
                  平成 26年（2014年）2月 10日 

                           宝塚市役所 特別会議室 

 

宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 第３回議事次第 

 

開会（13時 30分予定） 

 

１ あいさつ（宝塚市環境部長 森 増夫） 

 

２ 前回（第２回審議会）の振り返り（事務局）--- 別紙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（1/19）報告（ＨＰ及びアンケート結果）  

（中川委員、澤委員、黒田委員及びＩＳＥＰ）--- 別紙Ｐ６～Ｐ７、Ｐ８～Ｐ１４ 

  1/27長浜市様 宝塚すみれ発電所視察対応参加報告（大門委員） 

 

４ 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 

  （事務局）    --- 別紙Ｐ１５～Ｐ１８（条例案）、Ｐ１９～Ｐ２２（逐条解説） 

 

５ 条例に関する中間答申及び今後の予定について（事務局） 

 

 ～休憩（10～15分）～ 

 

６ 仮称「宝塚エネルギー２０５０ビジョン」案について 別紙Ｐ２３～Ｐ４８ 

① 再生可能エネルギー目標値について ---Ｐ23～Ｐ24 

『1.目標値の考え方』『2.長期目標値』 

② 中間目標について         ---Ｐ25～Ｐ29 

『3.中間目標（案）』 

2020年 20の中間目標・2030年 30の中間目標 ---Ｐ30 

③ 再生可能エネルギー目標値についての追加資料（修正版）について---Ｐ31～Ｐ34 

 

④ 再生可能エネルギー推進のための政策・事業の進め方・事業支援策について 

                                  ---Ｐ35～Ｐ47 

『1.推進支援策パッケージの整理』 『5.公共施設向けパッケージ』 

『2.住宅向けパッケージ』     『6.地域再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業向けパッケージ』 

『3.業務・産業向けパッケージ』   『7.人作り・場作り向けパッケージ』 

『4.交通向けパッケージ』         『8.推進支援策の整理』 

⑤ （仮称）宝塚エネルギー２０５０ビジョン 概要（イメージ図）について 

                                                                  ---P48 

７ その他（15 分） 

・ 次回 審議会日程調整   3/7午後 

・ 次回 懇談会日程（予定） 3/9（日）14時～ 西公民館 

・ 自由討議 

 

 散会（謝辞 宝塚市環境部長 森 増夫） 



会
議
名

丸山　康司氏、藤本　真里氏（議事次第の３番より出席）、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

第２回　再生可能エネルギー推進審議会

平成２５年（２０１３年）１２月２６日（木）
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

３３３３　　　　前回前回前回前回（（（（第第第第１１１１回審議会回審議会回審議会回審議会））））のののの振振振振りりりり返返返返りりりり

日
時

内　容（概要）

出
席
者 担当
事務局

委員

条例をはじめとして多くの議題の議論をお願いすることとなる。長時間にわたりよろしくお願いしますなどとの挨拶が行
われた。

委員委員委員委員のののの意見意見意見意見・・・・提案等提案等提案等提案等のののの一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋 委員委員委員委員のののの意見意見意見意見をををを受受受受けてのけてのけてのけての担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP・・・・市市市市））））説明説明説明説明・・・・対応対応対応対応

前回の振り返りについては事前に送付した議事録の概要を参照してもらいたいこと、前回の審議会において委員より条
例の制定は必要であるとの総意をいただき、議論のたたき台用に条例原案を作成し提示していることを説明した。

懇談会の参加者は固定されているか、それと
も少しは入れ替わりがあるものか。

懇談会のアンケート（資料11ページ）によると大半の参加者
は一度参加したことがある。
市としては幅広い層に参加してもらいたく、広報誌でもペー
ジを多めにとって、案内をしている。

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)所長及びスタッフ

　　　　担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））

２２２２　　　　委員交代委員交代委員交代委員交代についてについてについてについて

事務局より、委員の酒井眞氏から辞任の申し出があったこと、その解職に伴い「事業者を代表する者」として池田泉州
銀行岡田知也氏を新委員に委嘱したことを報告した。岡田氏からは、「自身が太陽光発電に関する融資商品を手掛け
ていたこともあって今回この場に参加させていただくことになりました。宜しくお願いします。」などの挨拶があった。

　　　　担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（市市市市））））

（（（（会議会議会議会議のののの成立確認及成立確認及成立確認及成立確認及びびびび傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人（（（（１１１１名名名名））））入場入場入場入場））））

目標値の根拠や政策スキームについて文言をわかりやすくしたこと、再生可能エネルギー促進の導入方針については
具体的方策の部分を「事業の進め方」などという形で組み直したこと、中間目標については優先順位をつけたことなど、
前回委員から受けた指摘に従って資料を再作成したことを説明した。

プロジェクト検討相談会は「具体的なプロ
ジェクト案を持っている人による相談会なの
か、ただ意見を出し合うための相談会なの
か」が、配られたレジュメを見ただけではわ
かりにくかった。「～（傍聴可）」と書いて
あったが、どういう意味なのかと思ってし
まった。

　最初の段階では具体的なアイデアが無くてもその場にいて
アイデアがどのように出てくるのかというプロセスを「みん
なで」シェアすることに意味があると思う。ただ、その場の
組み方については悩ましく、分かりにくい形になってしまっ
たので、もう少し分かりやすい形にしたい。
　関心のある方はぜひ参加していただきたいので、「プロ
ジェクトが無い方も大丈夫ですよ」という意味で「（傍聴
可）」としている。逆にそこで色々な意見をいただいた方が
取り組みも良くなると思う。

１１１１　　　　開会開会開会開会（（（（環境部長環境部長環境部長環境部長よりよりよりより））））

４４４４　　　　再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをみんなでをみんなでをみんなでをみんなで考考考考えるえるえるえる懇談会懇談会懇談会懇談会（（（（11111111////17171717実施分実施分実施分実施分））））報告報告報告報告

　　　　担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））

11月17日（日）に開催した再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会につき、以下のようなことなどを報告した。
「懇談会では、前半に映画『シェーナウの想い～自然エネルギー社会を子どもたちに』の上映会を実施し、後半はプロ
ジェクト検討相談会という形で、再生可能エネルギープロジェクトの企画立案と相談を行った。相談会で出てきた『マン
ションの屋上で太陽光発電ができないか』という意見などはやり方次第で可能性があり、懇談会で上がってきている意
見をどうやってサポートしていくかということも考えていきたい。」

　　　　懇談会懇談会懇談会懇談会にににに参加参加参加参加したしたしたした委員委員委員委員からのからのからのからの報告報告報告報告

懇談会に参加した委員からは以下のような意見があった。
「プロジェクト検討相談会で参加したグループ（省エネがテーマ）では、ＥＳＣＯやＬＥＤからＣＣＦＬにすべきなど意見が多
すぎて、議論が深まらなかった。」
「シェーナウの想いは感激する内容であり、こういう取り組みができないかと思っているのだが、なかなかあの市民パ
ワーに続いていけるかというと疑問が浮かぶのが現状ではないかと思う。プロジェクト相談検討会では小水力の班に参
加したのだが、小水力が小さな落差でもできることがわかるなど、かなり有意義な時間だった。」



委員委員委員委員のののの意見意見意見意見をををを受受受受けてのけてのけてのけての担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP・・・・市市市市））））説明説明説明説明・・・・対応対応対応対応

コンセプト「みんなでつくろう宝塚エネル
ギー」が抽象的な表現であるため、続くサブ
メッセージも「もっとずっと元気に」など抽
象的な表現とするとぼやけてしまうので、サ
ブメッセージはもっと直接的な表現でもよい
のではないか。

昨年度の懇談会で意見として出てきたキーワード「次世代」
「参加」「協働」「再活性化」「持続可能性」「学び」「健
康」などを直接書き込むか柔らかい表現で書き込むのかとい
うところで、事務局案としてはキーワードの意味はちゃんと
含んだ上で柔らかい表現を用いることとしたことを報告し
た。

委員委員委員委員のののの意見意見意見意見・・・・提案等提案等提案等提案等のののの一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋

「宝塚で再生可能エネルギーを推進するためのコンセプト」に付するサブメッセージについて、原案を懇談会の参加者に
（アンケートの中で）示して、良いと思うものに投票してもらったことを報告した。投票結果は最上位が同票となったため
（資料１４ページ参照）、両者に共通するキーワードや審議会委員からの意見を反映して最終案を作成したことを報告し
た。

　　　　担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（市市市市））））

学生への呼びかけは行っているか。
場所は大学で行ったらどうか。

過去に大学にお願いしたことはある。懇談会を大学などの若
い世代がいるところでやってはどうかという提案は、今後の
検討課題としたい。

サブメッセージサブメッセージサブメッセージサブメッセージについてについてについてについて

「「「「サブメッセージサブメッセージサブメッセージサブメッセージについてについてについてについて」」」」まとめまとめまとめまとめ

会長が「懇談会の意見を踏まえて、事務局の最終案を採用させてもらってもよいか」と確認し、委員から異
論がなかったために、最終案「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」で確定することとなった。

５５５５　　　　来年度実施計画事業予定及来年度実施計画事業予定及来年度実施計画事業予定及来年度実施計画事業予定及びびびび今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて（（（（宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市））））

来年度実施計画事業予定来年度実施計画事業予定来年度実施計画事業予定来年度実施計画事業予定についてについてについてについて

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（市市市市））））

来年度の実施計画事業について以下のような説明を行った。
・現在、査定の段階であり、年明けには概ね原案が確定すること。
・採択された事業である市民発電所増設モデル事業は、公共施設や市有地でモデル的に市民発電所を公募す
る事業であること。
・その際に賃料の収入はとらず提案型とすること、再生可能エネルギー基金から助成を行うこと（初期費用
の負担減及び金融機関への与信力を高めるため）。
・もう一つの採択事業である固定資産税（償却資産）の減免措置と二つ合わせて政策パッケージとしての提
案が採択されており、予算案として３月の委員会などで審議、議決後、来年度予算（４月）が成立する流れ
となっていること。

今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（市市市市））））

今後のスケジュールについて以下の説明を行った。
・（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」について、１１月下旬の丸山会長等との
協議を経て、市内部の法制担当と協議を行い、原案を作成していること。
・来年２月に本年度３回目の審議会を実施し、そこで条例の原案を確定したいという意向であること。
・第３回目の審議会の後、中間答申という形で条例案を市が預かり、その案で１ヶ月間のパブリックコメン
トを行う予定であること。
・条例案は５月に市の法制審査会に諮った後で６月議会に提案する予定であること。
・３月上旬に第４回目の審議会を行い、審議会から市長への最終答申（エネルギービジョン等を含め）を受
けたいと考えていること。
・ビジョンについても、５月にパブリックコメント、６月議会か９月議会で審議を経たい意向であること。

６６６６　　　　仮称仮称仮称仮称「「「「宝塚市再生可能宝塚市再生可能宝塚市再生可能宝塚市再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの利用利用利用利用のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする基本条例基本条例基本条例基本条例」」」」案案案案についてについてについてについて

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（市市市市））））

条例案について骨子説明を行った。本市における再生可能エネルギー導入推進についての課題認識を共有し
た後、それぞれの課題を解消するために提案している各条文の説明を行い、最後に条例を制定することによ
る具体的な効果を説明した。（以下、「再生可能エネルギー」を「再エネ」、「省エネルギー」を「省エ
ネ」と略称表記する。）

委員委員委員委員のののの意見意見意見意見・・・・提案等提案等提案等提案等のののの一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋 委員委員委員委員のののの意見意見意見意見をををを受受受受けてのけてのけてのけての担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））説明説明説明説明・・・・対応対応対応対応

（条例原案については、最終案確定後に掲載予定。今回は添付を省略）

（タイトルについて）「再生可能エネル
ギー」の部分を「再生可能エネルギー及び省
エネルギー」と出来ないか。

今回は、省エネのことは全く無視はしないが再エネの利用に
特化した基本条例を想定している。なぜならば、省エネにつ
いても記載している環境基本条例がある中で、省エネについ
て同程度に記載した条例を立てると同じような条例が２本出
来てしまうからである。条例の棲み分けという考え方で、再
エネという文言を使っている。

その他に、条例文案に対する様々な意見が出され、一旦、事務局で整理した上で次回再提示することとし
た。

そのそのそのその他他他他のののの提案提案提案提案



造語である。
一般の人にはわからないと思うので、チラシ１枚つくる場合
などでは「消費者かつ生産者」など補足しないといけない。
「プロシューマー（生産者）」のところも、「プロシュー
マー（生産者＋消費者）」とする必要がある。

太陽熱利用の件数は減っているので現状延長ということにな
ると到底無理である。積極的な導入が進んだとしても、戸建
住宅だけでは難しいだろう。最近、集合住宅などの導入が増
えてきたが、積極的に取り組む必要がある。件数としては市
内の戸建てや集合住宅などかなりの割合がプラスエネルギー
住宅のようにエネルギーのあり方を転換して省エネを進めな
いと、難しいというのが実情である。

目標値について、熱利用は相当ハードルが高
いと感じるが、実現可能性はどうか。

プロシューマー化とは、何を持ってプロ
シューマーというのか。
「○○などの環境エネルギー文庫」といった
例示を入れるなど、具体的にする必要がある
と思う。

「自宅の屋根に太陽光発電を載せる」「携帯電話の充電器を
太陽光発電にする」などはプロシューマーと言える。「市民
共同発電所に出資している」などもプロシューマーとするか
は別にしても「宝塚エネルギー」の生産に貢献しており、
「宝塚エネルギー」に参加していると言える。

プロシューマーとは、プロデューサーとコン
シューマーの省略か。この書き方で一般の方
がわかるかだろうか。

交通部門の目標値「１００％の市民が～とす
る」部分で、交通機関とは具体的にどういう
イメージを持てばいいのか。

これは民間の公共交通機関のことであり、例えば全てのタク
シー会社の車両が自然エネルギー１００％の電気自動車タク
シーになるということは難しいかもしれないが、電話をかけ
て「私は自然エネルギー１００％のタクシーに乗りたい」と
リクエストすれば来るような状況だとか、バス全てが自然エ
ネルギー１００％にならなくとも路線の中に自然エネルギー
でつくった水素バスがあるなど、といったように交通機関の
中に自然エネルギー１００％の交通機関があって市民が気軽
に利用できる状況をつくっていくことが、目指す姿である。
ドイツのハンブルクにあるように１００％自然エネルギーの
充電ステーションなどを整備することなどの方法もある。

目標値案について、「市内の家庭部門の自給
率が電力利用の５０％」と書かれてもよくわ
からない。「今、○○％だから、目標を達成
するには△△世帯が～したらいい」といった
ことを示す必要がある。

例えば、「現状では、家庭部門の電力利用について再生可能
エネルギー自給率は１．５％であるので、目標値の５０％に
するには、毎年約４５０軒が導入する必要がある。」とする
という表現で良いか。
見せるときには、中間目標とセットで見せていくことが重要
かもしれない。

この施策をやっていく中ではタクシー事業者
等に対して定期的に報告を求めることになる
のか。

条例原案における市の責務に「進捗状況の公表」があるの
で、ある程度事業者への情報提供をお願いしている手前、民
間事業者に訊くことになる。

例えば金融機関であれば、太陽光発電に対す
る融資実績を今後求められたりするのかとイ
メージしていたが、もし条例で決まっている
としたらそれに則って提出する、ということ
にはなると思うが、現状、この書きぶりでい
くと情報が出しにくくなってしまうのかなと
思う。

努力義務なのでいずれにせよ事業者が従う義務なり罰則なり
があるわけではない。ただし、現状では例えば、事業者が
「忙しいから」という理由でも断ることができる。そうでは
なくて、（条例で努力義務規定を設けることによって）「顧
客情報を守る」「個人情報に触れるために公表することがで
きない」という、そこの理由づけが変わってくると思う。後
は、行政と事業者のやりとりで、「全体の概数でいいから出
してください」といった言い方になるかは個別の交渉になる
と思う。

再生可能エネルギー目標値の概要説明（追加資料に試算の前提を記載）及び中間目標（前回の「マイルス
トーン」より名称変更）についての説明を行った。

８８８８　　　　再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー目標値目標値目標値目標値についてについてについてについて

委員委員委員委員のののの意見意見意見意見・・・・提案等提案等提案等提案等のののの一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋 委員委員委員委員のののの意見意見意見意見をををを受受受受けてのけてのけてのけての担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））説明説明説明説明・・・・対応対応対応対応

７７７７　　　　コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト及及及及びびびび導入方針導入方針導入方針導入方針についてについてについてについて

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））

「再生可能エネルギー促進の導入方針」につき、前回の審議会で受けた意見を踏まえて以下の点について修
正を行ったことを報告した。
・「具体的方策」の中で、「ファイナンス」と記載していた部分を、より広い意味合いの「事業支援策」と
することにした。
・「ポテンシャル」を「資源量」にするなど、（緑字部分を）全体的にわかりやすい表現とした。
・「具体的方策」の「事業の進め方」の部分では協働を強調するために「市、住民、事業者の協働」とし
た。
・「具体的方策」の「事業支援策」の部分では、「屋根貸し」をイメージして「設置場所の候補」を追記し
た。

「「「「コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト及及及及びびびび導入方針導入方針導入方針導入方針についてについてについてについて」」」」まとめまとめまとめまとめ

全委員一致で事務局案を「再生可能エネルギー促進の導入方針」に位置付けることとなった。

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））



先日、宝塚市がガーデンフィールズ閉園に伴
い一部を購入するニュースがあったが、もと
もとある庭園を残した上で、その中に多目的
ハウスをつくろうという動きがある。私たち
はそこでエネルギーパークのような、例えば
再生可能エネルギー利用や防災に役立つよう
なことをやってくださいと提案しているのだ
が、そういったものを市のみなさんにも理解
していただいて進めていただけたらありがた
い。

（特に回答等なし）

ミニ公募債に出資した人は先ほどのプロ
シューマーの位置づけになるのか。

決め方次第によって、おそらくそうなる。

エネルギーパークの部分で「市民の目に触れ
る場所での普及啓発」があり、これが難易度
Ａとなっているということはかなり難しく、
時間もかかるものなのか。
「宝塚市が再生可能エネルギーに取り組んで
いるんだ」と市民に直接アピールできるよう
なもので、すぐできそうなものがあればいい
なと思う。

これは行政の立場から見た難易度ということになる。例え
ば、住宅展示場のように民間の事業者が主体となるというこ
とであればその事業者に働きかければ良いので、このランク
付けは誰がやっても難しいというものではない。
宝塚すみれ発電所第２号ではパネルの下にクローバーを植
え、周囲にもオタフクナンテン千本ほど植えて緑の発電所を
目指されている。こういったところは環境学習にも使える
し、市民も見に行けるエネルギーパークの役割を担っていた
だけそうである。市が直営でやるのは難易度が高いが、民間
主導の取り組みの中ではすでにできつつあることである。
「エネカフェ」というか、みんなが集って自発的に取り組む
ような仕掛けをつくることなどが考えられる。

固定資産税の減免を行うと、国からの地方交
付税が減ってしまうという話を聞いたことが
あるがどうなのか。

調べている範囲では、課税免除は減少してしまうが、減免の
場合は地方交付税算定への影響はないとわかっている。
住宅用全てへの減免はハードルが高いが、小規模な（５０ｋ
Ｗ未満）事業用の太陽光発電に関する固定資産税（償却資
産）は歳出の面から見ると一般財源への影響はなく、歳入の
面からも影響が少ないため、取り組みやすい。１０～５０ｋ
Ｗの事業用太陽光発電の固定資産（償却資産）税をあきらめ
るということについては、市内部のコンセンサスが取れてき
ている段階である。

（ア）の政策は市の取り組みであり、（ウ）
の事業支援策は民間事業者ないしは民間事業
者と連携した支援ということか。

（ウ）はもともとファイナンス支援策を考えていたので、民
間の活動を促進できるような金融機関との連携を記載してい
る。

太陽光発電は戸建て住宅の持ち主など一部の
人にしか関係ないといった風潮になりがちで
あり、市民発電所のように誰でも参加できる
という色がなかなか見えてこない部分があ
る。出資でも協力できるという部分を前面に
出してもらえるとやりやすい。

それは中間目標か具体的な施策、ビジョンの概要版に書き込
むことになるかもしれない。
中間目標の「全般的な再生可能エネルギーの拡大」の「～宝
塚エネルギーに参加し～」の部分には、「宝塚の地域再生可
能エネルギーに出資すること」なども含まれるので、こうい
うところを具体的に書くとわかりやすくなる。
中間目標の各項目ごとに具体的な解説「こういうことをやっ
ていく」といったものがあってもよい。

宝塚市の将来の風景を想像した時に、住宅や
公共施設に太陽光発電だけが設置されている
状況というのは、景観としてよいのかイメー
ジを抱くことが難しい。再生可能エネルギー
をすすめるまちとして、他にも違う設備が拠
点拠点にあってもよいかもしれない。

宝塚市には景観の条例があり、景観形成地区では景観形成方
針が定められているので、この中に再生可能エネルギーの要
素をどのように含んでいくのかということについて、形成基
準に一項目加えるなどして調整することになると思う。

９９９９　　　　政策政策政策政策スキームスキームスキームスキームについてについてについてについて

担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））

政策・スキーム・ファイナンスなどの支援策について説明した。
重点的に取り組むべき部分（一部条例に反映させている）を赤字で記していること、政策の「再生可能エネ
ルギー相談窓口」は来年度下半期に委託発注を想定して予算計上していることを説明した。

委員委員委員委員のののの意見意見意見意見・・・・提案等提案等提案等提案等のののの一部抜粋一部抜粋一部抜粋一部抜粋 委員委員委員委員のののの意見意見意見意見をををを受受受受けてのけてのけてのけての担当事務局担当事務局担当事務局担当事務局（（（（ISEPISEPISEPISEP））））説明説明説明説明・・・・対応対応対応対応

目標値や中間目標はビジョンに記載するの
か。条例案につけるのか。また、この内容は
パブリックコメントの対象になってくるの
か。
目標値や追加資料にあるような数字までビ
ジョンに出すのであれば、もっとシンプルで
わかりやすく書かないといけないと思う。例
えば「太陽光発電で宝塚市の５０％を賄うの
であれば太陽光パネルが甲子園球場何個分必
要である」かとか。

ビジョンの場合、パブリックコメントの対象になる。条例案
の場合は、どういった具体策を持っているかと聞かれた場合
にこの内容を答える形になると思う。



１０１０１０１０　　　　そのそのそのその他他他他

「国際会議を開催する」というのはどうか。 それは政策というより中間目標になってくる。

宝塚エネルギーに参加するというのは、例え
ば、宝塚すみれ発電に参画するということに
なるのか。

それは一つの手段である。色んな形の宝塚エネルギーへの参
画だとか、活用率の向上など、エネルギーに関する取り組み
に関わることである。

長時間にわたり議論いただいたことへの謝辞と、スケジュール的には条例が優先的に取り組まなければならない議題
であるので次回までに各方面とやりとりをして出来た原案を３回目の審議会で議論いただきたいという旨の挨拶があ
り、散会となった。

次回日程調整次回日程調整次回日程調整次回日程調整

散会散会散会散会（（（（謝辞謝辞謝辞謝辞　　　　環境部長環境部長環境部長環境部長））））

第３回再生可能エネルギー推進審議会は平成２６年（２０１４年）２月１０日（月）午後１時半から開催することとなった。



  

         

〒665-8665 

宝塚市東洋町1番１号 電話:0797-71-

1141(代表) 
 よくある質問     お問い合わせ  

検索について   

検索

  ホーム  >>  市の組織・業務案内  >>  新エネルギー推進課       

環境部  環境室 新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー推進課推進課推進課推進課        
 「「「「みんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろうみんなでつくろう    宝宝宝宝塚塚塚塚エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー」」」」事業第事業第事業第事業第4444弾弾弾弾    「「「「再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをみんなでをみんなでをみんなでをみんなで
考考考考えるえるえるえる懇談懇談懇談懇談会会会会((((第第第第3333回回回回))))」」」」をををを実実実実施施施施しましたしましたしましたしました

掲載担当部署

新エネルギー推進課 

※コミュニティパワー 
再生可能エネルギーの普及にあたり、地域の人々が主体的に進める「コミュニティパワー」
の概念が国内外の潮流として生まれつつあります。 
 コミュニティパワーとは以下の３原則のうち、２つ以上を満たすものです。 
 ①地域のオーナーシップ 
 ②地域が意思決定する 
 ③地域が便益を共有する 

   平成２６年（２０１４年）１月１９日（日）、西公民館で「みんなでつくろう 宝塚エネルギー」
事業第４弾、「再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会」を実施しました。講師は環境

エネルギー政策研究所（ＩＳＥＰ）所長の飯田哲也さんと、同研究所の古屋将太さんが務め、
ワークショップのサポート役は同研究所・吉岡剛さんでした。参加者は５５名でした。  

  
 冒頭、市から、第２回再生可能エネルギー推進審議会についての実施報告を行いまし
た。審議会では条例やビジョンの策定について審議されていること、そして３月には審議さ
れた条例案に対するパブリックコメントを募集する予定でいることを説明しました。 
 
 【第１部 講演「コミュニティパワー（ご当地電力）～到達点とこれから～」】 
 第１部では飯田哲也さんが講演を行いました。 
 講演の内容は、近年の自然エネルギー普及の潮流が「第４の革命」と呼ばれるほどの勢
いであるということや、コミュニティパワー（※）の要件を満たす事業を行うことの重要性と、
その実現のためには、業者が単独でエネルギー事業を行うのではなく、「みんなでエネル
ギーをやっていく」開かれた場（「場の公共性」）を維持し、続けていくことが大事である、な
どという内容でした。講演の後、参加者から国内外の状況についての質疑が出されまし
た。

 【第２部 再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会】 
 後半は、講師の古屋さんから、地域に再生可能エネルギー設備を導入するプロジェクトの
検討方法についての説明がありました。説明は、具体的な事例紹介、事業において基本と
なる事項（６Ｗ３Ｈ（※※））を整理することの重要性、そしてどういった経費がかかってくるの
かということについての例示などを通して、プロジェクトの進め方のイメージを参加者と共有
するものでした。 
 その後、前回の懇談会で検討した、市内のある地区における「集合住宅屋上への太陽光
パネル設置」について、古屋さんが問いかける形で会場の参加者に、実現への課題等を含
めて意見を求めました。様々な立場の方の発言により、プロジェクトのメリットやデメリット、
課題等について、認識の共有が図られました。吉岡さんからは、集合住宅が電力供給元を
ＰＰＳに切り替えて共用部の電気代を削減した例を紹介した上で、「『太陽光発電の導入に
よって、電気代や管理費などにそれぞれどれくらいのメリットがあるか』『管理組合、各住
人、屋根貸しなど誰が主体となるか』といったことを一つ一つ詰めながらで相談すればいい
と思います。」というコメントがありました。 
 最後に、古屋さんからは、「築年数などの具体的なデータの検討は当事者たちによるチー
ムをつくってやるべきですが、当事者があつまる場を『この場から発展させる形で』つくって
いこうというのが、私からの提案です。」という投げかけがあり、「今日出てきたようなプロジ
ェクトの種のようなものがいくつかあると思いますので、今後も引き続き相談しながら具体化
できればと思っています。」と締めくくりました。

お知らせ



 
※※再生可能エネルギー事業における６Ｗ３Ｈとは 

 

 

  

 WHY  なぜその事業に取り組むのか

 WHO  誰が（どの団体が）その事業の中心となって取り組むのか

 WHAT  どの種類の再生可能エネルギーを活用するのか

 WHERE  どこでその事業を行うのか

 WHOM  誰に（どの団体に）エネルギーを供給するのか

 WHEN  スケジュールはどのようにするのか

 HOW MANY  どの程度の規模の設備を導入するのか

 HOW MUCH  どれだけのコストをかけて事業を行うのか

 HOW TO  どのような手法・工法等で事業を行うのか

 【当日資料】 
 ・懇談会第２部資料（ＰＤＦ形式 ９０．６ＫＢ）

 【アンケート結果】 
 ・アンケートの集計結果（ＰＤＦ形式 １６２ＫＢ） 

 

 

 再生可能エネルギ

ー視察ツアー in 静岡

「みんなで行こう再エ

ネ先進都市」を実施し

ました 
 宝塚市再生可能エ

ネルギー基金の創設

及びご支援のお願い 
 考えよう!広めよう!新

エネルギー連続シリー

ズ(更新) 
 「みんなでつくろう 宝

塚エネルギー」事業第

4弾 「再生可能エネル

ギーをみんなで考える

懇談会(第3回)」を実施

しました 
 再生可能エネルギ

ー 啓発事業等につい

て 
 「みんなでつくろう 宝

塚エネルギー」事業第

3弾 「再生可能エネル

ギーをみんなで考える

懇談会(第2回)」を実施

しました 
 ワークショップ「ソー

ラーキットで電気を手

作り」を実施しました 
 「みんなでつくろう 宝

塚エネルギー」事業 第

1弾 講演会「先進地に

学ぶ再生可能エネル

ギー事業の普及」を実

施しました 
 山手台小学校増築

校舎の全量売電が開

始されました 
 飯田哲也さんと中川

市長の公開アドバイザ

リーを実施しました 
 再生可能エネルギ

ーの連続セミナー(第1

回)を実施しました 
 再生可能エネルギ

ーの連続セミナー(第2

回)を実施しました 
 再生可能エネルギ

ーの連続セミナー(第3

回)を実施しました 
 再生可能エネルギ

ーをみんなで考える懇

談会(第2回)を実施し

ました 
 再生可能エネルギ

ーをみんなで考える懇

談会(第1回)を実施し

ました 
 新エネルギー推進

課を設置しました 
 再生可能エネルギ

ー視察ツアー in 静岡

について 
 宝塚商工会議所 建

設・植木部会 再生可

能エネルギー講習会 
 産業振興連携協力

に関する協定(環境に

やさしいまちづくりの推

進に関する事項) 

申請書情報

 

現在、お届けする情報は

ございません。 

審議会情報
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再生可能エネルギー目標値について 
 

平成 26 年 2 月 10 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、

太陽熱温水利用を中心とし、小水力やバイオマス、地中熱利用などは今後の状況

を見て検討する。 
(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、「再生可能エネルギー自給率」とする。 
B) 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」とする。 

 
 

 
 



 
2. 長期目標値 
 

(ア) 目標値（目標年度：2050 年度） 
A) 市内の家庭における再生可能エネルギー自給率が電力利用の 50％、熱利用の

50％ 
B) 市内の家庭、業務、産業における再生可能エネルギー活用率が電力利用の

100％、熱利用の 100％ 
C) 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電気自動車タクシーなど） 
 
   

 
 

(イ) エネルギー以外の目標の設定 
A) 全ての市民がエネルギーの消費者であり生産者となる（プロシューマー化） 
B) 再生可能エネルギーを通じた災害に強いまちづくりを進める 
C) 再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化させる 

 
 



 
3. 中間目標（案） 
前回審議会でのご指摘を受け、各目標の具体的な内容や例を示しました。また長期目標と

の対応を考え、再分類を行いました。（赤字は今回追加分） 
 
１．家庭部

門 の 再 生

可 能 エ ネ

ル ギ ー 自

給率拡大 

○電気 
【2020 年まで】 
A-1）集合住宅で太陽光発電を導入 

→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。 
 

【2030 年まで】 
B-1）集合住宅で太陽光発電導入増大〔A-1 を拡充〕 
 
○電気・熱共通 
【2020 年まで】 
A-2）低エネルギーモデル住宅を導入 

→最大限の省エネルギーと再生可能エネルギー導入により、エネルギー

消費量が大幅に少ない住宅の導入を促進する。 
A-3）太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導入 20 件 

→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

する住宅の導入を促進する。 
A-4）5000 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温水器を設置する、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。 
 

【2030 年まで】 
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、消費量より

生産するエネルギーの方が多い住宅の導入を促進する。 
B-3）太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導入 30 件〔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 
【2020 年まで】 
A-5）集合住宅（又は福祉施設等）で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。〔A-13、A-14 と関連〕 
 

【2030 年まで】 
B-5）集合住宅（又は福祉施設等）で太陽熱利用機器を導入増大〔A-5 を拡充〕 
  〔B-19、B-20 と関連〕 

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 
【2020 年まで】 
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 1 万 kW 導入

する。（参考：4kW×440 件／年×6 年弱） 
 
【2030 年まで】 
B-6）市内での 5 万 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【新】 

→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 
【2020 年まで】 
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）公共施設で再生可能エネルギーを利用増大 

→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。 
A-11）5 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）公園で再生可能エネルギーを利用 

→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。 
 

【2030 年まで】 
B-9）3 万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温水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）3000 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に切替を行うとともに、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。 
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）公園で再生可能エネルギーを利用増大〔A-12 を拡充〕 
 



○熱利用 
【2020 年まで】 
A-13）市内での 500ｍ2 程度の太陽熱利用機器を導入 

→戸建・集合住宅等での太陽熱利用機器の導入を促進し、市内で 500m2
程度導入する。（参考：4m2×21 件／年×6 年程度） 

A-14）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。 
〔A-5、B-5 と関連〕 
 

【2030 年まで】 
B-18）市内での 1 万ｍ2 の太陽熱利用機器を導入〔A-13 を拡充〕 

→（参考：6m2×100 件／年×16 年程度） 
B-19）3 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 
【2020 年まで】 
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。 
 

【2030 年まで】 
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 作

り ・ 場 作

り・情報提

供・環境教

育 

【2020 年まで】 
A-16）5000 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促す。 
A-17）10 の NPO が再生可能エネルギー関連活動展開 

→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 が増加する。 
A-18）再生可能エネルギー相談窓口の開設及び相談累計実績 1000 件 

→2014 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・図書室に環境エネルギー文庫を設置 

→絵本「風の島へようこそ」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。 
 

【2030 年まで】 
B-22）3 万人の市民が宝塚エネルギーに参加〔A-16 を拡充〕 
B-23）30 の NPO が再生可能エネルギー関連活動展開〔A-17 を拡充〕 
B-24）再生可能エネルギー相談窓口の相談累計実績 5000 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推進 

→再エネ推進基本条例の啓発等により、本市の街並みにも配慮していく。 
B-27）すべての小学校での環境エネルギー教育プログラム整備 

→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 
【2030 年まで】 
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温水器の販

売・施工、住宅・まちづくり、環境教育などの雇用を増大させる。 
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市内経済効果を拡大させる。 
 



2020年の20の中間目標（案） 

    

電気 電気・熱共通 熱 

• 集合住宅で太陽光発電
を導入 

• 市内での1万kWの太陽光
発電を新規導入 

• 公共交通機関でのモデル的再生可能エネルギー導入 

• 低エネルギーモデル住宅を導入 
• 太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導
入20件 

• 5000人の市民がエネルギープロシュ
ーマー化 

• 集合住宅等で太陽熱利
用機器を導入 

• 10件の市民出資型再生可能エネルギ
ー事業 

• 10件の地元金融機関との連携プロジェ
クト 

• 市役所の100％再生可能エネルギー化 
• 公共施設で再生可能エネルギーを利
用増大 

• 5の避難所で再生可能エネルギーを利
用 

• 公園で再生可能エネルギーを利用 

• 市内での500ｍ2程度の太
陽熱利用機器を導入 

• 業務用建物で太陽熱利用
機器を導入 

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 電気・熱共通 熱 

• 5000人の市民が宝塚エネルギー
に参加 

• 10のNPOが再生可能エネルギー
関連活動展開 

• 再生可能エネルギー相談窓口の
相談累計実績1000件 

• すべての図書館・図書室に環境
エネルギー文庫を設置 

• 環境エネルギー教育のプログラ
ムを作成・試行 

人づくり・場づくり・情報提
供・環境教育 家庭部門の再生可能エネルギー自給率拡大 

交通部門 



2030年の30の中間目標（案） 

    

電気 電気・熱共通 熱 

• 集合住宅で太陽光発電
を導入増大〔拡〕 

• 市内での5万kWの太陽光
発電を新規導入〔拡〕 

• 産業分野での再生可能
エネルギー電気利用 

• 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 

• 公共交通機関の再生可能エネルギーによる運行増加 

• プラスエネルギー住宅を建設 
• 太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導
入30件〔拡〕 

• 3万人の市民がエネルギープロシュー
マー化〔拡〕 

• 集合住宅で太陽熱利用
機器を導入増大〔拡〕 

• 3万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 

• 50件程度の市民出資型再生可能エネ
ルギー事業〔拡〕 

• 50件程度の地元金融機関との連携プ
ロジェクト〔拡〕 

• 25件程度の市民出資型ー地元金融機
関連携事業 

• 3000人の市民が再生可能エネルギー
事業に出資 

• 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 

• すべての公共施設で再生可能エネル
ギーを利用〔拡〕 

• すべての避難所で再生可能エネルギ
ーを利用〔拡〕 

• 公園で再生可能エネルギーを利用増
大〔拡〕 

• 市内での1万ｍ2の太陽
熱利用機器を導入〔拡〕 

• 3の業務用建物で太陽熱
利用機器を導入〔拡〕 

• 産業分野での再生可能
エネルギー熱利用 

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 電気・熱共通 熱 

• 3万人の市民が宝塚エネルギー
に参加〔拡〕 

• 30のNPOが再生可能エネルギー
関連活動展開〔拡〕 

• 再生可能エネルギー相談窓口の
相談累計実績5000件〔拡〕 

• 再生可能エネルギーマップによる
情報集約と提供 

• 景観に配慮した再生可能エネル
ギーの推進 

• すべての小学校での環境エネル
ギー教育プログラム整備 

• 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 

人づくり・場づくり・情報提
供・環境教育 

雇用・経済効果 

家庭部門の再生可能エネルギー自給率拡大 

• 再生可能エネルギー関連雇用増
大 

• 再生可能エネルギー直接経済効
果拡大 

交通部門 



再生可能エネルギー目標値についての追加資料（修正版） 
 

平成 26 年 2 月 10 日 
 
●前回審議会資料からの修正点 
 
・前回の推計では家庭部門の電気分野の 2050 年推計需要が業務部門の電気分野となって

おり、過小となっていたため今回修正し、家庭部門の電気分野の導入目標を達成するため

の導入量は前回の 2 倍弱となった。 
・家庭部門の電気分野の需要の修正にともない、熱・燃料分野の需要も修正し、家庭部門

の熱・燃料分野の導入目標を達成するための導入量は前回の 65％程度となった。 
・主な修正部分は黄色のハイライトで示した。 
  



 
●家庭部門の電気分野 
 
1. 2009 年度時点での再生可能エネルギー自給率の推計値 

(ア)推計の前提 
 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽光発電のみを推計 
・2009年度の兵庫県での太陽光発電普及率 40.38kW／1000世帯1 
・2009年の宝塚市の世帯数 89,423世帯2 
・2009年度の宝塚市での推定太陽光発電導入量 3,611kW 
・3,611kWの太陽光発電からの推計発電量 3.6GWh／年＝13.0TJ／年 
・2009年時点では市外からの導入量はゼロと見なしたので、自給率＝活用率となる。 
 

(イ)推計結果 
 
○再生可能エネルギー自給率 
＝市内の年間再生可能エネルギー生産量／市内の年間エネルギー消費量×100 
＝13TJ／839TJ×100 
＝1.5％ 
 
 
2. 2050 年度時点での再生可能エネルギー自給率 50%達成のための試算 

(ア)試算の前提 
 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽光発電のみを推計 
・需要は2009年度から40％削減 979TJ 
・必要となる太陽光発電からの発電量 490TJ 
・必要となる太陽光発電導入量 135,990kW（2009年度推計の37.7倍） 
 
 

(イ)試算結果 
 
・1件あたりの導入量が3.82kWなら導入件数 35,600世帯（2009年度の世帯数の39.8％） 
・2010 年からの 40 年間での平均増加数 866 件／年 
→過去数年間の太陽光発電の導入実績は 250〜400 件程度であり、市としてさらに促進し

ていく必要がある 3。 
                                            
1 平成 21 年度新エネルギー等導入促進基礎調査「太陽光発電システム等の普及動向に関す

る調査」経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課 
2 宝塚市の人口動態 
3 参考として、PV2030＋での 2050 年の地域エネルギーマネジメントシステムへの太陽光

発電導入量目安は 2010年度の国内太陽電池出荷量 1.06GWの 10倍程度となり大幅増を目

指している。 



 
●家庭部門の熱・燃料分野 
 
1. 2009 年度時点での再生可能エネルギー自給率の推計値 

(ア)推計の前提 
 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽熱利用機器のみを推計 
・2012年度の近畿での太陽熱利用機器普及率 49.2件／1000戸（一戸建住宅数）4 
・2008年の宝塚市の一戸建住宅数 38,050戸5 
・2009年度の宝塚市での推定太陽熱利用機器導入量 1,872件×3m2＝5,616m2 
・445kWの太陽熱利用機器からの推計エネルギー生産量 11,289GJ／年＝11.3TJ／年 
・2009年時点では市外からの導入量はゼロと見なしたので、自給率＝活用率となる。 
 

(イ)推計結果 
 
○再生可能エネルギー自給率 
＝市内の年間再生可能エネルギー生産量／市内の年間エネルギー消費量×100 
＝11.3TJ／2537TJ×100 
＝0.44％ 
 
 
2. 2050 年度時点での再生可能エネルギー自給率 50%達成のための試算 

(ア)試算の前提 
 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽熱利用機器のみを推計 
・需要は2009年度から40％削減 1068TJ 
・必要となる太陽熱利用機器からのエネルギー生産量 534TJ 
・必要となる太陽熱利用機器 265,689m2（2009年度推計導入量の47.3倍） 
・1件あたりの導入量は6m2となると想定（半数以上は暖房にも使う） 
 

(イ)試算結果 
 
・1件あたりの導入量が6m2として導入件数 44,281戸（2008年一戸建住宅の116.4％） 
・2010 年からの 40 年間での平均増加数 967 件／年 
→より積極的な省エネルギーを進めるとともに、2008 年時点で 44,760 戸ある共同住宅に

も太陽熱利用機器の導入が必要となる。 
  

                                            
4 「ソーラーシステムデータブック 2013」ソーラーシステム振興協会 
5 「住宅・土地統計調査報告（平成 20 年）」 



（参考） 
 
●家庭・業務・産業部門の電気分野 
 
1. 2009 年度時点での再生可能エネルギー自給率の推計値 

(ア)推計の前提 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽光発電のみを推計 
 

(イ)推計結果 
 
○再生可能エネルギー自給率 
＝市内の年間再生可能エネルギー生産量／市内の年間エネルギー消費量×100 
＝13TJ／2864TJ×100 
＝0.45％ 
 
 
●家庭・業務・産業部門の熱・燃料分野 
 
1. 2009 年度時点での再生可能エネルギー自給率の推計値 

(ア)推計の前提 
・市内の年間再生可能エネルギー生産量は太陽熱利用機器のみを推計 
 

(イ)推計結果 
 
○再生可能エネルギー自給率 
＝市内の年間再生可能エネルギー生産量／市内の年間エネルギー消費量×100 
＝11.3TJ／3444TJ×100 
＝0.32％ 
 
 



再生可能エネルギー推進のための政策・事業の進め方・事業支援策について 
 

平成 26 年 2 月 10 日 
 
長期目標および中間目標に合わせ、対象毎に支援策パッケージを整理し、条例や新ビジョンな

どでの対応についても記載しました。 
 
1. 推進支援策パッケージの整理 

(ア) 住宅向けパッケージ 
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 

(イ) 業務・産業向けパッケージ 
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 
(ウ) 交通向けパッケージ 

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 
(エ) 公共施設向けパッケージ 

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 
(オ) 地域再生可能エネルギー事業向けパッケージ 

地域再生可能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 
(カ) 人づくり・場づくり向けパッケージ 

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 
 
また全般的支援策としては各種政策への反映やエネルギーデータの活用、他自治体との連携が

必要です。 
 



 
 
2. 住宅向けパッケージ 
 
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 
 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
 

(イ) 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【リーディング】 
 固定資産税などの優遇措置の検討 
 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（事業の進め方）

【リーディング】 
 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用（事業支援策） 
 集合住宅での導入には市民出資を活用した事業を促進（事業支援策） 
 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（事業支援策） 
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（事業の進め方） 
 
将来的には、一定以上の新築建築物に対しては、建築時に建築事業者による再生可能エネルギ

ー説明義務化や建築主への再生可能エネルギー導入義務化も検討可能となる。 



 
 

(ウ) リーディングプロジェクト 
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 
③ 新築集合住宅への太陽熱導入 



 
 
3. 業務・産業向けパッケージ 
 
公共交通および家庭での交通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 
 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
 

(イ) 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【リーディング】 
 固定資産税などの優遇措置の検討 
 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（事業の進め方） 
 市民農園でのソーラーシェアリング（事業の進め方） 
 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用（事業支援策） 
 屋根貸しによる市民出資を活用した事業を促進（事業支援策） 
 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）【リーディング】 
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（事業の進め方） 
 
将来的には、一定以上の新築建築物に対しては、建築時に建築事業者による再生可能エネルギ



ー説明義務化や建築主への再生可能エネルギー導入義務化も考えられる。 
 
 

(ウ) リーディングプロジェクト 
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（事業支援策） 



 
 
4. 交通向けパッケージ 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
 

(イ) 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措置の検討 
 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用（事業支援策） 

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（事業の進め方） 
 
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。 
 

(ウ) リーディングプロジェクト 
① グリーン電力証書やリサイクル油による公共交通機関運行 



 
5. 公共施設向けパッケージ 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
※2020 年までには市役所の 100％再生可能エネルギー化目標もある。 

 
(イ) 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（事業の進め方） 
 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用（事業支援策） 
 屋根貸しでの市民出資を活用した事業を促進（事業支援策） 

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（事業の進め方） 

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（事業の進め方） 
 エネルギーパークによる普及啓発（事業の進め方） 

 
(ウ) リーディングプロジェクト 

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 



 
 
6. 地域再生可能エネルギー事業向けパッケージ 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
 

(イ) 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措置の検討 
 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（事業の進め方）

【リーディング】 
 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用（事業支援策） 
 市民出資を活用した事業を促進（事業支援策） 
 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（事業支援策） 
 

(ウ) リーディングプロジェクト 
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（上述） 



 
 
7. 人づくり・場づくり向けパッケージ 
 
各施策やプロジェクトに参加する人や場を作り出すための施策やプロジェクト 
 

(ア) 2030 年中間目標 
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 

 
 

(イ) 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【リーディング】 
 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による宝塚

エネルギーへの参加機会の拡大（新）【リーディング】 
 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【リーディング】 
 再生可能エネルギー基金の環境教育などへの活用（事業支援策） 

 
(ウ) リーディングプロジェクト 

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（移動展示）による持続可能なエネルギー教育プログラムの実

践 
③ 再生可能エネルギー連絡会議等の情報交換の場の設置 

 



 
8. 推進支援策の整理 
 
（イ）以降の[住] [業][交][公] [地] [人] はそれぞれ住宅向けパッケージ、業務産業向けパッケー

ジ、交通向けパッケージ、公共施設向けパッケージ、地域再生可能エネルギー事業向けパッケ

ージ、人づくり・場づくり向けパッケージを主な対象としていることを示しています。 
 

(ア) 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 

・ 再生可能エネルギー推進基本条

例の設置 
・ 環境推進調整会議での全体調整 
・ 関連制度との調整 
・ 市総合計画、環境基本計画、各種

関連制度の改訂時の組み込み 
・ 毎年度の予算案策定における再

エネ部署のヒアリング 
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

らの報告により、施策作りに役立て

る 

・ 再生可能エネルギー推進基本条

例によるエネルギーデータ提出

の努力義務化 
・ 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 

・ 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。 

・ 都市景観条例、開発まちづくりガ

イドラインと再生可能エネルギ

ー推進基本条例との連携の推進 



 
 

(イ) 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][業][交][人] 

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。 

・ 市の委託業務として早期に開設 

固定資産税などの

減免 
[住][業][交][地] 

再エネの導入にあたって、固定資産

税（償却資産）の減免等の検討。 
 

・ 2014 年度に公共施設の屋根貸し

においてモデル的に実施 
・ 再生可能エネルギー推進基本条

例の市の責務として新ビジョン

などに基づき実施 
公共施設の設計ガ

イドライン策定 
[公] 

公共施設を新築する際に、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 

・ 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 
[住][業][公][地] 

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

温水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

て再エネ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 
[業] 

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 
[ 住 ][ 業 ][ 交 ][ 公 ] 
[地] 

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 

市民出資を活用し

た事業を促進 
[住][業][公][地] 

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、場所の提供や地域再生

可能エネルギー事業の認定により支

援を行う。 
 

・ 再生可能エネルギー推進基本条

例における地域再生可能エネル

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 



金融機関の再エネ

事業への巻き込み 
[住][業][地] 

再生可能エネルギーを活用した住宅

や業務ビル、工場、地域再生可能エ

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 

 
(ウ) 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 
[住][業][交][公] 

2016 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、再エネ利用を高めたり、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 

 
(エ) 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 
[人] 

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

ー導入見える化 
[人] 

宝塚の再生可能エネルギーのポテン

シャル、現在の取組み状況、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の

情報提供を行う。 

・ 新エネルギー推進課のウェブサ

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 
[人] 

事業を担う人材を育て、ネットワー

ク化の場を作る 
・ 地域再生可能エネルギーアカデ

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 
[人] 

図書室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 

・ 持続可能なエネルギー教育プロ

グラムの開発 
・ モデル的実施 
・ 図書館でのエネルギー関連資料

の整備 
 

(オ) 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] 

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

・ 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 



る。 
エネルギーパーク

での普及啓発 
[公] 

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。 

・ 公園の選定 
・ 市民との協働手法の検討 
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コンセプト 基本事項（仮） 

長期目標 

目的 
• 持続可能なまちづくり 
• 再生可能エネルギー（再エネ）推進 

 
関連計画・法令 
• 第５次宝塚総合計画（2011−2020） 
• 第2次環境基本計画（2006−2015） 
• 再生可能エネルギーの利用の推進
に関する基本条例 

• 再生可能エネルギー基金条例 
 
期間 
2014（平成26）年度 
 〜2020年（平成32）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 
    電で充電した電気自動車タクシーなど）  

50%自給 

100%活用 

再生可能 
エネルギー 
自給率[%]  

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 
活用率[%] 

市外からの年間再生 
可能エネルギー導入量 

＝ 

＋ 

×100 

×100 

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 

市内の年間エネルギー消費量 

目標年度：2050年度（平成62年度） 

【市内の家庭部門】 
再生可能エネルギー自給率が電力利用の50％、熱
利用の50％→右図の橙部分 
（2009年度は電力利用1.5%、熱利用0.44%） 
 
【市内の家庭、業務、産業部門】 
再生可能エネルギー活用率が電力利用の100％、
熱利用の100％→右図の緑部分 
（2009年度は電力利用0.5%、熱利用0.3%） 
 
【市内の交通部門】 
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。→
右図の紫色部分 

※市内での再生可
能エネルギー普及
を考慮 

※市外からの再生可
能エネルギー購入や
選択を考慮 

【その他の目標】 
• 全ての市民がエネルギーの消費者であり生産者（プロシューマー化）となる。 
• 再生可能エネルギーを通じた災害に強い街づくりを進める。 
• 再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化させる。 

推進の視点 

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・
パワーを促進 

1) 資源量と経済性に基
づき適切なエネルギー
を増やす仕組みを作る 

2) 事業の担い手を育て、
サポーターを増やし、
協働を進める 

3) 行政は枠組み作りと
場作りを進める 

具体的方針 

政策・プロジェクト（仮） 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 
 

新電力からの再生可能エネ
ルギー電力購入促進 

2016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、
再エネ利用を高めたり、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。  

[住] [業] [交] [公] [地] 
[人] 

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。  

[住] [業] [交] [公] [地] 
[人] 

エネルギーパークでの普及
啓発 

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。  

全般的支援策 

リーディングプロジェクト 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 
 

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  

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 
 

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 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。 

再生可能エネルギー導入支援策 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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温水
システム導入を促進するための協定や助成を行う。 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。  

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 再生可能エネルギー推進基
金の活用 

再生可能エネルギー推進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。  

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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、場所の提供や地域再生可能エネルギー事業の認定により支援を行
う。 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 金融機関の再エネ事業へ
の巻き込み 

再生可能エネルギーを活用した住宅や業務ビル、工場、地域再生可能エネル
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。  

再生可能エネルギー消費支援策 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。  

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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。 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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 

[住] [業] [交] [公] [地] [人] 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
の整備を行う 

人材育成・情報提供・場作り 

その他 

◎各対象向け政策パッケージを策定 
[住]:住宅向け [業]:業務・産業向け [交]:交通向け [公]:公共施設向け [地]:地域再生可能エネルギー事業者向け [人]:人作り・場作り向け 

• 公共施設の屋根や市有地を活用 
• 市民出資型（地域金融機関との連携等）での太陽光発電設置事業者公募 
• 再生可能エネルギー基金から調査費用の一部を補い、固定資産税（償却資産）減免を検討 
• 設置主体による環境教育や利益の一部から環境エネルギー教育プログラムへの貢献などの提案を盛り込む 
• 発電データの情報公開や見える化を積極的に進める 

中間目標（仮） 

◎2020年度の20の目標 ◎2030年度の30の目標 
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