
会

議

名 

平成 26年度 第 3回 再生可能エネルギー推進審議会 

日

 

時 

平成 26 年（2014 年）10 月 16 日（木） 

13 時 30 分～15 時 25 分 

場

  

所 

宝塚市役所 3 階 3-3 会議室 

出

席

者 

委員 
丸山 康司氏、藤本 真里氏、安田 陽氏、中川 慶子氏、岡田 知也氏、澤 

美佐氏、黒田 勇司氏 計 7 名 

担 当

事 務

局 

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長、同係長、

同事務職員 

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)スタッフ 

内容（概要） 

審議会の冒頭、開会に先立って、以下の事務連絡を行った。 

来年 2 月号の広報誌特集号で「エネルギー」を取り上げることが確定しており、その関係

から広報課のスタッフが同席していること、委員交代による新委員・安田委員の紹介につ

いては議事の 2 番目で行うことを事務連絡した。 

１ 開会あいさつ（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。） 

本審議会は今回で、本年度 3 度目、通算 7 回目になる。前回 7 月の審議会でエネルギ

ービジョンを仮決定という形で決定いただいたその後、パブリックコメント（以下「パ

ブコメ」とする。）に出すべく、庁内調整を図っていて、若干時間がかかったが、一昨

日の都市経営会議でパブコメにかけることについて了承を得られた。今月 10 月 14 日

から 12 月 5 日までの間、実施する予定である。時間がかかったのはビジョンの内容が

庁内の関係課に広く影響するものであるため、パブコメにかける前に何とか庁内的な合

意をとっておきたいという思いから、室長級の会議を 2 回、部長級の会議を 1 回、更

には関係課との個別の調整を行い、若干の温度差はあるものの、我々の思いは伝わった

という状況である。 

また、前回の審議会で選定いただいた市民発電所設置モデル事業については 9 月 11 日

付で宝塚すみれ発電と協定を締結する運びとなった。現在、山手台自治会と地元調整を

精力的に行っている段階である。 

最近の動きとして電力会社の再生可能エネルギーの買い取り中断、あるいは固定価格買

取制度の見直しなどという状況で、その動向が気になるところではあるが、本市として

は先に制定した基本条例、更には今回パブコメを行うビジョン案に基づき、引き続き、

再エネの導入を積極的に推進していきたいという考えに変わりはない。動静については

不明確な点も多く、本日の議論の中で教示いただけるものがあれば、教えていただきた

い。 



本日もこれまでと同様に多くの議案があり、長時間になるかと思うが宜しくご議論をお

願いしたい 

（資料確認） 

ビジョンの概要版については表紙のイメージ図やグラフの分かりやすさから外注印刷をし

ていることを説明した。 

（会議の成立確認及び傍聴人の確認）傍聴者なし 

２ 委員の交代について 

 

 

 

 

 

 

 

担当事務局（市） 

（資料の２ページ、３ページをもとに以下の内容を説明した） 

安田委員については先ほど市長から委嘱書をお渡し、本日から正式に委員として参画い

ただくことになったこと（前任委員の大門信也委員の海外赴任による辞職願の提出と受

理、それに伴う後任としての選任） 

（安田委員による挨拶および自己紹介） 

先ほど辞令を中川市長より頂きました。所属はシステム理工学部電気電子情報工学科

で、専門は風力発電に関することで、一つは耐雷設計と系統連系問題である。電力会社

の接続保留問題は、まさに渦中にある。海外の国際エネルギー機関等に所属していたこ

ともあり、どちらかというと海外情報を他の方より先に知りえる状況にある。日本で流

れている情報は海外とは違うなということを実感していて、海外の知見を公平、公正に

知らせることが目下の研究課題である。風力発電に限らず、再生可能エネルギーを系統

にどうつなぐかというところで、新参者で微力ではありますが、お力になれればと思い

ます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

（会長） 

今までこの審議会は技術系の人が居ないというのが特徴でもあり、ある意味弱点でもあ

ったかと思う。大きな方向性が分かったうえで、今後具体化していく中では、技術的な

裏付けも問題になったり、周りから指摘されることもある。そういう意味でもいいタイ

ミングで安田先生に参加していただいたかと思いますので、是非よろしくお願いしま

す。 

３ 前回（2014.7.3 平成 26 年度第 2 回審議会振り返り（事務局）について 

 担当事務局（市） 

 （前回(平成 26 年度第 2 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

とを資料 4 ページから 11 ページ（議事録概要）をもとに説明した。) 

当初は、ビジョンを仮決定いただいていて、今日はパブコメを終えている段階で、集計

結果も報告するつもりで日程調整していたが、冒頭部長が説明したとおり、庁内調整と

議論を積み重ねる必要があるものとして都市経営会議の決定を経たという説明ののち

振り返りを行った。 

・ビジョンの中の「協働の進め方」について、多くの時間・議論を頂いた。記載内容が、



実際に運用ができるのか、契約の事、庁内での合意について意見を頂いた。 

・このビジョンについて、膨大なモデル事業をどう実施していくのか、新エネ課 3 人で

出来るのかなどの意見を頂いた。 

・数値については国立環境研究所から環境省の中央環境審議会がまとめたものに変更し

たことをご報告し、エネルギーが 40％削減されることを前提とした目標値の設定に

なっている。 

・「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に関する事業者選定」で諮問をさせていただき、

事業者選定員部会を審議会の下部組織として立ち上げていただいた。そして宝塚すみ

れ発電を市民発電所設置モデル事業の事業者として選定いただいたという経過にな

っている。 

・本日も相談窓口業務として資料を事前配布させていただいた委員の方もおられるが、

新たに諮問させていただきたいと考えている。 

（便宜上議題の 4 番まで説明） 

・市民発電所設置モデル事業の報告 

 審議会会長名で頂いた意見をもとに市の方で市長から宝塚すみれ発電様ということ

で選定結果通知を送付した。 

付帯意見として盛り込んだのは（１）から（３）までの三つである。 

パネルの定格出力を 50kW 未満とすること、資金計画書の再提出、専門家の意

見を得て倒産隔離の方法など出資者保護に努めると同時に出資に関する説明を

十分に行うことと法令遵守の徹底 

宝塚すみれ発電側で受けていただき、協定の締結に結びついている。資金計画書の再

提出等も行ってもらい、市で受理している。出資に関しては専門家である ISEP がサ

ポートに入ってもらっていることを聞いている。 

・資料 14 ページ、15 ページは協定書の調印式の模様である。 

・資料 16 ページから 25 ページまでは協定書の写しであり、これについては協定締

結前に審議会会長やその他の委員の方からもご意見を頂いたが最終的にこの形で

協定、調印が終わっている。 

・資料 20 ページの 15 条、16 条について 

事業の継続の障害になるのではないかという点が課題 

15 条は市の財産である以上、盛り込む必要があったが、公平感を欠くという意見

を踏まえてこのような表現としている。 

 16 条は原状回復であるが、譲渡の場合等も含めて表現を修正している。 

・23 ページの 4 条の別表について 

 項目 1 については耐震化の関係から事業者負担で荷重計算を行っていただくこと 

 項目 3 については合意形成を行うこととしている。これについては 5 月と 7 月に

市で、事業者選定後の 9 月上旬に市のスタッフと宝塚すみれ発電と自治会への説明



会をおこなった。まだ最終の了解が取れていないため、次の日曜日の自治会の秋祭

りに市と事業者とともに訪問し、地域住民の意見を頂いたり、ＰＲをする予定とし

ている。 

 項目 5 については撤去を含めて 21 年以内としている。 

項目6については償却資産の固定資産税を導入から5年間減免するということで資

産税課と協議が整っているため、申告をしていただいた上で減免することとなる。 

委員からの意見 事務局からの回答 

19 日の山手台の秋祭りだが、パネル展示

や説明が色々あるが、活動団体であるエ

コプロフィットの発電自転車も使いたい

と思っている。 

 

 

 

 

市民出資を行うための手続きは進んでい

るのか。市民出資と民間金融機関からの

資金調達のバランスや償還期間など、か

なり調整する必要があると思われる。 

（ISEP 回答） 

出資については、他での導入事例もあるが

金利は少ないがリスクの少ない短期のもの

と、金利は高めだがリスクのある長期のも

のを二つに分ける手法なども含めて検討中

である。 

 出資については金融業者を使うことにな

るのか 

（ISEP 回答） 

第二種金融取引資格のある金融機関が出資

の組成と販売を行うことになる 

倒産隔離として別会社を行うことは想定

しているか 

（ISEP 回答） 

宝塚すみれ発電本体で行うことを想定して

いる。SPC を作るとその経費がかえって高

くつく。事業規模もそれほど大きくないの

で当面は本体で行い、ある程度の規模感に

なった段階で分社化するかSPCに資産譲渡

するなりして移行すればよいと考えてい

る。 

既存のものと区分管理がなされておれば

よいが。 

（ISEP 回答） 

飯田市の事例で説明するが、事業ごとに

SPC（Special Purpose Company の略称で

特定の事業目的のためだけの会社を意味す

る）を作って管理していたが、それだけで

は不十分で、たとえ実態上、入ったお金が

すぐに出てゼロ円になる口座であったとし

ても専用口座を作って管理しろというのが



金融庁の指摘である。宝塚すみれ発電がお

こなう場合でもその指摘に則って行うこと

になる。 

 （事務局説明） 

なお、実施に向けての地元の了解、合意形成については市で判断しなくてはならないと

考えている。 

委員からの意見 事務局からの回答 

どのような手続きを考えているのか。 初回は反対が多かったが、現在は自治会の

会長としては賛成というところまでは言っ

ているが、会長判断だけでは荷が重いと思

われるので、どのような手続きという点に

ついては今のところ判断できていない。 

自治会総会（または理事会）の決議を経

ることになるのか。 

条例の中で合意形成を図ることとしている

ため、それに則って進めていく必要がある。 

（会長補足） 

建築物にあたらないから手続きの拠り所

がない訳でやり辛いのでは。 

看板を立てていけないわけではないので

はないか。 

何をもって合意とみなすかはすごく難し

い問題でもある。 

開発まちづくり条例の所管課にも確認した

が、該当しないこととなっている。 

看板については検討とした。 

協定書の方で問題となった 15 条、16 条

のほか、更新については何条か。 

5 条 2 項である。公有財産取扱規則で 3 年

を超えられない関係上、3 年更新を謳い、21

年を担保している。引き続きという文言で

自動更新を意図している。 

来年以降で良いが、条例で本来目的化し

た自治体があるはずで、その組み立てが

どうなっているか、すっきりとさせた方

が良い。 

 

 

  



 元々何社か手を挙げようとしていて、土

地代がタダなのに最終的に 1 社しか残ら

なかったというのは条件的に改善の余地

があると考えられる。引き続き検討して

いく必要がある。ただ、このような課題

が得られたことは良いことだと思う。 

 

賃料を払って何社か入札している他の事

例を見ると違和感がある。 

 

（今後の事業費の低減のために）新しい

公共施設を建てるときにはアンカーボル

トだけを出しておくことなどが考えられ

る。 

 

今回の事業のメンテナンスはどれほど精

査したのか。ファイナンス面である程度

組まれていると思うが技術面（機器故障

への対応）はどうか。 

技術面では市民発電所 1 号機、2 号機に携わ

った人間が関与していることと、資金計画

書の修繕積立金で判断しているが、メンテ

ナンス面でより突っ込んで精査したかと十

分ではない点もある。 

地元企業を重視して行うことは非常に良

いことだが、反面事故が起こった時にき

ちんと対応ができるかどうかという問題

がある。それが事業者サイドで対応でき

ないのであれば、その部分を市がフォロ

ーするなどのスキームを考えたらどう

か。 

地域住民からも事業者が倒産した場合、災

害時の場合どうなるのか、まさか産業廃棄

物のままということはないという懸念は頂

いている。 

トラブル事例は宝の山であるため、その

事例を乗り越えてデータベース化して対

応していくことがノウハウともなる。 

 

トラブルが起こった場合、すべてが事業

者対応というのもおかしいので、それを

協働のためのデータ整理として活用した

らどうか。 

 

風車の事例でいうと地方自治体は失敗し

ていることが多い。その失敗を水平展開

できていないことが問題である。 

 

この協定書も行政目線でしか作れていない

（現時点での宝塚市の最大限ではあるが）

がこれも事例の一つとしていきたい。 



 協働を謳っている部署が具体的な仕事と

して契約を変えていく必要がある。 

 

（会長まとめ） 

一番厳しいところであることは分かっているが市の側の優先的立場の濫用にあたる可

能性があること、また最終的にそれは出資者にリスクが行くことになるため、それは市

として矛盾したことになる。そのあたりをカギに庁内での合意をとっていただくと良い

かと思う。なお、協定書のリスクに関する部分は出資者に対する重要事項説明である。 

５ 再生可能エネルギー導入推進に関する予定について（報告） 

 担当事務局（市） 

 （資料 26 ページをもとに今後のスケジュールについて説明を行った。） 

委員からの意見 事務局からの回答 

モデル事業が今年度稼働できない場合は

どうなるのか 

協定書は有効であるため、助成金は予算を

繰り越してでも行いたいと考えている。 

買取単価についてはどのようになるのか 

 

宝塚すみれ発電の井上さんには平行して設

備認定手続きをしていただくように依頼し

ている。 

６ 仮称「宝塚エネルギー2050 ビジョン（案）」について 

 担当事務局 (市) 

概要版については冒頭説明したとおりイラスト等を印刷している。これでパブコメに臨

みたいと考えている。 

（変更点もあるため、資料 28 ページ以降（以下本編、資料編で説明）） 

・画像がないと見にくいとの庁内意見を踏まえ、随所に挿入した。（画像、図、写真等） 

・長期目標値のうち、交通部門の内容を「100％の市民」を「多くの市民」へ修正して

いる。 

・推進支援策の整理のうち、「景観などへの配慮」の部分について、都市計画課との調

整を踏まえ、表現を「項目への反映の検討」に修正した。 

・全体支援策の税優遇措置を第 8 章から第 9 章の市の責務の部分に文中に移動してい

る。 

・前回の審議会での数値面の指摘を踏まえ、齟齬がないかどうかについて修正している。 

 （例：資料編 18 ページ 0.65Gwh を 0.7Gwh へ修正等） 

・重複表記について省略している。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 協働の部分もそうだが、やってみないと

分からないことが多い。 

 



 協働の図は大分よくなったと思う。中の

連携と外の連携を見せたのは大きいイ

ンパクトであると思う。市民の方も行政

が一枚岩であると思っているので見せ

るためにも良いのではないかと思う。 

相手方の仕事を進めるうえでメリット

がある提案の仕方も勉強していく必要

があると思う。 

 

 中央公民館の建て替えにあたっても

色々要望している。省エネはまだしも、

再エネの買取価格の低下が心配である。 

 

 NGO などの説明に英語表記が使われて

いるが、単語間に半角スペースを入れる

必要がある。 

事務局で修正する。 

 用語集の GWh 表記はこのままでいくの

か。電力会社は kWh 表記であるが。 

ギガワット、テラジュールで行くのであ

れば理科教育も兼ねているため、今後こ

ういう使い方を覚えてほしいという伝

え方をすべきだし、そうでないなら、従

来のキロワットなどの表記の方が良い

と思う。その際、一般家庭の何倍という

表現を加えた方が身近になる。 

出来るだけ小中学生や家庭の方、ご高齢

の方にもわかりやすい表現をした方が

良い。 

（事務局で検討することとなった。） 

 概要版のイメージをみるとほとんど太

陽光発電かと思うが何故か。 

病院の上は太陽熱を利用しているイメージ

を想定して色目を変えている。 

このイメージは「はじめに」から引用してい

るが、指摘のように修正できる部分は検討す

る。 

 

 

 

 地中熱は宝塚で可能性があるから入れ

て欲しい。 

 会長によるまとめ 



 この件についてはパブコメを踏まえて次回以降の審議会で報告をお願いします。 

 

7 諮問「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定について」 

8 「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定部会」の設置について 

 （環境部長から、諮問第 15 号「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定

について」を読み上げ、審議会会長に諮問書を手渡した。） 

同事業者選定部会設置規程について 

 担当事務局（市） 

 （事務局から、審議会の下部組織として、事業者選定部会を設置して、「再生可能エネ

ルギー相談窓口事業」の事業者を選定いただきたいことについて説明を行った。） 

 まとめ（事業者選定部会設置について） 

 （事業者選定部会の設置が決定された。） 

 委員構成について 

 （事業者選定部会の委員については、審議会の出席委員中、安田委員、中川委員以外の

５名で構成することが決定された。） 

9 その他 

 次回審議会日程調整 

 （平成 26 年度第 4 回宝塚市再生可能エネルギー推進審議会は 12 月 25 日（木）午後 1

時半から上下水道局第一会議室で開催することとなった。） 

10 散会 

 （休憩後、事業者選定部会（非公開）を開催することとし、散会となった。） 

 



                  平成 26年（2014年）10月 16日 

                         宝塚市役所 ３－３会議室 

 

平成 26年度第 3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 委員の交代について ---P2～P3 参照 

 

３ 前回（7/3 通算 6回目）審議会振り返り（事務局）について---P4～P11（議事録概要） 

 

４ 市民発電所設置モデル事業について（報告） ---P12～P25 

 

５ 再生可能エネルギー導入推進に関する予定について（報告） ---P26 

 

６ 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」について（前回からの変更点等 報告） 

---（概要版 ---P27～） 

         ---（ビジョン内 P1～P83、資料編 P1～39 本編 ---P28～） 

 

７ 諮問「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定について」 

 

８ 「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定部会」の設置について 

---P29～P30 

同事業者選定部会設置規程について 

委員構成について 

 

９ その他 

・ 次回 審議会日程調整  

候補日：12月 25日（上下水道局第一会議室）、24日、26日 

        予定議事 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」を含む答申に向けて） 

 

10 散会（15時 30分まで） 



会

議

名 

平成 26年度 第 2回 再生可能エネルギー推進審議会 

日

 

時 

平成 26年（2014年）7月 3日（木） 

13時 30分～17時 

場

  

所 

宝塚市役所 3階 3-3会議室 

出

席

者 

委員 
丸山 康司氏、藤本 真里氏、中川 慶子氏、岡田 知也氏、澤 美佐氏、 

黒田 勇司氏 計 6名 （欠席：大門 信也氏） 

担 当

事 務

局 

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長、同係長、

同事務職員 

市事業受託者：環境エネルギー政策研究所（ISEP)スタッフ 

内容（概要） 

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。） 

本審議会は今回で、本年度 2 度目、通算 6 回目になる。前回 4 月の審議会以後の動き

としては、6月定例市議会において宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基

本条例を提案し、賛成多数で可決成立されている。市議会議員 25 名中、賛成 20 名、

反対 5名であった。今回の成立を受けて、持続可能な社会の構築に向けて市民、事業者、

行政等がそれぞれの役割を担い、協働して再生可能エネルギーの導入を推進していくと

いう決意を新たにしたところである。本日の議事事項であるビジョンについても条例制

定に続き重要であると考えているため、限られた時間ではあるが、慎重な審議をよろし

くお願いしたい。 

（資料確認） 

（会議の成立確認及び傍聴人（1名）入場） 

２ 前回（2014.4.24 平成 26年度第 1回審議会）の振り返り（事務局） 

 担当事務局（市） 

 （前回(平成 26年度第 1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。) 

・ビジョンのデータを新しいものにできないかという意見を受け、今回の審議会からエ

ネルギー消費量等、ビジョンの内容を 2011年のデータにすべて置き換えて組み立て

ている。 

・ビジョンの中の「協働の進め方」について意見をいただいたので、指摘に基づき、今

回は事務局で内容を修正している。 

・目標値について、委員に意見をいただいた。主には、「資源制約があれば長期的に 100％

にせざるを得ないこと」、「活用率も含めれば、目標値としては高くないのではない 
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か」、「自給率については、省エネとセットであるので、むしろ省エネの重要性が高い」

「エネルギーはインフラであるので、行政が責任を持って進める必要がある」「高い

目標をたてることは選択肢を多く見せる意味がある」等の意見をいただいた。 

３ 「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」について 

 担当事務局（市） 

 （以下のとおり実施報告を行った。） 

・平成 26 年度条例第 24 号として 6 月市議会で「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」が可決成立している。条例内容については前回の審議会から

変更はない。 

・議会で出た意見としては、「市民について定義されているが地域エネルギー事業者に

も市民が入っているため、市民の立場がわかりにくい」「地域エネルギー事業者の詳

細な定義は何か」「市民が地域エネルギー事業者になるのはどういった場合か」「市と

して再生可能エネルギーを推進するのであれば、市民に対して補助金等を出してはど

うか」「再生可能エネルギーを優先して消費するというのは、太陽光発電を設置して

その電気を使う以外にどのようなものがあるのか」というものであった。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 議会で反対の意見を出された方の主な

理由を教えていただきたい。 

本会議での反対討論の主旨には、「自分が事

業者という認識の無い市民が地域エネルギ

ー事業者になってしまう可能性があるので、

そこの整理をしてほしい」というもの等があ

った。 

 会長によるまとめ 

 市民が地域エネルギー事業者になる可能性についての疑問に対しては、あくまで事業者

に対する義務であることを、広報誌等で補足して説明していけばよいと思う。 

４ 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」について 

 担当事務局（市） 

 （前回指摘を受け、修正した部分について以下のように説明した。） 

・エネルギー消費量の数値については、新しいデータ（2011 年度分）に差し替えてい

る。 

・6.2 の「協働の進め方」については、「協働は絶えず変化していくものであり、お互

い変えていかないといけない」「上から目線の書き方になっているがどうか」等の指

摘を受け、「協働というのは模索していくものである」という趣旨の文言に改めてい

る。 

・5.1のバックキャスティングの図について、「☆と波線は、現実的には直線の下に位 
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置するはずではないか」という指摘を受け、そのようにした。（会長補足：チャレン 

ジ 20、30を達成し長期目標を達するとすると、下側からジャンプアップするような

形になるためである。） 

・5.1.4 に「意欲的な目標値設定の必要性」の項目を設け、高い目標値を設定した理由

を説明書きしている。 

・5.2.2 では、電気と熱の目標値について、それぞれ「世帯数の何％」という指標を共

通して用いることとした。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 5.2.2 の熱利用の段落には地中熱やバイ

オマス熱利用の記載もあるが、4.2の賦存

量の部分では太陽熱だけにしか可能性が

無いように記載されている。宝塚には地

熱発電のポテンシャルは無いと記載され

ているので、地熱エネルギー（地熱発電

と地中熱）とした方がよいのではないか。 

表 1-1 の「地熱利用」を地中熱利用とする

等、修正を検討する。 

地中熱利用が省エネルギーの一環ではない

かという意見については、確かに空調など

のヒートポンプ代替熱源という観点からは

省エネルギーの側面があるが、一方で、未

利用な再生可能なエネルギーという扱いも

ある為、省エネルギーと再生可能エネルギ

ーの中間にあると考えられる。 

 地熱について、一般で言う地中熱利用は

省エネルギーの分野、一方ここでいう地

熱発電はエネルギーを作る話であると思

う。 

 （上記意見を受けての意見）確かにそう

かもしれないが、再生可能エネルギー自

給率の定義がそうであるように、省エネ

ルギー無しの再生可能エネルギーの導入

というのはあり得ないと思う。サブメッ

セージにしても再生可能エネルギーと省

エネルギーをセットに推進しようとして

いる。 

 （6.2の「協働の進め方」について）パー

フェクトに近い内容であると思うが、や

ろうとしていることがどのように運用さ

れるのかが腑に落ちない。一つには、前

回の審議会で指摘させていただいた契約

の在り方が気になる。 

協働契約は庁内での合意形成が出来ない 

と難しいだろうと思う。もう一点、庁内 
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（会長による補足説明）協働の必要性につ

いては、この章の一番最初に持ってくるの

が良いと思う。このビジョンについては協

働は手段である為、目的としては第一に、

「再エネを通じて地域住民の福祉向上に資

すること。それを実現する手段としては協

働という手段が適切である。その理由は～」

という構成にするといいと思う。理念を記 
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で横断的な組織をつくり、そこが個別の 

プロジェクトによってどのように連携す

るのかが重要である。庁内の組織の在り

方と個別のプロジェクトがどうつながっ

ていくか、外から上がってきだ問題が庁

内の連携会議にかけられていく等、そう

いったことが欠けているのではないか。 

載する部分にもう尐し具体的な課題の記述

があってもよい。庁内で動きやすくなるよ

うに、外との連携が正当であることを記載

するとよいと思う。 

 （上の議論を受けての意見）具体的過ぎ

て書くのは難しいだろうか。 

（会長による補足説明）「協働というものは

大変であるので、そこで生まれた課題をフ

ィードバックする仕組みが大事だ」という

ことはどこかに書いておいた方がよいと思

う。契約の話は大きい問題であるのでここ

では扱いきれないが、その種の協働を進め

るにあたっての課題を蓄積し、庁内の協働

を推進する部署の業務に活かしていくとい

うことを記載するとよいと思う。 

 （上の議論を受けての意見）ビジョンの

中に契約の具体的な記載をするのは難し

いが、協働を進めるにあたってここで生

まれてくる課題等がすごく参考になる。

ここの部署から提案することを期待する

とすべきである。 

もう一つは、「庁内で動きやすくする」、

「外に出かけることが正当化できる」、

「外の知恵をどうやって入れるか」とい

うところをポイントに、図 6-1 をもう尐

し納得感のあるものにするといいのでは

ないか。 

それと、庁内でどのようにオーソライズ

するのかということも重要である。外か

ら入ってくるモデル事業等で得られたノ

ウハウが庁内でどのように実現するのか

がポイントで「庁内のこの会議が重要で

ある」、「このルートを通してオーソライ

ズしていく」ということを書く必要があ 
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る。 

さらに、「外の専門家、取組んでいる市民 

の人たちとはここでつながって、ノウハ

ウを活かしていく」ということを書く必

要もあると思う。 

 複合型のネットワーク、各ネットワーク

がうまく絡み合って進んでいくといいの

かと思っている。ネットワーク型のイメ

ージ図ができたらいいと思う。 

（事務局から特段の回答は無し） 

 参考になるかわからないが、イメージ図

については、大阪府、市の大阪エネルギ

ー地産地消プランにもこのような図があ

る。各プレイヤーはこのような形で存在

し、その真ん中にスマートエネルギー協

議会が立ち上がっている。その下に金融

部門等の三つの部門別の協議会があり、

そこでの決定事項に基づき、スマートエ

ネルギーセンターと呼ばれる部署で情報

発信や実務が行われるという構成になっ

ている。 

（会長による補足説明）協働は各プレイヤ

ーが何をもって参加するのかを意識すると

良くなると思う。書きすぎると役割を固定

するので良くないと思う。 

 部局間の色々な交渉や相談、取り決めに

ついても図に入れておいたらわかりやす

いかと思う。 

（会長による補足説明）市となっているの

をもう尐し分割して施設とか入れるとよい

かもしれない。 

 膨大なモデル事業をどう実施して目的に

持っていくのかというシナリオを尐し書

いておいた方が、ビジョンだから 5 年後

見てもやり方が見えていないといけない

と思う。メンバーが変わると崩れていく

可能性がある。庁内の横断組織を通した

物事の決め方、外との関係の持ち方、外

からのノウハウをどう活かしていくかと

いう道筋を書き込むことも重要であると

思う。 

例えば、今回、条例を制定した背景には、

我々が異動になっても条例があって次の人

にもつないでいけるという趣旨がある。今

回のビジョン等についても、確かにシステ

ムもつくらないといけないと言えるが、な

かなかそこまで追いついておらず、直近の

目標として一つ一つ実現していきたいとい

う想いでモデル事業を羅列している形にな

っている。 

 本来であれば、この図に全部モデル事業 

が全部載せられないとおかしい。この順
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は、関連するような業務の領域でわけるこ 
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番でモデル事業をやっていくとするな 

ら、この目的が達成できるといった内容

がないとおかしい。各方面やるべきこと

を書いてみましたという内容になってい

る。 

とになると思う。そういう風に分けると、 

ある部分がこういうモデル事業になってと

いう形になる。そこまで書くかということ

についてだが、読み取れるくらいでいいと

は思う。 

 協働は審議会のテーマではあったのだ

が、漠然としてわからないままであった。

セミナーに参加しても協働というが、い

ざ具体的にするとなると。窓口があって

気軽にいけるようなところがないと進ん

でいかないと思う。 

（事務局から特段の回答は無し） 

 連携プロジェクトが立ち上がってきたと

き、各方面で報告書が上がってくるのを

待つのではなく、職員が現場に直接行っ

て関わりながらやるというイメージでよ

いのか。 

公設民営のように、市で立ち上げて民営で

引き継いでいくという形をイメージしてい

る。 

 公設民営であれば、パターンを一つつく

らないといけないということになると思

う。その最初のつくり方を市役所職員が

立ち会って、課題等を持ち帰って制度に

活かしていくような、それをやるかやら

ないかは大きな違いであると思う。それ

を書くことに担当部署の決意、スタンス

が見えるといい。 

持ち帰って庁内全域にどのくらい普及を図

れるかという問題はあるが、ノウハウとし

て庁内に蓄積されることは間違いない。 

 「表 7-1 7 つのモデル事業」とあるが、

「表 7-17 ～」に見える。 

（事務局で検討することとなった） 

 「はじめに「宝塚エネルギー」のある暮

らし」の 2 行目に「どのような街」とあ

るが、他は「まち」であるので、すごく

大きな街をイメージしてしまう。 

（事務局で検討することとなった） 

 「はじめに「宝塚エネルギー」のある暮

らし」の小説の 3 段落、4 段落の「ね」

は要らないのではないか。 

（事務局で検討することとなった） 

 資料編の「長期目標の達成エネルギーの 

達成に必要な再生可能エネルギー」の章 
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以前は国立環境研究所の資料を参照してい 

たが、国立環境研究所の研究に関わったよ 
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では、数字が前回と変わっているようだ

がどうか。エネルギーの 40％削減と CO2

削減はどう関連しているのか。 

り新しい環境省の中央環境審議会がまとめ

たものに変えている。基本的には前の考え

方を受け継いでいてデータを新しくしてい

る。文章で書いているのはエネルギーの消

費量、CO2では 8 割削減を 2050 年に目指

すと書かれている。 

 資料編の 19 ページでは、公共施設の

0.65GWhとあるが、前回審議会の資料で

は 0.7GWhとなっていた。数字の整合性

がとれるようにしておいた方がよいと思

う。 

（事務局で検討することとなった） 

 会長によるまとめ 

 ご指摘いただいたところ、反映可能なところは反映する。今後も検討していく必要があ

るのが、協働のところである。方向性としては議論いただいたようなところであると思

うが、6.1.3 の市の責務のところがあっさりしているので、9 章の項目をここの記述に

入れておいてもよいと思う。集まって議論するタイミングはもう無いので、副会長をゲ

ートキーパー（窓口）として、最終的には私の方で、委員のみなさまに共有しつつとり

まとめたい。他の部分についてはこの場でご承認という形を取らせていただきたい。 

 担当事務局（市） 

 ビジョンは、概要版を用いて説明する機会が多くなると思う。今日、案を仮確定として

から、庁内の合意を取り、9月からパブリックコメントにかける予定で、それまでに指

摘のあった部分については調整させていただきたい。 

５ 諮問「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定について」 

 （環境部長から、諮問第 8号「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定に

ついて」を読み上げ、審議会会長に諮問書を手渡した。） 

６ 「宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者選定部会」の設置について 

 同事業者選定部会設置規程について 

 担当事務局（市） 

 （事務局から、審議会の下部組織として、事業者選定部会を設置して、「市民発電所設

置モデル事業」の事業者を選定いただきたいこと、事業者選定部会の設置規程の内容に

ついて説明を行った。） 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 第 3 条の人数についてだが、全く利害関

係者がいないようなときでさえも、常に

5人以内となるのか。 

審議会が 7 人であり、その下部組織である

ので 5人とさせていただいている。 

（会長による補足説明）多数決をとる場合 

（次ページに続く） 



は、奇数が望ましくて、3人だと尐ないとい

うこともあると思う。 

 会長が指名するというのは、人に依存す

うという意味で、あまり望ましくないの

ではないか。それか、審議会の承認を必

要とするという方が良いと思う。 

審議会の設置規程に部会員は会長が指名す

ると記載してあるため、このようなかたち

になっている。 

 まとめ（事業者選定部会設置規程について） 

 （部会設置規程を事務局案のとおりとすること及び事業者選定部会の設置が決定され

た。） 

 委員構成について 

 担当事務局（市） 

 今回の市民発電所設置モデル事業の事業者選定部会の委員構成について、事務局案とし

ては、今日ご出席の委員のうち、中川委員以外の 5名でお願いしたい。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 （会長による意見）こういった利害関係

人の定義については、難しいものがあっ

て、そのうち内規に定義があってもよい

のかなと思う。例えば、三親等以内の親

族が含まれているとか、複数の人が出て

きたときに、その会社と競合するような

組織と関係があるかとか、そういった条

件に該当しませんという誓約書を出させ

られるという例もある。 

（事務局から特段の回答は無し） 

 まとめ（委員構成について） 

 （事業者選定部会の委員については、審議会の出席委員中、中川委員以外の５名で構成

することが決定された。） 

７ その他 

 次回審議会日程調整 

 （平成 26年度第 3回宝塚市再生可能エネルギー推進審議会は 10月 16日（木）午後 1

時半から開催することとなった。） 

８ 散会 

 （休憩後、事業者選定部会（非公開）を開催することとし、散会となった。） 

 



●プログラム●

●当日特典●

甲子園大学食堂で販売！

「地産食材にこだわった

特別弁当」 500円
 　

（要事前申込）　　　　　　　

再生可能エネルギーを

みんなで
考える懇談会

再生可能エネルギーを

みんなで
考える懇談会

若者と一緒に

2014

10/18（土）

甲子園大学
兵庫県宝塚市紅葉ガ丘10-1

13:30～16:25

普段からも地域に開放されている

甲子園大学食堂で「地産食材弁当」を食べて、

将来の持続可能なまちづくりに向けて

エネルギーのことを考えてみませんか。

行き
（宝塚南口駅発）

11:50

12:20

12:45

帰り
（甲子園大学発）

16:40

17:00

●送迎バスの運行（無料・事前申込）●
宝塚南口駅前バス停から会場まで参加
者用に送迎バスを運行します。（予定）

13:10

●プログラム●

•再生可能エネルギー基礎知識＆最新動向レポート

•セミナー「これからの食・農・エネルギー ～エネルギー兼業農家のすすめ～」

　武本俊彦 氏（特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所（ISEP） シニアフェロー）
•宝塚の食・農・エネルギーを考えるワークショップ

【共催】宝塚市・甲子園大学・株式会社宝塚すみれ発電
（産官学連携事業／地域エネルギー事業者協働事業）

●駐車場利用●

台数が限られます。自家用車での来場希望の際は申込時にナンバーを明記して下さい。

●申込方法●

定員：先着100人
10月16日（木）までに〒住所、氏名、電話番号、当日特典利用、送迎バスまたは駐車場利用
（車ナンバー明記）を記入して、市ホームページ、ファックスまたははがき、電話で

〒665-8665「市役所新エネルギー推進課」へ（住所不要）。

詳しくは、宝塚市ホームページへ。24人
乗り

懇談会終了後

ステキなおみやげも♪



電力利用 熱利用 

家庭 

業務 

産業 

長期目標 

50% 

100%活用 

50% 

100%活用 

◎エネルギー利用に関する目標 
①2050年までに家庭用の電力及び熱利用 

       再エネ自給率50%、熱利用再エネ自給率 50%  
   （右図：橙色の部分） 
②2050年までに家庭・業務・産業用の電力及び熱利用 

    再エネ活用率100％、熱利用再エネ活用率100％   
  （右図：緑色の部分） 
③2050年までに多くの市民が交通分野の再エネを利用   
  （右図：紫色の部分） 

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ていくため、意欲的な目標を設定 

交通 
多く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 

  ①市民の100％エネルギープロシューマー化 
    ②再エネを通じた災害に強いまちづくり 
    ③再エネで雇用と経済を活性化 

意欲的な目標値 
設定の必要性 ①エネルギーは社会基盤であり、資源の枯渇や事故発生後の急激な転換が難しく、 長期間の

準備が必要である。 
②市のあらゆる主体の連携による「がんばる目標」となり、再エネ利用の推進に取り組む主体 
  の仲間づくりのツールとなる。 
③目的達成のための手段の柔軟性を持たせることが可能となる。 
 

（注：再生可能エネルギーは「再エネ」と表記） 

◎再エネ政策の目的 
  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 

◎期間 
  長期目標の目標年度：2050年度 
     ビジョンの対象期間：2014年度〜2020年度 
 
上位計画である環境基本計画の「2050年度に温室効果ガス
排出量を半減（1990年度比）」を見据え、対象期間内に必要
な見直しを行いながら、長期目標の達成を目指します。 

目的と期間 
市民生活を守るために地方公共団体が自ら目標や将来像を示し、継続的に施策や取組を
進めます。 

ビジョンの構成 

１．ビジョンの基本的事項 

６．目標達成に
向けた 

  各主体の 
  役割と協働 

３．再生可能エネルギー 
政策の目的と将来像 

４．再生可能エネルギーの
利用可能性 

５．エネルギー政策の 
  目標 

２．宝塚市の現状 

７．モデル事業
の進め方 

８．対策毎の 

  推進支援策
パッケージ 

９．市の責務 

現状から目標を達成するための方策 

市の目指すべき将来像を想定 

◎ビジョンの構成は第１章から第９章まで下図の構成とします。 

◎再エネ自給率、再エネ活用率のイメージと計算式 

現状と考え方 

 
市内の年間 
再エネ生産量 
 

市内の年間 
エネルギー 
消費量 

＝ 

再エネ 
自給率[%]  ×100 

＋ 再エネ 
活用率[%] 

市外からの年間 
再エネ供給量 

＝ 

市内の年間 
再エネ生産量 

×100 
市内の年間エネルギー消費量 

◎2011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:1.2%、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:10.4%、熱の再エネ活用率: 0.3% 
 
 

再エネが 
豊富な地域 

・太陽光 
・太陽熱 
・その他 

宝塚市内 出資・対価 

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 

  ◎省エネルギーの必要性 
     省エネルギーを進めることでエネルギー 
     消費量が減り、再エネ自給率が向上します。 

増 

増 

減 

増 

再エネ自給率は 
大幅に増加 

再エネ自給率は 
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 

市内家庭における熱の再エネ自給率 

目標達成に 
必要な再エネ 

GWh（ギガワットアワー） 時間当たりの電力量の単位であり、10の6乗kWh 
TJ  （テラジュール）   時間当たりのエネルギーの単位であり、10の12乗J 

◎2011年度と目標達成年度の2050年度とを比較し、目標達成に必要な再エネ（電気・熱） 
   の量を表します。（※2050年には、エネルギー消費量は40％削減される見込みとして計算） 

市内家庭・業務・産業における熱の再エネ活用率 

市内家庭における電気の再エネ自給率 

市内家庭・業務・産業における電気の再エネ活用率 



発行 宝塚市 環境部 新エネルギー推進課 

協働の進め方 

これらの他にも『協働』は「アイデアを持ち寄り、形にする」 
「体制や仕組みづくりを行う」や右図の様な「目的達成に向けた 
議論と実践を積み重ねる」などの様々な形態が考えられます。 

◎再エネの利用の推進は個々に出来るものでも行政だけで進められるものでもなく、 
  みんなが当事者として参加し、協働していくことが重要です。 

◎協働（連携） 
     のイメージ 

活用 

連携 
報告 

意見 

事業者 エネルギー
事業者 

市民 

宝塚市 

協働 
地域 

エネルギー
事業者 

宝塚市再生可能 
エネルギー基金 

（財源） 

宝塚市 
再生可能 
エネルギー 
推進審議会 

国 
兵庫県 

他地方公共団体 
関係機関 

協働 

事業者 エネルギー
事業者 

市民 
地域 

エネルギー
事業者 

宝塚市 
再生可能 
エネルギー 
推進審議会 

国 
兵庫県 

他地方公共団体 
関係機関 

協働 
事業1 

協働 
事業2 

協働 
事業3 

宝塚市 

再エネ 
担当部署 

総務 

福祉 

企画 

産業 

教育 

建築 

相乗効果を発揮 

報告・意見 連携 

チャレンジ20目標 

チャレンジ目標と
推進支援策 

長期目標及びチャレンジ目標実現に向けた施策や取組のうち、すぐに取りかかることができ、波及効果の高いと 
考えられる７つの取組をモデル事業として進める。 
 

◎モデル事業の推進 

①再エネ相談窓口の設置 

②既築集合住宅への太陽光発電への導入支援 

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 

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 

⑤公共建築物における屋根貸しと税優遇の実施 

◎ビジョン対象期間での進捗状況を
測る目安となるチャレンジ目標を 

   設定 

チャレンジ目標： 
   長期目標の各分野に対応する形 
 で定めた、具体的かつ意欲的な 
 目標 

2020年に20個のチャレンジ目標 
（チャレンジ20目標）を、 
2030年に30個のチャレンジ目標 
（チャレンジ30目標）を定める。 
 
※本編でチャレンジ30目標も掲載 

◎６つのパッケージ 
  目標の実現に向けた施策や取組を分野ごとにまとめ、協働して進める。 

⑤地域エネルギー事業者パッケージ 

⑥人づくり・場づくりパッケージ 
 

②業務・産業パッケージ 

①住宅パッケージ ④公共施設パッケージ 
 

③交通パッケージ 

エネルギープロシューマー 
 

エネルギーの消費者である 

とともに太陽光発電等での生産、
再エネ事業の出資などを行う人 
を指し、「宝塚エネルギー」の 
重要な参加者です。 

地域エネルギー事業者 
 

エネルギー事業者のうち、市民 
若しくは事業者が自ら実施し、 
又は主体的に関与し、再生可能 
エネルギーを供給する事業を 

営む者又はこれから営もうとする
者をいいます。 

エネルギー事業者 
 

エネルギーを市内で生産し、 
若しくは市内に供給する事業を 

営む者又はこれから営もうとする
者をいいます。（電力会社、ガス 
会社、PPS（新電力）など） 

様々な再生可能エネルギーが色々な所で利用され、利用
されていて、“宝塚エネルギー”に参加する人がどんどん
増えて宝塚のまちがもっと、ずっと、元気になるんだね。 

宝塚エネルギー2050ビジョン 概要版（案） 
「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～ 

再生可能エネルギーのビジョンを策定し、実践を進めていくと、どのようなまちで暮ら
すことになるのでしょうか。 

エネルギーのプロシューマー化ってなんだろう・・・ 

宝塚市 

市政マンガ広報キャラクター 
「春野すみれ」 

「たからづかキッズ」キャラクター 
「春野すみれ」 

“宝塚エネルギー”のある暮らし（イメージ） 

バイオマス事業は 
地元の市民を中心に、 
出資などの形で 
進められています。 

オフィスでは 

太陽光発電設備が
設置されています。 

バス停には 

太陽光発電設備が
ついています。 レンタカーなど、 

太陽光で充電した 
電気自動車を使う 
機会が増えています。 

冬には木質ペレット 
ストーブを暖房として 
利用しています。 

学校では環境や 
エネルギーに 
関する教育が 
行われています。 

病院や福祉施設で
使用されている 

お湯は太陽熱利用
システムで作られ
ています。 

家庭では様々な 
再エネの利用と 
電力の選択が 
進んでいます。 

公園には再エネと
ふれあえる施設が
あります。 

小水力発電による
電気を作っている
地域もあります。 

活用されていない
土地では太陽光
パネルを設置して
いるところもありま
す。 

駅には 

太陽光発電設備
がついています。 
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