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第１回　再生可能エネルギー推進審議会

平成２５年（２０１３年）１０月２２日（火）
午後１時半～５時

場

所
宝塚市役所　３階　３－３会議室

市長（途中退席）、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

４　丸山委員プレゼンテーション　テーマ「地域に根ざした再生可能エネルギー事業」

日
時

内　容（概要）

出
席
者

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

担当事務局（ISEP）が昨年度実施した再生可能エネルギー推進研究会議において、宝塚における再生可能
エネルギー推進のコンセプトが「みんなでつくろう　宝塚エネルギー」であることを説明した。また、そ
のコンセプトにサブメッセージを付与するかどうかが保留になっていることを補足した。

３　委員及び事務局スタッフ紹介

担当
事務局

コンセプトについて

環境部長より各委員及び担当事務局スタッフ紹介

５　会長及び副会選出（宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則第４条外）

８　委員自己紹介（兼プレゼンテーション）及び討議

環境部長が、諮問第２３号「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」を読み上げ、市長より審議会会長に諮問書を手渡した。

６　宝塚市再生可能得エネルギー推進研究会議（平成２４年度実施分）及び宝塚市再生可能エネルギー推進審
　　議会概略説明

（市長退席。休憩後再開）

委員

事務局より配付資料の確認を行い、本審議会設置（条例・規則上の位置付け）について説明後、市長より７名の審議
会委員に対して委嘱辞令交付を行った。

自然エネルギーによる社会をつくるには、地方自治体で取り組む必要があるという思いから昨年度、新エネルギー推
進課を設置し、市民や事業者の皆さんと一緒に、焦らず一歩ずつ着実に事業を進めています。また、再生可能エネ
ルギー導入推進の「宝塚モデル」として後世に名を残すようなものをつくりたいと考えているため、昨年度実施した再
生可能エネルギー推進研究会議での内容をもとに皆様に議論をお願いしたいという趣旨の挨拶が行われた。

委員の互選により、会長は丸山　康司氏、副会長は藤本　真里氏に決定した。
会長より会議の成立、及び傍聴希望者の有無について事務局に対して確認がなされ、事務局から委員全員の出席
による会議の成立、傍聴希望者１名であることを報告した（事務局の説明後、会長許可により傍聴希望者入室）

丸山委員より宝塚のような都市部において地域主体の再生可能エネルギー事業を実現するための課題は、再生可
能エネルギーに関する資源量が潤沢な地域と比べて制約があるうえ、人口の密集している中、『何故やるのか』『何
をするのか』といった地域の一体感を作り出すこと、そのためには人々が持つ多様な動機と、少子化や高齢者の交
通手段の確保などといった地域における課題解決とを結びつけることが必要であること、また、再生可能エネルギー
導入の最終目標は持続的な社会を構築するためのエネルギー収支の均衡であるが、そこに向かう過程においては、
身近なものを動機付けとし、地域課題の解決が結果として環境保全につながるような事業にすることがポイントであ
る。その事業においては「誰がやるのか」「メリット・デメリットを享受するのは誰か」などが議論されることになる。地域
の課題を把握しているという点で、市民は利害関係者でもあることから、事業の評価者としての参画が望まれること
などから、まとめとして「地域エネルギー事業は地域ニーズを実現する手段である」という認識が重要であるという趣
旨のプレゼンテーションが行われた。

各委員が自身の経歴やエネルギーに関するこれまでの活動などを含めた自己紹介を行った。
会長より、各委員の自己紹介のあと、この審議会のメンバーには技術に関する専門家がいないのが特長で
あり、個別専門的な議論に終始することがないという意味でもユーザーを意識して進めることができるな
どの発言があった。

９　コンセプトおよび導入方針について

環境室長が昨年度、有識者を招へいして実施した宝塚市再生可能エネルギー推進研究会議における決定事
項や議題についての説明を行った。また、新エネルギー推進課長が諮問趣旨を読み上げ、確認を行った。

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)スタッフ

１　委員委嘱辞令交付

２　あいさつ（宝塚市長　中川智子）

７　諮問（時間の都合で６と７を入れ替えて実施）



推進の視点の４項目については、昨年度の研
究会議では問題なく決まったものか。

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組みの促進、３）次世代を担
う人づくりに努める、という３つの項目については、環境
基本計画等、市の既存計画から抽出し、４つ目の「事業性
のあるコミュニティ・パワーを促進」という項目は新たに
追加していることを説明した。

具体的方針の中に明記することとした。

「９　コンセプトおよび導入方針について」まとめ

以下の事項について説明した。
・昨年度の調査、研究会議の議論を踏まえ、エネルギー種については資源量や経済性の見地から太陽光発
電・太陽熱利用などの太陽エネルギーを中心に導入していくことを想定していること、風力、小水力、バ
イオマスについては今後の検討課題とすること
・目標値の指標には「需要側」と「供給側」の目標値を設定するという手法を取り、市内の年間エネル
ギー消費量のうち、何パーセントくらいを市内の再生可能エネルギーで供給できるかを表すため「再生可
能エネルギー自給率」を、それだけで高い目標達成を行うのは難しいため、市内に加えて市外の再生可能
エネルギーの豊富な地域からの調達分を加えたもので何パーセントくらいを供給できるのかを「再生可能
エネルギー活用率」という指標を用いていること
・目標値案としては、Ａ)家庭用の電力利用、熱利用の再生可能エネルギー自給率を５０％にする、Ｂ）電
力及び熱利用の再生可能エネルギー活用率を１００％とすること、Ｃ）１００％の市民が自然エネルギー
が使われている交通機関にアクセスできることを案として提示していること

導入方針について

１０　目標値について

市外からの再生可能エネルギーの導入量とあ
るが、発送電分離これは近未来的には実現可
能か。

熱に関しては市外から運ぶということは難しいが、電力に
ついては、現在、契約電力５０ｋＷ以上の大きなスー
パー・ビルなどで電力小売の自由化（電力会社を選ぶこと
や、ＰＰＳなどの新電力との契約）が進んでおり、それが
今後、再エネを中心としたものも増えていくであろうこ
と、２０１６年以降は一般家庭でも電気の自由化が行われ
る予定であること、自然エネルギーを買っていることの評
価を組み込んだ想定であることを説明した。

ポテンシャルやスキームという言葉を「資源量」「事業モ
デル」とするなど、わかりやすい表現を検討することとし
た。

図には市・民間事業・金融機関がそれぞれ実施することを
書き出していることを説明した。ただし、事業スキームと
いう言葉は狭い意味のビジネスを意味してしまうため「事
業のすすめ方」と表記するなどして、別にハード面の支援
やソフト面の支援の項目を作り、その中に設置場所の候補
やファイナンス等を盛り込んでいくこととした。

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

協働ということが導入方針の中では分かりに
くいのではないか。

導入方針の図については、背景を理解してい
る人間ならともかく、概要版としてこの図を
はじめて見た人にとっては分かりにくいので
はないか。

委員の意見・提案等の一部抜粋

図の具体的方策部分の中で「ファイナンス」
という項目を事業スキームに入れてしまって
もよいのではないか。

委員の意見・提案等の一部抜粋

コンセプトに付与するサブメッセージについては、市民懇談会で複数案を提示し、その意見を参考に次回
決定することとなった。導入方針についても決定に至らず、項目の整理を行ったうえ、次回提示し決定す
ることとなった。

担当事務局（ISEP）

目標値について

一番大きなもの（メインとしては）太陽熱利用を考えてお
り、その他にもバイオマス利用や新築住宅などの場合の地
中熱利用などを想定していることを説明した。

熱利用というのは太陽熱温水器や、地中熱利
用のことか。

委員の意見を受けての担当事務局（ISEP）説明・対応

委員の意見を受けての担当事務局（ISEP）説明・対応

サブメッセージの中に以前は「省エネ・再エ
ネでたからづかをもっと　ずっと　げんき
に」というものがあったと思うが今回は省い
たのか。

サブメッセージの①「たからづかのエネルギーで、もっと
ずっと　げんきに」に含んでいるなど説明したが、今後、
候補として明記することとなった。



１００％の市民が自然エネルギーが使われて
いる交通機関にアクセスできることという目
標値は良いと思うが、具体的にどうしていく
のかがイメージできない。

交通部門はインパクトのある目標値を出すのも難しい領域で
あり、他の国の例では出来る部分から１００％としているので
それに合わせたこと、今回は「どの市民も公共交通機関に３
００ｍでアクセスできる」という２０１１年に欧州環境首都に選
ばれたドイツのハンブルク市の例をイメージして作成してい
ることを説明した。

目標値の関連事項

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

再生可能エネルギー自給率・活用率については、記載する
際に割り算の式を付記すること、再エネという略称は避けて
再生可能エネルギーという記載すること、交通部門について
は「１００％の市民が再生可能エネルギーを利用した交通手
段を利用できる」と記載することとした。

担当事務局（ISEP）

目標値の関連事項として資料に従い、以下の事項について説明した。
・目標値案の確認、短中期的目標値の設定及びエネルギー以外目標の要否
・マイルストーン（身近な一歩としての中間目標）について

（会長より）
中期の場合、ある程度具体的な道筋がある方が良く、目標
未達成の場合どうするのかについても考える必要がある。
マイルストーンについては常にチェック可能なものである
事が大切で、伸び率などは利用可能である。例えば２０３
０年の目標設定を２０５０年目標と現在の間を直線的に補
完したものを目標とするのか、導入率に中間目標を設定す
るのか、マイルストーン自体に達成率を設けて２０３０年
に何個達成という扱いにするのかなどがある。

計算のところで、エネルギー消費量がどう変
わるかによってこの目標数字が大きく変わっ
てしまうところが難しいと思う。相当量減ら
すことになっているがその根拠はどのような
ものか

計算の根拠は国立環境研究所の研究をもとに、今の技術、
もしくは、ほんの少し技術革新が行われれば２０５０年に
は家庭部門でも４割、業務部門でも４割程度消費量を削減
できるという想定であること。また、新築の半分ぐらいに
太陽光発電を載せるということであれば２０５０年には２
５％になるという想定（現状の増加状況からみて無理のな
い範囲と想定）に加え、太陽光発電の性能向上が見込まれ
るため、目標値を５０％としていることを説明した。

（会長補足）
ここでの数値は個別の数値目標というより、政策の優先順
位をつけるための目安であると考えていただきたい。

目標値の試算について、宝塚市での年間新築
住宅戸数は５００戸なのか。中古住宅の改装
については想定しているか。

前提としている条件が２０５０年であるため、今ある住宅
は２０５０年には建替えがある事から中古住宅の改装は試
算に含んでいないこと、この目標値の試算条件は、今ある
現状に新規のものを積み上げたら結果推計を基にしている
ことを説明した。
また、導入の可能性の量としては圧倒的に戸建てが多いこ
と、試算の条件は、なるべく不確定要素を排除したうえ、
現実的なものに依拠している事を説明した。
意見を踏まえ、エネルギー消費の試算の前提について記載
することとした。

目に見える形の目標として２０３０年の目標
設定は必要ではないか。

担当事務局（市）
これまでの行政のノウハウでいけば長期目標を設定し、そ
の目標達成のための個別の行動計画を設け、その進捗を審
議会等で確認していただくという手法があると説明した。
新しい分野でもあり、今回のマイルストーン案の中には行
政で把握できる事項や、難しいもの、今後把握できていく
ものも含まれるていると説明した。

設定した目標が段々と実現していくことが市
民にわかりやすく説明されることが、重要で
ある。
再エネ自給率・活用率という言葉であるが、
特に活用率なんかこれが消費の割合を示すも
のであるとは、市民はすぐに発想できない。
逐一これは割り算の式をいちいち載せる方が
よいのではないか。
また、Ｃ）１００％の市民が自然エネルギー
が使われている交通機関にアクセスできるこ
と」についても、何を指しているのかが分か
らないため資料にある分かりやすい表現部分
を用いるべきである。「再エネ」も「再生可
能エネルギー」と丁寧に書いた方がよい。



１１　政策スキームについて

担当事務局（ISEP及び市）

これをやっている部局だけでは出来ないこと
もある。これが関係部署の行動計画になり行
政評価の対象になることが必要である。
例えば実施事業があればマイルが貯まるよう
な仕組みはどうか。市民の側が盛り上がって
行けば関係部署を巻き込むのに効果的ではな
いか。
盛り上がっているという事を示すには「見え
る」「見せる」が大事なのではないか。

（会長より）
やらなくてはならない必然性を示すことが難しいケースも
あるため、協力したところを褒める仕組みや広報していく
仕組みをつくることがポイントである

マイルストーン案の中にある「プラスエネル
ギーハウス」とはどのようなものか。

担当事務局（ISEP）
エネルギー消費の少ない住宅などを「低エネルギー住宅」
と言い、近年、断熱などで年間をみてエネルギー収支がゼ
ロになる「ゼロエネルギーハウス」が出てきている。それ
を更に進めてエネルギーを買うよりも売る方が多い住宅を
「プラスエネルギーハウス」としている事を説明した。

導入方針のところで指摘のあった項目の整理に合わせて再度、表を整理し、妥当性や期間、優先度につい
ては個別に疑問点を出してもらうこととした。

担当事務局（ISEP）

宝塚市における再生可能エネルギー推進に条例が必要であるかどうか、まず議論いただくことを提案し
た。
必要とした場合、条例を新設するか、既存の条例の一部を改正するのか、方向性として市の姿勢を示す理
念条例とするか、具体的な制度を記した政策条例とするか、個別の内容として市の役割などを記載するか
などのテーマがあることを説明した。

エネルギー条例の必要性について

事業スキーム表の「その他」にある高速、ス
マートインターとのセットとは何を指すの
か。

短期は１～２年、中期は５年から１０年程度を想定してい
る。なお、難易度はＡが難しいものと想定している。
影響力については導入拡大の大きなものを○として表記し
ている。

「１０　目標値について」まとめ

再生可能エネルギーの推進策として、重点的に取り組むものとして政策、事業スキーム、ファイナンスと
いう区分けに応じ、影響力、難易度、準備期間別に整理したこととその内容についても説明した。また、
今年度新たに設けた再生可能エネルギー基金の有効活用やモデルプロジェクトの推進についても検討いた
だく内容として説明した。
あわせて事業スキーム表の「ＰＰＳ（特定規模電気事業者；新電力）からの再生可能エネルギー電力購入
促進」に関連して、本庁舎と市内小中学校３７校がＰＰＳに切り替わっていることを説明した。
そのＰＰＳ会社に対して自然エネルギーの率を増やせるかどうかを問い合わせたところ「自然エネルギー
の導入率を契約の仕様書に記載することは入札への参加を難しくしてしまう」という回答があったという
ことを説明した。
表中の政策の「７.固定資産税の減免」のうち、事業者の償却資産の優遇や公共施設を活用したモデル事業
を来年度実施できるように政策提案を行っていることを補足として説明した。

高速は高速道路を指し、スマートインターは２０１６年に
西谷に設置予定のサービスエリアを指している。

何をもって郊外とするのかは難しいと考えている。表記方
法を検討することとした。

目標値案、マイルストーンについて決定には至らず、次回までに委員の方で修正・追加項目などあれば事
務局に伝えると共に、事務局側でも整理したうえ、次回提示し、決定することとなった。

事業スキーム表の「その他」にある宝塚の中
における郊外というのはどのくらいの世帯か
分かるものか。

「１１　政策スキームについて」まとめ

１２　その他

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

電力システム改革はいつ行われる予定か。 現在の予定では２０１６年に小売の自由化、２０１８年に
送電について法的分離がなされる方向性である。

準備期間のイメージはどれくらいか。影響力
というのはどういう意味か。

（会長より）
地域の事業として行う場合、数値以外の目標も大切であ
る。また、数値目標だけが一人歩きするケースもあるため
注意が必要である。



環境部長より長時間にわたり活発な議論をいただいたことへの謝意と再生可能エネルギー推進を進めていくため、
引き続き活発な議論をしていただくことをお願いして散会とした。

次回日程調整

散会（謝辞　宝塚市環境部長）

第２回再生可能エネルギー推進審議会は１２月２６日（木）午後に開催することとなった。

条例の必要性について異論がなかったため、会長と事務局、場合によっては個別に委員の方と調整しながら、素案
を作成し、次回の審議会までに提示することとなった。

「エネルギー条例の必要性について」まとめ

条例は、先ほどのマイルストーンとか固定資産税の減免などを自治体でやることの根拠づけとして重要で
あるということと、再生可能エネルギーの取組みが長い取組みであるため恒久的に裏付けるという意味で
重要である。

市でつくる条例が成立するということは、議会も一緒になってやるという宣言でもある。
条例には地域での実践・取り組みを担保し、推進していく機能がある。
市民発電所の取り組みがある宝塚では効果的である。

以前調査した東近江市では食と福祉とエネルギーを軸としたまちづくりを「緑の分権改革課」が進めてい
たが、政権交代（市長交代）して課がなくなった。担当者によるとやはり組織に落とし込めていなかった
ことが反省点であると語っていたので、組織に落とし込む根拠として条例の意義はある。

委員の意見・提案等の一部抜粋



                  平成 25 年（2013 年）10 月 22 日 

                          宝塚市役所 ３－３会議室 

宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 第１回議事次第 

 

開会（13 時 30 分予定） 

 

１ 委員委嘱辞令交付 

 

２ あいさつ（宝塚市長 中川智子） 

 

３ 委員及び事務局スタッフ紹介 

 

４ 丸山委員プレゼンテーション（約 20 分） 

（テーマ）「地域に根ざした再生可能エネルギー事業」 

 

５ 宝塚市再生可能エネルギー推進研究会議（平成２４年度実施分）及び 

                宝塚市再生可能エネルギー推進審議会概略説明 

 

６ 会長及び副会長選出（宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則第４条） 

 

 （審議会の成立確認。傍聴者の有無確認） 

 

７ 諮問 

 

 ～休憩（10～15 分）～ 

 

８ 委員自己紹介（兼プレゼンテーション）及び討議（35 分） 

 

９ コンセプト及び導入方針について（20 分） 

 

１０ 目標値について（20 分） 

 

１１ 政策スキームについて（25 分） 

 

１２ その他（15 分） 

・ エネルギー条例の必要性について 

・ 次回日程調整  候補日 12/19（木）・12/26（木）いずれもＰＭ 

・ 自由討議 

 

 散会（謝辞 宝塚市環境部長 森増夫） 



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

丸山康司（名古屋大学大学院環境学研究科）

2013年10月22日（火）
1

地域に根ざした再生可能エネルギー事業



宝塚市における再エネ導入の課題

資源量の制約
 再エネ導入のみにこだわる必要は無い

 ポテンシャルが大きいのは（おそらく）省エネ

土地利用の制約
 南部と北部の地理的条件の違い

 機能の重ね合わせや地域間の連携による解決

コミュニティーの多様性
 何故やるのか

 何をするか

2



何故やるか：地域における多様な価値の実現や課題解決

3

自然エネルギーの
導入を支える動機
の多様性
 脱原発

 エネルギー関連産
業振興

 コミュニティー形
成

 一次産業振興

 自治・自立

 災害対応

 ・・・

地域における多様
な課題
 少子化

 高齢化

 地域のブランドイ
メージ

 インフラの維持

 ・・・



何をするか：持続可能な社会を持続的に実現する

究極目標はエネルギー収支均衡（再エネ利用率100パーセント）←ポ
テンシャルはあるが相当高いハードル

長期的にプロセスの持続性を担保する「結果としての環境保全」

担い手・ビジネスモデル・社会政策の相乗効果

4

節約・効率化・ピークシフト

地域内での再エネ自給率の向上

再エネ利用率の向上



どうやるか：基本的な考え方

課題（デメリット）
・環境影響(景観／生態系）
・供給の安定性
・価格
・・・・・

期待（メリット）
・エネルギー供給の持続性
・エネルギー価格の安定
・事業利益
・気候変動の回避
・波及効果による地域の活性化
・・・・・

・デメリットは可変（技術的対応、動的な管理＝順応的管理）
・メリットも可変（波及効果）
・評価の視点に影響する要因も可変（効果の大小は

利害のバランス
手続きの透明性

評価者の
視点

２



動機の多様性と参加（市民風車の事例）
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動機の多様性と参加

初期の取り組みで
は「環境」
(2001)
続くプロジェクト
では、「コミット
メント」や「経済
」に拡大
「環境問題に関心
はあるが、何をし
て良いかわからな
い」人々への拡が
り (2005-)



個別の取り組みの具体例

節約・効率化
 ESCO
 業務用の開閉器契約（あるいはアンペアダウン）

地域内での導入
 コミュニティ・パワー

 敷地の共有（屋根貸し・ソーラーシェア）

 熱利用

地域外からの調達
 PPSの活用＋地域間連携（地域内でも）
 将来的には地域電力会社にも可能性あり？

8



地域内再エネ自給率の向上（コミュニティーパワー）

WWEA（世界風力エネルギー協会）コミュニティパワー作業部会
（2つ以上を満たすものコミュニティパワーとして規定）

1.地域のステークホルダーが事業の全体あるいは大部分を担っている
 地域の個人、あるいは地域のステークホルダーから成る団体（農場経営者、協同
組合、独立系発電事業者、金融機関、自治体、学校等）が、事業全体、あるいは
大部分を直接的、あるいは結果的に担っている。

2.地域社会に基づく団体が事業の議決権を持っている
 地域のステークホルダーから成る団体が、事業の意思決定に関わる議決権の大部
分を所有している。

3.社会的、経済的利益の大部分が地域に分配される
 社会的、経済的利益の全て、あるいは大部分が、その地域社会に分配される。

9

事業のノウハウを地域に蓄積する→持続性・多様な展開の可能性

多様な価値が存在する中で、当事者として意思決定する→納得感

負担と利益の分配を社会的に公正なものにする→自発的



ドイツ風力エネルギー協会

10

地方税・地代・地域
への再投資（教育・
インフラ・文化）

営業税
事業税

保険

金融

工場

開発・維持管理

参加者への営
業利益の配分



ステークホルダの役割イメージ（率先行動に加えて）
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行政
 政策による事業の誘導や規制（条例・ガイドラインなど）

 適切なリスク管理
 社会的公正に適う利害の配分
 多様な価値感や科学の不確実性を踏まえた意思決定や合意形成の方法

市民
 （トレードオフがある中での）社会的望ましさの想定
 生活現場という専門性

事業者
 社会的要請を具体化するための専門的知見（事業モデルや技
術）の提供

 ローカルな事情に応じた作り込み

専門家
 利害中立的な立場からの専門的知見の提供
 評価



条例／ガイドライン

地域社会の利害を適切に実現させる方策
⇔法的な当事者適格性の壁

対象となる課題
 環境影響
予測の不確実性への対応←「想定外」の排除

 地域社会への利益を増大させる方策

 合意形成や情報公開の方法

 所有（事業主体）

手法の多様性
 義務的手法：強制力を伴うが、規制値以上の成果には期待
できず、根拠付けも困難

 誘導的手法：事業者の努力を促し、最大の効果を狙う

12



地域環境権（長野県飯田市）の背景にある考え方

資源は誰のものか
 資源が存在する地域の人々？
 資源（特に金銭的利益）として利用できるようにした人？

リスクを誰がどのように受け止めるのか
 完全な技術は存在しない
 完全な予測も不可能
 負の側面に対する消極的合意と積極的受容

地域の未来に誰が責任を持つか
 当事者としての意思決定
 科学的知見に対する意味づけ

13

事業を通じて何を実現するのか＝何が利益なのか？
←発電の利益に加えて、非経済的価値の創造や波及効果の開発
かかわる人と価値観の多様性に対する配慮
←少数意見を反映させるための仕組み
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農 家

白神アグリサービス

りんご園の耕作放棄地 りんご園

地域社会の持続性

つくし荘家庭

・

薪・チップ使用者

薪・炭・チップを
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グ
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サ
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ビ
ス
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農
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販
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地域間の新たな関係作り（生活クラブ生協秋田県にかほ市）

独自契約による業務用の電力調達
 特定規模電力事業者（PPS）からの購入
 PPSへの卸売りを行う風力発電事業への出資

風車プロジェクトをきっかけとした地域交流

15



地域の生物資源

地域住民の福利

産
業
化
を
伴
う
供
給

直
接
利
用

環
境
保
全
の
動
機

対
価

直
接
利
用

地域の再生可能エネルギー

産
業
化
を
伴
う
供
給

対
価

一次産業的展開 二次産業的展開

都市住民の福利

直接交流
信頼構築
一次産品

三次産業

総合一次産業的展開



近未来型スマートコミュニティ（ドイツ・ダーデスハイム）

太陽光と風力で村の消費電力の40倍
を生産
風力などは電気代よりも安く生産
電力自由化の結果、販売先が多様化
地産地消＋αの実証実験
 発電状況を把握し、最適な販売先を選
択

 風力の発電量が多くなると、家庭の電
気代は安くなる（時間単位で決定）

 登録した需要機器（電気自動車の充電
など）は、電気料金が安い設定の時に
利用
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注意すべき点

エネルギー事業は手段
 何を実現するのか⇔地域の人々の生活ニーズは何か

 持続性のための事業性（経済性）

 お金・担い手・社会的仕組みの好循環

「エネルギー転換」の落とし穴
 エネルギー問題は「みんなの問題」だが、全ての人
にとって優先順位が高いわけではない

 多様な人の興味関心とエネルギーの取り組みを結び
つけることにより、結果的に拡がる可能性はある（
関わった人のお得感から拡げる）

 人々の腑に落ちるスイッチは何か
18



宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 

関係資料 

 

○宝塚市再生可能エネルギー推進研究会議（平成２４年度実施分）について 
 宝塚市のエネルギー政策の方針策定にあたり、宝塚市の特性をふまえた再生可能エネル

ギー推進のためのコンセプトの設定、賦存量及び利用可能量を考慮した推進すべきエネル

ギー種の選定、それらに基づく目標値の設定 

 

①賦存量分析（エネルギー種の選定） 

 太陽エネルギーが有望 →日照時間が 2000時間を超え、全国平均を上回っている。 

 

②コンセプトの設定 

 「みんなでつくろう 宝塚エネルギー」 

 ※宝塚エネルギーとは・・・ 

狭義 →エネルギー事業会社   

広義 →宝塚でエネルギーに関する取り組みやそれに参加する方々の活力 

 

 ※行政の役割・・・ 

  率先導入と普及啓発から政策パッケージによる枠組みづくり 

  利害関係者をと市民を集め、合意形成の場づくり 

  スキーム実現のための内部調整 

  公共施設の有効利用のための制度整備 

 

③目標値の設定（基準年度 2009年度 →目標年度 2050年度） 

 目標値案 

 2050年までに民生家庭用の電力再エネ自給率 50％、熱利用再エネ自給率 50％ 

 2050年までに電力再エネ活用率 100％、熱利用再エネ活用率 100％ 

 2050年までに 100％の市民が交通分野の再エネ利用に多様なアクセスができる 

 

○宝塚市再生可能エネルギー推進審議会概略について 

  

宝塚市執行機関の附属機関設置に関する条例（一部抜粋） 

 「再生可能エネルギーの利用の推進についての重要な事項の調査、審議に関する事務」 

 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則（所掌事務抜粋） 

 「審議会は、市長の諮問に応じて、再生可能エネルギーの利用の推進について重要な事

項を調査、審議し、答申するものとする。」 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る

調査研究業務委託 
 

平成２４年度報告書（概要版） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告者 
環境エネルギー政策研究所（ISEP） 
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1. 調査概要 

1.1  調査の目的 

宝塚市における再生可能エネルギーの普及は、エネルギー需給における枯渇性資源依存からの転

換を図る事をその本質とし、宝塚市の地理的・地域的特性に適した資源を用い、市のエネルギー政

策と民間の取り組みが相互に連携し、かつ、エネルギーに対する地域のオーナーシップ（※）のも

と、持続可能な形で計画され、実施される必要がある。 

そのため、本調査では、宝塚市における再生可能エネルギーのポテンシャルを把握し、導入推進

に向けた客観的条件の調査・研究を行うとともに、新たな環境・地域エネルギー政策の方向性を見

出し、かつ、上記オーナーシップに向けた基盤づくりを検討し、宝塚市の再生可能エネルギーの導

入推進に資する諸条件の整備を効率的に行うことを目的とする。 

 

 

※地域の人々が中心となって再生可能エネルギーを進めていく取り組みを、「コミュニティ・パワ

ー」と呼ぶ。世界風力エネルギー協会によると、「コミュニティ・パワー」を構成するの三原則の

うち一つに「地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している」という重要

な原則があり、この原則をエネルギーに対する地域のオーナーシップという。 

 

 

2.  再生可能エネルギーの条件整理 

宝塚市の再生可能エネルギーに関する基礎データの収集及び分析に関することを整理する。 

2.1  再生可能エネルギーポテンシャル（賦存量）の調査 

宝塚市の再生可能エネルギーポテンシャルについて、環境省実施のポテンシャルマップ分析等の

既存資料をふまえたうえで、地理的・地域的特性を考慮し、調査を行った。以下は全市域のポテン

シャル調査の結果を示しているが、個別に有望と思われる事例・候補地については、現地調査を行

い、再生可能エネルギー導入の可否の検討を行っている。 

 

2.2  対象エネルギー 

表 2.1に示す太陽、風力、バイオマス、水力、地熱の各エネルギーを調査対象として、既存の資

料から宝塚市の賦存量の特徴を調査した。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った。 
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図 2.1 新エネルギー利用等の推進に関する特別措置法 

（平成２０年１月の施行令改正後）による分類 

 

 
（出典：新エネルギーガイドブック 2008 NEDO)  

＊新エネルギーとは、「新エネルギーの利用等の推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。 

 

表 2.1 本調査で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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表 2.2 賦存量分析結果のまとめ 

 
エネルギ

ー種別 

エネルギー

利用方法 
既存資料による分析 有望性

太陽 

太陽光発電 
宝塚市の平成 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 2000 時間を超えている（※観測点は神戸

市）。日本各地の年間日照時間が、おおむね 1500 時間から

2000 時間程度であることを考慮すると、日照時間が多い地域

と考えられる。 

◎ 

太陽熱利用 

風力 風力発電 
環境省のポテンシャル評価によると、宝塚市には風力発電に

期待されるような風況が良好な地域が非常に少ない。 
△ 

水力 中小水力 

環境省のポテンシャル評価によると、宝塚市の中小水力の賦

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る。 

△ 

地熱 地熱 

環境省のポテンシャル評価によると、宝塚市の地熱賦存量

は、有望な地熱エネルギーが存在しない結果となっている。

一方で、宝塚市には複数の温泉施設が存在しており、これら

の未利用熱の利用が考えられる。 

△ 

バイオマ

ス 

未利用 

資源系 

宝塚市の木質系バイオマスの賦存熱量の合計 16,582GJ/年は、

発電設備に換算すると約 65kW となる（設備利用率 80%、発電

効率 0.1 で試算）。発電可能な容量は少ないと考えられる。 

△ 

 

各エネルギーの賦存量の分析結果は表 2.2 のとおりである。宝塚市では日射量の条件が良好であ

る一方で、風力や水力など他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唆され

た。 

 

2.2.1  利用可能量 

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の各システムを市内に導入した場合の試算を行った。 

(1) 前提条件の整理 

1) 設置場所の設定 

太陽光発電、太陽熱利用システムを設置が想定される場所を以下に整理する。 

・ 住宅（戸建住宅、集合住宅） 

本調査では、太陽光発電、太陽熱利用システムの利用可能量算出にあたり、平成 20年

度の住宅数 85,290戸（※集合住宅を含む）、新耐震基準（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

として行うこととした。 

・ 公共施設 

宝塚市の公共施設のうち、耐震化改修などで利用が難しい施設を除く 65施設への導入を
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想定し利用可能量の検討を行った。 

・ 耕作放棄地 

宝塚市に存在する耕作放棄地（75,400m2：2010世界農林業センサスより）を対象に検

討を行った。 

 

(2) 太陽光発電の利用可能量 

1) 住宅向け太陽光発電の利用可能量 

① 算出方法 

(1)-1)に示したそれぞれの住宅数に対して 3.0kWの太陽光発電設備を導入した場合に得ら

れる年間発電電力量を利用可能量として算出した。なお、単位出力あたり太陽光発電電力量

は 1001.63kWh/年とした。さらに住宅数に対する導入率を 100%、10%、20%と変化させた

場合の利用可能量を算出した（巻末別表１参照）。 

 

② 算出結果 

住宅向けの太陽光発電のポテンシャルは、宝塚市の住宅に最大限に導入すると想定した場

合に、256.3 GWh/年の発電電力量が見込まれる。これに対して、導入を新耐震基準以降の住

宅、一戸建てでかつ持ち家の住宅に限定すると、想定される年間発電電力量はそれぞれ、

162.2GWh/年、108.66GWh/年となる。（巻末別表１参照） 

 

2) 公共施設 

① 算出方法 

宝塚市が提供する各公共施設や民間施設の建築物の情報について、再生可能エネルギー導

入の観点から整理した。ここでは 65施設に 10kWの太陽光発電設備を導入した場合に、想

定される発電電力量を利用可能量として算出した。単位出力あたり太陽光発電電力量は 1001. 

63kWh/年とした。 

 

② 算出結果 

65の施設の合計で想定される年間発電電力量は 0.65GWhとなった。 

 

3) 耕作放棄地 

① 算出方法 

宝塚市の耕作放棄地に太陽光発電を導入した場合に想定される発電電力量を利用可能量と

して算出した。宝塚市の耕作放棄地は 75,400m2存在する。ここに 15m2あたり１kWの太陽

光発電を導入した場合に想定される利用可能量を算出した。単位出力あたり太陽光発電電力

量は 1001.63kWh/年とした 

 

② 算出結果 
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宝塚市の耕作放棄地の太陽光の利用可能量は 5.03GWhとなった。 

 

(3) 太陽熱利用システムの利用可能量 

1) 住宅向け太陽熱利用システムの利用可能量 

① 算出方法 

(1)-1)に示したそれぞれの住宅数に対して 6.0m2の太陽集熱器を最大限に導入した場合に得

られる年間有効集熱量を利用可能量として算出した。なお、単位面積当たり太陽熱有効集熱

量は 2.01GJ/年とした。さらに住宅数に対する導入率を 100%、10%、20%と変化させた場合

の利用可能量を算出した。（巻末別表２参照） 

 

② 算出結果 

住宅向けの利用可能量は、宝塚市の住宅に 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/年の集熱量が見込まれる。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、想定される年間集熱量は 651TJ/年となる。また導入対象を持家の一戸

建てに限定した場合、想定される年間集熱量は 436TJ/年となる。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、想定される年間集熱量は 246TJ/年となる。太陽

熱利用可能量の評価結果一覧は巻末の別表 2に示している。 

 

2.3  エネルギー消費量と太陽エネルギー利用可能量の比較 

2.3.1  2009年の消費量と太陽エネルギー利用可能量の比較 

宝塚市の太陽エネルギー利用可能量とエネルギー消費量（2009年度）を比較した。 

住宅、公共施設の太陽光発電の利用可能量を図 2.2 に示した。一戸建て住宅に大きな太陽光発電

利用可能量が評価されている。ここで、これらの利用可能量は合計すると 122.6 GWh/年である。

これは、宝塚市の電力消費量（835.5GWh）の 15.2％、民生家庭部門の電力消費量（453.2GWh）

の 27.9%に相当する。また、宝塚市のエネルギー消費量 9513TJに対しては、4.8%に相当する。 

 

図 2.2 太陽光発電利用可能量（単位：GWh/年） 

 
次に、一戸建て・持ち家住宅、分譲マンションの太陽熱の利用可能量を図 2.3 に示した。これら

0.65
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の利用可能量は合計すると 682TJ /年である。これは宝塚市のエネルギー消費量 9,513TJ の 7.2%、

民生家庭部門のエネルギー消費量 3,412TJの 20.0%に相当する。 
 

図 2.3 太陽熱利用可能量（単位：TJ/年） 

 
 
 

3. 再生可能エネルギー推進研究会議の運営支援 

調査の目的に基づき、宝塚市再生可能エネルギー導入推進に向けた支援政策を研究する再生可能

エネルギー推進研究会議（以下、研究会議）の立ち上げやその運営にあたり、研究会議委員の人選

を宝塚市に対し助言し、運営等に関する支援を行った。運営等の支援方法は、研究会議への出席、

研究会議内容の検討、研究会議資料の作成業務であった。また、研究会議は３回実施した。 

 

3.1  研究会議の概要 

3.1.1  研究会議の目的 

宝塚市のエネルギー政策の方針策定にあたっては、宝塚市の特性をふまえた再生可能エネルギー

推進のためのコンセプトを設定するとともに、前章までの賦存量および利用可能量も考慮して推進

すべきエネルギー種の選定を行い、それらに基づく目標値を設定する。 

 

3.1.2  研究会議委員 

研究会議には、以下の委員が参加し議論を行った。研究会議の委員は、丸山康司氏（名古屋大学

大学院環境学研究科准教授）、金森絵里氏（立命館大学経営学部准教授）、木村啓二氏（(公財)ひ

ょうご震災記念 21 世紀研究機構主任研究員外）、中山光子氏（特定非営利活動法人宝塚 NPO セ

ンター理事・事務局長）、藤本真里氏（兵庫県立大学自然・環境科学研究所講師）、中川慶子氏

（ＮＰＯ法人新エネルギーをすすめる宝塚の会代表理事外）であり、座長は丸山氏、副座長は金森

氏が務めた。 

 

3.1.3  研究会議各回の概要 

研究会議各回の開催日および主な論点を表 3.1に示す。開催場所は全て市庁舎 3階 3-3会議室で
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あった。 

表 3.1 研究会議各回の概要 

開催日 主な論点 

第 1回 
平成 24 年 10 月

25 日（木） 

・ 各委員プレゼンテーション 

・ 自治体が事業主体となることについて 

・ 再生可能エネルギー普及推進事業とベンチャー支援との関係

・ 宝塚市の現状について 

・ 目標値や方向性について 

・ スキーム検討の方向性について 

・ 地域の課題解決と再生可能エネルギーの結びつけ 

第 2回 
平成 24 年 12 月

26 日（水） 

・ 丸山委員プレゼンテーション「市民エネルギー事業の実践と

合意形成について」 

・ 目標値の方向性と設定 

・ コンセプトの検討 

・ エネルギー未来像に組み込む文言について 

・ 再生可能エネルギー促進のための事業スキームについて 

・ 新しいアイディアについて 

第 3回 
平成 25 年 2 月

28 日（木） 

・ 「宝塚電力コンセプト」の案について 

・ 目標値の見直しと設定 

・ 再生可能エネルギー促進のための事業スキームについて 

・ モデルケースでの市民参加手法について 

・ 政策・スキーム案について 

・ これまでの検討内容について政策・スキーム・ファイナンス

の方策 

 

図3.1 研究会議の様子 
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3.2  宝塚市のエネルギー政策の方針及び目標値の設定 

宝塚市のエネルギー政策の方針策定にあたっては、宝塚市の特性をふまえた再生可能エネルギー

推進のためのコンセプトを設定するとともに、前章までの賦存量および利用可能量も考慮して推進

すべきエネルギー種の選定を行い、それらに基づく目標値を設定する。 

 

3.2.1  コンセプト 

(1) 再生可能エネルギー推進のためのコンセプト 

コンセプトづくりにあたっての視点として、研究会議では 4つの視点を提示して議論を行った。 

①持続可能なまちづくりに貢献する仕組み（環境・経済・福祉の一体化） 

② 市民・事業者の参画と協働による取り組みを推進 

③ 次世代を担う人作りに努める 

④ 事業性あるコミュニティ・パワー事業を推進 

研究会議での意見から、「将来像をもとに現在からの道筋を検討するバックキャスティング

（※）」および「供給側だけでなく需要側の視点を取り入れた需要プルの考え方」「市民にとっ

てわかりやすくイメージが湧くようなコンセプト案を定める」ことが提案され、委員意見をもと

に下記のコンセプトが提示された。 

 ※バックキャスティングとは、実現したい将来像を想像した上で、その実現のために必要な

課題を逆算して考えていくという、目標達成にあたっての手法。 

 

コンセプト：みんなでつくろう宝塚エネルギー 

  

過去のエネルギー関連政策の将来像および推進の視点、研究会議での議論、市民懇談会から抽

出したキーワードとして下記が挙げられる。 

 

持続可能・参画・協働・次世代・人作り・地域エネルギー事業・みんな・健康・学び・教育・

再活性化 

 

前出のコンセプトには、図 3.2 に表したキーワードが示す意味が込められている。他のキーワ

ードについては、サブメッセージを作成することで補うことができるため、次項で検討する。 

 

図 3.2 再生可能エネルギー推進のためのコンセプト 

みんなで　　つくろう　　宝塚エネルギー 

次世代・
人作り 

参画・
協働 

地域エ
ネ事業 

みんな 再活性
化 

 



 9

(2) コンセプトのサブメッセージ 

キーワードに含まれており、コンセプトに含まれてないものは持続可能・学び・教育・健康の

4 つである。これらを含めたサブメッセージ案を加えるかどうか、どのようなサブメッセージと

するかは市民懇談会での議論もふまえて定めることとする。参考としてキーワードを含めたサブ

メッセージの案を以下に列挙する。 

 

 ①たからづかのエネルギーで、もっと ずっと げんきに（持続可能、次世代、再活性化、

健康） 

 ②省エネ・再エネでたからづかを もっと ずっと げんきに（同上） 

 ③たからづかのエネルギーを まなび そだて ささえよう（学び・教育、次世代、再活性

化、参画） 

  

(3) 宝塚エネルギー 

コンセプトの宝塚エネルギーには大きく 2つの意味が込められている。 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る。 

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

んでいる。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る。したがって、広義の宝塚エネルギーを推

進する際には、市民出資型の再生可能エネルギー事業に出資を行うことや、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ある。 
 

(4) 行政の役割 

宝塚エネルギーを推進するにあたって、行政の役割として下記の 4点を研究会議で提示してい

る。 

①率先導入と普及啓発から政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、手続き的正義と配分的正義に配慮した合意形成の場づくり 

③スキーム実現のための内部調整 

④公共施設の有効利用のための制度整備 

従来の再生可能エネルギー推進にあたっての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たが、義務的手法や情報的手法も含めた総合的な政策パッケージによ

る枠組み作りを進めることが肝要である。また、市民懇談会や地元 NPO との連携など、合意形

成の場作りを行いながら、市民とともに推進することも求められる。さらに再生可能エネルギー

の実際の導入推進にあたっては、多数の部署にまたがって内部調整を行うことが必要である。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
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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新エ

ネルギー推進課の役割の一つとなる。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る。 

行政として公共電力事業の一部を担うことも想定される。日本では公営水力を運営している事

例が存在するが、欧州においては公共電力事業者として再生可能エネルギー発電設備の建設と電

力小売を行う公共事業体が存在する。今後の電力システム改革の方向性を注視しつつ、例えば宝

塚市で特定供給会社を設立することも考えられる。行政がどのような形でエネルギーシステムの

中での役割を果たすのかは随時検討を進める必要がある。 
 

3.2.2  目標値 

図 3.3 再エネ自給率と再エネ活用率のイメージ図 

 

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 

 

(1) 目標値案 

基準年度：2009（平成 21）年度のエネルギー消費量 

目標値案 

①2050年までに民生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 

(2) エネルギー以外の目標値について 

エネルギー生産および利用量に関する目標値以外にも目標値を設定することが考えられるため、

下記に定量的な目標値と定性的な目標値を含めた複数の案を示す。これらの案をもとに、エネル

ギー以外の目標値については、市民懇談会でも継続的に議論を行い、定める。 

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街づくり 

③再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化 
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3.3  宝塚市市民及び事業者を対象とする再生可能エネルギー事業化導入支援策 

3.3.1  考え方 

(1) 支援策（案） 

再生可能エネルギー事業化導入支援策を検討した。各方策とその内容、他自治体での導入事例、

必要データ、宝塚市の課題、難易度、準備期間などについても検討した。政策、事業スキーム支

援策、ファイナンス支援策の各案を巻末別表３～５にそれぞれまとめている。 

 

 

4. 市民や事業者などが参加できる事業実施及び運営支援 

4.1  懇談会の目的 

再生可能エネルギーを地域に根ざしたかたちで立ち上げ、実現させていく上では地域のさまざま

な人々が協力する体制が不可欠である。宝塚市において、地域の資源特性を理解し、地域のさまざ

まな利害関係者が対話を積み重ねながら事業の構想を練り、それぞれの役割を相互に理解し、活か

しつつ、実行するようなプロセスと体制を構築する取り組みとして、本年７月に一般市民を対象と

して再生可能エネルギー連続セミナーが実施された。このセミナーでは、再生可能エネルギーを地

域で進めていくための意義や方法についての講演がおこなわれ、参加した市民には基礎的な知識が

共有された。一方で、具体的なプロジェクトを立ち上げていくには、そのような基礎的な知識をふ

まえた次のステップに進むことが必要となる。その際、上記のように、地域のさまざまな利害関係

者が集い、相互の理解を醸成するための「場」を継続的に設定し、地域内の利害関係者のネットワ

ーク（関係性）構築のための機会を増やしていくことが重要となる。 

このような宝塚市における地域での再生可能エネルギー推進の現状をふまえ、連続セミナーから

発展したかたちで、市民や事業者など、宝塚市にかかわるさまざまな人々が参加できる懇談会を企

画・実施し、地域の再生可能エネルギー「生産者」の形成へとつなげていくことが、懇談会の目的

である。 
 

4.2  懇談会各回の概要 

本年度、懇談会は 3回開催し、延べ人数で合計 140人が参加し、活発な議論が交わされた。各回

の概要は表 4.1に示す。 

表 4.1 懇談会各回の概要 

 
開催日 場所 内容 参加人数 

第 1回 
平成 24年 10月

13日（土） 
西公民館 

ワークショップ 
（ワールド・カフェ） 

約 50名 
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第 2回 
平成 24年 12月 

9日（日） 
西公民館 

レクチャー & ワークショッ
プ（ロジック・モデル） 

約 30名 

第 3回 
平成 25年 2月 

11日（月・祝） 
西公民館 

シンポジウム（講演、パネル

ディスカッション、オープン

ディスカッション） 
約 60名 

 

図4.1 懇談会の様子 

 

4.3  懇談会の成果と課題 

4.3.1  懇談会の成果 

3回の懇談会を通じて、以下の成果が得られた。 

(1) 市民と行政の信頼関係構築のための顔の見える関係づくり 

懇談会実施以前は、連続セミナーで地域での再生可能エネルギーへの取り組みに関する基礎的

な知識は共有されていたものの、行政担当部署と市民の間でそれぞれがどのように連携するか、

双方に明確な共通理解があるわけではなかった。懇談会のワークショップで市民と行政が同じテ

ーブルで率直に議論を交わす中で、市民の中にもさまざまな意見があること、行政の支援にもさ

まざまな方法があることが相互の理解として深まっていった。 

そういった相互の理解が醸成される中で、懇談会をきっかけとして下記の市民主導のプロジェ

クト形成がおこなわれた。これについて、行政からは広報や設置作業の支援がおこなわれ、実体

として市民と行政がそれぞれの役割を活かしながら協働してプロジェクトが実現した。そして、

この協働プロセスを通じて、市民と行政の双方に役割分担が明確に認識され、第 3 回懇談会では

市民から行政の支援のあり方についてポジティブな評価が出され、行政からも今後もより積極的

な支援をさまざまなかたちでおこなっていく方向であることが述べられた。このようなプロセス

と成果から、市民と行政の信頼関係構築のための顔の見える関係づくりがおこなわれた。 

 

(2) 市民主導のプロジェクト形成 

懇談会には、2012年 9月に設立された「NPO法人新エネルギーをすすめる宝塚の会」（以下、

「新エネの会」と記載。）のメンバーが参加者として毎回出席しており、彼らは市民による再生
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可能エネルギーの事業化をめざして活動を進めていた。そうした中で、懇談会のワークショップ

の場で、市内で太陽光発電に適した土地をもつ土地所有者、太陽光パネルの販売・設置を手がけ

る事業者が新エネの会のメンバーと知り合うこととなり、三者が協力して市民の資金で小規模な

太陽光発電所を設置することとなった。そして、2012年 12月 14日西谷地区に 11.16kWの太陽

光パネルを市民が自らの手で設置する作業がおこなわれた。 

この太陽光発電所は「宝塚すみれ発電所第 1号」（以下、「すみれ発電所」と記載。）と名付

けられ、設置後、12 月 22 日にはこの太陽光発電所からの電力でクリスマスツリーの電気をつけ

る点灯式がおこなわれ、市内から約 50 名の市民が参加した。行政は、こうしたすみれ発電所の

取り組みを広く紹介するため、市の広報誌に掲載するかたちで支援をおこなった。 

なお、すみれ発電所は 2013 年 1 月 15 日から連系し、固定価格買取制のもとで関西電力への

売電をはじめ、新エネの会はこのプロジェクトに続く「宝塚すみれ発電所第 2 号」の計画を進め

ている。 

4.3.2  来年度へ向けた課題 

本年度の成果をふまえ、来年度以降は以下の課題に取り組む必要がある。 

(1) 市内のより多くの人、グループ、組織とのネットワーク形成 

先述のように、本年度懇談会でおこなったワークショップをきっかけとして、市民主導のプロ

ジェクトが実現した。これをふまえると、懇談会は「異なる立場の市民やグループ、組織が知り

合う機会」として機能したと見ることができる。そして、各回のアンケート結果からもわかるよ

うに、本年度の懇談会にはエネルギー問題について関心の高い人々が集まっていたといえる。 

今後の市内で新エネの会以外でも主導的な役割を果たす人やグループが現れ、具体的な事業化

の検討を進めていくようなかたちになることが望ましいが、より広く展開していくためには、必

ずしもエネルギー問題に関心が高くない人々も参加できるような「場」の設定が重要となる。 

そのため、今後はまちづくりをおこなっている団体や、商工業団体、教育関係団体、社会福祉

関係団体など、市内で活動するさまざまな団体や組織などと協力し、彼らの活動領域の中で再生

可能エネルギーを取り上げるような機会をつくっていくことが必要になる。また、懇談会開催場

所が西公民館一ヶ所のみでの開催であったが、協力する団体にあわせてセミナーやワークショッ

プの開催場所を工夫することも必要となる。 

そして、そのような「場」の設定を通じて、より多くの関係者の間にネットワークを形成し、

総体として主導的な役割を果たす人やグループが立ち上がりやすい環境をつくっていくことが課

題であるといえる。 

 

(2) 事業化検討の成熟度に応じた支援メニューの検討 

第 3回懇談会のオープンディスカッションの中で「資金調達やビジネスマッチングのような少

し専門的なセミナーがあってもいい」という意見が出された。実際に、再生可能エネルギーの事

業化にあたっては、いくつかの検討の段階があるため、初期開発のプロセスに特化したセミナー

や、法令および規制対応に特化したセミナー、資金調達におけるリスク評価に特化したセミナー
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など、事業化検討の成熟度に応じて、適切な情報提供をおこなう支援を検討する必要がある。 

 

(3) 情報発信の強化 

同じく第 3回懇談会のオープンディスカッションの中で「宝塚からの情報発信をもっとやった

方がいい」という意見が出された。行政からの情報発信の方法としては、市の広報誌での連載記

事や懇談会の開催予告などがおこなわれてきた。また、宝塚市新エネルギー推進課では、本年度

から課単位で Facebook ページを作成し、懇談会や研究会議、職員による先行事例視察の様子を

報告するなど、ソーシャルメディアの活用もはじめている（2013 年 3 月時点で約 350 名がフィ

ードを購読）。 

今後は、これらの情報発信手段をさらに活用し、行政主催のイベントだけでなく市内の民間団

体の取り組みも含めた総合的な情報発信を検討していく必要がある。また、再生可能エネルギー

についての初歩的な情報については、Q&A 形式でわかりやすく発信することが重要と思われる。
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巻末別表 

 

別表1 太陽光発電利用可能量評価結果 

 

別表2 太陽熱利用システム利用可能量評価結果 

 

 

別表3 政策 

番

号 
支援策 内容 

1 需要側の目標値設定 
エネルギー消費量や電力消費量に占める再エネの割合を目標値

として設定する。 

2 
再生可能エネルギー 

義務化 
一定規模以上の新築および改築にあたって再エネの導入を義務

付け 

（導入比率＝100%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 85,290 53,980 36,160 612

面積 m2 511740 323880 216960 122400

年間有効集熱量 TJ 1,028.60 651.00 436.09 246.02

（導入比率＝10%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 8,529 5,398 6,316 61

面積 m2 51174 32388 21696 12240

年間有効集熱量 TJ 102.86 65.10 43.61 24.60

（導入比率＝20%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 17,058 10,796 7,232 122

面積 m2 102348 64776 43392 24480

年間有効集熱量 TJ 205.72 130.20 87.22 49.20

（導入比率＝100%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 85,290 53,980 36,160 612

設備容量 kW 255870 161940 108480 12240

太陽光発電電力量 GWh/year 256.29 162.20 108.66 12.26

（導入比率＝10%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 8,529 5,398 3,616 61.2

設備容量 kW 25587 16194 10848 1224

太陽光発電電力量 GWh/year 25.63 16.22 10.87 1.23

（導入比率＝20%）
住宅数基準
（居住世帯あり）

住宅数
（新耐震基準以降）

一戸建て・持家住宅
基準

分譲マンション

調査年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

ストック 17,058 10,796 7,232 122.4

設備容量 kW 51174 32388 21696 2448

太陽光発電電力量 GWh/year 51.26 32.44 21.73 2.45
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3 
再生可能エネルギー 
説明義務化 

住宅や建築物の新築にあたり、施工者が施主に対して再エネを

導入した場合の効果や費用について説明をする義務を設ける。 

4 
公共施設の設計 
ガイドライン策定 

公共施設を新築するさいに、再エネと省エネを考慮した設計と

するよう指針を定め活用させる。 

5 
エネルギーデータ 
の提出義務化 

電力やガスなどのエネルギー使用量について、エネルギー事業

者から報告を行わせ、施策作りに役立てる。 

6 再エネ導入見える化 
再エネ導入箇所の紹介と見える化。協力可能なところはモニタ

リング事業に参加 

7 固定資産税などの減免 
再エネの導入にあたって、固定資産税の減免や事業税からの控

除を行う。 

8 他自治体との連携 
再エネポテンシャルの高い地域との協定を結び、市民出資によ

る現地への再エネ導入支援を行う。 

9 
再生可能エネルギー 

相談窓口 

事業を行うにあたって、ワンストップで事業主体からの質問や

相談に応じる。また検討中の住民へのアドバイスや設置後のサ

ポートを行う。 

10 
再エネ事業化 
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。 

11 
持続可能なエネルギー 
教育プログラム 

小中高や図書館などでのエネルギー関連資料の充実や環境教育

プログラムの整備 

 

別表4 事業スキーム支援策 

番

号 
支援策 内容 

1 太陽光モニタリング事業 
各メーカーの太陽光を設置し、モニタリングを行いその結果を公

表する。 

2 エネルギーパーク 
各種再エネを公園などに導入し、市民の目に触れる場所で普及啓

発を図るとともに、次のプロジェクトへの布石とする。 

3 
集合住宅／老健施設など

への太陽熱導入 
集合住宅や熱需要が大きい施設での太陽熱導入を推進するための

協定や助成を行い、太陽熱利用の拡大を図る。 

4 
PPS からの再生可能エネ
ルギー電力購入推進 

公共施設などでの電力契約の変更を通じて、再エネ利用を高め

る。2014年以降の電力システム改革も視野に入れる。 

5 その他 
a) スポーツ施設における率先導入 b) 緑のリサイクルセンターで
のチップ活用 c) 郊外 3000 世帯のエコタウン化 d) 高速、スマー
トインターとのセット 
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別表5 ファイナンス支援策 

番

号 
支援策 内容 

1 地元金融機関の巻き込み 
池田泉州銀行との協定に絡めた再生可能エネルギー推進 

のためのファイナンス手法 

2 
金融機関の再エネ事業へ

の巻き込み 
金融機関との打合せを通じてファイナンス面 

での支援策を協議する。 

3 市民出資 
一口 10万円や 50万円での出資を募集して事業を行い、 

分配を通じて出資者にもメリットをもたらす。 

4 ミニ公募債 
金融機関との連携により、ミニ公募債を集め、 

プロジェクトの資金とする。 
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再生可能エネルギー推進のコンセプトおよび導入方針について 

 
平成 25年 10月 22日 

 
 
1. 宝塚市の再生可能エネルギー推進のコンセプト 

 
環境基本計画や省エネルギービジョンにおける将来像に含まれる要素と、H24年度の市民
懇談会や委員ヒアリングから得たキーワードをもとに、再生可能エネルギー推進研究会で

の議論を行い決定した。 

 

 
 
(ア)宝塚エネルギーの意味 

A) 狭義：エネルギー事業会社（発電会社や小売会社など） 
B) 広義：宝塚でのエネルギーに関する取組みやそれに参加する方々の活力 

(イ)サブメッセージの案 
A) コンセプトに含まれてないキーワードは持続可能・学び・教育・健康 
B) サブメッセージの案 
 ①たからづかのエネルギーで、もっと ずっと げんきに 
  （持続可能・健康） 

   ②みんなのエネルギーで たからづかのエネルギーを持続可能に 
  （同上） 

   ③たからづかのエネルギーを まなび そだて ささえよう 
  （学び・教育） 

  

みんなで　　つくろう　　宝塚エネルギー 

次世代・  
人作り 

参画・   
協働 

地域エ
ネ事業 

みんな 再活性
化 



 
2. 再生可能エネルギー促進の導入方針 

 
再生可能エネルギー促進のコンセプト、目標値、推進の視点をもとに、導入に際しての具

体的な方針と方策を定めていく。 

 

 
図１ 再生可能エネルギー推進の導入方針の例 

 
 



再生可能エネルギー目標値について 

 
平成 25年 10月 22日 

 
1. 目標値の考え方の整理 
(ア)エネルギー種別：市内でのポテンシャルおよび経済性から太陽光発電、太陽熱温

水利用とし、小水力やバイオマスは今後の検討課題とする 
(イ)供給側と需要側の目標値 

A) 供給側目標値を割合で設定し、再エネ自給率とする。 
B) 需要側目標値を割合で設定し、再エネ活用率とする。 

 
 
(ウ)目標値案（目標年度：2050年度） 

A) 民生家庭用の電力再エネ自給率 50％、熱利用再エネ自給率 50％ 
B) 電力再エネ活用率 100％、熱利用再エネ活用率 100％ 
C) 100%の市民が交通分野の再エネ利用に多様なアクセスができる 

 

    

 

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 

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。 
　　　　　　　　　（例：太陽光発電で充電したEVタクシーなど） 

100%活用 

50%自給 



 
2. 目標値の決定に向けて 
(ア)目標値案の確認 

A) 分野の切り分け方 
B) 目標値の妥当性 

(イ)短中期的目標値の設定を行うか 
A) 2030年の目標値設定など 

(ウ)エネルギー以外の目標を設定するか（昨年度案） 
A) 市民の 100％エネルギープロシューマー化（消費者であり生産者となる） 

B) 再生可能エネルギーを通じた災害に強い街づくり 

C) 再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化 

 
3. マイルストーン案の決定 
(ア)全般的再エネ拡大 

A) 市役所の 100％再生可能エネルギー化 

B) 100％の公共施設で再生可能エネルギーを利用 

C) 全 36市立学校での再生可能エネルギー導入とその見える化 

D) 1万人の市民が宝塚エネルギーに参加するエネルギープロシューマー化 

E) 10の NPOが再生可能エネルギー関連活動 

F) 全 84避難所に再生可能エネルギーを導入 

G) 100の駅やバス停に太陽光パネル設置 

H) 1000軒のプラスエネルギーハウスを建設 

(イ)太陽光・太陽熱導入 
A) 市内での 1万 kWの太陽光発電導入 

B) 1万 m2の太陽熱導入（2000件程度） 

C) 1つの集合住宅での太陽熱導入 

D) 10の業務用建物（病院・福祉施設・ホテルなど）での太陽熱導入 

(ウ)情報提供・人材育成・環境教育 
A) 全 24小学校での再エネ導入と環境エネルギー教育プログラム整備 

B) 全 24小学校区での再生可能エネルギー導入とその見える化 

C) 100%の図書館・図書室設備に環境エネルギー文庫を設置 

D) すべての児童遊戯施設において再生可能エネルギーの遊具・玩具を整備 

E) 再生可能エネルギー関連雇用が 1000人（現在のドイツ並み） 

F) 再生可能エネルギー相談窓口の相談実績１万件 

G) 10の博物館、美術館、図書館、映画館で再エネ展示や作品展を実施 

H) 1万の再生可能エネルギーを利用した製品（ノートやタオルなど）を提供 

(エ)ファイナンス 
A) 100件の市民出資型再生可能エネルギー事業 

B) 100件の地元金融機関との連携プロジェクト 

 
 
 



（参考）目標値の試算について 

 
 

 

 2050年導入状況 2050年太陽光導入

量（kW） 

2050年 

発電量 

（GWh） 

2050年 

エネルギー 

生産量（TJ）

一

戸

建

て

・

持

家 

パターン A 

 

新築 500戸/年の半数に

太陽光 4kW（※） 

37,000 37.0 133.2

パターン B 

 

新築 500戸/年の半数に

太陽光 4kW～8kW 

53,000 53.0 190.8

パターン C 新築 500戸/年の 25%

に太陽光 4kW～8kW、

25%に太陽熱 6m2 

26,500

(太陽熱 27,750m2)

26.5 151.2

分譲住宅 既築 612棟の半数と新

築 15棟/年に太陽光

20kW/戸 

11,670 11.7 42.0

公共施設 既設分 130kW＋全公共

施設に太陽光 20kW 

1,310 1.3 4.7

耕作放棄地 75,400m2の 10％に太

陽光 

503 0.5 1.8

業務用施設 業務系延べ床面積の

1％に太陽光 

1,113 1.1 4.1

 

→一戸建て・持家住宅のポテンシャルが最も大きく、A・B・Cの 3パターンを想定。分譲

住宅も大きめのポテンシャルがある。公共施設、耕作放棄地、業務用施設はポテンシャル

が小さい。 

→太陽熱を導入する場合は、一戸建て・持家のパターン Cのみを想定しているが、分譲住

宅や公共施設、業務用施設に個別に追加することは十分にあり得る。 

 

 

（※）宝塚市内での太陽光発電の導入量は、H21年度が 152件、H22年度が 191件、H23

年度が 397件。H24年度は最初の 5か月間で 185件であり、そのままのペースであれば年

間 444件となる。ここでは新築・既築への双方の導入を含んでおり、太陽光への注目度が

高まっていることから導入件数が伸びていると思われる。 

 
  



 

前提： 

・2050年の需要：2009年比 40％削減（国立環境研究所の試算を準用） 

・一戸建て・持家パターン A・B・Cに分譲住宅・公共施設・耕作放棄地・業務用施設の導

入想定を足し合わせたそれぞれの自給率を出す 

 

○電気のみで考えた場合 

需要の対象分野：（１）民生（家庭）のみ（２）民生（家庭＋業務）（３）電気全体 

 

１）民生（家庭）2009年度需要 1630TJ（453GWh） 

 

パターン Aであれば、19%をまかなう 

パターン Bであれば、25%をまかなう 

パターン Cであれば、15%をまかなう 
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[TJ] 電力需要（家庭） 

パターンA 

パターンB 

パターンC 

補足）民生（家庭）の電力需要をほぼ 100％まかなう場合の想定の一例 

2050年の需要を 2009年比 75％削減とし、一戸建て・持家の新築の 90％に太陽光導入

 



再生可能エネルギー推進のための政策・スキーム・ファイナンスなどの支援策について 
 

平成 25年 10月 22日 
 
1. 推進支援策の整理 
(ア)政策 

 
  

番

号 
支援策 内容 影響

力 
難易

度 
準備

期間 
1 需要側の目標値設定 エネルギー消費量や電力消費量に占める再

エネの割合を目標値として設定する 
○ C 短 

2 再生可能エネルギー
義務化 

一定規模以上の新築および改築にあたって

再エネの導入を義務付け 
◎ A 長 

3 再生可能エネルギー
説明義務化 

住宅や建築物の新築にあたり、施工者が施主

に対して再エネを導入した場合の効果や費

用について説明をする義務を設ける 

○ B 中 

4 公共施設の設計ガイ
ドライン策定 

公共施設を新築するさいに、再エネと省エネ

を考慮した設計とするよう指針を定め活用

させる 

△ C 短 

5 エネルギーデータの
提出義務化 

電力やガスなどのエネルギー使用量につい

て、エネルギー事業者から報告を行わせ、施

策作りに役立てる 

△ B 中 

6 再エネ導入見える化 再エネ導入箇所の紹介と見える化。協力可能
なところはモニタリング事業に参加。 

△ B 短 

7 固定資産税などの減
免 

再エネの導入にあたって、固定資産税の減免

や事業税からの控除を行う。 
○ B 短 

8 他自治体との連携 再エネポテンシャルの高い地域との協定を

結び、市民出資による現地への再エネ導入支

援を行う 

○ A 中 

9 再生可能エネルギー
相談窓口 

事業を行うにあたって、ワンストップで事業

主体からの質問や相談に応じる。また検討中

の住民へのアドバイスや設置後のサポート

を行う。 

○ B 短 

10 再エネ事業化人材育
成 

事業を担う人材を育て、ネットワーク化の場

を作る 
○ B 中 

11 持続可能なエネルギ
ー教育プログラム 

小中高や図書館などでのエネルギー関連資

料の充実や環境教育プログラムの整備 
○ B 短 



 
(イ)事業スキーム 

 
 
(ウ)ファイナンス 

	 	 	  
  

番

号 
支援策 内容 影響

力 
難易

度 
準備

期間 
1 太陽光モニタリング
事業 

各メーカーの太陽光を設置し、モニタリング

を行いその結果を公表する。 
△ B 短 

2 エネルギーパーク 
 

各種再エネ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とともに、次の

プロジェクトへの布石とする 

△ A 短 

3 集合住宅／老健施設
などへの太陽熱導入 
 

集合住宅や熱需要が大きい施設での太陽熱

導入を促進するための協定や助成を行い、太

陽熱利用の拡大を図る 

○ A 中 

4 PPSからの再生可能
エネルギー電力購入

促進 

公共施設などでの電力契約の変更を通じて、

再エネ利用を高める。2014 年以降の電力シ
ステム改革も視野に入れる 

○ B 短 

5 その他 
 

a) スポーツ施設における率先導入 
b) 緑のリサイクルセンターでのチップ活用 
c) 郊外 3000世帯のエコタウン化 
d) 高速、スマートインターとのセット 

△ B 中 

番

号 
支援策 内容 影響

力 
難易

度 
準備

期間 
1 地元金融期間の巻込
み 

金融機関との協定に絡めた再生可能エネル

ギー促進のためのファイナンス手法 
○ C 短 

2 金融機関の再エネ事
業への巻き込み 

金融機関との打合せを通じてファイナンス

面での支援策を協議する 
○ B 短 

3 市民出資 一口10万円や50万円での出資を募集して事
業を行い、分配を通じて出資者にもメリット

をもたらす 

○ B 短 

4 ミニ公募債 金融機関との連携により、ミニ公募債を集

め、プロジェクトの資金とする 
△ A 中 



 
2. 支援策の優先順位の設定 
(ア)重点支援策の検討 

A) 影響力、難易度、準備期間を総合的に勘案 
B) 優先度と緊急性の高いものをまず議論 
C) 緊急性は低いが検討を続ける必要があるものを確認 

(イ)再エネ基金の効果的な活用について 
A) 2520万円の再エネ基金設置 
B) 直接事業ではなく、民間事業の支援に活用 
C) モデルプロジェクトとの連携 

(ウ)モデルプロジェクトの推進について 
A) 学校など公共施設の活用 
B) 多くの主体が関わり続けるスキーム作り 

 
 
  



（参考）学校屋根貸しモデルにおける多様な主体の関わり 
 
再生可能エネルギーを導入する際の各主体の関わりを整理したモデルを示す。学校の屋根貸し

モデルにおいて、導入の各段階における学生、事業主体となる NPO、市民、行政の役割を整
理したものである。学生や市民が広く関われるよう、事前ワークショップやパネル選定、環境

エネルギー教育プログラムへの参加を前提としている。 
 

 
	 	 	 	 図１	 学校の屋根貸しモデルにおける各主体の関わり  
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平成25年10月22日

とくに記載を検討すべき項目

第１章 ビジョンの基本的事項
1 ビジョン策定の背景 世界、国、他自治体の動向
2 ビジョンの位置づけ 総合計画、環境基本計画の下での具体的計画
3 ビジョンの対象期間 短期・長期の期間
4 対象とするエネルギー 再生可能エネルギー
5 ビジョンの構成

第２章 宝塚市の現状と課題
1 宝塚市の地域特性 宝塚の地域ごとの現状とあり方
2 これまでの再エネ関連施策と取組 これまでの市民との協働・市民側の取り組み状況

第３章 宝塚のエネルギー政策の目的と将来像
1 再エネ政策の目的 市民の生活・福祉の維持向上を目的とし、再生可能エ

ネルギーはその手段として位置づける。
2 エネルギー政策のコンセプト コンセプトとサブメッセージ
3 目指すべき将来像 ・市民との合意形成・コミュニケーション

・期待できる経済・社会的効果
第４章 再生可能エネルギーの活用可能性

1 賦存量・利用可能量とは
2 再生可能エネルギーの賦存量
3 再生可能エネルギーの利用可能量 ・太陽光、太陽熱を中心とする
4 宝塚市域のエネルギー消費量と利用可能量推計値の
比較
5 宝塚市域における再生可能エネルギー等の活用可能
性

第５章 市のエネルギー政策の目標
1 目標設定の流れ
2 目標設定 目標値および期間
3 マイルストーンの設定 目標達成の途上でのマイルストーンの設定

第６章 モデル事業・推進手法
1 モデル事業・推進手法の考え方 ・公共施設の活用

・基金の利用方法
・宝塚市エネルギーへの多様な関わり方の紹介や育成
（宝塚エネルギーサポーター）

2 モデル事業・推進手法・事業性 ・モデル事業の候補
・モデル事業の情報公開・提供の原則

第７章 目標達成に向けた取組
1 推進体制と各主体の行動 ・協議会（連絡会）の設置

・エネルギー専門職員の設置や市役所内の人材育成
2 協働の進め方 協働指針と再エネ分野での実践方針
3 施策の体系
4 施策の内容 施策の優先順位づけ

第８章 市の役割
1 市および新エネルギー推進課の役割 横串での取組みを推進
2 進行管理 数年ごとの計画の見直し
3 エネルギー政策の見直し ・条例の設置の検討

・今後省エネ計画と統合的に議論？

目次案

宝塚エネルギー2050ビジョン（仮）目次案



次第１２ その他 資料

（ア）エネルギー条例（仮）の設定の可否
A)条例化の必要性の確認
B)支援策を進めるにあたっての必要性があるか
C)市としての推進体制の構築にあたっての必要性があるか
D)理念条例と政策条例

（イ）委員提案





地域自然エネルギー基本条例策定の必要性

どのような問題があり、どのような課題を設定し、どのような政策を策定
するのかが鍵。その上で条例かその他方策かを検討。

問題
認識

政策
実施

政策
評価

課題
設定

政策
立案

政策
決定

自然エネ普及せず
•ファイナンス難しい
•インセンティブ不足
•屋根貸りできない
•行政内外の協働難

普及策
•信用付与
•税制面の補助
•目的外使用許可
•協働体制づくり
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各地域の再エネ条例の比較

地域 湖南市（滋賀県） 新城市（愛知県） 熊本市（熊本県） 飯田市（長野県）

名称 地域自然エネルギー基本条例
（2012年9月施行）

省エネ及び再エネ推進条例
（2012年12月施行）

太陽光発電のための公共施設の
屋根等の使用に関する条例
（2013年6月）

再エネの導入による持続可能な
地域づくりに関する条例
（2013年4月施行）

目的 ・地域の自然エネ活用について、
市、事業者、市民の役割を明示。

・地域主体の取り組みによる地域
社会の持続的発展に寄与

・地域固有資源の再エネ活用に
ついて、市、市民、事業者、再エ
ネ事業者の役割を明示。

・地域経済活性化、地域主体で
地域社会の持続的発展に寄与

・公共施設の屋根に太陽光を設
置する際の目的外使用に関し、
必要事項を定める

・地域環境権の設定
・市の政策を定める
・持続可能性な地域づくり

理念 ・各主体の相互協力
・地域資源を経済的に活用
・地域主体が地域発展に活用
・公平性、持続性に配慮

・各主体の相互協力
・地域資源を経済的に活用
・地域主体が地域発展に活用
・公平性、持続性に配慮

ー ー

各主体の
役割

・市：人材育成、支援
・事業者：効率的エネルギー需給
・市民：知識習得と実践
・連携の推進

・市：人材育成、支援、普及啓発
・市民：知識習得と実践
・事業者：推進、市への協力

・再エネ事業者：効率的エネル
ギー需給、環境配慮、データ公表

ー ・市長：基本計画策定、協働支援

・市民：再エネ優先的利用、市へ
の協力

・事業者：再エネ活用事業、再エ
ネ優先的利用、市・他者へ協力

新たな権
利の設定

ー ー ー ・地域環境権の設定および行使

具体的支
援策

・学習の推進および普及啓発 ・市は計画や導入の進捗を公表
・連携の推進

・屋根等使用期間は25年以内
・毎年使用料を納付（減免あり）
・権利譲渡の禁止
・修繕や災害時の返還

・事業への指導、助言
・ファイナンスへの信用力付与
・基金からの貸し付け
・公共施設利用の本来目的化

基金設置 ー ー ー ・4000万円
・事前調査用に無利子貸付け
・再エネ導入支援審査会が判断



○湖南市地域自然エネルギー基本条例 

平成 24 年 9 月 21 日 

条例第 19 号 

前文 

東日本大震災とこれに伴う世界に類をみない大きな原子力発電所事故は、わが

国のまちづくりやエネルギー政策に大きな転換を余儀なくしました。これから

のエネルギー政策について新たな方向性の確立と取り組みが求められています。 

湖南市では、全国に先駆けて市民共同発電所が稼動するなど、市民が地域に存

在する自然エネルギーを共同で利用する先進的な取り組みが展開されてきまし

た。 

自分の周りに存在する自然エネルギーに気づき、地域が主体となった自然エネ

ルギーを活用した取り組みを継続的に進めていくことが大切です。 

わたしたちは、先達が守り育ててきた環境や自然エネルギー資源を活かし、そ

の活用に関する基本理念を明らかにするため、ここに湖南市地域自然エネルギ

ー基本条例を制定します。 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地域における自然エネルギーの活用について、市、事業

者及び市民の役割を明らかにするとともに、地域固有の資源であるとの認識の

もと、地域経済の活性化につながる取り組みを推進し、もって地域が主体とな

った地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において「自然エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 太陽光を利用して得られる電気 

(2) 太陽熱 

(3) 太陽熱を利用して得られる電気 

(4) 風力を利用して得られる電気 

(5) 水力発電設備を利用して得られる電気(出力が 1,000 キロワット以下であ

るものに限る。) 

(6) バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成 9

年政令第 208 号)第 1 条第 2 号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得ら

れる燃料、熱又は電気 

(基本理念) 

第 3 条 地域に存在する自然エネルギーの活用に関する基本理念は次のとおり

とする。 

(1) 市、事業者及び市民は、相互に協力して、自然エネルギーの積極的な活用

に努めるものとする。 



(2) 地域に存在する自然エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に配慮

しつつその活用を図るものとする。 

(3) 地域に存在する自然エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発展に

資するように活用するものとする。 

(4) 地域に存在する自然エネルギーの活用にあたっては、地域ごとの自然条件

に合わせた持続性のある活用法に努め、地域内での公平性及び他者への影響に

十分配慮するものとする。 

(市の役割) 

第 4 条 市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の理念に沿って積極

的に人材を育成し、事業者や市民への支援等の必要な措置を講ずるものとする。 

(事業者の役割) 

第 5 条 事業者は、自然エネルギーの活用に関し、第 3 条の理念に沿って効率

的なエネルギー需給に努めるものとする。 

(市民の役割) 

第 6 条 市民は、自然エネルギーについての知識の習得と実践に努めるものと

する。 

2 市民は、その日常生活において、自然エネルギーの活用に努めるものとする。 

(連携の推進等) 

第 7 条 市は、自然エネルギーの活用に関しては、国、地方公共団体、大学、

研究機関、市民、事業者及び民間非営利活動法人その他の関係機関と連携を図

るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。 

(学習の推進及び普及啓発) 

第 8 条 市は、自然エネルギーの活用について、市民及び事業者の理解を深め

るため、自然エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置

を講ずるものとする。 

(その他) 

第 9 条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例 

平成24年12月20日 

条例第55号 

前文 

東日本大震災とこれを起因とする福島第一原子力発電所における事故に

より、エネルギーの在り方について日本社会全体に大きな枠組みの転換が求

められることになりました。  

エネルギーは、私たちの生活や経済活動のために必要不可欠なものです。世界

的な人口増加や発展途上国の経済発展等を考えると、現代文明の枠組みのままで

は、今後、更に大量のエネルギー資源が必要になることは間違いありません。し

かしながら、現在の主要エネルギーである化石燃料には限りがあり、それを大量

に使用することは気候変動を進ませることになります。一方、原子力発電につい

ていえば、それがはらむ巨大なリスクが明るみに出た今日、これまでの政策を続

けることは不可能に近いと言わざるを得ません。  

そこで、まず私たちは、市民一人ひとりが省エネルギーに努め、その使わない

エネルギーを積み上げていく市民節電所プロジェクトに取り組んできました。こ

うした省エネルギーのまちづくりの推進と併せ、太陽光、水力、バイオマス等の

地域資源を利用した再生可能エネルギーを早期にかつ飛躍的に普及し、持続可能

で豊かな社会への転換を目指すため、ここに新城市省エネルギー及び再生可能エ

ネルギー推進条例を制定します。  

 

（目的） 

第１条 この条例は、省エネルギーのまちづくりの推進及び地域固有の資源であ

る再生可能エネルギーの活用に関し、市、市民、事業者及び再生可能エネルギ

ー事業者の役割を明らかにするとともに、再生可能エネルギー導入による地域

経済の活性化につながる取組を推進し、地域が主体となった地域社会の持続的

な発展に寄与することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによります。 

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する者をいいます。 

(2) 事業者 市内で事業を営む者をいいます。 

(3) 再生可能エネルギー事業者 市内で再生可能エネルギーの活用事業を営

む者又はこれから営もうとする者をいいます。 

(4) 省エネルギー エネルギーの使用の節約及び効率化を図ることをいいます。 

(5) 再生可能エネルギー 太陽光、水力、バイオマス等エネルギー供給事業者

による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の

促進に関する法律施行令（平成２１年政令第２２２号）第４条に定めるもの

をいいます。 



（基本理念） 

第３条 地域に存在する再生可能エネルギーの活用に関する基本理念は、次のと

おりとします。 

(1) 市、市民、事業者及び再生可能エネルギー事業者は、相互に協力して、再

生可能エネルギーの積極的な活用に努めるものとします。 

(2) 地域に存在する再生可能エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に

配慮しつつ活用されるものとします。 

(3) 地域に存在する再生可能エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発

展に資するように活用されるものとします。 

(4) 地域に存在する再生可能エネルギーの活用に当たっては、地域ごとの自然

条件に合わせた持続性のある活用法に努め、地域内での公平性及び他者への

影響に十分配慮するものとします。 

（市の役割） 

第４条 市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の基本理念に沿って積

極的に人材を育成するとともに、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可

能エネルギーの活用に向けた支援等の必要な措置を講ずるものとします。 

２ 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギーの活用につ

いて、市民及び事業者の理解を深めるため、省エネルギー及び再生可能エネル

ギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとし

ます。 

３ 市は、公共施設等における省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの積

極的な活用に努めるものとします。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの活用についての

知識の習得と実践に努めるものとします。 

 （事業者の役割） 

第６条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、省エネルギーの推進及び再生

可能エネルギーの活用に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものと

します。 

（再生可能エネルギー事業者の役割） 

第７条 再生可能エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの活用に関し、第３

条の基本理念に沿って効率的なエネルギー供給に努めるものとします。 

２ 再生可能エネルギー事業者は、地域の土地が有する資源及び環境の役割が将

来にわたり果たされることに配慮しつつ、その活用に努めるものとします。 

３ 再生可能エネルギー事業者は、施設における発電状況等のデータについて、

ホームページ等で公表に努めるものとします。 

（再生可能エネルギー導入状況等の公表） 

第８条 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギー活用施

設の普及に向けて、数値目標を明示した計画を策定するものとします。 

２ 市は、計画の進捗状況について、毎年市民に公表するものとします。 



（連携の推進等） 

第９条 市は、省エネルギーのまちづくりの推進及び再生可能エネルギーの活用

に関し、市民、事業者、再生可能エネルギー事業者、大学、研究機関等と連携

を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとします。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めます。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行します。 



   熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例 

平成２５年６月２４日 

条例第３６号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、本市の公共施設の屋根、屋上その他の場所（以下「屋根等」と

いう。）に太陽光を電気に変換する設備（以下｢太陽光発電設備｣という。）及び当該

太陽光発電設備と電気事業者（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第２条第１項

の電気事業者（同項の特定規模電気事業者を除く。）をいう。）の事業の用に供する

変電用、送電用又は配電用の電気工作物（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

第２条第１項第１６号に規定する電気工作物をいう。）とを電気的に接続する目的で

設置する物件（以下「附属物件」という。）を設置する場合における地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定による屋根等の目的外使用に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （使用の許可） 

第２条 太陽光発電設備及び附属物件（以下「太陽光発電設備等」という。）を設置す

るための屋根等の使用の許可（以下「屋根等使用許可」という。）は、法第６条第１

項の認定を受けた者に対してのみ、することができる。 

２ 屋根等使用許可をするに当たっては、使用の目的、範囲及び期間、使用料その他

当該公共施設の管理上必要な使用条件を付することができる。 

 （屋根等使用許可の対象となる公共施設） 

第３条 屋根等使用許可の対象となる公共施設は、その規模、構造、用途、使用の状

況等を勘案して市長（当該公共施設が地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２３条第２号に規定する教育財産である場合にあって

は、教育委員会）が指定するものに限る。 

 （使用期間） 

第４条 屋根等使用許可の期間（以下「使用期間」という。）は、２５年以内とする。 

 （使用料） 

第５条 屋根等使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用料を納付しな

ければならない。 



２ 使用料の額は、１年につき当該屋根等のうち太陽光発電設備のために使用する部

分の水平投影面積に認定単価（使用者が１平方メートル当たりの使用の対価として

提示した額であって、市長が認めたものをいう。）を乗じて得た額と、附属物件のた

めに使用する場所について熊本市行政財産使用条例（昭和３９年条例第１７号）第

５条第２項の規定の例により算定した額との合計額とする。ただし、当該年度の使

用期間が１年に満たない場合の使用料の額は、当該合計額を当該年度の日数で除し

て得た額に当該年度の使用期間の日数を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定により使用者が提示する額は、調達価格（法第３条第１項に規定する

調達価格をいう。）を勘案して規則で定める額以上でなければならない。 

 （使用料の納付） 

第６条 使用者は、各年度分の使用料を、毎年度、市長が指定する期限までに一括し

て納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、分

割して納付することができる。 

２ 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。 

 (1) 本市が屋根等使用許可に係る公共施設の点検、修繕等の作業を行うため、太陽

光発電設備を用いた発電又は当該発電により生じた電気の送電ができないとき。 

(2) 屋根等使用許可に係る公共施設に災害その他不可抗力による損壊等が発生し

たことを原因として、太陽光発電設備を用いた発電又は当該発電により生じた電

気の送電ができないとき。 

 （使用料の減免） 

第７条 市長は、公益上その他の理由により特に必要と認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第８条 使用者は、その使用することのできる地位を他の者に譲渡し、又は転貸して

はならない。 

２ 使用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併

後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により屋根等使用

許可に係る権利及び当該許可に係る太陽光発電設備等を承継した法人は、使用者が

有していた当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継



した者は、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 

 （目的外の使用の禁止） 

第９条 使用者は、屋根等を太陽光発電設備等の設置以外の目的に使用してはならな

い。 

 （使用に関する指示等） 

第１０条 公共施設の維持管理のため必要があるときは、使用者に対し、屋根等の使

用の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は屋根等の使用に関し必要な

指示をすることができる。 

 （使用の不許可） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

(1) 屋根等を使用しようとする者が熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４

号）第２条第１号から第３号までに規定するものであるとき。 

(2) 当該使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の

利益になると認めるとき。 

（屋根等使用許可の取消し等） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、屋根等使用許可の取消し又は使用

の制限若しくは変更をすることができる。 

 (1) 使用者が法第６条第６項の規定により認定を取り消されたとき。 

(2) 公共施設又はその設備を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

(4) 前条各号のいずれかに該当しているとき。 

(5) 法令に違反する行為をしたとき。 

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(7) 第２条第２項の規定に基づく使用条件に違反したとき。 

(8) 使用料を市長が指定する期限までに納付しないとき。 

(9) 第１０条に規定する指示等に従わないとき。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、公共施設の管理上支障があるとき。 

（屋根等使用許可の変更） 

第１３条 使用者は、屋根等使用許可に係る事項の変更をしようとするときは、規則

で定めるところにより、変更の許可を受け、又は届出をしなければならない。 



 （使用の中止） 

第１４条 使用者は、使用期間内において使用を中止しようとするときは、あらかじ

め、その旨を届け出なければならない。 

 （災害時等における公共施設への電力供給） 

第１５条 本市は、災害、電力供給のひっ迫等により公共施設への電力供給が停止し

た場合においては、当該公共施設に設置した太陽光発電設備により発電した電気を

当該公共施設で使用することができる。 

 （設備の設置及び維持管理の義務） 

第１６条 使用者は、太陽光発電設備等がその機能を十分に発揮し、及びその通常有

すべき安全性を確保するため、当該太陽光発電設備等の適切な設置及び必要な維持

管理を行わなければならない。 

 （原状回復義務） 

第１７条 使用者は、使用期間が満了したとき、使用を中止したとき又は屋根等使用

許可が取り消されたときは、直ちに屋根等を原状に回復して返還しなければならな

い。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。 

 （損害賠償） 

第１８条 使用者は、屋根等の使用に当たって公共施設又はその設備を毀損し、又は

滅失したときは、速やかに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償し

なければならない。 

２ 使用者は、太陽光発電設備等の設置又は管理に関する瑕疵により、本市又は公共

施設の利用者等に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。 

３ 本市は、第１２条の規定に基づく屋根等使用許可の取消し又は使用の制限若しく

は変更によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。 

 （過料） 

第１９条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、

５万円とする。）以下の過料に処する。 

 （委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 



   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例をここに公布する。 

 

平成25年３月25日 

 

飯田市長 牧 野 光 朗 
 

飯田市条例第16号 

 

飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する

条例 
 

（目的） 

第１条 この条例は、飯田市自治基本条例（平成18年飯田市条例第40号）の理念の下に様々な者

が協働して、飯田市民が主体となって飯田市の区域に存する自然資源を環境共生的な方法によ

り再生可能エネルギーとして利用し、持続可能な地域づくりを進めることを飯田市民の権利と

すること及びこの権利を保障するために必要となる市の政策を定めることにより、飯田市にお

けるエネルギーの自立性及び持続可能性の向上並びに地域でのエネルギー利用に伴って排出さ

れる温室効果ガスの削減を促進し、もって、持続可能な地域づくりに資することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。 

 (1) 協働 飯田市自治基本条例第３条第８号に規定するものをいう。 

(2) 飯田市民 飯田市の区域に住所を有する個人をいう。 

(3) 再生可能エネルギー 次のアからカまでに掲げるものをいう。 

ア 太陽光を利用して得られる電気 

イ 太陽光を利用して得られる熱 

ウ 風力を利用して得られる電気 

エ 河川の流水を利用して得られる電気 

オ バイオマス（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令（平成９年政令第

208号）第１条第１号に規定するバイオマスをいう。）を利用して得られる燃料、熱又は

電気 

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、市長が特に認めたもの 

(4) 再生可能エネルギー資源 再生可能エネルギーを得るために用いる自然資源であって、飯

田市の区域に存するものをいう。 

 （地域環境権） 

第３条 飯田市民は、自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギ

ー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する

権利（以下「地域環境権」という。）を有する。 

 （地域環境権の行使） 

第４条 地域環境権は、次に掲げる条件を備えることにより行使することができる。 

(1) 自然環境及び他の飯田市民が有する地域環境権と調和し、これらを次世代へと受け継ぐこ

とが可能な方法により行使されること。 

(2) 公共の利益の増進に資するように行使されること。 

(3) 再生可能エネルギー資源が存する地域における次のア又はイのいずれかの団体（以下「地



域団体」という。）による意思決定を通じて行使されること。 

ア 地縁による団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項に規定するも

のをいう。） 

イ 前アのほか、再生可能エネルギー資源が存する地域に居住する飯田市民が構成する団体

で、次に掲げる要件を満たすもの 

   (ｱ) 団体を代表する機関を備えること。 

   (ｲ) 団体の議事を多数決等の民主的手法により決すること。 

   (ｳ) 構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。 

   (ｴ) 規約その他団体の組織及び活動を定める根本規則を有すること。 

 （市長の責務） 

第５条 市長は、飯田市民の地域環境権を保障するために、次に掲げることを実施する責務を有

する。 

 (1) 飯田市民が地域環境権を行使するために必要な基本計画を策定すること。 

(2) 前号に規定する基本計画に基づき、再生可能エネルギーを活用した持続可能な地域づくり

において主導的な役割を担い、飯田市民の地域環境権の行使を協働により支援すること。 

（市民の役割） 

第６条 飯田市民は、地域環境権を行使するに当たっては、他の飯田市民の地域環境権を尊重し、

次に掲げる事項について、主体的に努めるものとする。 

(1) エネルギーを利用するに当たっては、再生可能エネルギー資源から生み出された再生可能

エネルギーを優先して利用すること。 

(2) この条例の規定に基づいて行われる市の施策に協力すること。 

 （事業者の役割） 

第７条 飯田市の区域で活動する事業者は、飯田市民の地域環境権を尊重し、次に掲げる事項に

努めるものとする。 

(1) 発電に関する事業を行う場合は、再生可能エネルギー資源を用いた再生可能エネルギーを

活用する事業（以下「再生可能エネルギー活用事業」という。）として行うこと。 

(2) エネルギーを利用するに当たっては、再生可能エネルギー資源から生み出された再生可能

エネルギーを優先して利用すること。 

(3) この条例の規定に基づいて行われる市の施策及び他者が行う再生可能エネルギー活用事業

に協力すること。 

 （支援する事業） 

第８条 市長は、第５条第２号の規定により、次に掲げる事業の実施を支援する。 

(1) 第４条第３号に規定する地域団体の意思決定（以下次号において「団体の決定」とい

う。）を経て、当該決定に従って地域団体が自ら行う再生可能エネルギー活用事業 

(2) 団体の決定を経て、当該決定に従って地域団体及び公共的団体等が協力して行う再生可能

エネルギー活用事業 

 （支援のための申出等） 

第９条 前条に規定する支援を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者が市長に申し出なければならない。この場合において当該申出を行

う者（以下「申出者」という。）は、実施しようとする再生可能エネルギー活用事業の内容を

明らかにした書面によりこれを行わなければならない。 

(1) 前条第１号に規定する事業 地域団体 

(2) 前条第２号に規定する事業 地域団体及びこれに協力する公共的団体等 



２ 市長は、前項の申出者に対し、次に掲げる事項を基準として指導、助言等を行う。 

(1) 再生可能エネルギー活用事業を行う者が備えるべき人的条件 

(2) 地域住民への公益的な利益還元その他再生可能エネルギー活用事業が備えるべき公共性 

(3) 実施しようとする再生可能エネルギー活用事業に充てられるべき自己資金の割合 

 (4) 再生可能エネルギー活用事業を運営するに当たり、申出者が担うべき役割及び責任の内容 

 (5) 前条第２号に規定する事業にあっては、協力する相手方である公共的団体等が備えるべき

公共性 

 (6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項 

 （市長による支援） 

第10条 市長は、前条第２項に掲げる基準に照らして適当と認めた事業を、協働による公共サー

ビス（公共サービス基本法（平成21年法律第40号）第２条第２号に規定するもの又はこれに準

じるものをいう。）と決定し、当該決定した事業（以下「地域公共再生可能エネルギー活用事

業」という。）を実施しようとするもの（以下「実施者」という。）に対し、必要に応じ、次

に掲げる支援を行う。 

(1) 継続性及び安定性のある実施計画の策定並びにその運営のために必要となる助言 

(2) 金融機関及び投資家による投融資資金が地域公共再生可能エネルギー活用事業に安定的に

投融資されることを促し、初期費用を調達しやすい環境を整えるための信用力の付与に資す

る事項 

(3) 補助金の交付又は資金の貸付け 

(4) 市有財産を用いて地域公共再生可能エネルギー活用事業を行おうとする場合においては、

当該市有財産に係る利用権原の付与 

２ 市長は、実施者と飯田市との役割分担及び各自の責任の所在を、書面をもって定める。 

３ 市長は、地域公共再生可能エネルギー活用事業が現に行われている期間においては、実施者

に対し、当該事業が継続性及び安定性をもって運営されるために必要な指導、助言等をするこ

とができる。 

 （実施者の公募） 

第11条 第９条第１項の規定にかかわらず、市長は、地域公共再生可能エネルギー活用事業の実

施者を公募し、当該公募に応じたものについて前条の規定を適用することができる。この場合

において、前条第１項中「前条第２項に掲げる基準に照らして」とあるのは、「必要と認めた

ときは、再生可能エネルギー活用事業を行う者を公募し、」と読み替えて適用する。 

 （飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会） 

第12条 第９条第２項及び第10条第３項に規定する指導、助言等並びに第10条第１項に規定する

支援（以下次項において「支援等」と総称する。）を専門的知見に基づいて行うため、飯田市

に、飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、市長が支援等を適切に行うために必要な事項について、市長の諮問に応じて専門

的知見に基づく審査等を行い、市長に答申する。 

３ 市長は、前項の規定による審査会の答申があった場合は、その内容を尊重して支援等を行わ

なければならない。 

 （審査会の組織） 

第13条 審査会は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する者（以下「委員」という。）

15人以内で組織する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が事故その他の理由によりその任務を遂行できなくなったときは、市長は、補欠委員を



任命するものとする。この場合において、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第14条 審査会に会長を置き、委員の互選をもってこれを定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、審査会を招集し、審査会の会議において議長となる。 

 （臨時委員） 

第15条 会長は、第12条第２項に規定する審査会の事務を行うに当たって必要と認める場合は、

市長に対し、前条に定めるもののほか、20人を超えない範囲において臨時に特定の事項につい

て審査等を行うための委員を任命するよう申し出ることができる。この場合において、市長が

適当と認めたときは、市長は、当該申出のあった数以下の委員を任命するものとする。 

２ 前項の規定により任命された委員の任期は、当該審査等を行うべき事項に応じ市長が定める。 

 （守秘義務） 

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （助言） 

第17条 審査会は、必要と認めたときは、既に行われている地域公共再生可能エネルギー活用事

業の実施状況を調査し、当該事業の実施者に対して必要な助言をすることができる。 

 （答申内容の公告） 

第18条 市長は、審査会から第９条第２項第２号、同項第５号及び第10条第１項第１号に関する

答申を受けた場合は、その内容を公告する。 

（飯田市再生可能エネルギー推進基金） 

第19条 第10条第１項第３号の規定による、地域公共再生可能エネルギー活用事業に対する貸付

金の財源に充てるため、飯田市再生可能エネルギー推進基金（以下「基金」という。）を設置

する。 

２ 基金の総額は4,000万円とする。 

（基金への繰入れ） 

第20条 市長は、使途を限定した寄附があった場合は、予算の定めるところにより基金に繰り入

れる。 

２ 前項の規定により繰入れが行われたときは、前条第２項の規定にかかわらず、基金の総額は、

当該繰入れ前の基金の総額に当該繰入れが行われた額を加えた額とする。 

 （資金の貸付け） 

第21条 市長は、実施者に対し、基金を財源として、資金の貸付けを行う。 

２ 前項の規定により貸し付けられる資金（以下「貸付金」という。）は、地域公共再生可能エ

ネルギー活用事業に係る建設工事を発注するための調査に直接必要な経費にのみ充てることが

できる。 

３ 貸付金の貸付けは、一の実施者につき１回とする。 

４ 貸付金の貸付額は、一の実施者につき1,000万円を限度とする。ただし、基金に属する現金

の額が1,000万円を下回る場合にあっては、当該基金に属する現金の額を貸付額の限度とする。 

 （償還） 

第22条 貸付金は無利子とし、貸付金の貸付けを受けた日が属する年度の翌々年度から、年賦で

均等に償還するものとする。 

２ 前項の規定による償還の期間は、償還を開始した年度から起算して10年以内とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、考慮すべき事情があると市長が認めた場合は、償還方法を月賦

又は半年賦とし、又は償還年限を短縮し、若しくは延長することができる。 

 （貸付けの決定の取消し） 



第23条 貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、

貸付金の貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の返還を求める。ただし、やむ

を得ない事情があるものと認めた場合にあっては、この限りでない。 

(1) 実施者において地域公共再生可能エネルギー活用事業の実施が不可能となり、又は当該実

施が困難である明白な事由が発生したとき。 

(2) 第21条第２項の規定に反したとき。 

(3) 実施者が解散し、又は不在となる見込みとなったとき。 

２ 前条の規定にかかわらず、前項の規定により貸付金の返還を求める場合にあっては、貸付金

の貸付けを受けた者は、期限の利益を喪失する。 

（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定め

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正） 

２ 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例（昭和37年飯田市条例第10号）の一部

を次のように改正する。 

     「 

別表中 飯田市環境審議会の委員 を 

                               」 

「 

飯田市環境審議会の委員 

飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会の委員 
 に改める。 

                          」 
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