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他自治体等における先進取組事例 

 

１．産業・業務部門 

（１）環境技術のＰＲ 

①おおさかエコテック（環境技術評価・普及事業）【大阪府】 

大阪発の優れた環境技術の普及を通じて環境保全を推進するため、大阪府内の中小・ベン

チャー企業等によって開発された環境技術・製品を選定

※

し、広報する。選定された技術・製品

には、ロゴマーク交付・表彰、技術・製品のＰＲサポート、融資金利優遇等が受けられる。 

※環境保全・改善効果、原理の妥当性等について、大学や公的試験研究機関等の専門家による客観的な技術

評価を受けている。 

 

 

 

 

図 おおさかエコテックロゴマーク(左)とゴールド・エコテックロゴマーク(右) 

 

②川崎メカニズム認証制度【川崎市】 

市内企業の環境技術が市域外で温室効果ガスの削減に貢献している量を「見える化」し、企

業が市場で適切に評価される仕組みとして、平成25年度から開始。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 域外貢献量のイメージ 

出典：「低ＣＯ２川崎ブランド 川崎メカニズム認証制度」パンフレット 
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③低ＣＯ２川崎ブランド【川崎市】 

原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体を通じて従来製品等と比較し、

ＣＯ２がより削減された川崎発の製品・技術等を「低ＣＯ２川崎ブランド」として認定すると

ともに、特に優れたものを「低ＣＯ２川崎ブランド大賞」として選定。 

表 制度概要 

部門 【製品・技術部門】川崎市内で製造または研究開発(確立)され、ライフサイクル全体でＣ

Ｏ２排出削減に貢献している製品・技術 

【サービス部門】川崎市内で提供または企画(確立)され、ライフサイクル全体でＣＯ２排

出削減に貢献しているサービス 

認定基

準 

応募製品・技術等が以下の基準を満たすことを算定ガイドブック等に基づいて審査 

①ライフサイクルでの環境効率の向上 

②独自性・先進性 

③市民、社会全体の取り組みの推進 

④国際的な貢献 

※①は必須、②～④は少なくとも１項目以上に該当 

認定メ

リット 

・川崎国際環境技術展での認定発表会(表彰状及び楯の授与)・ブース展示 

・エコプロダクツ展などに出展し、全国に向けて情報発信 

・低ＣＯ２川崎ブランドロゴマークの使用 

・ホームページやパンフレットなどでの広報 

・製品展示用楯の利用（事前申込制） 

・「市内事業者エコ化支援事業」での優遇 

・「環境対策資金融資」での優遇 

・事業活動地球温暖化対策計画書・報告書への反映 

 

表 認定製品・技術・サービス（2015年） 

部門 名称 事業者名 

製品・技術 飼料用アミノ酸（リジン） 味の素(株) 

 宙冷却塔用銀イオンシステム 宙総合研究所(株) 

 スラブ開口部スライド補強筋ＢＯＸ「セルボン」 (株)アクス 

 BLACK BOX 超小型水熱源ヒートポンプ/チラー ＭＤＩ(株) 

 クッションサン･リーヴス 佐野デザイン事務所 

 自動車用熱延高強度鋼板「ＮＡＮＯハイテン○Ｒ」 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所 

 Ｃ帯固体化ＭＰレーダ (株)東芝 

 郵便区分機 (株)東芝 

 植物配合抗菌樹脂「UNI-PELE（ユニペレ）」 (株)ユニオン産業 

サービス ワクスル･グリーンクリーニング水研磨・資源循

環型床ワックス管理 

和光産業(株) 
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④県産リサイクル製品認定制度【福岡県】 

県内リサイクル産業の育成や再生資源の有効活用を図ることを目的に、一定の基準を満たす

県内で製造されたリサイクル製品(生活関連用品)を県が認定を行い、その利用促進を図る制度。 

表 事業の概要 

認定対象品目 次の分類に該当するリサイクル製品(現在７分類、今後順次拡大予定) 

 紙類(コピー用紙、トイレットペーパー等) 

 文具類(ファイル、バインダー、名札等) 

 オフィス家具等 

 制服・作業服 

 インテリア・寝装寝具・その他繊維製品 

 農業資材(プランター等) 

 照明 

認定要件 次の要件の全てに適合していること 

(1)リサイクル製品が次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。 

ア：県内にある工場で製造又は加工されること。 

イ：本社を県内に置く事業者により製造等されること。 

ウ：ア又はイにより製造等された製品を使用して製造等されること。 

(2)生活環境の保全のために必要な措置が講じられている工場で製造又は

加工がなされること。 

(3)認定基準に適合すること。 

(4)関係する法令を遵守して製造等がなされること。 

(5)認定の申請時において既に県内で販売され、又は申請から６月以内に

県内で販売されることが確実であること。 

認定による 

メリット 

 県が認めたリサイクル製品になる。 

 県が積極的に認定製品をＰＲする。 

 消費者が認識しやすい県の認定マークの 

表示ができる。 

 県や市町村による利用促進が期待できる。 

 

図 認定マーク 

出典：福岡県県産リサイクル製

品認定制度ホームページ 

 

 

（２）建物・設備の省エネ・創エネの費用助成 

①ネット・ゼロ・エネルギー・ビル導入事業 【神奈川県】 

「かながわスマートエネルギー計画」の基本政策の一つである「情報通信技術(ＩＣＴ)を活

用した省エネ･節電の取組促進」に向け、年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロと

なる建築物(ネット･ゼロ･エネルギー･ビル(ＺＥＢ))の実現に資する設備等を導入する取組を

支援することにより、その普及を促進する。 
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表 事業の概要 

主な要件  一次エネルギー消費量を50％以上削減すること 

 太陽光発電システムを設置すること 

 ＢＥＭＳを設置すること 

補助額 補助対象経費の1/3以内(上限：2,200万円) 

※民生用の建築物は、オフィスビル、病院･福祉施設、学校、デパート･スーパーマーケット等。工場等、住

宅は対象外。 

 

（３）エネルギー面的利用 

①柏の葉スマートシティ【柏市】 

豊かな自然環境を地域資源として活かしながら、「省エネ・創エネ・蓄エネ」や次世代交通

システム、緑化プログラムなどの整備を通じて、災害時にもライフラインを確保し、人と環境

が共存していける未来型の環境共生都市を目指している。 

＜ＡＥＭＳ(エリアエネルギー管理システム)＞ 

ＡＥＭＳと自営送電線網の整備による「スマートグリッド」を目指し、街全体でエネル

ギー利用の最適化を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＡＥＭＳのイメージ 

＜分散電源による電力を地域で融通しあうスマートグリッド＞ 

太陽光発電や蓄電池などの分散電源エネルギーを街区間で相互に融通するスマートグ

リッドの運用を開始。自営の送電線を使い、電力会社の電力と分散電源を併用しつつ、電

力を街区間で融通しあうことで街全体の電力ピークカットを実現する。平日はオフィスで

の電力需要が高まるため「ららぽーと柏の葉」から「ゲートスクエア」に電気を供給。商



 

 

5 

業施設での電力需要が高まる休日は「ゲートスクエア」から「ららぽーと柏の葉」に電気

を供給。これらの取り組みにより地域レベルで約26％の電力ピークカットを達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スマートグリッドの全体イメージ（平常時） 

＜災害時スマートエネルギーシステム＞ 

再生可能エネルギーや蓄電池を利用しながら、災害時に効果的にエネルギーを管理。そ

れによってＢＣＰ(事業継続計画)、ＬＣＰ(生活継続計画)への対応を可能にしている。

ゲートスクエア内では停電時にも通常時の６割程度の電力が供給され、３日間の維持が可

能。また住居棟では非常用エレベーターや照明、共用部への電力供給が可能となる。さら

に地下水ポンプを稼働させることによって生活用水を確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害時スマートエネルギーシステムのイメージ 
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②Ｆ-グリッド構想【宮城県大衡村】 

「Ｆ-グリッド構想」とは、「地域と工業団地が一体となった安全で安心なまちづくり」の考

えのもと、都市ガスを用いて自家発電設備からつくったエネルギー（電力・熱）と、電力会社

から購入した電力の制御・最適化を図りながら、工業団地内へ効率的にエネルギー供給を行う

システム。 

2013年２月にＬＬＰを発足し、段階的にシステムの拡張を進め、現在11法人が組合員として

参画しており、第二仙台北部中核工業団地では、2011年度（F-グリッド構想導入前）と比べて

省エネで約20％、環境性（省CO2）で約23％の削減を実現。各工場におけるエネルギー調達コス

トの低減にも寄与している。 

また、長期にわたり停電する非常時には、Ｆ-グリッド内各工場へのエネルギー供給のみなら

ず、安定、安全な自家発電設備の余剰電力を東北電力が購入し、近隣の地域防災拠点である大

衡村役場などへ供給する。 

さらに緊急電源として、外部給電機能を有するプラグインハイブリッド車８台、ハイブリッ

ド車用の蓄電池と太陽光発電で構成する充放電システムを２地点に配備することで初動対応力

を高め、有事における地域支援活動に備える。 

表 スマートコミュニティの概要 

通常時 

(2013年４月開始) 

本有限責任事業組合が保有する自家発電設備（都市ガスを活用）から作ったエ

ネルギー（電力・熱）と、電力会社より購入した電力の制御・最適化を図り、

グリッド内各工場へ効率的にエネルギーを供給。 

非常時 

(2015年10月開始) 

Ｆ-グリッド保有の自家発電設備で発電した余剰電力を東北電力が購入し、東

北電力が、高圧配電線により防災拠点となる大衡村役場などに電力を供給。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スマートコミュニティのイメージ 

出典：トヨタ自動車(株)ホームページ 
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（４）再生可能エネルギー利用等 

①官民連携再生可能エネルギーファンド 

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを都内や東北地方などで普及拡大するため、

官民連携による再生可能エネルギーに特化したファンドを平成26年5月に設立した。官民連携再

生可能エネルギーファンドは「都内投資促進型ファンド」と「広域型ファンド」で構成され、

同一事業者が運営する。 

表 ファンドの概要 

 都内投資促進型 広域型 

形態 

ファンド運営事業者からの提案を

元に、東京都とファンド運営事業者

とが協議の上、決定 

ＬＰＳ法に基づく投資事業有限責

任組合 

規模 約2億円(投資家は東京都のみ) 

東京都の出資額10億円に加え、その

他投資家の出資を募り、40億円以上

のファンド規模を目指す 

投資対象地域 都内 東京電力管内及び東北電力管内 

投資対象事業 再生可能エネルギー発電事業 再生可能エネルギー発電事業 

 

図 ファンドのイメージ 

出典：東京都会計管理局「官民連携再生可能エネルギーファンド運営事業者募集要項」 

 

②あわじ環境未来島構想【兵庫県】 

淡路島は平成23年12月に国の地域活性化総合特区の指定を受け、あわじ環境未来島構想を掲

げて豊富な地域資源を活かし、住民主体・地域主導による生命つながる「持続する環境の島」

の実現を目指している。特にエネルギー分野では、大規模太陽光発電事業や住民参加型太陽光

発電事業の実施、風力・太陽熱・バイオマスを組み合わせたバイナリー発電に関する技術開発

の実証、菜の花油など食用油や竹、刈草などのバイオマス利用の促進、洋上風力発電の事業化

の検討、潮流発電の実用化に向けた実証実験の実施などエネルギーの自給自足を目指した取組

が実施されている。 
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図 淡路環境未来島構想の取組エリア 

出典：あわじ環境未来島構想ホームページ 

 

③公共空間デザインプロジェクト/都市の木質化プロジェクト 

      【名古屋市/錦二丁目まちづくり協議会】 

名古屋の中心にある錦二丁目地区では地域の事業者・住民が主体となり「まちづくり構想

2011-2030」を策定、行政・専門家と連携し、まちづくりを進めている。平成27年３月に、名古

屋市から2030年までにＣＯ２排出25％消滅を目指す「低炭素モデル地区事業」に当地区が認定

された。 

当地区は産業の衰退や人口減少と共に、まち全体が個性と活力を失いつつあり、治安と風紀

の悪化が懸念されている。そのような状況下、20年先を見据えた構想を具体化する為、５つの

まちづくりプロジェクトと環境共生を目指す低炭素地区会議を立ち上げている。 

 

＜重点プロジェクト＞ 

 
アートとまちの融合プロジェクト 

 
都市の木質化プロジェクト 

 
長者町家プロジェクト 

 
産業振興プロジェクト 

 
地区計画プロジェクト 

 
自然エネルギー開発プロジェクト 

 
公共空間デザインプロジェクト 
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＜公共空間デザインプロジェクト＞ 

道路と歩道で構成する「公共空間デザイン」が「まちのあり方」に大きな影響力を持つ

という考えから、近年著しいまちの変化に対応する「公共空間」について将来を見据えて

地域で話し合い行政に働きかけ、より良い「デザイン＝あり方」を提案・実現していくこ

とを目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共空間デザインプロジェクトの概要 

出典：錦二丁目まちづくり協議会ホームページ 

＜都市の木質化プロジェクト＞ 

伊勢湾流域圏の豊かな人工林の再生を目的に、「まち」と「里やま」が協働して、木材

の利用拡大を呼びかけるとともに、実際にまち中にストリート・ウッド・デッキを設置し

て森林保全につなげている。 
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図 ストリート・ウッド・デッキ設置の様子 
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④石炭火力発電所でのバイオマス混焼【碧南市】 

碧南火力発電所（中部電力）では、燃料として石炭を使用している。平成22年９月から木質

バイオマス燃料（木質チップ）の混焼を行い、発電時のＣＯ２排出量を削減して環境への負荷

を低減する取り組みを行っている。さらに、平成24年４月から愛知県が建設した下水汚泥燃料

化施設において製造した下水汚泥炭化燃料も混焼し発電している。 

＜木質バイオマス発電＞ 

 
海外から木質バイオマスを調達。 

 
ＣＯ２排出量を年間20万トン～30万トン削減できる見込み。 

＜下水汚泥炭化燃料＞ 

 
愛知県碧南市の衣浦東部浄化センター内に設置された燃料化施設において、下水汚泥

を500℃程度で加熱し炭化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 木質バイオマス混焼設備(左)と炭化燃料受入･排出施設(サイロ)(右) 

出典：中部電力(株)「技術開発ニュースNo.146」 

 

⑤風力発電を利用したグリーン水素の製造と供給【神奈川県/横浜市/川崎市】 

神奈川県、横浜市、川崎市、岩谷産業(株)、東芝(株)、トヨタ自動車(株)は、京浜臨海部に

おける再生可能エネルギーを活用した低炭素な水素サプライチェーンモデルの構築を図る実証

プロジェクトを開始する。 

本実証プロジェクトでは、横浜市風力発電所（ハマウィング）敷地内に、風力発電を利用し

水を電気分解してＣＯ２フリーの水素を製造し、貯蔵・圧縮するシステムを整備。さらに、こ

こで製造した水素を、簡易水素充填車により輸送し、横浜市内や川崎市内の卸売市場や工場･

倉庫等に導入する燃料電池フォークリフトで使用するといったサプライチェーンの構築を目指

す。 

こうした地域と一体となった水素サプライチェーンの構築により、電動フォークリフトやガ



 

 

12 

ソリンフォークリフト利用時のサプライチェーンと比べて、80%以上のＣＯ２削減が可能になる

と試算している。 

本事業は、環境省委託事業「平成27年度 地域連携･低炭素水素技術実証事業」に採択され、

実施する事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 実証プロジェクトの概要 

出典：横浜市記者発表資料 
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⑥下水バイオガスを利用したグリーン水素の製造【福岡市】 

福岡市は、三菱化工機、豊田通商、九州大学は共同で、下水汚泥の過程で発生するバイオガ

スから水素を製造する一連の設備を建設し、燃料電池自動車に水素を充填する水素ステーショ

ンの技術実証を行った。 

本事業は福岡市中部水処理センター（福岡県福岡市）において、下水汚泥を処理する消化槽

から発生した水素に転換可能なバイオガス（下水汚泥消化ガス）を原料に水素を製造し、下水

処理場に併設した水素ステーションで燃料電池自動車に供給することで、地産地消の水素ス

テーションの技術実証を行ったもの。また、バイオガス前処理工程にて副生するＣＯ２の液化

回収設備を採用し、ＣＯ２を農業用のハウスで活用することも検討。 

表 実証事業概要 

実証事業名称 「水素リーダー都市プロジェクト ～下水バイオガス原料による水素創エネ技

術の実証～」 

補助事業名称 平成26年度「下水道革新的技術実証事業（通称B-DASHプロジェクト）」（国土交

通省） 

事業期間 契約締結日の翌日～平成27年3月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 実証事業イメージ 

出典：福岡市記者発表資料 
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⑦「仮想の発電所」（バーチャルパワープラント）【横浜市】 

横浜市・東京電力エナジーパートナー(株)・(株)東芝の３者が協力して、電力のピーク需要

に対応するため、地域に多くの蓄電池を設置し、一つの発電所のように使う新たな仕組み「仮

想の発電所」の構築に取り組む。この取組を通じて、現在国が目指している節電取引市場

※1

（2017

年に予定）の形成に貢献していく。なお、設置される蓄電池は非常時には防災用電力として使

用することができる。 

※1 節電取引市場：需要家の節電量を、小売り電気事業者などが売買できる市場 

 

 

 

＜事業概要＞ 事業協定締結期間：平成28年７月６日～平成30年３月31日 

 

 

図 仮想発電所のイメージ 

地域防災拠点に指定されている市内小中学校に、事業者負担で10kWh

※2

の蓄電池設備を設置し、

東芝が開発したシステムにより、平常時には電力の利用量調整（デマンドレスポンス）として

東京電力ＥＰが活用し、非常時には防災用電力として横浜市が使用。この取組を「スマートレ

ジリエンス

※3

・バーチャルパワープラント構築事業」として、国庫補助事業も活用しながら、

日本初のモデルとして発信、展開していく。 

平成28年度は、市内小中学校（各区１校、全18校を予定）に蓄電池設備を設置し、遠隔操作

で、充放電を統合的に制御する実証により、平常時と非常時の機能や、事業性、有効性を評価

する。 

※2 10kWh：一般的な家庭の１日で使用する電力量相当。約1000台のスマートフォンが満充電できる電力量。 

※3 スマートレジリエンス：低コストで環境性が高く、災害に強い設備・街づくりを構築する取組。 

 

 

 

 

 

 

 

図 平成28年度の取組イメージ 
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（５）地球温暖化対策計画書制度 

①地球温暖化対策計画制度【埼玉県】 

埼玉県では、事業者の計画的な対策実施を推進し、事業活動に伴う温室効果ガスを削減する

ため、2010年度から地球温暖化対策計画制度を開始している。併せて、2011年度からは目標設

定型排出量取引制度を導入している。 

 

表 制度概要 

計画制度の 

流れ 

 事業者は地球温暖化対策を総合的に実施するための計画を作成し、県に報告。 

 事業者は翌年度に、計画に基づく措置の実施状況を県に報告。併せて、実施状況

を踏まえた新たな計画を作成し、県に報告。 

 報告した(された)計画・実施状況を、事業者・県ともに公表。 

対象事業者 ＜特定事業者＞ 

 県内に設置しているすべての事業所におけるエネルギー使用量(原油換算)が、前

年度に1,500kL以上であった事業者 

 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗であって同法に規定する店舗

面積が10,000㎡以上のものを、その年度の４月１日に県内に設置している事業者 

＜任意事業者＞ 

 特定事業者以外の事業者（計画を作成し、報告することができる） 

削減対象 

温室効果ガス 

 事業活動に伴って発生する温室効果ガスであって、燃料、熱、電気の使用に伴っ

て発生するＣＯ２（エネルギー起源ＣＯ２） 

 その他の温室効果ガス（非エネルギー起源ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏ、ＨＦＣ、Ｐ

ＦＣ、ＳＦ６、ＮＦ３）の排出量が、それぞれ3,000t-CO2以上である場合 

地球温暖化対

策推進者の選

任 

 特定事業者は、対策を推進するため、地球温暖化対策推進者を選任しなければな

らない。 

 選任又は解任があった日から30日以内に、その状況を県に届け出なければならな

い。 

公表  特定事業者は、提出した計画と実施状況を、提出年度の翌年度の７月31日まで公

表しなければならない。 

 県は、提出された計画と実施状況を、提出された年度の５年後まで公表する。 

目標設定  エネルギー使用量が原油換算で３か年度連続で1,500kL以上となる事業所は、併

せて目標設定型排出量取引制度の対象事業所となる。 

※   は、愛知県の地球温暖化対策計画書制度では実施されていない事項。 

 

 

 

②事業活動温暖化対策計画書制度【長野県】 

長野県では、2013年３月に「長野県地球温暖化対策条例」を大幅に改正し、これまでの「排

出抑制計画書制度」と「自動車環境計画書制度」を統合し、工場等における地球温暖化対策の

ほか、新たに交通・物流などに関する地球温暖化対策を加えている。 
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表 制度概要 

計画制度の 

流れ 

 事業者は地球温暖化対策計画を３年に１回作成し、県に提出。 

 事業者は翌年度から毎年実施状況を報告。 

 報告した(された)計画・実施状況を、事業者・県ともに公表。 

対象事業者  県内に設置しているすべての工場等のエネルギー使用量の合計が原油換算で

1,500kL/年以上である事業者 

 県内に設置しているすべての工場等における、エネルギーの使用に伴って排出す

る二酸化炭素を除く温室効果ガス（非エネルギー起源二酸化炭素、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、六フッ化硫黄）

の排出量合計が、二酸化炭素換算で3,000t-CO2/年以上である事業者 

 県内に使用の本拠地を有する自動車が200台以上である事業者 

削減対象 

温室効果ガス 

 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 

 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の温室効果ガス 

温暖化対策 

責任者の選任 

 県内の工場等全体の温室効果ガス排出抑制を推進するための責任者（温暖化対策

責任者）を選任する。 

 個別票対象工場等ごとに温室効果ガス排出抑制を推進するための担当者（温暖化

対策担当者）を選任する。 

目標設定  ３年間ごとの各計画期間の最終年度における排出量の目標値（目標排出量）を設

定する。 

 排出量による抑制目標に加え、排出原単位による抑制目標を設定する。排出原単

位は、ある年度の温室効果ガスの排出量を当該年度の生産数量、建物延床面積そ

の他の温室効果ガスの排出量と密接な関係を持つ値等で除して得た数値とする。 

公表  計画書並びに実施状況を公表する。 

 削減状況や県が設定した重点対策の取組状況等により、計画書・報告書の評価を

行い、評価が優良な事業者については評価結果も公表する。 

※   は、愛知県の地球温暖化対策計画書制度では実施されていない事項。 
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（６）農業での再生可能エネルギー利用 

①木質バイオマスを使用したメロン栽培【静岡県磐田市】 

メロン栽培農家で組合を設置し、ボイラ燃料を重油から木質ペレットに転換することにより、

４年間でＣＯ２排出量を約3,400t-CO2削減。 

環境に配慮し、木質バイオマスを活用して加温栽培したメロンの高付加価値化を目指し、「エ

コメロン」（意匠登録）のロゴの開発や、贈答用として専用箱に施すオリジナルラッピングを

開発した。県内の高級フルーツ専門店（静岡県）で、ワンランク上のメロンと同価格で販売。

購入者からは、他のメロンより甘くて美味しいという口コミもあり、人気商品のうちの一つと

なっている。 

共同実施者であるソニー(株)とＣＯ２削減分のクレジットを取引している。 

 

表 事業概要 

事業実施主体 遠州木質燃料利用組合（メロン栽培農家８戸、116ａ） 

熱供給設備 木質ペレットボイラ 

燃料 木質バイオマス（間伐材等） 約1,000ｔ/年 

取組開始時期 平成17年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 エコメロンとエコメロンのロゴマークをデザインした専用箱(左)とペレットボイラ(右) 

出典：(株)正明堂ホームページ 
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②食品廃棄物バイオマスを使用したコージェネレーション発電【新潟県村上市】 

農業者が主導する地域資源循環型のビジネスモデルの構築を目指して、事業者の敷地内に食

品廃棄物を利用したバイオガス・コージェネレーション発電設備を設置。発電した電力は、電

力会社に全量売電。併せて創出されたバイオマス熱は、パッションフルーツ等の南国果樹の栽

培ハウスの暖房に活用している。 

生産されたパッションフルーツは、品質の高さを評価され、東京の高級果物専門店等で販売

するほか、隣接する直売所でジェラート等に加工して観光客向けに販売している。 

バイオマスプラントから出る発酵残渣を堆肥として利用することで、食品残渣を資源として

農地還元できる循環型社会の形成に貢献している。 

 

表 事業概要 

事業実施主体 (株)開成 

発電設備 バイオガス・コージェネレーション発電 

発電出力25kW、 発電電力量21万kWh/年 

燃料 温泉宿及び食料品店等からの食品廃棄物（メタン発酵させて発電） 

4.9ｔ/日 

建設費 約３億円（温室ハウス、加温設備等を含む） 

運転開始時期 平成24年11月（発電設備） 

（メタン発酵プラントは平成24年５月に本格稼働） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バイオガス・コージェネレーション施設(左)とパッションフルーツ栽培・ジェラート(右) 

出典：「農山漁村の再生可能エネルギー振興策について」平成27年９月 農林水産省食料産業局 
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③トリジェネレーションシステムを利用したハウス栽培【北海道苫小牧市】 

（株）Jファームの苫小牧工場は、スマートアグリシステムを採用した植物工場で、2014年8

月から生産事業を開始。2015年12月には第三工場を稼動し、トマトとベビーリーフの他、マン

ゴーなどの南国フルーツの栽培を行っている。 

スマートアグリシステムとは、Priva社が提供する高度栽培環境制御システムによりハウス内

の環境（温度、湿度、日射量、ＣＯ２、肥料など）を制御し、植物の生育に最適な栽培環境を

創り出す栽培方法。これらに加え、ＪＦＥエンジニアリングのガスエンジン・トリジェネレー

ションシステム（電気・熱・ＣＯ２の供給）やバイオマス燃焼ガス浄化システム（熱・ＣＯ２

の供給）を導入することで様々なエネルギー利用の最適化を図り、省エネで環境負荷を軽減し

た栽培を行っている。また、温泉熱から得られる温水の温度に応じてヒートポンプで昇温し、

安価な熱源として利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スマートアグリシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 エネルギー利用（トリジェネレーション）のイメージ 

出典：ＪＦＥエンジニアリングホームページ 
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２．家庭部門 

（１）住宅性能の認定・表示 

①マンション環境性能表示 【東京都】 

大規模な新築又は増築マンションの販売広告に、「建物の断熱性」、「設備の省エネ性」、

「太陽光発電・太陽熱」、「建物の長寿命化」、「みどり」という５つの環境性能を示すラベ

ルの表示を義務付け、家庭部門の温暖化対策を推進する制度。 

表 対象建築物の概要 

対象マンション 建築物環境計画書制度において、計画書を届出した建築物のうち、マン

ション用途の延床面積が2,000㎡以上の分譲または賃貸マンション 

 (提出義務)延べ面積1万㎡を超える新築・増築を行う建築物 

 (任意提出)延べ面積2,000㎡以上の新築・増築を行う建築物 

表示対象 建築物環境計画書の提出を行った分譲マンションと賃貸マンションにお

ける間取り図の表示のある広告(新聞折込、ダイレクトメール、インター

ネットを含む) 

表示義務期間 賃貸又は販売の広告が終了するか、工事完了日の翌日から1年を経過する

か、いずれか早い時期まで 

 

 

図 ラベル表示のイメージ 

出典：東京都環境局ホームページ 

 

②ふくおか型長期優良住宅プロジェクト【福岡県】 

将来世代に継承できる良質な住宅を供給し、県民の豊かな住生活を実現するため、長期にわ

たり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅「長期優良住宅」をさらにグレードアッ

プした「ふくおか型長期優良住宅」の普及を進めている。「ふくおか型長期優良住宅」は、平

成21年６月より開始された国の認定制度による「長期優良住宅」の基本性能に加えて、耐震性

能、バリアフリー性能、フレキシブル性能、３世代対応、県産材の使用、防犯性能のいずれか

の性能等のうち１つ以上についてグレードアップさせた住宅であり、「ふくおか型長期優良住

宅」を建設もしくは購入する場合には、県と提携した金融機関において住宅ローンの金利引き

下げや融資手数料の割引を受けることができる。 
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図 ふくおか型長期優良住宅の概要 

出典：ふくおか型長期優良住宅プロジェクト リーフレット 

 

 

（２）住宅・設備の省エネ・創エネの費用助成 

①スマートマンション導入促進事業 【東京都】 

都内集合住宅を対象にＭＥＭＳ（マンションのエネルギー管理システム）の導入に対して、

その経費の一部を助成し、集合住宅のエネルギー管理を促進する。 

表 事業の概要 

助成対象事業  都内の集合住宅(新築：住戸数が100戸未満)において、MEMSを設置すること。 

 集合住宅の全戸の所有者、又は管理組合が、同一のMEMSアグリゲータと2年

以上のエネルギー管理支援サービスに係る契約を締結すること。 

 SIIから補助金の交付決定がされていないこと 

申請受付期間 平成27年9月1日～平成30年4月27日 

助成額 助成対象経費の2分の1(助成総額：10億円(平成26～30年度まで)) 
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②既存住宅における再エネ・省エネ促進事業 【東京都】 

既存住宅における再生可能エネルギーの利用拡大及び住宅の省エネ性能の向上を目的とし、

太陽エネルギー利用システム(太陽光発電システム･太陽熱利用システム)の導入費用及び高性

能建材を活用した省エネリフォーム費用の一部を助成する。 

表 事業の概要 

 既存住宅 空き家 

助成条件 

次の1.及び2.を合わせて行う場合 

1.高性能建材を活用した省ｴﾈﾘﾌｫｰﾑ 

2.太陽光発電・太陽熱利用ｼｽﾃﾑの導入

(既設の場合は不要) 

次の1. 2.及び3.を合わせて行う場合 

1.高性能建材を活用した省ｴﾈﾘﾌｫｰﾑ 

2.太陽光発電・太陽熱利用ｼｽﾃﾑの導入

(既設の場合は不要) 

3.空き家を社会福祉施設に改修し、事業

者へ賃貸すること 

助成金を受けた設備を法定耐用年数まで管理し、効率的な運用を図ること 

申請期間 平成27年7月1日～平成29年3月31日 

助成総額 10億円 

設置機器等 太陽光発電システム、太陽熱利用システム、高性能建材 

 

③ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入事業 

かながわスマートエネルギー計画」の基本政策の一つである「情報通信技術(ＩＣＴ)を活用

した省エネ･節電の取組促進」に向け、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼ

ロとなる住宅(ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス(ＺＥＨ))の導入を支援することにより、その普

及を促進する。 

表 事業の概要 

対象事業  県内の新築建売のＺＥＨの引渡しを受け取得する事業 

 県内にＺＥＨを新築する事業 

 県内の既築住宅をＺＥＨに改修する事業 

主な要件  外皮平均熱貫流率(Ｕ
Ａ
)が0.6W/㎡・K以下であること 

 冷房期の平均日射熱取得率(η
Ａ
)が平成28年基準等の規定する基準値以下である

こと 

 太陽光発電システム等の再生可能エネルギー発電設備が導入されていること 

 設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーによる一次エネルギー消費量

削減量を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されていること 

 設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーによる一次エネルギー消費量

削減量を含めて、基準一次エネルギー消費量から100％以上削減されていること 

補助額 補助対象経費の1/3以内(上限：40万円/戸) 
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④福岡県既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業【福岡県】 

既存住宅の流通を促進するとともに、若年世帯・子育て世帯に対して住宅取得に係る経済的

支援を行い、高齢者、子育て世帯等が共に安心して暮らすことができる多世代居住を促進する

ことを目的とし、若年世帯又は子育て世帯が行う既存住宅の子育て仕様へのリノベーション工

事や親世帯と子世帯が近居・同居を行うためのリノベーション工事に係る費用の一部を補助す

る。 

表 事業の概要 

対象地域 県が認める住宅支援策を実施する市町村内 

補助対象者 若年世帯又は子育て世帯 

補助要件 以下のリノベーション工事で、かつ県内の事業者が請負う工事費30万円以上の工事 

 子育て対応改修(補助率1/3、上限30万円) 

居住性向上改修(広さ、間取りの変更、収納スペースの設置、バリアフリー対応改修 等) 

長寿命化改修(耐久性向上改修、防水性向上改修 等) 

省エネルギー改修(断熱改修、遮熱改修 等) 

防犯性向上改修(窓の改良、玄関・勝手口の改良 等) 

 高齢化対応改修(補助率1/3、上限20万円) 

バリアフリー対応改修 等 

 

⑤福岡県快適な住まいづくり推進助成制度【福岡県】 

県産木材を活用し、環境にやさしく耐久性にも優れた優良な木造住宅の普及促進を図るため、

一定の基準を満たした木造住宅を新築又は購入する場合に助成を行う。 

表 事業の概要 

対象者 自ら居住するために、福岡県内で一定の建設基準に適合する木造住宅を新築・購

入する方 

主な基準  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条にもとづく認定を受けていること 

 一戸建ての木造軸組構造であること 

 使用する木材のうち70％以上を県内加工材とすること 

 バリアフリー性能に関する一定の基準に適合すること 等 

助成内容  床面積１㎡当たり2,587円(上限：47万円) 

 県産木材

※

の使用量に応じて、助成額を上乗せ 

5ｍ

3

未満 ･･･ 28千円 

5ｍ

3

以上、10ｍ

3

未満･･･ 84千円 

10ｍ

3

以上･･･ 112千円 

※福岡県産木材供給体制推進協議会の県産木材認証事業体又は福岡県産木材供給連絡協議会が発行する証明

書があるもの 
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（３）普及啓発 

①スマートライフスタイル大賞【川崎市】 

市民や市内事業者の節電・省エネ等を始めとした環境配慮行動を実践する生活や事業活動の

中での取組を募集し、優れた取組を表彰するとともに、これを広く発信していくことでＣＯ２

削減、地球温暖化対策を推進する。 

表 受賞した活動（2015年度） 

賞 活動名 団体名 概要 

大

賞

 

殿町夜光線沿

い公道クリー

ンアップ活動 

殿町夜光線一斉清

掃参加事業所 代表 

旭化成ｹﾐｶﾙｽﾞ(株)

川崎製造所 

平成19年から近隣企業や団体と連携して一斉清掃活

動を実施。20数団体が参加。地域社会全体の環境意識

改革に貢献。 

 

ﾓﾄｽﾐ･ﾌﾞﾚｰﾒﾝ通

り商店街のエ

コ調査隊 

ﾓﾄｽﾐ･ﾌﾞﾚｰﾒﾝ通り商

店街振興組合 ｸﾞﾘｰ

ﾝｺﾝｼｭｰﾏｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 

商店街において平成15年から展開している｢1店1エコ

運動｣に参画している店舗に、小学生がエコ調査隊と

なって聞き取り調査と評価を実施。 

優

秀

賞

 

事業活動､地域

貢献における

環境負荷低減

の取組 

味の素(株)川崎事

業所 

事業所内の食堂やイベント時の食品廃棄物の発生抑

制を目的とした「食べ残しゼロキャンペーン」、「か

わさき緑のカーテン夏休み親子ゴーヤー料理教室」、

液体調味料製造時に発生する副生物をバイオマス燃

料として川崎バイオマス発電所に安定供給するなど

多数の取組を実施。 

 

エコアクショ

ン21を取得し

ＣＯ２削減に

努める 

上代工業(株) 環境マネジメントの推進に向け、環境省「エコアク

ション21」を平成20年から取得し、環境活動を実施。

目標値に対する実績も順調に進捗し、経済状況にもプ

ラス面が出ており、自社の取組事例を環境活動レポー

トにより発信。 

 

食物循環の活

動を通じた「エ

コマインド」の

普及･啓発 

日本電気(株)玉川

事業場 

事業場の食堂から発生する生ごみを事業場内で堆肥

化、近隣農家や住民に無償提供する取組を10年間継

続。更に関係会社と連携して、提供先農家が環境保全

型農法で栽培した野菜を食堂の食材として一部を購

入、従業員の食事に提供する「食物循環システム」を

構築。 
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②かわさき環境ショーウィンドウ・モデル事業【川崎市】 

誰にでもわかりやすい、省エネ創エネ効果がある“環境技術の見える化”をテーマとしたア

イデアを、市内の事業者などから募集して省エネ創エネ技術の導入・普及促進を図る取組。 

表 認定企業 

認定年 アイデアタイトル 事業実施場所 提案者 

2014年 無電極ランプのやさしい灯りが

安全で安心な街をつくり、元気を

取り戻します 

【多摩区堰2・3丁目エリア】 

世喜商店街 

(株)ﾆｯｹﾝ石橋 

(株)ｼﾞｪﾝﾄﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 

 簡単に貼って剥がせる新素材 

遮光・断熱・ツウウェイグラ

フィックシート 

【川崎区水江町】 

エコタウン会館 

(株)ﾐｭｰﾌｨｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 重量＆CO₂排出量を削減した、傾

かないレジ袋 

【高津区･幸区 等】 

かながわｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ、ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ

等 市内約25店舗 

(株)ｱｽﾗﾋﾞｯﾄ 

ｻﾄｰｸﾞﾘｰﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

(株) 

2013年 照明システムのゼロエネルギー

化への一歩 

【多摩区】 

八千代銀行登戸支店 

東京整流器(株) 

 電気三輪自動車の実証実験と川

崎市のスマートシティPR 

【川崎区】 

株式会社柏屋 ほか4か所 

(株)日本ｴﾚｸﾄﾗｲｸ 

 セルフ型レンタサイクルシステ

ムによる自転車シェアリング 

【川崎区】 

ﾃｸﾉﾊﾌﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ川崎(京浜ﾋﾞﾙ) 

(株)ペダル 

 

 

 

 

 

（４）地域での低炭素の取組 

①次世代郊外まちづくり【横浜市】 

横浜市と東急電鉄は、2012年4月に、高度経済成長に合わせ開発された郊外住宅地を持続発展

させていくため、「既存のまち」の暮らしやコミュニティを重視しつつ、新たな発想でこれか

らの時代に合った郊外住宅地に再生させていく「次世代郊外まちづくり」の取り組みを官民共

同で推進することとし、包括協定を締結した。良好な住環境とコミュニティの持続と再生が実

現した郊外住宅地を目指すまちの将来像として掲げ、その中で「環境負荷の低減と地域経済の

循環を図り、環境エネルギー、経済の観点から再構築されたまち」を目指している。 

2013～2014年度には、「家庭の省エネプロジェクト」として、たまプラーザ駅の周辺地区を

中心に、参加者の家庭のエネルギーの使用量を「見える化」して、前年同月比で省エネを達成

した参加者には、たまプラーザ駅周辺の商業施設で使える「地域通貨」を発行し、地域全体の

省エネに取り組むプロジェクトを実施した。 
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図 「次世代郊外まちづくり」の取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 家庭の省エネプロジェクトの概要 

出典：次世代郊外まちづくり WISE CITY ホームページ 

②木質バイオマスの地域熱供給【岩手県紫波町】 

紫波中央駅前にあるオガールエリアでは、エリア内に熱供給施設（エネルギーステーション）

を設け、役場新庁舎、民間事業棟、住宅といった多様施設に、木質バイオマスを利用した暖房

熱、冷房熱、給湯熱の供給を行う。使用する木質バイオマス燃料は、主に紫波町内から調達し、

木質バイオマスによる熱利用の省ＣＯ
２
効果に加え、間伐材などを積極的に利用することにより、

健全な森林の形成を促進する。 
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図 エネルギーステーションの仕組み 

出典：紫波グリーンエネルギー株式会社 ホームページ 

 

   

図 エネルギーステーションの概要 

出典：オガール紫波株式会社 ホームページ 
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３．運輸部門 

（１）公共交通機関の利用推進 

①ＬＲＴによる低炭素交通まちづくり【富山市】 

富山市では、平成20年３月にまちづくりのグランドデザインとなる「富山市都市マスタープ

ラン」を策定。マスタープランでは、まちづくりの理念を「鉄軌道をはじめとする公共交通を

活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集約させることにより、

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」とし、地域の拠点を「お団子」に、

公共交通を「串」に見立てた「お団子と串」の都市構造を目指すとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 富山市のコンパクトなまちづくりの基本概念 

出典：「富山市都市整備事業の概要」富山市 

 

コンパクトシティを実現する都市整備事業の中核を担うのが「ＬＲＴネットワークの形成」

である。富山市では、富山ライトレール（平成18年４月開業）と市内電車との接続や、市内電

車環状線（平成21年12月開業）、さらには上滝線への乗り入れを行うことで、全長約25.3kmの

ＬＲＴネットワークの形成を目指している。 

それ以外にも、コンパクトシティを実現するために、バス交通の活性化やＩＣカードの活用

による公共交通の活性化、中心市街地活性化や居住誘導、質の高い景観づくりなども合わせて

取り組んでいる。 
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図 ＬＲＴネットワーク図(左)とライトレール･環状線等(右) 

出典：「富山市都市整備事業の概要」富山市 

②運賃設定の工夫【京丹後市】 

京丹後市では、バスの運賃の上限を200円に設定し、既存路線バスの活性化・再生を図る実証

実験を行った。 

実証運行１年目（平成18年10月～平成19年９月）には、市内の一部路線において運賃を上限

200円化（従来は、区間最大運賃700円）を実施（大人200円、子供100円、大人同伴の６歳未満

無料）。これにより３ヶ月分の通学定期代も最大で７割程度も安くなる区間があった。また、

バス車内で回数券も販売された。 

＜サービス内容＞ 

 
１年目の成果を受け、実証運行２年目（平成19年10月～平成20年９月）には、上限200

円運賃エリアを丹海バスの市内全域の全ての路線に適用し、市営バスも上限運賃200

円とした。これに合わせ、交通結節点としてのバスターミナル、停留所も整備された。 

 
市の広報誌での毎月の周知や、観光客もターゲットとした市ＨＰでの動画配信等の展

開、わかりやすい地域総合時刻表の市内全戸配布、ラッピング車両の導入など、利用

促進に向けた様々な広報活動が行なわれた。 

＜施策の効果＞ 

 
利用者全体で、実証運行前に比べて約1.6倍（９万３千人→15万１千人）に増加。（下

半期では1.85倍） 

 
利用者増に伴い、運賃収入も好調を維持できた。上限を200円と設定した後でも、実証

運行前に比べて、約95％の水準で運賃収入を確保できた。（下半期では1.09倍） 
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（２）自転車利用の推進 

①自転車シェアリング広域実験【千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区】 

千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区の５区は、各区内に複数のサイクルポート（自転

車の貸出・返却拠点）を設置し、各ポートにおいて、どこでも借りられ、どこへでも返却でき

るネットワーク型の自転車シェアリングの実証実験を実施。回遊性の高まりによるまちの魅力

の向上や地域・観光の活性化、放置自転車対策、自動車から自転車への転換によるＣＯ２排出

量の削減、環境意識の向上、健康増進など、幅広い効果が期待されている。 

2016年10月1日から新宿区が加わり、５区すべてのポート（181ポート/2016年10月1日時点）

で貸出・返却することが可能になった。 

Ｗｅｂで会員登録し、交通系ＩＣカードで借りることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ポートマップ 

 

 

 

 

 

 

図 料金プラン（税抜） 

出典：自転車シェアリング広域実験ホームページ 
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②自転車利用環境の整備【安城市】 

安城市では、「エコサイクルシティ」安全・快適に自転車利用できる道路環境を有するだけ

でなく、自転車が暮らしの中で交通手段として利用され、市民が健康に暮らし、街なかが活気

にあふれた環境にやさしい都市の形成。平坦な地形と明治用水緑道を生かし、自転車を中心と

した安全で快適な環境にやさしい、市民・事業者・行政の協働による自転車まちづくりを目指

している。 

＜意識づくり＞ 

 
広報紙やHP、モニターの実施による利用促進意識の啓発 

 
キャンペーンの実施やイベントの開催による自転車利用機会の提要 

 
安全意識・マナーの向上 

 
自転車に関する制度の周知・徹底 

＜空間づくり＞ 

 
明治用水緑道の環境整備 

 
歩道の環境整備 

 
自転車通行区分の明確化および自転車レーンの設置検討 

 
主要駅周辺駐輪場整備および中心市街地における駐輪空間の確保 

＜仕組みづくり＞ 

 
自転車利用に役立つ情報・サービスの提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自転車ネットワークイメージ 

出典：「低炭素まちづくり実践ハンドブック」平成25年12月 国土交通省 
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（３）超小型モビリティの活用 

①横浜・低炭素交通プロモーション【横浜市】 

横浜市は環境未来都市の実現に向け、低炭素交通の利用拡大に取り組んでいる。この取組み

の一環として、日産自動車(株)と協働で、超小型モビリティを活用した実証実験「チョイモビ ヨ

コハマ」を実施。 

この取組は、「観光・レジャー」での利用に着目し、交通結節点となる鉄道駅周辺の(株)日

産カーレンタルソリューション（日産レンタカー）の店舗を車両の貸渡・返却場所として運行

を行うもの。また、観光・レジャーの際に利用できるよう、ヨコハマ都心部を中心に利用者専

用の無料一時駐車スペースを設置。市内の２つのホテルでは、ホテル宿泊者へチョイモビ レン

タカーの取り次ぎサービスを開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 チョイモビ 

出典：横浜市ホームページ 

表 事業概要 

実施主体 日産自動車株式会社、横浜市 

目的 低炭素交通の推進、都市生活・移動のクオリティアップ、横浜観光の振興 

利用可能エリア 横浜市内（高速道路、自動車専用道路を除く） 

車両の貸渡・返却

場所 

日産グローバル本社ギャラリー及び日産レンタカー店舗（横浜みなとみらい店、

関内駅前店） 

運行台数 計10台 

利用方法 日産レンタカー予約センターに電話予約 

※貸渡店舗と異なる店舗への返却も可能（要予約） 

実施期間 平成27年10月26日～平成28年12月15日（予定） 

利用料金 1,080円／１時間（税込）（1日最大8,640円） 

無料一時駐車 

スペース 

横浜都心部の観光地を中心に「チョイモビ」利用者専用の無料一時駐車スペース

を配置（約25箇所、約50台分） 
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（４）エコドライブの推進 

①東京都貨物輸送評価制度【東京都】 

自動車からのＣＯ
２
削減を推進する取組みとして、貨物運送事業者のエコドライブ等の日常的

な努力を実走行燃費で評価する「貨物輸送評価制度」を平成25年度から本格実施した。都内に

貨物を運送する貨物自動車運送事業者(緑、黒ナンバー事業者)を対象とし、「★」から「★★

★」までの３ランクで、車種・重量に応じて設けた52グループごとに個々の自動車の実走行燃

費の偏差値を求め、偏差値の平均をもとに評価し、ホームページで公表する。 

 

図 認証マークのイメージ 

出典：東京都環境局ホームページ 
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海外の取組事例 

 

（１）シュタットベルケ【ドイツ】 

シュタットベルケとは、ドイツ各地で地域エネルギーと生活インフラの整備・運営を担う小

規模の地域密着型事業体のことである。ドイツでは1998年に電力の全面自由化が始まったが、

シュタットベルケは、現在もドイツ全体で約900社存在し、ドイツの電力小売市場で約20％の

シェアを維持している。 

コスト競争力があることに加え、地域密着のサービスや地域資源の活用・地域雇用の創出貢

献していることが特徴である。地域密着のサービスとしては、家庭へのコンサルタント派遣に

よるエネルギー消費診断や、家内の電気配線等に障害が発生た場合の技術者の派遣などがある。

また、地域の水力発電所やバイオマス発電所などの運営、廃棄物処理炉やコジェネレーション

から発生する熱の利用などにより地域資源を有効活用している。 

 

 

図 シュタットベルケの概要 

出典：「「分散型エネルギーインフラ」プロジェクトについて」 

地域の活性化に資する分散型エネルギー会議合同会議(平成26年5月13日) 
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（２）コージェネレーション・プロジェクト【オーストラリア/シドニー】 

シドニーでは、温室効果ガス排出量の削減目標を2030年までに2006年比で70％削減としてい

る。低炭素社会の実現に向け、コージェネレーションを核とした分散型エネルギーシステムを

構築し、電気と熱の融通を図る計画を市の強力な主導で取り組み、2030年までに電力供給の70％

をコージェネレーションでまかなうこととしている。建物集積度の高いビジネスエリアにおい

て、公共施設や市の所有建物をメインとし、既存及び計画中の建物にコージェネレーションを

設置し、これらを中心として熱の融通を行うためネットワーク化し、エネルギーの高度利用を

図る。 

 

    

図 シドニー市分散型エネルギーマスタープランの概要 

出典：INTERIM TRIGENERATION MASTER PLAN 
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（３）モデル・シティ・オブ・マンハイム(ＭＯＭＡ)【ドイツ/マンハイム】 

ドイツでは、都市ぐるみの低炭素化を推し進める政策（E-energy）を実施しており、モデル・

シティ・オブ・マンハイム(ＭＯＭＡ)は、「E-energy」のひとつである。 

ＭＯＭＡでは、家庭内に「エナジー・バトラー」と呼ばれるエネルギー消費量を可視化する

スマートメーターを設置している。電力料金体系はマンハイム市独自に設定され、気候条件に

よる再生可能エネルギーの発電量の変動等に従い、毎時間変動するため、「エナジー・バトラー」

は、顧客に翌日までの時間ごとの電力料金を予告する。顧客は、予告された料金を見ながら、

最も電力の安いときに指定した家電を動かす等の行動を自動スイッチシステムにより制御する

ことが可能となる。また、それぞれの「エナジー・バトラー」は、街全体のエネルギー管理を

統括する中央ゲートウエイと接続しており、顧客が現在街全体での電力需給状況を把握できる

とともに、管理側からも、顧客の消費行動の分析ができるようになっている。 

 

 

図 モデル・シティ・オブ・マンハイム(ＭＯＭＡ) プロジェクトの概要 

出典：経済産業省「スマートメーター制度検討会資料(第8回/平成22年12月16日)」 

 


