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単位の一覧
本報告書では、以下のとおり単位の統一を図る。
単位
本報告書での表記

意味

備考

kW

1000 ワット

主に、発電機の出力を表す単位として用いる。

kWh

1000 ワットアワー

1000 ワット（100V の場合、10A）の電力を 1 時間
使用した時の電力量。一般家庭の電力検針票
で用いられる単位。

MWｈ

10 の 6 乗ワットアワー

1kWh の 1000 倍を表している。

GWｈ

10 の 9 乗ワットアワー

1kWh の百万倍を表している。

TJ

10 の 12 乗ジュール

ジュールはエネルギーの熱量単位。

1． 本報告書の目的等
世界的な問題となっている地球温暖化は、本市においても例外ではない。本市においては、
平成 22 年３月に「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、これからの市域にお
ける温暖化防止の取り組みを示した。
同計画の基本方針として
「あらゆる分野でのエネルギー対策の推進」が掲げられているが、
これはまず省エネルギーを基本として実施することを示している。さらに、住まいにおける
太陽光発電装置の設置や市施設における再生可能エネルギーの導入など、
重点的な取組とし
て「再生可能エネルギー等の導入促進」を進める必要もある。そこで、CO２の削減を大き
な目的としつつ、省エネルギーを進めると同時に、自然の力を活用した地産地消によるエネ
ルギーを活用することを目指すこととした。
八王子市の CO２（二酸化炭素）排出に関する現状をみると、平成 21 年度の八王子市内の
CO２排出量は計 191 万 3,000t-CO２で、平成 12 年度の 219 万 t-CO２に比較し約 13％減少
している。地球温暖化対策地域推進計画では、市内の CO２排出量を平成 12 年度に比べ人口
一人あたり 25％削減を目標としているが、平成 21 年度は同じく 18.2％減少している。
部門別にみると、家庭部門がもっとも多く 60 万 7,000t-CO２で 32％を占めている。次い
で、業務部門が 56 万 6,000 t-CO２で 30％を占めている。さらに、3 位は運輸部門（自動車
及び鉄道）が 53 万 3,000 t-CO２で 28％を占めている。この 3 部門で市全体の 90％を占め
ていることになる。
一方、市役所は市内最大の事業者であり、また、地域全体の環境保全の責任者として率先
して環境に配慮しなければならないという観点から、平成 18 年度より「八王子市環境マネ
ジメントシステム（LAS-E）
」の取組みを開始し、職員一人ひとりが環境への意識を高める
とともに、環境保全施策の実施においても、効率的・効果的な取組みを推進している。また、
後に述べるように、市の施設において、再生可能エネルギー設備の導入を図ってきている。
本報告書は、これらの状況に鑑み、地球温暖化対策の一環として、八王子の地域特性を活
かした再生可能エネルギーの普及促進を図るため、
市内における再生可能エネルギーの導入
可能性調査などの結果を踏まえ、市民、事業者、有識者など様々な視点からの意見を聴取し、
効果的な導入方法などを検討するために設置された八王子市再生可能エネルギー導入検討
会（以下「検討会」という。
）における検討結果を反映し、本市で再生可能エネルギーの導
入方針を策定するうえで基礎資料となるものである。

1.1

目的

本報告書の主な目的は、次の 2 点である。
(１) これまでの取組みを踏まえ、市内における再生可能エネルギーの普及促進に関する
方向性を定めること。
(２) 市内におけるエネルギー需要の実態と再生可能エネルギーの賦存状況を勘案して、
当面の間、重点的に導入を図るエネルギー種を抽出し、取組みに向けた課題を明らかにする
こと。

- 1 -

1.2

報告書の位置付け

本報告書では、再生可能エネルギーに関するこれまでの取組みをとりまとめ、さらに、市
域のエネルギー需要量を推計し、再生可能エネルギー賦存量及び利用可能量を算出した。
さらに、
再生可能エネルギーの種類ごとに市内における導入の適性を検討した。
その結果、
当面は太陽光、太陽熱、木質バイオマス熱の 3 種類を重点的に推進することとし、市内に
おける導入のイメージ（市民参加の仕組みや環境教育などの仕掛け、費用対効果の概算、行
政支援のあり方など）を複数提示した。
本報告書は、平成 24 年度の検討会における議論の結果をまとめたものであり、平成 25
年度には、市がモデル的に実施している固定価格買取制度による事業の検証結果を含め、
市が定める再生可能エネルギー導入方針の根拠として活用することを想定している。

1.3

再生可能エネルギーの種類

本報告書で検討の対象とする再生可能エネルギーは次の通りである。

太陽光

太陽熱
風力

小水力

地中熱
木質（林産系）バイオマス

食品系バイオマス
農産系バイオマス
下水排熱

太陽の光エネルギーを受けて太陽電池が発電した直流
電力を、パワーコンディショナにより電力会社が供給す
るのと同じ交流電力に変換し、家庭や事業所内の様々な
電気製品に電力を供給するもの。
太陽の熱エネルギーを屋根などに設置した太陽熱集熱
器に集め、水や空気を温め、給湯や冷暖房に活用するも
の。
風の運動エネルギーをブレード（風車の羽根）の回転を
通じて動力エネルギーに変換、さらに、この運動エネル
ギーを発電機に伝えて電気エネルギーへ変換するもの。
大規模なダムを作らずに、河川や用水路、水道管などを
利用して、高い所でせき止めた河川などの水を低い所へ
導き、その流れ落ちる勢いによって水車を回して発電す
るもの。
浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーを利用し、冷
暖房を行うもの。
間伐材等の未利用森林資源を、薪・チップ・ペレットと
いった形態に加工し、ボイラ・ストーブ・発電機の燃料
等のエネルギーとして活用するもの。
家庭から出る生ごみや飲食店などの食品残渣、食品加工
過程で排出される食品廃棄物を発酵させるなどしてエ
ネルギーを得るもの。
農産物の熱分解・ガス化や化学的分解によって、エネル
ギー資源化や生分解プラスチックなどに素材化して利
用するもの。
自然発酵により常時熱を発している汚泥を利用するも
のや、その発酵を人為的にコントロールすることによっ
てメタンガスを取り出すもの。
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2． これまでの再生可能エネルギーに関する取組み

2.1

市施設への設置（太陽光・風力・バイオマス）

これまで市の施設に導入されてきた再生可能エネルギーは次の通りである。
表 2.1-1 市施設への再生可能エネルギー導入実績
設置年度

設置場所

出力

用途

平成１３

長池公園「自然館」

10.00kw

自然館

平成１５

七国小学校

10.00kw

校舎・体育館等

平成１５

七国中学校

10.00kw

校舎・体育館等

平成２１

あったかホール

0.08kw

啓発用（エコひろば）

平成２１

横山中学校

0.08kw

啓発用

太陽光発電
八王子駅南口
平成２２

12.80kw

エスカレーター 等
南側玄関付近照明

とちの木デッキ上
平成２２

市役所本庁舎

0.50kw

平成２３

戸吹クリーンセンター

1.26kw

散策路（やまゆりの小道）照
明
太陽光発電合計

44.72kw

平成２１

あったかホール

0.20kw

啓発用（エコひろば）

平成２１

横山中学校

0.03kw

啓発用

風力発電
風力発電合計

バイオマス熱

0.23kw

平成９

北野清掃工場

3.3GJ/h

あったかホールプール等

平成１０

戸吹清掃工場

6.6GJ/h

戸吹湯ったり館等

平成２３

北野清掃工場

0.2GJ/h

啓発用足湯

バイオマス熱合計

廃棄物発電

10.1GJ/h

平成１０

戸吹清掃工場

2080.00kw

清掃工場・清掃事業所等

累計すると、太陽光発電は約 45kW、バイオマス熱利用は毎時 10GJ などとなっている。
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【主な導入設備】

・長池公園「自然館」の太陽光発電装置
（平成 13 年度設置、10kW）

・七国中学校の太陽光発電装置
（平成 15 年度設置、10kW）

・あったかホールの風力と太陽光のハイブリッド発電装置
（平成 21 年度設置、0.28kW）
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・戸吹クリーンセンターの太陽光発電による街路灯
（平成 23 年度設置、0.09kW）

2.2

住宅用太陽光発電装置設置補助

①住宅用太陽光発電モニター助成事業（平成 22 年度）
太陽光発電装置を設置する市民に対し、モニターとなることを条件に補助金を助成した。
（太陽光発電装置設置に対する助成件数：123 件）
②居住環境整備補助事業（平成 23 年度）
太陽光発電装置等を設置する市民に対し、モニターとなることを条件に補助金を助成した。
（太陽光発電設置に対する助成件数：85 件、太陽熱利用設備に対する助成件数：6 件、
燃料電池設置に対する助成件数：46 件）
③住宅用太陽エネルギー等利用機器設置費補助事業（平成 24 年度）
太陽光発電装置等を設置する市民に対し、補助金を助成した。
（太陽光発電装置設置に対する助成件数：158 件、太陽熱利用設備に対する助成件数：10
件、燃料電池設置に対する助成件数：61 件）

住宅用太陽光発電装置（イメージ）
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2.3

剪定枝等のエネルギー化実証事業

①剪定枝等のエネルギー化実証事業（平成 22 年度）
緑豊かな八王子の特性を活かした温暖化対策事業として、市内における市有の公園、街路
樹及び林地残材の剪定枝等の発生量、利用可能量の調査を行うとともに、市内需要先の調査
を行った。
また、長池公園を木質バイオマスのエネルギー活用モデル公園と位置付け、バイオマス講
座やバイオマスの熱利用によるイベントを行い、普及啓発を行った。

薪かまど

循環型木質エネルギー講座

②木質バイオマスボイラーの設置（平成 23 年度）
平成 22 年度の調査を踏まえ、市が率先してバイオマスのエネルギー活用を図るため、北
野清掃工場の敷地内に、
長池公園から発生する伐採樹木を薪燃料とする木質バイオマスボイ
ラーを設置した。設置にあたっては、市街地での普及を図る上で課題となる煙や臭いの問題
を解消するため、セラミック触媒による排ガス浄化装置を設置し、煙や臭いの軽減を行って
いる。

木質バイオマスボイラーとボイラーの熱を利用した啓発用足湯「ポカポカ足湯」
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2.4

市施設への太陽光発電装置の設置（平成 24 年度）

市内小中学校の屋上を民間事業者に貸与し、
民間事業者の資金による太陽光発電装置の設
置を行い、再生可能エネルギーの率先導入を図る。なお、発電した電力の１割以上は施設側
で使用し、それ以外は事業者が売電する。また、災害時にも使用できるような仕組みを検討
するとともに、環境教育に活用できる設備も設置した。平成 25 年度の前半に、検討会にお
いて本事業の検証を行う予定である。

図

2.5

市施設への太陽光発電装置設置事業のイメージ

市の各種計画における再生可能エネルギーの位置づけ

①八王子ビジョン 2022（基本構想・基本計画）
・第６編「一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち」第２章「環境負荷の少
ないまちづくり」において、施策番号 45「地球温暖化対策の推進」、再生可能エネルギー
の普及促進が位置づけられている。
②八王子市環境基本計画
・重点取り組みの４つ目に「地球温暖化」が位置づけられ、家庭における再生可能エネル
ギーの普及の拡大などが市の具体的な重点施策とされている。
③八王子市みどりの基本計画
・
『みどりの環境調和都市』実現のための主たる施策として「地球温暖化対策に係る森林
吸収減の確保」が掲げられ、カーボンオフセットのしくみ構築などが具体的な施策として
位置づけられている。
④八王子市水循環計画
・源流域の森林の保全に向けて、
「森林価値の再評価」を位置づけている。森林施業や森
林施業中に産出する間伐材、枝などを合わせた木質バイオマスの利用可能性を「八王子市
地球温暖化対策推進計画」と連携し検討していくとしている。
※八王子市地球温暖化対策地域推進計画については、1 章の記述を参照されたい。
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3． 再生可能エネルギー導入可能性調査結果

3.1

エネルギー需要の推計

市町村におけるエネルギー需要を推計する手法は、下記の 3 つが主であり、市レベルで
得られるデータや今後の進行管理を見据えて、適切な手法を選択することが必要である。
①按分法：市の場合、東京都分の数量を例えば人口などの一定の指標で比例配分して、エネ
ルギー消費量を推計する手法。
（按分法の例：環境省・地球温暖化対策実行計画策定マニュ
アル簡易版）
②積上法：市の家庭のエネルギー消費量や事業所のエネルギー消費量等を把握し、合計する
手法。
③ミックス法：電力消費量等についてはできるだけ市固有の数量を把握しつつ、地域特性を
反映した按分法や積上法をミックスする手法。
（ミックス法の例：オール東京 62 市区町村*
方式）
他の計画管理との整合性から、エネルギー需要実態の値は、オール東京 62 市区町村の推
計データを採用する。計画策定後、市が進行管理を担う際には、オール東京の推計データを
基本として採用し、不足するデータについては、市独自のデータを織り込んでいる。
* オール東京（オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」
）は、温室
効果ガスや緑の保全等の課題について、東京都内の全 62 市区町村が連携・共同して取り組んでい
る事業の名称。

表 3.1-1 オール東京 62 市区町村のエネルギー需要推計方式
電力消費量（民生家庭・業務）
各市区町村へ東京電力から提供されたデータを集計
ガス消費量（民生・産業）

各市区町村で東京ガスから提供されたデータを集計

ＬＰＧ／灯油等（民生家庭・業務） 世帯当たり支出（家計調査年報)を基に推計
※家計調査年報の集計範囲は 23 区
電力・燃料消費量（産業）

業種別製造品出荷額×原単位

運輸（ガソリン等）

都で算出した排出量を基本とする
出典：「多摩地域の温室効果ガス排出量」をもとに作成

3.2

市内におけるエネルギー需要実態（電力需要・熱需要）

電力需要及び熱需要について、表 3.2-1 のように推計した。
熱需要については、オール東京のデータを利用し、電力需要については、以下の手順で推
計した（産業部門の推計も同様）
。
①家庭部門の熱需要と電力需要の比は、東京都全体と等しいと仮定した（経済産業省・都道
府県別エネルギー消費統計：東京都の家庭部門の熱需要 111,385TJ

家庭部門の電力需要

109,681TJ を使用）
。
②八王子市の家庭部門電力需要が①で 4,107TJ と推計されたので、次に、家庭部門の電力・
熱需要合計と業務部門の電力・熱需要合計の比が CO２排出量の比に等しいと仮定した。
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表 3.2-1 オール東京データを基にした家庭・業務部門の電力・熱需要（平成 21 年度）
単位:TJ
部門

熱需要計

電力需要計

部門需要合計

家庭部門

4,171

4,107

8,278

業務部門

1,881

6,077

7,958

民生部門合計

6,052

10,184

16,236

（参考）産業部門

1,573

735

2,308

※年間電力需要は、2,829GWh（家庭 1,141GWh／業務 1,688GWh） 産業 204GWh
なお、東日本大震災後、発電所の稼働減少を受けて、八王子市を含む東京電力管内で大幅
な節電が呼びかけられた結果、平成 20 年度から平成 23 年度にかけて、東京電力全体の電
灯・電力消費量の推移は下図のようになっている（単位:MWh）。
400,000,000

350,000,000

300,000,000

293,386,665

288,956,374

280,167,440
268,229,749

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
2008

2009

2010

電灯計

図

2011

平成 22 年

平成 21 年

平成 20 年

平成 23 年

電力計

参考：平成 20～23 年度の東京電力全体の電灯・電力消費量の推移

平成 21 年度から直近の平成 23 年度にかけて、東京電力管内の総電灯・電力需要量をみ
ると、電灯需要量は 0.3％の減少と削減幅が少なくなっているが、電力需要量は約 6％の減
少と削減幅が大きくなっている。その結果、電灯・電力を合算した総需要量も、4.3％減少
している（出典：資源エネルギー庁「電力調査統計」）。
平成 23 年度の八王子市内販売電力量として東京電力多摩支店から報告を受けたデータを、
直前のグラフの東京電力全体の推移と等しいようにスライドさせると、平成 21 年度の市内
電 灯 需 要 は 、 1,183,885MWh （ 4,262TJ ）、 市 内 電 力 需 要 は 特 別 高 圧 、 高 圧 を 含 め 、
1,489,061MWh（5,360TJ）と推定できる。したがって、上記オール東京のデータを基にし
た電力需要の推計結果は、概ね妥当であることが分かる。なお、燃料等消費量をエネルギー
熱量に換算する係数は下表の通り、オール東京の推計と同様の数値を使用している。

換算係数

ガソリン

灯油

軽油

A 重油

C 重油

LPG

石炭

都市ガス

購入電力

KL→GJ

KL→GJ

KL→GJ

KL→GJ

KL→GJ

t→GJ

t→GJ

1000 ㎥→GJ

MWh→GJ

34.6

36.7

37.8

39.2

41.9

50.2

26.6
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45

3.6

3.3

エネルギー種別ごとの特徴

具体的な導入プロジェクトを検討するエネルギー種を選択するための材料として、
各再生
可能エネルギー種の特徴（導入にあたっての長所や課題）を整理した。なお、活用する資源
が枯渇しないという特徴は再生可能エネルギー全般の長所であり、従来のエネルギー種（化
石燃料）と比較して発電コストが高いというのも全般的な短所であるため、それらを除いて
記載している。

《検討対象とする再生可能エネルギーの発電等の方法》
① 太陽光：太陽の光エネルギーを受けて太陽電池が発電した直流電力を、パワーコンディ
ショナにより電力会社が供給するのと同じ交流電力に変換し、家庭や事業所内の様々な電気
製品に電力を供給する。また、系統連系方式のシステ
ムでは電力会社の配電線とつなげることで、発電電力
が家や事業所全体の消費電力を上回った場合、電力会
社へ通常とは逆に送電（逆潮流）して電気を買い取っ
てもらうことができる（売電）
。曇りや雨の日など発電
した電力では足りない時や夜間などは、従来通り電力
会社から電気を買うことになる。右は家庭用システム
のイメージである（出典：太陽光発電協会資料）
。
② 太陽熱：太陽の熱エネルギーを屋根などに設置した太陽熱集熱器に集め水や空気を温め、
給湯や冷暖房に活用するしくみである。つくった温水は、お風呂などの給湯や温水プール、
冷暖房などに利用できる。
太陽熱エネルギーを利用するシステムには、
ソーラーシステム
（強
制循環型）と太陽熱温水器
（自然循環型）があり、右
はソーラーシステム（中規
模）の例となっている。
（イ
ラスト出典：矢崎エナジー
シス テム㈱ウェブ サイト
http://solar.yazaki-group.
com/product/solar.html）。
③ 風力：風の運動エネルギーを、ブレード（風
車の羽根）の回転を通じて動力エネルギーに変
換、さらに、この運動エネルギーを発電機に伝
えて電気エネルギーへ変換する。設置場所によ
って、陸上風車、海上風車の２種類があり、日
本では陸上が大半を占めている。規模は数 kW
から広範囲にわたり、現在は 2000kW 級が一
般的である。
商用電力との関係から、
次の 3 方式の可能性が
ある。
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Ａ：独立電源方式（蓄電池に充電して使う方式）
Ｂ：バックアップ電源方式（蓄電池と商用電源を切り換えて使う方式）
Ｃ：連系電源方式（商用電源と連系して使う方式）
図は、風力発電システムの概要である（出典：NEF 新エネルギー財団資料）
。
④ 小水力：大規模なダムを作らずに、河川や用水路、水道管
などを利用して、高い所でせき止めた河川等の水を低い所へ導
き、その流れ落ちる勢いによって水車を回して発電するもので
ある。水の位置エネルギー（落差）と運動エネルギー（流量）
を電力エネルギーに変換している。電気の出力は落差と流量の
積によって決まり、水車の形状は様々である。右は小水力発電
のイメージ図である（出典：NEDO 資料）。

⑤ 地中熱：浅い地盤中に存在する
低温の熱エネルギーのことである。
大気の温度に対して、地中の温度は
地下 10～15m の深さになると、年
間を通してほぼ一定となっている。
そのため、夏場は外気温度よりも地
中温度が低く、冬場は外気温度より
も地中温度が高いことから、この温
度差を利用してヒートポンプを稼
動させることで、効率的な冷暖房等
を行うことができる。右上は季節に
応じた、地中熱の利用方法のイメージである。（イラスト出典：地中熱利用促進協会
http://www.geohpaj.org/）
⑥ 木質（林産系）バイオマス：バイオマスは燃料源の種類が多岐に渡るため、エネルギー
変換方法はそれぞれの燃料源に適した技術を用いる必要がある。
エネルギー変換技術には大
きく分けて、直接燃焼、メタン発酵やエタノール発酵等の生物化学変換、ガス化などの熱化
学変換、化学合成による燃料化などがある（イラスト出典：NEDO 資料）
。
直接燃焼は、木質バイオマスをボイラ等で燃焼させ、発電や熱利用を行うものである。最
も単純な燃料形態は薪であるが、扱いやすさや火力を向上させるため、様々な加工が行われ
ており、代表的なものとしてチップ、ペレットなどがある。
チップやペレットは薪に比較して重量当たりの単位発熱量が高い（体積当たりではペレッ
トのほうがチップより高い）ため、燃焼機器の小型化が可能で、含水率が一定（乾燥チップ
やペレットの場合）であるため、燃焼制御が容易である。また、チップやペレットは扱いや
すい形状のため、燃焼機器への燃料補給を自動的に行うことができる。ただし、燃料を保管
するサイロが必要になることに注意が必要である。
木質バイオマスを加熱しガス化することによりガスエンジンやガスタービンの燃料にす
ることもできる。木質バイオマスを燃料とする発電では、ボイラで蒸気を作りタービンを駆
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動させるシステムが主流であるが、
小規模でも効率の良いガスエンジンやガスタービンの発
電機に使用できる燃料として、ガス化技術への期待が高まっている。

⑦ 食品系バイオマス：家庭から出る生ごみや飲食店などの食品残渣、食品加工過程で排出
される食品廃棄物などを発酵させるなどしてエネルギーを得るものである。
食品廃棄物は水
分を多く含むことから、
可燃ごみとして大量に排出された場合には焼却炉の燃焼効率を下げ
る要因となる。従来はコンポストを利用した堆肥化による処理が取られていたが、メタン発
酵させることによって燃料となるエネルギーを取り出すことができる。ただ、食品残渣は発
生させないこと自体が政策目標となり得るものであり、
食品系バイオマスの利用を進めるた
めにはそのバランスを取る必要がある。
⑧ 農産系バイオマス：農産物の熱分解・ガス化や化学的分解によって、エネルギー資源化
や生分解プラスチックなどに素材化して利用するものである。我が国でも、トウモロコシな
どから生成したバイオエタノールを自動車用燃料として市販のガソリンと混合したものが
販売されるなど、技術的には商業ベースに乗りつつある。バイオマス資源から、燃料やプラ
スチックなど化石燃料代替となる資源を大量に作り出すことが可能であるが、その生産に化
石燃料が投入されたり、食糧生産用の農地が転用されたりする、肥料として使われていた稲
わらなどがバイオマス資源に転化されることで化学肥料の消費が増える懸念があるなど、
課
題も多い。
⑨ 下水排熱：都市の下水道から蓄積される汚泥は、自然発酵により常時熱を発している。
また、
この発酵を人為的にコントロールすることによってメタンガスを取り出すことも可能
である。これらの熱は放置すると河川や沿岸生態系に悪影響を及ぼす恐れがあるため、エネ
ルギーを回収して利用することは環境負荷の抑制にもつながる。
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表 3.3‑1 検討対象とする再生可能エネルギーの比較
再生可能エネルギー種
①太陽光
※FIT 対象

②太陽熱

③風力
※FIT 対象

④小水力
※FIT 対象

⑤地中熱

⑥木質バイオマス
※発電は FIT 対象

⑦⑧その他（食品系、
農産系）
⑨その他（下水排熱）

導入にあたっての長所
★日射量さえ得られれば、設置場所を
あまり選ばない（規模も比較的自由）
。
★騒音や排出物（例えば、水）がない。
★メンテナンスが比較的容易。
★太陽光発電パネルの寿命 20 年以上。
★設置の状態が目立つので、普及啓発
効果が期待される。
★日射量さえ得られれば、設置場所を
あまり選ばない（太陽光発電と異な
り、多少影になっても機能に影響しな
い）
。
★戸建住宅の屋根に設置する場合、30
万円程度（工事費込）で導入可能。ソ
ーラーシステムは 90 万円程度（工事
費込）
。
★風力エネルギーの約 40%を電気エネ
ルギーに変換でき効率が良い。
★風が適度に吹いていれば、夜間や雨
天、曇天にかかわらず発電する。
★設置コストが年々下がっている。
★設置の状態が目立つので、地域シン
ボルとなり、普及啓発効果が期待され
る。
★水量が安定していれば、日照や風、
夜間などに関係なく 24 時間発電が可
能。
★発電に関するノウハウや技術が蓄
積されている。
★設置の状態が目立つので、普及啓発
効果が期待される。
★使用電力の 3.5 倍以上の熱量が得ら
れる。
★地中熱交換器は密閉式なので，環境
汚染の心配がなく、冷暖房時に熱を屋
外に放出しないため、ヒートアイラン
ド現象の元になりにくい。
★電力・熱エネルギー・輸送機関用燃
料と幅広い形態で使うことが可能。
★チップ、ペレット等の形で貯蔵がで
き、必要な時に需要に応じて供給する
ことができる。
★地域産業の活性化や森林整備によ
る効果が期待できる。
★食品加工業の残渣のバイオマス利
用は、食品リサイクルへの対応も兼ね
る。
★都市排熱の４割を占める下水排熱
の有効利用はヒートアイランド現象
の抑制につながる。

導入にあたっての課題
・パネルが影にならないような配慮や隣
家への光の反射に留意する必要がある。
・夜間はもとより、曇りの日や雨天時な
ど天候によって発電量が少ないなど、供
給力が一定でない。
・パワーコンディショナなどは 10 年程
度で交換が必要といわれている。
・過去に強引な営業が問題とされた業者
が存在したことから、イメージが悪い。
・設置のピークが過ぎたため、デザイン
や機能面の技術開発が遅れがちである。
・カルシウム分等の固化による詰まりが
発生するため、メンテナンスが必要（水
藻の発生や腐食対策も含めた対応）
。
・乱流や台風、雷に弱い。
・発電するかどうかは「風任せ」で、発
電量の予測が比較的難しい。
・設置工事のため、一定の道路幅が必要。
・景観に与える影響や鳥類等の飛行ルー
ト、電波障害、低周波障害、騒音等への
配慮が必要。
・水利権の調整が必要（近々に規制緩和
されるとの報道あり）
。
・流れてくるごみの影響を受けやすいた
め、ごみの処理が必要。

・認知度が低い。
・設備そのものに加え、井戸掘りのコス
トが必要となる。
・設備の低コスト化や高性能化が十分に
進んでいない。
・他の再生可能エネルギーは電力や熱の
形で移動させるが、木質バイオマスは物
質として運搬しなければならない。
・他と異なり、需要に応じた燃料供給に
対するコストを負担する必要がある。

・一工場の残渣ではエネルギー設備稼動
に必要な量を得られない可能性が高い。
・導入する設備のタイプによっては、建
設工事の規模が大きくなり、コストだけ
でなく工期も長くなる傾向がある。

※「FIT 対象」は、平成 24 年 7 月から施行されている再生可能エネルギー電気の固定価格
買取制度の対象となっていることを示す。
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3.4

エネルギー種別の賦存量・利用可能量

3.5 節に記載した推計手法を用いて、八王子市域における再生可能エネルギーの賦存量及
び利用可能量を計算したところ、表 3.4－1 及び表 3.4－2 のような結果が得られる。
表 3.4-1 エネルギー需要推計値と再生可能エネルギー賦存量及び利用可能量の比較
（電力編）
エネルギ
ー種別

設置場所種
別

①太陽光

公共施設

③風力

独立住宅の
屋根
集合住宅の
屋上
事務所（業務
部門）
工場等（産業
部門）
道路の法面
屋 外 利 用
地・仮設建物
原野
耕作放棄地
合計
市内全域

④小水力
⑥ 木 質
（ 林 産
系）バイ
オマス発
電
⑧農産系
バイオマ
ス発電
廃棄物発
電

市内河川
市内の森林
等

穀類、野菜、
果実類
廃棄物処理
（可燃）

利用可能量
(MWh/年)

賦存量(MWh/年)

需要に対す
る利用可能
割合

比較対象とな
る需要量
業務部門の内
67,100

9.7％

1,140,833

49.5％

80,702

1,688,056

4.8％

74,351

50,559

204,167

24.8％

29,012

316

―

―

31,552

31,552

―

―

44,083
3,325
1,139,412
（274,167）

44,083
0
778,414
―

―
―
25.7％

※平均 5.5m/s 未満の
風を利用できる場合

※現状の技術水準
(平均風速 5.5m/s
要)では発電困難

―
―
3,033,056
市内全需要
3,033,056

7,980

6,511

761,950

518,126

68,479

46,565

118,680

（87.6）

―

※1 箇所のみ

（598,090）

(7,177)

※熱利用と競合

※熱利用と競合

（9,358）

(2,246)

※熱利用と競合

※熱利用と競合

18,609

16,700（戸吹工場）

平均 5.5m/s 未満
の風が利用可能
な場合：

9％
同上 3,033,056

0.003％

同上 3,033,056

0.2％

同上 3,033,056

0.07％

同上 3,033,056

賦存量の割
合:0.6％

※推計した条件は「最大限設置・導入」した場合の数値である。なお、廃棄物発電について
は、すでに戸吹清掃工場に導入されているが、比較のために同じ表に示した。
※公共施設の需要量は八王子市役所エコアクションプラン（第 2 次）を参照している（以
下、同様）
。
※同様の推計は「八王子市地球温暖化対策地域推進計画」において実施されているが、今回
はそれと比較して、推計対象を詳細に類型化したことで、異なる推計結果になっている。
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表 3.4-2 エネルギー需要推計値と再生可能エネルギー賦存量及び利用可能量の比較
（熱需要編）
エネルギー
種別
②太陽熱

設置場所
種別
公共施設
独立住宅の
屋根
集合住宅の
屋上
事務所
（業務部門）
工場等
（産業部門）
合計

⑤地中熱

市内全域の空
地

⑥木質（林産

市内の森林

系）バイオマ

（林産系）

ス

公園
（市・都合計）
街路樹
（公道合計）

⑦その他（食

廃棄物処理

品系）

（厨芥）

⑧その他（農

穀類、野菜、

産系）

果実類

⑨その他（下

下水処理場

水排熱）

賦存量
(TJ/年)

利用可能量
(TJ/年)
261

0.2

1,308

889

廃棄物処理

物）

（可燃）

需要に対する利
用可能量の
割合

業務部門の内

0.2％

103

4,171

40.3％

1,166

793

139

95

1,881

5.1％

82

56

1,573

3.6％

2,956

1,833

7,625

24％

103

―

（2,153）

(60)

※発電と競合

※発電と競合

43

30

22

16

137

96

（34）

(19)

※発電と競合

※発電と競合

556
※中島研究室資料

その他（廃棄

比較対象と
なる需要量

122

89
※中島研究室
資料

46(北野、戸吹
清掃工場)

市内全需要

賦存量の割合:

7,625

1.4％

市内全需要

0.8％

7,625
市内全需要

0.4％

7,625
市内全需要

0.2％

7,625
市内全需要

1.3％

7,625
市内全需要

0.2％

7,625
市内全需要

1.2％

7,625
市内全需要

賦存量の割合:

7,625

1.6％

※⑥木質バイオマスの公園剪定枝の賦存量、利用可能量は東京都、都公園協会へのヒアリン
グ結果を基に算出した。
街路樹の賦存量、
利用可能量については、中日本高速道路株式会社、
相武国道事務所、東京都南多摩西部建設事務所へのヒアリング結果を基に算出した。なお、
市立公園及び市道の剪定枝については、平成 22 年度に市で実施した「剪定枝等のエネルギ
ー化実証事業」の処理事業者ヒアリング結果を引用している。
※⑦食品バイオマスの熱利用については、ボイラ効率を 70％と仮定した。
※廃棄物の熱利用については、平成 22 年度収集実績：75,887ｔ（可燃ごみ）×低位発熱量
7,000kJ/kg×廃棄物熱利用施設の新設基準 23％の熱回収率で求めた。熱回収率の基準は廃
棄物処理の規模に応じて異なっている点に注意されたい。なお、廃棄物熱利用については、
すでに北野、戸吹清掃工場に導入されているが、比較のために同じ表に示した。
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3.5

賦存量及び利用可能量の推計手法

表 3.3－1 及び表 3.3－2 の再生可能エネルギー賦存量及び利用可能量の推計は表 3.5－1
に掲げた対象それぞれについて、所要のデータを組み合わせて行う。
表 3.5-1

再生可能エネルギーの賦存量及び利用可能量の推計対象とデータ

再生可能エネルギー種
①太陽光

②太陽熱
③風力

推計対象
・公共施設の屋根等
・住宅の屋根
・それ以外の建築物等の屋根
・道路の法面、駐車場や未利用原野
・耕作放棄地

推計に用いるデータ等
・財産建物台帳、道路管理台帳
・東京都土地利用（都市計画）現況(GIS)
・航空写真(Google Map)
・世界農林業センサス 2010 集計結果
⇒上記を組み合わせ、現地調査も実施。
※現地調査：山陰（かげ）
、屋上障害物、
周辺環境への影響を確認
①太陽光発電と同様。
①太陽光発電と同様。
・市内全域で風速 5.5m/s 以上の地点 ・NEDO（新エネルギー技術総合開発機構）
※他地域では、標高 1,000m 未満、最 が提供する「風況マップ」
（18 年度）
大傾斜角 20 度未満といった条件も
ある。

④小水力
※利用可
能量のみ

・市内を流れる河川
・環境省データ（右記参照）で、利
用可能と見込まれた５河川 10 区間。
・10 区間のうち、道路に近接し、一
定のエネルギー需要が見込まれる公
共施設等から 100m 以内の地点

・環境省「再生可能エネルギー導入ポテ
ンシャル調査」
（平成 22 年度実施）
・国土交通省土地・水資源局「1/50,000
主要水系調査利水現況図数値データ（多
摩川水系）
」
（平成 10 年）
⇒上記を組み合わせ、現地調査も実施。

⑤地中熱
⑥木質（林産系）バイオ
マス

・市内全域の空地
・東京都公園協会が管理する公園か
ら発生する剪定枝等
・国道及び都道の街路樹由来の剪定
枝
※市の公園、市道については平成 22
年度の調査を活用する

・国土数値情報（平成 21 年,1km ﾒｯｼｭ）
・東京都公園協会「公園へ行こう！」
・東京都区市町村年報（道路延長）
・公園管理業者、公園剪定枝処理事業者
へのヒアリング

⑦⑧⑨その他

・食品系・農産系バイオマス
・下水排熱、廃棄物

・統計資料を基に推計

3.6

賦存量及び利用可能量の推計根拠

①太陽光
１ 公共施設への太陽光発電設置
【賦存量】
施設の状態を考慮せず、一律に、建床面積の４分の１（南面）に太陽光発電設備を設置す
る場合の発電量を推計する。
・八王子市「財産建物台帳」より
合計約 48 万㎡×1/4＝12 万㎡（建床面積の 1/4）
12 万㎡×0.0667(kW/㎡)*1×997(kWh/年/kW)*2＝7,980MWh
⇒下線部は年 66.5kWh/㎡に相当する。
1

出典：環境省『再生可能エネルギーポテンシャル調査』

2

出典：
『太陽光発電システム手引書』基礎編（一般社団法人太陽光発電協会）
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【利用可能量】
八王子市「財産建物台帳」に記載されている 1,923 施設について、次の項目で順次絞込
みを行った。
①建床面積（または延床面積）600 ㎡以上（プレハブは不可）
⇒341 施設

600 ㎡で 10kW が設置可能と仮定。

②耐震性（新耐震基準適用の S56 年以降の稼動）
⇒124 施設 ※ただし、S56 年前後の稼動開始施設は個別に確認した。
③市の管理外の屋根 13 を除く
⇒111 施設
④環境省『再生可能エネルギーポテンシャル調査』を参考に、111 施設を「庁舎」「文化施
設」
「体育館」
「学校」
「その他」の 5 類型に分類し、各類型の設置係数を定めた。
・5 類型別の延床（または建築）面積合計×類型別の設置係数×997(kWh/年/kW)
の式を用いて、合計発電量 6,511MWh／年と推計した。
表 3.6-1 利用可能と考えられる公共施設の分類と名称
市庁舎

東浅川保健福祉センター、南大沢保健福祉センター分室、八王子駅南口総合事

5 施設

務所、由木事務所、由木東事務所

文化施設

横山南市民センター、恩方市民センター、加住市民センター、元八王子市民セ

16 施設

ンター、子安市民センター、石川市民センター、台町市民センター、中野市民
センター、由井市民センター、夕やけ小やけふれあいの里、芸術文化会館、市
民会館、川口図書館、こども科学館、生涯学習センター

体育館

甲の原体育館、上柚木公園（スポーツ振興課分）、みなみ野君田小学校、みな

30 施設

み野小学校、みなみ野中学校、愛宕小学校、横山中学校、下柚木小学校、宮上
小学校、宮上中学校、七国小学校、七国中学校、秋葉台小学校、松木小学校、
松木中学校、上柚木小学校、上柚木中学校、第三小学校、第四中学校、第七小
学校、第七中学校、第六中学校、長池小学校、南大沢小学校、別所小学校、
別所中学校、鑓水小学校、由井第一小学校、由木中央小学校

学校

みなみ野君田小学校、みなみ野小学校、愛宕小学校、宇津木台小学校、下柚木

39 施設

小学校、加住小学校、館小学校、宮上小学校、七国小学校、秋葉台小学校、松
木小学校、上柚木小学校、第三小学校、第七小学校、中野北小学校、長池小学
校、南大沢小学校、別所小学校、鑓水小学校、由井第一小学校、由木中央小学
校、みなみ野中学校、横山中学校、宮上中学校、七国中学校、松木中学校、上
柚木中学校、第五中学校、第四中学校、第七中学校、別所中学校、鑓水中学校、
由井中学校

その他

道の駅「八王子滝山」、みなみ野保育園、元本郷団地、西中野団地、大和田台

21 施設

団地、明神団地、北野余熱利用センター、プラスチック資源化センター、戸吹
清掃工場、戸吹不燃物処理センター、北野清掃工場、八王子長沼通所センター、
戸吹湯ったり館、斎場、都立大学前自転車駐車場

【参考】環境省『再生可能エネルギーポテンシャル調査』の類型別設置係数
庁舎（延床面積に対して）0.33、文化施設（延床面積に対して）0.32、体育館（延床面積に対して）0.54、
学校（建築面積に対して）0.70 道の駅（敷地面積に対して）0.39、幼稚園（建築面積に対して）0.44

※団地は集合住宅に含まれるため、公共施設分としては推計していない。同一名称で 2 つ以上の施設
（建築物）を含む場合があり、施設数と名称の数は一致しない。
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２ 住宅の屋根への太陽光発電設置
【賦存量】住宅の状態を考慮せず、敷地面積の一定割合（係数）に太陽光発電設備を設置す
ると仮定して、推計した。
①太陽光発電の年間発電量は、独立住宅は、10 ㎡に 1kW 相当を設置*3、集合住宅は前述の
66.5kWh/㎡を想定した。
②敷地面積は、東京都土地利用現況(GIS)データを用いて集計した（以下、同様）
。

住宅の種類

表 3.6-2 住宅の屋根における太陽光発電設置可能面積
敷 地 面 積 係数
設 置 可 能 面 積 設備容量(kW)
発電量(MWh/年)
(㎡)

(㎡)

独立住宅

21,618,669

0.53*

11,457,895

1,145,790

761,950

集合住宅

6,436,028

0.16*

1,029,764

68,685

68,479

住宅合計

28,054,697

―

12,487,659

1,214,475

830,429

*環境省「再生可能エネルギーポテンシャル調査」で用いている係数
最大限に設置可能な容量が 1,214,475kW で、それによる発電量が 830,429MWh と見込
まれる。
【利用可能量】
次に、耐震性を基準として、設置可能住宅を絞り込んだ「統計八王子」
（元資料「住宅・
土地統計調査報告」
）によれば、新耐震基準適用の建築時期 S56 年以降の割合は、231,310
戸中 156,680 戸で 68％となっている。
・独立住宅：761, 950×68％＝518,126MWh/年
・集合住宅：68,479×68％＝46,565MWh/年

3

出典：環境省『再生可能エネルギーポテンシャル調査』
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３ 公共施設と住宅以外の建築物の屋根等への太陽光発電設置
【賦存量】事務所建築物、専用商業建物、住商併用建物、宿泊・遊興施設、スポーツ・興業
施設、専用工場、住居併用工場、倉庫運輸関係施設、鉄道の敷地面積の一定割合（係数）に
太陽光発電設備を設置すると仮定して推計した。
表 3.6-3 工場、事務所建築物等への太陽光発電設置 賦存量
建築物の種類
敷 地 面 積 係数
設 置 可 能 面 積 設備容量 発
(㎡)

(㎡)

(kW)

電

量

(MWh/年)

事務所建築物

1,231,002

0.27*

332,371

22,169

22,103

専用商業建物

1,653,572

0.32*

529,143

35,294

35,188

住商併用建物

1,520,166

0.32*

486,453

32,446

32,349

宿泊・遊興施設

204,828

0.27*

55,304

3,689

3,678

スポーツ・興業施設

186,665

0.27*

50,400

3,362

3,352

1,909,032

0.546*

1,042,331

69,523

64,187

住居併用工場

604,571

0.273*

165,048

11,009

10,164

倉庫運輸関係施設

789,522

0.192*

151,588

10,111

9,335

鉄道・湾港等

571,744

0.36*

205,828

13,729

12,675

8,671,102

―

3,018,466

201,332

193,031

専用工場

工場、事務所建築物等計

*環境省「再生可能エネルギーポテンシャル調査」で用いている係数
最大限に設置可能な容量が 201,332kW で、それによる発電量は 193,031MWh と見込ま
れる。
【利用可能量】
次に、耐震性を基準として、設置可能施設を絞り込んだ。ただし、業務施設等の建築時期
別割合が不明なため、住宅と同様に一律 68％が利用可能と推計した（表 3.6－2 参照）
。
４ 道路の法面、駐車場や未利用原野への太陽光発電設置
【賦存量・利用可能量】道路の法面、駐車場、未利用原野の敷地面積の一定割合に太陽光発
電設備を設置すると仮定して、推計した道路の法面については、航空写真（Google Map）
から候補地（高速道、国道）を抽出し、抽出された候補地について、道路台帳の公図上で法
面面積を算出した。確実に利用可能な箇所としては、市内 3 箇所が抽出され、3 箇所合計面
積 4,757 ㎡×66.5kWh/1000＝年間 316MWh を利用可能量とした。
表 3.6-4 屋外利用地、仮設建物、原野等への太陽光発電設置 賦存量
建築物の種類
敷 地 面 積 係数 設置可能面積 設 備 容 量 発 電
(㎡)

(㎡)

(kW)

量

(MWh/年)

屋外利用地・仮設建物

4,744,640

0.1

474,464

31,789

31,552

原野

6,629,090

0.1

662,909

44,216

44,083

合計

11,373,730

―

1,137,373

76,005

75,635

なお、屋外利用地の内訳は材料置場、屋外駐車場、屋外展示場、飯場、モデルハウス・住
宅展示場、屋外洗車場などとなっている。
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５ 耕作放棄地への太陽光発電設置
【賦存量】
・市内の耕作放棄地合計：50ha＝50,000 ㎡*4 50,000×66.5kWh／1000＝年間 3,325MWh
【利用可能量】
・農地法等の規制について慎重に検討する。また、食料自給・地産地消をめざす政策動向と
の関係にも配慮する。
⇒『環境ビジネス』平成 24 年 4 月号では、農地法等の規制概要は次の通りとなっている。
・農地に売電目的で太陽光発電装置を設置する場合には、原則として農地転用を行う必要
がある。太陽光発電施設を設置する場合、農地法に基づき都道府県知事（4ha を超える農
地を転用する場合は、農林水産大臣）の農地転用許可を得ることが必要である。市街化区
域内の農地を転用する場合には、農業委員会に届出書を提出する。
②太陽熱
１ 公共施設への太陽熱導入
【賦存量】施設の状態を考慮せず、一律に、建床面積の４分の１（南面）に太陽熱利用設備
を設置すると仮定し、推計した。
・約 12 万㎡×2,177MJ/㎡*5＝年間 261,240,000MJ＝年間 261TJ
【利用可能量】
比較的まとまった屋根面積のある施設（上の表）のうち、宿泊やシャワー、給湯等の熱需
要が発生する「夕やけ小やけふれあいの里」、道の駅、戸吹・北野清掃工場、八王子長沼通
所センターの 5 施設にそれぞれ 20 ㎡設置すると仮定した。
・5 施設×20 ㎡×2,177MJ/㎡*＝年間 217,700MJ＝年間 0.2TJ

２ 住宅の屋根への太陽熱導入
経済産業省「太陽光発電及び太陽熱利用の導入可能量に関する調査」を参考に、独立（戸
建）住宅では一戸当たり 6 ㎡、集合住宅では一戸当たり 4 ㎡（ベランダへの壁掛けタイプ）
の導入を想定して、推計した。
【賦存量・利用可能量】
・太陽熱の年間給湯賦存量は、独立住宅・集合住宅とも前述の 2,177MJ/㎡を想定し、利用
可能量は①－２の太陽光発電設置と同様、賦存量の 68％（昭和 56 年以降の建築割合）とし
た。
表 3.6-5
住宅の種類

住宅の屋根等における太陽熱利用設備導入可能量

戸数

係数

設置可能面積

給湯賦存量

(㎡)

(TJ/年)

利用可能量(TJ/年)

独立住宅

100,170

6

601,020

1,308

889

集合住宅

133,880

4

535,520

1,166

793

住宅合計

234,050

―

1,136,540

2,474

1,682

太陽熱による給湯の賦存量は 2,474TJ、利用可能量は 1,682TJ と推計された。
4

出典：農業センサスの詳細集計「集落別耕作放棄地面積」

5

出典:国立環境研究所「AIM/Enduse [Japan]による平成 32 年排出削減に関する検討～対

策技術の諸元について～」
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３ 公共施設と住宅以外の建築物の屋根等への太陽への太陽熱導入
事業所数（統計八王子）をベースとして、推計した業務施設等の建築時期別割合が不明な
ため、住宅と同様に一律 68％が利用可能と仮定した。推計した値は表 3.6-6 の通りである。
表 3.6-6 工場、事務所建築物等への太陽熱利用設備導入 賦存量・利用可能量
設 置 可 能 面 積 給 湯 賦 存 量 (TJ/
事業所の種類
事業所数
係数
(㎡)
年)
第 1 次、第 2 次産業

3,757

10

37,570

82

第 3 次産業（公務以外）

15,999

4

63,996

139

工場、事務所建築物等

19,756

―

101,566

221

４ 道路の法面、駐車場や未利用原野への太陽熱導入
熱需要施設との近接性が不明のため、除外した。
５ 耕作放棄地への太陽熱導入
熱需要施設との近接性が不明のため、除外した。
③風力
NEDO（新エネルギー技術総合開発機構）
が提供する「風況マップ」
（18 年度）を GIS
（地理情報システム）へ反映させ、八王子
市近辺の年間平均風速分布を表示させた。

・地上高 30ｍ（小規模風力発電）の場合、
市域のほとんどは年間平均風速 3～4m/s で、
現状の風力発電の技術では、十分な発電に
は至らない。

図

八王子市近辺の風況マップ 地上高 30ｍ
・地上高 50ｍ（中規模風力発電）
の場合、市域のほとんどは年間平
均風速 4～5m/s で現状の風力発電
の技術では、十分な発電には至ら

図

八王子市近辺の風況マップ 地上高 50ｍ
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ない。

・地上高 70ｍ（大規模風力発電）の
場合、市域のごく一部で年間平均風
速 5m/s を超える箇所が存在するが、
その値は 5.2m/s で 5.5m/s を超える
ことはないため、現状の風力発電の
技術では、十分な発電には至らない。
図

八王子市近辺の風況マップ 地上高 70ｍ

④小水力
小水力に関しては、市内を流れる河川のうち、環境省データ（再生可能エネルギー導入ポ
テンシャル調査）で、利用可能と見込まれた 5 河川 10 区間及びその周辺を対象として、既
存の水量データと現地調査を組み合わせ、利用可能量を推計した。
※例：市立小学校横の湯殿川で 10kW 相当の発電設備を想定
⇒年間 87.6MWh の発電 等
小津川
醍醐川
小仏川
初沢川

案内川

図 八王子市内で水力発電が見込まれる 5 河川 10 区間
⑤地中熱
地中熱については、熱交換（ヒートポンプ）型の設備を想定して推計を行った。これは地下
100ｍの空気や地下水と熱交換して冷暖房や給湯を行うタイプである。
推計方法は大谷・河地*6の簡易推計方法を採用した。これは井戸を 100 ㎡に 4 本の割合で設
置し、深さは 100m 掘削する想定となっている。また、年間稼働時間は 2400 時間（1 日あたり
12 時間の空調運転×年間 6.6 ヶ月）とした。この結果、市内全域の空地に熱交換井を設置した
場合、年間 103TJ が得られることが分かった。
・賦存量 Qf=S×δ×Ld×Ll×2400×3.6
Ｓ（空地率）
：69％（全国平均）
δ（採熱率）
：国土数値情報「土地分類」の表層地質・岩石区分に応じた割合
Ld（地中熱交換井の密度）：4 本/100 ㎡

Ll（地中熱交換井の長さ）
：100m

3.6 は kWh→MJ の換算係数（前掲）
6 大谷具幸・河地浩平(2011)自然条件と社会条件を考慮した地中熱利用のポテンシャル評価、地熱学会講演要旨集.22pp.
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⑥木質バイオマス
市内の剪定枝については、平成 22 年度「剪定枝等のエネルギー化実証事業」において、
市有の公園や市道の街路樹を対象に調査が実施されている。結果の概要は次の通りである。
発生量及び利用可能量（推計）

種類

ｔ／年

公園剪定枝（市有の公園）

2,638

街路樹剪定枝（市道分）

1,006

合計

3,644

◆調査場所：市有の公園、市道の街路樹
◆今回の調査は、活用できる可能性の高い、市有の剪定枝に絞ったため、家庭及び国、都の
公園や街路樹などの剪定枝は、調査対象外とした。
◆今回の調査は、過去数年間の実績を元に推計を行ったが、公園及び街路樹の剪定は、年に
よって選定場所が変わるため、毎年発生量に変動がある。
◆市有の公園及び街路樹から発生する剪定枝は、市が処理費を負担して処理しているため、
原則、全量利用可能であると考えられる。よって、発生量＝利用可能量とした。
◆市内産業廃棄物業者によると市内及び近隣市町村から搬入された剪定枝から年 7,200t（う
ち 6 割が市内分）のチップを製造している。

出典：
「剪定枝等のエネルギー化実証事業」(平成 22 年度)
以下では、平成 22 年度調査で実施されていない範囲として、国や都の管轄となっている
公園や道路街路樹を対象とし、賦存量および利用可能量について調査を実施した。
なお、水源林は八王子市外に位置するため、賦存量には含めず、具体的なプロジェクト検
討の際、調達先として考慮する。
表 3.6-7 調査対象となる公園および道路の面積と剪定枝発生量（原単位方式）
都が管轄する公園（八王子市分）
面積(ha)
年間発生量(t)
1

小宮公園

25

43

2

滝山公園

26

45

3

長沼公園

36

62

4

八王子霊園

64

110

5

平山城址公園

9

15

6

陵南公園

6

10

7

小山内裏公園

46

79

8

高尾陣場自然公園(明治の森高尾国定公園含む)

4,403

7,529

8 公園合計

7,893

延長(m)

年間発生量(t)

64,103

167

6,313

16

137,188

357

合計

540

八王子市の道路
1 一般国道（直轄）
2 一般国道（東京都知事管理）
3 都道

【計算式】都市公園面積×剪定枝発生原単位(1.71t/ha・年)
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【計算式】国道・都道延長×国道・都道発生原単位(2.6t/km)
※小山内裏公園は八王子市、
町田市にまたがっており、自治体ごとの面積が不明であるため、
全体面積を掲載し、発生量は全体面積から推計した。
※道路については、塩谷広域行政組合の「「ごみ処理検討委員会」の平成 18 年度提言項目
について」を参照した。
公園管理者へのヒアリングを実施した。
ヒアリングを通じて、
剪定枝の処理状況や木質バイオマス活用の可能性について検討した。
東京都公園協会からの回答は表 3.6－8 の通りである。
表 3.6-8 東京都公園協会へのヒアリング結果
東京都公園協会

事業者名

管理している公園面積 ※1

小宮公園

21.6ha

滝山公園

25.9ha

長沼公園

35.9ha

八王子霊園

64.4ha

平山城址公園

6.5ha

陵南公園

6.0ha

小山内裏公園 ※2
剪定枝の処理方法
剪定枝の発生量

45.9ha

どの公園も処理業者にチップ化を委託
年度

年間発生量（総計※3）
トン集計分

m3 集計分

計(t)

平成 22 年度

52.1

250

202

平成 23 年度

92.57

711.5

519

72

481

361

平均
本事業への剪定枝提供の意

「剪定枝を無償で引き取って頂ける場合は協力する」

向

と全ての公園から回答

※1 用地買収等の時期により統計情報と誤差が生じている可能性がある。
※2 小山内裏公園は八王子市、町田市にまたがっている。ヒアリングで内訳の詳細は不明
であるとの回答を得たので、両市における合計面積を記す。
※3 近隣の公園と共同で回収を行う場合があるとの回答を得たので、市内の公園の総計の
みを記す。処理業者ごとに記録している単位が違っており、回答者側では単位別に集計
している。ヒアリングより、比重 0.6t/m3 換算で推計した。
東京都環境局からの回答は以下の通りである。高尾陣場自然公園（一部、国定公園）につ
いては、剪定枝は未処理という情報を得たが、公園区域が広大であるため、剪定枝の回収可
能性については、慎重に検討することとする。
表 3.6-9 東京都環境局へのヒアリング結果
事業者名
東京都環境局
管理している公園

高尾陣場自然公園

剪定枝の処理方法

未処理

剪定枝の発生量

記録していない

本事業への剪定枝提供の意向

回答無し
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道路管理者へのヒアリングを実施した。
中日本高速道路株式会社からの回答は、表 3.6－10 の通りである。
事業者名
管轄道路

表 3.6-10 中日本高速道路株式会社へのヒアリング結果
中日本高速道路株式会社 八王子保全サービスセンター
中央自動車道、圏央道、八王子バイパス

管轄道路延長
※

中央自動車道
全体
内八王子市

圏央道

八王子バイパス

-

-

-

16.3km

11.0km

3.8km

合計
66.3km
31.1km
(46.9%)

剪定枝の処理方

処理方法：堆肥化

法
剪定枝の発生量

市町村ごとで発生量の集計は行っていない。
管理している国道全体から出る道路剪定枝量の伐採量のみ示す。
年度

本事業への剪定

管轄道路全体の年間発生量(t)

平成 21 年度

1,100

平成 22 年度

1,130

平成 23 年度

1,203

平均

1,144

協力可能。事前に引渡方法や処分費について協議する必要がある。

枝提供の意向
※平成 24 年 4 月 1 日現在の値
剪定枝の発生量について、
八王子市内の区間のみから出る剪定枝については集計していな
いという回答を得たため、
管轄道路延長のうち、八王子市内の延長が占める割合で按分して、
剪定枝発生量を推計した。
中日本高速道路株式会社が管理している道路からの年間の剪定枝発生量は、
(1,100t＋1,130t＋1,203t)÷3 年×(31.1km÷66.3km)=537t/年 と推計される。
次に、相武国道事務所からの回答を表 3.6－11 に示す。

事業者名
管轄道路
管轄道路延長

剪定枝の処理方法

表 3.6-11 相武国道事務所へのヒアリング結果
相武国道事務所
国道 16 号、国道 20 号
管理延長

国道 16 号

国道 20 号

合計

全体

48.4km

53.8km

102.2km

内八王子市

16.2km

18.9km

35.1km

(33.5%)

(35.1%)

(34.3%)

国道の街路樹管理については、樹木剪定作業、処分を含めて施工委
託。

剪定枝の発生量

市町村ごとで発生量の集計は行っていない。
管理している国道全体から出る道路剪定枝量の伐採量のみ示す。
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年度

本事業への剪定枝提

国道 16 号

国道 20 号

平成 21 年度

336t

323t

平成 22 年度

73t

110t

平成 23 年度

167t

217t

協議のうえ、検討したい。

供の意向
その他

国道 468 号（圏央道）については、管理していない。

剪定枝の発生量について、
八王子市内の区間のみから出る剪定枝については集計していな
いという回答を得たため、国道延長のうち、八王子市内の延長が占める割合で按分して、剪
定枝発生量を推計した。
国道 16 号の年間剪定枝発生量
(336t+73t+167t)÷3 年×(16.2km÷48.4km)=64.2t/年
国道 20 号の年間剪定枝発生量
(323t+110t+217t)÷3 年×(18.9km÷53.8km)=76.1t/年
相武国道事務所が管理している国道からの年間の剪定枝発生量は、
64.2t/年＋76.1t/年=140t/年

と推計される。

最後に、東京都南多摩西部建設事務所からの回答を表 3.6－12 に示す

事業者名

表 3.6-12 東京都南多摩西部建設事務所へのヒアリング結果
東京都南多摩西部建設事務所

管轄道路

国道 411 号（指定区間外国道）
、都道、

管轄道路延長

区分

延長

都道

137.2km

国道 411 号（指定区間外国道）

6.3km

合計
剪定枝の処理方法

143.5km

処理方法は指定していないため、委託処理業者毎に処理方法が異
なる。
（チップ化、堆肥化、焼却（熱利用）に分類される）

剪定枝の発生量

年度

発生量

平成 21 年度

175.8t

平成 22 年度

300.42t

平成 23 年度

207.11t

平均
本事業への剪定枝提

228t

受入単価などの条件が合えば、検討しても構わない。

供の意向
剪定枝の発生量について、都道と国道 411 号で区別して集計していないという回答を得
たため管轄道路総延長のうち、
それぞれが占める割合で按分して、
剪定枝発生量を推計した。
国道 411 号の年間剪定枝発生量：
(175.8t+300.42t+207.11t)÷3 年×(6.3km÷143.5km)=10t/年
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都道の年間剪定枝発生量
(175.8t+300.42t+207.11t)÷3 年×(137.2km÷143.5km)=218t/年
剪定枝発生量について、ヒアリング結果すべてを集計したものを表 3.6－13 に示す。
表 3.6-13 ヒアリング結果に基づく国道、都道からの剪定枝発生量集計結果
延長(km)※
年間発生量(t)
一般国道（直轄）

66.2

677

6.3

10

都道

137.2

218

合計

-

905

一般国道（東京都知事管理）

※ ヒアリングで回答を得た道路延長を掲載。
次に、
八王子市内の国や都の管轄となっている公園や道路街路樹を対象とした剪定枝発生
量を表 3.6－14 にまとめた。
表 3.6-14 統計情報とヒアリング結果に基づく剪定枝発生量集計結果の比較
調査対象
統計情報(t)
ヒアリング結果(t)
都立公園

7,893

（高尾陣場自然公園を除いた場合）

(364)

国道・都道

540

361
905

都立公園からの剪定枝発生量に関しては、ヒアリング結果から算出したものの方が少量で
あった。これは、高尾陣場自然公園では剪定枝を収集していないという回答を得たことが大
きな原因である。また、高尾陣場自然公園を除いた都立公園のみを対象に、統計情報から算
出した値とヒアリング結果を比較しても、ヒアリング結果から算出したものの方が少量であ
った。この結果を踏まえて、本調査による公園剪定枝の利用可能量としては、ヒアリング結
果によって得られた値を採用することとした。なお、剪定枝の発生量は年ごとの変動が大き
いことも考慮する必要がある。
国道・都道からの剪定枝発生量に関しては、統計情報から算出したものの方が少量であっ
た。これは、ヒアリングより、高速道路からの発生量が統計に基づく推計よりも大幅に多い
結果となったことが大きく影響している。また、国道から発生するものに関しては、市内に
存在する道路のみを対象とした正確な発生量を記録していないため、
距離で按分する等の推
測が含まれていることを考慮し、本調査による道路街路樹の利用可能量としては、統計情報
によって得られた値を採用することとした。
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以上を踏まえた八王子市内の剪定枝利用可能量を表 3.6－15 に示す。
調査対象

表 3.6-15 八王子市内の剪定枝年間利用可能量まとめ
利用可能量(t)
備考

都立公園剪定枝

361

ヒアリングによる値を採用

国道・都道街路樹剪定枝

540

統計情報から算出した値を採用

市立公園剪定枝

2,638

平成 22 年度「剪定枝等のエネルギー化実証事
業」より

市道街路樹剪定枝

1,006

平成 22 年度「剪定枝等のエネルギー化実証事
業」より

合計

4,545

【木質バイオマス熱の賦存量及び利用可能量・公園分】
2,999t×14.4（木材の発熱量 GJ/t）×0.7（ボイラの熱効率）＝30.2TJ
【木質バイオマス熱の賦存量及び利用可能量・街路樹分】
市道については、平成 22 年度調査の 1,006ｔ／年を採用し、上記の国道・都道分の発生
量（540ｔ／年）を加えると 1,546ｔ／年となる。
1,546t×14.4（木材の発熱量 GJ/t）×0.7（ボイラの熱効率）＝15.6TJ
【木質バイオマス発電及び熱利用の賦存量／利用可能量・林産系】
公園や街路樹以外から発生する木質バイオマスを利用した発電及び熱利用については、
次
のように推計した。純生産量については、針葉樹林は 15 t/ha、広葉樹林 11.5 t/ha とした。
ボイラ効率は発電効率を 0.3、熱効率を 0.7 とした（以下、同様）
。
・賦存量＝森林面積
（国土数値情報 2009 年版より）
×純生産量×木材発熱量
（4,200kcal/kg）
の式を用いて、発電の場合 598,090Mwh／年、熱利用の場合 2,153TJ／年となる。
・利用可能量＝賦存量×林野利用率（0.2）×バイオマス利用可能率（0.2）×ボイラ効率の
式を用いて、発電の場合 7,177 Mwh、熱利用の場合 60TJ となる。
⑦その他・食品系バイオマス
家庭からの生ごみの発生量を推計する。平成 22 年度収集実績 75,887ｔ（可燃ごみ）を採
用する。さらに、可燃ごみに占める厨芥類の割合について、平成 22 年度実績である 55.7％
を採用し、75,887ｔ×0.557＝42,269ｔ と推計される。
一般的に、生ごみ 1ｔからバイオガス（メタン濃度約 60％、二酸化炭素濃度約 40％）が、
100～200N ㎥生成（平均 150）されるとして、
・42,269ｔ×150×0.6（メタン濃度）×35,900（KJ/㎥：メタン発熱量）＝137TJ（賦存量）
利用可能量については、ボイラ効率（0.7）を乗じて 96TJ とした。
⑧その他・農産系バイオマス
農産系バイオマスについては、
農作物の収穫に伴う廃棄物を用いて発電や熱エネルギーと
して利用するものとする。賦存量については、収穫量に農作物種類別の廃棄率、発熱量（表
参照）を乗じ、農作物種類別の賦存量を推計した。
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利用可能量は、賦存量にバイオ回収率とボイラ効率を乗じた値とした。
・賦存量＝収穫量×廃棄率×廃棄物熱量×1000
の式を用いて、発電の場合 9,358 Mwh／年、熱利用の場合 34TJ となった。
・利用可能量＝賦存量×バイオ回収率（0.8）×ボイラ効率
の式を用いて、発電の場合 2,246 Mwh／年、熱利用の場合 19TJ となった。
農作物の種類

廃棄率

発熱量

（％）

（kcal/kg）

水稲

1.5

3,444

麦類

1.5

3,456

いも類

1.0

900

果菜類

1.5

430

野菜類

0.56

354

根菜類

0.2

300

果実類

1.5

340

※廃棄率：農作物の収穫に伴って廃棄する部分が購入時の状態と比較してどの程度あるかを
重量ベースで表したもの。
⑨その他・下水排熱
工学院大学・中島研究室の資料をもとに推計する。下水処理施設における温度差エネルギ
ーの賦存量として、
下水処理水量（ｔ/年）×容積比熱（MJ/㎥・℃）×利用可能温度差５（℃）で求めた。
利用可能量については、高密度地区において 2,000m 以内で熱利用すると仮定し、熱ロス
は搬送距離に関わらず一律５％と設定した。
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4． 導入プロジェクトの検討
4.1

再生可能エネルギー導入を促進する基本的な考え方

再生可能エネルギーの導入に当たっては、市民参加を前提に「八王子で作られ、八王子で
使う地産地消のエネルギー」の実現をめざし、市民と事業者、行政が連携しながら適切に役
割を分担していくことが重要である。また、再生可能エネルギー導入は CO２削減や災害時
におけるエネルギー供給の確保といった効果だけでなく、市内での雇用を増加させ、収益の
市外流出を回避することを通じて産業や経済の活性化につなげていく視点も不可欠である。

4.2

市内導入における各エネルギー種の評価

検討会における議論を踏まえ、下記のような検討対象の絞込み項目を設定した。

①技術適性：市内に賦存する資源が技術的に利用可能か否か。
【凡例】○：実用可能 △：事例が乏しいが不可能ではない

×：現状では不可能

②需要適性：市内の需要に対する利用可能量の割合が十分か否か。
【凡例】○：相当程度ある △：十分ではない（10％未満） ×：少なすぎる（1％未満）
③立地適性：具体的に立地箇所が想定できるか否か。
【凡例】○：想定可能 △：現時点では想定できないが可能性はある ×：想定できない
④参加適性：市民が参加しやすい、市民と市が協働し易い事業形態が想定できるか否か。
【凡例】○：参加、協働事業の可能性が十分ある △：参加、協働事業の可能性がある
×：市民参加、協働事業の想定が困難
⑤コスト適性：導入コストと毎年の運営コストを加えた費用が、10 年以内に回収可能
か否か。
【凡例】○：投資回収年数は 10 年を下回る △：同じく 10 年程度 ×：10 年を超える
総合判断の基準：①～⑤の○の数が４～５個⇒○
同じく０～１個⇒×
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同じく２～３個⇒△

なお、グローバルな視点からは、例えば発電技術ごとの CO２排出量の評価も可能である
（下図参照7）
。

図

平成 21 年時点で得られたデータに基づく電源別平均 LC-CO２排出

表 4.2－1 の結果から、当面の間、市内では太陽光、太陽熱及び木質バイオマス熱の３種
を重点的に導入促進していくことが必要と考えられる。4.3～4.5 では太陽光、太陽熱、木
質バイオマス熱の３種類それぞれに、市内でどのような導入パターンが考えられるかを例示
した。さらに、4.6 ではエネルギー源を複合的に組み合わせる導入パターンをニュータウン
型と中心市街地型、都市近郊型に分けて例示した。

7

出典：今村栄一「日本の発電技術のライフサイクル CO２排出量評価」、
『電力中央研究

所報告』Y09027。
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表 4.2-1 八王子市で導入した場合の再生可能エネルギー種別適性比較
再生可能
ｴﾈﾙｷﾞｰ種

①技術
適性

②需要
適性

③立地
適性

④参加
適性

⑤コスト
適性

総合判
断

それぞれの理由

年間 CO２
削減量
1kW 当たり
344kg-CO2

①技術は成熟しており、日射量も十分②市内電力需要の 25％を賄える可
能性
太陽光
○
○
○
○
○
○
③随所に設置可能④市民参加モデルは事例豊富⑤住宅用であれば 10 年以
下
①平均風速が不足③景観に影響多い④市民風車の事例あり⑤コストは低
―
風力
×
×
×
○
×
×
下傾向
①市街地でも 10kW 程度の発電可能②需要に対する割合は小さい③市街地
1kW 当たり
小水力
○
×
△
○
×
△
の河川でも想定できる④市民参加モデルは十分可能⑤コストは千差万別
2,115kg-CO2
で評価困難
①技術は成熟②市内森林分では不十分③ある程度大規模での発電が必要
1kW 当たり
木質バイオマ
○
×
×
△
△
×
で市街地では困難と思われる④規模が大きく市民参加に向くか疑問⑤資
2,418kg-CO2
ス
金調達が課題
①技術は成熟しているが、メンテナンスの課題②熱需要の 24％を賄える
1 世帯当たり
可能性
804kg-CO2
太陽熱
△
○
○
○
○
○
③随所に設置可能④市民参加モデルは十分可能⑤住宅用であれば 10 年以
下
①③固い岩盤が課題②熱需要の 1.4％④公共施設への設置で、市民参加は
1 世帯当たり
地中熱
△
△
△
△
×
×
可能
1,019kg-CO2
⑤井戸掘削コストが高い
①技術は成熟②市内森林分では不十分。市外からも燃料調達する必要③家
1 世帯当たり
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ熱
○
△
○
○
○
○
庭や医療福祉施設等で可能性④⑤予算に応じた機器選定
869kg-CO2
下水排熱ヒー
①技術は成熟②熱需要の 1.2％③下水処理場の改修スケジュールに合えば 1 世帯当り削減
○
△
○
△
△
△
トポンプ
可能性あり④あまり目に付かない⑤単体での導入コスト高価の可能性
量の算出困難
①技術は成熟②生ごみ分別回収が可能か検討必要③廃棄物処理施設との 1 世帯当り削減
食品廃棄物ﾊﾞ
○
△
△
○
△
△
バランスに注意が必要④市民参加の事例少ないが可能性あり⑤国の補助
量の算出困難
ｲｵﾏｽ
等が見込める
①ディーゼル車形式に注意が必要②一部用途は賄える可能性③装置は大
発電や熱利用
BDF
△
△
○
○
△
△
型でなく随所に立地可④菜の花と組み合わせれば参加の可能性⑤不要物
ではない
処理に課題
①技術は成熟②熱需要の 1.6％③焼却場の建替スケジュールと合わせて検
1kW 当たり
廃棄物・熱
○
△
○
△
△
△
討④市民参加の事例少ないが可能性あり⑤設備単体でのコストは不明（調
2,770kg-CO2
査中）
「年間 CO２削減量」とは、電力に関しては、市内に 1kW の設備を設置した時に予測される発電量がすべて従来の電力（0.345kg-kWh）を置き換えると想定した。
環境省等の資料から、小水力発電の設備利用率は 70％、木質バイオマス発電は 80％と仮定した熱利用は、利用可能量が都市ガス等を置き換えると想定した。
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4.3

太陽光の導入イメージ
表 4.3-1 導入プロジェクト検討のための太陽光発電導入パターンの類型化
設置場所
設置主体
資金調達
方式名称

公共（施設）
公共（事業）

民間（住宅・事業所）
民間

民間

公共

事業者

市民

事業者

個人･

（事業）

資本

ファンド

資本

市民ファンド

①全額市費

③屋根貸

④屋根貸し

⑤行政

⑥行政

②ミニ公募債

し等

等

支援

支援

上の表の最下段の方式・名称①～⑥の順に、それぞれの概要や規模、想定される費用、市民参加の可能性、
想定される効果、課題・条例（行政支援の可能性）をまとめた。
4.3.1 公共施設への設置（①全額市費、②ミニ公募債）
【概要】
・地球温暖化対策に関する市の率先行動の一環として、市の責任で、
市の施設へ太陽光発電設備を設置する。
これまでにも全額市費（あるいは、国等の補助）の事例は複数ある（本報告書 2.1 節を参照）
。
・下の図はミニ公募債（地方債）方式のイメージである。
地方債購入者
（市民）
出
資
八王子市
所
有
市内事業者

施工・メンテ

太陽光発電装置
（公共施設屋上）

設備認定申請

売
電
・
買
取
電力会社

【参加（連携）
】
・間接的な出資者として市民が参加する。
【用途】
・公共施設（地域事務所、市民センター、学校等）が考えられる。
【規模】
・総面積：施設によって異なる（平成 24 年 11 月に現地調査した地域事務所では 600 ㎡設置可能）
。
・規模：最大 40kW
【費用・収益】
・概算 40kW×40 万円（kW 単価）＝1,600 万円
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・市費（①）
、あるいはミニ公募債（例：10 万円×160 口）
（②）
・年間 41,600kWh（全量）売電＝174 万 7200 円（平成 24 年度の買取単価：税抜 40 円/kWh の場合）
・投資回収年数：単純計算 9 年 20 年 IRR：9％（管理費除く）
【波及のしくみ】
・環境学習効果：ミニ公募債の場合、出資者へ定期的なニュースレター等を発送することで、太陽光発電へ
の理解を深めることが可能である。
・普及啓発効果：出資者や近隣住民などが太陽光発電装置やその説明看板を目にすることで、太陽光発電へ
の理解を深め、間接的に市内での太陽光発電導入量を増加させる効果が期待される。
・産業の活性化：施工やメンテナンスに市内事業者が関与することで、市内産業の活性化につながる。
・防災面、安全安心の確保：太陽光発電設置施設においては、太陽光パネルが破損しない限り、また十分な
日照がある限り、最低限の電力需要（携帯電話やラジオの充電）を賄うことが可能になる。
【課題】
・市が独自で太陽光発電事業運営のノウハウをもつ必要がある。
・屋根への設置は防水工事との関係で、雨漏り時等の対応や 20 年の間に防水工事が再施工される場合のパ
ネルの一時移設への対応が必要となる。
【推進スケジュール】
①市内部で、設置に適した施設の抽出、設計準備
②詳細設計と並行して、公募債発行の準備
③設計が完了次第、電力会社への設備認定申請。公募債購入の申込受付
④設備認定の目途が立ち次第、着工。公募債関連手続きの完了
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4.3.2

民間事業者による公共施設への太陽光発電導入（③）

【概要】
・太陽光発電装置が設置可能な市施設の屋上を民間事業者に貸与し、民間事業者が太陽光発電装置を設置す
ることにより、
再生可能エネルギーの普及拡大を図る。設置費用及び維持管理費用は民間事業者の負担とし、
その対価として発電した電力を売電して得た利益を民間事業者の利益とする。なお、発電した電力は、設置
施設内へその一部を供給させるとともに、災害時にも電力供給できるようにする。
【参加（連携）
】
・太陽光発電設備の見学や設置施設での環境学習、講座への参加、主催が考えられる。
【用途】
・公共施設（各種）が考えられる。
【規模】
・一施設あたり 10kW 以上が適切である（20 年間、固定価格での買取りが保証されるため）
。
【費用・収益】
・各事業者が費用を投資する。
・平成 24 年度の募集分の場合、各施設で設置された装置の 1 割相当分以上を学校で自家消費することとし
ている。
【波及のしくみ】
・環境学習効果：設置した学校、周辺住民への環境学習材料として活用が考えられる。
・普及啓発効果：設置した学校周辺で太陽光発電設置の実例として、多くの人の目に触れることで普及啓発
効果が期待される。
・産業の活性化：設置主体が市内事業者であれば、市内で発電事業に関するノウハウの蓄積につながり、類
似する事業の展開が期待できる。
・防災面、安全安心の確保：太陽光発電設置施設においては、太陽光パネルが破損しない限り、また十分な
日照がある限り、最低限の電力需要（携帯電話やラジオの充電）を賄うことが可能である。
【課題】
・屋根への設置は防水工事との関係で、雨漏り時等の対応・責任所在の明確化や 20 年の間に防水工事が再
施工される場合のパネルの一時移設（保管場所、移設費用）への対応が必要である。
【推進スケジュール】
①市内部で、設置に適した施設の抽出
②民間事業者による詳細設計
③設計が完了次第、電力会社への設備認定申請
④設備認定の目途が立ち次第、着工準備（資材調達等）
⑤設備導入工事後、完成
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4.3.3

市民ファンドによる公共施設「屋根貸し」
（④）

【概要】
・市民から出資を募りファンドを形成し、市民ファンドから融資を受ける SPC（特別目的会社）等が市施
設へ太陽光発電パネルを設置・所有し、売電事業を行う。継続して施設全体を管理する市は、市民ファンド
の運営にオブザーバとして参加し、緊密に連携することが必要である。
【参加（連携）
】
・出資者として市民が主体的に参加し、市民ファンドが主体となり、市や事業者等と連携する。
【用途】
・公共施設（各種）が考えられる。
【規模】
・総面積：施設によって異なる（平成 24 年 11 月に現地調査した地域事務所では 600 ㎡設置可能）
。
・規模：最大 40kW
【費用・収益】
・概算 40kW×40 万円（kW 単価）＝1,600 万円
・ファンド組成、金融機関支援
・年間 41,600kWh（全量）売電＝174 万 7200 円（平成 24 年度の買取単価：税抜 40 円/kWh の場合）
・投資回収年数：単純計算 14 年 20 年 IRR：9％（管理費除く）
【波及のしくみ】
・環境学習効果：出資者に加え、設置した施設周辺住民への環境学習材料として活用が考えられる。
・普及啓発効果：設置した施設周辺で太陽光発電設置の実例として、多くの人の目に触れることで普及啓発
効果が期待される。
・産業の活性化：設置主体が市内事業者であれば、市内で発電事業に関するノウハウの蓄積につながり、類
似する事業の展開が期待できる。
・防災面、安全安心の確保：太陽光発電設置施設においては、太陽光パネルが破損しない限り、また十分な
日照がある限り、最低限の電力を賄うことが可能となる。
【課題】
・市民ファンドの設立・運営ノウハウ（金融商品業者登録含む）が不可欠である。
・太陽光発電設置の設計や電力会社への設備認定等の技術・事務に精通したスタッフが必要となる。
・ファンド担当、技術担当、渉外担当といった複数スタッフでのチームで動くことになり、マネージャ的な
人材も必要になる。
【推進スケジュール】
①市内部で、設置に適した施設を抽出、設計準備
②詳細設計と並行して、市民ファンド形成の準備
③設計が完了次第、電力会社への設備認定申請。ファンドの申込受付
④設備認定の目途が立ち次第、着工。ファンド関連手続きの完了
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4.3.4

事業者による大規模太陽光発電（メガソーラー）
（⑤）

【概要】
・市内の空地、未利用地等において、民間事業者が自らの資本を用いて、大規模な太陽光発電（メガソーラ
ー）を導入しようとする場合に、市が何らかの協力をすることが考えられる。
【参加（連携）
】
・メガソーラーが市民出資型である場合、市民が出資者として参加する可能性がある。
【用途】
・未利用地等が考えられる。
【規模】
・1MW 以上をメガソーラーと呼ぶ。
【費用・収益】
・概算 1MW×32 万円（kW 単価）＝3 億 2000 万円
・事業者資本、ファンド組成、金融機関支援で賄う。
・年間 997,000kWh（全量）売電＝3988 万円（平成 24 年度の買取単価：税抜 40 円/kWh の場合）
管理費は計算に含んでいない。
・投資回収年数：単純計算 8 年 20 年 IRR：10.9％（管理費除く）
【波及のしくみ】
・環境学習効果：出資者に加え、設置した施設周辺住民への環境学習材料として活用が考えられる。
・普及啓発効果：設置した施設周辺で太陽光発電設置の実例として、多くの人の目に触れることで普及啓発
効果が期待される。
・産業の活性化：設置主体が市内事業者であれば、市内で発電事業に関するノウハウの蓄積につながり、類
似する事業の展開が期待できる。
・防災面、安全安心の確保：太陽光発電設置施設においては、太陽光パネルが破損しない限り、また十分な
日照がある限り、最低限の電力を賄うことが可能となる。
【課題】
・取組み主体が 3 億円規模の事業に着手できる体力のある事業者等に限定される。
・設置主体が市内事業者でない場合、市民にとって特段の効果が得られない可能性がある。
【推進スケジュール】
①事業者側で設置に適した土地を抽出、設計準備
②設計準備と並行して、市へ事業着手について打診
③事業者と市で、事業内容、協力可能な項目について協議
④市との協議が整い次第、経済産業省・電力会社へ設備認定申請
⑤設備認定の目途が立ち次第、着工
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4.3.5

住宅・中小事業所における太陽光発電導入への支援（⑥）

【概要】
・これまでも実施してきた補助・モニター事業に限らず、家庭や中小事業所における太陽光発電導入を支援
する方策を検討する。
【経緯】
・市は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、太陽エネルギー等利用機器の設置者に対し、助成を行
う代わりに、モニターとして 1 年間、毎月の発電量、売電量等を報告してもらうモニター制度を実施して
きた。23 年度の 137 件を加え、合計 260 件となったモニターから収集した情報を公表し、新たに設置を検
討している市民に参考となる情報を提供して、さらなる普及拡大を図る予定である。
【参加（連携）
】
・住宅所有者等の市民が主体的に太陽光発電導入を担う。
【用途】
・一般住宅、事務所等となる。
【規模】
・全国平均では 3.6kW である（JPEA 太陽光発電協会資料）
。
【費用・収益】
・費用：概算 3.6kW×48.4 万円（kW 実勢単価）＝174 万円
・自己資金がほとんどであるが、ローンの可能性もある。
・収益：年間 1,795kWh（発電量の半分）を売電＝7 万 1800 円
・年間 1,795kWh（発電量の半分）を自家消費＝3 万 9500 円
・10 年 IRR：-7％
【波及のしくみ】
・環境学習効果：モニターから収集された情報を公表することで、まだ太陽光発電を導入していない市民に
対し、環境学習効果が期待される。
・普及啓発効果：設置者同士が交流できる場がつくれれば、新たなコミュニティづくりにつながる。
・産業の活性化：産業活性化をねらう自治体では、助成対象を市内事業者が施工する場合に限ったり、増額
したりする例もある。
・防災面、安全安心の確保：太陽光発電設置施設においては、太陽光パネルが破損しない限り、また十分な
日照がある限り、最低限の電力を賄うことが可能となる。
【課題】
・安心して太陽光発電を導入するために、設置前に中立的な立場からのアドバイスが必要である。中立的な
立場で相談できる窓口をつくる例もある（奈良県生駒市）
。
・太陽光発電の安価な設置を促すために、自治体が導入パッケージを紹介する例もある（世田谷区、静岡県
掛川市等）
。
・投資回収年数やＩＲＲを改善するためには、昼間の電力料金が高くなり、夜間が安くなるような「時間帯
別電灯契約」を結んだり、徹底した節電で昼間に、より多くの電力が売電できるような努力が必要となる。
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・時間帯別電灯契約については、
契約の実質的な根拠となっていた原子力発電所の再稼働が遅れているため、
今後の動向は不透明である。
【推進スケジュール】
① 毎年度、予算要求までに実施済モニター事業の検証を行う必要がある。
② 補助金支出以外に、家庭への太陽光発電普及を支援するための方策がないか、検討する必要がある。

4.4

太陽熱
表 4.4-1 導入プロジェクト検討のための太陽熱導入パターンの類型化
設置場所

公共（施設）

一般住宅

資金調達

公共（事業）

開発事業者／個人

方式名称

①全額市費

②行政支援

※太陽熱は発電と異なり、現時点では、設置場所と異なる施設への売買は困難なため、
「設置主体」＝「設
置場所の管理者」と位置付け、特に欄を設けていない。
上の表の最下段の方式・名称の順に、それぞれの概要と規模、想定される費用、市民参加の可能性、想定
される効果、課題・条例（行政支援の可能性）をまとめる。
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4.4.1

公共施設への設置（①）

【概要】
・地球温暖化対策に関する市の率先行動の一環として、市費で市施設へ太陽熱利用設備を設置する。設置に
あたっては、熱需要がある施設の新築時あるいは大規模改修時が有力である。
・太陽熱で生み出された熱は、基本的に設備が設置された施設で給湯・暖房利用するが、技術的には近隣施
設への熱供給も可能である。
【参加（連携）
】
・デザイン選定など、設計段階において市民の意見を取り入れられる可能性がある。
・太陽熱利用設備の見学や設置施設での環境学習、講座への参加、主催が考えられる。
【用途】
・公共施設（宿泊施設等）が考えられる。※規模や費用の算出のために、宿泊機能を有する施設を想定する。
【規模】
・総面積：宿泊施設 鉄筋造部分の面積約 1136 ㎡
・規模：最大 50 ㎡（他市の事例を参考に設定）
【費用・収益】
・概算 50 ㎡×10 万円（㎡単価）＝500 万円
・市費、国・都の補助制度
・年間 109GJ（全量が利用できる場合）燃料節減額＝62 万 5000 円
※LPG の燃焼効率 80%、LPG50 ㎥あたり 25,000 円（実勢価格）で計算
・投資回収年数：単純計算 8 年 10 年 IRR：4.3％（管理費除く）
【波及のしくみ】
・環境学習効果：太陽熱利用講座の開催によって、太陽熱利用への関心向上が図れる。
・普及啓発効果：施設利用者に対する太陽熱利用設備のＰＲが可能で、利用者が太陽熱利用設備について知
ることができる。
・太陽熱利用の技術は複雑ではなく、施工やメンテナンスに市内事業者がすぐに関与できる可能性が高い。
・防災面、安全安心の確保：災害や停電時にも、設備が破損していなければ、かつ水供給があれば、最低限
の給湯が利用できる。
【課題】
・設置に適した施設が限定され、施設によっては熱湯が有効利用される時間帯が限られる。例えば、給食室、
運動関係施設、宿泊施設などが設置に適している。
・屋根への設置は防水との関係で、防水工事が再施工される場合、太陽熱パネルの一時移設へ対応が必要。
【推進スケジュール】
①市内部で、設置に適した施設の抽出、設計準備
②詳細設計、設備発注、施工管理
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4.4.2

住宅等における太陽熱利用設備導入への支援（②）

【概要】
・これまでも実施してきた補助・モニター事業に限らず、家庭における太陽熱利用設備導入を支援する方策
を検討する。
【経緯】
・市は、再生可能エネルギーの普及を促進するため、太陽熱利用システムの設置者に対し、助成を行う代わ
りに、モニターとして１年間、ガスの使用量等を報告してもらうモニター制度を実施した（23 年度のみ）
。
モニターから収集した情報を公表し、新たに設置を検討している市民に参考となる情報を提供して、さらな
る普及拡大を図る。
【参加（連携）
】
・モニター制度を呼び水的に活用して、再生可能エネルギーに関心があった市民が具体的な行動に踏み出す
ことが可能になる。
【用途】
・一般住宅（戸建、集合）が考えられる。
【規模】
・戸建住宅の一般的な規模：太陽熱パネル 3 ㎡
【費用・収益】
・約 30 万円（通常タイプ）～約 90 万円（6 ㎡のソーラーシステム）
・通常タイプの場合、家計負担は約 20 万円となる。
・全量給湯利用の場合、都市ガスに比較して年間約 2 万 4000 円の節減が可能である。
（LPG に比較して約 3 万 6000 円節減、灯油に比較して約 2 万円節減）
・IRR：単純計算で、LPG の場合、投資回収年数約 8 年～灯油の場合、約 15 年となる。
【波及のしくみ】
・環境学習効果：モニターから収集された情報を積極的に公表することで、まだ太陽エネルギー等を導入し
ていない市民に対して、環境学習効果が期待される。
・普及啓発効果：設置者同士が交流できる場を作り、新たなコミュニティづくりにつなげることが可能であ
る。体験談、成功ポイントの共有、これから設置する人への助言などが考えられる。
・産業の活性化：地域産業の活性化をねらう自治体では、助成対象を市内事業者が施工する場合に限定した
り、市内事業者から設備を購入する場合には助成金を増額する例もある。
・防災面、安全安心の確保：災害や停電時にも、設備が破損していなければ、また、水供給があれば、最低
限の給湯が利用できる。
【課題】
・過去に訪問営業でトラブルを起こした業者があったことなどから、太陽熱利用そのものに対するイメージ
が良くない場合が多い。若干の日陰はエネルギー利用に影響がないことや費用対効果が高いことも含めて、
太陽熱利用の利点を PR していくことが必要となる。
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【推進スケジュール】
① 毎年度、予算要求までに実施済モニター事業の検証を行う。
② 補助金支出以外に家庭への太陽熱利用の普及を支援するための方策がないか、検討する。
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4.5

木質バイオマス熱
表 4.5-1 導入プロジェクト検討のための木質バイオマス熱導入パターンの類型化
設置場所

公共（施設）

民間事業所

資金調達

公共（事業）

事業者資本

方式名称

①全額市費

②行政支援

上の表の最下段の方式・名称の順に、それぞれの概要と規模、想定される費用、市民参加の可能性、想定
される効果、課題・条例（行政支援の可能性）をまとめる。
4.5.1

公共施設でのバイオマスボイラ導入（宿泊施設）
（①）

【概要】
・公共施設（宿泊施設）で使用されている化石燃料ボイラの代替として、市内木質資源を燃料化したチップ
もしくはペレットを使用することを前提に、チップ（またはペレット、以下略）ボイラを導入する。
【経緯】
・市内で発生する剪定枝の活用方法を「剪定枝等のエネルギー化実証事業」
（平成 22 年度）で検討する。
【参加（連携）
】
・宿泊施設利用や日帰り入浴など多くの市民が利用できる。
【用途】
・給湯、暖房
【規模】
・ボイラ規模 200kW
・燃料消費量
チップの場合：年間消費量 233t 想定 （発熱量 9.6MJ/kg）
ペレットの場合：年間消費量 124t 想定 （発熱量 17MJ/kg）
【費用・収益】


チップの場合：

・設備費：5,570 万円
・運転費：110 万円/年
・燃料費：チップ価格 9 円/kg とした場合チップ購入費 210 万円/年、A 重油価格を 100 円/L とした場合バ
ックアップ用 A 重油購入費 63 万円
・財源：市費、国・都の補助制度
・投資回収年数：15 年
※現在使用している A 重油価格が 100 円/L、チップボイラ導入による追加コストと A 重油削減額の差を収
益、設備費 50%補助を利用した場合として試算した。


ペレットの場合：

・設備費：2,600 万円
・運転費：70 万円/年
・燃料費：ペレット価格 60 円/kg とした場合ペレット購入費 740 万円、A 重油価格を 100 円/L とした場合
- 43 -

バックアップ用 A 重油購入費 63 万円
・財源：市費、国・都の補助制度
【波及のしくみ】
・環境学習効果：バイオマスボイラを見学でき、入浴により体験もできる施設として環境学習に利用できる。
・普及啓発効果：一般市民や企業・大学のセミナー等で使用される施設であるため、普及啓発効果が高いと
考えられる。
・産業の活性化：多くの施設でバイオマスボイラが導入されることで、チップやペレットの製造・流通等の
雇用創出が期待される。また、バイオマスボイラ見学等による入湯者数向上も見込まれる。
・防災面、安全安心の確保：地域燃料を利用することで、海外動向に左右されず燃料調達が可能となる。
【課題】
・バイオマスボイラ設置における景観への配慮、燃料供給体制の整備
【推進スケジュール】
①市内部で、設置に適した施設の抽出、設計準備
②詳細設計、設備発注、施工管理

- 44 -

4.5.2

供給体制整備等の仕組み構築（②）

【概要】
・市内の木質資源を家庭や小規模需要施設等で活用するためには、資材の確保、運搬、加工等の仕組みが必
要となる。そこで、例えば、市内に工場を誘致する等、市内への供給体制整備を行うことで普及啓発を図る。
【経緯】
・木質バイオマスボイラ導入を検討している民間施設があり、市内木質資源活用と燃料の安定確保のため市
内に加工施設を整備することが期待されている。
【参加（連携）
】
・庭木の剪定枝や所有山林の木材を原料として提供したり、市民の森づくりや里山整備による材を活用した
りすることが考えられる。
【用途】
・温浴施設、公共施設、医療施設、集合住宅等が考えられる。
【規模】
・年間 1,400 トン製造（想定）※製造能力１t/h 規模
【費用・収益】
・工場建設費用 2 億円（想定）※既存建屋利用
・
【供給体制整備】市費（仕組みづくり）
、関連民間企業による出資、国・都の補助制度
・売上：60 円/kg×1000×1,400 トン＝8,400 万円/年
【波及のしくみ】
・環境学習効果：市内に木質資源加工工場があることで、工場見学等の環境学習を行うことができる。
・普及啓発効果：原材料購入の仕組みを作ることで、市民が材の供給に関わることができ、普及啓発につな
がる。
・産業の活性化：新たな産業創出、原材料供給・輸送・燃焼機器等の関連産業活性化、企業や大学の研究シ
ーズ創出につながる。
・防災面、安全安心の確保：ペレットは備蓄することが可能な燃料のため、災害時にも利用できる。また、
原料もストックしておくため、加工前の剪定枝や間伐材等は薪、仕掛材はチップとして利用することも可能
である。
【課題】
・施設整備のための資金調達、安定需要、採算性の確保が課題である。
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市民・企業によ
る森づくり

市内の森林

公園・道路

保全
仕組み作り

支援
八王子市

協力

工 場

出資

市内事業者

安定供給
公共施設

民間施設

家庭

【推進スケジュール】
①工場等の進出希望等の調査
②市内で、木質バイオマスボイラーの導入を検討、希望する施設の抽出
③燃料の需要側・供給側のマッチング状況を踏まえ、協力の時期や可否に関して検討
④工場等の整備を経て、燃料供給体制の構築
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4.6

複合プロジェクトのイメージ

ここまでの各エネルギー種の導入イメージをふまえて、八王子市に再生可能エネルギーを複合型で導入
するイメージを以下に示す。なお、ここでいう複合型とは、太陽光とバイオマスなど複数の再生可能エネル
ギー源を組み合わせて導入するという意味と、学校や公園、住宅といったように複数の異なる用途の建築物
等を同時に対象とするという意味がある。
東京都が「新たな多摩のビジョン（素案）
」で示している「スマートエネルギー都市」には、八王子スマ
ートコミュニティ構想と共通する考え方がみられる。スマートエネルギー都市の図で示されている集合住宅
等を中心とする地域を八王子ではニュータウンモデルとしてとらえ、オフィスビルが集中する地域を八王子
では中心市街地モデルと位置付ける。さらに、比較的規模の大きい再生可能エネルギーや戸建住宅が立地す
る地域を市街地近郊モデルとして想定する。

図 スマートエネルギー都市におけるエネルギーマネジメント（イメージ）
出典：東京都「新たな多摩のビジョン（素案）
」
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4.6.1

八王子スマートコミュニティ構想（ニュータウンモデル）

【概要】
・ニュータウン版スマートコミュニティの構成要素として、以下の取組みを組み合わせて、面的に展開する。
①再生可能エネルギーの展示場、モデルケースとしての都市公園
・公園内に太陽光発電設置に適した施設が立地している場合、4.3 太陽光の導入イメージにしたがって、例
えば 4.3.1 公共施設への設置（全額市費あるいはミニ公募債方式）
、4.3.2 民間事業者による公共施設への太
陽光発電導入、4.3.3 市民ファンドによる公共施設「屋根貸し』などが可能で
ある（すでに長池公園・自然館には 10kW の設備が設置されている。2.1 参
照）
。
・同様に、太陽熱利用についても 4.4.1 公共施設への設置イメージに沿った
整備が考えられる。
・重点的に推進するエネルギー源ではないが、公園内に小河川等があれば、
デモンストレーション的な小水力発電の設置も可能である。
②環境学習の拠点、災害時の避難所としての機能を持つ小中学校
・都市公園と同様に、太陽光発電設置に適した施設がある場合、4.3 太陽光の
導入イメージにしたがって、例えば 4.3.1 公共施設への設置（全額市費あるい
はミニ公募債方式）
、4.3.2 民間事業者による公共施設への太陽光発電導入、
4.3.3 市民ファンドによる公共施設「屋根貸し」などが可能である。
・災害時（停電時）の避難所としての機能を考えた場合、太陽が照っている
昼間は、最低限の電力供給が可能だが、夜間についても蓄電池の設置等によ
り最低限の電力供給（照明等）をめざすことがのぞましい。
③ニュータウン内のマンション
・マンションの大規模改修時にあわせて、太陽エネルギー（光発電、熱利用）
の導入が可能である。4.3.5 の住宅・中小事業所における太陽光発電導入へ
の支援をやや大規模化したイメージである。
・太陽熱利用についても、4.4.2 住宅等における太陽熱利用設備導入への支
援に沿った形式での導入が考えられる。
・集合住宅の管理事務所等が災害時の一時的な避難所になる可能性を考慮し、
蓄電池の導入、非常用水の備蓄が安全安心の確保のために重要である。
・太陽光発電で充電する電気自動車のカーシェアリング（共有）も考えられる。
【参加】
・市民：都市公園の利用、小中学校の見学のみならず、設備導入前の意見集約など市民参加を前提とする。
・公園管理者：設備の維持管理、体験型プログラム等の企画運営が可能である。
【波及のしくみ】
・環境学習：都市公園での体験型プログラムの企画・開催。学校へ太陽光発電等が設置されていることを
活かして、児童生徒たちの太陽光発電パネル清掃活動などによって、太陽光発電の装置に実際に触れてみ
ることで、環境学習効果を高めることも可能である。児童生徒たちが学習プログラムの一環として、近隣
の都市公園へ見学に行くなど、公園と学校の相互連携も期待できる。
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・普及啓発：都市公園で体験型プログラム受講に至らなくても、再生可能エネルギー設備が「見える」こと
での普及啓発効果がある。また、学校への設置を通じて児童生徒、教職員、保護者への啓発効果が想定され
る。
・地域への波及：太陽光発電のみならず、蓄電池関連の産業が市内に立地する場合、地場の製造業の活性化
につなげることができる。
エネルギーに直接関係はないが、
カーシェアリングで塾や習い事の送り迎えなど、
マンション内での相互交流が活発になる。
・防災面、安全安心の確保：都市公園、学校、集合住宅（マンション）のいずれも災害時に避難、あるいは
待機する場所として想定され、それらのスポットで、昼は太陽光発電、夜は蓄電池の電力を使って最低限の
生活が維持できる可能性は安全安心につながる。
【課題】
・いずれも相当の財源が必要だが、マンションは「修繕積立金」の活用が可能である。
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4.6.2

八王子スマートコミュニティ構想（中心市街地モデル）

【概要】
・中心市街地版スマートコミュニティの構成要素として、以下の取組みを組み合わせて、面的に展開する。
中心市街地における再生可能エネルギー導入のためには、既存の電力・配管ネットワークなどのインフラを
最大限に活用することが重要である。
①大量のエネルギー需要があるオフィス等
・中心市街地に位置するオフィス等を稼働させるためには大量のエネルギ
ーが必要となるが、太陽光発電や太陽熱利用の適地は比較的少ないと考え
られるため、再生可能エネルギーの導入速度は緩やかになる。
・オフィス等の大規模改修時にあわせて、太陽エネルギー（光発電、熱利
用）の導入が可能である。4.3.5 の住宅・中小事業所における太陽光発電導
入への支援をやや大規模化したイメージである。
・熱需要については、宿泊施設、スポーツクラブ、医療福祉施設等で発生
している。これらについて、4.4.2 住宅等における太陽熱利用設備導入への
支援に沿った形式での導入を進めていくことが考えられる。重点的に推進
するエネルギー源ではないが、下水排熱の活用も有力である。
②商店、飲食店、住宅施設が混在する地域
・将来の市街地再開発などの機会をとらえ、可能な範囲での太陽光発電導入、太陽熱利用を進め、面的なつ
ながりを活かした地域冷暖房、コージェネレーションの整備を進める。
・太陽光発電で充電する電気自動車のカーシェアリング（共有）も考えられる。
【参加】
・市民：市街地再開発等の事業に対する参加、意見表明
・事業者：再生可能エネルギー設備の導入・維持管理、地域冷暖房等のネットワーク構築
【波及のしくみ】
・環境学習：中心市街地という利便性の高い場所に、様々な再生可能エネルギーが導入されることで、オフ
ィスや商店・飲食店等の多数の利用者に対して、再生可能エネルギーが身近な所で使われているという PR
につなげることが可能である。
・普及啓発：中心市街地を利用する人や通過する人に対して、再生可能エネルギー設備が「見える」ことに
よる普及啓発効果が期待される。
・地域への波及：再生可能エネルギー設備だけでなく、地域冷暖房システムのメンテナンスを通じて、エネ
ルギー関連産業の活性化につなげることができる。
・防災面、安全安心の確保：中心市街地のオフィス等は災害時の一時的な避難所になる可能性もあり、蓄電
池の導入、非常用水の備蓄が安全安心の確保のために重要である。
【課題】
・市街地再開発にとって、
再生可能エネルギーの導入は主たる目的ではないため、
再開発の機会をとらえて、
面的なエネルギーシステムの改善を図るためには、行政等からの支援が重要となる。
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4.6.3

八王子スマートコミュニティ構想（市街地近郊モデル）

【概要】
・市街地近郊版スマートコミュニティの構成要素として、以下の取組みを組み合わせて、面的に展開する。
①再生可能エネルギーの大きなポテンシャルをもつ山林
・市域の 47%を占める樹林地は、木質バイオマスの供給源にな
る可能性が高い。市内の森林が適切に整備されるということと
セットで、木質バイオマスの活用支援として 4.5.2 供給体制整備
等の仕組み構築が考えられる。
・また、山林の合間に大規模な空地がある場合、メガソーラー
等の整備により太陽光発電設備の大量立地によるエネルギー供
給も考えられる。この場合、4.3.4 事業者による大規模太陽光発
電（メガソーラー）の枠組みに沿った導入が期待される。
・重点的に推進するエネルギー源ではないが、適地があれば、
小水力発電の設置も可能である。
②地域活動の拠点、災害時の避難所としての機能を持つ公園、公共施設（学校含む）
・山あいで日の出が遅かったり、日の入が早かったりして他地区に比べて
やや日照条件が劣る場合でも、太陽熱利用には十分活用可能な場合が多い。
こうした市街地近郊の公共施設（学校を含む）において、太陽熱利用を 4.4.1
公共施設への設置の仕組みに沿って推進していくことが考えられる。
・また、太陽光発電設置に適した施設がある場合、4.3 太陽光の導入イメー
ジにしたがって、例えば 4.3.1 公共施設への設置（全額市費あるいはミニ公
募債方式）
、4.3.2 民間事業者による公共施設への太陽光発電導入、4.3.3 市
民ファンドによる公共施設「屋根貸し」などが可能である。
・宿泊機能を持つ施設や大量の給湯が必要な施設については、太陽熱利用
のほか、木質バイオマスボイラの導入も考えられる。4.5.1 の公共施設でのバイオマスボイラ導入の仕組み
を参考として進めることができる。
③コミュニティ単位での再生可能エネルギー導入
・4.5.1 の公共施設でのバイオマスボイラ導入の仕組みを参考として、公園や公
共施設に木質バイオマスの集中暖房システムを整備し、十数軒の単位で共用する
ことが考えられる。
・コミュニティの中の住宅単体では、太陽エネルギー（光発電、熱利用）の導入、
木質バイオマスの集中暖房システムの利用が可能である。太陽光発電については、
4.3.5 の住宅・中小事業所における太陽光発電導入への支援イメージに沿った導
入、太陽熱利用については、4.4.2 住宅等における太陽熱利用設備導入への支援
に沿った形式での導入が考えられる。
・木質バイオマスを利用したストーブはニュータウンや中心市街地に比べれば導入しやすいと考えられる。
木質バイオマスストーブの導入（巻末資料の事例等を参照）を通して、一定の需要創出を図ることも可能で
ある。
・農業分野において、農地と共存できる太陽光発電や太陽熱利用も開発されており、重点的に推進するエネ
ルギーではないが地中熱を利用する温室栽培も考えられる。
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【参加】
・市民：山林整備の担い手の育成（市内全域から募集）
・公共施設管理者：設備の維持管理、体験型プログラム等の企画運営
【波及のしくみ】
・環境学習：山林整備活動を通じて、森林の多様な機能への理解が深まる。公共施設に設置された太陽熱利
用や木質バイオマスストーブの体験型プログラムを通じて、再生可能エネルギーへの理解が深まる。地域の
児童生徒たちが学習プログラムの一環として、近隣の公共施設へ見学に行くなど、地域の施設と学校の相互
連携も想定される。
・普及啓発：コミュニティ単位で再生可能エネルギー設備が「見える」ことによる普及啓発効果が期待され
る。また、公共施設への設置を通じて利用者（地域住民）
、職員等への啓発効果が想定される。
・地域への波及：木質バイオマス燃料製造業、集中暖房システムのメンテナンスを通じて、再生可能エネル
ギー関連産業の活性化につなげることができる。山林での森林整備活動を通じて、市民の相互交流が活発に
なる。
・防災面、安全安心の確保：ニュータウンや中心市街地と同様に、市街地近郊においても、都市公園や公共
施設は災害時に避難、あるいは待機する場所として想定される。それらのスポットで、太陽光発電等で稼働
する井戸を備え水を確保できれば、太陽熱利用を活用して最低限の給湯や煮炊きが可能になることは安全安
心面の向上につながる。
【課題】
・いずれも相当の財源が必要であり、コミュニティでの合意形成が不可欠である。

4.7

今後の課題

今後の主な課題として、以下の５点が考えられる。
①これまで市の施設に導入された再生可能エネルギー設備のコスト情報や活用実績は、今後の導入に際して
貴重な情報となるため、整理してわかりやすい形で市民に提供することが必要である。
②市内で再生可能エネルギーを効果的に導入するための詳細な技術選択については、さらなる検討の余地が
ある。例：太陽熱利用のタイプ（強制循環、ソーラーシステム、パッシブ利用等）
、木質バイオマス熱とし
て、薪・チップ・ペレットのどれを選択するか、など。
③導入する再生可能エネルギーに適した需要が存在する施設、地区等をみきわめ、具体的な立地箇所を想定
していく必要がある。関連する施設を所管する部署や地区の住民と再生可能エネルギー導入の可能性につい
て検討し、市民参加型で立地箇所や導入のしくみを決定していくことが重要である。
④具体的な立地箇所を想定した後、実際の見積り額に応じた資金計画を立案することが必要である。資金計
画の立案時に、当該プロジェクトに適用可能な国等の補助金を特定する必要がある。
⑤再生可能エネルギー導入に市民が参加し、市民と事業者、市が協働していくための推進組織に関する詳細
な検討が必要である。また、ソフト事業として、導入設置された再生可能エネルギー設備を活用した学習・
体験プログラム等の開発についても課題である。
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資料編
（事例等）

参考資料
参考１．八王子市再生可能エネルギー導入検討会での検討経過
①第１回検討会
日時：平成 24 年 11 月 12 日（月）18 時 30 分～20 時 30 分
場所：八王子市役所本庁舎 501 会議室
議題：本市における再生可能エネルギーに関する取組みについて、スケジュール（検討会・調査）につい
て、エネルギー需要実態調査について、再生可能エネルギー賦存量・利用可能量の詳細調査について、
その他
②第２回検討会
日時：平成 24 年 12 月 18 日（火）18 時 30 分～20 時 30 分
場所：八王子市役所本庁舎 502 会議室
議題：エネルギー需要実態について、再生可能エネルギー賦存量・利用可能量の詳細調査について、再生
可能エネルギーの導入について、その他
③第３回検討会
日時：平成 25 年２月４日（月）18 時 30 分～20 時 30 分
場所：八王子市役所本庁舎 804 会議室
議題：再生可能エネルギーの検討種類の絞り込みについて、市内における導入プロジェクトのイメージに
ついて、今後のスケジュールについて、その他
④第４回検討会
日時；平成 25 年２月 26 日（火）18 時 30 分～20 時 40 分
場所：八王子市役所議会棟第 6 委員会室
議題：今後の方針等について、導入プロジェクトのイメージについて、その他
⑤第 5 回検討会
日時；平成 25 年３月 27 日（水）18 時 30 分～20 時 40 分
場所：八王子市役所議会棟第 6 委員会室
議題：複合プロジェクトのイメージについて、検討報告書について、その他
検討会における主な意見
第１回
・間伐材の利用について検討が必要。
・間伐材の利用先としてペレットの利用も考えてほしい。
・導入プロジェクトになりうる可能性のある候補をいくつか示し、議論していく。
第２回
・目的が温暖化対策であれば、CO２の削減効果も考えることが必要。
・地域と行政がどのように支援するか、効果を出すか、その設計が問われてくる。
・地域の産業振興や住民の意識変革などの波及性を盛り込んだ事業を考えるべき。
・地元の産業が活性化する、八王子市に利益が出るということを前提に話を進めてほしい。
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検討会における主な意見（続き）
第２回
・非常時の電源として考えると、太陽光は不向きである。非常時に使える方策も検討する必
要がある。
第３回
・環境と経済性はどちらが重要ということではないので、色々なバリエーションを示すこと
が必要。
・目標を持って取り組んでいくことが大事。
・太陽光発電システムが環境教育に活用されていない。
・世間で省エネ行動は、節約という理由が多く、温暖化対策という意識が低い。
・波及効果が薄いのであれば補助は必要ない。
・太陽光だけでなく総合的な取り組みが必要。
第４回
・市民や地域の事業者が集まって議論してるので、その後の展開も一緒に考えることが必要。
・太陽光などはどこでもできるが、広大な緑を活用することが八王子らしさになるのでは。
・事業単体で事業モデルをつくるのも良いが、地域ごとのモデルや組み合わせ型の事業も良
い。
・エネルギーの自給ができるような家など、色々なアイデアを入れて持続可能なライフスタ
イルの見本をつくれたらおもしろい。
・市民ファンドの先行事例はノウハウのあるところと連携があったもの。市民出資だけでは
大変という認識は必要。
・先をみて 10 年くらいの間で何をどう実現していくのかという議論が重要。
・色々な事業主体が参加できる仕組みが大事。
第５回
・八王子市内の民間企業（マンション）でも太陽熱導入が進められている。
・バイオマスの場合、山林の管理をすることでＣＯ２吸収源にもなり得る。
・森林整備はとても大事な分野だと思うので、技術者の養成をやらないといけないと考えて
いる。
・多様なところ、多様なエリア別にベストミックスを目指す方向性に進むのが良い。
・20 年 30 年後を考えると、市民の参加というのは重要。
・市民参加の仕組みや地元企業との連携、市民を巻き込んで事業を興すことなどについて検
討していきたい。
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参考２．検討会委員名簿
八王子市再生可能エネルギー導入検討会 委員名簿（敬称略）
区分

1

座
長

2

副
座
長

所属

役職等
大学院環境情報研究院 教授

横浜国立大学
博士（エネルギー科学）

氏名
ホンドウ

ヒロキ

本藤

祐樹

地域研究センター
学識

法政大学

経験者

温暖化適応プロジェクト

シライ

ノブオ

白井

信雄

特任教授 技術士（環境部門）
建築学部 まちづくり学科

3

工学院大学

（環境共生分野）

ナカジマ

ユウスケ

中島

裕輔

アンドウ

ヒロカズ

安藤

広和

准教授 博士（工学） 一級建築士
東京ガス株式会社
4

支店長
多摩支店
株式会社

5

代表取締役
コスモウェーブ

6

関連
団体

株式会社
代表取締役社長
リースキン西東京
中央地区

副会長

7
環境市民会議
8

特定非営利活動法人
NPO フュージョン長池

（温暖化防止センター運営委員会副会長）
理事長
（八王子市長池公園指定管理者）

イマイ

マサハル

今井

雅晴

エンドウ

マサタカ

遠藤

尚孝

クワタ

カズヒト

桒田

和仁

トミナガ

カズオ

富永

一夫

オクダ

9

奥田

コ

さが子

公募市民
ミウラ

10

三浦
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すみえ

参考３．事例等
以下のような他自治体における導入事例等を参考にした。
①太陽光：
○公共用地（兵庫県淡路市）
：100％公共事業として実施するプロジェクトの参考事例。メガソーラーの
事例としても参考になる。
○公益施設（長野県飯田市おひさまエネルギー）
：市民団体・NPO と行政が役割分担しながら協働する
参考事例。地域への面的な展開の事例として参考になる。
○バリエーション：民間施設屋根を利用した市民太陽光発電所に関する事例
○バリエーション：民間グループ施設における市民太陽光発電所（擬似市民ファンド方式）の事例
※擬似市民ファンドとは、広く一般に出資を呼びかける一般的な市民ファンドとは異なり、施設利用者、関係者を中心とし
た層だけに出資を呼びかけるという意味で用いている。

②太陽熱：
○集合住宅（東京都世田谷区）
：太陽熱が戸建住宅だけでなく集合住宅でも導入できることを示す参考事
例。東京都の財政的支援がある点も参考になる。
○バリエーション：民間事業者による太陽熱への行政支援の事例
③小水力：
○家中川（山梨県都留市）
：市の事業でありながら、市民の擬似的な出資（地方債）を活用している参考
事例。
④木質バイオマス熱：
○温浴施設（東京都檜原村）
：木質バイオマスについて、ある程度まとまった量の導入ができる参考事例。
都内の事例であることも、燃料調達等の点で参考になる。
○集合住宅（群馬県上野村）
：公共事業として木質バイオマス熱を広げる可能性を示す参考事例。
○バリエーション：住宅等へのペレットストーブ導入支援に関する事例。
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兵庫県淡路市メガワット級ソーラー集積事業（あわじメガソーラー1）
【概要】
・公共用地にメガソーラーを建設する事例。兵庫県と淡路市が「あわじ環境未来島構想」の先導モデルとし
て、市役所周辺の企業誘致用地を県が提供した。これをきっかけに、平成 22 年度には学校施設へ取組みを
広げ、小中学校 10 箇所に太陽光発電施設が設置されている。
【経緯】
・国の地域活性化特性特区認定を受けた「あわじ環境未来島構想」の一環。
・温暖で降水量が比較的少ない瀬戸内海気候、日照時間は年間平均 2,100 時間と関西圏でもっとも長い特性
をいかした取組み。
・立地場所は、兵庫県企業庁が誘致用地として所有していたところ、県と市双方にメリットがあるとして借
地化。
【参加（連携）
】
・兵庫県と淡路市で推進している。
【規模】
・総面積：1.9ha（空地を含む）
・規模：1000kw
・淡路市役所庁舎（200kW）
、
防災あんしんセンター（450kW）
津名浄化センター（350kW）
※余剰電力は関西電力に売電
【費用・収益】
・約 4.6 億円

あわじメガソーラー１全景(淡路市 HP より)

・兵庫県に交付された環境省の交付金（環境未来島構想とは別）
・売電収入 120 日 36.2 万 kWh*40=1448 万（休日に売電をした場合の収益見込み） 年間 1200 万円
・投資回収年：38 年（自家消費分を考慮しない場合）
【波及のしくみ】
・各種見学者への対応が盛んである。
・環境未来島構想も含めて市民の中でソーラーに対する意識が根付いている。
・淡路のなかで民間主導のメガソーラーが複数建設されたという実績が増えているので、その先鞭を付けた
といえる。
【資料】
・淡路市 HP＞管財課＞淡路市メガワット級ソーラー集積事業 あわじメガソーラー１
http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/kanzai/mega-solar.html
・淡路市管財課ヒアリング
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長野県飯田市の太陽光発電導入～おひさまファンドを核とした南信州地域への太陽光発電普及～
【概要】
・NPO 法人「南信州おひさま進歩」が母体となった「おひさまエネルギーファンド㈱」が、自然エネルギ
ー及び省エネルギー事業に関する市民ファンドの組成、募集、運営、管理などを担いながら、飯田市とも連
携して、南信州全域の公益施設や家庭、事業者への太陽光発電装置の導入を活発に推進している。
飯田市内の太陽光発電設置状況（平成 22 年度）
：1,384 戸（3.7%、飯田市環境レポート）
注：全国平均：1.5%（平成 22 年度末の累計導入件数：77 万、世帯数 5195 万）
【経緯】
年
平成 16（2004）年

NPO の主な活動

事業体の主な活動

・2 月、市役所にて設立総会、設立を議決
・5 月、市民発電「おひさま発電所第１号」明星保
育園にて点灯式（環境自治体会議飯田会議の一
環）
・5 月、特定非営利活動法人格取得
・12 月、「平成のまほろば事業」プロジェクト開始

平成 17（2005）年

・12 月、NPO を母体とし、おひさま進歩エネルギー（有）設立
・2 月、太陽光発電、省エネルギーの両事業に対して市民出
資「南信州おひさまファンド」立ち上げ
・3 月、飯田市内 38 ヶ所の幼稚園･保育園等の公共施設に
計 208KW の太陽光発電の設置が完了。 商店や中小規模
事業所を対象とした省エネルギー(エスコ)の両事業を開始

・12 月、環境教育「パネルシアター」の上演を開始

・5 月、個人・法人計 460 名より約２億円を出資、募集終了

平成 18（2006）年

・3 月、グリーン電力事業を開始し、飯田市初のグリーン電
力証書を、㈱自然エネルギー・コムを通じて、事業者やイベ
ントへ提供（販売）

平成 19（2007）年

・10 月、おひさまエネルギーファンド㈱設立、市民出資エネ
ルギー事業を全国的に展開開始

平成 20（2008）年

・12 月、太陽光発電などの自然エネルギー事業や省エネル
ギー事業に対して市民出資（温暖化防止おひさまファンド）
を募集。個人・法人計 653 名より、4 億 3430 万円調達

平成 21（2009）年

・12 月末、太陽光発電事業を中心とする「おひさまファンド
2009」を募集。個人・法人計 145 名から 7520 万円調達

平成 22（2010）年

・5 月、エコポイントの寄附対象事業者として選定

・10 月から、信州・結いの国おひさまファンドの募集。個人・
法人計 103 名から 4790 万円調達

【参加（連携）
】多くの市民が出資者として参加（平成 17 年 460 名、平成 20 年 653 名、平成 21 年 145 名）
。
・平成 17 年「南信州おひさまファンド」の計 460 名のうち、市内からの出資は 58 名、市外からの出資は
402 名。平成 20 年以降のファンドについても傾向は同様とのことである。
・市（行政）は、おひさま発電所（平成 17 年）の設置施設において、20 年間の固定価格での電力購入契約
を結んだ。
・また、行政財産の目的外使用許可も同様に 20 年間で、建替え、移転等の場合も契約断続に配慮する規定
となっている。これらによって事業の健全性が確保できている。市民出資、行政との連携、地元金融機関（飯
田信金）との連携すべてを NPO が主体となってコーディネートしている。
【行政財産の目的外使用について】
書籍『みんなの力で自然エネルギーを～市民出資による「おひさま」革命』
（おひさま進歩エネルギー会
社・著）から抜粋した飯田市長の文章は、下記の通りである。
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・同書籍中の牧野・飯田市長の文章
おひさま進歩からの提案を受けて当事業を始めるにあたり、私ども行政はかなりの議論を重ねた上で決
断をいたした。なぜならお堅い行政の視点からみると、
「保育園は子どもを保育するためにあり、民間会社
が発電をする場所ではない」ということになるからである。保育園や公民館を所有する行政の立場からみ
ると、このビジネスモデルは明らかに「目的外使用」である。実はこの「目的外使用」の壁を乗りこえて
公共的施設の屋根を実際に民間会社に貸せるかどうかが、高いハードルだった。
行政は全く知らない会社にいきなり公共の屋根を貸すことはできないから、おひさま進歩という会社は
どういう会社なのかをしっかりと把握し、このビジネスモデルが地域の人々にとって本当にプラスになる
かどうか、そういった議論や調査を経た上で、
「この取組は自然エネルギーの活用によるエネルギーの地産
地消に繋がり、環境産業の育成に資するだけではなく、環境教育を進めていく上でもいいことだから、目
的外使用を長期間にわたって認めましょう」と、最終的に踏み切った。
【規模】
①南信州おひさまファンド（平成 17 年）

太陽光発電 208kW（38 箇所）
、省エネ（エスコ）事業
平成 19 年 4 月～8 月設置（環境省メガワットソーラー共

②温暖化防止おひさまファンド（平成 20 年）

同利用モデル事業）44 箇所 出力 364.7kW

など

平成 20 年 3 月～6 月設置（環境省メガワットソーラー共
同利用モデル事業）49 箇所 出力 335.35kW

③おひさまファンド 2009 など

平成 21 年 3 月～4 月設置 32 箇所※
累計 162 箇所 全発電容量 1,281kW
平成 21 年度 26 軒設置 出力 86,322kW

④個人宅向け太陽光発電 0 円システム

平成 22 年度 22 軒設置 出力 72,200kW
平成 23 年度 40 軒設置 出力 155,520kW

【収益】
①南信州おひさまファンド（平成 17 年） 1 口 10 万と 50 万円の募集。年間分配利回り：2％～3.3％
ファンド 2 億＋環境省交付金(環境と経済の好循環まちモデル事業)1.6 億→太陽光 1.4 億＋省エネ等 2.2 億
②温暖化防止おひさまファンド（平成 19 年） 1 口 10 万と 50 万円の募集。年間分配利回り：2.1％～2.6％
③おひさまファンド 2009 1 口 10 万と 50 万円の募集。年間分配利回り：1.1％～2.5％
④信州・結いの国おひさまファンド（平成 22 年） 1 口 10 万と 25 万円の募集。年間分配利回り 2％～2.5％
いずれもこれまで、計画通り分配されている。

【波及のしくみ】
・環境学習：設置している幼稚園等における環境教育として、
「パネルシアター」を実施している（年間最
大 2200 人）
。
パネルシアターは、保育園や公民館等に設置された太陽光発電（おひさま発電所）を通して環境教育を行
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なうために考案される。マスコットキャラクター「さんぽちゃん」を主人公とした物語を、大きな紙芝居の
ような形で上演し、太陽光発電の仕組み、自然の大切さ、省エネの大切さ等を、わかりやすく子どもたちに
伝えている。
・普及啓発：市民アンケートで、
「環境関連の考え方や行動に影響を与えたもの」をきいた結果、もっとも
多くの市民が選択したのが「市民共同発電（おひさま進歩）
」で約２割に上った（平成 21 年、信州大学調
査）
。
・地域経済の活性化：省エネルギー事業として、商店街エスコ事業を展開、飯田市美術博物館、公共展示施
設、養護老人ホーム、製菓販売店、飲食店、介護施設デイサービスセンターなどの省エネ機器設置をおこな
っている。
・防災、安全安心の確保：幼稚園、保育園、公民館、住宅などに設置された太陽光発電は、停電時に自立運
転に切り替え、携帯電話やラジオの充電といった比較的少量の電力消費を賄うことができる。
【課題】
・一連のおひさまファンドは計画通りの利回りでこれまでは分配されているが、絶対の保証があるわけでは
ないそのためのリスク管理を徹底する必要がある。
・一連の事業のうち、
比較的初期の事業については環境省の補助金が投入されて成立した側面があり、今後、
補助金が減少すると考えられる状況で、同様の事業が成り立つかどうか検討する必要がある。
・一般的に、市民ファンドを組成する場合、第２種金融商品取引業として登録するなど、一定の専門知識が
必要となる八王子で取組む場合、核となる組織の構築、ファンド組成準備、専門知識の習得に相当の時間を
要する。
・一般の電力会社（八王子の場合、東京電力）から購入する電力よりも高い価格で電力を購入することにな
る場合は、なぜ高いのか、税金をそのことに投入する説明責任が求められる。
・公共施設の屋根への設置を想定した場合、耐震性や防水工事との関係など、設置に適した施設を慎重に抽
出する必要がある。
【条例】
・飯田市では「再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」が検討中である。
【参考資料】
・NPO 法人南信州おひさま進歩 HP http://www.ohisama-shinpo.or.jp/index.html
・おひさまエネルギーファンド株式会社 HP http://www.ohisama-fund.jp/
・おひさま進歩エネルギー株式会社 HP http://www.ohisama-energy.co.jp/index.html
・飯田市 HP http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=9593
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南信州全域での設置は累計 253 箇所、設置容量 1,600kW に及んでいる。

本プロジェクトによって発電所が設置された幼稚園
(おひさまエネルギーファンド株式会社 HP より)
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導入バリエーション：民間施設屋根を利用した市民太陽光発電所
【概要】
・市内の福祉施設の屋根を利用し、太陽光発電パネルを設置する。これは市民出資による市民共同発電所と
し、売電による収益は出資者（市民）に還元する。行政は設備費の一部補助や FIT における設備認定支援
等のサポートを行い、市民と行政が連携した取組みとすることも可能である。
【参加（連携）
】
・出資者として市民が主体的に参加する。
・行政は設備補助や事務手続き上のサポートなどを行う。
・福祉施設利用者も参加できる仕組み作り（発電量のチェック、報告、見学会実施等）が可能である。
【規模】
・屋根面積：250 ㎡ ※福祉作業所を想定
・規模 16kW（想定）
【費用・収益】
・概算 16kW×50 万円（kW 単価）＝800 万円
・発電量：16kW×24 時間×365 日×設備稼働率 12%＝16,800kWh/年
・売電収入：16,800kWh/年×40 円/kWh＝672,000 円/年
【波及のしくみ】
・毎月の発電量を福祉施設の利用者にチェックしてもらうなど、様々な市民が関われる仕組みをつくること
で普及啓発効果が期待される。
・市内事業者による施工・保守を前提とし、地域の再生可能エネルギー産業発展に資する。
【課題】
・市民ファンドの設立・運営ノウハウ（金融商品業者登録含む）が必要となる。
・太陽光発電設置の設計や電力会社への設備認定といった技術・事務に精通したスタッフが必要となる。
・ファンド担当、技術担当、渉外担当といった複数スタッフでのチームで動くことになり、マネージャ的な
人材も必要になる。
市民

出資

発電事業者

配当金

設置・運営
市民太陽光発電所

収益

（福祉施設屋上設置）
売電

市内
事業者

・施工
・保守

電力会社
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行政
・設備補助
・設備認定サポート

導入バリエーション：民間グループ施設における市民太陽光発電所
（擬似市民ファンド方式）
【概要】
・市内に複数事業所を持つ民間施設に関連市民が出資し太陽光発電パネルを設置、収益は出資者への還元に
加え次のグループ施設への導入費に充てる。
・例えば、複数施設を持つ幼稚園を対象にした場合、幼稚園利用者（現在・過去・将来）や周辺住民を中心
に出資を募り、太陽光発電パネルを設置し、施設で使用する電力の余剰分が売電できる。災害時に周辺住民
が利用できるようにすることで、施設利用者以外にもメリットのあるものとする必要がある。また、1 基目
は資金面の不安があり、事業運営等の経験もないことから、立ち上げ時に市がサポートすることでその後の
自立した活動につなげることが可能になると考えられる。
【参加（連携）
】
・幼稚園利用者が出資者となり、園児が利用する電力の一部を賄うことが可能である。
・行政は設備補助や事務手続き上のサポートなどを行う。
【規模】
施設 A 300m2 ※A 学園 B 幼稚園
施設 B 300m2 ※A 学園 C 幼稚園
1 箇所あたり 20kW（想定）
【費用・収益】
・1 基目 20kW×50 万円（kW 単価）＝1,000 万円
うち 1/2 補助利用→施設利用者等出資分 500 万円
・2 基目以降は費用の半分を既存発電設備売電収入により賄い、残りを施設利用者等による出資とする。
・収益
※1 箇所あたりの収入試算

※発電量の半分を売電する場合

発電量：10kW×24 時間×365 日×設備稼働率 12%＝10,512kWh/年
売電収入：10,512kWh/年×40 円/kWh＝420,480 円/年
420,480 円×20 年＝8,409,600 円
【波及のしくみ】
・園児やその家族が太陽光発電に触れる機会ができ、環境学習にも利用できる。
・広く市民からの出資を募るのではなく利用者を中心に対象とすることで、再生可能エネルギーに関心が低
い市民も関わりやすい取組みとなる。
・市内事業者による施工・保守を前提とし、地域の再生可能エネルギー産業発展に資する。
・災害時の電源として活用できる。
【課題】
・施設利用者の事業への理解（インセンティブ）が必要となる。
・2 基目以降の初期投資分を売電収入から得るまでに時間がかかることが想定される。
・発電事業の運営ノウハウや人材が必要になる。
- 64 -

行政

施設利用者
（過去・現在・将来）

・設備補助
・設備認定サポート

出資
グループ幼稚園 A
市内
事業者

・施工
・保守

電力
自家利用

太陽光発電設
置
売電

売電収入

電力会社

資金

グループ幼稚園 B
太陽光発電設

施設利用者
出資
（過去・現在・将来）

自家
利用

置
売電

売電収入

電力会社

資金
グループ施設
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ザ・レジデンス千歳船橋
（東京都初の太陽熱パネルを設置した環境配慮型マンション）
【概要】
・東京 23 区内で、太陽熱パネルを設置した大規模マンション、約 300 戸を建設・分譲した事例である。
・太陽熱パネルで暖めた熱媒体（不凍液）を地下の集中熱源プラント内にある熱交換器で温水と暖房用熱媒
体に熱交換し、全住戸に給湯用の温水と床暖房の熱媒体を供給している。
【経緯】
・事業主体各社が東京都「カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト」施策に呼応したものである。
【参加（連携）
】
・事業主体：大和ハウス工業、三井不動産レジデンシャル、長谷工コーポレーション
・補助金：東京都、資源エネルギー庁
【規模】
・総面積：658 ㎡（太陽熱パネル）
・マンション全体で 90 年度比 10.9%CO2 削減
【費用・収益】
・費用計 8300 万円（内訳：東京都における太陽光エネルギー利用機器導入の交付金（2,100 万）
、資源エネ
ルギー庁事業者支援対策事業補助金（6,200 万）
）
【波及のしくみ】
・世帯ごとのボイラが必要がない代わりに、貯湯タンクや熱プラント室が必要になる。
・エントランスに太陽熱利用状況をモニター画面で掲示して「見える化」していることから住民への意識啓
発効果がある。
【課題】
・コストがかかるため、普及を進めてコストを下げていく必要がある。
・認知度が低く、販売価格が上乗せしづらい点が課題である。
・地域によって導入効果に差がある。
【資料】
http:// sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/modelroom/detail/MMSUa5001030032011/
http://www.solarjournal.jp/2389/daiwa/
http://www.haseko.co.jp/hc/information/press/20100129.html
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（日経住宅サーチウェブサイト
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/modelroom/detail/MMSUa5001030032011/より）
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民間事業者による太陽熱への行政支援
【概要】
・家庭向けの補助・モニター事業のような直接的な支援だけでなく、グリーン熱証書の斡旋や熱量把握のた
めのメーター整備など側面的な支援策を実施する。
・下の図において、市は例えば、環境価値購入者として、市内のグリーン熱事業者からの証書を優先的に購
入することが可能である（エコオフィスプランの実績において、ガスや灯油等の目標値が達成できない場合
など）
。
【参加（連携）
】
・市内でグリーン熱事業者として事業を営もうとする事業者を育成する。
【費用・収益】
・環境価値の取引価格は公表されておらず、費用は不明である。
【波及のしくみ】
・市だけでなく、事業者などが熱利用に伴う環境負荷について認識を深める。
・市がグリーン熱証書を購入することを通じて、市内で太陽熱などの再生可能エネルギーが利用されている
現状が広く知られる。
・市内でのグリーン熱供給や、グリーン熱証書の発行を通じて熱供給事業者の収益性が向上する。
【課題】
・グリーン熱証書のしくみはこれまでバイオマスしか実績がなく、太陽熱に応用可能なのか不明である。ま
た、応用可能である場合も、実際にどのように運営されるのか、詳細が不明である。

図 グリーン熱証書の仕組み（例）
出典：日本自然エネルギー（株）提供
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家中川（かちゅうがわ）小水力市民発電所「元気くん 1 号」
、
「2 号」
、
「3 号」
【概要】
・市役所前を流れる家中川の急流に着目し、市のシンボルとして水力発電を設置、建設資金の一部に市民公
募債を活用し、市民参加も取り入れた事例である。
【経緯】
・平成 16 年 4 月 29 日の都留市制 50 周年を記念し、都留市のシンボルとして、また都留市の再生可能エネ
ルギーとして最も期待される小水力発電の普及を目的に、市民参加型で小水力発電を実施している。
【参加（連携）
】
・市民債（公募債購入を通じて参加）
【規模】
・元気くん 1 号：20kW、平均 13kW
・元気くん 2 号：19kW、平均 15kW
・元気くん 3 号：7.3kW、平均 6kW
【費用・収益】
・元気くん 1 号： 43,374,450 円
NEDO 補助金 15,166 千円、市民公募債（つるのおんがえし債）17,000 千円、都留市一般財源 11,208
千円
・元気くん 2 号： 62,318,550 円
NEDO 等補助金 32,427 千円、市民公募債 23,600 千円、都留市一般財源 6,290 千円
・元気くん 3 号： 33,000,000 円
山梨県地域クリーンエネルギー導入促進事業費補助金 33,000,000 円
【波及のしくみ】
・
「小水力発電のまち」というイメージが定着し始めている。
・開発途上国の新たな電力供給手段としても注目されており、海外からの視察団も訪れている。
・小学校に隣接していることから、小学生たちは常に水車の回転音や水しぶきの音を聞いており、環境に対
する関心の高まり、次代まで引き継いでくれることが期待できる。
・市が、ミニ公募債の購入による環境対策への協力を市民に呼びかけることにより、環境に対する多くの市
民の潜在意識を引き出し、環境対策に関わっていることが実感できるようなしかけを行っている。
・小水力発電所の電力を利用した植物工場の運営が検討されている。
【課題】
・家中川は農業用水であり、水量が一定ではない。
・上流から漂流ゴミがあり、1 号には特殊な除去装置が付けられている。
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【資料】
小水力発電データベース HP ：http://j-water.jp/database/
都留市 HP ：http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=2681
つるのおんがえし債 ：http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=2688
山梨県市民共同発電
http://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sozo/documents/shiminkyoudouhatsuden.pdf
富士山 NET 元気くん 3 号始動へ都留の小水力発電らせん水車追加出力 7.3 キロワット「自給自足」に一役
http://www.fujisan-net.jp/news/2012/02/16/12.html
事業シート（概要説明書）家中川小水力市民発電所運営事業
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/div/kikaku/pdf/jigyousiwake/24jigyou1.pdf
小水力発電のまち（アクアバレーつる） 都留市
http://www.pref.yamanashi.jp/shichoson/documents/turu.pdf

「元気くん１号」全景

「元気くん 2 号」全景
(以上 2 点の出典：全国小水力利用推進協議会 小水力発電データベース)
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東京都檜原村

数馬の湯

【概要】
・檜原村では、平成 18 年度に「地域新エネルギービジョン」を策定。平成 20 年度には、
「新
エネルギー詳細ビジョン」が策定され、木質バイオマス導入計画が検討される。平成 24 年、
村内の豊富な森林資源の活用を目的として、温浴施設「数馬の湯」に温泉加温、給湯用の薪
ボイラが導入された。
【経緯】
・化石資源からの脱却による地球温暖化防止
・林産業の再興と森林整備
・新規雇用の創出、地域活性化
⇒以上を目的として木質バイオマスボイラへの転換を計画
【参加（連携）
】
・地元山主、NPO からの薪の原料供給
・薪製造業務をシルバー人材センターに委託し、雇用創出
【規模】
・敷地面積：6,069m2、建屋面積：717.81m2、延床面積：807.79m2
・薪ボイラ規模：80kW×2 基
・薪年間消費量（予定）
：164t(30%w.b.)（灯油約 60,000L 分に相当）
【費用・収益】
・導入費用：約 42,000 千円
・薪製造設備整備費：約 24,000 千円
・地球温暖化対策等推進のための区市町村補助金（東京都）全額補助
・年間燃料費削減額：不明
【波及のしくみ】
・村・施設のサイト、村内イベント（払沢の滝ふるさと夏まつり）での普及啓発が行われて
いる。
・地域の森林資源活用、林業の活性化に貢献している。
・地域で製造する燃料を使用するため、化石燃料の動向に左右されにくい特徴がある。
【課題】
・薪の原料となる原木を必要量確保することが課題である。
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【資料】
・檜原村地域新エネルギー事業化可能性調査報告書
・薪ボイラ導入アドバイザリー業務（檜原村）業務報告書
・読売新聞記事（平成 24 年 10 月 5 日）
・季刊ソーラーシステム 130 号
http://www.haseko.co.jp/hc/information/press/20100129.html

数馬の湯

薪ボイラ
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上野村

村営住宅

【概要】
・上野村では、
村内に豊富な森林資源の活用を目的として平成 23 年にペレット工場を建設。
ペレットの需要創出の一つとして、平成 24 年には村営住宅の暖房用として小型ペレットボ
イラを導入した。これは、セントラルヒーティングで 10 戸の各部屋に温水を循環させ、暖
房しているもので、集合住宅での木質バイオマス利用は全国でも珍しい事例である。ペレッ
トボイラを導入する際に初期投資費用が課題となるが、
上野村ではペレットサイロとして水
タンクを利用し、バイク倉庫を建屋として利用するなど、コスト低減化の工夫が大きな特徴
となっている。
【経緯】
・村で製造しているペレットの需要創出と普及啓発のため、新築の集合住宅建設の際に小型
ペレットボイラが導入される。
【参加（連携）
】
・村内で働く若者や一人暮らしの高齢者が利用
【規模】
・ペレットボイラ：25kW、温水ファンコンベクター：2.3kW/戸（バックアップ灯油ボイラ：
36.2kW）
・暖房面積：洋室 6 帖×10 戸
【費用・収益】
・導入費用：874 万円（税別）
・森林整備加速化・林業再生基金（林野庁）
：設備費の 50%、県単費：10%
・利用料は検討中
【波及のしくみ】
・市民が直接ペレットを利用できるため、身近な燃料としてペレットを認識してもらうきっ
かけになることが想定される。
・地域の森林資源活用、村内のペレット工場稼働率向上に貢献している。
・高齢者が利用する場合、
個別に灯油を使用するストーブよりも安全性が高く管理しやすい。
【課題】
・ペレットサイロからペレットを供給する方法として、空気搬送を採用しているが、フィル
タに粉塵がつまるトラブルが発生している。
こまめに掃除をすることで課題をクリアしてい
る。
【資料】
・ヒアリング

- 73 -

村営住宅

部屋のファンコンベクター
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導入バリエーション：住宅等へのペレットストーブ導入支援
【概要】
・住宅等へのペレットストーブ導入について、全国的に多く行われているのは設備に対する
補助制度である。石油ストーブ等に比べて初期投資額が大きいことが導入の課題の一つとな
っているため、行政支援として期待される。また、現状では八王子近隣にペレット工場がな
いため、ペレット購入時の運搬費用の負担が大きい場合がある。市内の商店やガソリンスタ
ンド等で購入することができれば燃料調達が容易となるため、供給拠点整備も支援策として
考えられる。また、ペレットストーブを取り扱う市内事業者の育成も重要となる。
・現状では市内でペレットストーブを販売する事業者がいないため、市外の事業者による相
談や設置工事、メンテナンス等が行われていると考えられる。身近に取扱い事業者がいるこ
とで、気軽に相談でき、メンテナンス等のアフターサービスも容易に受けられるため、安心
してペレットストーブを購入することができる。
【参加（連携）
】
・各家庭で導入または公共施設での体験による参加が可能である。
【規模】
・暖房のみ：2.5～19kW
・暖房、給湯（ボイラタイプ）
：12～33.7kW
【費用・収益】
・暖房のみ：24 万円～
・暖房、給湯（ボイラタイプ）
：80 万円～
※給排気筒および設置工事費除く
【波及のしくみ】
・公共施設や自宅でペレットストーブを利用することで環境学習につながる。
・自宅で導入できない市民も身近な場所でペレットを体験することができることから、普及
啓発につながる。
・燃焼器具の販売やメンテナンス等の新たな産業育成につながる。
・身近な場所にペレット供給拠点があることで、災害時にもある程度の燃料を確保すること
ができる。
【課題】
・設備に対する補助制度：石油ストーブ等に比べて初期投資額が大きいことが導入の課題の
一つとなっている。
・燃料供給拠点整備：現状では近隣にペレット工場がなく、ペレット購入時の運搬費用の負
担が大きい場合がある。
・市内事業者の育成：市内にペレットストーブ取扱い事業者がいないことでメンテナンス等
の不安があり導入の障害となっている。
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Fujisawa サスティナブル・スマートタウン（Fujisawa SST）
【概要】
・パナソニックを中心とした企業群が市と共同し、
スマートタウンを新たに整備する取組み。
太陽光発電システムと家庭用蓄電池を全ての住宅・施設・公共ゾーン等街区全体に標準装備
していく予定。
・街区全体でのインフラ・設備の最適設計をおこない、家庭用燃料電池エネファームをはじ
めとした創エネ、蓄エネ、省エネ機器の普及、エネルギーマネジメントの実現で、街全体で
の CO２削減 70％（1990 年比）を目指す。次の図はパナソニックによる基本構想。

・マスタープラニングでは、自然の恵み（風と緑のネットワーク）やエネルギー機器導入、
EV（電気自動車）
・シェアリング等、開発・分譲後のエコな暮らし・サービスを起点とした
街区設計を行う。また、次世代のくらしを支援するサービスのモデル作りとして、太陽光発
電の売電制度の変化に応じて蓄電池容量を増設できるエネルギーサービス、エコカー／EV
をシェアするモビリティサービス、照明とセンサと監視カメラを最適制御し、街全体を見守
るセキュリティサービスなどに取り組む。
【経緯】
・2011 年 5 月、構想発表。2013 年度の街開き、2018 年度の全世帯入居を予定。
【参加】
・パナソニックの他、東京ガスやオリックス等のパートナー企業 11 社及び藤沢市が共同で
取組む。
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【用途】
・住宅約 1000 戸、商業施設、公益施設を整備。
【規模】
・面積：パナソニック藤沢工場跡地約 19ha
・太陽光発電の設置容量等は公表されていない。
【費用】
・総事業費：約 600 億円（うちパナソニックグループ分 250 億円）
【財源】
・当初、事業者資本、金融機関の融資。最終的には売却。
【波及のしくみ】
・普及啓発：創エネ機器・蓄エネ機器・省エネ機器の稼働状況等を管理する宅内ディスプレ
イを通じた意識変化が想定される。
・地域への波及：藤沢市との協働による周辺地域へ事業展開を予定。事業モデルを、今後、
国内外で展開していく予定。
・防災面、安全安心の確保：震災復興への街づくりモデルの展開を推進。セキュリティサー
ビスとして、照明とセンサと監視カメラを最適制御し、街全体を見守り、人や車の動線を踏
まえた、適切な照明やカメラの配置設計。
【条例】
根拠となる条例、あるいは今後制定予定の条例、土地利用との関連：藤沢市が取り組む３つ
の街づくりプロジェクトの１つとして位置づけ

【資料】
パナソニック WEB ページ http://panasonic.co.jp/es/fujisawasst/
藤沢市資料等
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東京ガス「磯子スマートハウス」
【概要】
・東京ガスの社宅に、太陽光発電、太陽熱利用、燃料電池等を複合的に導入し、実証試験を
おこなっている事例。
【経緯】
・2010 年 8 月から実証試験に関する建物や設備の設計・建設工事を行い、2012 年 3 月下
旬から入寮を開始。同年 4 月から実証を開始。なお、本事例においては太陽熱の活用だけ
でなく、太陽光発電もおこなっており、下記の効果は、太陽光発電のものも合わせたもので
あることに留意。
【用途】
・東京ガス社員・家族用集合住宅（社宅）
【総戸数】
・地上 4 階地下 1 階、全 24 戸
【規模】
・太陽熱利用ガス温水システム「SOLAMO」屋上設置型集熱パネル約 10 ㎡＋バルコニー
一体型 1 住戸
【波及のしくみ】
・同等の標準的な集合住宅と比較して、約 4 割の一次エネルギーの削減と約 3 割の CO２削
減が見込まれる。
【資料】
・東京ガス HP＞業務用・工業用 TOP＞スマエネ＞事例から探す＞6.磯子スマートハウス
http://eee.tokyo-gas.co.jp/sen/case/case06.html

東京ガスの「磯子スマートハウス」全景
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東京ガスの「磯子スマートハウス」に導入されたエネルギー供給源
（出典：いずれも東京ガス WEB）
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日野市「エコひいきな街づくりモデル街区」事業
【概要】
・市営住宅跡地を 12 区画に分け、健康・環境に配慮したモデル街区として設定。土地を売
るだけではなく、市の商工会などと連携し、エコロジー優先のまちづくりと住宅建設に向け
た仕様を策定。同仕様に沿った住宅建設を条件として土地の販売を行った。2009 年度に事
業実施。

・市が定めたエコ仕様の住宅を建設した家庭に対し、約 2.7kW の太陽光パネルを市が 230
万円を限度に全額補助して設置。
【経緯】
・日野市は以前から財源確保の一手法として、市有地、土地開発公社用地の公売、土地区画
整理事業による保留地の販売等を行ってきた。しかし、昨今の経済情勢等も影響し、販売が
想定通りには進まなかった。
・この状況を打開すべく、土地売買に関する専門組織（土地活用推進室）を立上げ。民間の
ノウハウも導入しながら積極的な市有地等の販売と活用を開始した。同室では、市有地の洗
い出しと検証を行い、自主財源としての確保や積極的活用を検討した。
【参加】
・土地購入者として市民が参加。民間事業者と行政との連携。市内建築関係業者が「エコひ
いきな住宅仕様書」の検討に参加した。
【用途】
・戸建住宅（12 軒）
【規模】
・合計約 30kW（太陽光発電）
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【費用】
・太陽光発電補助及び街区への LED 設置費：計 3,410 万円（市費）
【波及のしくみ】
・環境学習効果：街区内の居住者が太陽光発電やその発電量等のモニター報告（設置後 5
年間の義務）を通じて、環境意識の向上につながっている可能性はある。特にモデル街区を
対象とした学習会、見学会は開催されていない。
・地域への波及：・エコ街区 12 世帯と、その周辺を対象に、生ごみ処理システムを導入。
対象世帯から出た生ごみを週２回回収し、近隣に設置した生ごみ処理機に投入し堆肥化。こ
れにより生ごみのごみとしての排出量を減らすことができた。
【課題】
・長期優良住宅であることが募集途中で建築条件に追加された結果、エコ仕様を満たした住
宅は３戸にとどまり、他は長期優良住宅となった。このように、必ずしも当初の健康・環境
配慮住宅の整備が進んでいるわけではない、という批判もある。
【条例】
・エコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱
【資料】
・日野市ウェブサイト http://www.city.hino.lg.jp/reiki/reiki_honbun/af90013701.html
・総務省資料

- 82 -

「八王子市再生可能エネルギー導入検討報告書」
（平成 24 年度）
平成 25 年 3 月

