで推進して

いきます。 

 

6.1.1  市民の役割 

市民は市内に在住の方、在勤の方、在学の方を指します。市民による活動主体である NPO には

市民の役割と事業者などの役割の双方の役割が期待されています。 

 

・太陽光発電や太陽熱利用システムなどの再生可能エネルギー機器を導入し、利用する。 

・再生可能エネルギー由来の電力、熱、燃料を選ぶ。 

・再生可能エネルギーや省エネルギーについて積極的に学ぶ。 

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を協働して進める。 

・市民協働型再生可能エネルギー事業への参加など、「宝塚エネルギー」の取り組みに主体的に

参加する。 

 

6.1.2  事業者などの役割 

(1) 再生可能エネルギーに関わる事業者などの区分 

再生可能エネルギーの利用に関して、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者の役割

を定めます。 

事業者は、市内で事業を営んでいるすべての主体です。 

エネルギー事業者はエネルギーを市内で生産しているか、市内にエネルギーを供給する事業を営

む主体と、これから営もうとする主体です。 

地域エネルギー事業者は、エネルギー事業者のうち、市民もしくは事業者が自ら実施しているか、

主体的に関与し、再生可能エネルギーを供給する事業を営む主体か、これから営む主体です。 
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(2) 事業者、エネルギー供給事業者、地域エネルギー事業者の役割 

1)  事業者の役割 

・太陽光発電や太陽熱利用システムなどの再生可能エネルギー機器を導入し、利用する。 

・再生可能エネルギー由来の電力、熱、燃料を選ぶ。 

・再生可能エネルギーの利用状況を積極的に公表する。 

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力する。 

・市民協働型再生可能エネルギー事業への参加など、「宝塚エネルギー」の取り組みに積極的に

参加する。 

  

2) エネルギー事業者の役割 

・再生可能エネルギーによるエネルギーの生産を行うよう努める。 

・市民、事業者、市に対して再生可能エネルギーに関する情報を提供するよう努める。 

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力する。 

・「宝塚エネルギー」の取り組みに積極的に参加する。 

 

3) 地域エネルギー事業者の役割 

・（仮称）再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例第 3 条に定める基本理念（（3.3  囲

み参照）に則り、再生可能エネルギーの積極的な生産に努め、事業を実施する。 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関し、積極的に公表するよう努める。 

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に積極的に協力する。 

・市民共同型再生可能エネルギー事業の実施など、「宝塚エネルギー」の取り組みを主体的に行

う。 

 

6.1.3  市の責務 

市は人づくりと場づくりを制度と取組みの両面から推進し、連携を促進します。市の役割の詳細

については 8 章に示します。 

 

地域エネルギー事業者とは？  

 

地域の NPO や事業者が中心となり、再生可能エネルギーの生産や供給に関わる事業を行う

か、これから行おうとするものです。これまでに全国でも地域が主体となった市民出資型の太

陽光発電事業や風力発電事業などが行われています。今後、再生可能エネルギーの電気を小売

する地域の事業者が出ることも考えられます。 
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6.2  協働の進め方 

協働はなぜ必要なのでしょうか。市民ニーズはますます多様化しており、例えば再生可能エネル

ギーの利用を進める理由や利用可能量も地域によって異なります。また市民活動が活発になり、民

間で公共的課題に取組む事例が増えてきています。そのため、公益的な活動を行政だけが担うので

はなく、それぞれの主体の得意分野や専門知識を活かした協働を行うことで、再生可能エネルギー

の利用の推進にあたっても、これまで以上に効果的な公益的活動の展開と、宝塚らしい豊かな地域

社会を構築していくことができます。 

「宝塚市協働の指針」（⇒用語集）では、協働を次のように定義しています。 

 

本ビジョンにおいても、この指針で定めた協働の考え方に基づき、市民、事業者、エネルギー事

業者、地域エネルギー事業者が全ての段階で参画し、互いに責任を持って、役割を分担しながら、

協力して再生可能エネルギーの推進を実行することとします。 

再生可能エネルギーの推進における協働の具体的な形は、「施策への協力」「情報の公表と活用」

「信頼性の付与と事業の実施」「委託による実施」「補助・助成による実施」など、さまざまです。

協働する主体がお互いに話合い、適切なものを選びます。 

協働のイメージを図 6-1 に示します。 

 

市民	

地域エネル
ギー事業者	


エネルギー	

事業者	


事業者	


国	

兵庫県	

他自治体	

関係機関	


宝塚再生
可能エネ
ルギー推
進審議会	


宝 塚 市	


協
働	


報告	

意見	


協働	


連携	


  

図 6-1 協働のイメージ 

協働とは、「事業の主体になる市民（※）や行政が、企画から評価まで全ての段階で参画し、

互いに責任を持って、役割を分担しながら、協力して事業を実行すること」 

※ここでの市民には個人としての市民、自治会などの各種団体、事業者を含みます。 
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6.3  推進支援策パッケージ 

6.3.1  推進支援策パッケージの整理 

長期目標およびチャレンジ目標の達成に向け、以下の 6 つの対象毎に支援策パッケージを整理し

ました。 

(1) 住宅パッケージ 

戸建、集合住宅での再生可能エネルギーの導入と消費を促進する施策やプロジェクトです。 

 

(2) 業務・産業パッケージ 

企業ビル、工場などでの再生可能エネルギーの導入と消費を促進する施策やプロジェクトです。 

 

(3) 交通パッケージ 

公共交通および家庭の交通手段において市民が再生可能エネルギーをエネルギー源とする様々な

交通手段を利用できるよう促進する施策やプロジェクトです。 

 

(4) 公共施設パッケージ 

市庁舎、関連施設、市立学校、避難所など各種公共施設において再生可能エネルギーの導入と消

費を促進する施策やプロジェクトです。 

 

(5) 地域エネルギー事業パッケージ 

地域エネルギー事業者による再生可能エネルギーの導入を促進する施策やプロジェクトです。 

 

(6) 人づくり・場づくりパッケージ 

上記の施策やプロジェクトに参加する人や場を作り出す施策やプロジェクトです。 

 

各支援策における手法の違いは行頭文字によって区別します。 

 ：政策 

 ：事業の進め方 

 ：事業支援策 
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6.3.2  住宅パッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連のあるものは灰色で表示しています。 

 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 固定資産税などの優遇策 

 集合住宅への太陽光発電／太陽熱導入モデルプロジェクト【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 集合住宅での導入には市民出資を活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入住宅への低金利融資などの

支援策 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの再生可能エネル

ギー電力購入促進 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① 戸建および集合住宅での再生可能エネルギー導入に向けた再生可能エネルギー相談窓

口での相談・情報提供 

② 既築集合住宅への太陽光設置プロジェクト
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6.3.3  業務・産業パッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連性のあるものは灰色で表示しています。 

 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 固定資産税などの優遇策 

 業務・産業への太陽光発電／太陽熱導入モデルプロジェクト 

 市民農園でのソーラーシェアリング（⇒用語集） 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 屋根貸しによる市民出資を活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入への低金利融資などの支援

策（事業支援策）【モデル事業】 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの再生可能エネル

ギー電力購入促進 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入への低金利融資などの支援策 
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6.3.4  交通パッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連性のあるものは灰色で表示しています。 

 

 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー導入に対する固定資産税などの優遇策 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの再生可能エネル

ギー電力購入促進 

 

将来的には、プラスエネルギー住宅での電気自動車利用、再生可能エネルギー電力による充電スタン

ドやバイオマス燃料による交通も考えられる。 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① グリーン電力証書やリサイクル油（⇒用語集）による公共交通機関運行 
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6.3.5  公共施設パッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連性のあるものは灰色で表示しています。 

 

※チャレンジ 20 目標には市役所の 100％再生可能エネルギー化目標もある。 

 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 公共施設の設計ガイドライン策定により新規施設への再生可能エネルギー導入を

順次進める 

 市営住宅における太陽光／太陽熱導入モデルプロジェクト 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 屋根貸しでの市民出資を活用した事業を促進 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報 

3) その他 

 太陽光モニタリング事業による信頼性の向上と選択の支援 

 エネルギーパークによる普及啓発 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① 公共建築物の屋根貸し市民協働型基金支援＋減税措置付き 

② 公園などでの各種再生可能エネルギー設備の設置と見える化 
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6.3.6  地域エネルギー事業パッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連性のあるものは灰色で表示しています。 

 

 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー導入に対する固定資産税などの優遇策 

 集合住宅への太陽光発電／太陽熱導入モデルプロジェクト【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 市民出資を活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入住宅への低金利融資などの

支援策【モデル事業】 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① 公共建築物の屋根貸し市民協働型基金支援＋減税措置付き（再掲） 

② 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入住宅への低金利融資などの支援

策（再掲） 
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6.3.7  人づくり・場づくりパッケージ 

(1) チャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤字、関連性のあるものは灰色で表示しています。 

 

 

(2) 支援策 

1) 人材育成・場づくり・情報提供 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 市民懇談会の継続的開催や再生可能エネルギー連絡会議の設置による「宝塚エネ

ルギー」への参加機会の拡大（新） 

 宝塚エネルギーマップなどによる再生可能エネルギー導入の見える化 

 再生可能エネルギー事業化人材育成 

 持続可能なエネルギー教育プログラムの開発と実施【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の環境教育などへの活用 

(3) モデル事業での具体的取組み 

① 再生可能エネルギー相談窓口（再掲） 

② 環境エネルギー展移動展による持続可能なエネルギー教育プログラムの実践
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6.4  推進支援策の整理 

前項ではパッケージ毎に示していた政策、事業の進め方、事業支援策を全般的支援策、再生可能

エネルギー導入支援策、再生可能エネルギー消費支援策、人材育成・情報提供・場作り場づくり、

その他に分類し、具体的内容と対応する施策、アクションを示しました。 

各支援策の下のアイコン（図形）は、緑色のアイコンが各パッケージに関連が高いことを示し、

白抜きのアイコンはパッケージに含まれていない事を示しています。 

 

：住宅パッケージ                    ：業務パッケージ 

：交通パッケージ                    ：公共パッケージ 

：地域エネルギー事業パッケージ     ：人づくり・場づくりパッケージ 

6.4.1  全般的支援策 

政策 具体的内容 対応する施策、アクション 

各種政策への反映 

 
 

総合計画や環境基本計画、他部署の計

画やプログラムに支援策を反映させる 

・ （仮称）再生可能エネルギーの利用

の推進に関する基本条例の制定 

・ 市総合計画、環境基本計画、各種関

連制度との調整 

・ 毎年度の予算案策定における再生

可能エネルギー推進担当部署のヒ

アリング、助言 

エネルギーデータの活

用 

 

電力やガスなどのエネルギー使用量に

ついて、エネルギー供給事業者から報

告を行わせ、施策作りに役立てる 

・ エネルギー事業者のエネルギーデ

ータ提供の義務化 

・ 関連事業者との協議 

他自治体との連携 

 

周辺および広域行政との政策連携や再

生可能エネルギー利用可能量の高い地

域との協定を結び、市民出資による現

地への再生可能エネルギー導入支援を

行う 

・ 周辺および広域自治体との協議 

・ 他自治体との協定 

・ 関連事業者との協議 

景観への配慮などによ

る社会的受容性の獲得 

 

景観への配慮や光害への対策など、再

生可能エネルギーへの地域社会や住民

の理解や賛同を得られるような仕組み

づくりを行う。 

・ 景観、まちづくりガイドラインの策

定 
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6.4.2  再生可能エネルギー導入支援策 

政策 具体的内容 対応する施策、アクション 

再生可能エネルギー相

談窓口 

 
 

  

住宅への再生可能エネルギー導入や事

業を行うにあたり、ワンストップで市

民や事業者からの質問や相談に応じ

る。 

・ 2014 年度(平成 26 年度)から市の委

託業務として開始 

・ 各種イベントなどでのアウトリー

チ活動を行う 

固定資産税などの優遇

策 

 
 

再生可能エネルギーの導入にあたっ

て、固定資産税（償却資産）の減免や

事業税からの控除を行う。 

 

・ 2014 年度(平成 26 年度)に公共施設

の屋根貸し等においてモデル的に

実施 

・ （仮称）再生可能エネルギーの利用

の推進に関する基本条例にもとづ

き実施 

公共施設の設計ガイド

ライン策定 

 
 

公共施設を新築する際に、再生可能エ

ネルギーと省エネルギーを考慮した設

計とするよう指針を定め活用させる 

・ 公共施設の設計ガイドライン策定 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

太陽光／太陽熱導入モ

デルプロジェクト 

 
 

 

集合住宅や業務ビル、工場、市営住宅

などでの太陽光発電導入や太陽熱利用

システム導入を促進するための協定や

助成を行う。住宅や建築物の新築にあ

たり、施工者が施主に対して再生可能

エネルギーを導入した場合の効果や費

用について説明をする機会を設ける 

 

・ 集合住宅や宅地開発、大規模建築物

の企画段階での協議による再生可

能エネルギーの最大限の導入 

・ 既築集合住宅での太陽光発電導入

モデル事業の募集 

・ 市営住宅における導入の検討 

・ 建設事業者向けの再生可能エネル

ギーセミナー 

市民農園でのソーラー

シェアリング 

 
 

市民農園において太陽光発電を行いつ

つ農作物を育てるソーラーシェアリン

グを行う。 

・ 市民農園担当部署との調整 

・ ソーラーシェアリングの設置主体

の検討 

事業支援策 具体的内容 対応するアクション 

再生可能エネルギー基

金の活用 

 

再生可能エネルギー基金によりモデル

事業の調査費用や環境教育への活用を

行う。 

・ 再生可能エネルギー基金の運用指

針の策定 

・ モデル事業の実施 
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市民出資を活用した事

業を促進 

 
 

 

集合住宅や公共施設における市民出資

型太陽光発電導入などの事業を行うに

あたり、場所の提供や地域エネルギー

事業の認定により支援を行う。 

 

・ （仮称）再生可能エネルギーの利用

の推進に関する基本条例における

地域エネルギー事業者への支援 

・ 広報、周知の支援 

・ 案件開拓の支援 

・ 信頼性の確保 

金融機関の再生可能エ

ネルギー事業への協力 

 
 

再生可能エネルギーを活用した住宅や

業務ビル、工場、地域エネルギー事業

者などに対する融資や貸付けに関する

優遇策を協議する。 

・ 金融機関との協議 

・ モデル事業への市の参加による与

信強化 

 

6.4.3  再生可能エネルギー消費支援策 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

新電力からの再生可能

エネルギー電力購入促

進 

 
 

2016 年(平成 28 年)以降の小口電力小売

自由化を視野に入れ、電力契約の変更

を通じて、再生可能エネルギー利用を

高めたり、バイオマス燃料による暖房

などを進めたりするための支援を行

う。 

・ 市による率先導入 

・ 広報、周知 

・ モデル的事例の紹介 

 

6.4.4  人材育成・情報提供・場づくり 

政策 具体的内容 対応するアクション 

「宝塚エネルギー」への

参加機会の拡大 

 
 

市民懇談会の継続的開催や再生可能エ

ネルギー推進協議会の設置を通じて市

民が参加する場やイベントを拡大し、

取組みを行う人を育てる。 

・ 市民懇談会の継続的開催 

・ 再生可能エネルギー推進協議会の

設置 

再生可能エネルギー導

入の見える化 

 
 

宝塚の再生可能エネルギーのポテンシ

ャル、現在の取り組み状況、モデル的

事例などをわかりやすく地図上に示し

た宝塚エネルギーマップなどにより、

情報提供を行う。 

・ 再生可能エネルギー推進担当部署

のウェブサイトの拡充 

・ 宝塚エネルギーマップの作成 

再生可能エネルギー事

業化人材育成 

 

事業を担う人材を育て、ネットワーク

化の場を作る 

・ 地域エネルギーアカデミーの開催 

・ 事業者向けセミナーの開催 

 

 

持続可能なエネルギー

教育プログラム 

小中高や学校図書室、図書館などでの

エネルギー関連資料の充実や環境教育

・ 持続可能なエネルギー教育プログ

ラムの開発 
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プログラムの整備 ・ モデル的実施 

・ 学校図書室、図書館でのエネルギー

関連資料の整備 

 

6.4.5  その他 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

太陽光モニタリング事

業 

 

公共施設などに設置した太陽光発電の

発電データを公開し、新たに設置を検

討する市民や事業者の参考とする。 

・ モニタリングシステムの導入 

・ 新エネ課ウェブサイトなどでの情

報集約と公開 

エネルギーパークでの

普及啓発 

 

各種再生可能エネルギーを公園などに

導入し、市民の目に触れる場所で普及

啓発を図る。 

・ 公園の選定 

・ 市民との協働手法の検討 
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第7章 モデル事業の進め方 

本章では、6 章で示したモデル事業での具体的取組みについて示します。 

7.1  モデル事業とは 

長期目標およびチャレンジ目標の実現に向けた施策や取組みのうち、すぐに取りかかることがで

き、波及効果が高いと考えられる以下の７の取組みをモデル事業として進めます。 

 

表 7-1 7のモデル事業 

モデル事業の名称 対応する支援パッ

ケージ 

関連するチャレンジ目標 

①再生可能エネルギー

相談窓口の設置 

住宅 

人づくり・場作り 

A-18）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 1,000

件 

B-24）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 5,000

件 

②既築集合住宅への太

陽光発電の導入支援 

住宅 A-1）集合住宅での太陽光発電を導入 

A-4）5,000 人の市民がエネルギープロシューマー化 

B-1）集合住宅での太陽光発電の導入を拡大 

B-4）30,000 人の市民がエネルギープロシューマー化 

③地元金融機関との連

携による再生可能エネ

ルギー導入への支援 

業務・産業 

地域エネルギー事

業 

A-8）10 件の地元金融機関との連携プロジェクト 

B-10）50 件程度の市民出資型再生可能エネルギー事業 

B-11）50 件程度の地元金融機関との連携プロジェクト 

B-12）25 件程度の市民出資型・地元金融機関との連携

プロジェクト 

④公共交通機関の再生

可能エネルギー活用の

促進 

交通 A-15）公共交通機関でのモデル的再生可能エネルギー

導入 

B-21）公共交通機関の再生可能エネルギーによる運行

増加 

⑤公共建築物における

屋根貸しと税優遇の実

施 

公共施設 

地域エネルギー事

業 

A-7）10 件の市民出資型再生可能エネルギー事業 

A-10）公共施設での再生可能エネルギーの利用を増大 

B-10）50 件程度の市民出資型再生可能エネルギー事業 

B-14）すべての市立学校で再生可能エネルギー導入と

その見える化 

B-15）すべての公共施設で再生可能エネルギーを利用 

⑥公園などでの各種再

生可能エネルギーの設

公共施設 A-12）公園での再生可能エネルギーの利用 

B-17）公園での再生可能エネルギーの利用を増大 
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置と見える化 

⑦環境エネルギー教育

移動展示による持続可

能なエネルギー教育プ

ログラムの実践 

人づくり・場づくり A-17）10 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動

を展開 

A-20）環境エネルギー教育のプログラムを作成・試行 

B-23）30 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動

を展開 
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7.2  各モデル事業の概要と進め方 

7.2.1  再生可能エネルギー相談窓口の設置 

(1) 概要 

住宅や事業所への再生可能エネルギー導入を行う際には、不安や疑問が生じることがあります。

こうした市民や事業者からの質問や相談に電話や対面で応じる窓口を設置します。2014 年度（平成

26 年度）から市の委託業務として開始し、学校や各種イベントでの出張相談などのアウトリーチ活

動（⇒用語集）も行います。再生可能エネルギー相談窓口の設置により、「宝塚エネルギー」に積

極的に取組む市民や事業者が増えることが期待できます。 

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー推進担当部署が中心となり、市の関連部署と連携し、アウトリーチ活動では

地元 NPO や各種機関と協働して進めます。 

 

7.2.2  既築集合住宅への太陽光発電の導入支援 

(1) 概要 

新築住宅への太陽光発電の導入は一戸建て、集合住宅ともに増えていますが、既築集合住宅では

修繕時期に合わせて太陽光発電の導入を検討することが有効です。こうした既築集合住宅における

太陽光発電の導入を検討する場合に、専門家のアドバイスや合意形成の支援を行います。モデル的

な太陽光発電の導入を支援することで、新築および既築住宅での再生可能エネルギー導入の参考と

なります。 

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー推進担当部署が中心となり、市の関連部署と連携し、既築集合住宅の所有者

組合や専門家と検討を進めます。 

 

7.2.3  地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入への支援 

(1) 概要 

再生可能エネルギーの導入や事業化に向けては、資金をどのように調達するかが重要です。地元

金融機関との連携により、再生可能エネルギーを利用した住宅や業務ビル、工場、地域エネルギー

事業者などに対する融資や貸付けに関して優遇策を検討します。再生可能エネルギーの利用に対す

る資金が調達しやすくなる事例を作ることで、再生可能エネルギーの積極的な導入につながること
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が期待できます。 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー推進担当部署が市の関連部署と連携し、金融機関と協働して進めます。 

 

7.2.4  公共交通機関の再生可能エネルギー活用の促進 

(1) 概要 

公共交通機関は市民の生活を支える重要なインフラです。公共交通機関を動かす電気や燃料に再

生可能エネルギーを導入することで、交通部門のエネルギーに再生可能エネルギーを取り入れます。

具体的には、電気を利用する交通機関にはグリーン電力証書（⇒用語集）の活用や再生可能エネル

ギー比率の高い電力の購入により、再生可能エネルギーを取り入れます。また将来的にはバイオ燃

料の比率が高まることも想定されるため、自動車への再生可能エネルギー導入も考えられます。 

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー推進担当部署が市の関連部署と連携し、公共交通機関関連事業者と協働して

進めます。 

 

7.2.5  公共建築物における屋根貸しと税優遇の実施 

(1) 概要 

公共建築物の屋根を貸出し、太陽光発電を設置する事業は民間資金を活用して再生可能エネルギ

ーを増やす仕組みとして事例が増えています。太陽光発電の設置の際に必要な調査費用や設置後の

環境教育への活用については、再生可能エネルギー推進基金の利用が考えられます。また運用期間

では、固定資産税（償却資産）の減免や事業税からの控除が可能です。こうしたモデル事業の実施

により、地域エネルギー事業者が経験やノウハウを蓄積し、さらなる取組みを進めることにつなが

ります。 

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー推進担当部署が市の関連部署と連携し、地域エネルギー事業者と協働して進

めます。 

 

7.2.6  公園などでの各種再生可能エネルギーの設置と見える化 

(1) 概要 
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末広中央公園に設置している太陽光発電と表示パネルのように、各種の再生可能エネルギーを設

置するとともにその発電量や CO2削減量をわかりやすく表示し、市民の目に触れる場所での普及啓

発を図ります。また地元 NPO や教育機関による環境教育への活用も行うことで、子どもから高齢

者層まで再生可能エネルギーの啓発が可能となります。 

 

(2) 推進主体 

環境 NPO が中心となり、市と再生可能エネルギー推進担当部署や関連部署が支援して進めま

す。 

 

7.2.7  環境エネルギー教育移動展示による持続可能なエネルギー教育プログラムの実践 

(1) 概要 

2t トラックを改造した移動型展示施設により、再生可能エネルギーや省エネルギー、環境問題に

関する展示物を学校やイベント会場に持込み、環境教育や普及啓発を行います。 

 

(2) 推進主体 

文化・教育施設および環境 NPO と行政との協働により行います。 

 

 



 62 

 

第8章 市の役割 

ビジョンの実現に向けては、「市民」「事業者」「エネルギー供給事業者」「地域エネルギー事

業者」「市」の各主体が連携して取組みを進めるための推進体制を確立し、施策や取組みの進行管

理を行うとともに必要に応じて見直しを行うことが求められます。本章では、再生可能エネルギー

の施策および取組みの推進体制と進行管理について示します。 

8.1  市および再生可能エネルギー担当部署の役割 

8.1.1  市の責務 

 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を計画的に行います。 

・再生可能エネルギーの利用の推進を図るため、組織や体制の構築をはじめ必要な措置を講じま

す。 

・市民、事業者が行う再生可能エネルギーの生産及び消費に関し、普及啓発に努めます。 

・再生可能エネルギーの利用の推進を図るため、公共施設その他の公有財産において積極的な再

生可能エネルギーの生産を行います。 

・電気、熱、燃料といったエネルギーの利用にあたっては、再生可能エネルギーを優先して消費

します。 

・地域エネルギー事業者が（仮称）再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例第 3 条に

定める基本理念にのっとり実施する事業を積極的に支援するため、必要な措置を講じます。 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関し、必要な計画を定め、その進捗状況を定期的に公表し

ます。 

 

8.1.2  再生可能エネルギー担当部署の役割 

「宝塚エネルギー」の取組みを促進するにあたって、再生可能エネルギー担当部署の役割は大き

く 4 点あります。 

 

①推進支援策パッケージによる枠組みづくり 

②利害関係者と市民を集め、公正で透明な合意形成の場づくり 

③推進支援策実現のための内部調整と制度整備 

④継続的な取組みのための人材育成 

 

従来は、再生可能エネルギー促進にあたって多くの自治体では補助金の獲得または分配と普及啓

発を行政の役割としていましたが、総合的な推進支援策パッケージによる枠組み作りを進めること

が肝要です。 

また市民懇談会や地元 NPO との連携など、合意形成の場づくりを行いながら、市民とともに促
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進することも求められます。この際には、公正で透明性の高い手続きにより進め（手続き的正義）、

その結果についても広く受け入れられるものとすることと（配分的正義）が必要です。 

さらに再生可能エネルギーの実際の導入促進にあたっては、多数の部署にまたがって内部調整を

行うことが必要です。例えば学校の屋上に太陽光発電を導入する場合には、施設管理部署や建築関

連部署、教育委員会など複数の部署や関連機関との調整が必要となるため、こうした内部調整を適

切に行うことが再生可能エネルギー担当部署の重要な役割の一つとなります。また公共施設の有効

活用のための制度整備を行うことで民間との連携が容易となるため、この点も行政の役割に含めて

います。 

市の組織としては、エネルギー専門職員の配置や人材育成のためのプログラムの設置、横断的連

携のための体制整備を通じて、継続的に再生可能エネルギー政策を発展させる体制を構築します。 
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8.2  進行管理 

8.2.1  PDCA サイクル 

再生可能エネルギーの施策および取組みを着実に推進するために、チャレンジ目標や長期目標で

定めた指標をもとに施策および取組みの実施状況を把握し、必要に応じて施策および取組みの追加

や見直しを検討する PDCA サイクル（Plan、Do、Check、Act）による進行管理を定期的に行いま

す。 

進行管理は、新エネルギー推進課が中心となり、取組みの関係部署を含めて全庁的な検討体制を

構築し、市として実施状況の把握を行います。 

また市による情報公開と、「宝塚エネルギー」参加者による報告を合わせ、参加型の確認体制も

構築します。 

P：Plan（計画）	

目標を設定し、施策、取組
み、推進体制などについて
計画する	


D：Do（実施）	

推進体制を構築し、具体的
な施策、取組みを実施する。	


C：Check（点検）	

目標で定めた指標や実施
状況を確認し、評価する。	


A：Act（見直し）	

必要に応じて、施策や取組
みの見直しを行う。	


 

図 8-1 PDCA サイクルによる進行管理 

 

8.2.2  取組状況の公表 

再生可能エネルギーの施策および取組みの状況については、市民、事業者、エネルギー供給事業

者、地域エネルギー事業者との情報の共有を図るため、市のウェブサイトや広報誌、宝塚市再生可

能エネルギー推進審議会への報告、年次報告等を通じて分かりやすい形で公表します。（仮称）「宝

塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例」においても、市の責務として情報公開を

定めています。 

公表する内容は、以下に示すとおりです。 

 

①最新の把握可能な年度における再生可能エネルギーの導入量およびエネルギー生産量 

②最新の把握可能な年度における再生可能エネルギーの市外からの導入量 

③長期目標値に対応した指標（再生可能エネルギー自給率および再生可能エネルギー活用率） 

④チャレンジ目標で掲げた項目に対する進捗度合い 

⑤施策および取組みの推進状況の評価結果 
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8.2.3  次期ビジョンの準備 

本ビジョンの進捗状況の検証結果をふまえ、社会動向や技術動向を考慮し 2030 年度（平成 42 年

度）までを対象期間とする次期ビジョンに向けて施策および取組みの方向性について検討します。 

 

8.2.4  宝塚エネルギー政策の展開 

宝塚のエネルギー政策は図 1-1 に示したような各計画および関連施策により定められます。本ビ

ジョンを改訂していくだけではなく、本ビジョンに示した目標や施策、取組みを進めるためには、

本ビジョンに示したコンセプトや施策を各計画および関連施策にも反映させる必要があります。市

民の力が輝く共生のまちとして、市民や事業者とともに取組みを積極的に推進していきます。 
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策定の経緯等                           

本ビジョンを策定するため、「宝塚市再生可能エネルギー推進審議会」を設置し、協議・検討を

行いました。 

 

１ 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 委員名簿 

 

選出分野 委員氏名（敬称略） 所属・役職名など 

知識経験者 会長 

丸山康司 

名古屋大学大学院環境学研究科 准教授 

副会長 

藤本真里 

兵庫県立大学自然・環境科学研究所 講師 

大門信也 関西大学社会学部 准教授 

市内の公共的団体

等の代表者 

中川慶子 NPO 法人新エネルギーをすすめる宝塚の会 代表理

事 

事業主を代表する

者 

酒井眞（2012 年（平

成 25 年）12 月 26 日

まで） 

株式会社池田泉州銀行 提案推進室上席調査役 

岡田知也（2012 年（平

成 25 年）12 月 26 日

から） 

株式会社池田泉州銀行 営業企画部 

参事役 

公募による市民 澤 美佐 市民公募委員 

黒田勇司 市民公募委員 

 

担当事務局名簿 

 

氏名 所属・役職名など 

森 増夫 環境部 部長 

久根正樹 環境部環境室 室長 

政処剛史 環境部新エネルギー推進課 課長 

東野智 環境部新エネルギー推進課 係長 

山崎雅士 環境部新エネルギー推進課 係員 

和田秀彰 環境部環境政策課 課長 

藤田勝己 環境部環境政策課 係長 

飯田哲也 認定 NPO 法人 環境エネルギー政策研究所 所長 

吉岡剛 認定 NPO 法人 環境エネルギー政策研究所 研究員（地域担当） 

山下紀明 認定 NPO 法人 環境エネルギー政策研究所 主任研究員 

古屋将太 認定 NPO 法人 環境エネルギー政策研究所 研究員 
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２ 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 開催経緯 

 

回数 開催年月日 協議内容 

第 1 回 2013 年(平成 25 年)10 月

22 日 

宝塚市における再生可能エネルギー推進を図っていくための

ビジョンや仕組みづくりについて 

第 2 回 2013 年(平成 25 年)12 月

26 日 

（仮称）「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基

本条例」案および宝塚市における再生可能エネルギー推進を図

っていくためのビジョンについて 

第 3 回 2014 年(平成 26 年) 2 月

10 日 

（仮称）「宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基

本条例」案および（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョン」

案について 

第 4 回 2014 年(平成 26 年) 3 月  

7 日 

（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョン」案の答申案につい

て 
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用語集                            

【あ行】 

アウトリーチ活動 

 公的機関や公共的文化施設などが地域へ出向いて行う教育や支援プログラム。再生可能エネルギー

相談窓口のアウトリーチ活動としては、地域でのイベントや説明会に出向いて普及啓発や相談業務を

行うことが考えられます。持続可能なエネルギー教育プログラムも同様に環境エネルギー展移動展の

ように地域へ出向くアウトリーチ活動が重要となります。 

 

NPO（Non Profit Organization） 

 ボランティア活動等の社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。このうち「NPO 法

人」とは、特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一

般的な総称。法人格の有無を問わず、様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力

など）で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。また NPO

は国内の活動団体であるが、国際的に活動する「非政府組織」「民間団体」の総称を NGO（Non 

Governmental Organization）といいます。 

 

エネルギー基本計画 

 エネルギー政策の基本的な方向性を示す計画で、エネルギー政策基本法第 12 条の規定に基づき政

府が作成します。 

 

エネルギーサービス 

 例えば照明機器による「明るさ」や暖房機器による「暖かさ」、夏の日の冷房機器による「快適性」、

自動車や新幹線による「素早い移動」など、エネルギーを使ってもたらされる利便性のこと。同じエ

ネルギーサービスを得るためにどのようなエネルギーを用い、どの程度のエネルギ―消費量が必要か

は条件や技術により異なります。例えば冬に「暖かさ」というエネルギーサービスを得るためには、

電気暖房やガス暖房、灯油ストーブ、太陽熱利用システムによる床暖房など様々な方法があり、断熱

性能の低い家と高い家では必要なエネルギー量も大きく異なります。 

 

エクセルギー 

 有効エネルギーとも呼ばれ、あるエネルギー量がある条件のもとで、有効に使うことのできる（仕

事に変えうる）量をエクセルギーと言います。エネルギーの総量は同じであっても、エクセルギーが

高い場合は様々な使い道があり、エクセルギーが低い場合は使い道が少なくなります。一般的に、化

石燃料や電気はエクセルギーが高く、太陽エネルギーなどはエクセルギーが低くなります。たとえば

入浴用の低い温度の熱を得るためには、エクセルギーの低い太陽熱利用システムを使うことで、使い

道が多く貴重な化石燃料や電気を使う必要が減り、社会全体のエネルギーの有効利用となります。 
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温室効果ガス（GHG: greenhouse gas） 

 大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し、再放出する気体。地球温暖化対策の推進に関する

法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、バーフルオロカーボン、

六ふっか化硫黄の六種類を温室効果ガスとして規定している。 

 

【か行】 

ギガワット時（GWh） 

 電力量の単位であり、10 の 6 乗 kWh（キロワット時）です。1kW の発電設備が 1 時間発電を行っ

た際の発電量や、1kWの電化製品を 1時間使った際の電力消費量が 1kWhとなります。参考として、

家庭一世帯あたりの年間電力消費量は約 4,700kWh です。 

 

グリーン電力証書 

 再生可能エネルギーにより発電された電力をグリーン電力と呼び、温室効果ガスの抑制などの環境

価値を持っています。この環境価値をグリーンエネルギー認証センターが認証し、証書化して、グリ

ーン電力証書として取引します。この仕組みにより、通常の電気に加えてグリーン電力証書を購入す

ることで、グリーン電力を使用しているとみなすことができます。電気を使うイベントや企業がグリ

ーン電力証書を購入し、環境にやさしいイベントや商品製造を行っています。 

 

固定価格買取制度（FIT: フィード・イン・タリフ） 

 再生可能エネルギーにより発電された電気の買取価格を法令で定める制度で、主に、再生可能エネ

ルギーの普及拡大を目的としています。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社

などに、一定の価格で、一定の期間にわたり売電できます。ドイツ、スペインなどでの導入の結果、

風力や太陽光発電が大幅に増加した実績などが評価され、採用する国が増加しています。一方で、国

民負担の観点にも配慮が必要です。 

 

【さ行】 

最終エネルギー消費量 

 最終消費者に利用されたエネルギーの消費量で、一次エネルギー供給量から、発電所などのエネル

ギー転換のロスを除いたもの。最終エネルギーには二次エネルギーが利用される場合と、石炭などの

ような一次エネルギーがそのまま利用される場合があります。 

 

再生可能エネルギー 

 有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り

返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。具体的には、太陽光や太陽熱、風力、バイオマス

（木質や家畜排泄物など生物由来の資源）、地熱、水力（ダム式の大規模な発電は除いた中小規模を

言うことが多い）、波力などを利用したもので、自然エネルギーとも呼ばれます。 
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需要プル 

 技術や社会システムの利用を需要側からけん引する考え方。再生可能エネルギーの普及策として、

以前は設置への補助や技術開発支援などの供給側への支援策が多く、こうした考え方を供給プッシュ

と呼びます。一方で再生可能エネルギーに対する需要を生み出す需要プル型の支援策では、情報を公

開して消費者のニーズを高めることや、エネルギーの選択を促すことが重要となります。たとえば今

後電力小売の自由化が進めば、一般家庭であっても電力を購入する際に再生可能エネルギーの比率が

高い電力を選ぶことが可能となるため、その促進のための情報提供や率先導入も需要プル型の施策と

なります。 

 

新エネルギー 

 新エネルギーは、「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」（新エネルギー法）におい

て「新エネルギー利用等」として定義され、同法に基づき政令で指定されたものです。本ビジョンで

定めた再生可能エネルギーから大規模地熱発電や海洋エネルギーを除き、雪氷熱利用を加えたものに

なります。 

 

新耐震基準 

 耐震基準は建物が地震の震動に耐えうる能力を定めるもので、1981 年（昭和 56 年）に大幅に改正

されたものを新耐震基準と呼びます。地震による建物の倒壊を防ぎ、建物内の人間の安全を確保する

ことも求めています。 

 

世界風力エネルギー協会（WWEA：World Wind Energy Association） 

 95 カ国の組織が参加する風力エネルギー分野の国際的な業界団体。風力エネルギー技術の促進と導

入を目的としています。 

 

ソーラーシェアリング 

 農業を継続しながら、農地に支柱を立てて太陽光発電を行うこと。作物と太陽光発電で太陽光（ソ

ーラー）を分け合う（シェアリング）ことから、そう呼ばれる。一定の条件のもとで、ソーラーシェ

アリングを行うための規制緩和の動きがあります。 

 

【た行】 

宝塚市協働の指針 

 2011 年（平成 23 年）に策定された「第５次宝塚市総合計画」において、協働の指針を定めること

とが示されました。それに基づき 2013 年（平成 25 年）に「宝塚協働の指針 これが協働やったんや！

〜すべての施策の実行は市民のために〜」が策定されました。協働の必要性や協働の意義、原則など

を示しています。 
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テラジュール（TJ） 

 エネルギー量を表す単位であるジュールに、10 の 12 乗を表すテラを付けたもので、

1,000,000,000,000 ジュールとなります。10 の 9 乗を表すギガ（G）、10 の 6 乗を表すメガ（M）、

10 の 3 乗を表すキロ（ｋ）、で換算すると、１TJ＝1,000GJ＝1,000,000MJ＝1,000,000,000kJ とな

ります。また主に電力量を表す単位として使われる kWh（キロワット時）との換算は、1kWh＝3,6MJ

です。 

 

【は行】 

バイオマス 

 エネルギー源として活用が可能な木製品廃材や家畜排泄物などの生物由来の資源であり、再生可能

エネルギーの一つ。直接燃焼させて発電や熱利用に用いるほか、発酵させて発生するメタンガスを燃

料として利用することもある。また、アルコールを取り出して輸送用燃料とすることもあります。 

 

バックキャスティング 

 将来を予測していく段階において、将来的に達成することが期待される目標となる社会の姿やビジ

ョンを設定し、その地点から現在を振り返り、その目標を実現するための道筋を現状から構築してい

く手法。 

 

プラスエネルギーハウス 

 家庭においてエネルギーの消費量よりも生産量の方が多くなるようように設計されている住宅。エ

ネルギーの消費量を少なくした低エネルギーハウスや一年間でのエネルギー収支がほぼ等しくなるよ

うなゼロエネルギーハウスもあります。 

 

プロシューマー 

 市民のプロシューマー化とは、市民が消費者（コンシューマー：consumer）としてモノやサービス

を一方的に消費するだけではなく、生産者（プロデューサー：producer）としての機能も持つことで

す。プロシューマーにはいくつかの意味がありますが、ここではエネルギーの消費者であるとともに、

太陽光発電や太陽熱利用システムでエネルギーを生産したり、再生可能エネルギー事業に出資したり

する生産者ともなり、なおかつ既存のエネルギー生産システムに対する提案や要求を行い、変化を働

きかける賢い市民を指すこととします。 

 

フォアキャスティング 

 将来を予測する段階において、過去と現在の延長線上に将来を位置付けて行う手法。 

 

【ま行】 

木質ペレット 

 木材の端材やバークなどを粉砕し、円柱上に圧縮成型した固形燃料（直径 8 ㎜、長さ 15 ㎜ほど）。 
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