
会

議

名 

平成 26年度 第 4回 再生可能エネルギー推進審議会 

日

 

時 

平成 26年（2014年）12月 25日（木） 

13時 30分～17時 

場

  

所 

宝塚市役所上下水道局 

3階 第一会議室 

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、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 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 4度目、通算 8回目になる。前回 10月の審議会以後の動き

としては、（仮称）宝塚エネルギー2050ビジョン（案）のパブリックコメントを 11月

24日から 12月 5日まで実施し、結果として 7人の方から 11件の意見があった。色々

なところで担当者が説明をさせてもらい、ご意見を頂戴した。また、11月から 12月に

かけて市議会があった。その一般質問においてある議員の方から加古川市でダムの法面

を活用して兵庫県がメガソーラーを設置するという事例の紹介があり、本市にあるダム

でもそのような大規模な太陽光発電を施設できないかという提案があった。所管する上

下水道局はダムの法面の活用も含めて積極的に検討していきたいと答弁を行っている。

その他、市民発電所モデル事業、再生可能エネルギー相談窓口の進捗状況については後

ほどご説明致したい。本日、多くの議題がある中で、長時間の審議となるがよろしくお

願いしたい。 

（資料確認） 

（会議の成立確認及び傍聴人（2名）入場） 

２ 前回（10/16 通算 7回目）審議会の振り返り（事務局）について 

 担当事務局（市） 

 （前回(平成 26年度第 3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（案）の内容について、パブリックコメント前の審議会の最終案として議論、 

了承いただいたこと（その後、10月 24日よりパブリックコメントを開始） 

・事業者選定部会において、再生可能エネルギー相談窓口運営業務の事業者を選定して 

いただいたこと 

 



３ 市民発電所設置モデル事業について 

 担当事務局（市） 

 （以下のとおり実施報告を行った。） 

・選定事業者である宝塚すみれ発電が、兵庫県の無利子融資事業（平成 26年度地域主 

導型再生可能エネルギー導入促進事業）の採択を受けている。（但し、「NPO法人新 

エネルギーをすすめる宝塚の会」として採択。） 

・山手台の市有地については、12 月 18 日より樹木の伐採が開始されており、作業 3

日目の 12月 25日をもって整地が完了するとの報告を受けている。 

・山手台では地元説明を継続して行っており、11月初旬と 12月初旬にまちづくり協議 

会の役員会に市か事業者が進捗状況の説明を行っている。まだ 100%の賛同とは言え 

ないが、概ね地域の各会長には賛同してもらっており、各会長とコンセンサスを取り

ながら現場の方を進めている。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 山手台の案件は当初、合意がわりと難し

かったと思うが、その後はどのように進

められ、現状に至ったのか、補足説明を

お願いしたい。 

まちづくり協議会の会長様、３つの自治会の

会長様から再生可能エネルギーの取組みに

ついて賛同いただいたというところがある。

何度か趣旨のご説明に行かせていただき、自

治会全体としても総論賛成の方向になって

いる。雨水排水、風の吹き上げ等の安全性の

問題が焦点になっており、この点は事業者が

数字で証明していく必要があると考えてい

る。 

 現場の写真を見ると、南面に街路樹、電

柱等があるが、影の影響については検討

されたか。一部でも影があるとその分だ

け、大きく発電量が落ちるので、これは

あらかじめ見積もられた方がよい。反対

されている市民の方もおられると思う

ので、透明性の観点からも必要である。

あともう一つ、影があるから街路樹を切

るとなると景観問題が発生する。本来予

算があれば、日射量計などを手配するこ

とも考えられるが、雑駁な計算だけでも

検討してはどうか。一番良いのは大学の

先生など太陽光の専門家にお聞きする

のが良いと思う。 

実際にはそこまで検討ができておらず、一部

分が街路樹で日陰になる可能性があるとい

う認識である。景観の部分では、地元の方も

街路樹、桜の木に対して愛着を持たれている

ので、伐採する可能性は極めて低い（難しい）

と考えている。 



 影に強いものや、一部分が影によりさえ

ぎられても個々の接続により他の部分

が発電するタイプのパネルを用いるな

ど、色々なことを考えてやらないといけ

ない。 

 

 スケジュールはどのようになっている

か。 

本年度中の竣工を目指している。 

 美座小学校の進捗はどのようになって

いるか。 

美座小学校は旧耐震基準の設計になってい

るので、太陽光発電システムを屋上に設置し

た時にどうなるかという点につき、事業者か

ら設計事務所に依頼して耐荷重の計算を行

ってもらっている。 

４ 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」パブリック・コメントについて（報告） 

 担当事務局（市） 

 （パブリックコメントの実施を受けて、事務局で寄せられた意見に対する市の考え方等

をまとめており、主に以下のとおり報告を行った。） 

・７名の方から１１件のパブリックコメントを受け取った。１１件というのは、長い意

見の内容のものを分割したことによる。 

（以下、パブリックコメントの意見の中から抜粋して説明） 

・「ビジョンの前提条件が足りないのではないか」という意見があった。「国のエネルギ

ー基本計画において再生可能エネルギーを『重要な低炭素の国産エネルギー』と位置

付けていることを前提にしているが、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、方向性を定めて取り組む必要性がある」「人口の推移は現状推移を

前提にしている」と回答している。（質問No.1） 

・「生産量に占める業務・産業部門の発電量を増やすこと、市外からの供給量を限りな

くゼロに持っていく」という意見があった。「再生可能エネルギー自給率の現状は電

気１．２％、熱は０．６％であり、市内における再生可能エネルギー自給率を大きく

増やしながら市外からも調達していくという形で目標値を設定している」と回答して

いる。市内における再生可能エネルギーの自給率を高めていきたいのだが、ポテンシ

ャル（賦存量）の上で限界があるということから、このような回答をしている。（質

問 No.2-2） 

・「人づくりが最大の課題である」「再生可能エネルギーの経済的メリットを向上させる

（べき）」「これだけ、日本の社会や生活が厳しくなってきたら、理想論だけでは、非

力な市民は動かないだろう」との意見があった。回答としては再生可能エネルギー政

策の目的が「豊かな環境の自律的維持」「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」であることを説明し、経済的メリットだけでな



く、省エネルギーや再生可能エネルギーにより快適な住環境やオフィス環境をもたら

すなど健康や福祉面での効用を高め、持続可能なまちづくりへの取組みに各主体が取

り掛かることが必要である」としている（質問No.6）。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 この書き方（冒頭の部分）はテンプレー

トなのか。 

一行目は定型文言である。一行目について

は、この審議会に限っては表現を改めるな

どすることはできると思う。前回の再エネ

条例も一行目はこの形にしていた。 

（書き方を修正することとした。） 

 市民の目からすると対話をしてほしいと

思う。「ご意見いただき有難うございま

す。今後はこのような形で進めてまいり

ます」とか付けていただいたらいいと思

う。 

 

 「ご意見ありがとうございます」「コメン

トありがとうございます」と付記するの

と「原案のとおりとします」というのは

残してもよいのですが、「内容については

原案のとおりとします」等をセルの一番

下まで持ってくると変わると思う。 

 パブコメの内容についてだが、攻撃的な

意見の多い国のパブコメに比べると皆さ

んすごく真剣に考えていらっしゃること

がわかる。これは市民の意識の高さだと

思う。我々も読んでいてとても参考にな

るし、それに対するお礼という形が伝わ

るような返答はできないか。 

 結論が最初に来るのは良いが、「いただい

たご意見は原案の修正のご指摘ではあり

ませんが、～のように市としては取り組

んでいこうと考えております」などとす

れば、すっと読めると思う。庁内でのル

ールと市民に対するコメントは違うと思

う。 

 これはホームページ、配布物のいずれか

でお知らせするのか。 

ホームページ、冊子でサービスセンターな

どの閲覧コーナーに置くことになる。 

 パブリックコメントは通常何件程度なの

か。７人というのは多いのか少ないのか。 

案件による。７人は真ん中くらいではない

かと思う。１、２件で終わる案件もある。 

分厚いビジョンであるので、これを読んで



というのは、とても労力のいることであり、

７名の方には感謝申し上げたい。 

５ 再生可能エネルギー相談窓口運営業務について 

 （事務局から、再生可能エネルギー相談窓口運営における現況を以下のとおり説明し

た。） 

・前回の審議会で事業者選定が行われ、市で事業者と決定し委託契約を締結した。 

・審議会会長から、選定の際にはヒアリングを行わずに、ある程度業務が進行してから 

ヒアリングを行い、軌道修正等を行っていく方がよいとの指摘があり、本日、受託事 

業者である宝塚すみれから受託事業開始時（11月 4日）からの現状報告を行っても 

らうこととなった。 

再生可能エネルギー相談窓口運営業務受託事業者による現状報告 

（（株）宝塚すみれ発電代表取締役より以下のとおり現状報告が行なわれた。 

・11月 4日に業務を受託し、その日までに録音装置付きの電話を設置しているが、未 

だに一件も電話での正式な相談は無い。 

・相談が無い一番の理由は、この電話番号が知られていないことだと思う。また、相談 

窓口業務という名前が堅く、「何を相談したらいいのか」と構えてしまうような印象 

がある。 

・最近は電話ではなくメールでの相談もあるので、宝塚すみれ発電のアドレスを載せて 

周知しなければならないと感じた。 

・「電動自転車の電源はパネルからとれますか」という質問がフェイスブック（ＳＮＳ）

を通じてきた。 

・実際に口頭で受けた相談は「自宅につけたい」「マンションではどうすればいいのか」 

というもので、これは「住民合意をどうするのか」「理事会」「管理組合」の相談な 

どに私たちが出向いて行っての相談を受けた方がよいのではないかと思っている。ま 

た、私たちが店舗に出向いていってチラシなどを置いてもらうなど、出張相談 

窓口としてもう少し外に出て行きたい。待っているだけではいけないと感じている。 

・ペレットについての事業者にヒアリング、実物を見るような勉強も行った。 

委員からの意見 事業者による回答 事務局による回答・意見 

学習会で参加者の皆さんに

相談窓口の案内を自宅で塀

等に張っていただけないか

というお願いをしたことが

あるのだが、同じように市

の懇談会の参加者にもお願

いをしてはどうか。 

 

 

（事務局で検討することと

した。） 

 



これを最初に配られたのは

いつか。 

市主催事業の環境フォー

ラムである。参加者は３０

０人程であった。 

個人的に知り合いの歯科

医で「そのような案内があ

るのであれば、持ってくる

ように」と言われたので、

パウチして掲示してもら

ったことがある。 

 

住宅展示場に置いてもらえ

ればよいのではないか。 

 別件の用事で展示場に行く

機会があるので、その際に

先方に確認する。（その後、

2014年 12月に訪問し、チ

ラシを設置済） 

市民目線で意見を言わせて

もらうと、「無料で出来る」

という案内があれば電話し

やすいと思う。 

フェイスブックからの相

談というのは、直接私宛て

には来ていない。メンバー

宛てに「～と思うがどう

か」「～に聞いてみてくれ

ないか」とか、遠慮がちに

質問されており直接私に

は届いていない。確かに、

その原因は相談が有料で

あると思われたからかも

しれない。 

 

フェイスブックからの相談

というのはどのような内容

か。 

 用意していないので、宝塚

すみれ発電のホームペー

ジにつくらないといけな

いという話をしている。 

（ＩＳＥＰからの質問） 

窓口としてのフェイスブッ

ク、ウェブサイトは用意し

ていないのか。 

チラシ等にキャラクターを

描いて、「私に聞いてみよ

う」などの吹き出しをつけ

てはどうか。 

それについては、作ったキ

ャラクターがあるので、こ

ちらを使っていきたいと

思う。 

 

   （ＩＳＥＰからの意見） 

色々受け答えがあると思う

が、その内容をＱ＆Ａの形



でも載せておくと、「初歩的

な質問をしてもいいんだ」

とハードルが下がるかと思

う。それをウェブサイトで

公開してもよいと思う。 

ウェブサイトは宣伝の面で

良いと思うが、宝塚市外か

ら相談が来たときにどうす

るか。 

県内で広めていきたいと

いう想いがあるので、広く

受け入れるつもりである。 

 

対象を広げることにはメリ

ットとデメリットがある。

専門的な質問やクレームの

問題への対応ができれば、

じわじわと拡散してくると

思う。この相談窓口は市民

目線での問い合わせであ

り、事業者からの質問では

ないと思うがその辺りはど

うか。ウェブサイトを使う

となるとその意図が薄まっ

てしまう恐れがあるので、

「市民」というメッセージ

を入れた方が良い。 

市民を対象にしているの

で、確かに事業者向けのも

のではない。 

 

私も管理組合のある集合住

宅に住んでいるが、集合住

宅では理事会が定期的に開

かれている。こちらに対し

て「太陽光発電設置に関し

てこの位の可能性はありま

す。」といった説明をするた

めの機会をもらえないかと

お願いをすれば、「いいです

よ。」と言ってもらえる所も

あると思う。その結果、そ

のうちいくつかは長期修繕

の時に設置を検討してもら

今回の事業の目的は再生

可能エネルギーの普及に

あるので、具体的にマンシ

ョンの管理組合からのご

相談があるというのであ

れば、出向いてお話するの

は可能であるが、マンショ

ンに営業をするまでの必

要性があるのかというと

疑問には思う。 

（市から事業者への質問） 

管理人のいるマンションに

訪ねてもらったり、理事会

で説明の時間をもらったり

するようなことは可能か。 



える可能性がある。 

契約にアウトリーチすると

いう条項が入っていないの

であれば、それは市役所の

役割ではないか。土日祝日

以外ずっと電話についてい

ないといけないとなると、

その人件費の大きいはずで

ある。 

 （下記のとおり回答） 

携帯に転送することなどは

できないか。 

それはできるが、今のとこ

ろはきちんと窓口で対応

して、誰もいない場合のみ

転送しようと思っている。 

 

アウトリーチが重要である

というのであれば、きちん

と市と役割分担をする方が

よい。契約の内容はどうな

っているのか。 

 仕様書にアウトリーチと明

記されているかというと記

載は無い。ただ、「全般的な

相談や啓発に関すること」

で読みとってもらうとする

ならば、冒頭、事業者から

「名前が堅い」「メールも対

応しないといけない」「チラ

シを変えないといけない」

「待っていても駄目で、出

ていかないといけない」と

いう課題認識があったの

で、チラシを変更した段階

で、１週間に１回、１か月

に１回でも、ターゲットを

絞ってチラシを各戸にポス

トインするような体制は整

えてもらいたい。それが無

理なら、市でチラシをもら

って配ることも考えなくて

はならないだろうし、一緒

にやるならやらないといけ



ないだろう。冒頭に「待っ

ているだけではいけない」

との課題認識についての話

があったので、どれぐらい

動いてもらえるかという趣

旨で発言した。 

 広報誌にチラシを織り込む

ことはできないか。 

 それはついては、一定程度

の予算をとらないとできな

い。 

広報誌に記事で出してもら

うのはどうか。 

コミュニティ誌でも紹介

をしている。 

他には、例えば、自宅にも

市の方から管理組合の運

営方法等に関するセミナ

ーのチラシが届いている

ことがあるが、そういった

場所に私たちは出かけて

いった方がよいと思う。闇

雲に色んな所に出て行く

のは営業活動になると思

う。セミナーであれば具体

的な相談があると思う。 

広報誌では既に記事にして

いるし、これからも定期的

に出す予定である。 

市内では、薪ストーブの導

入は可能性があるのか。 

 南部地域（市街地）では臭

いの苦情が来てやめてもら

ったことがあると聞いてい

る。 

一時期、阪神北県民局が各

地にペレットストーブを設

置してもらうためのキャン

ペーンをやっていたことが

あったと思うが、当時はあ

まり受け入れる所が多くな

かったと聞いた。その時の

ストーブが余っている可能

性はあると思う。 

ペレットストーブは、性

能、メンテナンス体制によ

って導入できるかが変わ

ってくるという。メンテナ

ンスを手間に思わない方

の家にはどんどん入れた

方がよいと聞いた。 

メンテナンス事業者、据え

付けの事業者が宝塚周辺

にいるので条件としては

 



恵まれている。 

 北摂里山推進協議会は持っ

ていないか。 

 所有しているとは考えにく

い。 

ペレットは好き嫌いがはっ

きり出るので、薪の方が良

いと考えている。ペレット

の本来の良さは燃料を自動

供給できる点であるため、

向いているのはストーブで

はなくボイラーである。日

本では一般の人に認識して

もらうためにストーブから

入っているのだが、メンテ

ナンスが面倒であればむし

ろ薪までいくものである。 

ペレットボイラーは北部

に入れていってほしいと

考えている。 

 

  この施策はビジョンに記載

されている施策を５ヶ月前

倒しで実施しているもので

ある。また、予算を獲得す

る困難さも伴っており、予

算状況が厳しい中で相談が

無い中で相談窓口を継続し

ていくという状況を市が持

ちこたえる余裕はあまり無

い。相談件数ももちろんだ

が、相談から導入につなが

ったという実績も欲しいの

で、「アウトリーチまでやる

のか」という指摘もあるが

「実績がほしい」というの

が本音である。「待っている

だけではいけない」という

ご意見があったので、事務

所を留守番電話にしてでも

アウトリーチ活動に動いて



行ってもらうことも考えて

もらいたい。 

 太陽光発電の設置は新築が

メインであると思うので、

新築の顧客をうまく捕まえ

る方法は無いか。設計事務

所、工務店はどうか。 

 住宅展示場は市内と近隣に

大きなものが３つほどある

ので、こちらについては市

の方で案内をしようと思

う。 

住宅展示場では、太陽光発

電については、概ねメーカ

ーが標準で組み込んでいる

と思う。行政とタイアップ

してこういった取り組みを

するのは新しいのでもので

あるため、事業の初期段階

でマスコミを利用する方が

良かったのかなと思う。 

相談窓口というものは概ね

「無料」という案内を出し

ている。建築家の常識で考

えた時には相談というのは

有料であるため、無料の案

内を出した方がよい。マン

ション管理士という資格が

あるが、管理士は第三者的

な立場であるにも関わら

ず、仕事を取るのに苦労す

ると聞いている。なぜかと

いうと、集合住宅では、管

理組合とゼネコンがタイア

ップしているところが非常

に多いからである。その辺

の条件を整理して行った方

が良いかと思う。 

メディア対応については、

エフエム宝塚の出演やア

エラの取材があるので、そ

こで案内することを考え

ている。 

 

宝塚市は建設家の組合はあ

るのか。 

（左の質問に対する委員からの回答） 

建築協会は神戸と大阪にある。 



 医者のネットワークという

ものがある。他にも、フレ

ミラ宝塚では色々講座をや

っていて、自然環境コース

というものがある。公民館

の活動の一つの柱になって

いるが、そこで講座をされ

るのもよいと思う。 

  

民間ができることと行政が

できることとを切り分けた

方がよい。今回は市の委託

事業として実施しているの

で、実際に購入を考えられ

ている方がいるのであれば

民間の事業者を紹介すると

か、別の連携をとった方が

よい。 

ペレットストーブについて

も購入ではなく普及させる

ことを目的としているの

で、実際に見てもらうとか、

貸し出してみて、周囲から

の苦情があるかを確認する

等、情報提供を行う方がよ

い。市民にふれるようなと

ころで置かせてもらえる所

に無料貸与する等の方向性

を探ってはどうかと思う。 

以前、「業者から売り込み

がかかってきのだが、これ

は誰に相談したらよいの

か」という相談があった。

こういう時の為に必要だ

と思う。 

太陽光発電に限定すると、

その時に判断する場所が

どこかにあれば可能性は

あるが、宝塚すみれ発電と

してはこちらに積極的に

アプローチしたくないと

思っている。その部分はビ

ジネス側の話であるので、

「この見積りが高いのか

安いのか」という相談内容

に対してこちらから回答

するのは難しく、こちらか

ら判断材料を与えるのは

非常に難しい。「そういう

相談窓口があるので一回

相談してみよう」というの

は大丈夫である。相談窓口

チラシ等の中に「どこから

見積りがあったら必ず相

談下さい」という告知する

とトラブルのもとになる

のではと思っているので、

 



記載していない。「窓口で

高いと言われた」と言われ

る等のトラブルである。潜

在的なニーズはあると考

えているが、実施は難し

い。 

この事業についてはもう

少し時間が欲しいと思う。

「こういう窓口があるか

らすぐ電話する」というも

のではないので、何となく

そういう窓口があること

を知っていて、いざ自分が

太陽光発電の設置を検討

する立場になった時に、相

談に行くというものであ

ると思う。そのため、じっ

くりと半年位の時間軸の

中で判断してもらえばと

思う。 

 （会長よりの質問） 

あえて訊くが、行政との関

係で難しい部分があればこ

の場で伺いたい。 

市民発電所の１号、２号を

設置してきた時から、「自

分達だけでやってきた」と

いう思いがないので、こん

なものかなと思っている。 

ただ、あまりに多くのこと

を一度に言われると、「い

い加減にしてほしい」と思

うところはあるので、「一

個ずつ言って下さい」と思

う。色んなことが一度に来

たら大変なところはある。

そういった経験が無い訳

では無いので、私たちの中

で優先順位をつけていき

たいと思っている。「少し

 



待ってほしい」というケー

スは多々ある。 

また、新エネルギー推進課

とは定例で何もなくても

顔合わせをしようという

ことは言っている。事業が

急に進展する可能性もあ

るため、こまめに連絡を取

っておく必要性からであ

る。 

６ 公共施設への再エネ導入ガイドラインについての中間報告 

 担当事務局（ＩＳＥＰ） 

 （事務局から、市からＩＳＥＰへの委託事業の一環として、公共施設への再生可能エネ

ルギー導入ガイドラインの策定を見据えて調査を行っていることを説明し、以下のとお

り進捗の報告及び調査結果の説明を行った。） 

（公共施設への再エネ導入ガイドライン調査概要の内容について） 

・実際に再生可能エネルギーの導入ガイドラインを策定している自治体を探し、中でも 

実行性があると思われるものを５つ抽出し、ヒアリング等により内容の調査を行っ 

た。（配布資料２５ページの）表中では右から実効性の高いと思われるものから順に 

並べている。 

・熊本市では、事務所等を新築、改築する場合、所内の消費電力量の５％相当を太陽光 

発電で賄うこととしている。佐賀県では、企画段階で太陽光発電の導入を必ず検討し、 

原則導入としている。他には、「原則、導入を検討」としているケースがあるが、こ 

こまでなると実効性はあまり無いものと考えられる。 

・ガイドライン策定時の関連部署については、環境、建築部署や庁内施設を持っている 

部署等が連携しているケースが中心である。 

・太陽光発電により得られた売電収入は、市の歳入にするか、施設（指定管理者）の収 

入にするなど自治体により様々である。 

・ガイドラインの運用段階の導入効果については、さいたま市では、施設管理部署が検 

討項目を検討するようになり、また、各施設の計画を全庁的にクラウドサービスで閲 

覧できるようなシステムを構築中であるとのことであった。熊本市では、建築部署及 

び施設担当部署に環境把握シートというチェックシートを作成してもらっている。 

・他の自治体へのアドバイスとして、札幌市では、財政部局に再エネ、省エネ技術導入 

の為の予算支出を促すためにガイドラインを策定したが、自治体全体として創エネ、 

省エネの方向性を決めておかなかったため、そこまで効果が無かった。他には、「他 

の部署との調整」、「環境系と建築系の部署で予算がどの程度必要なのか、費用対効果 



はどうか等の事前調整が大事である」等の意見があった。 

（宝塚市内の公共施設への再エネ導入に関するガイドライン策定への示唆） 

・ガイドライン策定プロセスについては、部署横断型のワーキンググループを作り、 

利害調整を事前に行う必要がある。 

・ガイドラインの内容については、具体的数値目標を記載することが着実な普及の為に 

は効果的である。「原則として導入」では弱いものと思われる。「原則として導入」に 

ついては、担当者へ「（原則に対する）例外規定はどのようなものか」という質問を 

を行うと、引継が行われておらず明確な回答が得られなかった。知見を行政内部で残 

しておく必要があるものと思われる。 

・ガイドライン策定後の運用については、指針の運用段階で再生可能エネルギー担当部 

署がチェックをどのように行うかという部分が重要である。それがチェックシートに 

よるものなのか、また、チェックをして、内容が不十分であると再生可能エネルギー 

担当部署で判断した際にどのようなお願いをするのかといった実効性の課題がある。 

この部分は制度的にどうするかというよりも、庁内での関係性も含めて別の仕組みが 

必要であると感じている。 

 委員からの意見 事務局からの回答 

 総務省から各自治体に対して公共施設等

の総合管理計画策定の指示が出ていると

聞いている。建物をいつまでに使う等の

内容であるが、そのような大本の議論が

先にあると思う。 

（市による回答） 

公共施設白書というものを今、建築部門の

方で作りかけているので、延命化、長寿命

化という議論は進められていると思う。 

 中央公民館、ガーデンフィールズ跡地、

水道局新庁舎と、直近で３つの公共施設

が新築される。ＮＰＯでは環境配慮型・

限りなくゼロエネルギーの建物にするこ

とについての依頼をしているが、環境部

としても対応が急がれると思う。 

（市による回答） 

勿論であり、検討する部の代表も同席した

が、取り急ぎの検討事項が出ている。建築

部門から「ガイドラインの策定が間に合う

か」という質問があったが、この案件には

ガイドラインの反映は間に合わない。しか

し、模範となるような建物ができればと思

う。 

 札幌市は建築の部局が主導しているの

か。 

（ＩＳＥＰによる回答） 

建築系の部署が策定している。札幌は体躯

別に「こういう建物の場合はこうする」と

いった内容になっている。しかし、予算が

とれず、作った割にはうまく運用できてい

ないとのことである。 

 



 建築部門の方でこのようなガイドライン

をつくってもらうことはできないのか。 

（市による回答） 

庁内的には全体として「再エネを推進して

いこう」という意識になっているので、先

ほど言われたについても施設の設計の場に

参加して、「創エネ、省エネについて配慮し

て下さい」というお願いをしている。どこ

までできるのかということはわからない

が、市長が再生可能エネルギーの推進を掲

げているので、庁内全体としては意識を持

っている。 

 建築部門独自のルールにしてもらう方

が、「環境部門から言われている」ではい

つまで経っても変わらないので、総合計

画の中から位置づけるとか、ガイドライ

ン自体は作れると思うが、それを実際に

使ってもらうためにどうするのかも合わ

せて考えることができればと思う。 

 

 視点が違うかもしれないが、この調査概

要に載せられているのは再生可能エネル

ギーに特化した事例か。それとも省エネ

も入ってくるのか。 

（ＩＳＥＰによる回答） 

環境配慮型公共施設と書かれたものは、再

生可能エネルギーと省エネの両方が入って

いる。ここに入っているものは再生可能エ

ネルギーと省エネと両方入っている。 

 宝塚市で策定する場合も両方入ったもの

を考えているのか。 

（市による回答） 

両方入ったものを考えている。 

 バリア（障壁）がどこになるのかという

ことについて、今、面白いエピソードを

いただいた。バリアの研究は、丸山先生

が今やっておられるが、世界レベルでの

バリアもあれば、国レベルのバリアもあ

る。地域レベルのバリアは、意外と少し

気を付ければ直るものだったりすること

があるので、バリアがどこにあるのかと

いうところを、今後、ご教示いただけれ

ばと思う。 

 

 

（ＩＳＥＰによる回答） 

了解した。 

 



（系統接続問題についての学習会「再エネが入らないのは誰のせい？接続保留問題の重層

的構造」：安田陽委員） 

 （安田陽委員より、話題提供として別紙資料に基づいて、再生可能エネルギーの系統接

続保留問題についての解説が行われた。この問題の原因は、日本において再生可能エネ

ルギーの系統接続申請がエネルギー種、地域、時期の観点において偏りが見られること

にあり、技術的問題以上に制度の問題として取り扱い、国、電力会社、事業者等でＦＩ

Ｔ制度を微調整していくことで解決を図る必要性があるという内容を含んだものであ

った。） 

７ その他 

 事務局（市） 

（事務局より今後の予定について、以下のとおり案内を行った） 

・広報たからづか２月号の特集記事で、本市における再生可能エネルギーの取組みを紹 

介することとなっており、取材を始めている。 

・平成２７年１月２４日（土）に、西谷地域で再生可能エネルギーをみんなで考える懇 

談会を実施予定であり、地元の自治会長等に周知をさせていただいている。ＩＳＥＰ 

から２名の方に来て講師をしていただく予定である。 

・平成２７年３月８日（日）には３００人規模の市内最大のホール（ソリオホール）を 

借りており、イベントを実施予定である。一部が市主催の懇談会、二部が全国ご当地 

エネルギー協会主催の事例発表会という二部構成で実施したい。 

・次回の審議会の日程については、３月８日のイベントにおいて、ホール壇上でパネル 

ディスカッションを実施していただき、一年間の審議会のまとめにしたいと思ってい 

る。会長にはパネルディスカッションの前にご講演をいただくこともお願いしたい。 

委員からの意見 事務局からの回答 

一般の方を対象にするのか。その内容は

面白いだろうか。 

今回の市民発電所の一号機から四号機ま

での当事者の方が出てくるのは無理か。 

美座小学校の先生や市民発電所の四号機

が設置される場所の地元の方が出てくる

と面白いと思う。 

どう面白くするかは課題である。 

当事者は全国ご当地エネルギー協会の会員

として出てくると思う。 

来てもらえれば面白いが、そこまで調整で

きるかはわからない。 

審議会で答申をいただくビジョンのお披露

目会として位置付けたいと思っている。再

生可能エネルギーという分野だけで審議会

という市長の諮問機関を持っていることは

それだけで先進的な取り組みではないかと

自負している。 

８ 散会 

 （環境室長によるあいさつがあり、散会となった。） 



 



                  平成 26年（2014年）12月 25日 

                         宝塚市上下水道局第一会議室 

 

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議事次第 

 

開会（13時 30分予定） 

 

１ あいさつ（宝塚市環境部長 酒井 喜久） 

 

２ 前回（10/16通算 7回目）審議会振り返り（事務局）について---P1～P9（議事録概要） 

 

３ 市民発電所設置モデル事業について（報告）---P10～P12 

 

４ 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」パブリック・コメントについて（報告） 

---P13～P20 

 

５ 再生可能エネルギー相談窓口業務について---P21～P24 

  ～受託事業者：㈱宝塚すみれ発電からの業務報告及びヒアリング～ 

 

６ 公共施設への再エネ導入ガイドラインについての中間報告 ---P25～P27 

 

（系統接続問題について学習会 ---安田委員より約 15分） 

  「再エネが入らないのは誰のせい？接続保留問題の重層的構造」---（一部別紙資料） 

   安田陽氏著（その３---P28-P37、その２---P38-P49、その１---P50-P61） 

 

７ その他 

  ・広報たからづか特集ページについて（平成２７年２月号予定） 

  ・平成２７年１月２４日（土）予定イベントについて（西谷会館） 

  ・平成２７年３月８日（日）予定イベントについて（ソリオホール） 

   （全国ご当地エネルギー協会主催イベントとの２部構成） 

・次回 審議会日程調整  

候補日：  月  日 

   予定議事 仮称「宝塚エネルギー2050ビジョン」策定について 

 

８ 散会 



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。） 

 



再生可能エネルギー
相談窓口

宝塚市では、再生可能エネルギーが太陽光発電を中心に住宅用、事業所用で普及して
きている状況を受けて、市民が安心して相談できる窓口を開設しました。
まずは、お気軽にお電話ください。

相談内容

（0120）34-1733
携帯電話からは：0797-69-6003（通話料有料）

受付時間：平日10時～ 16時（土日祝日12/27 ～ 1/4は除く）

相談窓口専用

宝塚市

さー 良 い な サン サン

・太陽光発電や太陽熱温水器、ペレットストーブ等の効果や特徴など
・既に太陽光発電などを設置されている場合のメンテナンスなど

ペレットストーブって何？

太陽熱温水器を

付けたいんだけど…

太陽光発電って

省エネなの？

みんなでつくろう　宝塚エネルギー

宝塚市 新エネルギー推進課
受託事業者： 〒665-0022 宝塚市野上 1-1-8（逆瀬川駅から徒歩２分）



宝新エ第２２２号 

平成 26年（2014年）10月 23日 

  

宝塚市再生可能エネルギー相談窓口運営事業 

 応募事業者 株式会社宝塚すみれ発電 御中 

 

 

宝塚市長 中川 智子 

 

 

   宝塚市再生可能エネルギー相談窓口運営事業選定結果について（通知） 

 

 平素は、本市新エネルギー推進のための施策にご尽力を賜りありがとうございます。 

 今般、事業計画書を提出いただきました標記の件について、宝塚市再生可能エネルギー

推進審議会からの答申に基づき、下記の付帯意見を条件として、御社を宝塚市再生可能エ

ネルギー相談窓口運営事業事業者として決定致しました。 

 つきましては、下記、付帯意見について対応した上で、再生可能エネルギーの導入推進

による持続可能なまちづくりのため、市民や事業者が安心して相談できる窓口として、公

平な立場で本事業を遂行していただきますようお願い致します。 

また、今後の事業開始に向けては、下記担当を窓口として、事前調整を十分、行ってく

ださい。 

 

記 

 

１ 付帯意見 

  再生可能エネルギーについての相談を受ける場合やアドバイスを行う場合には、そ

の根拠となる資料を含めた記録を正確に行い、市との契約に基づき、報告を適宜、行

うこと 

 

２ 担当窓口  環境部新エネルギー推進課 

            電話 0797-77-2361 



平成２６年１０月１６日 

 

 宝塚市長 中川智子 様 

 

 

             宝塚市再生可能エネルギー推進審議会 

                会 長  丸山 康司 

 

 

再生可能エネルギー相談窓口運営事業事業者選定について（答申） 

 

平成２６年（２０１４年）１０月１６日付け宝塚市諮問第１５号で市長から諮

問を受けた標記の件について、宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則第７条

の規定に基づき、当審議会に、宝塚市再生可能エネルギー導入推進に係る事業者

選定部会を設置し、本事業の目的に沿って厳正かつ公正に審査を行いました。 

この度、審査に当たった事業については、仮称「宝塚エネルギー２０５０ビジ

ョン」策定段階で議論を進めている事業であり、早期に開設することで再生可能

エネルギーの導入推進が図れる可能性があることなどに鑑み、以下のとおり、事

業者として選定するに至りました。 

宝塚市におかれましては、当審議会の意見を尊重した上で当該事業の推進を図

られるよう要望します。 

 

１ 審査及び選定した事業者 

(1) 法人名   株式会社宝塚すみれ発電 

(2)  法人代表者 代表取締役 井上保子 

(3) 法人住所  宝塚市野上 1丁目 1番 8号 

 

２ 採点表及び審査結果  別紙のとおり 

             いずれの審査項目においても選定委員の平均点が基

準点を上回っており、当該事業の事業者として選定

するものとする。 

３ 意見 

（1）選定した事業に対する意見 

相談を受ける際やアドバイスを行う際などには、その根拠となる資料を含め

た記録を正確に行い、市に対して適宜、報告すること 

（2）市に対する意見 

当該業務の周知に努め、市民や事業者の利便性に配慮し、選定した事業者が

特定の事業者への利益誘導とならない方策を検討し、実施すること 



 

４ 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名簿 

区 分 委員氏名（敬称略） 所属・役職名など 

知識経験者 部会長 

丸山 康司 

名古屋大学大学院 

環境学研究科 准教授 

知識経験者 部会長代理 

藤本 真里 

兵庫県立大学 

自然・環境科学研究所 講師 

事業主を代表する者 岡田 知也 株式会社池田泉州銀行 

営業企画部参事役 

公募による市民 澤 美佐 市民公募委員 

 

公募による市民 黒田 勇司 市民公募委員 

 

 

５ 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開催経過 

日 時 回 数 場 所 及び 選定内容 

平成２６年７月３日（木） 第１回 宝塚市役所 ３－３会議室 

市民発電所設置モデル事業事業者

選定について 

平成２６年１０月１６日（木） 第２回 宝塚市役所 ３－３会議室 

再生可能エネルギー相談窓口運営

事業事業者選定について 

 

６ 参考資料 

  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設置規程 







「宝塚エネルギー2050ビジョン（案）」に対するご意見と市の考え方について

1 　パブリック・コメントについて
　（１）意見募集期間 平成26年（2014年）10月24日～平成26年（2014年）12月5日
　（２）意見提出者数 7人
　（３）提出意見件数 11件

2
No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方

　意見の趣旨及び意見に対する市の考え方



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方
【原案のとおりとします】
国が定めた「エネルギー基本計画」による再生可能エネル
ギーを重要な低炭素の国産エネルギーと位置づけているこ
とを前提としていますが、今後のエネルギーに関する世界の
動向や国の政策は変動要因が多く、市民生活を守るために
地方公共団体が自ら目標や将来像を示し、方向性を定めて
継続的に施策や取組を進める必要性があるため、本ビジョン
案策定を目指しているものです。
その際、国としての再生可能エネルギーの導入目標やロー
ドマップ、規制や制度の見直しは今後の課題として挙げてい
ます。また、経済状態や人口の推移は現状分析を前提にし
ています。

本市における環境施策は総合計画を最上位の計画と位置
付け、現在、策定に向けて検討が進められている第5次宝塚
市総合計画後期計画においても本ビジョン案と連携できるよ
う調整を図っているとともに、本ビジョン案の対象期間を総合
計画を踏まえて2020年度までとしています。

高度な送電や蓄電等の技術的な前提は本ビジョン案では特
に想定を行わず、国内外のエネルギー政策の動向や地球
温暖化対策をもとに必要な見直しを行っていくことを記載す
ることに留めています。

持続可能なまちづくりのため再生可能エネルギーを優先的
に消費することに努めていくことなどは、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で規定しており、
費用負担も含め、今後の電力小売自由化を含む電気事業
法にも注視していく必要がありますが、費用負担について
は、市の予算を大規模に投入して再生可能エネルギーを進
めるのではなく、再生可能エネルギーに取組んだ方が経済
的に利益を得られるような取り組みを後押しする制度支援を
行うことを想定しています。

中長期的には、再生可能エネルギーの導入時の価格低下
等により、現在の国の制度である固定価格買取制度が変更
され一層の社会的な費用の削減に向かうと考えられます。

広報については、広報誌、市ホームページ、フェイスブック
で随時情報発信や情報交換に努めており、本ビジョン案に
ついても適切な広報に努めてまいります。

国の「エネルギー基本計画」に先行して、「宝塚エネルギー２０５０ビジョン
（案）」、で長期目標値を設定しておられますが、バックキャスティング手法を用
い、目標達成、持続するために逆算した課題抽出が不可欠です。課題解決
の、仮定による前提条件が資料には記載が無く分かりません。広報等でご説
明頂けませんでしょうか。

・国策（どのような国策を前提として目標を設定したか）
・経済状態（国民/市民の経済状態が前提項目とならないか）
・人口減少・高齢化（2050年には社会構造が大きく変化していないか）
・宝塚市の総合計画との整合（まちづくりの検討が先ではないか）
・宝塚市内のエネルギー体系（劣化・寿命を含めてどのような技術的体系を前
提としているか）
・宝塚市民の考え方（市外から安く再エネを購入しようとした場合の市外の方
の理解や市民の考え方についてどのような前提としているか）
・推定費用負担額（目標を達成するための費用負担はどの程度を前提として
いるか）
・広報（広報の方法について更なる努力をお願いしたい）

第1章（ビジョンの基本
的事項）、第2章（宝塚
市の現状）、第3章（再
生可能エネルギー政策
の目的と将来像）

1



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方
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第1章（ビジョンの基本
的事項）

「Think Globally, Act Locally」・・・とは言うものの、
環境問題を知るにつけて、それを取り巻く事象の多さと、その影響する空間の
大きさ、時間の長さに驚愕します。その様な状況の中にあって、人間一人が出
来る事の無力さを痛感させられ、途方に暮れてしまいます。
・地球温暖化、生物多様性への取り組み
・有害な化学物質や廃棄物、そして大気汚染等の公害への備え
・食糧自給やフードロス等の食糧問題
・化石燃料の枯渇や原子力の是非等のエネルギー問題

これら様々な課題がある中で、私たち一人ひとりが足元から行動して、地球規
模でそれらの環境に目に見えて良い影響を与えられる物って、何だろう？と考
えた時、それはエネルギー問題ではないだろうかと思いました。
環境に優しい再生可能エネルギー100％で宝塚市域のエネルギーを賄う事。
誰からの影響も受けない自立性と、自給自足による低コストで安全・安心なエ
ネルギー供給システムの実現。それを宝塚から日本国内はおろか、世界に向
けて発信していくこと。それこそが、地球規模での様々な環境問題を少しでも
軽減させ、解決させていくために、今、私たちが成し得る最高のパフォーマンス
なのではないかと思います。

今回の「宝塚エネルギー２０５０ビジョン（案）」は、２０５０年でのあるべき姿を
先に掲げて、そこに至るまでの過程を数値によって詳細にシミュレーションして
おり、そのベースにある考え方やアプローチの仕方には大賛成です。また、
個々の数値目標の作成・設定は、さすが自治体ならではと感心いたします。
大きな流れについて異存はありませんが、今後、本ビジョンの実践に取り組ん
で行く際の考え方として、若干の私見を述べさせていただきたく次に記します。

【原案のとおりとします】
本ビジョン案は、行政が再生可能エネルギーを利用する積
極的な方向性を示していくことの必要性があると考えていま
す。
再生可能エネルギーは近年、急速に利用が拡大しており、
過去から現在までの延長線上に将来を想定する現状延長
型の予測（フォアキャスティング）では振れ幅が大きく、予測
が難しくなるため、バックキャスティングの手法を用いている
のはご意見のとおりです。
今後は行政の担う役割も従来とは変化し、再生可能エネル
ギー利用を推進していくための制度や場づくりを行っていく
ことなどであると考えています。



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方
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第5章（エネルギー政策
の目標）

◎実践に向けての考え方
1）市内の家庭・業務・産業における電気の再エネ活用率について（5.2.2（3））
図5-7における再エネ活用率の内訳は、２０５０年での推計としては良いと思います。た
だ、今後５０年、１００年を見据えた中では、年間再エネ生産量に占める業務・産業部
門の発電量を増やしていく方向で検討していただきたいと思います。また、市外から供
給量を限りなくゼロにもっていけるような絵を描いていくことも、自立した未来社会を想
定し、それを意識付けしていく上においては必要なのではないかと思います。
2）エネルギー利用以外の目標について（5.2.3）
再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせた完全自給自足については慎重に行うと
の記述があります。この部分は、今後の技術開発に多くを待たねばならぬことは充分
に承知しておりますが、現時点のエネルギー効率での費用等のシミュレーションは、常
にしておく必要があるものと思います。また、蓄電池と並行して、燃料に水素を使った
燃料電池などでの方法を視野に入れてみるのも、一つの選択肢として面白いのではな
いでしょうか。いずれにしても、最終目標は常に１００％自給自足であってほしいです。
3）市民の役割について（6.1.1）
本ビジョンを遂行していく上において、最も重要なことは、市民の意識をどのように変え
ていけるかなのではないかと思います。環境問題（地球温暖化対策）について宝塚市
が市民に対して行ったアンケート調査によると（宝塚市地球温暖化対策実行計画　参
照）
・多少の負担があっても行動したい→３９．２％
・負担を伴わない程度に行動したい→５５．９％
この数字をみると、５５．９％の人が負担を伴う事には消極的となっております。
本ビジョンのベースにあるのは、一般住宅への太陽光パネルの設置であり、こうした市
民の初期投資なしには、本ビジョンは成立しないものと思います。そしてそのために
は、今後これら多くの市民の「多少の負担を伴った参加」を促していかなければならな
いと思います。そこで、市民の周知をどのようにしていくかになりますが、市民への働き
かけは一律にするよりも、対象を細分化した上でそれぞれに合わせた対策を立ててい
く方が、より効果的ではないかと思いました。

【原案のとおりとします】
1)本市における再生可能エネルギー自給率の現状は電気
の場合は1.2％、熱の場合は0.6％となっており、今後、省エ
ネルギーの取組を進め、市内における再生可能エネルギー
自給率を大きく増やしながら市外からも調達していくことで、
再生可能エネルギーの自給率や活用率の目標値を達成し
ていくこととしています。また、可能な限り、市内における再
生可能エネルギーの生産で賄っていきたい考えはご意見い
ただきましたとおりです。

2）蓄電池や燃料電池等、技術革新による再生可能エネル
ギーの普及については、今後、ビジョンを見直すタイミングで
必要に応じて盛り込んでいく考えです。

3）市民の皆さまの役割は、事業所とともに非常に重要である
と考えています。費用面のご負担を含めて、持続可能なまち
づくりへの考えや方向性を共有した上で、各主体が協働で
進めていくことができる施策の実施に努めてまいります。ま
た、長期目標値のひとつに「市民の100％エネルギープロ
シューマー化」を掲げており、すべての市民の方がエネル
ギーの生産にも関わっていただきたいと考えています。



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方

2-3

第6章（目標達成に向け
た各主体の役割と協
働）、第8章（対象毎の
推進支援策パッケー
ジ）

◎対策案
①主婦層への働きかけ
家計を預かっている主婦層への働きかけはとても大切なものと思います。
そのためには、初期投資に対する具体的なメリット・デメリットを分かりやすく丁
寧に伝えることだと思います。そして、そのことによる未来社会の楽しみを想像
し、理解して貰いながら、参加を促していくことです。
その一つとしての固定資産税の軽減等は、とても良い試みだと思います。
②子どもたちへの教育
地球環境とエネルギー問題の関連をしっかりと教えて、その大切さと共に、
今、私たちが住んでいる宝塚市の近未来のあり方（今回のビジョンのような）に
ついての考え方をしっかりと伝えていくことです。
環境問題は時間がかかります。５０年先、１００年先の担い手をつくっていかな
ければなりません。
③若者たちの地元回帰
いかに素晴らしいビジョンであっても、それを着実に実践していく人がいなけれ
ば、絵に描いた餅にすぎません。本ビジョンの考え方に賛同できる人が環境
やエネルギー関連の仕事に携わりながら、自立して生活ができる社会（市内）
環境の構築を図っていくことが大切です。
④エネルギー事業者に対する優先性の提示
再生可能エネルギー普及への先行投資をした事業者に対しては、優先権を与
える等の提示をしながら、優良で強力なエネルギー事業者を早期に確保した
上で、彼らの力をもって市内での広報と雇用の両面での相乗効果を図れるよ
うにする。

【原案のとおりとします】
再生可能エネルギー推進の視点として、①環境・経済・福祉
の向上につながるような持続可能なまちづくりに貢献する仕
組みを確立すること、②行政の率先行動のみでなく連携を
通じて市民・事業者の参画と協働による取組を促進するこ
と、③長期にわたる取組であるために子どもや若年層といっ
た次世代を担う人づくりに努めること、④今後の地域経済の
活性化や雇用の促進につながる事業性のあるコミュニティパ
ワー事業を促進することの4つを挙げています。

また、対象毎の推進支援策パッケージで人づくり・場づくり
パッケージによる支援策も記載しています。これからも各主
体の役割や協働を進めながら、様々な層や世代へのアプ
ローチを図っていく考えです。



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方
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第5章（エネルギー政策
の目標）

地球規模で起こっている環境問題を少しでも改善したいと思った時、１人より２
人、２人より３人、１００人、１０００人、いっそ市民全員で行動を起こせたら、
もっともっと地球規模で良い影響を与えられる！と思いました。
そして、成功のモデルケースとして、世界の人たちにそのノウハウを教えてあ
げられたら・・・そんなことを思い、何か楽しくなりました。
思いに任せて、好き勝手なことを書き綴ってまいりましたが、「宝塚エネルギー
２０５０ビジョン（案）」には、その先駆的な取り組みとして、とても期待をしており
ます。今後、多くの困難な問題が生じてくることもあるとは思いますが、その思
いを常に忘れることなく、５０年、１００年と継続していってくれることを心から
願っております。

【原案のとおりとします】
目指すべき将来像を定め、そこから逆算して課題を抽出し、
解決の道筋を検討していく手法（バックキャスティング型）を
用いており、国内外のエネルギー政策の動向や地球温暖化
対策をもとに必要な見直しを行いながら、再生可能エネル
ギーの利用の推進を図っていく考えです。

3

第1章（ビジョンの基本
的事項）、第5章（エネル
ギー政策の目標）、第6
章（目標達成に向けた
各主体の役割と協働）

今まではすべて国任せにやってきたエネルギー問題を、自治体がしっかりとし
たビジョンを策定して取組みを進めて行ってくださる事に対し、宝塚市民として
誇りに思います。その実施プランについても単に目標値を定めるだけでなく
バックキャスティング手法を用いて数値化、具体化されている計画はより実現
性を高め、「目に見える」取組みになっていると思います。
又、行政主導ではなく、市民を含めた事業者に主体をおいた実施計画は実現
する上で多くの人を巻き込む事ができ、エネルギー問題を通じて市民の交流
や市内事業の活性化にもつながり大変評価できるものだと思います。
但し、その数値目標については達成可能な安全な数字にしかなっておらず、も
う少し挑戦的な数値目標があっても良かったのではないかと思います。

【原案のとおりとします】
再生可能エネルギーは近年、急速に利用が拡大しており、
過去から現在までの延長線上に将来を想定する現状延長
型の予測（フォアキャスティング）では振れ幅が大きく、予測
が難しくなるため、バックキャスティングの手法を用いている
のはご意見のとおりです。今後は行政の担う役割も従来とは
変化し、再生可能エネルギーを利用する積極的な方向性を
示し、推進していくための制度や場づくりを行うことであると
考えています。
また、目標値設定については現状分析から意欲的な目標値
として設定しており、その必要性やそれぞれの各主体の役
割や協働についても本ビジョン案に記載しているものです。



No 主な該当箇所 意見の趣旨（概要） 意見に対する市の考え方

4

第5章（エネルギー政策
の目標）

概要、本編ともに読ませていただきました。
意見として、大規模、コスト高なことは避けたほうがいいかと思います。
太陽光パネルは寿命が長くなく、数年後には全て取り替えなくてはなりませ
ん。その負担を個人がするにしろ、市が行なうにしろ、この国にしろ、市にしろ、
これといった経済政策が見えないなかでやるのは良策には見えません。むし
ろ、藤野電力http://fujinodenryoku.jimdo.com などを参考に市民が使う量が多
いなら、DIY感覚でやれる太陽光発電がよいと思います。キットで４３，５００円
で１２月１５日に東京でWSもあります。（見学 １，５００円）宝塚市に来て、WSを
開いてもらったらどうでしょうか？また、『できた！電気代６００円生活』著者 は
らみづほ さんの生活スタイルを参考にしてみるとか、小さく始めるのがいいと
思います。
また、講義・イベントでプリント配布式は意味がないように思いますので、それ
こそ「太陽光パネルとプロペラ（？）か灯りのつくもの」で、実際に見てもらった
ら、簡単でわかりやすいと思います。

【原案のとおりとします】
本市では、これまで市民や事業者の皆さまと協働で再生可
能エネルギーの導入推進を図っていくためセミナーや懇談
会、ワークショップなどを行ってきました。小型の太陽光発電
設備の組立教室やソーラーカーの組立教室など親子で楽し
みながら、再生可能エネルギーを身近に感じていただける
取組も行ってまいりました。これからもご意見をいただきまし
た内容も参考に、より多くの皆さまが参加していただける事
業の検討を行っていく考えです。

5

第1章（ビジョンの基本
的事項）

＜ＩＰＣＣが危惧する温暖化リスク＞
今後、予想される「世界規模・地球規模での気候変動」のおよぼす自然的災害
や人工的災害の発生

＜宝塚市の特徴的地域区分＞
宝塚市温暖化対策実行計画（１０ページ）
地域特性に応じた住宅施設・商業施設・産業施設のエネルギー施策とともに、
災害発生時のことも視野にした「インフラ対策も連携した多角的な事業」の推
進をお願いいたします。

【原案のとおりとします】
本ビジョン案では、既に策定されている第2次環境基本計
画、地球温暖化対策実行計画においても太陽光発電など新
エネルギーの導入の促進が掲げられていることを前提にして
おり、関連施策としての位置づけを記載しています。これから
も関連施策（関連計画）として、各種施策や取組を進めてい
く考えです。

6

第3章（再生可能エネル
ギー政策の目的と将来
像）、第6章（目標達成
に向けた各主体の役割
と協働）、第9章（市の責
務）

人づくりが最大の課題である。
多くの市民の参加を得るには
１．再生可能エネルギー導入の経済的メリットを向上させる。
　投資回収を１０年未満にしないと大きな普及率アップは望めない。
　買い取り価格などの国への働きかけも重要である。
２．行政のより主体的、積極的リーダーシップが望まれる。
　役所が本気でやる気を見せなきゃ、結局、市民は動かない。

　これだけ、日本の社会や生活が厳しくなってきたら、理想論だけでは、非力
な小市民は動かないだろう。

【原案のとおりとします】
本ビジョン案に掲げる再生可能エネルギー政策の目的は
「豊かな環境の自律的維持」「エネルギーの自立性を高め
る」「災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり」と記
載しています。そのため、市民、事業者、行政の各主体が一
体となり取り組んでいくことが必要です。
固定価格買取制度等の経済的メリットだけではなく、省エネ
ルギーや再生可能エネルギーにより、快適な住環境やオ
フィス環境をもたらすなど健康や福祉面での効用を高め、持
続可能なまちづくりへの取組に各主体が取り掛かることが必
要であると考えています。
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第9章（市の責務） ＰＡＲＴ１
宝塚市役所は、地域住民・エネルギー関連団体・地域特性等を有機的に連動
させ、再生可能エネルギーの施策及び取組を今後も積極的に推進し、その
時々で方向性を示してほしい。期待しています。
再生可能エネルギー担当部署は、今後も「宝塚エネルギー」の取組を促進す
るため、人材育成に特に配慮していただきたい。
「宝塚エネルギー」のビジョンを展開するため、継続的に「再生可能エネル
ギー」政策を発展させる体制を創造してほしい。

【原案のとおりとします】
本市では、「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」を制定し、同条例の規定により本ビジョン案を
策定しようとしています。同条例及び本ビジョン案においても
「市の責務」を規定しています。特に再生可能エネルギー担
当部署の役割として、①推進支援策パッケージによる枠組
みづくり、②利害関係者と市民を集め、公正で透明な合意形
成の場づくり、③推進支援策実現のための内部調整と制度
整備、④継続的な取組のための人材育成の４点を記載して
います。
今後も継続的に再生可能エネルギー政策を発展させ、長い
期間をかけて市の責務や再生可能エネルギー担当部署の
役割を実践できる取組を行っていきたいと考えています。

7-2

第9章（市の責務） ＰＡＲＴ２
宝塚市役所は一級河川である武庫川の右岸に位置しています。市歌にも『～
武庫の流れも映ゆるまで～』と詩（うた）われていますように、日本の誇る『再
生可能エネルギー』を見逃すわけにはいきません。宝塚市役所職員として、当
然の責務です。
宝塚から日本全国に「安全と水」は無料（タダ）と言われていますが、さらに「電
気も無料（タダ）」とさえ言われるようなエネルギー政策を期待したい。具体的
には小型発電設備の構築が必要。

【原案のとおりとします】
本市における再生可能エネルギーの利用可能性について、
省エネルギーを前提とした再生可能エネルギー活用につい
ては、あらゆる可能性を否定せず、取り組んでいくことが必要
であると考えています。



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。 



（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。 

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 

  ◎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 



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。 
 

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） 
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はじめに「宝塚エネルギー」のある暮らし 

これは、すこし未来の『わたし』が「みんなでつくろう宝塚エネルギー」を見つめ

なおすお話です。 

 

本市の再生可能エネルギーについてのビジョンを策定し、実践を進めていくと、

どのようまちで暮らす事になるのでしょうか。2014 年（平成 26 年）には中学生で

あった「わたし」が 16 年後の 2030 年（平成 42 年）に 30 代となったときの暮ら

しから、その様子を見てみましょう。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 

花と緑が豊かで、芸術や文化や観光資源にも満ちている宝塚市は、温泉や宝塚歌劇などがあり、

充実した交通網により大阪や神戸のベッドタウンとしても発展してきました。そんな宝塚市は、

「みんなでつくろう宝塚エネルギー〜再生可能エネルギー・省エネルギーで たからづかを もっと

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

 

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

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

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

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

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

わせた言葉です。「わたし」の家族もエネルギープロシューマーですし、木質ペレットストーブで

冬に暖かく過ごしている友人もそうです。 

 

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

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

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

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

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

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

のお金が向かうのかを意識するようになりました。 

 

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

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

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

している建物も増えているそうです。そういえば、宝塚市役所は 10 年も前に再生可能エネルギー
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100％になっていました。いまでは公共施設はどこでも再生可能エネルギーを取り入れたり、電気

を選んで買ったりしています。避難所にも太陽光発電などがあって、もしものときにも最低限のエ

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

美観にも気を配っているので、花や緑も多くて落ち着いた、きれいなまちなみが保たれています。 

 

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

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

タカーを利用するときも、再生可能エネルギーの電気で充電した電気自動車が選べます。 

 

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

ました。「わたし」もそこに出資の形で参加しています。寄付ではなくて出資なので、出したお金

がきちんと返ってくるかどうかはリスクがあって迷ったけれど、「わたし」が出資した事業はきち

んと運営されています。その事業では、出資に対して 10 年間で少し増えて手元に戻ってきました。

宝塚でエネルギーを作る事業をお金を使って応援できるわけだし、経済的にもうれしい仕組みです。

もちろん、事業が失敗する可能性もあるから自分できちんと判断した上でのことです。 

 

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

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

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

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

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

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

会がたくさんありました。 

 

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

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

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

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

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

る方や経済効果を得ている方もいます。 

 

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

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

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

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

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

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

可能エネルギーマップがあって、市内のどこにどんな再生可能エネルギーがあるのか、困ったとき



 6 

は誰にきけばいいのかもすぐわかります。 

 

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

くさんの活動を行い、それに参加する人が増えてきました。「宝塚エネルギー」という言葉には、

宝塚で作られたエネルギーやエネルギー会社はもちろん、エネルギーに関する取組やそれに参加す

るみんなの活力という意味含まれています。だから、NPO の活動やイベントに参加すること、子

どもと一緒にエネルギーについて学んだり遊んだりすること、再生可能エネルギーを使ったり選ん

だりすること、地域の再生可能エネルギー事業に出資すること、地域の再生可能

エネルギーを仕事にすることもすべて「宝塚エネルギー」をつくっていくことで

す。 

 

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

の人が「宝塚エネルギー」に参加する事で、この大きな目標もきっと実現できま

す。そして宝塚のまちがもっと、ずっと、元気になるはずです。 

 

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

まかなうことをめざしています。 

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

ことをめざしています。 

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

することをめざしています。 

 

 

こんな宝塚に住むために 

 

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

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

人づくりやまちづくりも同時に推進することになります。本市の再生可能エネルギーの

利用の推進についてのビジョン（以下、本ビジョン）を通じて、どのような施策や取組、

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

本章では、本ビジョンを策定するにあたり、その背景や位置づけ、期間などの基本的事項を示し

ます。 

1.1  再生可能エネルギービジョン策定の背景 

1.1.1  本市における再生可能エネルギービジョン策定の必要性 

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

近年の地球温暖化問題や 2011 年（平成 23 年）3 月の東日本大震災における福島第一原子力発電所

の事故を受け、環境への負荷が少なく、安全で安心な再生可能エネルギー（⇒用語集）の利用が求

められています。しかしながら、エネルギーに関する世界の動向や国の政策は変動要因が多いため、

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、方向性を定めて継続的に施策や取

組を進める必要性が高まっています。 

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

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

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

また、再生可能エネルギーや地球温暖化をはじめとする環境問題は構造的

な課題であり、環境と経済の一体化をはじめとして構造的に解決していか

なければなりません。ここでは行政の担う役割も従来とは変わると考えら

れます。その大きな役割の一つは、再生可能エネルギーを利用する積極的

な方向性を示し、推進していくための制度や場づくりを行うことです。 

本ビジョンではそのために必要な考え方や目標、取組について定めます。 

 

1.1.2  世界の再生可能エネルギーの動向 

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

終エネルギー消費量（⇒用語集）に対する再生可能エネルギーの供給割合は 2012 年（平成 24 年）

には約 19％（推計）になりました。このうち水力発電が 3.8%、再生可能エネルギーの熱利用が 4.2%、

水力以外の発電が 1.2%、バイオ燃料が 0.8%となっており、これらの近代的な再生可能エネルギー

の合計が 10%です。2012 年（平成 24 年）に世界で新たに導入された発電設備の正味 56%が再生可

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

の電力の約 22.1％が供給されています。 

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

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

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

エネルギー導入義務化も EU や各国で進められています。 

世界の地方公共団体による再生可能エネルギーの利用の推進の取組も加速しています。目標値の
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設定や規制、インフラの活用、公共電力事業会社の設置など様々な事例があります。デンマークの

コペンハーゲンは 2025 年（平成 37 年）までに「カーボンニュートラル（炭素排出実質ゼロ）」の

首都となる計画を立てています。ドイツのミュンヘンは公共電力会社による地域内の再生可能エネ

ルギー電源の開発と市外の再生可能エネルギー設備への投資などにより、2025 年（平成 37 年）ま

でに 100％再生可能エネルギーでまかなうことを目指しています。スペインのバルセロナでは、

2011 年（平成 33 年）から 2020 年（平成 32 年）までのエネルギー計画に基づき、すべての公共施

設に太陽光発電を搭載する計画を発表しました1。 

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

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

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

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

います。 

 

1.1.3  日本の再生可能エネルギー関連政策動向 

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

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

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

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

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

運が高まりました。2014 年（平成 26 年）4 月 11 日に閣議決定された「エネルギー基本計画」にお

いては、安定供給面、コスト面で様々な課題を示しつつ、温室効果ガスを排出せず、国内で生産で

きることから、再生可能エネルギーを「エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要

な低炭素の国産エネルギー源」として位置づけています。 

再生可能エネルギーの利用の推進についての近年の重要な制度は固定価格買取制度（FIT 制度）

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

小水力）によって発電された電気を、国が定める価格で一定期間買い取る制度です。2009 年（平成

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

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

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

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

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

コミュニティパワーの 3 原則 

1. 地域の利害関係者が事業の全体あるいは大部分を担っている。 

2. 地域社会に基づく団体が事業の議決権を持っている。 

3. 社会的、経済的利益の大部分が地域に分配される。 
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を経て、2016 年度（平成 28 年度）を目処とした一般家庭や小口への電力小売自由化を含む電気事

業法の改正が 2014 年（平成 26 年）に成立しました。さらに、国としての再生可能エネルギーの導

入目標やロードマップ、規制や制度の見直しの必要性が今後の課題です。 

 

1.1.4  地方公共団体の再生可能エネルギー関連政策動向 

地方公共団体によるエネルギー政策及び再生可能エネルギー政策策定の機運はますます高まって

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

ーに関連する制度を先進的に策定してきましたが、現在は多くの都道府県や市区町村においても再

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

再生可能エネルギーに関連する最近の地方公共団体の主な取組を以下に紹介します。長野県飯田

市や愛知県新城市、滋賀県湖南市、熊本県熊本市などでは市区町村において再生可能エネルギーに

関する条例を制定しています。千葉大学倉阪研究室による市区町村へのアンケート調査2によれば、

2013 年度（平成 25 年度）3 月時点で、少なくとも 39 の市区町村が再生可能エネルギーの導入促進

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

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

ギー利用ポテンシャルを見える化するソーラー屋根台帳も発表しました。京都府及び京都市では温

暖化対策条例の一部改正に伴い 2012 年（平成 24 年）4 月から 2,000 ㎡以上の新規建築物への再生

可能エネルギー導入義務化を開始しました。地方公共団体による公共施設向け電力入札の新電力の

採用も増加しています。 

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

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

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

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

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

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

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

いて（概要）」2013 年 8 月 19 日 



 10 

 

1.2  ビジョンの位置づけ 

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

1996 年（平成 8 年）に環境基本条例を制定し、2006 年（平成 18 年）6 月に「第 2 次環境基本計画」

を策定しました。2011 年度（平成 23 年度）に策定した第 5 次総合計画では、重点目標の１つとし

て「環境の保全と循環型社会の構築に向けたまちづくり」を掲げており、環境保全の取組の中に温

室効果ガス（⇒用語集）の排出削減を図る項目の一つとして、太陽光発電など新エネルギーの導入

の促進を挙げています。 

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

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

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

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

に策定した宝塚市地域省エネルギービジョン（現行：宝塚市地球温暖化対策実行計画区域施策編に

包含）があります。また、2011 年度（平成 23 年度）に策定した宝塚市地球温暖化対策実行計画に

おいても、温暖化対策の観点から新エネルギーの導入を記載しています。 

 

図1-1 本ビジョンの位置づけ 

 

第 2次環境基本計画(2006－2015) 
【めざす都市像】「環境都市・宝塚 健全で恵み豊かな環境を共に育むまち」 

～持続可能なまちへの先駆的転換をめざして～ 

 

【取り組み】              【共通する視点】 

2. 

豊かな生態系

を育む 

まちづくり 

3. 

安全で快適な 

環境の 

まちづくり 

1. 

地球温暖化 

防止と健康に

暮らせる 

まちづくり 

 

4. 

環境と社会・ 

経済発展の 

一体化に 

努める 

5. 

効果的に 

進めるために

参画と協働で

取り組む 

第５次宝塚市総合計画(2011－2020) 
【めざすまちの姿】「市民の力が輝く 共生のまち 宝塚」 

～住み続けたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～ 

宝塚のエネルギー関連政策 
 

 宝塚エネルギー 

2050ビジョン（仮称） 

 

宝塚市地球温暖化対策 

実行計画（区域施策編） 

 

他
部
門
の
計
画 
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1.3  ビジョンの対象期間 

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

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

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

るため、2050 年（平成 62 年）の長期目標と 2020 年（平成 32 年）及び 2030 年（平成 42 年）の

チャレンジ目標（チャレンジ目標については、P41 の 5.3 に記載）を示し、各種施策や取組を進め

ていきます。 

本ビジョンの対象期間は第５次宝塚市総合計画を踏まえて、2014 年度（平成 26 年度）から 2020

年度（平成 32 年度）までの 7 年間とします。 

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

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

す。 

 

図1-2 ビジョンの対象期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期目標 

（2050年度） 

チャレンジ目標 

（2030年度） 

チャレンジ目標 

（2020年度） 

本ビジョンの対象期間 

2014 年度～2020 年度（7 年間） 

 

（見直し） 



 12 

1.4  対象とするエネルギー 

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

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

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

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

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

ーも考慮した上での再生可能エネルギー普及を進めます。 

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

有望と考えられるエネルギーについて利用可能量の調査を行います。 

 

表1-1 対象とする再生可能エネルギーの種類 

 

 

 

地中熱利用やバイオマスエネルギーの図 

 

 

 

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（地中熱）利用 
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1.5  ビジョンの構成 

本ビジョンの構成を図 1-3 に示します。 

はじめにでは、本ビジョンを策定し、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

のかを「宝塚エネルギー」のある暮らしとして示しました。 

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

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

や取組を整理します。 

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

コンセプトや目指すべき将来像を示します 

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

消費量について推計を行い、利用可能性を把握します。 

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

チャレンジ目標を示します。 

第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章では、第 5 章に示した長期目標とチャレンジ目標を達成するた

めの具体策として、目標達成に向けた取組やモデル事業を示し、市民・行政・事業

者が協働して取り組むための協働の進め方と施策を整理するとともに、市の責務、

特に再生可能エネルギー担当部署の役割や進行管理についても示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-3 本ビジョンの構成 
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第2章 宝塚市の現状 

本章では、市域の現状を示します。 

2.1  本市の地域特性 

2.1.1  自然的特性 

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

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

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

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

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

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

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

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

本市の気候は、瀬戸内型気候に属し、2013 年度（平成 25 年度）の状況を見ると、年平均気温は

15.6℃、月平均気温は最低 4.0℃、最高 28.8℃です。年間降水量は

1,414.5mm、年間晴天日数は 200 日以上と年間を通じて比較的温和で

晴天の日が多く、平均風速は 2.1ｍと穏やかです。北部地域は、南部

地域よりもやや寒暖の差が大きく、大陸型の気候を帯びています。 

本市の自然的特性を見ると、太陽光発電、太陽熱利用システムには

適しており、バイオマスや小水力、地中熱利用の利用可能性もありま

す。一方で風力発電や地熱発電の大規模な利用にはあまり適していま

せん。再生可能エネルギーの利用可能性については、土地利用状況や

住居の種類も考慮して 4 章で詳細に検討します。 

 

2.1.2  社会的特性 

(1) 人口、世帯数の状況 

本市の推計人口は 2011（平成 23）年 4 月 1 日時点で、225,901 人（男 105,346 人、女 120,555

人）、世帯数は 92,213 戸です（表 2-1 参照）。 

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

受けて一時減少しましたが、1996 年度（平成 8 年度）以降は、再び増加傾向を示しています。世帯

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

人口総数 男 女 世帯総数 

225,901 105,346 120,555 92,213 

出典:宝塚市統計書「人口動態」(2011 年(平成 23 年)) 

 

(2) 産業・業務の状況 

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

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

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

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

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

度）以降増加しており、2011 年度（平成 23 年度）は 1,315,195ｍ2となっています。 

 

(3) 交通の状況 

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

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

り、主要な駅を拠点に阪急バス、阪神バス、阪急田園バスの路線が広がっています。 

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

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

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

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

ほぼ横ばいの状況が続いています。北部地域や南部地域の山麓部では、市街地への交通手段は、自

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

2.2.1  2011 年度のエネルギー消費量 

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

算出方法を参考に、2011 年度（平成 23 年度）の部門の項目ごとのエネルギー消費量を図 2-1 に示

しました。本市のエネルギー消費量は全体で 9,136TJ（テラジュール⇒用語集）であり、本市では、

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 部門ごとのエネルギー消費量の内訳（2011年度） 

 

2.2.2  2011 年度の電力消費量 

本市のエネルギー消費量 9,136TJ のうち、電力消費量は 2,916TJ（＝810GWh：ギガワット時⇒

用語集）と約 32%を占めます。図 2-2 は、本市の電力消費量を部門の項目ごとに示しました。本市

では電力消費量 810GWh のうち、83%にあたる 678GWh を家庭と業務部門が占め、特に家庭にお

ける電力消費量が多いことを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 部門ごとの電力消費量の内訳（2011年） 
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2.3  本市の再生可能エネルギー関連施策と取組 

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

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

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

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

促進」を掲げています。 

東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故や昨今の温暖化現象を受け、本市としては原

子力や化石燃料に依存しないまちづくりを行うための要請や呼びかけを電力事業者や関係省庁大臣、

県内各首長に行うとともに、地方公共団体として主体的に再生可能エネルギーの導入に取り組んで

いくため、2012 年（平成 24 年）4 月に環境部に新エネルギー推進課を設置しました。その後、市

民や事業者、非営利活動団体（NPO⇒用語集）などと再生可能エネルギーの具体的な導入を協働で

進めるため、普及啓発事業を通して人づくりや場づくりを行い、研究会議や審議会を通して仕組み

づくりを行うこととしました。また、地域ごとの特性に合わせた再生可能エネルギーの利用の推進

や安全・安心なまちづくり、地域経済の活性化など本市の自然的特性や社会的課題を考慮した地域

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

た。 

2012 年度（平成 24 年度）からは再生可能エネルギーについてのセミナーや懇談会を実施し、 

のべ 900 人以上の参加を得ています。 

また、2013 年度（平成 25 年度）には宝塚市再生可能エネルギー推進審議会を立ち上げ、本ビジ

ョンの検討や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の検討を行いました。また、

再生可能エネルギーに関する事業推進のための宝塚市再生可能エネルギー基金を創設し、今後のモ

デル事業などに活用する予定です。 

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

生可能エネルギー事業者による市民共同太陽光発電所の設置が行われています。 

 

 

再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会（市立西公民館） 
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第3章 再生可能エネルギー政策の目的と将来像 

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

それらに基づいた将来像を示します。 

3.1  再生可能エネルギー政策の目的 

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

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

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

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

となる省エネルギーの取組もあわせて推進します。 

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

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

す。 

 

(1) 豊かな環境の自律的な維持 

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

和する必要があります。また、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故により放射能汚

染が広がり、自然環境及び生活環境に多大な影響を与えています。2 章にも示したように本市は恵

まれた自然環境を持ちつつ生活環境も良好な地域です。再生可能エネルギーは地球温暖化の原因と

なる温室効果ガスの排出が極めて少なく、事故の心配や影響が極めて少ないエネルギーです。例え

ば、太陽エネルギーにより電気や熱をまかなうことは、生活や事業活動による自然環境への負荷を

大きく減らすことになります。再生可能エネルギー由来の電気を選んで買うことも同様です。また、

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

これらの取組により、市を挙げて再生可能エネルギーを推進していくことは、豊かな環境を地域

社会が自律的に維持していくことにつながります。 

(2) エネルギーの自立性を高める 

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

私たちの住む地域でも作ることができるエネルギーです。例えば、家庭やオフィスビル、学校など

の建物で、太陽光発電などにより電気を、太陽熱利用システムや地中熱利用システムにより熱を利

用した暖房を供給することは、快適性や利便性を損なうことなく、地域から発信する言わば分散型

のエネルギーを持つことになります。また、固定価格買取制度の導入を契機としてコミュニティパ

ワー事業が全国で立ち上がっており、本市においても市民共同発電所が稼働しています。 

このように再生可能エネルギーの利用の推進を行うことは私たちの生活や事業を行う際に不可欠

なエネルギーの自給率を高め、その自立性の向上につながります。 
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(3) 災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくり 

豊かな環境を自律的に維持し、エネルギーの自立性を高めることと合わせて、災害に強く、安全

で安心・持続可能なまちづくりを目指します。再生可能エネルギーは将来にわたって安全で安心し

て利用できるエネルギーであり、例えば、避難場所などにおける再生可能エネルギーの導入を進め

ることで、災害時に独立して利用できるエネルギーを備えることになります。 

また、付加的効果として、持続可能な要素の一つである資金の地域内循環が挙げられますが、再

生可能エネルギー推進の過程で、新たな事業者やビジネスが生まれ、地域内での取引の増加や雇用

の創出などにより地域社会や経済の活性化にもつながるため、市民生活の安全や安心の確保と同時

に持続可能なまちづくりにも役立ちます。 

こうして進められるまちづくりは、本市の魅力を高めることにつながり

ます。 
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3.2  再生可能エネルギーの導入方針 

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

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

を定めました。 

 

3.2.1  再生可能エネルギー推進の視点 

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

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

代を担う人づくりに努める」という 3 つの推進の視点を掲げています。 

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

るような持続可能なまちづくりに貢献する仕組みを確立すること（①）、行政の率先行動のみでな

く連携を通じて市民・事業者の参画と協働による取組を促進すること（②）、長期にわたる取組で

あるために子どもや若年層といった次世代を担う人づくりに努めること（③）とし、さらに、今後

の地域経済の活性化や雇用の促進につながる事業性あるコミュニティパワー事業を促進すること

（④）を加え、この 4 つを再生可能エネルギー推進の視点として定めました。これらの検討にあた

っては、市民懇談会で行われた議論も参考としています。 

 

3.2.2  再生可能エネルギー推進のコンセプト 

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

示すコンセプトを、これまでの再生可能エネルギーに関連がある既存計画の将来像及び推進の視点、

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

 

 

みんなでつくろう 宝塚エネルギー 

〜再生可能エネルギー・省エネルギーで たからづかを もっと ずっと げんきに〜 

 

 

 

市民発電所の竣工セレモニー（2013 年 11 月 16 日） 
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表3-1 コンセプトと対応するキーワード 

コンセプト 対応するキーワード（重複あり） 

みんなで みんな、次世代、人づくり、参画、協働 

つくろう 参画、協働、再活性化 

宝塚エネルギー 各地域におけるエネルギーに関わる事業、 

学び、教育 

再生可能エネルギー・

省エネルギーで 

再生可能エネルギー、省エネルギー 

もっと 持続可能、再活性化 

ずっと 次世代、持続可能 

げんきに 再活性化、健康 

 

 

 

 

 

 

 

「宝塚エネルギー」とは？ 

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

ルギーの発電会社や熱供給会社、電力小売事業者などを含めたエネルギー事業会

社を指します。宝塚において再生可能エネルギーを生産・供給する事業者が立ち

上げられ、再生可能エネルギービジネスが進むことを意図しています。 

広義の「宝塚エネルギー」は、「宝塚でエネルギーに関する取組やそれに参加す

る方」を含んでいます。この場合のエネルギーという単語には物理的な意味でのエ

ネルギーと、人の活力を意味するエネルギーの双方の意味が込められています。

したがって、広義の「宝塚エネルギー」を促進する際には、家庭や集合住宅で太陽

光発電や太陽熱利用システムを導入することや市民出資型の再生可能エネルギー

事業に出資を行うエネルギープロシューマー（⇒用語集）としての取組や、再生可

能エネルギーに関わる市民懇談会や普及啓発イベントに参加すること、環境エネ

ルギー教育に携わること、家庭や事業所で省エネルギーに取り組むことなど様々

な取組とそれに関わる人を増やすことが重要です。 
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3.2.3  再生可能エネルギーの導入方針 

本市における再生可能エネルギー推進の視点やコンセプトのもとに、具体的な方針及び方策を下

図（図 3-1）のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 再生可能エネルギーの導入方針 
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3.3  再生可能エネルギーの利用の推進による将来像 

本市において再生可能エネルギーの利用の推進により、再生可能エネルギー導入の目的が達成さ

れている状況とともに、コンセプトや導入方針に沿って協働の持続可能なまちづくりが進んでいる

姿を示します。 

 

 本市の地域毎の特性に応じた再生可能エネルギーを導入し、利用しています。太陽エネルギ

ーを中心として、利用可能な地域ではバイオマスなども活用し、快適かつ環境に優しい暮ら

しや事業活動を実践しています。 

 「宝塚エネルギー」に多くの人が様々な関わり方で参加していて、各地域のエネルギーに関わ

る事業も盛んです。住宅に再生可能エネルギーを導入する方、再生可能エネルギー事業に出

資を行う方、市民懇談会や普及啓発イベントに参加する方、環境エネルギー教育に携わる方、

省エネルギーに取り組む方など様々な人がいます。 

 市民・事業者・市の協働が当たり前になっています。地域社会の持続可能なまちづくりに資

するために再生可能エネルギーの利用を推進することは、市民の暮らしや事業者の活動や市

政に関わることであり、みんなが参加して、違いを活かしあいながら相乗効果を発揮して実

現しています。 

 豊かな環境を維持しています。本市の恵まれた自然環境と良好な生活環境を、環境負荷の低

い再生可能エネルギーを利用することで、自律的に維持しています。 

 エネルギーの自立性が高まっています。再生可能エネルギーを利用しつつ、快適性や利便性

も向上しています。 

 再生可能エネルギーによって市内での経済効果や雇用効果が生まれています。新たな事業者

やビジネスが生まれ、地域内での取引の増加や雇用の創出などにより地域社会や経済が活性

化しています。 

 

⇒再生可能エネルギーの利用により、環境、経済、暮らしやすさの観点からも、災害に強く、安

全で安心であるという観点からも持続可能なまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度フロー図（出典：資源エネルギー庁） 
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宝塚市内の風景（春の「花のみち」）

再生可能エネルギーの利用の推進の基本理念 

 

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

本条例では、再生可能エネルギーの利用の推進の基本理念として下記の 5 項目を挙げて

います。 

 

1. 再生可能エネルギーは、本来的に地域の共有的資源であり、その地域に存在する主体

が連携し、地域の受益に配慮して利用されるべきものとする。 

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

に配慮して行われなければならない。 

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

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

らない。 

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

意形成に努めた上で行われなければならない。 

5. 再生可能エネルギーの利用の推進は、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネル

ギー事業者又は市の相互の協働が促進されるよう配慮して行われなければならない。 

 



 25 

 

第4章 再生可能エネルギーの利用可能性 

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

の活用可能性を示します。 

4.1  賦存量・利用可能量とは 

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

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

ル）の調査を行いました。 

(1) 賦存量 

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

（法規制や土地利用など）を考慮しないものとします。 

 

(2) 利用可能量（導入ポテンシャル） 

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

量とします。 

 

 

市立安倉中保育所屋上    南あわじウィンドファームの風車（石山和広氏撮影） 

 

家中川小水力市民発電所（山梨県都留市） 
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4.2  再生可能エネルギー等の賦存量 

4.2.1  賦存量 

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

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

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

た。 

 

表4-1 賦存量分析結果のまとめ 

エネルギー種 既存資料による分析 有望性 

太陽エネルギー 

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

年にかけて日照時間が 2,000 時間を超えています（※観測点は神

戸市）。日本各地の年間日照時間が、おおむね 1,500時間から 2,000

時間程度であることを考慮すると、日照時間が多い地域と考えら

れます。 

◎ 

風力エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の大部分で風速が 5.5

ｍ/s 未満の地域であり、風力発電に期待されるような風況が良好

な地域が非常に少ないと言えます。 

△ 

バイオマス 

エネルギー 

本市の木質系バイオマスの賦存熱量の合計 16,582GJ/年は、発電設

備の容量に換算すると約 65kWとなり、利用可能な資源量は少ない

と考えられます。 

△ 

地熱（地中熱） 

エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市には地熱発電などに利

用可能な有望な地熱エネルギーは存在しません。一方で、本市に

は複数の温泉施設が存在しており、その未利用熱の利用が考えら

れます。また、地中熱利用は市内の多くの地域で可能です。 

△ 

中小水力 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の中小水力の賦存量は

小さく、武庫川の西宮市との境界部分に一部の賦存量が評価され

ているにとどまっています。 

△ 

有望性については、以下の区分で整理しています。 

◎：賦存量が大きく、積極的に利用を進めていくことが考えられるエネルギー 

○：賦存量が中程度であり、利用に向けて前向きに検討を進めていくエネルギー 

△：賦存量が少なく、必要に応じ個別に対応を検討するエネルギー 

 

 

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

4.3.1  利用可能量の試算条件 

(1) 試算の手順 

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

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

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

向けた設備の更新等を考慮した試算を行いました。 

 

(2) 設置場所の想定 

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

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

熱需要がある建築物への設置が効果的です。 

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

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

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

公共施設については、本市の 65 施設への導入を想定しました。 

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

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

 

4.3.2  太陽光発電の利用可能量 

(1) 市内における太陽光発電設備 1kW あたりの発電電力量 

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

りました。 

 

(2) 市内における太陽光発電の利用可能量試算結果 

1) 住宅 

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

市の住宅に最大限に導入すると想定した場合に、256.3GWh/年の利用可能量が見込まれま

す（表中の赤い楕円で囲まれた部分）。これに対して、導入を新耐震基準以降の住宅に限定

すると、想定される利用可能量は 162.2GWh/年となります（表中の青い点線楕円で囲まれた

部分）。これらの太陽光発電利用可能量が、次章において目標を検討する際の目安となりま

す。 

                                            
4計算方法については、資料編を参照 
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表4-2 太陽光発電利用可能量評価結果 

 ケース 1-1 ケース 1-2 ケース 1-3 ケース 1-4 

居住世帯がある 

全住宅数を対象 

新耐震基準以降に設置

された住宅数を対象 

一戸建てかつ 

持家住宅数を対象 

分譲マンションを対象 

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

設備設置容

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

太陽光発電

利用可能量 

  
108.7GWh/年 12.3GWh/年 

  

2）公共施設 

65 の施設の合計で想定される利用可能量は 0.7GWh となりました。 

3）耕作放棄地 

本市の耕作放棄地の太陽光の利用可能量は 5.0GWh となりました。 

4) まとめ 

市内における太陽光発電の利用可能量は住宅が非常に大きく、公共施設や耕作放棄地は相

対的に小さくなっています。 

 

 

4.3.3  太陽熱利用システムの利用可能量 

(1) 市内における太陽熱利用システム 1m2あたりの集熱量 

市内に太陽熱利用システムを設置した場合、単位面積（m2あたりの集熱量）1m2あたりの年間有

効集熱量予想値は、2.01GJ/年となりました。 

 

(2) 市内における太陽熱利用システムの利用可能量 

1) 住宅 

太陽熱利用システムは住宅における導入が見込まれるため、太陽熱利用システム利用可能

量の評価結果を表 4-3 に示しました5。住宅向けの利用可能量は、本市の住宅に 6.0m2ずつの

太陽集熱器を最大限に導入すると想定した場合に、1,028.6TJ/年と見込まれます（表中の赤い

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

る利用可能量は 651.0TJ/年となります（表中の青い点線楕円で囲まれた部分）。また、導入

対象を持家の一戸建てに限定した場合、想定される利用可能量は 436.1TJ/年となります。そ

して分譲マンションに 200m2/棟の太陽集熱機器を導入した場合、想定される利用可能量は

                                            
5計算方法については、資料編を参照 

256.3GWh/年 162.2GWh/年 
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246.0TJ/年となります。これらの太陽熱利用システム利用可能量が、次章において目標を検

討する際の目安となります。 

 

表4-3 太陽熱利用システム利用可能量評価結果 

 ケース 2-1 ケース 2-2 ケース 2-3 ケース 2-4 

居住世帯がある 

全住宅数を対象 

新耐震基準以降に設置

された住宅数を対象 

一戸建てかつ 

持家住宅数を対象 

分譲マンションを対象 

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

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

太陽熱利用 

システム利用 

可能量 

  

436.1TJ/年 246.0TJ/年 

 

 

屋根全体で発電している住宅のイメージ

1028.6TJ/年 651.0TJ/年 
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第5章 エネルギー政策の目標 

本章では、本市が目指す再生可能エネルギーを中心としたエネルギー政策の目標を示します。 

5.1  目標設定の考え方 

5.1.1  バックキャスティング型の目標設定 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プロセスが重要となります。 

 

 

図5-1 フォアキャスティングとバックキャスティングのイメージ図 

 

 

 

 

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

可能性検討」2007 年 2 月 
7 豊中市「豊中市地球温暖化防止地域計画：チャレンジ-70 プラン」2007 年 11 月 

過去 現在 未来 

①めざす姿 

を想定 

①振り返って 

  課題を抽出 

③方向性を定めて 

めざす姿までの 

道筋を描く 

バックキャスティング 
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5.1.2  主に検討するエネルギー 

本市において主に推進すべきエネルギー種別は、4 章で示した利用可能量及び現時点の経済性か

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

的な活用の可能性については今後も検討を続けます。 

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

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

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

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

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

能エネルギーの購入も重要な手法です。 

 

5.1.3  供給側と需要側の目標値設定 

(1) 再生可能エネルギー自給率及び再生可能エネルギー活用率 

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

から、供給側の目標値と需要側を含めた目標値の 2 種類を設定します。 

 

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

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

 

供給側の目標値である再エネ自給率は、市内に設置された太陽光発電や太陽熱利用システムから

生産されたエネルギーが市内のエネルギー消費量に占める割合を示すものです。分野を限定して、

家庭部門のみの再エネ自給率を設定することや、電力分野だけの再エネ自給率を設定することも考

えられます。また、再エネ自給率の向上のためには、省エネルギーも重要となります。再エネ自給

率は市内における再生可能エネルギーの普及度合いを測る目安となります。 

需要側の目標値である再エネ活用率は、市内におけるエネルギー生産に加え、市外からの再生可

能エネルギーの購入や市外への出資を通じた再生可能エネルギーの増加を考慮することであり、再

エネ活用率は市内の再生可能エネルギーの生産量と市外からの導入量を市内のエネルギー消費量で

割ったものとなります。再エネ自給率と同様に、部門や分野を限定した目標設定も可能であり、省

エネルギーによって再エネ活用率も高まります。都市部においては再エネ自給率を高めることには

限界があるため、域外における再生可能エネルギー普及やエネルギーの選択という概念を含んだ再

エネ活用率を設定する意義があります。 

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

再エネ 
自給率 

再生可能エネルギー 

• 市内の再エネ普及 
• 市内でのマネーの循環 

• 太陽光 
• 太陽熱 
• その他再エネ 

市内の年間再エネ生産量 
 
市内の年間エネルギー消費量 

宝塚市内 
出資・対価 

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

再エネ 
活用率 

市外からの年間再エネ導入量 
＝ ＝ 

市内の年間再エネ生産量＋ 
 
市内の年間エネルギー消費量 

 

図5-2 再エネ自給率と再エネ活用率のイメージ図 

(2) エネルギー利用の優先順位 

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

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

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

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

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

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

用率を高めることになります。 

 

 

図5-3 省エネルギーによる再エネ自給率の向上 

 

再エネ自給率及び再エネ活用率を高めるためにも、経済性の観点からも、省エネルギーはきわめ

て重要となります。中央環境審議会地球環境部会が 2012 年（平成 24 年）に策定した「2013 年以

降の対策・施策に関する報告書（地球温暖化対策の選択肢の原案について）」では、2050 年（平成

62 年）までに 1990 年（平成 2 年）比で 80％の温室効果ガス削減を目指した検討を行い、「明るさ」

市内の年間 

エネルギー消費量 

市内の年間 

再エネ生産量 再エネ自給率は 

大幅に増加 

再エネ自給率は   
変化なし   

省エネルギー促進 

再エネ増加 

エネルギー消費増加 

 

増 

 

増 

再エネ増加 

増 

減 
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や「暖かさ」、「快適性」、「移動」といったエネルギーサービス（⇒用語集）を維持しつつ、現

時点で開発が予想され得る対策技術を想定して下記の結論を導き出しています。特に家庭部門は建

て替えにあわせた高断熱住宅の普及と省エネルギー機器利用などで60%削減、業務部門は高断熱ビ

ルへの作り替え・建て直しと省エネルギー機器導入などで50%以上の削減を想定しています。こう

した対策は、エネルギー面の削減効果をもたらすだけではなく、快適な住環境やオフィス環境をも

たらし、健康や福祉面での効用も高くなります。従来の省エネルギーには寒さや我慢、手間といっ

たイメージが付随していましたが、エネルギー削減と快適さを両立させる能動的な選択としての省

エネルギーの充実を図ることが望まれます。また、全体の消費量とともに、エネルギーの質8につ

いても検討していくことが必要です。例えば、お風呂に入るといったような低温の熱が必要な場合

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

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

に使うことが大事なのです。 

 

5.1.4  意欲的な目標値設定の必要性 

本ビジョンでは、バックキャスティングの考え方から、意欲的な目標値を供給側と需要側の双方

で再生可能エネルギーの利用の推進に関わる目標値を設定します。そもそも現状を継続すれば達成

できる低い目標値を設定しても、意味はありません。化石燃料やウラン燃料の枯渇性資源には限り

があり、環境問題や安全性の問題があるため、長期的にはその依存度を大きく減らさなければなり

ません。エネルギーは社会の基盤を構成しているので、早い段階から将来を見据えて整備すること

が求められます。つまり、エネルギー資源の枯渇や事故が起こってから急に転換することは難しく、

長い期間をかけて準備を積み重ねる必要があります。そのためには、長期的な展望のもと、高い目

標値を定めることが重要です。 

高い目標値は、市のあらゆる主体が共有する「がんばる目標」になり、その実現のためには、あ

らゆる主体が連携した新たな取組や、その実現を支援する仕組みも必要となります。高い目標値を

共有することで、再生可能エネルギーの利用の推進に取り組む主体の仲間づくりのツールともなり

ます。 

供給側の再エネ自給率と需要側の再エネ活用率の二段階で目標値を設定することで、高い目標値

を設定するとともに達成のための手段の選択に柔軟性を持たせることができます。また、どちらの

目標でも、省エネルギーを進めれば進めるほど、再生可能エネルギーの導入量や購入量が少なくと

も目標値を達成できるため、その点でも達成手段の柔軟性を高めています。さらに、今後の再生可

能エネルギーの技術革新や電力システム改革などが進むことが期待できるため、取りうる手法が増

え、将来の目標達成の可能性は高まります。 

そのためには、これまでは個別対策として進めてきた再生可能エネルギーの利用の推進に関する

政策を、部門横断かつ地域全体で進めていく必要があります。また、多くの主体の理解を得るため

には、目標値を達成することで、本市はどのような姿となるのか、そうした将来像とそこに至る道

筋を示すことが必要です。バックキャスティングの考え方はこうした点からも有効です。 

                                            
8 エネルギーの質は、エクセルギー（⇒用語集）という考え方で示されます。 



 34 

5.2  長期目標値の設定 

5.2.1  長期目標値 

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

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

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

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

取組の見直しに反映させるモニタリングのプロセスが重要となります。 

 

 

 

 電力利用 熱利用 

家庭部門  

 

 

業務部門 

100%活用 100%活用 

産業部門  

 

 

 

 

 

 

図5-4  2050年度（平成62年度）の目標値イメージ 

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

が求められます。政策や支援方策については P58 の 8.1 以降で検討します。また、目標期間が長期

にわたるため、進捗状況を管理するために短期間での具体的な節目としてチャレンジ目標を設ける

ことが有効です。チャレンジ目標については P41 の 5.3 に示します。 

 

長期目標値 

 

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

②2050 年までに家庭・業務・産業用の電力再エネ活用率 100％ 

熱利用再エネ活用率 100％ 

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

アクセスができる（例：太陽光発電で充電した電気自動車タクシーなど） 

 

50%自給 50%自給 

交通部門   多く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。 
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5.2.2  長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー 

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

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

は、中央環境審議会地球環境部会の報告を参考に、2011 年度（平成 23 年度）から 40％削減として

います。 

（※詳細な計算手順については資料編に掲載） 

(1) 市内の家庭における電気の再エネ自給率 

 

表5-1 市内の家庭における電気の再エネ自給率に関する数値 

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭の年間電力消費量 483GWh 290GWh 

②市内の家庭における再生可能エネルギーの 

年間発電量 

5.7GWh 145GWh 

再エネ自給率②÷①×100 1.2% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-5 市内の家庭における電気の再生可能エネルギー自給率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表及び図に示しています。 

②では家庭用の太陽光発電からの発電量を推計して試算しており、2011 年度（平成 23 年度）は

推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の発電量 145GWh をまかなうためには 34,584 件の太陽光発電の

導入が必要となります。これは、2011年度（平成23年度）の市内の世帯数の37.5％となり4.3.2  で

示した太陽光発電の利用可能量を下回っています。また 34,584 件を導入するためには、2012 年度

（平成 24 年度）からの 39 年間で毎年 852 件が太陽光発電を設置することになります。市内におけ

る 2010 年度（平成 22 年度）以降の家庭用太陽光発電の導入実績は 250〜400 件程度であり、市と

して今後さらに促進していく必要があるといえます。 
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今後太陽光発電の発電効率が向上して、同じ面積でもより多くの発電量が得られるようになれば、

目標値を達成するために必要な太陽光発電の導入量や導入件数は減少します。 

 

(2) 市内の家庭における熱の再エネ自給率 

表5-2 市内の家庭における熱の再エネ自給率に関する数値 

 2011 年 2050 年 

①市内の家庭の年間熱消費量 1,829TJ 1,097TJ 

②市内の家庭における再生可能エネルギーの 

年間熱生産量 

10.7TJ 549TJ 

再エネ自給率②÷①×100 0.6% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-6 市内の家庭における熱の再生可能エネルギー自給率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表及び図に示しています。 

②では家庭用の太陽熱利用システムからの熱生産量を推計して計算しており、2011 年度（平成

23 年度）は推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の熱生産量 549TJ をまかなうためには、45,522 件の太陽熱利用

システムの導入が必要となります。これは、2011 年度（平成 23 年度）の市内の世帯数の 49.3％と

なり、4.3.3  で示した集合住宅などを含む太陽熱利用システムの利用可能量は下回っています。ま

た 45,522 件を導入するためには、2012 年度（平成 24 年度）からの 39 年間で毎年 1167 件が太陽

熱利用システムを設置することになります。 

今後、太陽熱利用システムの集熱効率が向上して、同じ面積でもより多くの集熱量が得られるよ

うになるケースや、より積極的な省エネルギーを進めて分母の熱消費量を削減することで、目標値を達

成するために必要な太陽熱利用システムの導入量や導入件数は減少します。 

ここで挙げた太陽熱利用システムの導入量などはあくまで現状の技術をもとに試算しており、規

模感を示すための一つの目安として捉えるべきものです。実際の再エネ自給率向上に向けては、省

エネルギー化の進展状況、家庭における電気利用と熱利用のバランス、太陽熱以外の地中熱やバイ
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オマス熱利用など様々な要素があります。将来的には、例えば、バイオマスを使った熱電併給プラ

ントによる熱供給インフラのような街区単位の整備が考えられます。 

 

(3) 市内の家庭・業務・産業における電気の再エネ活用率 

表5-3 市内の家庭・業務・産業における電気の再エネ活用率に関する数値 

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量 770GWh 462GWh 

②市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量＋市外 

から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー電気供給量 

80GWh 

（＝5.7+73.9） 

462GWh 

（＝145＋317） 

再エネ活用率②÷①×100 10.4% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-7 市内の家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表及び図に示しています。 

2011 年度（平成 23 年度）時点の市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量は簡略

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

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

エネルギー発電割合 9.6%を使用しています。 

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

ルギーの発電量を 145GWh とすると、市内の家庭・業務・産業の電力消費量が 462GWh であるた

め、68.6%の再生可能エネルギー由来の電力を市外から購入することになります。これは、日本で

標準的に導入されている 2,000kW の風力発電約 97 基分の年間発電量に相当します。市内における

再生可能エネルギー発電量が高まれば、市外からの供給量は減少することになります。2050 年度
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（平成 62 年度）における再生可能エネルギー導入量と再生可能エネルギー由来の電力の購入割合は推

計ですので、今後の動向を把握しながら、施策に反映し、再エネ活用率 100%を目指していくことにな

ります。 

 

(4) 市内の家庭・業務・産業における熱の再エネ活用率 

表5-4 市内の家庭・業務・産業における熱の再エネ活用率に関する数値 

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量 3,488TJ 2,093TJ 

②市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量＋市外

から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量 

10.7TJ 

（＝10.7＋0） 

2,093TJ 

（＝549＋1,544） 

再エネ活用率②÷①×100 0.3% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-8 市内の家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表及び図に示しています。 

2011 年度（平成 23 年度）時点の市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量は簡

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

内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量は 0 としています。 

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

ルギーの熱生産量が 549TJ とすると、市内の家庭・業務・産業の熱消費量が 2093TJ であるため、

73.8%の再生可能エネルギー由来の熱や燃料を市外から購入することになります。これは木質ペレ

ット（⇒用語集）燃料に換算すると約 85,100t（灯油約 40,000t 相当）に相当し、暖房のための木質

ペレットやチップボイラーの利用、バイオ燃料によるボイラーなどが考えられます。市内における
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再生可能エネルギーによるエネルギー生産量が高まれば、市外からの供給量は減少することになり

ます。 

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

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

していくことになります。 

 

5.2.3  エネルギー利用以外の目標について 

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

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

 

 

 

 

長期目標値（エネルギー利用以外） 

 

①市民の 100％エネルギープロシューマー化 

②再生可能エネルギーを通じた災害に強いまちづくり 

③再生可能エネルギーで雇用と経済を活性化 

 

エネルギープロシューマーとは？ 

 

エネルギープロシューマー（⇒用語集）とは、エネルギーを購入するだけではなく、エネ

ルギーの生産にも関わる市民を指します。プロシューマーとは、市民が消費者（コンシュ

ーマー：consumer）としてモノやサービスを一方的に消費するだけではなく、生産者（プ

ロデューサー：producer）としての機能も持つことです。エネルギープロシューマーには

いくつかの意味が考えられますが、ここではエネルギーの消費者であるとともに、太陽

光発電や太陽熱利用システムでエネルギーを生産したり、再生可能エネルギー事業に出

資したりする生産者ともなり、なおかつ既存のエネルギー生産システムに対する提案や

要求を行い、変化を働きかけるスマートな市民を指すこととします。宝塚に住むエネル

ギープロシューマーは「宝塚エネルギー」の重要な参加者です。 
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エネルギー分野では従来の大規模集中型の化石燃料と原子力中心の構図から、小規模分散型の再

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

しつつあります。また、再生可能エネルギーの利用の推進により、既存事業者と新規事業者に雇用

や経済効果をもたらし、まちを活性化させることが予期されるため、すべての市民がエネルギープ

ロシューマーとなることを目標の一つとします。 

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

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

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

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

討は慎重に行う必要があります。 

 

 

 

わかるキッズマンガ「再生可能エネルギーって？」より 
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5.3  チャレンジ目標の設定 

5.3.1  2020 年及び 2030 年のチャレンジ目標 

前項までに掲げた目標値の実現は長期にわたるため、その中間

段階での進捗状況を測る目安となるチャレンジ目標を設定してい

ます。図 5-9 及び図 5-10 に示すように 2020 年（平成 32 年）に

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

それぞれチャレンジ 20 目標、チャレンジ 30 目標と呼びます。チ

ャレンジ目標は長期目標の各分野に対応した形で定めており、具

体的かつ意欲的な目標です。そのため、国内外の再生可能エネル

ギー政策や技術の動向に応じて、随時見直しを行います。 

チャレンジ 20 目標及びチャレンジ 30 目標の各項目の概要を表 5-5 及び表 5-6 に示します。 
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図5-9 チャレンジ20目標（2020年の20のチャレンジ目標） 

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

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

1． 

家庭部門の 

再エネ自給率拡大 

○電気 

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太陽光発電の導入を新築・既築の双方に

対して促進する。 

○電気・熱共通 

A-2）低エネルギー住宅を導入 

⇒最大限の省エネルギーと再生可能エネルギーの導入により、エネルギー

消費量が大幅に少ない低エネルギー住宅の導入を促進する。 

A-3）20 件の太陽光・太陽熱ハイブリッドハウスを導入 

⇒近年採用が進んでいる太陽光発電と太陽熱利用システムの双方を利用す

るハイブリッドハウスの導入を促進する。 

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

⇒自宅や集合住宅に太陽光発電や太陽熱利用システムを設置する市民出資

型地域エネルギー事業に出資するなど生産者自らが消費者となる活動

を行う。 

○熱利用 

A-5）集合住宅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で太陽熱利用システムの導入を 

モデルプロジェクトとして支援する。 

2． 

家庭・業務・産業部門

の再エネ活用率拡大 

○電気 

A-6）市内で 1 万 kW の太陽光発電を新規導入 

⇒住宅や未利用地で太陽光発電の導入を促進し、市内で 10,000kW 導入す

る。（参考：4kW×440 件／年×6 年弱） 

○電気・熱共通 

A-7）10 件の市民出資型再生可能エネルギー事業 

⇒市のコンセプトと推進施策のもとに、市民出資などの手法を活用した地

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）市役所本庁舎の 100％再生可能エネルギー化 

⇒市役所本庁舎への再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの推進とと

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の利用を増大 

⇒公共施設に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に 

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

⇒避難所に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に 

用いるとともに非常時のエネルギー供給にも用いる。 

A-12）公園で再生可能エネルギーの利用 

⇒公園に再生可能エネルギーを導入し、平常時のエネルギー供給に用いる

とともに非常時のエネルギー供給にも用いる。 

○熱利用 

A-13）市内で 500m2程度の太陽熱利用機器を導入 

⇒戸建・集合住宅で太陽熱利用システムの導入を促進し、市内で 500m2

程度導入する。（参考：4m2×21 件／年×6 年程度） 

A-14）1 つの業務用建物で太陽熱利用機器を導入 

⇒全国的に導入実績が少ない業務用建物（病院・福祉施設・ホテル等） 

で太陽熱利用システムの導入をモデルプロジェクトとして支援する。 

3． 

交通部門 

A-15）公共交通機関で再生可能エネルギーのモデル的導入 

⇒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を促進する。 

4． 

人づくり・場づくり 

情報提供・環境教育 

A-16）5,000 人の市民が「宝塚エネルギー」に参加 

⇒各種プログラムやイベントを通じて「宝塚エネルギー」への参加を行い、

各活動の素地を作りだす。 

A-17）10 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動を展開 

⇒市民出資型太陽光発電設置などのプロジェクトを実施する NPO、 

環境教育や普及啓発を行う NPO が増加し、NPO や市民を支援する 

中間支援組織も活動を行う。 

A-18）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 1000 件 

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

おいて再生可能エネルギーの設置や出資を検討する住民や事業者への

資料提供やアドバイスを行う。（参考：14 件／月×12 か月／年×6 年程

度） 

A-19）すべての図書館・学校図書室に環境エネルギー文庫を設置 

⇒絵本「かぜの島へようこそ」や「見学！自然エネルギー大図鑑」といっ

た小学校高学年向けから大人向けまでの環境やエネルギーに関わるコ

ーナーを設置し、誰でも学べる状況とする。 

A-20）環境エネルギー教育のプログラムを作成・試行 

⇒環境エネルギーに関する教育に利用できる資料やパネル、出張授業など

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

1. 

家庭部門の 

再エネ自給率拡大 

○電気 

B-1）集合住宅で太陽光発電の導入を拡大〔A-1 を拡充〕 

○電気・熱共通 

B-2）プラスエネルギー住宅を建設 

⇒最大限の省エネルギーと再生可能エネルギーの導入により、自家用車 

を含め、エネルギー消費量よりもエネルギー生産量の方が多いプラス 

エネルギー住宅の導入を促進する。 

B-3）30 件の太陽光・太陽熱ハイブリッドハウス導入〔A-3 を拡充〕 

B-4）3 万人の市民がエネルギープロシューマー化〔A-4 を拡充〕 

○熱利用 

B-5）集合住宅で太陽熱利用機器の導入を増大〔A-5 を拡充〕 

2. 

家庭・業務・産業 

部門の再エネ活用率

拡大 

○電気 

【2030 年(平成 42 年)まで】 

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

B-7）産業分野で再生可能エネルギー電気利用 

⇒産業分野で太陽光発電の導入や再生可能エネルギー由来の電気の購入を

促進する。 

B-8）駅やバス停で太陽光パネル設置等の再生可能エネルギー導入 

⇒公共インフラである駅やバス停に再生可能エネルギーを導入し、 

エネルギー供給と同時に普及啓発効果も持たせる。 

○電気・熱共通 

B-9）30,000 人の市民が再生可能エネルギー由来の電気や燃料を購入 

⇒自宅では太陽光発電や太陽熱利用システムが導入できない市民が再生 

可能エネルギー由来の電気や熱、燃料（木質ペレット燃料やバイオ燃料

など）を購入することを促進する。 

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

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

B-12）25 件程度の市民出資型・地元金融機関との連携プロジェクト 

⇒B-10 と B-11 の連携プロジェクトを促進 

B-13）3,000 人の市民が再生可能エネルギー事業に出資 

⇒B-10 のような市民出資型事業に対し、多くの市民が出資などを通じて

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又は購入するエネルギ

ーを再生可能エネルギー由来のものに切替えるとともに、展示パネルな

どによりその効果をだれもが理解でき、教育にも活用できるようにす

る。 
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B-15）すべての公共施設で再生可能エネルギーを利用〔A-10 を拡充〕 

B-16）すべての避難所で再生可能エネルギーを利用〔A-11 を拡充〕 

B-17）公園で再生可能エネルギーの利用を増大〔A-12 を拡充〕 

○熱利用 

B-18）市内で 1 万 m2の太陽熱利用機器を導入〔A-13 を拡充〕 

⇒（参考：4m
2
×150 件／年×16 年程度） 

B-19）3 か所の業務用建物で太陽熱利用機器を導入〔A-14 を拡充〕 

B-20）産業分野で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）で太陽熱 

利用やバイオマス熱利用システム、地中熱利用システムの導入を 

モデルプロジェクトとして支援する。 

3. 

交通部門 

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

4. 

人づくり・場づくり 

情報提供・環境教育 

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

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

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

B-25）再生可能エネルギーマップによる情報集約と提供 

⇒市内の各建物のポテンシャルや再生可能エネルギー導入状況を地図上

に示し、市民や事業者の取組の見える化を行うとともに、情報提供にも

役立てる仕組みを整備する。 

B-26）景観などに配慮した再生可能エネルギーのまちなみ 

⇒再生可能エネルギーの導入が市全体の景観やまちづくりに配慮して 

行われるよう、景観、開発ガイドラインをもとにまちなみの整備を目指

す。 

B-27）すべての小学校で環境エネルギー教育プログラムを整備 

⇒A-20 を発展させ、すべての小学校で環境エネルギー教育プログラムを

整備する。 

B-28）すべての児童遊戯施設に再生可能エネルギーの遊具・玩具を整備 

⇒太陽光発電でプロペラが回るヘリコプターなど再生可能エネルギーを 

使って遊びながら学べる玩具や遊具を児童遊戯施設に提供する。 

5. 

雇用・経済効果 

B-29）再生可能エネルギー関連雇用増大 

⇒再生可能エネルギー事業者に加え、太陽光発電や太陽熱利用システム 

の販売・施工、住宅・まちづくり、環境教育などに関する雇用を増大 

させる。 

B-30）再生可能エネルギー直接経済効果拡大 

⇒再生可能エネルギー事業による経済効果の拡大を図る。 
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第6章 目標達成に向けた各主体の役割と協働 

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

6.1  推進体制と各主体の行動 

本ビジョンは、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者及び市がそれぞれの役

割や責務を果たすとともに、協働のもとで推進していきます。 

 

6.1.1  市民の役割 

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

市民の役割と事業者の役割の双方の役割が期待されています。 

 

・太陽光発電や太陽熱利用システムなどによる再生可能エネルギーの積極的な生産に主体的

に関与するよう努める。 

・再生可能エネルギー由来の電力、熱、燃料を選ぶよう努める。 

・再生可能エネルギーや省エネルギーについて主体的に学ぶよう努める。 

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

 

 

6.1.2  事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者の役割 

(1) 再生可能エネルギーに関わる事業者の区分 

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

を定めます。 

事業者は、市内で事業を営んでいるすべての主体です。 

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

む主体か、これから営もうとする主体です。 

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

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

1) 事業者の役割 

・太陽光発電や太陽熱利用システムなどによる再生可能エネルギーの積極的な生産に主体的

に関与するよう努める。 

・エネルギーの利用に当たっては、再生可能エネルギー由来の電力、熱、燃料を優先して 

消費するよう努める。 

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力する。 

 

 

2) エネルギー事業者の役割 

・再生可能エネルギーの積極的な生産に努める。 

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

・市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力する。 

 

 

3) 地域エネルギー事業者の役割 

・再生可能エネルギーの積極的な生産を行う。 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関し、積極的に情報を公表する。 

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

 

 

 

 

 

 

 

地域エネルギー事業者とは？ 

 

市民や事業者が自ら実施するか、主体的に関与して、再生可能エネルギーの生産や供給に関

わる事業を行うか、これから行おうとするものです。これまでに全国でも地域が主体となった

市民出資型の太陽光発電事業や風力発電事業などが行われています。今後、再生可能エネルギ

ーの電気を小売する地域の事業者が出ることも考えられます。 
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6.1.3  市の責務 

市は人づくりと場づくりを制度と取組の両面から推進し、連携を促進します。市の責務として、

再生可能エネルギーの利用の推進に関わる施策の実施、組織や体制の構築をはじめとする必要な措

置、市民や事業者への普及啓発、公有財産における再生可能エネルギーの生産、再生可能エネルギ

ーの優先的な消費、地域エネルギー事業者の支援、進捗状況の公表などを行います。 

市の責務や再生可能エネルギー担当部署の役割の詳細については 9 章に示します。 

 

6.2  協働の進め方 

「再生可能エネルギー」を推進する目的は、利用可能な量など各地の状況に応じて地域ごとに異

なりますが、本市では、その目的を「地域社会の持続可能なまちづくり」に資することとしていま

す。再生可能エネルギーの利用の推進を「地域社会の持続可能なまちづくり」に資するものとする

ためには、「宝塚を環境先進地にして将来世代に渡したい」「宝塚の経済を発展させたい」「宝塚

をもっと住みよくしたい」といった願いを共有し、「この場所で再生可能エネルギーが利用できる

のでは」「地域でこんな再生可能エネルギービジネスを考えている」「再生可能エネルギーと省エ

ネルギーを取り入れた暖かく快適な家が欲しい」といった具体的なアイデアや情報を持ち寄り、各

主体がその違いを活かしあいながら相乗効果を発揮して実現できるようにしていくことが大切で

す。これは市民の暮らしや事業者の活動に深く関わることであり、個別にできるものでも行政だ

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することが重要です。また、それぞれ

の異なる生活実感や専門知識に基づいた意見やアイデアは再生可能エネルギーを通じた持続可能

なまちづくりのための貴重な情報であり、多様なニーズに直接応えることにつながりますので、

その点からもみんなで考え、進めていく形の参加が必要となります。そこでは関わる主体がすべ

て当事者として対等であり、自主的に活動しつつ、互いに理解を深めていきながら、目的の達成

に向けた議論と実践を積み重ねていくことで、再生可能エネルギーの利用の推進による宝塚らし

い豊かな地域社会を構築していくことにつながります。 

再生可能エネルギーの利用の推進における協働には、様々な形が考えられます。市民、市、事

業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者の基本的な係わり方もその都度異なりますし、

その推進の過程でもその役割を変えていくといった柔軟な姿勢が各主体に求められます。こうし

た新たな進め方を円滑に進めるための仕組みや体制づくりも必要となります。 

これらは、宝塚市まちづくり基本条例で「協働」を「主権者である市民と市が、それぞれに果た

すべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び協力して進めること」と定めていることと

も軌を一にするものと言えます。 

本ビジョンにおいても、こうした協働の考え方に基づき、市民、事業者、エネルギー事業者、地

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

再生可能エネルギーの利用の推進を実行することとします。 

協働のイメージを図 6-1 以下に示します。 
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図6-1 協働のイメージ 

「アイデアを持ち寄り、形にする」「体制や仕組みをづくりを行う」「目的の達成に向けた議論と実

践を積み重ねる」などの場面では、以下のような協働の形が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的の達成に向けた議論と実践を積み重ねる

相乗効果を発揮 
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第7章 モデル事業の進め方 

本章では、モデル事業の具体的取組について示します。 

7.1  モデル事業とは 

長期目標及びチャレンジ目標の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、

波及効果が高いと考えられる以下の７つの取組をモデル事業として進めます。 

 

表7-1  7つのモデル事業 

モデル事業の名称 関連するチャレンジ目標 

①再生可能エネルギー 

相談窓口の設置 

A-18）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 1,000 件 

B-24）再生可能エネルギー相談窓口の相談実績 5,000 件 

②既築集合住宅への 

太陽光発電の導入支援 

A-1）集合住宅で太陽光発電を導入 

A-4）5,000 人の市民がエネルギープロシューマー化 

B-1）集合住宅で太陽光発電の導入を拡大 

B-4）30,000 人の市民がエネルギープロシューマー化 

③地元金融機関との 

連携による再生可能 

エネルギー導入への 

支援 

A-8）10 件の地元金融機関との連携プロジェクト 

B-10）50 件程度の市民出資型再生可能エネルギー事業 

B-11）50 件程度の地元金融機関との連携プロジェクト 

B-12）25 件程度の市民出資型・地元金融機関との連携プロジェクト 

④公共交通機関の再生 

可能エネルギー活用の

促進 

A-15）公共交通機関で再生可能エネルギーのモデル導入 

B-21）公共交通機関の再生可能エネルギーによる運行増加 

⑤公共建築物における 

屋根貸しと税優遇の 

実施 

A-7）10 件の市民出資型再生可能エネルギー事業 

A-10）公共施設で再生可能エネルギーの利用を増大 

B-10）50 件程度の市民出資型再生可能エネルギー事業 

B-14）すべての市立学校で再生可能エネルギー導入とその見える化 

B-15）すべての公共施設で再生可能エネルギーを利用 

⑥公園などで各種 

再生可能エネルギーの

設置と見える化 

A-12）公園で再生可能エネルギーの利用 

B-17）公園で再生可能エネルギーの利用を増大 

⑦環境エネルギー教育、 

移動展示による持続 

可能なエネルギー教育 

プログラムの実践 

A-17）10 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動を展開 

A-20）環境エネルギー教育のプログラムを作成・試行 

B-23）30 団体の NPO が再生可能エネルギー関連活動を展開 
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7.2  各モデル事業の概要と進め方 

7.2.1  再生可能エネルギー相談窓口の設置 

(1) 概要 

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

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

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

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

的に取り組む市民や事業者が増えることが期待できます。 

 

(2) 推進主体 

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

元 NPO や各種機関と協働して進めます。 

 

7.2.2  既築集合住宅への太陽光発電の導入支援 

(1) 概要 

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

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

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

な太陽光発電の導入を支援することで、新築及び既築住宅で再生可能エネルギー導入の参考となり

ます。 

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー担当部署が中心となり、市の関連部署、既築集合住宅の所有者組合や専門家

と連携して検討を進めます。 

 

7.2.3  地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入への支援 

(1) 概要 

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

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

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

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

が期待できます。 



 54 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー担当部署が市の関連部署、金融機関と連携して進めます。 

 

7.2.4  公共交通機関の再生可能エネルギー活用の促進 

(1) 概要 

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

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

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

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

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

 

(2) 推進主体 

再生可能エネルギー担当部署が市の関連部署、公共交通機関関連事業者と連携して進めます。 

 

7.2.5  公共建築物における屋根貸しと税優遇の実施 

(1) 概要 

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

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

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

では、固定資産税（償却資産）の減免が可能です。こうしたモデル事業の実施により、地域エネル

ギー事業者が経験やノウハウを蓄積し、さらなる取組を進めることにつながります。 

 

(2) 推進主体 

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

ます。 

 

7.2.6  公園などで各種再生可能エネルギーの設置と見える化 

(1) 概要 

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

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

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

者層まで再生可能エネルギーの啓発が可能となります。 
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(2) 推進主体 

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

  

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

(1) 概要 

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

関する展示物を学校やイベント会場に持込み、環境教育や普及啓発を行います。 

 

(2) 推進主体 

文化・教育施設及び環境 NPO と行政との協働により行います。 
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第8章 対象毎の推進支援策パッケージ 

本章では、６つの対象毎の推進支援策パッケージについて示します。 

8.1  推進支援策パッケージ 

8.1.1  推進支援策パッケージの整理 

長期目標及びチャレンジ目標の達成に向け、以下の 6 つの対象毎に推進支援策パッケージを整理

しました。 

(1) 住宅パッケージ 

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

 

(2) 業務・産業パッケージ 

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

 

(3) 交通パッケージ 

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

交通手段を利用できるよう促進する施策やプロジェクトです。 

 

(4) 公共施設パッケージ 

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

消費を促進する施策やプロジェクトです。 

 

(5) 地域エネルギー事業パッケージ 

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

 

(6) 人づくり・場づくりパッケージ 

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

 

各支援策における手法の違いは行頭文字によって区別します。 

 ：政策 

 ：事業の進め方 

 ：事業支援策 
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8.1.2  住宅パッケージ 

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

 

図8-1 住宅パッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-2 住宅パッケージと関連するチャレンジ30目標 

 

 

 

 



 58 

(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 固定資産税などの優遇策の検討 

 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【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 集合住宅における導入には市民出資などを活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入住宅への 

低金利融資などの支援策 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの 

再生可能エネルギー電力購入促進 

(3) モデル事業での具体的取組 

① 戸建及び集合住宅で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発電への導入支援プロジェクト
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8.1.3  業務・産業パッケージ 

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連性のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-3 業務・産業パッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-4 業務・産業パッケージと関連するチャレンジ30目標 
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(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 再生可能エネルギー導入に対する固定資産税などの優遇策の検討 

 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 

 農地（市民農園を含む）でのソーラーシェアリング（⇒用語集） 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 屋根貸しにおける市民出資などを活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入への 

低金利融資などの支援策（事業支援策）【モデル事業】 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの 

再生可能エネルギー電力購入促進 

(3) モデル事業での具体的取組 

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

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連性のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-5 交通パッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-6 交通パッケージと関連するチャレンジ30目標 
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(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー導入に対する固定資産税などの優遇策の検討 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報による新電力からの 

再生可能エネルギー電力購入促進 

 将来的なプラスエネルギー住宅で電気自動車を利用、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 

(3) モデル事業での具体的取組 

① 公共交通機関の再生可能エネルギーの活用を促進 

（例）グリーン電力証書（⇒用語集）の利用やリサイクル油による運行 
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8.1.5  公共施設パッケージ 

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連性のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

 

図8-7 公共施設パッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-8 公共施設パッケージと関連するチャレンジ30目標 
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(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 公共施設の設計ガイドライン策定検討により新規施設への 

再生可能エネルギー導入を順次進める 

 市営住宅における太陽光／太陽熱導入モデルプロジェクト 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 屋根貸しにおける市民出資などを活用した事業を促進 

2) 再生可能エネルギー消費支援 

 公共施設の率先導入を通じた情報公開・広報 

3) その他 

 太陽光モニタリング事業による信頼性の向上と選択の支援 

 エネルギーパークによる普及啓発 

(3) モデル事業での具体的取組 

① 公共建築物における屋根貸しと税優遇の実施 

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

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連性のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

図8-9 地域エネルギー事業パッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-10 地域エネルギー事業パッケージと関連するチャレンジ30目標 
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(2) 支援策 

1) 再生可能エネルギー導入支援 

 再生可能エネルギー導入に対する固定資産税などの優遇策の検討 

 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【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の調査費用などへの活用 

 市民出資などを活用した事業を促進 

 地元金融機関との連携による再生可能エネルギー導入住宅への 

低金利融資などの支援策【モデル事業】 

(3) モデル事業での具体的取組 

① 公共建築物における屋根貸しと税優遇の実施（再掲） 

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

（再掲） 
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8.1.7  人づくり・場づくりパッケージ 

(1) チャレンジ 20目標及びチャレンジ 30 目標との関連 

関係性が高い目標は赤色の文字、関連性のあるものは灰色の文字で表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8-11 人づくり・場づくりパッケージと関連するチャレンジ20目標 

 

図8-12 人づくり・場づくりパッケージと関連するチャレンジ30目標 
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(2) 支援策 

1) 人づくり・場づくり・情報提供・環境教育 

 再生可能エネルギー相談窓口による相談・情報提供【モデル事業】 

 市民懇談会の継続的開催や再生可能エネルギー連絡会議の設置による 

「宝塚エネルギー」への参加機会の拡大 

 宝塚エネルギーマップなどによる再生可能エネルギー導入の見える化 

 再生可能エネルギー事業化人材育成 

 持続可能なエネルギー教育プログラムの開発と実施【モデル事業】 

 再生可能エネルギー基金の環境教育などへの活用 

(3) モデル事業での具体的取組 

① 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 

（再掲） 

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

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

エネルギー導入支援策、再生可能エネルギー消費支援策、人づくり・場づくり・情報提供・環境教

育、その他に分類し、具体的内容と対応する施策、アクションを示しました。 

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

白抜きのアイコンはパッケージに含まれていない事を示しています。 

 

：住宅パッケージ         ：業務パッケージ 

：交通パッケージ         ：公共パッケージ 

：地域エネルギー事業パッケージ  ：人づくり・場づくりパッケージ 

8.2.1  全般的支援策 

政策 具体的内容 対応する施策、アクション 

各種政策への反映 

 

 

総合計画や環境基本計画、他部署の計

画やプログラムに支援策を反映させ

る。 

・ 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の制定 

・ 市総合計画、環境基本計画、各種 

関連制度との調整 

・ 毎年度、実施計画や予算査定時など

に合わせた再生可能エネルギー担

当部署のヒアリング、助言の検討 

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、エネルギー事業者から報告を

行わせ、施策づくりに役立てる。 

・ エネルギー事業者のエネルギーデ

ータ提供の義務化 

・ 関連事業者との協議 

他の地方公共団体との

連携 

 

周辺及び広域行政との政策連携や再生

可能エネルギー利用可能量の高い地域

との協定を結び、市民出資などによる

現地への再生可能エネルギー導入支援

を行う。 

・ 周辺及び広域行政との協議 

・ 他の地方公共団体との協定 

・ 関連事業者との協議 

景観などへの配慮に 

よる社会的受容性の 

獲得 

 

 

景観への配慮や光害への対策、周辺環

境への配慮など、再生可能エネルギー

への地域社会や住民の理解や賛同を得

られるような仕組みづくりを行う。 

・ 景観、開発ガイドラインへの再生可

能エネルギーに関する項目の反映

の検討 
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8.2.2  再生可能エネルギー導入支援策 

政策 具体的内容 対応する施策、アクション 

再生可能エネルギー 

相談窓口 

 

 

 

住宅への再生可能エネルギー導入や事

業を行うにあたり、ワンストップで市

民や事業者からの質問や相談に応じ

る。 

・ 2014 年度(平成 26 年度)から市の委

託業務として開始 

・ 各種イベントなどでアウトリーチ

活動を行う 

公共施設の設計 

ガイドライン策定検討 

 

 

公共施設を新築する際、再生可能エネ

ルギーと省エネルギーを考慮した設計

とするよう指針を定め、活用させる。 

・ 公共施設の設計ガイドライン策定

検討 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

太陽光／太陽熱導入 

モデルプロジェクト 

 

 

 

集合住宅や業務ビル、工場、市営住宅

などで太陽光発電導入や太陽熱利用シ

ステム導入を促進するための協定や助

成を行う。 

住宅や建築物の新築にあたり、施工者

が施主に対して再生可能エネルギーを

導入した場合の効果や費用について、

説明をする機会を設ける。 

・ 集合住宅や宅地開発、大規模建築物

の企画段階における協議により、 

再生可能エネルギーの最大限の導

入検討 

・ 既築集合住宅で太陽光発電導入モ

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 

農地での 

ソーラーシェアリング 

 

 

農地（市民農園を含む）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。 

・ 農政担当部署及び農業委員会との

調整 

・ ソーラーシェアリングの設置主体

の検討 

事業支援策 具体的内容 対応するアクション 

再生可能エネルギー 

基金の活用 

 

再生可能エネルギー基金によりモデル

事業の調査費用や環境教育への活用を

行う。 

・ 再生可能エネルギー基金の運用指

針の策定 

・ モデル事業の実施 

 

市民出資を活用した 

事業を促進 

 

 

 

集合住宅や公共施設における市民出資

型太陽光発電導入などの事業を行うに

あたり、場所の提供や地域エネルギー

事業の認定により支援を行う。 

 

・ 宝塚市再生可能エネルギーの利用

の推進に関する基本条例における

地域エネルギー事業者への支援 

・ 広報、周知の支援 

・ 案件開拓の支援 

・ 信頼性の確保 
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金融機関の再生可能 

エネルギー事業への 

協力 

 

 

再生可能エネルギーを活用した住宅や

業務ビル、工場、地域エネルギー事業

者などに対する融資や貸付けに関する

優遇策を協議する。 

・ 金融機関との協議 

・ モデル事業への市の参加による与

信強化 

 

8.2.3  再生可能エネルギー消費支援策 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

新電力からの 

再生可能エネルギー 

電力購入促進 

 

 

2016 年（平成 28 年）以降の小口電力小

売自由化を視野に入れ、電力契約の変

更を通じて、再生可能エネルギー利用

を高めたり、バイオマス燃料による暖

房などを進めたりするための支援を行

う。 

・ 市による率先導入 

・ 広報、周知 

・ モデル事例の紹介 

 

8.2.4  人づくり・場づくり・情報提供・環境教育 

政策 具体的内容 対応するアクション 

「宝塚エネルギー」への

参加機会の拡大 

 

 

市民懇談会の継続的開催や再生可能エ

ネルギー推進協議会の設置を通じて市

民が参加する場やイベントを拡大し、

取組を行う人を育てる。 

・ 市民懇談会の継続的開催 

・ 再生可能エネルギー推進協議会の

設置 

再生可能エネルギー 

導入の見える化 

 

 

宝塚の再生可能エネルギーのポテンシ

ャル、現在の取組状況、モデル的事例

などを地図上に示した宝塚エネルギー

マップなどにより、情報提供を行う。 

・ 再生可能エネルギー担当部署の 

ウェブサイトの拡充 

・ 宝塚エネルギーマップの作成 

再生可能エネルギー 

事業化人材育成 

 

事業を担う人材を育て、ネットワーク

化の場を作る。 

・ 地域エネルギーアカデミーの開催 

・ 事業者向けセミナーの開催 

 

 

持続可能なエネルギー

教育プログラム 

 

 

学校図書室、図書館などでエネルギー

関連資料の充実や環境教育プログラム

の整備を行う。 

・ 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 

・ 学校図書室、図書館でエネルギー 

関連資料の整備 
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8.2.5  その他 

事業の進め方 具体的内容 対応するアクション 

太陽光モニタリング 

事業 

 

 

公共施設などに設置した太陽光発電の

発電データを公開し、新たに設置を検

討する市民や事業者の参考とする。 

・ モニタリングシステムの導入 

・ 再生可能エネルギー担当部署ウェ

ブサイトなどで情報集約と公開 

エネルギーパークで普

及啓発 

 

 

各種再生可能エネルギーを公園などに

導入し、市民の目に触れる場所で普及

啓発を図る。 

・ 公園の選定 

・ 市民との協働手法の検討 
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第9章 市の責務 

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

者」「市」の各主体が連携して取組を進めるための推進体制を確立し、施策や取組の進行管理を行

うとともに必要に応じて見直しを行うことが必要です。本章では、再生可能エネルギーの施策及び

取組（以下「施策等」という。）の推進体制と進行管理について示します。 

9.1  市及び再生可能エネルギー担当部署の責務 

9.1.1  市の責務 

 

・再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を計画的に行います。 

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

ます。 

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

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

再生可能エネルギーの生産を行います。 

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

費します。 

・地域エネルギー事業者が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第 3 条に

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

す。 

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

します。 

 

9.1.2  再生可能エネルギー担当部署の役割 

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

4 つあります。 

 

①推進支援策パッケージによる枠組みづくり 

②利害関係者と市民を集め、公正で透明な合意形成の場づくり 

③推進支援策実現のための内部調整と制度整備 

④継続的な取組のための人材育成 

 

従来は、再生可能エネルギーの利用の推進にあたって多くの地方公共団体では補助金の獲得、又

は分配と普及啓発を行政の役割としていましたが、総合的な推進支援策パッケージによる枠組みづ

くりを進めることが重要です。 
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また、市民懇談会や地元 NPO との連携など、合意形成の場づくりを行いながら、市民とともに

促進することも求められます。この際には、公正で透明性の高い手続き（手続き的正義）により進

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

さらに再生可能エネルギーの利用の推進にあたっては、多数の部署にまたがって内部調整を行う

ことが必要です。例えば、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等に基づく支

援策として固定資産税（償却資産）などの優遇策を行う場合、税担当部署との調整や市の政策決定

が前提となります。また、学校の屋上に太陽光発電を導入する場合には、施設管理部署や建築関連

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

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

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

います。 

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

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

 

 

宝塚市役所 緑のカーテン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

9.2  進行管理 

9.2.1  PDCA サイクル 

再生可能エネルギーの施策等を着実に推進するために、チャレンジ目標や長期目標で定めた指標

をもとに、施策等の実施状況を把握し、定期的に施策等の追加や見直しを検討し、PDCA サイクル

（Plan、Do、Check、Act）による進行管理を行います。 

進行管理は、再生可能エネルギー担当部署が中心となり、取組の関係部署を含めて全庁的な検討

体制を構築します。 

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

構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9-1 PDCA サイクルによる進行管理 

 

9.2.2  取組状況の公表 

再生可能エネルギーの施策等の状況については、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネル

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

進審議会への報告、年次報告等を通じて分かりやすい形で公表します。宝塚市再生可能エネルギー

の利用の推進に関する基本条例においても、市の責務として情報公開を定めています。 

公表する内容は、以下に示すとおりです。 

 

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

②最新の把握可能な年度における再生可能エネルギーの市外からの導入量 

③長期目標値に対応した指標（再エネ自給率及び再エネ活用率） 

④チャレンジ目標で掲げた項目に対する進捗度合い 

⑤施策等の推進状況の評価結果 

 

 

 

 

P：Plan（計画） 

目標を設定し、施策、取組、 

推進体制などについて計画する。 

D：Do（実施） 

推進体制を構築し、具体的な 

施策、取組を実施する。 

Ａ：Act（見直し） 

必要に応じて、施策や取組の 

見直しを行う。 

C：Check（点検） 

目標で定めた指標や実施状況を

確認し、評価する。 
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9.2.3  次期ビジョンの準備 

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

年度）までを対象期間とする次期ビジョンに向けて施策及び取組の方向性について検討します。 

 

9.2.4  宝塚のエネルギー政策の展開 

宝塚のエネルギー政策はP.11の図 1-1に示したような各計画及び関連施策により定めます。本ビ

ジョンを改訂していくだけではなく、本ビジョンに示した目標や施策、取組を進めるためには、本

ビジョンに示したコンセプトや施策を各計画及び関連施策にも反映させる必要があります。市民の

力が輝く共生のまちとして、市民や事業者とともに取組を積極的に推進していきます。 
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策定の経緯等 

本ビジョンの策定にあたり、「宝塚市再生可能エネルギー推進審議会」において審議・検討を行

いました。 

 

１ 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会委員名簿 

選出分野 委員氏名（敬称略） 所属・役職名など 

知識経験者 会長 

丸山康司 

名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

副会長 

藤本真里 

兵庫県立大学自然・環境科学研究所講師 

大門信也 関西大学社会学部准教授 

市内の公共的団体等の 

代表者 

中川慶子 NPO 法人新エネルギーをすすめる宝塚の会 

代表理事 

事業主を代表する者 酒井眞 

（2013 年（平成 25 年） 

12 月 26 日まで） 

株式会社池田泉州銀行提案推進室上席調査役 

岡田知也 

（2013 年（平成 25 年） 

12 月 26 日から） 

株式会社池田泉州銀行営業企画部参事役 

公募による市民 澤美佐 市民公募委員 

黒田勇司 市民公募委員 

 

２ 担当事務局名簿 

氏名 所属・役職名など 

森増夫 環境部部長（2014 年（平成 26 年）3 月 31 日まで） 

酒井喜久 環境部部長（2014 年（平成 26 年）4 月 1 日から） 

久根正樹 環境部環境室室長 

政処剛史 環境部新エネルギー推進課課長 

東野智 環境部新エネルギー推進課係長 

山﨑雅士 環境部新エネルギー推進課係員 

和田秀彰 環境部環境政策課課長 

藤田勝己 環境部環境政策課係長 

飯田哲也 認定 NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長 

吉岡剛 認定 NPO 法人環境エネルギー政策研究所研究員（地域担当） 

山下紀明 認定 NPO 法人環境エネルギー政策研究所主任研究員 

古屋将太 認定 NPO 法人環境エネルギー政策研究所研究員 
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３ 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会開催経緯 

年度 回数 開催年月日 協議内容 

平成 25 年度 第 1 回 2013年(平成25年) 

10 月 22 日 

宝塚市における再生可能エネルギー推進を図っていく

ためのビジョンや仕組みづくりについて 

第 2 回 2013年(平成25年) 

12 月 26 日 

「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」案及び宝塚市における再生可能エネルギー推

進を図っていくためのビジョンについて 

第 3 回 2014年(平成26年) 

2 月 10 日 

「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」案及び（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョ

ン」案について 

第 4 回 2014年(平成26年) 

3 月 7 日 

（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョン」案について 

平成 26 年度 第 1 回 

 

2014年(平成26年) 

4 月 24 日 

「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」案及び同条例案に関するパブリックコメント

結果について 

（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョン」案について 

第 2 回 2014年(平成26年) 

7 月 3 日 

（仮称）「宝塚エネルギー2050 ビジョン」案の答申案

について 

 

 

宝塚市再生可能エネルギー推進審議会の模様（2014 年 4 月 24 日） 
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用語集 

【あ行】 

アウトリーチ活動 

公的機関や公共的文化施設などが地域へ出向いて行う教育や支援プログラム。再生可能エネルギー相

談窓口のアウトリーチ活動としては、地域のイベントや説明会に出向いて普及啓発や相談業務を行う

ことが考えられます。持続可能なエネルギー教育プログラムも同様に環境エネルギー展移動展のよう

に地域へ出向くアウトリーチ活動が重要となります。 

 

NPO（Non Profit Organization） 

ボランティア活動等の社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。このうち「NPO 法人」

とは、特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的

な総称。法人格の有無を問わず、様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）

で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。また、NPO は

国内の活動団体であるが、国際的に活動する「非政府組織」「民間団体」の総称を NGO（Non 

Governmental Organization）といいます。 

 

エネルギー基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示す計画で、エネルギー政策基本法第 12 条の規定に基づき政府

が作成します。 

 

エネルギーサービス 

例えば、照明機器による「明るさ」や暖房機器による「暖かさ」、夏の日の冷房機器による「快適性」、

自動車や新幹線による「素早い移動」など、エネルギーを使ってもたらされる利便性のこと。同じエ

ネルギーサービスを得るためにどのようなエネルギーを用い、どの程度のエネルギ―消費量が必要か

は条件や技術により異なります。例えば、冬に「暖かさ」というエネルギーサービスを得るためには、

電気暖房やガス暖房、灯油ストーブ、太陽熱利用システムによる床暖房など様々な方法があり、断熱

性能の低い家と高い家では必要なエネルギー量も大きく異なります。 

 

エネルギープロシューマー 

エネルギーを購入するだけではなく、エネルギーの生産にも関わる市民を指します。プロシューマー

とは、市民が消費者（コンシューマー：Consumer）としてモノやサービスを一方的に消費するだけで

はなく、生産者（プロデューサー：Producer）としての機能も持つことです。エネルギープロシュー

マーにはいくつかの意味が考えられますが、ここではエネルギーの消費者であるとともに、太陽光発

電や太陽熱利用システムでエネルギーを生産したり、再生可能エネルギー事業に出資したりする生産

者ともなり、なおかつ既存のエネルギー生産システムに対する提案や要求を行い、変化を働きかける

スマートな市民を指すこととします。宝塚に住むエネルギープロシューマーは「宝塚エネルギー」の

重要な参加者です。 



 80 

エクセルギー 

有効エネルギーとも呼ばれ、あるエネルギー量がある条件のもとで、有効に使うことのできる（仕事

に変えうる）量をエクセルギーと言います。エネルギーの総量は同じであっても、エクセルギーが高

い場合は様々な使い道があり、エクセルギーが低い場合は使い道が少なくなります。一般的に、化石

燃料や電気はエクセルギーが高く、太陽エネルギーなどはエクセルギーが低くなります。例えば、入

浴用の低い温度の熱を得るためには、エクセルギーの低い太陽熱利用システムを使うことで、使い道

が多く貴重な化石燃料や電気を使う必要が減り、社会全体のエネルギーの有効利用となります。 

 

温室効果ガス（GHG:Green House Gas） 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し、再放出する気体。地球温暖化対策の推進に関する法

律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、

六ふっ化硫黄の六種類を温室効果ガスとして規定している。 

 

【か行】 

ギガワット時（GWh） 

電力量の単位であり、10 の 6 乗 kWh（キロワット時）です。1kW の発電設備が 1 時間発電を行った

際の発電量や、1kWの電化製品を 1時間使った際の電力消費量が 1kWhとなります。参考として、家

庭一世帯あたりの平均的な年間電力消費量は約 4,700kWh です。 

 

グリーン電力証書 

再生可能エネルギーにより発電された電力をグリーン電力と呼び、温室効果ガスの抑制などの環境価

値を持っています。この環境価値をグリーンエネルギー認証センターが認証し、証書化して、グリー

ン電力証書として取引します。この仕組みにより、通常の電気に加えてグリーン電力証書を購入する

ことで、グリーン電力を使用しているとみなすことができます。電気を使うイベントや企業がグリー

ン電力証書を購入し、環境にやさしいイベントや商品製造を行っています。 

 

固定価格買取制度（FIT:フィード・イン・タリフ） 

再生可能エネルギーにより発電された電気の買取価格を法令で定める制度で、主に、再生可能エネル

ギーの普及拡大を目的としています。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社な

どに、一定の価格で、一定の期間にわたり売電できます。ドイツ、スペインなどでの導入の結果、風

力や太陽光発電が大幅に増加した実績などが評価され、採用する国が増加しています。一方で、国民

負担の観点にも配慮が必要です。 

 

【さ行】 

最終エネルギー消費量 

最終消費者に利用されたエネルギーの消費量で、一次エネルギー供給量から、発電所などのエネルギ

ー転換のロスを除いたもの。最終エネルギーには二次エネルギーが利用される場合と、石炭などのよ

うな一次エネルギーがそのまま利用される場合があります。 
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再生可能エネルギー 

有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り返

し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。具体的には、太陽光や太陽熱、風力、バイオマス（木

質や家畜排泄物など生物由来の資源）、地熱、水力（ダム式の大規模な発電は除いた中小規模を言う

ことが多い）、波力などを利用したもので、自然エネルギーとも呼ばれます。 

 

需要プル 

技術や社会システムの利用を需要側からけん引する考え方。再生可能エネルギーの普及策として、以

前は設置への補助や技術開発支援などの供給側への支援策が多く、こうした考え方を供給プッシュと

呼びます。一方で再生可能エネルギーに対する需要を生み出す需要プル型の支援策では、情報を公開

して消費者のニーズを高めることや、エネルギーの選択を促すことが重要となります。例えば、今後

電力小売の自由化が進めば、一般家庭であっても電力を購入する際に再生可能エネルギーの比率が高

い電力を選ぶことが可能となるため、その促進のための情報提供や率先導入も需要プル型の施策とな

ります。 

 

新エネルギー 

新エネルギーは、「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」（新エネルギー法）において

「新エネルギー利用等」として定義され、同法に基づき政令で指定されたものです。本ビジョンで定

めた再生可能エネルギーから大規模地熱発電や海洋エネルギーを除き、雪氷熱利用を加えたものにな

ります。 

 

新耐震基準 

耐震基準は建物が地震の震動に耐えうる能力を定めるもので、1981 年（昭和 56 年）に大幅に改正さ

れたものを新耐震基準と呼びます。地震による建物の倒壊を防ぎ、建物内の人間の安全を確保するこ

とも求めています。 

 

世界風力エネルギー協会（WWEA：World Wind Energy Association） 

95 カ国の組織が参加する風力エネルギー分野の国際的な業界団体。風力エネルギー技術の促進と導入

を目的としています。 

 

ソーラーシェアリング 

農業を継続しながら、農地に支柱を立てて太陽光発電を行うこと。作物と太陽光発電で太陽光（ソー

ラー）を分け合う（シェアリング）ことから、そう呼ばれる。一定の条件のもとで、ソーラーシェア

リングを行うための規制緩和の動きがあります。 

 

【た行】 

宝塚市協働の指針 

2011 年（平成 23 年）に策定した「第５次宝塚市総合計画」において、協働の指針を定めることを示
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しました。それに基づき 2013 年（平成 25 年）に「宝塚市協働の指針 これが協働やったんや！〜す

べての施策の実行は市民のために〜」を策定し、協働の必要性や協働の意義、原則などを示していま

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う。（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（平成 26 年条例第 24 号）第 2 条で定義） 

 

テラジュール（TJ） 

エネルギー量を表す単位であるジュールに、 10 の 12 乗を表すテラを付けたもので、

1,000,000,000,000 ジュールとなります。10 の 9 乗を表すギガ（G）、10 の 6 乗を表すメガ（M）、

10 の 3 乗を表すキロ（ｋ）、で換算すると、１TJ＝1,000GJ＝1,000,000MJ＝1,000,000,000kJ とな

ります。また、主に電力量を表す単位として使われる kWh（キロワット時）との換算は、1kWh＝

3,6MJ です。 

 

【は行】 

バイオマス 

エネルギー源として活用が可能な木製品廃材や家畜排泄物などの生物由来の資源であり、再生可能エ

ネルギーの一つ。直接燃焼させて発電や熱利用に用いるほか、発酵させて発生するメタンガスを燃料

として利用することもある。また、アルコールを取り出して輸送用燃料とすることもあります。 

 

バックキャスティング 

将来を予測していく段階において、将来的に達成することが期待される目標となる社会の姿やビジョ

ンを設定し、その地点から現在を振り返り、その目標を実現するための道筋を現状から構築していく

手法です。 

 

プラスエネルギーハウス 

家庭においてエネルギーの消費量よりも生産量の方が多くなるようように設計されている住宅。エネ

ルギーの消費量を少なくした低エネルギーハウスや一年間のエネルギー収支がほぼ等しくなるような

ゼロエネルギーハウスもあります。 

 

フォアキャスティング 

将来を予測する段階において、過去と現在の延長線上に将来を位置付けて行う手法 

 

【ま行】 

木質ペレット 

木材の端材やバークなどを粉砕し円柱上に圧縮成型した固形燃料（直径 8 ㎜、長さ 15 ㎜ほど）のこと 
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1. 本市における再生可能エネルギーの賦存量 

1.1  再生可能エネルギーの賦存量の分析 

本編 4.2.1 の賦存量に関して、各再生可能エネルギー種別の賦存量の分析について示します。 

 

1.1.1  太陽エネルギー 

図 1-1 に年平均全天日射量の平年値を、図 1-2 に年間最適傾斜角における日射量の平年値を示し

ています。本市は瀬戸内海式気候に区分されます。瀬戸内海式気候は、年間を通した降水日数（1mm

以上の降水が観測される日数）も、梅雨（梅雨に類似する気象現象を含む）を除いて少ないのが特

徴です。 

さらに、表 1-1 に日射量の観測値を平成 23 年度の本市の統計から引用して示しています。この統

計によると、平成 19 年から 22 年にかけて年間日照時間が 2000 時間を超えています。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

地域と考えられます。 

  



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1 年平均全天日射量の平年値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-2 年間最適傾斜角における日射量の平年値 

（出典：日射量データベース 閲覧システム 2012 NEDO） 

http://app7.infoc.nedo.go.jp/colormap/colormap.html 
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表1-1 宝塚市統計 大気現象等 

年  次 日照時間 

大  気  現  象 

台風 

上陸数 

有感 

地震 

回数 
不照日数 雪日数 霧日数 雷日数 

日最大 

風速日数

≧10ｍ/s 

平成 18 年  1,861.4 62 23 1 14 30 2 3 

 19   2,162.5 39 4 - 17 28 3 9 

 20   2,114.4 45 21 - 21 38 - 3 

 21   2,046.8 42 12 - 17 41 1 4 

 22   2,091.5 51 13 3 10 44 2 4 

 

 
22           

  1 月  176.6 4 3 - - 3 - 1 

  2   144.0 5 2 2 - 1 - 1 

  3   131.7 8 3 - - 6 - - 

  4   158.7 6 - - 1 8 - - 

  5   199.1 5 - 1 - 4 - - 

  6   166.2 8 - - 3 2 - 1 

  7   201.5 4 - - 3 1 - 1 

  8   280.4 - - - - 1 1 - 

  9   192.1 1 - - 2 1 1 - 

  10   136.5 6 - - - 6 - - 

  11   153.1 1 - - - 4 - - 

  12   151.6 3 5 - 1 7 - - 

※観測場所は、次のとおりです。 

日照時間、不照日数、日最大風速日数：神戸市中央区港島 4 丁目 

雪日数、霧日数、雷日数：神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 4 番 3 号 

有感地震回数：宝塚市東洋町１番１号 

（出典：平成 23 年度宝塚市統計書） 

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/sub_file/01010451000000-01010451000000-tsh23top.html 
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1.1.2  風力エネルギー 

(1) 算出条件 

環境省のポテンシャル評価では、風力発電（陸上）の賦存量について、高度 80ｍにおける年間平

均風速が 5.5m/s 以上の地域を抽出し、抽出された面積に対して、1km2あたり 1 万 kW の導入を想

定し賦存量を算出しています。 

 

(2) 分析結果 

風力エネルギーの賦存量の分析結果を図 1-3 に示しています。図 1-3 では本市周辺における高度

80ｍで風速 5.5m/s 以上の地域を緑、黄緑、黄色で表示しています。本市の大部分は、風速が 5.5ｍ

/s 未満の地域であり、風況が良好な地域が非常に少ないことを示しています。 

 

 

 

図1-3 風力エネルギー賦存量マップ 

（出典：環境省「再生可能エネルギーゾーニング基礎情報（平成 23 年度版）」） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/ 
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1.1.3  バイオマスエネルギー 

(1) 算出条件 

バイオマスの賦存量は、NEDO による試算結果が公表されています。NEDO による試算では、

賦存量と有効利用可能量を示しており、それぞれについて乾燥重量（DW-t/年）と熱量で算出して

います。 

 

賦存量：バイオマスの利用の可否に関わらず理論上 1 年間に発生、排出される量として算出し

ています。 

 

有効利用可能量：賦存量よりエネルギー利用、堆肥、農地還元利用等、既に利用されている量を

除き、さらに収集等に関する経済性を考慮した量を利用可能量として算出して

います。 

 

 

(2) 分析結果 

NEDO のバイオマス賦存量・利用可能量の推計 GIS データベースにおける本市のバイオマス賦

存量を表 1-2 に示しています。例えばこの賦存量のうち、本市の木質系バイオマスの賦存熱量の合

計 16,582GJ/年は、設備利用率 80%、発電効率 0.1 として発電設備に換算すると約 65kW であり、

発電可能な容量は小さいと考えられます。 
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表1-2 本市のバイオマス賦存量 

 

賦存量 

DW-t/年 

有効利用可

能量 

DW-t/年 

賦 存 熱 量

GJ/年 

有効利用熱

量 GJ/年 

未 利 用

資源系 

木質系 

バイオマス 

森林バイオマス 

林地残材 
18 0 320 0 

森林バイオマス 

切捨間伐材 
190 0 4,040 6 

果樹剪定枝 174 133 1,998 1,526 

タケ 818 818 10,224 10,224 

農業残渣 

稲作残渣・稲わら 902 135 12,269 1,840 

稲作残渣・もみ殻 113 17 1,601 240 

麦わら - - - - 

その他の農業残渣 74 45 795 482 

草本系 

バイオマス 

ササ -------- -------- -------- -------- 

ススキ 251 251 3,415 3,415 

廃 棄 物

系資源 

木質系 

バイオマス 

国産材製材廃材 30 2 552 30 

外材製材廃材 17 1 301 12 

建築廃材 3,496 613 63,278 11,088 

新・増築廃材 997 92 18,038 1,667 

公園剪定枝 102 73 1,172 836 

家畜 

ふん尿 

汚泥 

乳用牛ふん尿 991 99 5,709 571 

肉用牛ふん尿 436 44 2,574 257 

豚ふん尿 -------- -------- -------- -------- 

採卵鶏ふん尿 -------- -------- -------- -------- 

ブロイラーふん尿 -------- -------- -------- -------- 

下水汚泥 

（濃縮汚泥） 
-------- -------- -------- -------- 

し尿・浄化槽 

余剰汚泥 
3 3 27 27 

集落排水汚泥 0 0 0 0 

食品系 

バイオマス 

食品加工廃棄物 280 111 807 318 

家庭系厨芥類 2,841 2,841 57,956 57,956 

事業系厨芥類 1,422 896 29,021 18,279 

※「－」、「--------」：統計データにおいて森林面積や作物の栽培や、畜産の飼育など 1 年間の実績がな

いもの。（出典：バイオマス賦存量・利用可能量の推計 GIS データベース、NEDO 技術開発機構（2012

年 10 月 1 日参照））http://app1.infoc.nedo.go.jp/biomass/ 

http://app1.infoc.nedo.go.jp/biomass/
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1.1.4  小水力エネルギー 

(1) 算出条件 

環境省ポテンシャル評価では、数値地図 25,000 空間データ基盤に収録されている「水路区間」

データについて、分流点および合流点間の区間を精査し、区間の上端で取水し、下端の小区間に発

電装置を設置した場合に得られる出力を仮想的に算出することで賦存量を計算しています。なお、

30,000kW以上の既設大規模発電所が存在する区間は控除しています。 

 

(2) 分析結果 

環境省のポテンシャル評価における河川部の水力エネルギー賦存量を図 1-4 に、農業用水路の水

力エネルギー賦存量を図 1-5 に示しています。図 1-4、図 1-5 によると、本市の中小水力の賦存量

は小さく、武庫川の西宮市との境界部分に一部の賦存量が評価されているにとどまっています。 

 

 

図1-4 水力エネルギー賦存量マップ（河川部） 

（出典：環境省「再生可能エネルギーゾーニング基礎情報（平成 23 年度版）」） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/ 
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図1-5 水力エネルギー賦存マップ（農業用水路） 

（出典：環境省「再生可能エネルギーゾーニング基礎情報（平成 23 年度版）」） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/ 

 

 

1.1.5  地熱エネルギー 

(1) 算出条件 

環境省のポテンシャル評価では、地熱資源量密度分布図を用いて、各温度区分の資源量分布図か

らそれぞれ技術的に利用可能な密度を持つグリッドを抽出し、それらを集計することで賦存量を算

定します。賦存量推計の際には、150℃以上の地熱資源については 10kW/km2 以上、120～150℃

については 1kW/km2以上、53～120℃については 0.1kW/km2以上をそれぞれ技術的に利用可能な

密度区分と設定し、温度区分毎にこれらの条件を満たすグリッドの抽出を行っています。 

 

 

(2) 分析結果 

環境省のポテンシャル評価における地熱エネルギーの賦存量を図 1-6 に示しています。図 1-6 で

は、本市において有望な地熱エネルギーが評価されない結果となっています。一方で、本市には複

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ます。 
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図1-6 地熱エネルギー賦存マップ 
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1.2  再生可能エネルギーの賦存量の分析結果 

 

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

一方で、風力や地熱などのエネルギーについては賦存するエネルギーが少ないことを示しています。 

 

表1-3 賦存量分析結果のまとめ 

エネルギー種 既存資料による分析 有望性 

太陽エネルギー 

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

年にかけて年間日照時間が 2,000 時間を超えています（※観測点

は神戸市）。日本各地の年間日照時間が、おおむね 1,500 時間から

2,000 時間程度であることを考慮すると、日照時間が多い地域と考

えられます。 

◎ 

風力エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の大部分で風速が 5.5ｍ

/s 未満の地域であり、風力発電に期待されるような風況が良好な

地域が非常に少ないと言えます。 

△ 

バイオマス 

エネルギー 

本市の木質系バイオマスの賦存熱量の合計 16,582GJ/年は、発電設

備の容量に換算すると約 65kW となり、利用可能な資源量は少な

いと考えられます。 

△ 

地熱（地中熱） 

エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市には地熱発電などに利

用可能な有望な地熱エネルギーは存在しません。一方で、本市に

は複数の温泉施設が存在しており、その未利用熱の利用が考えら

れます。また地中熱利用は市内の多くの地域で可能です。 

△ 

中小水力 

エネルギー 

環境省のポテンシャル評価によると、本市の中小水力の賦存量は

小さく、武庫川の西宮市との境界部分に一部の賦存量が評価され

ているにとどまっています。 

△ 

有望性については、以下の区分で整理しています。 

◎：賦存量が大きく、積極的に利用を進めていくことが考えられるエネルギー 

○：賦存量が中程度であり、利用に向けて前向きに検討を進めていくエネルギー 

△：賦存量が少なく、必要に応じ個別に対応を検討するエネルギー 
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2. 本市における再生可能エネルギーの利用可能量 

2.1  利用可能量の試算条件 

2.1.1  試算の手順 

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

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

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

年）に向けた設備の更新等を考慮した試算を行いました。 

 

2.1.2  前提条件の整理 

(1) 本市の日射量 

本市は瀬戸内海式気候に区分されます。瀬戸内海式気候は年間を通した降水日数が少ないことが

特徴とされます。表 2-1 に兵庫県三田市の年間最適傾斜角における日射量と平均気温を示しました

（※本市近接の日射量観測点として、NEDO 日射量データベース閲覧システムから選定しました）。

三田市の観測点では年間最適傾斜角における日射量が 2.90～4.73kWh/m2で推移しています。また、

日射量の推移を図 2-1 に示しています。 

 

表2-1 兵庫県三田市の年間最適傾斜角における日射量 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

日射量 

（kWh/m2） 
2.95 3.29 3.82 4.51 4.49 4.11 4.22 4.73 3.94 3.78 3.14 2.90 

平 均 気 温

（℃） 
2.3 2.9 6.5 12.4 17.2 21.4 25.2 26.2 22.1 15.6 9.7 4.4 

（出典：NEDO 日射量データベース閲覧システム年間月別日射量データベース MONSOLA-11） 

＊本データは JIS C8907「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」の推奨データです。 
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図2-1 兵庫県三田市の年間最適傾斜角における日射量 

 

(2) １ｋＷあたりの太陽光発電の発電電力量 

1) 算出式 

太陽光発電の発電電力量の算出式を下記に示しました。算出式は、JIS C8907「太陽光発電

システムの発電電力量推定方法」に基づく太陽光発電の発電電力量の算出方法を用いました。 

 

年間発電電力量（kWh/年） 

＝Σ1 月～12 月｛月別総合設計係数 K／標準試験条件における日射強度 Gs（kW/m2）× 

太陽光パネル定格出力 PAS（kW）×月平均日積算傾斜面日射量 HAM（kWh/（m2･月））｝ 

 

ここで、 

K＝基本設計係数 K’（結晶系＝0.756）× 温度補正係数 KPT 

KPT=1+αPmax（TCR-25）/100 

TCR=TAV+⊿T 

 

KPT：温度補正係数 

αPmax：最大出力温度係数（JIS 推奨値：結晶系-0.40~-0.50%/℃） 

TCR：加重平均太陽光パネル温度（℃） 

TAV：月平均温度（℃） 

⊿T：加重平均太陽光パネル温度上昇（屋根置き型：21.5℃） 

※⊿T は平成 21 年度環境省ポテンシャル調査報告書より引用しています。 
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2) 算出結果 

上述の日射条件のもとで、市内に太陽光発電を設置した場合の 1kW あたりの発電電力量の

算出結果を表2-2に示しました。1kWあたりの年間発電電力量は、1,001kWh/年となりました。 

 

表2-2 1kW あたりの発電電力量の試算 

月 

 

 

月積算発

電量 
日射量 

平均気温 

（TAV） 

加重平均

太陽光パ

ネル温度 

（TCR） 

温度補正

係数 

（ＫPT） 

月別総合

設計係数 

（K） 

日平均発

電電力量 
日数 

kWh/月 kWh/m2 ℃ ℃ - - kWh/day day 

1 69.51 2.95 2.3 23.8 1.01 0.76 2.24 31 

2 69.83 3.29 2.9 24.4 1.00 0.76 2.49 28 

3 88.32 3.82 6.5 28 0.99 0.75 2.85 31 

4 98.19 4.51 12.4 33.9 0.96 0.73 3.27 30 

5 98.74 4.49 17.2 38.7 0.94 0.71 3.19 31 

6 85.71 4.11 21.4 42.9 0.92 0.70 2.86 30 

7 89.24 4.22 25.2 46.7 0.90 0.68 2.88 31 

8 99.53 4.73 26.2 47.7 0.90 0.68 3.21 31 

9 81.88 3.94 22.1 43.6 0.92 0.69 2.73 30 

10 83.76 3.78 15.6 37.1 0.95 0.71 2.70 31 

11 69.23 3.14 9.7 31.2 0.97 0.73 2.31 30 

12 67.69 2.9 4.4 25.9 1.00 0.75 2.18 31 

＊JIS C 8907；2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」による試算 

 

年間予想発電電力量（kWh/年） 1001.63 

 

(3) 単位面積あたりの太陽熱利用の集熱量 

1) 算出式 

太陽熱利用システムの集熱量の算出式を下記に示しています。 

 

年間有効集熱量（GJ/年） 

＝集熱パネル面積（m2）×最適角平均日射量（GJ/m2・日）×集熱効率×365（日/年） 

ここで、集熱効率は 40%としました。 
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2) 算出結果 

上述の日射条件のもとで、市内に太陽熱利用の集熱器を設置した場合単位面積（m2 あたり

の集熱量を算出した結果を表 2-3 に示しています。1m2 あたりの年間有効集熱量は、2.01GJ/

年となりました。 

表2-3 1m
2あたりの集熱量の試算 

月 月積算集熱量 日射量 日数 

 
GJ/月 kWh/m2 day 

1 0.13 2.95 31 

2 0.13 3.29 28 

3 0.17 3.82 31 

4 0.19 4.51 30 

5 0.20 4.49 31 

6 0.18 4.11 30 

7 0.19 4.22 31 

8 0.21 4.73 31 

9 0.17 3.94 30 

10 0.17 3.78 31 

11 0.14 3.14 30 

12 0.13 2.9 31 

 

年間予想集熱量（GJ/年） 2.01 

 

(4) 設置場所の想定 

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

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

熱需要がある建築物への設置が効果的です。 

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

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

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

公共施設については、本市の 65 施設への導入を想定しました。 

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

界農林業センサスより本市に存在する耕作放棄地 75,400m2を想定しました。 
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2.2  太陽光発電の利用可能量 

2.2.1  太陽光発電の利用可能量の推計 

(1) 住宅向け太陽光発電の利用可能量 

1) 算出方法 

2.1.2 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ました。なお、単位出力あたり太陽光発電電力量

は 2.1.2 で算出した数値を利用しました。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ました。 

 

2) 算出結果 

表 2-4 に太陽光発電利用可能量の評価結果を示しました。住宅向けの太陽光発電のポテンシ

ャルは、本市の住宅に最大限に導入すると想定した場合に、256.3GWh/年の発電電力量が見込

まれます。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、想定される年間発電電

力量は 162.2GWh/年となります。 

 

表2-4 太陽光発電利用可能量評価結果 

  

  

（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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(2) 公共施設 

1) 算出方法 

本市の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

整理しました。ここでは大まかなポテンシャルを把握するという観点から、市内の公共施設の

うち太陽光発電が設置可能と想定される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して算出しました。単位出力あたり太陽光発電電力量は

2.1.2 で算出した数値を利用しました。なお、公共施設においては以下のような留意点がある

が、ここでは大まかなポテンシャルを把握するという観点から、1 施設あたり 10kW の太陽光

発電を導入した場合の試算を行いました。 

■留意点 

・公共施設においては既に太陽光発電を導入済の施設があります。（表 2-5 参照） 

・建て替え、移転等の可能性がある施設があります。 

・太陽光発電を実際に導入する際には、各建物の耐震性を考慮する必要があります。 

 

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 0.7GWh となりました。 
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表 2-5 本市公共施設の太陽光発電設備 

№ 施設名 出力 

（kW） 

設置 

年度 

備考 

1 宝塚市役所庁舎 30.00 H10  

2 宝塚第一小学校 1.59 H14  

3 安倉南身体障害者支援センター 2.88 H14  

4 地域利用施設ウエル西山 3.00 H14 余剰売電有 

5 亀井第三住宅 10.00 H15 余剰売電有 

6 仁川小学校 3.00 H16  

7 末広中央公園 19.80 H16 余剰売電有 

8 西谷ふれあい夢プラザ 0.31 H17  

9 宝塚市役所駐車場 0.08 H19  

10 長尾小学校 1.44 H19  

11 川面保育所 4.00 H22 余剰売電有 

12 めふ保育所 4.00 H22 余剰売電有 

13 安倉中保育所 4.00 H22 余剰売電有 

14 中央図書館 20.00 H22  

15 御殿山中学校 19.00 H22 全量売電（Ｈ25年度～） 

16 山手台中学校 19.00 H22 全量売電（Ｈ25年度～） 

17 小浜浄水場 5.40 H22  

18 宝塚第一中学校 19.00 H23 全量売電（Ｈ25年度～） 

19 山手台小学校 19.25 H24 全量売電（Ｈ24年度～） 

20 長尾幼稚園 10.00 H25 全量売電（新設） 

 合計 195.75   

 

(3) 耕作放棄地 

1) 算出方法 

本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

て算出しました。本市の耕作放棄地は 75,400m2 存在します。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ました。単位出力あたり太陽光

発電電力量は 2.1.2 で算出した数値を利用しました。 

（※）環境省ポテンシャル評価で用いられた基準に基づいています。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/ 

 

2) 算出結果 

本市の耕作放棄地の太陽光の利用可能量は 5.0GWh となりました。 
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2.2.2  太陽光発電の利用可能量のまとめ 

(1) 市内における 1kW あたりの太陽光発電の発電電力量 

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

ました。 

(2) 市内における太陽光発電の利用可能量試算結果 

1) 住宅 

表 2-6 に太陽光発電利用可能量の評価結果を示しました。住宅向けの太陽光発電は、本市の

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

の赤い楕円で囲まれた部分）。これに対して、導入を新耐震基準以降の住宅に限定すると、想

定される利用可能量は 162.2GWh/年となります（表中の青い点線楕円で囲まれた部分）。これ

らの太陽光発電利用可能量が、次章において目標を検討する際の目安となります。 

 

表2-6 太陽光発電利用可能量評価結果 

 ケース 1-1 ケース 1-2 ケース 1-3 ケース 1-4 

居住世帯がある全

住宅数を対象 

新耐震基準以降に

設置された住宅数

を対象 

一戸建てかつ持家

住宅数を対象 

分譲マンションを

対象 

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

設備設置 

容量 

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

太陽光発電

利用可能量 
256.3GWh/年 162.2GWh/年 108.7GWh/年 12.3GWh/年 

 

  

2) 公共施設 

65 の施設の合計で想定される利用可能量は 0.7GWh となりました。 

 

3) 耕作放棄地 

本市の耕作放棄地の太陽光の利用可能量は 5.0GWh となりました。 

 

4) まとめ 

市内における太陽光発電の利用可能量は住宅が非常に大きく、公共施設や耕作放棄地は相対

的に小さくなっています。 
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2.3  太陽熱利用システムの利用可能量 

2.3.1  太陽熱利用システムの利用可能量の推計 

(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 

2.1.2 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ました。なお、単位面積当たり太陽熱有効集

熱量は 2.1.2 で算出した数値を利用しました。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ました。 

 

2) 算出結果 

太陽熱利用システム利用可能量の評価結果を表 2-7に示しました。住宅向けの利用可能量は、

本市の住宅に 6.0m2ずつの太陽集熱器を最大限に導入すると想定した場合に、1,029TJ/年の集

熱量が見込まれます。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/年となります。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/年となります。そして分譲マンションに 200m2/棟の太陽集熱機器を導

入した場合、想定される年間集熱量は 246TJ/年となります。 

 

表2-7 太陽熱利用システム利用可能量評価結果 

 

 

2.3.2  太陽熱利用システムの利用可能量のまとめ 

(1) 市内における 1m2あたりの太陽熱利用システムの集熱量 

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

の年間有効集熱量予想値は、2.01GJ/年となりました。 

 

（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

年間有効発熱量 TJ 1028.60 651.00 436.09 246.02

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 3,616 61.2
面積 m2 51174 32388 21696 12240

年間有効発熱量 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 7,232 122.4
面積 m2 102348 64776 43392 24480

年間有効発熱量 TJ 205.72 130.20 87.22 49.20
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(2) 市内における太陽熱利用システムの利用可能量 

1) 住宅 

太陽熱利用システムは住宅における導入が見込まれるため、太陽熱利用システム利用可能量

の評価結果を表 2-8 に示しました。住宅向けの利用可能量は、本市の住宅に 6.0m2ずつの太陽

集熱器を最大限に導入すると想定した場合に、1,029TJ/年と見込まれます（表中の赤い楕円で

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

可能量は 651TJ/年となります（表中の青い点線楕円で囲まれた部分）。また導入対象を持家の

一戸建てに限定した場合、想定される利用可能量は 436TJ/年となります。そして分譲マンショ

ンに 200m2/棟の太陽集熱機器を導入した場合、想定される利用可能量は 246TJ/年となります。

これらの太陽熱利用システム利用可能量が、次章において目標を検討する際の目安となります。 

 

表2-8 太陽熱利用システム利用可能量評価結果 

 ケース 2-1 ケース 2-2 ケース 2-3 ケース 2-4 

居住世帯がある全

住宅数を対象 

新耐震基準以降に

設置された住宅数

を対象 

一戸建てかつ持家

住宅数を対象 

分譲マンションを

対象 

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

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

太陽熱利用 

システム 

利用可能量 

1028.6TJ/年 651.0TJ/年 436.1TJ/年 246.0TJ/年 
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3. 長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー 

3.1  長期目標値の達成に必要な再生可能エネルギー 

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

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

ー需要は、中央環境審議会地球環境部会の報告を参考に、2011 年度（平成 23 年度）から 40％削

減としています。 

 

3.1.1  エネルギー消費の削減 

中央環境審議会地球環境部会が 2012 年（平成 24 年）に策定した「2013 年以降の対策・施策に

関する報告書（地球温暖化対策の選択肢の原案について）」では、2050 年（平成 62 年）までに 80％

の温室効果ガス削減を目指した検討を行い、エネルギーサービスを維持しつつ、現時点で開発が予

想され得る対策技術を想定して下記の結論を導きだしています。 

 

・家庭部門の最終エネルギー消費量は現状より 4 割から 5 割削減し、業務部門の最終エネルギー

消費量は 4 割以上削減が可能。全体では 4 割減となっている。 

 

・家庭・業務部門の 2050 年（平成 62 年）の低炭素社会を構築する主たる技術のリスト 

削減要素 対策技術 

無駄なエネルギー消費の根源を削減 建物の断熱化、HEMS・BEMS 

省エネルギー機器の更なる省エネルギー改善 高効率電気機器、高効率照明、ヒートポンプ給湯 

低炭素エネルギー技術 太陽光発電、太陽熱利用システム、ヒートポンプ利用 

低炭素エネルギー利用管理技術 分散 EMS 技術、分散 EV 技術管理技術 

2050 年（平成 62 年）の姿 ゼロエミッション住宅、ゼロエミッション建築物 
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図3-1 2050年（平成62年）の家庭部門（左）および業務部門（右）の用途別最終エネルギー消費量 
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3.2  市内の家庭における電気の再生可能エネルギー自給率の推計 

 

表3-1 市内の家庭における電気の再生可能エネルギー自給率に関する数値 

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭の年間電力消費量 483GWh 290GWh 

②市内の家庭における再生可能エネルギーの 

年間発電量 

5.7GWh 145GWh 

再生可能エネルギー自給率 ②÷①×100 1.2% 50% 

 

 

図3-2 市内の家庭における電気の再生可能エネルギー自給率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

②では家庭用の太陽光発電からの発電量を推計して試算しており、2011 年度（平成 23 年度）は

推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の発電量 145GWh をまかなうためには 34,584 件の太陽光発電の

導入が必要となります。これは、2011 年度（平成 23 年度）の市内の世帯数の 37.5％となり、2.2.2

で示した太陽光発電の利用可能量を下回っています。また、34,584 件を導入するためには、2012

年度（平成 24 年度）からの 39 年間で毎年 852 件が太陽光発電を設置することになります。市内に

おける 2010 年度（平成 22 年度）以降の家庭用太陽光発電の導入実績は 250〜400 件程度であり、

市として今後さらに促進していく必要があるといえます。 

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

目標値を達成するために必要な太陽光発電の導入量や導入件数は減少します。 
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3.2.1  2011 年度（平成 23 年度）時点の推計値 

            市内の家庭における再生可能 

家庭の電気分野の    エネルギーの年間発電量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ——————————————————————————————— × 100 

自給率（％）      市内の家庭の年間電力消費量（ア） 

 

             5.7GWh 

          ＝ ————————— × 100 ＝ 1.2% 

                         483GWh 

 

(ア) 市内の家庭の年間電力消費量483GWh1 

１）2011年度（平成23年度）の市内の家庭の年間電力消費量は統計資料2より483GWhです。 

 

(イ) 市内の家庭における再生可能エネルギーの年間発電量5.7GWhの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）時点の市内の家庭における発電量が推計できるデータが存在する

再生可能エネルギーは太陽光発電ですので、太陽光発電からの発電量を推計しました。ま

ずは太陽光発電導入量を推計し、次にその発電量を計算しています。 

２）市内の太陽光発電導入量は兵庫県内の1,000世帯あたり太陽光発電普及率から下記のように

計算しました。 

 

市内の家庭の太陽光発電導入量＝兵庫県内の太陽光発電普及率 × 市内の世帯数 

             ＝61.92kW／1,000世帯3 × 92,213世帯4 

             ＝5,709kW 

 

３）市内における1kWの太陽光発電からの年間発電量予想値は1,001kWh5であるため、市内の

太陽光発電からの発電量は下記のようになります。 

 

市内の家庭の太陽光発電からの発電量＝5,709kW × 1,001kWh／kW 

                 ＝5,714,709kWh 

                 ≒5.7GWh 

 

  

                                            
1 GWh（ギガワット時）は電力量の単位であり、10 の 6 乗 kWh（キロワット時）です。参考として、家庭一世帯あた

りの平均的な年間電力消費量は約 4,700kWh です。 
2 宝塚市地球温暖化対策実行計画のデータより。 
3 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 
4 宝塚市統計書「人口動態」(2011 年 4 月 1 日時点) 
5 JIS C 8907 ; 2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」から環境エネルギー政策研究所試算 P15 参照 
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              市内の家庭における再生可能 

家庭の電気分野の    エネルギーの年間発電量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ——————————————————————————————— × 100 

自給率（％）      市内の家庭の年間電力消費量（ア） 

               145GWh 

            ＝ ————————— × 100 ＝ 50.0% 

                           290GWh 

 

2050 年度（平成 62 年度）に向けては、（ア）の推計を行い、再生可能エネルギー自給率 50％を

達成するために必要な（イ）を求めました。 

 

（ア）市内の家庭の年間電力消費量290GWhの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）の市内の家庭における電力消費量は3.2.1で示したように483GWh

です。 

２）2050年度（平成62年度）の電力消費量は2011年度（平成23年度）から40％削減すると見

なします。これは3.1.1で示した中央環境審議会地球環境部会の報告を参考にしています。 

 

2050年度（平成62年度）の市内の家庭の年間電力消費量推計値＝483GWh × 0.6 

＝289.8GWh≒290GWh 

 

 

（イ）市内の家庭における再生可能エネルギーの年間発電量の計算手順 

１）（ア）で求めた値を再生可能エネルギー自給率の式に当てはめると、市内の家庭の電気分

野の再生可能エネルギー自給率50％を達成するために必要な再生可能エネルギーの年間

発電量が求められます。 

 

               市内の家庭における再生可能 

家庭の電気分野の    エネルギーの年間発電量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ——————————————————————————————— × 100 

自給率（％）      市内の家庭の年間電力消費量（ア） 

     

           （イ） 

    50.0%     ＝ ————————— × 100 

                            290GWh 

 

式を変形して（イ）＝290GWh×50÷100＝145GWhとなります。 
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２）145GWh＝145,000,000kWhを生み出すために必要な太陽光発電の導入量を求めます。市

内における1kWの太陽光発電からの年間発電量予想値は1．イ）3）と同様に1,001kWhで

あるため、市内の太陽光発電からの導入量は下記のようになります。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市内の家庭の太陽光発電導入量 

＝145,000,000kWh ÷ 1001kWh／kW 

＝144,855kW 

 

３）2011年度（平成23年度）の兵庫県の家庭用太陽光発電導入１件あたりの平均値は4.19kW6

であるため、144,855kWの導入量をまかなうための導入件数は下記のようになります。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市内の家庭の太陽光発電必要件数 

＝144,855kW ÷ 4.19kW/件 

≒34,572件 

 

  

                                            
6 一般社団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センター「平成 23 年度住宅用太陽光発電補助金交付決定件数」 
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3.3  市内の家庭における熱の再生可能エネルギー自給率の推計 

 

表3-2 市内の家庭における熱の再生可能エネルギー自給率に関する数値 

 2011 年 2050 年 

①市内の家庭の年間熱消費量 1,829TJ 1,097TJ 

②市内の家庭における再生可能エネルギーの 

年間熱生産量 

10.7TJ 549TJ 

再生可能エネルギー自給率 ②÷①×100 0.6% 50% 

 

 

図3-3 市内の家庭における熱の再生可能エネルギー自給率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

②では家庭用の太陽熱利用システムからの熱生産量を推計して計算しており、2011 年度（平成

23 年度）は推計値です。 

②の 2050 年度（平成 62 年度）の熱生産量 549TJ をまかなうためには、45,522 件の太陽熱利用

システムの導入が必要となります。45,522 件は、これは、2011 年度（平成 23 年度）の市内の世帯

数の 49.3％となり、集合住宅などを含む太陽熱利用システムの利用可能量は下回っています。また

45,522 件を導入するためには、2012 年度（平成 24 年度）からの 39 年間で毎年 1,167 件が太陽熱

利用システムを設置することになります。 

今後、太陽熱利用システムの集熱効率が向上して、同じ面積でもより多くの集熱量が得られるよ

うになるケースや、より積極的な省エネルギーを進めて分母の熱消費量を削減することで、目標値

を達成するために必要な太陽熱利用システムの導入量や導入件数は減少します。 

ここで挙げた太陽熱利用システムの導入量などはあくまで現状の技術をもとに試算しており、規

模感を示すための一つの目安として捉えるべきものです。実際の再エネ自給率向上に向けては、省

エネルギー化の進展状況、家庭における電気利用と熱利用のバランス、太陽熱以外の地中熱やバイ

オマス熱利用など様々な要素があります。将来的には、例えばバイオマスを使った熱電併給プラン

トによる熱供給インフラのような街区単位の整備もあり得ます。 

なお、環境省中央環境審議会地球環境部会検討小委員会の「2013 年以降の対策・施策に関する報
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告書（地球温暖化対策の選択肢の原案について）」でも、住まいの高断熱化などにより暖房需要を大

幅に減らし、高効率機器を用いることで給湯についても省エネルギー化を進めています。また、現

時点では相対的に高い太陽熱温水システムも普及に応じて安価となること、長期的にはガス価格は

上昇すると考えられること、集合住宅向けの太陽熱利用システムの導入が始まっていることが報告

されており、今後、関連事業者と連携した検討を進めることが期待されます。 
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3.3.1  2011 年度（平成 23 年度）時点の推計値 

              市内の家庭における再生可能 

家庭の熱分野の         エネルギーの年間熱生産量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ————————————————————————————— × 100 

自給率（％）        市内の家庭の年間熱消費量（ア） 

              10.7TJ 

            ＝ ————————— × 100 ＝ 0.6% 

                           1,829TJ 

 

（ア）市内の家庭の年間熱消費量1,829TJ7 

１）2011年度（平成23年度）の市内の家庭における熱消費量は統計資料8より1,829TJです。 

 

（イ）市内の家庭の再生可能エネルギーの年間熱生産量10.7TJの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）時点において市内の家庭における熱生産量が推計できるデータ

が存在する再生可能エネルギーは太陽熱利用システムですので、太陽熱利用システムから

のエネルギー生産量を推計しました。まずは太陽熱利用システムの導入量を推計し、次に

太陽熱利用システムからのエネルギー生産量を計算しています。 

 

２）市内の太陽熱利用システム導入件数は近畿地方の一戸建住宅1,000戸あたりの太陽熱利用

システム普及率から下記のように計算しました。 

 

市内の家庭の太陽熱利用システム導入量＝近畿地方の太陽熱利用システム普及率 

                                      × 市内一戸建件数（持家） 

                  ＝49.2件／1,000戸9 × 36,160戸10 

                  ＝1,779件 

 

３）太陽熱利用システム1件あたりの導入量を3m2として、1m2あたりの年間予想熱生産量は

2.01GJ11（GJは10の9乗J）であるため、市内の太陽熱利用システムからの熱生産量は下

記のようになります。 

 

市内の家庭の太陽熱利用システムからの熱生産量＝1,779件 × 3 m2／件 × 2.01GJ／年 

                      ＝10,728GJ 

                      ＝10.7TJ 

  

                                            
7 TJ はエネルギーの単位であり、10 の 12 乗 J です。 
8 宝塚市地球温暖化対策実行計画のデータより。 
9 「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 
10 「住宅・土地統計調査報告（平成 20 年）」 
11 環境エネルギー政策研究所試算 
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3.3.2  2050 年度（平成 62 年度）の家庭・熱分野の再生可能エネルギー自給率 50％に向けた推計 

 

              市内の家庭における再生可能 

家庭の熱分野の       エネルギーの年間熱生産量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ——————————————————————————————————— × 100 

自給率（％）        市内の家庭の年間熱消費量（ア） 

                  549TJ 

            ＝ ————————— × 100 ＝ 50.0% 

                             1,097TJ 

 

2050 年度（平成 62 年度）に向けては、（ア）の推計を行い、再生可能エネルギー自給率 50％を

達成するために必要な（イ）を求めました。 

 

（ア）市内の家庭の年間熱消費量1,097TJの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）の市内の家庭における熱消費量は3.3.1で示したように1,829TJ

です。 

 

２）2050年度（平成62年度）の熱消費量は2011年度（平成23年度）から40％削減すると見な

します。これは3.1.1で示した中央環境審議会地球環境部会の報告を参考にしています。 

 

2050年度（平成62年度）の市内の年間熱消費量＝1,829TJ × 0.6 

＝1,097.4TJ≒1,097TJ 

 

（イ）市内の家庭における再生可能エネルギーの年間熱生産量549TJの推計手順 

１）（ア）で求めた値を再生可能エネルギー自給率の式に当てはめると、市内の家庭の熱分野

の再生可能エネルギー自給率50％を達成するために必要な再生可能エネルギーの年間熱

生産量が求められます。 

 

                 市内の家庭における再生可能 

家庭の熱分野の          エネルギーの年間熱生産量（イ） 

再生可能エネルギー ＝ ——————————————————————————————————— × 100 

自給率（％）        市内の家庭の年間熱消費量（ア） 

 

               （イ） 

    50.0%     ＝ ————————— × 100 

                           1,097TJ 

                          

式を変形して（イ）＝1,097TJ×50÷100＝549TJとなります。 
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２）549TJ＝549,000GJを生み出すために必要な太陽熱利用システムの導入量を求めます。市

内における1m2の太陽熱利用システムからの年間エネルギー生産量予想値は約2.01GJで

あるため、市内の太陽熱利用システムからの導入量は下記のようになります。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市内の家庭の太陽熱利用システム導入量 

＝549,000GJ ÷ 2.01GJ／m2 

＝273,134m2 

 

３）1件あたりの太陽熱利用システム導入量が現状から増加して倍の6m2となった場合には、

273,134m2の導入量をまかなうための導入件数は下記のようになります。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市内の家庭の太陽熱利用システム件数 

＝273,134m2 ÷ 6m2/件 

≒45,522件 
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3.4  市内の家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

 

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

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量 770GWh 462GWh 

②市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量＋ 

市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー 

電気供給量 

80GWh 

（＝5.7+73.9） 

462GWh 

（＝145+317） 

再生可能エネルギー活用率 ②÷①×100 10.3% 100% 

 

 

図3-4 市内の家庭・業務・産業における電気の再生可能エネルギー活用率 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

2011 年度（平成 23 年度）時点の市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの発電量は簡略

化のため、3.2 と同様に家庭用の太陽光発電のみを推計しています。さらに市外から市内の家庭・業

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

ネルギー発電割合 9.6%を使用しています。 

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

ルギーの発電量を 145GWh とすると、市内の家庭・業務・産業の電力消費量が 462Gwh であるた

め、68.6%の再生可能エネルギー由来の電力を市外から購入することになります。これは、日本で

標準的に導入されている 2,000kW の風力発電約 97 基分の年間発電量に相当します。市内における

再生可能エネルギー発電量が高まれば、市外からの供給量は減少することになります。 

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

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

くことになります。 
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3.4.1  2011 年度（平成 23 年度）時点の推計値 

 

家庭・業務・産業の   市内の家庭・業務・産業の      市外から市内の家庭・業務・産業への 

電気分野の       再生可能エネルギーの発電量（イ）＋ 再生可能エネルギー電気供給量（ウ） 

再生可能エネルギー ＝ ———————————————————————————————————————————————————————————————————— × 100 

活用率（％）             市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量（ア） 

               5.7GWh＋73.9GWh 

            ＝ ———————————————————— × 100 ＝ 10.3% 

                            770GWh 

 

（ア）市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量770GWhは統計資料12から引用しました。 

 

（イ）市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの年間発電量5.7GWhの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）時点において市内の家庭・業務・産業の発電量が推計できるデ

ータが存在する再生可能エネルギーは3.2.1と同様に家庭用の太陽光発電です。そのため、

3.2.1と同様に5.7GWhとしました。 

 

（ウ）市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー電気供給量73.9GWhの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）時点においては市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能

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

割合9.6%13と同等と考えられるため、下記のように計算しました。 

 

市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー電気供給量 

 ＝市内の家庭・業務・産業の電力消費量 × 9.6% 

  ＝770GWh × 9.6% 

 ＝73.9GWh 

 

  

                                            
12 宝塚市地球温暖化対策実行計画のデータより。 
13 電気事業連合会統計委員会編「電気事業便覧平成 23 年度版」 
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3.4.2  2050 年度（平成 62 年度）の家庭・業務・産業の電気分野の再生可能エネルギー活用率 100％

に向けた推計 

 

家庭・業務・産業の   市内の家庭・業務・産業の     市外から市内の家庭・業務・産業への 

電気分野の       再生可能エネルギーの発電量（イ）＋再生可能エネルギー電気供給量（ウ） 

再生可能エネルギー ＝ ———————————————————————————————————————————————————————————————————— × 100 

活用率（％）             市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量（ア） 

              145GWh＋317GWh 

            ＝ —————————————————— × 100 ＝ 100% 

                            462GWh 

 

2050 年度（平成 62 年度）に向けては、（ア）の推計を行い、再生可能エネルギー活用率 100％を

達成するために必要な（イ）および（ウ）を求めました。 

 

（ア）市内の家庭・業務・産業の年間電力消費量462GWhは3.2と同様に2011年度（平成23年度）

から40％削減として推計しました。 

 

（イ）市内の家庭・業務・産業の年間発電量145GWhは3.2と同様に家庭の太陽光発電の値を用い

ました。これは業務・産業部門の太陽光発電導入ポテンシャルが家庭に比べて小さいため、計

算を簡略化するためです。 

 

（ウ）市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー電気供給量317GWhは（ア）およ

び（イ）から再生可能エネルギー活用率100％を達成することを想定して下記の式から計算し

ました。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー 

電気供給量 

＝462GWh  –  145GWh 

＝317GWh 
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3.5  市内の家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

表3-4 市内の家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率に関する数値 

 2011 年 2050 年推計 

①市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量 3,488TJ 2,093TJ 

②市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量＋ 

市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー 

熱供給量 

10.7TJ 

（＝10.7＋0） 

2,093TJ 

（＝549＋1,544） 

再生可能エネルギー活用率 ②÷①×100 0.3% 100% 

 

 

図3-5 市内の家庭・業務・産業における熱の再生可能エネルギー活用率 

 

計算に用いた数値と結果を上記の表および図に示しています。 

2011 年度（平成 23 年度）時点の市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの熱生産量は簡

略化のため、3.3 と同様に家庭用の太陽熱利用システムのみを推計しています。さらに市外から市内

の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量は 0 としています。 

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

ルギーの熱生産量を 549TJ とすると、市内の家庭・業務・産業の熱消費量が 2093TJ であるため、

73.8%の再生可能エネルギー由来の熱や燃料を市外から購入することになります。これは木質ペレ

ット（⇒用語集）燃料に換算すると約 85,100t（灯油約 40,000t 相当）に相当し、暖房のための木質

ペレットやチップボイラーの利用、バイオ燃料によるボイラーなどが考えられます。市内における

再生可能エネルギーによるエネルギー生産量が高まれば、市外からの供給量は減少することになり

ます。3.4 と同じく、2050 年度（平成 62 年度）における再生可能エネルギー導入量と再生可能エネ

ルギー由来の熱の購入割合は推計ですので、今後の動向を把握しながら、施策に反映し、活用率 100%

を目指していくことになります。 
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3.5.1  2011 年度（平成 23 年度）時点の推計値 

 

家庭・業務・産業の   市内の家庭・業務・産業の        市外から市内の家庭・業務・産業への 

熱分野の        再生可能エネルギーの年間熱生産量（イ）＋再生可能エネルギー熱供給量（ウ） 

再生可能エネルギー ＝ ———————————————————————————————————————————————————————————————————— × 100 

活用率（％）                 市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量（ア） 

               10.7TJ＋0TJ 

            ＝ —————————————— × 100 ＝ 0.3% 

                            3,488TJ 

 

 

（ア）市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量3,488TJは統計資料14から引用しました。 

 

（イ）市内の家庭・業務・産業の再生可能エネルギーの年間エネルギー生産量10.7TJの推計手順 

１）2011年度（平成23年度）時点において市内の家庭・業務・産業のエネルギー生産量が推

計できるデータが存在する再生可能エネルギーは3.3.1と同様に家庭用の太陽熱利用シス

テムです。そのため、3.3.1と同様に10.7TJとしました。 

 

（ウ）市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量は現状の推計可能なデー

タが無いため、0TJとしました。 

 

  

                                            
14 宝塚市地球温暖化対策実行計画のデータより。 
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3.5.2  2050 年度（平成 62 年度）の家庭・業務・産業の熱分野の再生可能エネルギー活用率 100％に

向けた推計 

 

家庭・業務・産業の   市内の家庭・業務・産業の        市外から市内の家庭・業務・産業への 

熱分野の        再生可能エネルギーの年間熱生産量（イ）＋再生可能エネルギー熱供給量（ウ） 

再生可能エネルギー ＝ ———————————————————————————————————————————————————————————————————— × 100 

活用率（％）              市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量（ア） 

                  549TJ＋1,544TJ 

            ＝ ———————————————— × 100 ＝ 100% 

                               2,093TJ 

 

2050 年度（平成 62 年度）に向けては、（ア）の推計を行い、再生可能エネルギー活用率 100％を

達成するために必要な（イ）および（ウ）を求めました。 

 

（ア）市内の家庭・業務・産業の年間熱消費量2,093TJは3.3と同様に2011年度（平成23年度）か

ら40％削減として推計しました。 

 

（イ）市内の家庭・業務・産業の年間エネルギー生産量549TJは3.3と同様に家庭の太陽熱利用シス

テムの値を用いました。これは業務・産業部門の太陽熱利用システム導入ポテンシャルが家庭

に比べて小さいため、計算を簡略化するためです。 

 

（ウ）市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー熱供給量1,544TJは（ア）および

（イ）から再生可能エネルギー活用率100％を達成することを想定して下記の式から計算しま

した。 

 

2050年度（平成62年度）に必要な市外から市内の家庭・業務・産業への再生可能エネルギー 

熱供給量 

＝2,093TJ  –  549TJ 

＝1,544TJ 
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公共施設への再エネ導入ガイドライン調査概要 

 札幌市 さいたま市 大阪市 佐賀県 

 

熊本市 

ガイドラ

イン等の

名称 

 

札幌市公共建築物

環境対策技術導入

ガイドライン 

さいたま市環境配

慮型公共施設整備

指針 

市設建築物設計指

針 

県有施設の 

低炭素化に 

向けた整備 

方針 

熊本市公共事業環

境配慮計画第三版 

策定時期 H23 年 10 月 H26 年 3 月 H26 年 4 月 H26 年 3 月 H26 年 4 月 

ガイドラ

イン等に

記載され

ている具

体的文言 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電をほと

んどの市有施設で

原則として適用を

検討(p.9) 

市有施設は、改修

又は更新（建替）

時期等に合わせ

て、（中略）再生可

能エネルギー等や

高効率な設備機

器、エネルギー管

理システム等の仕

組も積極的に取り

入れる。(p.13)※

費用対効果表あり 

自然エネルギーの

利用に関する水準

は、次に掲げる技

術的事項に配慮

し、自然エネルギ

ーの有効利用を図

り、総合的に環境

負荷を低減してい

ることとする。

（p.15） 

施設の新築等にお

ける太陽光発電設

備の導入施設の新

築等においては、

企画段階で必ず太

陽光発電設備の導

入検討を行い、明

確な阻害要因がな

い限り、原則とし

て導入します。

(p.5) 

事務所等の新築、

改築においては、

所内の電力消費量

の 5％相当の太陽

光発電設備を導入

する。事務所以外

にも積極的に進め

る。(p.9) 

※過去の導入実績

から 5％を設定 

策定部署 

 

都市局建築部 環境局環境共生部 都市整備局公共建

築部 

くらし環境本部環

境課 

環境局環境政策課 

ガイドラ

イン作成

時の関連

部署 

○建築部 WG 

（＋コンサル） 

※環境局の資料を

一部参考にした 

○建築部 

○財政部 

○学校施設課 

○保健福祉局 

などによる WG 

（＋コンサル） 

なし 

（＋コンサル） 

○建築住宅課 

○新エネルギー課 

○財務課 

○消防防災課 

○資産活用課 

○教育支援課 

○施設装備課 

などによる WG 

 

○都市建設局 

○環境保全局 

○企画財政局 

○経済振興局 

○総務局 

○交通局 

○水道局 

○教育委員会事務

局 

などによる庁内検

討会議、WG 

発電した

電気の活

用法 

自家消費を基本と

し、余剰分は売電

し施設の収入とす

る 

自家消費を基本と

し、余剰分は売電

し市の歳入とする 

自家消費、今後売

電も検討し、導入

施設に収入が入る 

自家消費や売電を

行い、収入の管理

は不明 

自家消費 
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運用段階

での効果

や実務 

指針を管理する建

築保全課で、新エ

ネ・省エネ技術の

調査、更新作業の

業務を行う。工事

部門では従来から

新エネ・省エネの

導入を計画してい

たため追加的な業

務は無い。 

施設管理部署が新

設、改修、保守管

理などで検討項目

を検討するように

なった。作成した

各施設の計画に対

し全庁的に把握で

きるシステムを構

築中し、環境局も

確認を行う。 

導入は義務ではな

いため、太陽光パ

ネル設置増加な

どの具体的な数

値は上がってい

ない。 

まだ新築事例がな

く、効果は不明。

「明確な阻害要

因」の詳細は策定

当時の担当者が異

動し、担当部署で

も不明。 

建築担当部署及び

施設所管部署に事

業・環境把握シー

ト、事業別環境配

慮チェックシート

の作成、公共事業

環境配慮評価会議

資料作成、再エネ

担当部署に事業・

環境把握シート、

事業別環境配慮チ

ェックシート等の

確認作業、公共事

業環境配慮評価会

議開催準備庁内照

会業務がある。 

他自治体

へのアド

バイス 

予算要求説明の手

持ち資料としてガ

イドラインを導入

したが、予算がつ

かず導入できない

事態が多々ある。 

 更新作業や検証

にも時間がかかる

ため、担当者が異

動すると放置する

状態となりうる。 

 ガイドライン作

成よりも先に自治

体全体が省エネ・

新エネに対する意

識を高めにする方

が重要。 

投資回収年や費用

対効果を明確にす

ることが難しい。

再エネ担当者の目

線で完結しがちな

ため、他の部署を

巻込みながら進め

ることが大事。 

既存の指標を活用

することで、時代

にあった指針の作

成が容易になるか

もしれない。 

 

 

運用のなかでも

事例がないため、

とくにコメント

できることはな

い 

環境局は高い目

標、建築部署は安

い費用を目指すた

め、利害調整が重

要。 
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調査結果の概況 

 

今回、調査した 5つの自治体においてガイドラインや指針の作成の中心部署は建築部署や環境部署などであ

った。指針の作成プロセスは、複数の部署にまたがり指針を作成した自治体と単独で指針を作成した自治体が

あり、複数の部署を巻込んだ自治体で策定されたガイドラインに実効性が高い記述が見られた。コンサルティ

ング会社等が指針作りに携わった自治体とそうでない自治体があり、数値の計算などをコンサルティング会社

に任せた場合、行政内部に知見が残りにくいという弊害も見られた。また、発電した電気は自家消費として活

用している自治体が多く、余った電気は売電収入として自治体または施設の収入として活用する自治体もあっ

た。運用段階においては、ガイドラインに沿った計画が進められているかを環境部署が確認を行うよう定める

ことで、実効性を高める自治体が見られた。他自治体へのアドバイスとして、財政や建築部署との調整を考慮

に入れておくこと、定量的な判断基準を設けることの難しさなどが挙げられた。 

 

 

宝塚市内の公共施設への再エネ導入に関するガイドライン策定への示唆 

 

ガイドライン策定プロセスについて 

各自治体において公共施設での太陽光発電事業は環境部署や建築部署、施設所管部署といったような複数の

部署が関わる事業であるため、熊本市からのアドバイスにもあるように指針の作成にあたっては、事前に行政

内部で共通のビジョンを持ち利害調整をしておくことが望ましい。宝塚市においても、部署横断型のワーキン

ググループの設置と検討段階での入念な調整が必要と考えられる。 

 

ガイドラインの内容について 

熊本市のように指針の中には具体的な数値目標を記載することで太陽光発電設備が着実に普及すると考え

られる。また佐賀県のように「原則として導入する」といった文言とする場合には、例外規定をどのように定

め、共有するかが重要となる。宝塚市においても数値目標を記載することで実効性が高まると考えられる。策

定時にコンサルタントを加える場合には、行政内部に知見が残るように引き継ぐことが重要である。 

 

ガイドライン策定後の運用について 

さいたま市のクラウドシステム活用による全庁的な共有システムの例に見られるように、指針の運用段階で

再生可能エネルギー担当部署がチェックできる仕組みが必要である。ただし、再生可能エネルギー担当部署が

チェックをした上で、施設の所管部署に対してどの程度の修正提案ができるかは別途検討が必要である。 



　　　再生可能エネルギー導入の事業化に向けた懇談会

　　　・農業を元気にする再生可能エネルギー

　　　・エネルギー兼業農家

再生可能

エネルギーを

みんなで考える懇談会

in 西谷

      特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所（ＩＳＥＰ）

　　　吉岡剛氏（博士・環境学）・古屋将太氏（研究員）

主催：宝塚市・非営利型株式会社 宝塚すみれ発電

2015年1月24日［土］ 19:00～20:30

西谷会館大ホール　参加費：無料

地域の活性化にもつながる 再生可能エネルギーの導入について みんなで考えてみませんか！？

古屋将太氏吉岡剛氏

講師

内容
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再エネ接続申込回答保留問題について 

安田　陽（関西大学システム理工学部） 

宝塚市 
再生可能エネルギー推進

審議会 

2014年12月25日 



+再エネ系統接続保留問題 
n なにが根本的な原因か？ 

n ３つの「偏り過ぎ」が原因 
n 太陽光のみに偏重 ⇒ 同じ再エネkWhでも高い国民負担 
n 一部地域のみに偏重 ⇒ 余計な系統増強コストが発生 
n 3月認定のみに偏重 ⇒ 電力会社の処理能力の限界 

n 決して再エネが「入り過ぎ」たわけではない 
n 技術的には再エネ受け入れの「上限」はない 

n 解決策は？ 
n 制度の問題 ⇒ FITの見直し(=再エネ後退)ではなく微調整 
n 技術の問題 ⇒ 出力抑制 
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+風力＋太陽光発電の 
設備容量導入率の日欧比較 (2013年) 
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(データソース) IEA: Electricity Information 2014 
およびESCJ年報(2014), 経産省新エネルギー小委員会資料 
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+再エネは「入り過ぎ」か？ 
n 現在FIT認定済の太陽光が全て入ると仮定すると 
n 発電電力量比で8.7% 

n 2030年目標(想定?)を既に上回る 
n 賦課金は一世帯あたり月935円 

n 再エネは「入り過ぎ」でFITは「破綻」か？ 
n そもそもFITは爆発的に再エネを入れるための政策 

n 欧州では再エネ目標は常に前倒し達成・上方修正 
n 賦課金が高いのは太陽光偏重が原因 

n 仮に風力のみだったら賦課金は2/3に圧縮 
n 認定後未着工問題 ⇒ 認定を厳格化・タイミング見直し 
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+FIT施行後の各国の風力+太陽光 
導入率の推移 
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+欧州の風力発電導入の予測と実績 
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(データソース) EWEA Pure Power III (2011)	 
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+再エネの発電過剰は大停電を招く？ 
n 「再エネの系統連系問題は99%技術的に解決可能」 
（トマス・アッカーマン氏） 
n 再エネの系統連系問題を15年以上専門に行ってきた技術 
コンサルタント会社CEOの発言 

n そもそも大停電は、 
n 再エネが大量導入された電力系統でも、きちんと制御すれ
ば発生確率は上がらない 

n 再エネが全く入っていない電力系統でも、失敗すれば 
大停電は起きる 

n 「再エネが多いと安定供給が脅かされる」のではな
く「再エネが多くなるとわかっているのに準備をし
ないと安定供給が脅かされる」が世界の考え方 
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+再エネ大量導入のための技術課題 
n 短期的対処療法 
n 出力抑制 (次ページ以降に詳述) 
n 連系線利用拡大 (運用ルールの見直し) 
n 揚水発電利用拡大 (運用スタイルの見直し) 
n 予測技術の向上と系統運用システムへの組み込み 
n 蓄電池？ ⇒ 最も高コストで経済的合理性はない 

n 長期的計画 
n 通信設備付きコジェネの普及 (市場インセンティブの構築) 
n ガス火力 (CCGT) の建設 
n 連系線の増強 (10年スパン) 

n 実は、解決不可能なほどの課題はほとんどない。 
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+出力抑制を阻むもの (その1) 

n 技術的には比較的簡単に解決可能 
n ただし、すぐに実現できないのは制度の問題 
n 現行FIT省令では、「30日」までは出力抑制による損失を 
補償しないと明記。 

n 昨今の「保留」問題で30日以上も補償しない可能性。 
⇒ 発電事業者にとっては青天井の事業リスク 

n 実際には、抑制に必要なのは100～200時間程度 
n 30日は年間365日に対して8.2％ 
n 200時間は年間8760時間に対して2.3% 
n 時間数もしくは損失kWhで評価すべき 
n 「日」評価は電力会社・発電事業者お互いが疑心暗鬼 
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+出力抑制を阻むもの (その2) 

n 技術的には比較的簡単に解決可能 
n ただし、すぐに実現できないのは制度の問題 
n 現行FIT法(省令含む)では、電力会社との双方向通信設備
が義務づけられていない。 

n コスト削減のため、双方向通信設備を省略する発電事業者
もある。 

n 電力会社にとっては、いざというときにコントロールでき
ない。⇒ 最悪の場合、本当に大停電になる可能性も 

n 電力の安定供給のためには通信設備の義務化が必要 
n スペインの風力、デンマークのコジェネなどでは義務化 

 

10 



+12/16経産省系統WG 

n 「接続可能量」は経産省認定容量の50%程度 
n 拡大方策をしても微増に留まる。 
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+12/16経産省系統WG 

n 「2σ方式」 
n 国際的に推奨されていない確率論的合成手法 
n 再エネ出力を過大に評価 
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+12/16経産省系統WG 
n 「2σ方式」をやめ、出力抑制を「kWh」で 
計算するとやや妥当な結果。 

n そもそも「接続可能量」の存在意義は？ 
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ᘽƕƋǔƜƱǛᅆƢǋƷưƸƳƍƜƱƴသॖŵ 
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+まとめ 
n なにを解決すべきか？ 
n ３つの「偏り過ぎ」を解消 

n 太陽光のみに偏重  
⇒ 他の再エネ(風力・地熱・バイオ)導入拡大 
⇒ 発電超過の場合は出力予測 
　⇒ 「30日」ルールの見直し・双方向通信設備の義務化 

n 一部地域のみに偏重  
⇒ 地域別買取価格の導入など 

n 3月認定のみに偏重  
⇒ 買取価格見直し期間の短縮化・導入率連動など 

n 低い接続可能量は技術革新や制度改革を鈍化させる 
n 安易な蓄電池導入は国民負担を増やす可能性 

n FIT制度の大幅見直しではなく微調整こそが必要 

14 



+

再エネ接続申込 
回答保留問題について　 

	 

ご清聴ありがとうございました 
 

yasuda@mem.iee.or.jp 

宝塚市 
再生可能 

エネルギー 
推進審議会 
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