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序 章  

１ ビジョン策定の背景と目的  

日本はエネルギー資源に乏しく，その大半を輸入に頼っていました。また，石油への依存

度が高く，二度の石油危機の際にはエネルギー供給構造の弱さを露呈しました。そのような

背景もあり，従来から日本のエネルギー政策は「エネルギーの安定供給」を中心に据え，省

エネルギー推進，石油代替エネルギーの導入，石油の備蓄等を進めてきました。 

また近年においては，地球温暖化問題に対し，世界的な関心･危機感がますます高まってき

ています。地球温暖化はエネルギー消費と密接に関連しており，石油，石炭等のエネルギー

を使えば使うほど，それに伴う二酸化炭素（ＣＯ２）等，温室効果ガスの排出量も増え，地球

温暖化がますます進んでしまうと言われています。こうしたなか，地球温暖化対策として，

一層の省エネルギー推進とともに，新エネルギー導入に大きな期待がかけられています。 

このように新エネルギーは,石油をはじめとした化石燃料の依存からの脱却を図るための

エネルギー供給源の多様化,二酸化炭素やＮＯx,ＳＯxといった有害物質の削減による環境負

荷の低減,また,電源の分散化による災害時のバックアップ,自立型エネルギーシステム構造

の促進による電気事業者の電力負荷の平準化（ピークカット効果）への寄与や送電によるエ

ネルギーロスの回避等の効果があります。 

しかし,新エネルギーはその導入の必要性は認識されるものの,経済性の面での制約等によ

りその普及は十分であるとは言えません。新エネルギーを普及させていくためには，民・産・

学・官のそれぞれが役割を担い,その役割を十分に認識した上で，相互に連携を図ることが必

要と考えられます。 

このような状況を背景として，鈴鹿市における新エネルギーの導入や地域住民への普及啓

発を図るため，新エネルギーに係る基礎データの収集を行い，これを基にした利用普及施策

の基本方針を探るとともに具体的な展開方針を検討し，市内での新エネルギーの計画的な導

入を進めるため鈴鹿市新エネルギービジョンを策定することとしました。 
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２ 日本のエネルギーの現状 

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の資料によると，2002 年における日本のエネルギー消費量

（一次エネルギー消費）は石油換算で年間５億 1,700 万トンとなっており，その構成比をみ

ると約 50%を石油に依存しています。この数値は，他の主要国と比較して高い数値となって

います。 

しかしながら，日本は自国にほとんど資源を持っていないため，エネルギー自給率はエネ

ルギー全体の 20%以下しかなく，国内石油消費量の 99.7%を輸入に依存しています。また，低

い自給率にもかかわらず，日本のエネルギー消費は年々増加し続けており，1960 年から 1990

年の約 30 年間で４倍に増加し，その後も増加傾向にあります。 

それぞれの資源の可採年数は，石油 41 年，天然ガス 67 年，石炭 192 年，ウラン 85 年と言

われており，石油等のエネルギー資源が枯渇した場合，日本のエネルギー供給が深刻な問題

になる可能性が高いと考えられます。 

 

 
 
 

主要国の一次エネルギー消費と構成比（2002 年） 
 

 
 
 
資料）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」平成 15 年度 

（IEA, Energy Balance of OECD Countries 2001-2002） 

※  （）内の数値は一次エネルギー消費で，単位は石油換算百万トン。
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主要国のエネルギー依存度（2002 年） 

  日本 ドイツ イギリス フランス イタリア カナダ アメリカ

エネルギーの輸入依存度 81.0% 61.1% 13.8% 49.4% 84.6% 54.1% 27.2% 

石油の輸入依存度 99.7% 96.7% 53.8% 98.3％ 93.7% 58.2% 60.1% 

資料）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」平成 15 年度 
（IEA, Energy Balance of OECD Countries 2001-2002） 

※  一次エネルギーに含まれる原子力については，IEA の統計では国産エネルギーとして換算されて
います。 

    
 

日本のエネルギー需給の推移 

 
資料）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」平成 15 年度 
※  「一次エネルギー総供給」は国内に供給（輸入及び国内産出）されたエネルギー量。 

「最終エネルギー消費」は国内の需要先で実際に消費されたエネルギー量。 
国内供給されたエネルギーは，発電，蒸気発生等のエネルギー転換を経て消費されるため， 
最終エネルギー消費は一次エネルギー総供給を常に下回ります。 
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３ 地球温暖化とは 

1900 年代から日本を含め地球規模で，気温には上昇の傾向がみられ，1900 年から 2000 年

の 100 年間の上昇幅は 1℃を超えています。このような地球規模での気温の上昇が「地球温

暖化」です。この温暖化の傾向は，長期的にも継続すると予測されています。 

 
日本における年平均気温の経年変化 

資料）気象庁資料より作成 
 

地球の大気には，二酸化炭素等の温室効果ガスが含まれています。これらの気体によって，

大気の温度は，生物が生息しやすい状態に保たれていますが，石油，石炭等の化石燃料の消

費に伴い，二酸化炭素等の温室効果ガスが大量に排出され，その濃度が増加してきています。 

これらの温室効果ガスの濃度が増加することにより，温室効果が強くなり，地球の温度が

さらに上昇します。これは，温室効果ガスによって，地上で反射した赤外線が吸収，放射さ

れ，大気の温度を上昇させるためです。これが，地球温暖化の仕組みです。 

地球温暖化の仕組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
資料）省エネルギーセンター 
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地球温暖化の原因となる温室効果ガスには，二酸化炭素，メタン，亜酸化窒素，フロン等

ありますが，ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の報告書によると，全体的な温室

効果としては二酸化炭素の影響度が最も大きいとみられています。 

 

温暖化への温室効果ガスの影響度 

資料）「IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第三次評価報告書」2001 年 3 月 
 

温室効果ガスの中で，最も影響が大きいとみられる二酸化炭素の濃度は，世界規模で上昇

し続けています。 

二酸化炭素濃度の推移 

資料）気象庁「気候変動監視レポート 2003」 
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このまま二酸化炭素濃度が上昇し続け，地球温暖化が進んでいくと次のような影響がある

と考えられています。今日，世界各地でこのような様々な兆しが指摘されており，地球規模

での早急な対応が緊急の課題となっています。 

 

・ 北極や南極の融氷による海面上昇 
・ 豪雨や干ばつといった異常気象の増加 
・ 生態系への影響 
・ 砂漠化の進行 
・ 農業生産への影響 
・ 水資源への影響 
・ マラリア等の熱帯性感染症の増加 等 

 

 
このような問題を背景に,大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的として,

「気候変動に関する国際連合枠組条約」が 1994 年に発効され，1997 年 12 月に京都で開催さ

れた気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３京都会議）では,先進国及び市場経済移行

国の温室効果ガス排出の削減目的を定めた京都議定書が採択されました。 

この京都議定書は，先進国等に対し，温室効果ガスを対 1990 年比で，2008 年から 2012 年

に一定数値（日本 6%，EU8%等）を削減することを義務づけたもので,21 世紀以降，地球温暖

化問題に対し人類が中長期的にどのように取り組んでいくのかという道筋の第一歩が定めら

れたという点において非常に重要な意味があります。 

採択後，要件を満たすことができず発効に至っていなかった京都議定書ですが，2004 年 11

月のロシアの批准を受け，2005 年２月に発効されました。 
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４ 新エネルギーとは 

新エネルギーとは，太陽･風等，自然の力を利用したり，今まで使われずに捨てていたエネ

ルギーを有効に使ったりする地球にやさしいエネルギーのことです。新エネルギーは，既に

技術的に実用段階にあるものの経済性の面で普及が十分でないため，民産学官が協力して全

市的に導入と活用を図る必要があります。 

エネルギーは「供給サイドのエネルギー（供給地点におけるエネルギー源・利用形態等）」

と「需要サイドのエネルギー（需要地点におけるエネルギー利用形態等）」とに分かれ，新エ

ネルギーも「供給サイドの新エネルギー」と「需要サイドの新エネルギー」に分類されます。 

「供給サイドの新エネルギー」とは，自然環境等から永続的に得られる再生可能エネルギ

ーのことです（太陽光・風力発電，バイオマス等）。なお，再生可能エネルギーのうち，既に

経済性の面も含めて実用段階にある水力・地熱等は，新エネルギーから除かれています。 

「需要サイドの新エネルギー」とは，石油・天然ガス等の従来型エネルギーの効率をさら

に高めた新しい利用形態のものです（クリーンエネルギー自動車，天然ガスコージェネレー

ション及び燃料電池）。 

新エネルギーの種類 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）NEDO 技術開発機構 
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2010 年の新エネルギー導入目標は，供給サイドでは，1999 年の 1.1 倍（黒液･廃材等）か

ら 38 倍（風力発電），需要サイドの新エネルギーでは，1999 年の 3.1 倍（天然ガスコージェ

ネレーション）から 183 倍（燃料電池）となっています。 

供給サイドの発電分野では，風力発電（38 倍）と太陽光発電(23 倍)と高い目標値が設定さ

れています。需要サイドでは，燃料電池(183 倍)，クリーンエネルギー自動車(53.5 倍)と高

い目標値が設定されています。これらの目標を達成するために，積極的な新エネルギーの導

入が必要です。 

なお，現行対策維持ケースとは，現在実施している新エネルギー関係対策の枠組みを維持

した場合，目標ケースとは，「現行対策維持ケース」を踏まえつつ，官民の最大限の努力を前

提とした目標量です。 

新エネルギー導入の推移と国の目標量 
①供給サイド        

2010 年度   1999 年度実績 
 現行対策維持ケース 目標ケース 2010 

原油換算 設備容量 原油換算 設備容量 原油換算 設備容量 /1999 
  （万 kl） （万 kW） （万 kl） （万 kW） （万 kl） （万 kW）   

  太陽光発電 5.3 20.9  62 254   118 482 約 23 倍 
  風力発電 3.5  8.3  32  78 134 300 約 38 倍 
  廃棄物発電 115   90 208 175 552 417 約 5 倍 

発
電
分
野 

  バイオマス発電 5.4  8.0  13  16 34  33 約 6 倍 

  太陽熱利用  98 -  72 - 439 - 約 4 倍 
  未利用エネルギー 
（雪氷冷熱を含む） 

4.1 - 9.3 -   58 - 約 14 倍 

  廃棄物熱利用 4.4 - 4.4 -   14   約 3 倍 
  バイオマス熱利用 - -   -    67 - - 

熱
利
用
分
野 
  黒液・廃材等（※1） 457 - 479 -  494 - 約 1.1 倍 

693 - 878 - 1,910 - 約 3 倍   新エネルギー供給計 
（一次エネルギー総供給/ 

構成比） (1.2%)  (1.4%)  (3%程度)     
一次エネルギー(※2)総供給 約 5.9 億 kl  約 6.2 億 kl  約 6.0 億 kl 程度   
※1 バイオマスの一つとして整理されるものであり，発電として利用される分を一部含みます。 
※2 一次エネルギーとは，石炭，原油，天然ガス，地熱等のように自然界に存在し，加工や変換をする前のエ

ネルギーです。 
 
②需要サイド 

2010 年度  2010 
  

1999 年度実績 
現行対策維持ケース 目標ケース /1999 

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車（※3） 6.5 万台 89 万台 348 万台 約 53.5 倍 
天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ（※4） 152 万 kW 344 万 kW 464 万 kW 約 3.1 倍 

燃料電池 1.2 万 kW 4 万 kW 220 万 kW 約 183 倍 
※3 需要サイドの新エネルギーである電気自動車，燃料電池自動車，ハイブリッド自動車，天然ガス自動車，メ

タノール自動車，さらにディーゼル代替 LPガス自動車を含みます。 
※4  燃料電池によるものを含みます。 
資料）資源エネルギー庁「平成 13年新エネルギー部会報告書」 
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５ ビジョンの構成 

まず，鈴鹿市における新エネルギー導入・活用策を検討する前提条件として，人口，土地

利用，産業構造等の地域特性とエネルギー使用実態や新エネルギー賦存状況等を把握しまし

た。 

その上で，本市における新エネルギー利用の可能性と課題を整理し，本ビジョンの基本理

念と方向性を設定しました。さらに，これらの基本理念と方向性に基づき，本ビジョンの展

開方策を策定しました。 

 

  
第１章 地域特性 

 
・人口 
・土地利用 
・気象 
・自動車保有台数
・産業 等 

第２章 エネルギー使用実態等 

 
・エネルギー使用実態 
・新エネルギー賦存状況 
・アンケート調査結果 

第３章 基本理念と方向性 

 
・新エネルギー利用の可能性と課題 

 
 

・基本理念と方向性 

第４章 ビジョンの展開方策 

 
・地域の自然や社会に根差した新エネルギーの導入と活用 
・温暖化防止に寄与する産業技術の集積 
・エネルギーから考える地球温暖化防止 
 
 

・施策による波及効果の可能性と課題 
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第１章 地域特性  

この章においては，鈴鹿市における新エネルギー導入・活用策を検討する上での前提条件

として，本市の地域特性のポイントを整理しました。 

1-1 概況 

鈴鹿市は，西に鈴鹿山脈，東に伊勢湾を臨み，中央を東西に鈴鹿川が流れており，市街地

近郊に広がる水田地帯や，西南部に広大な森林地帯を有する等，自然環境資源に恵まれてい

る一方，城下町，旧東海道・旧伊勢街道の宿場町，港町として栄えてきた歴史から，その町

並みや道しるべ等，歴史的資源にも恵まれたまちです。 

産業面では，戦後，旧軍用施設跡地に平和産業を誘致した背景を起点に，交通の利便性や

立地条件の良さを生かしながら，三重県下第２位の工業都市としてのポジションを確立する

に至っています。種別にみると，食料品産業やプラスチック産業，電子機器産業等の日本を

代表する大企業が操業しており，中でも輸送用機械器具製造業の市内製品出荷高が非常に高

く，名実ともに鈴鹿市は「自動車のまち」だと言えます。このほか，工業団地への優良企業

の誘致を積極的に行うとともに，中小企業の育成を支援し，より多くの人々が，やりがいを

持って仕事に取り組める環境の整備を行っています。 

また，工業都市であると同時に，豊かな自然が今もなお残されている鈴鹿市には，大地の

恵み，海の恵みを受けた農水産業が盛んに行われています。鈴鹿川右岸側の東南部地域では，

肥沃な大地と豊かな水という条件を生かしながら，稲作や野菜栽培が行われています。また，

左岸側丘陵地帯ではさつきやつつじといった植木が盛んに栽培されており，最近では生産か

ら流通，販売まで一貫して行う体制が組まれています。同地域では茶栽培も多く，千年の歴

史を誇る伊勢茶ブランドの名は全国に知られています。中でも収穫前に木の上に覆いをかぶ

せる「かぶせ茶」は，上質なお茶として人気があります。そのほか，養鶏や肉牛等の畜産農

家も多く，最近では付加価値を高めた商品の開発が進んでいます。水産業においては，伊勢

湾でのあなごやこうなご等の沿岸漁業を始め，のり養殖が知られています。とる漁業から育

てる漁業への転換も進められ，よしえびやあさり，がざみ等の種苗放流や魚礁の整備が行わ

れています。 

このほか伝統産業の保存と育成にも力を入れており，友禅やゆかた，小紋等の柄や文様を

着物の生地に染めるのに用いる伊勢形紙が有名で，その歴史は古く，室町時代には使われて

いたと推察されています。さらに，観光面では，レーシング場が国内外に知られており，モ

ータースポーツのメッカとなっています。国際的モーターレースの際は，世界中から大勢の

人々が集まってきます。 
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このように，鈴鹿市は，産業，経済，文化の調和のとれた発展を続けて現在に至っており，

生き生きとした生活ができるまちとなっています。 
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1-1-1 人口推移 

 鈴鹿市の人口は，2005 年１月 31 日現在 19 万 8,265 人となっています。鈴鹿市の人口予測

によると，2010年頃に増加傾向が横ばいとなり，その後は微減に転じると予測されています。 

鈴鹿市における人口の推移を以下に示します。 

 
鈴鹿市の人口推移 

 
資料）総数：鈴鹿市生活安全部市民課，鈴鹿市「鈴鹿市統計要覧」 

予測：鈴鹿市企画財務部企画課 
※  総数とは，住民基本台帳と外国人登録を合わせた人口です。 

 
1-1-2 土地利用 

 鈴鹿市の土地利用は，田が 22.0%，畑が 14.0%，宅地が 15.6%となっています。その他とは，

池沼，堤，公衆用道路，公園，雑種地，鉄道用地，学校用地等です。 

 

鈴鹿市の土地利用（2002 年） 
地目 面積（㎞2） 割合 
田 42.74 22.0% 
畑 27.20 14.0% 
宅地 30.37 15.6% 
山林 14.15 7.3% 
原野 1.93 1.0% 
その他 78.28 40.2% 
計 194.67 100% 

    資料）鈴鹿市「鈴鹿市統計要覧」 
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１-1-３ 気象 

鈴鹿市における気象の概況を 1999 年から 2003 年までの５年間の平均値で示します。年間

の平均気温は 16.3℃，冬の月平均気温は 5.2℃(１月)，夏の月平均気温は 27.8℃（８月）と

なっています。平均風速は 2.2m/s で，一年中２m/s 前後の風が吹いています。年間雨量は

1,522mm で，９月の降水量が特に多くなっています。 

 
鈴鹿市の気温と降水量（1999 年から 2003 年の平均） 

 
資料）鈴鹿市「消防年報」：鈴鹿市消防署本署データ 

 
 

鈴鹿市の気象（1999 年から 2003 年の平均） 
 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温（℃） 5.2 5.4 8.8 15.3 19.2 22.7 27.3 27.8 24.7 18.5 12.9 7.6

雨量(mm) 70.9 40.8 90.2 125.2 159.0 220.4 107.7 151.1 300.1 141.2 80.1 35.8

風速（m/s） 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 2.3 2.5 2.1 1.7 1.8 2.2

資料）鈴鹿市「消防年報」：鈴鹿市消防署本署データ 
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日照時間は，鈴鹿市に最も近い観測地点である津観測所のデータで 2,000 時間程度，最適

角平均日射量は 4.15kWh/m2・日となっており，全国的にも高い値となっています。 

 
日照時間と日射量（日照時間：2003 年と 2004 年，日射量：30 年平均） 

 
資料）日照時間：気象庁データ：津観測所のデータ 

日射量： 財団法人日本気象協会｢全国日射関連データマップ｣ 
月平均全天日射量の平年値 1961-1990 年：津観測所のデータ 

 
 

 
日本の各都市の最適角平均日射量（単位：kWh/m2・日） 

都市名 最適角平均日射量 
札幌 3.93 
仙台 3.84 
東京 3.74 
名古屋 4.11 
津 4.15 
福岡 3.78 
那覇 4.09 

資料）NEDO 技術開発機構「新エネルギーガイドブック」 
          ※  最適角日射量：集熱パネルの設置角を最適とした場合に得られる日射量 
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1-1-４ 自動車保有台数 

鈴鹿市の自動車保有台数は，2000 年には全体で約 14 万台となっています。鈴鹿市の自動

車保有状況は，乗用車（小型と普通乗用車）及び軽自動車の比率が大きく，全体の増加も顕

著です。乗用車の保有台数 75,912 台のうち，自家用の台数は 75,823 台で，自家用乗用車の

普及率は，0.41 台/人と全国平均の 0.33 台/人や三重県の 0.38 台/人と比較しても，高い水

準にあります。 

 
鈴鹿市の自動車保有台数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

鈴鹿市の自動車保有台数の推移（単位：台） 
 1990年 2000年 増減率 増加台数 
貨物車 12,408 13,977 13% 1,569 
乗合車 204 265 30% 61 
乗用車 

（うち自家用） 
  （うち事業用） 

55,132 
（55,043） 
（89） 

75,912 
（75,823） 
（89） 

38% 
（38%） 
（0%） 

20,780 
（20,780） 

（0） 
特殊・大型特殊車 1,114 2,426 118% 1,312 
軽自動車 34,024 47,862 41% 13,838 
小型二輪車 2,395 2,307 -4% -88 
合計 105,277 142,749 36% 37,472 

 
自家用乗用車の普及率の比較（2000 年） 

  全国 三重県 鈴鹿市 
自家用乗用車普及率（台/人） 0.33  0.38  0.41  
自家用乗用車(2000 年小型･普通） 42,347,829 705,821 75,823 
人口    （2000 年国勢調査） 126,926,000 1,857,339 186,151 
資料）三重県「三重県統計書」 
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1-2 産業 

1-2-1 農業 

 農林水産省「2000 年世界農林業センサス（農業編）」によると，農家数は 5,525 戸，農家

人口は２万 5,430 人です。鈴鹿市の農業産出額は，三重県下の市町村で最も多く，農業の盛

んな都市です。2002 年の農業産出額は，三重県全体が 1,279 億円，鈴鹿市が 183 億円となっ

ており，花き，鶏(鶏卵を含む)の産出額は，県下で１位となっています。市内の耕種の内訳

でみると，米が最も多く，茶等の工芸農作物，花き，野菜の順となっており，畜産の内訳で

は，鶏（鶏卵を含む）が最も多くなっています。 

鈴鹿市の農業産出額の内訳（2002 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴鹿市の農業産出額（2002 年）（単位：百万円） 
農産物 産出額 

小計 12,846 
米 3,533 
工芸農作物(茶等) 1,831 
花き 1,357 
野菜 1,330 
麦類 224 
果実 105 
いも類 88 
雑穀豆類 60 

耕 
 

 

種 

種苗その他 4,318 

小計 4,476 
鶏(鶏卵を含む) 2,955 
肉用牛 557 
豚 518 
乳用牛 427 

畜 
 

 

産 

その他畜産物 19 

加工農作物 1,006 

合計 18,328 

資料）東海農政局四日市統計・情報センター「三重農林水産統計年報」 
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1-2-2 林業 

 農林水産省「2000 年世界農林業センサス（林業編）」によると，林家数は 244 戸，林家以

外の事業体数は 40 事業体です。三重県「平成 13 年度森林・林業統計書」によると，国有林

面積は 206ha，民有林面積は人工林 1,482ha，天然林 1,721ha と天然林が多くなっています。

人工林ではスギとヒノキが多くなっており，その大部分が針葉樹となっています。 

 
鈴鹿市の森林面積の内訳(2001 年) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿市の森林面積の内訳(2001 年)（単位：ha） 
区分 林種 樹種 面積 
国有林 206.20 

スギ 622.15 
ヒノキ 512.94 

針
葉
樹 マツ 346.87 
広葉樹 0.44 

人工林 

人工林計 1,482.40 
マツ 21.41 
ヒノキ 1.63 

針
葉
樹 スギ 0.63 
広葉樹 1,697.58 

民有林 
 

天然林 

天然林計 1,721.25 
合   計 3,409.85 

資料）三重県「平成 13 年森林・林業統計書」 
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1-2-3 漁業 

 鈴鹿市漁業協同組合平成 15 年度調査によると，360 世帯 546 人が漁業を営んでおり，漁獲

量はいわし類，こうなご，貝類が多くなっています。漁業協同組合の漁獲高は，魚類（貝類

を含む）951 百万円，のり 742 百万円となっており，こうなご，あさり，のり，あなごが特

産品となっています。 

鈴鹿市の漁獲高と漁種別漁獲高の内訳（2003 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿市の漁獲量と漁獲高（2003 年） 
 漁獲量 漁獲高（千円） 

魚類 3,649ｔ  951,531 

のり 70,715 千枚 742,781 

合計 － 1,694,312 

資料）鈴鹿市漁業協同組合 

鈴鹿市の魚種別漁獲量（2003 年） 
魚種 漁獲量（ｔ） 魚種 漁獲量（ｔ） 
いわし類 2,167 かれい類 14 
こうなご 499 たい類 5 
あさり 207 たこ類 5 
このしろ 55 かに類 4 
あなご 33 
すずき類 31 

  

あじ類 22 その他の魚類 45 
えび類 21 その他の貝類 522 
きす 19   

 合計 3,649 
資料）平成 15 年度水産庁港勢調査 
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1-2-4 工業 

 工業における製品出荷額等は，自動車製造業等の輸送用機械器具製造業が最も多く,一般機

械器具製造業，プラスチック製品製造業が続いています。 

鈴鹿市の主要産業とも言える自動車製造業等の輸送用機械器具製造業が，鈴鹿市の工業製

品出荷額等の４分の３を占めています。 

 
鈴鹿市の産業中分類別事業所数・従業者数・製品出荷額等(2002 年) 

産業中分類 事業所数 
（所） 

従業者数 
（人） 

製品出荷額等
（万円） 

輸送用機械器具製造業 78 10,815 109,841,835 
一般機械器具製造業 26 1,274 9,428,505 
プラスチック製品製造業 35 1,809 6,751,548 
非鉄金属製造業 5 1,745 5,348,385 
電気機械器具製造業 33 1,830 4,484,766 
化学工業 5 301 3,396,047 
飲料・たばこ・飼料製造業 10 243 2,275,422 
食料品製造業 40 847 1,594,780 
窯業・土石製品製造業 20 650 1,554,281 
金属製品製造業 34 512 932,937 
繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 14 318 377,325 
電子部品・デバイス製造業 3 322 376,351 
家具・装備品製造業 10 146 232,860 
ゴム製品製造業 8 185 147,291 
精密機械器具製造業 3 78 143,235 
鉄鋼業 4 64 111,690 
印刷・同関連業 7 77 107,994 
パルプ・紙・紙加工品製造業 4 42 105,544 
木材・木製品製造業（家具を除く） 6 54 68,436 
衣服・その他の繊維製品製造業 12 103 34,598 
石油製品・石炭製品製造業 2 X X 
情報通信機械器具製造業 1 X X 
なめし革・同製品・毛皮製造業 - - - 
その他の製造業 8 55 22,784 
合計 368 21,711 147,607,786 
資料）鈴鹿市「工業統計」 
※  「-」：該当なし，「X」:秘匿した箇所 
 

事業所数，製品出荷額等は，減少傾向にあります。従業員数は，2000 年まで減少していま

したが，2002 年は増加しています。 

 
鈴鹿市の工業の推移（従業者４人以上の事業所） 

  1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年

事業所数 （所） 470 439 451 403 368 

従業員数 （人） 24,725 24,237 23,871 21,378 21,711 

製品出荷額等（万円） 143,461,515 168,313,481 158,507,038 155,379,927 147,607,786 

資料）鈴鹿市「工業統計」 
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第２章 エネルギー使用実態等  

2-1 エネルギー使用実態 

2-1-１ 市内エネルギー消費量 

① エネルギー種別エネルギー消費量 

2000 年のエネルギー消費量は約 40,000TJ で，1990 年に比べて 10,000TJ 以上増加（35.1%

増）しています。エネルギーの種別にみると，1990 年から 2000 年にかけて全てのエネルギ

ー消費が増加しています。増減をみると，増加量では電力の増加が顕著ですが，増加率では

都市ガスの伸びが大きくなっています。 

 

エネルギー種別エネルギー消費量の推移 

 
エネルギー種別エネルギー消費量の推移（単位：ＴＪ） 

エネルギー種 1990年 2000年 
構成比 
(2000年) 

増減量 
増減率 

（1990年比） 
電力 8,942 12,132 29.8% 3,189 35.7% 
都市ガス 986 1,893 4.7% 907 92.0% 
ＬＰＧ 1,219 1,482 3.6% 263 21.6% 
灯油 1,438 1,894 4.7% 455 31.7% 
ガソリン 4,076 5,881 14.5% 1,805 44.3% 
軽油 3,997 5,556 13.7% 1,559 39.0% 
重油 2,608 2,631 6.5% 23 0.9% 
その他 6,852 9,220 22.7% 2,367 34.6% 
合計 30,118 40,688 100% 10,570 35.1% 
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② 部門別エネルギー消費量 

 1990 年から 2000 年のエネルギー消費量を部門別にみると，産業部門の建設業のみが減じ

ていますが，その他の全ての部門で増加しています。増減をみると，増加量では産業部門の

製造業の増加が顕著ですが，増加率では産業部門の農林漁業と民生部門の業務系の伸びが大

きくなっています。 

部門別エネルギー消費量の推移 

 
部門別エネルギー消費量の推移（単位：ＴＪ） 

部門 1990 年 2000 年 
構成比 
(2000 年) 

増減量 
増減率 

(1990 年比) 
民生部門(家庭系) 2,451 3,224 7.9% 773 31.5% 
民生部門(業務系) 2,490 4,226 10.4% 1,735 69.7% 
産業部門(製造業) 16,813 21,354 52.5% 4,541 27.0% 
産業部門(農林漁業) 492 848 2.1% 356 72.4% 
産業部門(建設業) 293 227 0.6% -67 -22.8% 
運輸部門(自家用) 6,027 8,580 21.1% 2,552 42.3% 
運輸部門(業務用) 1,552 2,231 5.5% 680 43.8% 
全体 30,118 40,688 100% 10,570 35.1% 

 
 参考として，民生部門（家庭系）のエネルギー消費の内訳を示します。電力以外のエネル

ギーは主に給湯や暖房に使用される灯油やガス（ＬＰＧ，都市ガス）です。 

民生部門(家庭系)のエネルギー消費量(2000 年) 
民生部門(家庭系） GJ/世帯･年 kWh/年・世帯 

全体 51.20 - 
電力 22.25 6,179.52 
電力以外のエネルギー 28.95 - 

        ※ 51.20GJ/世帯･年 ＝ 3,224TJ / 62,960 世帯 
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部門別エネルギー消費比率を以下に示します。民生部門（家庭系と業務系）の全体に対す

る割合は，三重県や全国の割合より小さくなっており,鈴鹿市と三重県の製造業の全体に対す

る割合は,全国の割合より大きくなっています。 

 
部門別エネルギー消費比率の比較（2000 年） 

 
鈴鹿市 三重県 全国 項    目 

2000年 2000年 2000年 
民生部門 18.3% 21.1% 27.4% 

家庭系 7.9% 8.5% 10.8% 
業務系 10.4% 12.6% 16.5% 

産業部門 55.1% 52.5% 44.0% 
製造業 52.5% 48.3% 40.8% 

農林漁業 2.1% 3.5% 2.3% 
建設業 0.6% 0.7% 0.9% 

運輸部門 26.6% 26.4% 28.6% 
自家用 21.1% 21.5% 22.8% 
業務用 5.5% 4.8% 5.9% 

全    体 100% 100% 100% 
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2-1-2 市内エネルギー消費量の将来予測 

鈴鹿市のエネルギー消費量の将来予測を全国的な部門別エネルギー消費量の推移傾向から

行いました。推移傾向は，トレンド法を用いて部門別に 1990 年から 2000 年のエネルギー消

費量の推移から推計しました。その推移傾向より 2010 年と 2020 年のエネルギー消費量を算

出しました。データは，資源エネルギー庁「エネルギー白書」のデータを使用しました。な

お，トレンド法とは，過去の動態，いわゆるトレンド（傾向）が将来とも同様に推移すると

いう考えに基づく推計方法です。 

全国的なエネルギー消費量の推移から推定した鈴鹿市におけるエネルギー消費量の将来予

測を以下に示します。 

 
① エネルギー種別エネルギー消費量の将来予測 

エネルギー種別エネルギー消費量の将来予測を以下に示します。全体のエネルギー消費量

は，2010 年には 46,553TJ（2000 年比 14.4%増），さらに,2020 年には 52,603TJ（2000 年比 29.3%

増）となると予測され，全てのエネルギーが増加する傾向にあります。 

増加率の高いエネルギー種は，ガソリンと軽油であり，その消費量は 20 年間でガソリンは

約 36%（2000 年比），軽油では約 38%（2000 年比）の伸びとなることが予測されます。 

 

エネルギー種別エネルギー消費量の将来予測 
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エネルギー種別エネルギー消費量の将来予測（単位：ＴＪ） 

エネルギー種 1990 年 2000 年 2010 年 
増減率 

(2000 年比） 
2020 年 

増減率 
(2000 年比） 

電力 8,942 12,132 13,794 13.7% 15,615 28.7% 
都市ガス 986 1,893 2,160 14.1% 2,432 28.5% 
ＬＰＧ 1,219 1,482 1,679 13.3% 1,888 27.4% 
灯油 1,438 1,894 2,093 10.6% 2,273 20.0% 
ガソリン 4,076 5,881 7,015 19.3% 8,006 36.1% 
軽油 3,997 5,556 6,688 20.4% 7,697 38.5% 
重油 2,608 2,631 2,879 9.4% 3,165 20.3% 
その他 6,852 9,220 10,243 11.1% 11,526 25.0% 
合計 30,118 40,688 46,553 14.4% 52,603 29.3% 

 
 

② 部門別エネルギー消費量の将来予測 

 部門別エネルギー消費量の将来予測を以下に示します。増加率の高い部門は，運輸部門

（業務系）で，その消費量は 20 年間で約 56%（2000 年比）の伸びが予測され，産業部門の農

林漁業と建設業は減少が予測されます。 

部門別エネルギー消費量の将来予測 

 
部門別エネルギー消費量の将来予測（単位：ＴＪ） 

部門 1990 年 2000年 2010年 
増減率 

(2000 年比） 
2020 年 

増減率 
（2000 年比） 

民生部門(家庭系) 2,451 3,224 3,740 16.0% 4,135 28.3% 
民生部門(業務系) 2,490 4,226 5,068 19.9% 5,906 39.8% 
産業部門(製造業) 16,813 21,354 23,725 11.1% 26,696 25.0% 
産業部門(農林漁業) 492 848 758 -10.6% 656 -22.7% 
産業部門(建設業) 293 227 151 -33.3% 60 -73.3% 
運輸部門(自家用) 6,027 8,580 10,228 19.2% 11,665 36.0% 
運輸部門(業務用) 1,552 2,231 2,883 29.2% 3,484 56.2% 
合計 30,118 40,688 46,553 14.4% 52,603 29.3% 
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2-1-3 市内温室効果ガス排出量 

各エネルギー別のエネルギー消費量を基に，温室効果ガス排出量を二酸化炭素換算で推計

しました。2000 年の温室効果ガス排出量はＣＯ２換算 668 万トンで，1990 年に比べ 172 万ト

ン増加しており，電力を由来とする温室効果ガスの割合が 68%と最も多くなっています。 

また，エネルギー消費量の将来予測結果を基に，温室効果ガスの将来予測を行いました。

温室効果ガス排出量は，2010 年にＣＯ２換算 761 万トン，2020 年にＣＯ２換算 861 万トンにな

ると予測されます。 

 
エネルギー種別の温室効果ガス排出量の推移 

 
 

 
エネルギー種別の温室効果ガス排出量とその将来予測（単位：t-CO2） 

エネルギー種 1990年 2000年 
構成比
（2000年） 

2010年 2020年 
増減率 

（2000年比） 
電力 3,380,136 4,585,754 68.6% 5,214,279 5,902,304 28.7% 

都市ガス 50,583 97,129 1.5% 110,803 124,782 28.5% 
ＬＰＧ 72,911 88,646 1.3% 100,432 112,927 27.4% 
灯油 97,643 128,571 1.9% 142,147 154,323 20.0% 

ガソリン 273,509 394,621 5.9% 470,733 537,213 36.1% 
軽油 274,562 381,667 5.7% 459,438 528,778 38.5% 
重油 183,370 184,225 2.8% 201,660 221,763 20.4% 

その他 628,951 822,948 12.3% 914,340 1,028,840 25.0% 
合計 4,961,666 6,683,561 100% 7,613,831 8,610,932 28.8% 
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2-1-4 市内公共施設の新エネルギー導入状況 

鈴鹿市内の公共施設での新エネルギー導入状況を，公共施設に対するアンケート調査によ

り把握しました。その結果，鈴鹿市では８施設で新エネルギー設備が導入されていました。   

その内訳をみると，太陽光発電が３施設，ハイブリッド車が３施設に４台導入されていま

す。また，鈴鹿市清掃センターでは，定格出力 3,000kW の廃棄物発電を導入しています。 

公共施設への導入状況を以下に示します。 

市内公共施設新エネルギー導入状況 

施設名 新エネルギー種 規模等 導入時期 

三重県鈴鹿警察署 太陽光発電 161m2，20kW 2002 年 11 月 
太陽光発電 200m2，40kW 1999 年 10 月 独立行政法人 

国立高等専門学校機構 
鈴鹿工業高等専門学校 ハイブリッド車 

トヨタ 
（プリウス） 

2004 年１月 

独立行政法人 
国立病院機構鈴鹿病院 

ハイブリッド車 
トヨタ 
（エスティマハイブリッド） 

2002 年１月 

白子郵便局 太陽熱温水器 ３m2 1988 年８月 
鈴鹿市消防署鈴峰分署 太陽光発電 10kW 2002 年３月 
鈴鹿市清掃センター 廃棄物発電 3,000kW 2002 年９月 

鈴鹿市河川防災センター 風力・太陽光発電 
ハイブリッド照明灯 ２基 
太陽光 171W 風力 64W 

2003 年３月 

鈴鹿市役所 ハイブリッド車 
ホンダ 
（シビックハイブリッド）２台 

2004 年３月 

 

 

名 称  鈴鹿市消防署 鈴峰分署 

所在地  鈴鹿市長澤町 381 番地 

工 期  2001 年７月から 2002 年３月 

 

2002 年３月に完成した鈴鹿市消防署 鈴峰分署では,新エネルギー・産業技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）の太陽光発電フィールドテスト事業（太陽光発電システムを試験的に設置し,

各サイトから得られる各種データを集約,分析・評価し,本格的普及に有用な資料としてとり

まとめることを目的とした事業）による太陽光発電システム（10kW）を設置しています。こ

の太陽光発電システムは,屋上に設置した 84 枚の太陽電池モジュール・パワーコンディショ

ナの構成からなり,天候により左右されますが,１日約 30kWh のクリーンな電力を発電します。

発電された電力は,電力会社の商用電力と系統連係し,施設用の電源として使用されるほか，

少しではありますが余剰電力があった場合には売電しています。 

2002 年度と 2003 年度における合計値では，施設使用電力の約 20%分に相当する電力を発電

しています。 
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鈴峰分署 2002 年度データ（kWh（小数点以下切捨て）） 
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

施設使用電力 2,606 4,129 3,765 4,562 6,908 5,664 
太陽電池出力電力 1,188 1,169 1,194 1,164 1,147 1,006 
余剰電力（売電量） 251 213 319 74 21 64 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
施設使用電力 3,963 4,273 5,981 7,469 7,700 6,100 
太陽電池出力電力 1,046 940 744 859 1,053 1,338 
余剰電力（売電量） 144 150 91 37 43 117 
 
 
施設使用電力年度合計 63,120kWh 

太陽電池出力電力年度合計 12,852kWh 
余剰電力（売電量）年度合計 1,524kWh 
 
 
鈴峰分署 2003 年度データ（kWh（小数点以下切捨て）） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
施設使用電力 5,380 3,649 3,317 4,123 4,797 5,734 
太陽電池出力電力 986 1,152 921 819 1,030 1,181 
余剰電力（売電量） 190 205 195 54 77 44 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
施設使用電力 3,755 3,289 4,476 7,094 7,701 6,252 
太陽電池出力電力 1,104 683 834 1,056 1,130 1,277 
余剰電力（売電量） 188 246 148 68 59 97 
 
 
施設使用電力年度合計 59,567kWh 

太陽電池出力電力年度合計 12,179kWh 
余剰電力（売電量）年度合計 1,571kWh 
 
 
鈴峰分署 2004 年度データ（12 月分まで）（kWh（小数点以下切捨て）） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
施設使用電力 4,721 2,937 3,186 4,566 5,284 5,482 
太陽電池出力電力 1,525 1,129 1,170 1,300 1,049 876 
余剰電力（売電量） 338 391 241 168 227 63 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
施設使用電力 4,303 3,129 4,428 － － － 
太陽電池出力電力 944 966 887 － － － 
余剰電力（売電量） 128 330 159 － － － 
 
 
施設使用電力年度合計 38,036kWh 

太陽電池出力電力年度合計 9,846kWh 
余剰電力（売電量）年度合計 2,045kWh 
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名 称  鈴鹿市清掃センター 

所在地  鈴鹿市御薗町 368 番地 

焼却能力 270t/日（90t/日×３炉） 

工 期  2000 年６月から 2003 年 12 月 
 

1985 年から稼動している鈴鹿市清掃センターは,施設の老朽化による処理能力の低下やダ

イオキシン類の排出規制が強化されたこと等により,最新の処理施設を整備する必要が生じ

たことから,2000 年６月から改築に着手し,2003 年 12 月に完成しました。2004 年１月から３

炉の焼却炉による本格稼動が開始されています。 

このセンターでは,ごみの焼却によって発生する排ガス中のダイオキシン類やばいじん等

を最新の公害防止技術により除去するとともに,ごみの焼却によって発生する熱の有効利用

を図るために,廃棄物発電を行っています。発電は,ごみの焼却による熱を利用して高圧蒸気

をつくり,その高圧蒸気により蒸気タービンを回し,これに駆動された発電機（定格出力

3,000kW）で行います。発電した電力は,センター内で使用するだけでなく,余剰電力は電力会

社に売電しています。 

2003 年度には 6,615MWh の売払電力がありましたが,一般家庭の年間電気使用量を

6,179.52kWh とすると,約 1,000 世帯分の電力量に相当します。 

 
清掃センター 2002 年度データ（kWh） 

月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 
施設使用電力 － 611,750 631,380 595,910 533,810 619,120 
廃棄物発電量 － 1,149,940 1,071,590 862,440 679,120 1,088,900 

余剰電力（売電量） － 641,304 551,520 361,680 198,480 560,736 
 
施設使用電力年度合計 2,991,970kWh 
廃棄物発電量年度合計 4,851,990kWh 

余剰電力（売電量）年度合計 2,313,720kWh 
 
 
清掃センター 2003 年度データ（kWh） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
施設使用電力 614,570 656,770 608,000 637,950 784,360 740,750 
廃棄物発電量 1,171,560 1,417,160 1,074,190 924,980 1,709,770 1,057,040 

余剰電力（売電量） 627,432 762,168 473,880 478,824 927,504 433,896 
月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

施設使用電力 810,780 710,440 739,440 734,600 615,750 745,770 
廃棄物発電量 1,153,560 1,040,550 835,870 1,077,610 480,990 1,420,020 

余剰電力（売電量） 581,784 531,768 450,264 481,440 99,984 766,320 
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施設使用電力年度合計 8,399,180kWh 
廃棄物発電量年度合計 13,363,300kWh 

余剰電力（売電量）年度合計 6,615,264kWh 
 

 
清掃センター 2004 年度データ（12 月分まで）（kWh） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
施設使用電力 709,210 719,400 735,840 812,420 769,730 764,550 
廃棄物発電量 1,432,670 1,175,190 1,197,140 1,745,450 1,313,680 1,337,680 

余剰電力（売電量） 725,496 465,384 494,424 933,024 559,512 660,432 
月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

施設使用電力 700,410 728,040 775,860 － － － 
廃棄物発電量 1,011,880 1,595,140 1,416,770 － － － 

余剰電力（売電量） 509,808 927,768 802,656 － － － 
 
 
施設使用電力年度合計 6,715,460kWh 
廃棄物発電量年度合計 12,225,170kWh 

余剰電力（売電量）年度合計 6,078,504kWh 

 

 

 

河川防災センターのハイブリッド照明灯 
 
 
 
                       ハイブリッド自動車（公用車）   
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2-2 新エネルギー賦存状況 

 一般に，新エネルギーの賦存状況は，「潜在賦存量」や「期待可採量」と呼ばれる量を推計

することによって把握する方法があり，より現実的な利用の可能性を考慮するため，「期待可

採量」を算定対象とします。 

2-2-1 新エネルギー期待可採量 

新エネルギーの可能性を検討する基礎的データとして，より現実的な利用の可能性を考慮

するため，期待可採量を試算の対象としました。期待可採量とは，地理的条件や技術的制約

等の制約要因を考慮に入れたエネルギー利用可能量を意味します。 

本市における新エネルギーの期待可採量を発電分野と熱利用分野に区分し，新エネルギー

ごとの期待可採量とその原油換算を試算しました。 

本市における新エネルギー種別ごとの期待可採量 
発電分野新エネルギー種 期待可採量 期待可採量（熱量） 期待可採量原油換算 

太陽光発電 217,757MWh/年 783,926GJ/年 20,522kl/年 
風力発電 31,518MWh/年 113,463GJ/年 2,970kl/年 

発電分野合計 249,275MWh/年 897,389GJ/年 23,492kl/年 
 
熱利用分野新エネルギー種 期待可採量 期待可採量原油換算 
太陽熱利用 898,518GJ/年 23,521kl/年 
木質バイオマス 18,614GJ/年 487kl/年 
畜産バイオマス 105,760GJ/年 2,769kl/年 

熱利用分野合計 1,022,892GJ/年 26,777kl/年 
 
 発電分野の期待可採量の合計897TJ/年（249GWh/年）は鈴鹿市の2000年電力消費量12,132TJ

（3,370GWh/年）の約 7.4%に相当します。また，熱利用の期待可採量の合計 1,022TJ/年は鈴

鹿市の 2000 年電力以外のエネルギー消費量 28,556TJ の約 3.6%に相当します。 

 新エネルギー種別ごとの期待可採量の目安として，21 ページに示した家庭での電力消費量

6,179.52kWh/世帯･年（22.25GJ/世帯･年），その他のエネルギー（灯油とガス）消費量 28.95GJ/

世帯･年を元に,発電分野の期待可採量でまかなえる世帯数と熱利用分野の期待可採量でまか

なえる世帯数を試算しました。発電分野では約 40,300 世帯の電力，熱利用分野では約 35,300

世帯のその他のエネルギーがまかなえる結果となりました。これは，2000 年国勢調査の鈴鹿

市世帯数 62,960 のそれぞれ６割強と５割強となります。 

新エネルギーでまかなえる世帯数 
発電分野 電力でまかなえる世帯数  熱利用分野 熱利用でまかなえる世帯数 

太陽光発電 約 35,200  太陽熱利用 約 31,000 
風力発電 約 5,100  木質バイオマス 約 600 
発電分野合計 約 40,300  畜産バイオマス 約 3,700 

   熱利用分野合計 約 35,300 
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2-2-２ 新エネルギー期待可採量の算定方法 

本調査において期待可採量資産の対象とする新エネルギーの種類として，温度差エネルギ

ーについての賦存状況調査は，具体化するのに詳細な調査が必要なため，本ビジョンの調査

対象からは除外し,また,下水熱についても可能性としてはあるものの，流域関連公共下水道

として整備しており処理場が市内にない等の鈴鹿市の現状から現実的な利用が困難なため,

調査対象から除外しています。さらに，廃棄物発電についても，既に実施していることから

調査対象から除外しています。バイオマスエネルギーについては，農業（耕種）系，水産系

等，幅広いものがありますが，ここでは量的に有望な木質及び畜産に絞って算定することと

しました。 

 
本調査において対象とする新エネルギー 

分野 新エネルギーの名称 
太陽光発電 発電分野 
風力発電 
太陽熱利用 

木質バイオマスエネルギー 
熱利用分野 

畜産バイオマスエネルギー 
 
 

 以下に，各分野の算定方法について示します。 

 

① 太陽エネルギー（太陽光発電，太陽熱利用） 

 太陽エネルギー（太陽光発電，太陽熱利用）については，最適角平均日射量を元に，設置

主体別（住宅，公共施設，工場，商業施設）にそれぞれの期待可採量を算定・集計しました。 

 

・算定式 

 太陽光発電での発電量，太陽熱利用での熱量の期待可採量は，以下の算定式により算出さ

れます。 

太陽光発電の発電量算定式 
年間発電量（kWh/年） ＝ 設置施設数（棟） × 設置システム容量（kW） 

 × 単位出力あたりの必要面積（パネル面積）（m2/kW） 
 × 最適角平均日射量（kWh/m2日） × 補正係数（0.0065） 
 × 年間日数（365 日/年） 
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太陽熱利用の集熱量算定式 
年間集熱量（MJ/年） ＝ 設置施設数（棟） × 集熱面積（m2） 

 × 最適角平均日射量（kWh/m2日） 
 × 換算係数（3.6MJ/kWh） × 集熱効率（40%） 
 × 年間日数（365 日/年） 

 
・設置施設数 

 設置施設数は，「鈴鹿市統計要覧（平成 14 年度）」等を基に以下のように設定しました。 

算定に使用した設置施設数 
設置施設の区分 統計資料 施設数 

住宅（専用住宅，その他の併用住宅） 平成 10 年住宅・土地統計調査 59,630 
主要公共施設（市役所，学校，福祉衛生施設等） 鈴鹿市統計要覧（平成 14 年度） 254 
工場（従業員 30 人以上の工場） 平成 14 年鈴鹿市工業統計調査 76 
商業施設（大型店舗） 平成 14 年鈴鹿市商業統計調査 31 
 
・設置システム容量・パネル面積・集熱面積 

 住宅の設置システム容量は，新エネルギー財団の補助事業を参考に１施設当たり太陽光発

電で 4.0kW（パネル面積 36m2）とします。住宅の集熱面積は，太陽熱温水器（強制循環式）

の標準的な集熱面積として 6m2に設定します。 

 主要公共施設，工場，商業施設のシステム容量は，20.0kW（パネル面積 180m2），集熱面積

は，150m2としました。 

 
1 施設当たりの導入量の設定 

太陽光発電 太陽熱利用 
設置施設 

システム容量 パネル面積 集熱面積 
住宅 4.0kW 36m2 6m2 

主要公共施設，工場，商業施設 20.0kW 180m2 150m2 
 
 

・最適角平均日射量 

 最適角平均日射量は，財団法人日本気象協会の「全国日射関連データマップ」の津観測所

のデータ（4.15kWh/m2日）を使用しました。 
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② 風力発電 

風力発電については，風況が良好な山間部に 1,000kW 風車を導入すると仮定し，期待可採

量を算定・集計しました。 

 

・算定式 

風力発電の期待可採量は，設置可能と想定される地点を仮定し，それぞれの地点における

導入想定台数，風速出現頻度，年間時間，風速別発電能力を掛け合わせた数値の合計により

算出されます。 

 

・導入想定台数 

 導入想定台数は，NEDO 技術開発機構「局所的風況予測モデル LAWEPS」により，風況が良好

な地点で尾根部の平坦な場所に 11 台が設置可能と仮定しました。ただし,この仮定は設置場

所における規制や送電線の有無,また,設置場所までの道路等の条件は考慮していません。 

 
平均風速の分布図 

 

資料）NEDO 技術開発機構 
「局所的風況予測モデル LAWEPS」 



 
 －34－

風力発電年間発電量の計算例(1,000kW 風車) 
風速 
（m/s） 

風速出現頻度 
A（%） 

年間時間 
B（h/年） 

風速別発電能力 
C（kW） 

発電量 
A×B×C（kWh） 

0 1.24 0 0 
1 4.19 0 0 
2 6.94 0 0 
3 8.66 0 0 
4 8.18 20 14,331 
5 6.39 55 30,787 
6 7.42 110 71,499 
7 7.84 190 130,489 
8 6.87 300 180,544 
9 8.87 445 345,770 
10 8.87 595 462,322 
11 7.84 745 511,654 
12 16.70 

8,760 

870 1,272,740 
合計 100  1,000 3,020,137 

 

・風速出現頻度 

風速出現頻度は，NEDO 技術開発機構「局所的風況予測モデル LAWEPS」により，地上高 50m

の風速出現頻度を採用しました。地上高 50m は，出力 1,000kW の風車を想定したものです。 

 

・年間時間 

年間時間は，8,760 時間/年としました。 

 

・風速別発電能力 

風速別発電能力は，風車の各風速における出力で，1,000kW 風車を想定し，新エネルギー

ガイドブックの値を採用しました。 
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③ 木質バイオマスエネルギー 

木質バイオマスエネルギーについては，人工林針葉樹の成長量分を熱利用すると想定し，

期待可採量を算定・集計しました。 

 

・算定式 

木質バイオマスエネルギーの期待可採量は，以下の算定式により算出されます。 

 
木質バイオマスエネルギーの利用可能熱量算定式 

利用可能熱量（MJ/年） ＝ 森林面積（ha） × 森林成長率（m3/ha 年） 
 × 重量換算(500kg/m3) × 単位発熱量（MJ/kg） 
 × ボイラ効率（85%） 

 
・森林面積 

 森林面積は，平成 13 年度三重県森林・林業統計書により，鈴鹿市の人工林のうち針葉樹の

面積（1,482ha）を採用しました。 

 

・森林成長率 

 森林成長率は，平成 13 年度三重県森林・林業統計書により，鈴鹿市民有林の森林成長率

（1.53m3/ha 年）を採用しました。 

 

・重量換算 

重量換算は，木材 1m3あたりの重量であり，新エネルギーガイドブックの数値（500kg/m3）

を採用しました。 

 

・単位発熱量 

 単位発熱量は，新エネルギーガイドブックの数値（19.78MJ/kg）を採用しました。 

 

・ボイラ効率 

 ボイラ効率は，新エネルギーガイドブックの数値（85%）を採用しました。 
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④ 畜産バイオマスエネルギー 

畜産バイオマスエネルギーは，市内の乳用牛，肉用牛，豚及び鶏のそれぞれ糞尿をメタン

発酵させ，熱利用することを想定し，算出・集計しました。 

 

・算定式 

 畜産バイオマスエネルギーの期待可採量は，以下の算定式により算出されます。 

 

畜産バイオマスエネルギーの利用可能熱量算定式 
利用可能熱量（MJ/年） ＝ 飼育頭羽数（頭羽） × 糞尿排出量（kg/頭羽・日） 

 × メタンガス発生量(m3/kg) × メタン含有率（60%） 
 × メタン発熱量（37.18MJ/m3） × ボイラ効率（90%） 
 × 年間日数（365 日/年） 

 
・飼育頭羽数 

 飼育頭羽数は，農林水産省「畜産基本・予察調査・鶏ひなふ化羽数調査（2003 年２月１日

現在）」，「畜産物流統計調査（2003 年２月１日現在）」により，以下の数値を使用しました。 

 乳用牛 760 頭， 肉用牛 2,330 頭， 豚 8,490 頭， 鶏 1,376,000 羽 

 

・糞尿排出量 

 糞尿排出量は，新エネルギーガイドブックにより，以下の数値を採用しました。 

 乳用牛 45kg/頭日， 肉用牛 20kg/頭日， 豚 ６kg/頭日， 鶏 0.14kg/羽日 

 

・メタンガス発生量 

 メタンガス発生量は，新エネルギーガイドブックにより，以下の数値を採用しました。 

 乳用牛 0.025m3/kg， 肉用牛 0.03m3/kg， 豚 0.03m3/kg， 鶏 0.05m3/kg 

 

・メタン含有率及びメタン発熱量 

メタン含有率は，発生ガス中のメタン成分の含有率であり，新エネルギーガイドブックの

数値（60%）を採用しました。メタン発熱量は，新エネルギーガイドブックの数値（37.18MJ/m3）

を採用しました。 

 

・ボイラ効率 

ボイラ効率は，新エネルギーガイドブックの数値（90%）を採用しました。 
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2-3 アンケート調査結果 

本ビジョンの策定にあたり，新エネルギー導入･活用に対する市民・事業者の方々の意見・

要望等を把握するため，アンケート調査を実施しました。 

2-3-1 市民アンケート 

・対象と方法：住民基本台帳から 18 歳以上の市民を無作為抽出し，2004 年 11 月から 12 月

にかけて郵送法にて実施。 

・回収状況：発送数   1,000 票 

      有効回収数  358 票（有効回収率 35.8%） 

・回答者の属性 

男女別 
年齢層 

男 性 女 性 無回答 計 構成比 

29 歳以下 19 22 － 41 11.5% 
30～39 歳 27 41 － 68 19.0% 
40～49 歳 20 38 － 58 16.2% 
50～59 歳 31 35 － 66 18.4% 
60 歳以上 56 65 2 123 34.4% 
無回答 － － 2 2 0.6% 
計 153 201 4 358 100% 
構成比 42.7% 56.1% 1.1% 100% － 

 ※ 構成比の端数は四捨五入しており，合計値が 100%にならないことがあります。 
   アンケート結果については，以下同様。 
 

問１ 地球環境問題への関心 

 地球環境問題への関心の有無については，「関心がある」が 46.1%，「ある程度関心がある」

が 44.7%となっており，合

わせて９割程度（90.8%）

の方が関心を示していま

す。 

 環境省が 2001 年に全国

で行った調査では，関心を

示している国民は 82.4%と

なっており，鈴鹿市民は相

対的に関心が高くなって

います。 

 

関心がある
46.1%

ある程度関心が
ある
44.7%

わからない
2.2%全く関心がない

0.6%
無回答
1.1%

あまり関心が
ない
5.3%
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問２ 地球温暖化に対する認知 

 地球温暖化に対する認知としては，「よく知っている」が 48.6%，「大体知っている」が 45.3%

となっており，合わせて９割強（93.9%）の方が認知しています（環境省の全国調査では 85.0%）。 

 

問３ 省エネルギーによる地球温暖化防止に対する認知 

 自身の省エネルギーへの取り組みが地球温暖化防止に貢献することに対する認知としては，

「知っている」が 91.3%を占めています（環境省の全国調査では 81.5%）。 

よく知っている
48.6%

大体知っている
45.3%

わからない
1.7%

無回答
0.3%

あまり知らない
3.9%

全く知らない
0.3%

知らない
7.3%

無回答
1.4%

知っている
91.3%
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問４ 実行したいと思う省エネルギー（複数回答） 

 地球温暖化防止に向けた省エネルギーへの取り組みとして実行したいのは，「日常生活にお

いてエネルギーを使い過ぎないよう気をつける」が 86.3%と最も多く，次いで「省エネルギ

ー型の自動車，住宅，家電等を優先的に購入する」が 43.0%と続き，以下，「地球温暖化防止

及び省エネルギー推進に向けた市民活動等に協力する」18.7%，「地球温暖化防止及び省エネ

ルギー推進に向けた市民活動等に主体的に参画する」4.2%となっています。 

 日常生活，耐久消費財の購入において省エネルギーに努めようとする方が多くなっている

ほか，市民活動等に協力・参画したいという方も少なくありません。 

 

2.0%

1.4%

4.2%

18.7%

43.0%

86.3%

0% 25% 50% 75% 100%

上のいずれも実行したくない

その他

地球温暖化防止及び省エネルギー推進に
向けた市民活動等に主体的に参画する　

地球温暖化防止及び省エネルギー推進に
向けた市民活動等に協力する　　　　　

省エネルギー型の自動車，住宅，家電等
を優先的に購入する　　　　　　　　　

日常生活においてエネルギーを使い過ぎ
ないよう気をつける　　　　　　　　　
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問５ 認知している新エネルギー（複数回答） 

 よく知っている，あるいは大体の内容を知っている新エネルギーとしては，「風力発電」が

82.1%，「太陽熱利用」が 79.3%，「太陽光発電」が 72.6%，「クリーンエネルギー自動車」が

68.4%となっており，これらが上位４項目となっています。次いで，「廃棄物エネルギー」が

41.6%，「燃料電池」が 33.5%と続いています。 

 

問６ 導入に力を注ぐべき新エネルギー（複数回答） 

 次に，本市が導入に力を注ぐ新エネルギーについて聞いたところ，「太陽光発電」が 64.8%，

「太陽熱利用」が 54.2%でこの両項目が過半数となっています。次いで「クリーンエネルギ

ー自動車」が 43.0%，「廃棄物エネルギー」が 39.4%，風力発電が 31.0%，「燃料電池」が 24.3%

と続いています。 

  

5.6%

43.0%

10.1%

39.4%

7.8%

31.0%

24.3%

54.2%

64.8%

11.2%

68.4%

8.4%

41.6%

17.3%

82.1%

33.5%

79.3%

72.6%

0% 25% 50% 75% 100%

天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車

温度差ｴﾈﾙｷﾞｰ

廃棄物ｴﾈﾙｷﾞｰ

ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ

風力発電

燃料電池

太陽熱利用

太陽光発電

知っているもの

本市が導入に力を注ぐべきもの

知っているもの 

本市が導入に力を注ぐべきもの 
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 さらに，問５において各種の新エネルギーについて知っていると答えた方に限って，問６

の導入に力を注ぐべき新エネルギーの回答率を再集計しました（複数回答）。 

その結果，全ての新エネルギーの種類について，内容を知らない方より知っている方の方

が，導入に力を入れるべきとの回答が多くなっています。なかでも特に，「燃料電池」，「バイ

オマスエネルギー」及び「天然ガスコージェネレーション」については，その内容を認知す

ることにより，導入の必要性に対する認識が飛躍的に高まる傾向が強くなっています。 

問７ 新エネルギー導入において注力すべき面（複数回答） 

 本市が新エネルギー導入に関し，力を入れるべき面としては，「行政における新エネルギー

機器の率先導入」が 56.1%と半数を超え，次いで，「市民に対する新エネ機器導入の働きかけ」

48.9%，「市内の事業者に対する新エネ機器導入の働きかけ」39.4%，「市民･事業者･行政の連

携による関連事業」36.0%と続いています。 

 行政の率先

導入を進めた

上で，市民，事

業者に導入を

働きかけ，市

民・事業者・行

政の連携に結

びつけること

が期待されて

います。 
1.1%

36.0%

39.4%

48.9%

56.1%

0% 25% 50% 75%

その他 

市民･事業者･行政の連携
による関連事業　　　　

市内の事業者に対する新
エネ機器導入の働きかけ

市民に対する新エネ機器
導入の働きかけ　　　　

行政における新エネルギ
ー機器の率先導入　　　

 
 

27.5%

54.7%

13.3%

57.7%

19.4%

36.4%

48.3%

62.7%

76.5%

0% 25% 50% 75% 100%

天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ（n=40）

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車（n=245）

温度差ｴﾈﾙｷﾞｰ（n=30）

廃棄物ｴﾈﾙｷﾞｰ（n=149）

ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ（n=62）

風力発電（n=294）

燃料電池（n=120）

太陽熱利用（n=284）

太陽光発電（n=260）
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問８ 家庭で導入・使用している新エネルギー（複数回答） 

 現在，家庭で導入・利用している新エネルギーとしては，「太陽熱利用」が 13.7%で最も多

く，次いで，「太陽光発電」が 6.4%と続き，以下，「クリーンエネルギー自動車」2.8%，「風

力」0.8%となっています。 

問９ 家庭で導入・利用しても良い新エネルギー（複数回答） 

 今後，家庭で導

入・利用しても良い

新エネルギーにつ

いては，「太陽熱利

用」が 45.8%，「太陽

光発電」が 43.9%，

「クリーンエネル

ギ ー 自 動 車 」 が

36.6%と，それぞれ

４割前後を占め，次

いで，「風力」が 7.5%

となっています。 

 

問 10 新エネルギー導入・利用の目的（複数回答） 

 問８あるいは問９で選んだ項目（新エネルギー）があった 301 名の方を対象に，新エネル

ギー導入・利用の目的を質問しました。その結果，「電気代や光熱費の節減」が 74.4%で最も

多く，次いで，「地球温暖化対策等の地球環境保全」が 66.4%と続き，「売電」は 6.6%となっ

ています。 

 市民における新

エネルギー導入・利

用を促進するにあ

たっては，地球環境

保全の観点ととも

に，家計費の節減等

の経済的メリット

との両立が求めら

れているようです。 

1.3%

6.6%

74.4%

66.4%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

売電

電気代や光熱費の節減

地球温暖化対策など地球環境保全

ｎ=301

0.3%

36.6%

43.9%

1.1%

0.8%

2.8%

13.7%

6.4%

45.8%

7.5%

0% 25% 50%

その他

風力

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車

太陽熱利用

太陽光発電

現在、導入・利用している
今後、導入・利用しても良い

 

現在，導入・利用している 
今後，導入・利用しても良い 
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問 11 新エネルギー導入の条件（複数回答） 

 今後，家庭への新エネルギー導入を前向きに検討するための条件としては，「購入費に対す

る助成制度（補助金，利子補給等）の充実」が 73.7%と最も多く，次いで，「１万円以下で購

入できるような安価な新エネルギーグッズの紹介」が 43.3%と続き，以下，「家庭用新エネル

ギー機器に関する情報提供」34.1%，「導入効果が目に見えるようなモデル事業の実施と機器

の展示」28.2%，「新エネルギーを活用したまちづくりに向けた勉強会・研究会等の実施」16.5%，

「環境教育・学習の教材となるような新エネルギーグッズの紹介」9.8%となっています。 

 家計の負担を軽減す

るため，助成制度のほか，

安価に導入できるグッ

ズの紹介が求められ，さ

らに情報提供，モデル事

業・機器展示が有効とみ

られます。また，勉強

会・研究会等を挙げる積

極的姿勢の方も少なく

ありません。 

 

問 12 本市における新エネルギー導入・活用の方向性（複数回答） 

 鈴鹿市における燃料電池をはじめとする新エネルギー導入・活用の方向性としては，「燃料

電池に限らず，幅広い新エネルギーの導入を進めるべきだと思う」が 45.8%と最も多く，次

いで，「鈴鹿ならではの燃料電池の活用方法を考案し，実験的導入を進めるべきだと思う」

34.6%，「一般的な燃料電池システムの導入と普及を着実に進めるべきだと思う」27.1%と続い

ています。 

 市民サイドにおいては，

幅広い新エネルギーを導

入することが求められ，

燃料電池導入についても

鈴鹿市ならではの特色の

ある取り組みを求める声

が多くなっています。 

0.6%

16.5%

9.8%

43.3%

28.2%

34.1%

73.7%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

新エネルギーを活用したまちづくり
に向けた勉強会・研究会等の実施　

環境教育・学習の教材となるような
新エネルギーグッズの紹介　　　　

１万円以下で購入できるような安価
な新エネルギーグッズの紹介　　　

導入効果が目に見えるようなモデル
事業の実施と機器の展示　　　　　

家庭用新エネルギー機器に関する情
報提供　　　　　　　　　　　　　

購入費に対する助成制度（補助金，
利子補給等）の充実　　　　　　　

0.3%

17.0%

45.8%

34.6%

27.1%

0% 25% 50% 75%

その他

よくわからない

燃料電池に限らず，幅広い新エネルギーの
導入を進めるべきだと思う　　　　　　　

鈴鹿ならではの燃料電池の活用方法を考案
し，実験的導入を進めるべきだと思う　　

一般的な燃料電池システムの導入と普及を
着実に進めるべきだと思う　　　　　　　
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2-3-2 事業者アンケート 

・対象と方法：鈴鹿工業クラブ加入事業所のうち 18 社に対し，2004 年 11 月から 12 月にか

けて郵送法にて実施。 

・回収状況：発送数   18 票 

      有効回収数 13 票（有効回収率 72.2%） 

 

問１ 新エネルギー導入に対する関心 

「かなり関心がある」が３社，

「関心がある」が７社，「あま

り関心がない」が３社となって

います。 

全体として，新エネルギー導

入に関心を持つ事業者が多く

なっています。 

 

 

 

附問 1-1 関心がある理由（複数回答） 

 「二酸化炭素削減等の環境保全効果により，企業の社会的責任が果たせるから」が９社，

「エネルギー利用効率化等により，コストダウンが図れる可能性があるから」が６社，「企業

イメージの向上につながる可能性があるから」が５社，「新エネルギーに関連する事業開発･

展開に興味があるから」が１社となっています。 

 自社への導入に

とどまらず，さま

ざまな支援の意向

をお持ちの事業者

がみられます。 

ほとんど関心が
ない
0社あまり関心が

ない
3社

関心がある
7社

かなり関心が
ある
3社

0

1

0

5

9

6

0 5 10

その他

新エネルギーに関連する事業開発・展開
に興味があるから　　　　　　　　　　

行政，業界，取引先など，外部からの働
きかけがあるから　　　　　　　　　　

企業イメージの向上につながる可能性が
あるから　　　　　　　　　　　　　　

二酸化炭素削減など環境保全効果により
企業の社会的責任が果たせるから　　　

エネルギー利用効率化等により，コスト
ダウンが図れる可能性があるから　　　

社
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附問 1-2 関心がない理由（複数回答） 

「新エネルギー自体に対する認識が未だ十分に高まっていないから」が１社，「その他」が

２社となっています。 

問２ 全市的な取り組みへの協力事項（複数回答） 

「自社における新エネルギー機器導入」が４社と最も多く，新エネルギー機器導入に関す

る技術的支援」，「市民・行政等との連携による新エネルギー関連事業への支援」及び「その

他」がそれぞれ２社となっています。 

自社への導入のほか，技術的支援，市民・行政等との連携等に前向きな事業者がみられま

す。 

2

2

2

4

0 1 2 3 4 5

その他

市民・行政等との連携による新エネルギー
関連事業への支援　　　　　　　　　　　

新エネルギー機器導入に関する技術的支援

自社における新エネルギー機器導入

社

2

1

0

0

0

0

0 1 2 3

その他

新エネルギー自体に対する認識が未だ
十分に高まっていないから　　　　　

業界，取引先などにおける関心が未だ
十分に高まっていないから　　　　　

新エネルギー導入による企業イメージ
向上効果があまり期待できないから　

貴事業所において環境保全に対する意
識が未だ十分に高まっていないから　

エネルギー利用効率化等によるコスト
ダウンがあまり期待できないから　　

社
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問３ 現在，設置されている新エネルギー（複数回答） 

 「排熱利用」が 5 社と最も多く，次いで，「コージェネレーション」が４社，「クリーンエ

ネルギー自動車」が３社と続いています。 

  

問４ 今後，導入予定・計画のある新エネルギー（複数回答） 

  

問５ 先進的・特徴的な新エネルギー 

 問３及び問４で挙げていただいた新エネルギーのうち，先進的・特徴的なものの概要につ

いて質問いたしましたが,守秘上の理由により，その内容について本ビジョンには記載してお

りません。 

 

5

2

1

3

1

1

1

0

0

0

0

2

4

1

0

4

3

0

5

0

1

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6

導入予定・計画はない

その他の新エネルギー

燃料電池

コージェネレーション

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車

海水･河川水･下水処理水

排熱利用

バイオマスエネルギー

廃棄物エネルギー

風力

太陽熱

太陽光

現在設置されている

今後導入予定・計画がある

社

現在，設置されている 

今後，導入予定・計画がある 
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問６ 燃料電池関連の取り組みへの関心 

 「関心がある」が２社，「ある程度関心がある」が６社，「あまり関心がない」が３社と，

全体として関心を示す事業者が多くなっています。 

 

問７ 参加・協力したい燃料電池関連の取り組み（複数回答） 

「燃料電池及びその関連事業についての勉強会等」が８社で最も多く，次いで，「貴事業所

における燃料電池の実証試験・試運転等」が５社で続いています。 

実証試験等の具体的取り組みを挙げる事業者もみられますが，勉強会等の基礎的な取り組

みへの参加意向を示す事業者が多くなっています。 

何とも言えない
2社

全く関心がない
0社

あまり関心が
ない
3社

関心がある
2社

ある程度関心が
ある
6社

5

0

0

0

0

0

5

8

0 5 10

何とも言えない

上のいずれにも参加したくない

その他

燃料電池関連ビジネスの事業化

燃料電池周辺機器・燃料電池利用
システム等の研究開発　　　　　

燃料電池本体の研究開発

貴事業所における燃料電池の実証
試験・試運転等　　　　　　　　

燃料電池及びその関連事業につい
ての勉強会等　　　　　　　　　

社
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問８ 燃料電池関連事業の展開の制約要因（複数回答） 

「燃料電池関連事業を担う人材・ノウハウが不足している」が８社，「燃料電池関連事業に

取り組む必要性が薄い」が７社，「燃料電池関連事業に関する基礎的情報が不足している」が

６社となっており，次いで，「燃料電池関連事業に取り組む資金が不足している」４社，「参

入すべき有望な市場・事業がよくわからない」３社と続いています。 

 全体的に回答が分散しており，さまざまな制約要因が複合的に絡んでいることがうかがわ

れます。 

 

 

0

0

3

0

6

4

8

7

0 5 10

その他

燃料電池関連事業の将来性に
確信が持てない　　　　　　

参入すべき有望な市場・事業
がよくわからない　　　　　

研究開発と市場開拓の競争が
厳しく追随が難しい　　　　

燃料電池関連事業に関する基
礎的情報が不足している　　

燃料電池関連事業に取り組む
資金が不足している　　　　

燃料電池関連事業を担う人材
・ノウハウが不足している　

燃料電池関連事業に取り組む
必要性が薄い　　　　　　　

社
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第３章 基本理念と方向性  

3-1 鈴鹿市における新エネルギー利用の可能性と課題 

 以上の調査結果を基に，鈴鹿市における新エネルギー利用の可能性と課題について，以下

のように整理しました。 

3-1-1 地域特性 

鈴鹿市の地域特性としては，良好な日照条件や平坦な地形等により，太陽エネルギーの利

用に適することが挙げられます。 

また，鈴鹿市は約 20 万の人口を有する三重県内屈指の工業都市であると同時に，豊かな自

然を生かした農水産業も盛んな都市となっています。そのため，家庭・飲食店の生ごみをは

じめ，食品加工業からの廃棄物，農業からの稲わらや野菜くず，畜産業からの糞尿，水産業

からの水産加工残さ，また，人工林の徐間伐材等，多様なバイオマス（有機系廃棄物）が排

出されています。 

また，自動車をはじめとする製造業の集積度が高い上に，市内に立地するレーシング場が

国内外に知られており，モータースポーツのメッカとなっています。このことから，産業部

門を主軸とする燃料電池等の新エネルギーシステム導入，そして「自動車のまち」として燃

料電池自動車等のクリーンエネルギー自動車の導入と普及について，有利な条件を満たして

いるものと認識されます。 

こうした地域特性を広範な観点から見い出し，多様な施策を組み合わせて工夫していくこ

とにより，鈴鹿ならではの新エネルギー導入・活用策を展開する可能性が開けてくるものと

考えられます。 
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3-1-2 エネルギー使用実態等 

先述の市内エネルギー種別及び部門別使用実態と将来予測の消費量から，製造業及び自家

用車におけるエネルギー利用効率化が課題と考えられます。また，市内温室効果ガス排出量

と将来予測から，電力をはじめとするエネルギー利用の効率化が課題となっていることが認

識されます。 

市内公共施設における新エネルギー利用の現状からは，既に８施設において太陽光発電，

ハイブリッド自動車等が導入されており，今後はさらなる導入推進が期待される状況にある

ものと考えられます。 

市民アンケート調査の結果からは，地球温暖化防止と新エネルギー導入・利用に対する市

民の意識は高く，省エネルギーに取り組もうとする方が多いことがわかりました。自らの家

庭における新エネルギーの導入については，経済性等の制約要因が強く，助成制度の充実を

求める声が多くなっています。鈴鹿市における新エネルギー導入・活用の方向性としては，

幅広い新エネルギーを導入することが求められており，燃料電池についても鈴鹿市ならでは

の特色のある取り組みを求める声が多くなっています。また，地球温暖化防止，新エネルギ

ー活用等に向けた市民活動，勉強会，研究会等への参画意向を示す方も多くみられ，こうし

た積極的な姿勢の方々が活躍できる場と体制を整えることが重要と考えられます。 

事業者アンケート調査においては，社会的責任の遂行，コストダウン，企業イメージ向上

等の要因から，燃料電池等の新エネルギー導入に意識が高い事業者が多くみられます。現在

の設置状況としては，排熱利用，コージェネレーション，クリーンエネルギー自動車等が導

入されており，今後は，コージェネレーション，太陽光発電等の導入が計画されています。

また，市民・行政等との連携・支援，燃料電池関連の勉強会等への参画意向を示す事業者も

みられ，市民・事業者・行政の連携による全市的な取り組みに繋がることが期待される結果

となっています。燃料電池関連事業の展開に対する制約要因としては，人材・ノウハウの不

足，事業に取り組む必要性が薄いこと，基礎的情報の不足等，様々な要因が複合的に絡んで

いることがうかがわれます。 
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3-1-3 導入適性 

① 太陽光発電（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

 市内における期待可採量は 218GWh（784TJ）となっており，これは３万５千世帯の年間の

電力需要に相当します。市内の最適角平均日射量は 4kWh/㎡日を超えており，全国的にみて

も日射量は豊富であると言えます。 

鈴鹿市は全体的に平坦な地域が多く，市内の全域において日照時間・量が多く，太陽エネ

ルギー利用について有利な条件を満たしています。都心部においても高層建築物が多くない

ため，住宅，工場等，あらゆる施設に設置が可能と考えられます。 

市民アンケート結果においても，本市が導入に力を注ぐべきとする方（64.8%），家庭で導

入しても良いという方（43.9%）がともに多くなっています。 

このように，鈴鹿市においては，太陽光発電について有利な条件を満たしているとみられ

ますが，採算性や天候による不安定性等を踏まえた活用を要します。また，導入による環境・

エネルギー問題に対する意識喚起等，副次的効果についても期待されます。 

 

 

太陽光発電の仕組み 

 

 

 

 
 
 

資料）新エネルギー財団 

太陽光発電は，太陽の光を吸収して電気を発生させる太陽電池を使った発電方法です。 太
陽電池は，直流の電気を発生させます。それをインバータで，家庭等で使用している交流の電
気に変換します。発電した電気が余れば電力会社に電気を売ることができます。 

太陽電池のN型半導体とP型半導体
の間には，（＋）と（－）の電位差が
生じています。 
しかし，光が当たっていない状態

では，そこに導線をつないでも，電
気は流れ出すことはありません。 
太陽電池に光が当たると，P型半導

体の（－）電子がN型半導体（＋）の
ホールに移動し，不安定な状態にな
ったN型半導体の自由電子（－）が導
線を伝ってP型半導体に向かって移
動することにより，電流が流れるこ
とになります。 
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② 廃棄物発電（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

 清掃センターにおいては，2003 年度に 6.62GWh の売電をしており，これはほぼ１千世帯分

の年間の電力需要に相当する量です。鈴鹿市は約 20 万の人口を有し，一定の家庭ごみ排出量

があるため，安定したエネルギー供給源となりえます。 

 市民アンケートにおいても，本市が導入に力を注ぐべき新エネルギーとして，廃棄物エネ

ルギーを挙げる方が少なくありません（39.4%）。 

鈴鹿市においては既に清掃センターに廃棄物発電を導入しており，当面新たな導入は想定

されませんが，今後の設備改良・更新時には，エネルギー効率が高く，安全性が高い等，よ

り優れたシステム導入の検討を要します。また，将来の人口変動，資源化への取り組み等に

よるごみ質の変化等，変動要因に対応していくことが必要になります。 

 

廃棄物発電の仕組み 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料）新エネルギー財団 

 
鈴鹿市清掃センターにおける廃棄物発電設備 

 

ごみを焼却する際の「熱」で高温高圧の蒸気を作り，その蒸気でタービンを回して発電します。
また，発電した後の排熱は，冷暖房や温水として有効に利用することができます。 
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③ 風力発電（鈴鹿市における導入期待度：○） 

市内における期待可採量は 32GWh（113TJ）となっており，これは５千世帯分の年間の電力

需要に相当します。ただし,この数値を得るための大型風車は,設置後の稼動効率等を考慮す

ると,年平均風速は 6m/s 以上あることが望ましく,かつ１年を通じての安定した風況が必要

です。市内では山地において平均風速が高い地点がみられるものの，市街地においては平均

風速は高いものとは言えません。また，風況のよい山地は国定公園である等の制約があると

ともに貴重な自然の宝庫となっており,機材の運搬に必要な道路，系統連係可能な送電線との

距離等，大規模風量発電を導入する上での物理的条件が十分ではありません。 

市民アンケートにおいては，本市が風力発電の導入に力を注ぐべきという方は３割強

（31.0%）となっており，家庭で導入・利用しても良いという方は 7.5%にとどまっています。 

このような状況から，鈴鹿市においては大規模な風力発電の導入は困難と考えられるため，

小規模な機器の導入と有意義な活用策を検討・工夫することが求められます。また，風力発

電は，稼動部（ブレード等）の注目度の高さを生かして，環境・エネルギー問題に対する意

識喚起等のための活用も考えられます。  

 

 

 

風力発電の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）新エネルギー財団

「風の力」で風車を回し，その回
転運動を発電機に伝えて「電気」を
起こします。 
風車は風の吹いてくる方向に向き

を変え，常に風の力を最大限に受け
取れる仕組みになっています。台風
等で風が強すぎるときは，風車が壊
れないように可変ピッチが働き，風
を受けても風車が回らないようにし
ます。 
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④ 太陽熱利用（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

 市内における期待可採量は 899TJ となっており，これは３万 1千世帯分の年間の熱需要（電

力以外のエネルギー消費量）に相当します。太陽光発電の項でみたように，本市は全国的に

みても日射量は豊富であると言えます。 

鈴鹿市は全体的に平坦な地域が多く，市内の全域において日照時間・量が多く，太陽エネ

ルギー利用について有利な条件を満たしています。都心部においても高層建築物が多くない

ため，住宅，工場等，あらゆる施設に設置が可能と考えられます。 

 市民アンケート結果においても，本市が導入に力を注ぐべきとする方（54.2%），家庭で導

入しても良いという方（45.8%）がともに多くなっています。また，太陽熱温水器は既に市民

への普及が進んでいます。 

このように鈴鹿市においては,太陽光発電と同様に太陽熱利用を導入する上で有利な条件

を有していますが，採算性や天候による不安定性等を踏まえた活用を要します。 

 

太陽熱利用の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料）新エネルギー財団 

家の屋根等に設置した太陽熱温水器で温水を作り，お風呂や給湯に使います。また，強制循
環器を使用するソーラーシステムでは，温水を循環させて床暖房等にも利用します。 
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⑤ バイオマス（鈴鹿市における導入期待度：○） 

市内における期待可採量は，木質系と畜産系とを合わせて 124TJ となっており，これは４

千世帯の年間の熱需要（電力以外のエネルギー消費量）に相当します。 

市内には，畜産（鶏，牛，豚等）の糞尿，木質（除間伐材等）等，一定のバイオマスエネ

ルギー量があります。その他，家庭・飲食店の生ごみ，食品工場の廃棄物・排水等，多様な

バイオマスエネルギーの利用が可能と認識されます。 

 市民アンケートでは，本市がバイオマスエネルギーの導入に力を注ぐべきという方は 7.8%

にとどまりますが，バイオマスエネルギーについて認知している方のなかでは，導入すべき

との回答が 19.4%となっています。 

このように，鈴鹿市においては，多様なバイオマスの利用の可能性が認識される一方で，

それぞれの種のエネルギー量は限られ，かつ地理的にも分散しており，効率的な収集と集中

的処理が難しい面があります。また，バイオマスの主なエネルギー活用方法となっているメ

タン発酵については，コスト，臭気，残さ処理等の制約要因があり，採算面・立地面等に課

題を残しています。鈴鹿市ならではの展開に向け，メタンを水素に改質して燃料電池のエネ

ルギー源に活用する等，新たな用途の開拓が期待されます。 

 

バイオマスエネルギーの仕組み 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）新エネルギー財団 

植物等の生物体（バイオマス）を構成する有機物を原料として，酸化・燃焼などの化学反応
により，発電や熱利用を行う方法です。 
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⑥ 下水熱（鈴鹿市における導入期待度：△） 

市内においては,一定の下水排出量があり，今後，下水道の普及とともに期待可採量も増加

することが見込まれます。 

しかし,鈴鹿市の公共下水道は，複数の市が連携した流域関連公共下水道として計画整備し

ており，現状としては市内に処理場が立地していないため，下水熱利用施設の設置は困難で

す。 

市民アンケートにおいては，本市が温度差エネルギーの導入に力を注ぐべきという方は１

割程度（10.1%）となっています。 

現状においては，鈴鹿市内での下水熱利用は困難であるため，将来に向け，広域的連携に

よる導入が検討課題となります。 

 

温度差エネルギー（下水熱利用等）の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）新エネルギー財団

外気との温度差がある海・川の水温や，工場や変電所などから排出される熱をヒートポンプ
や熱交換器を使って冷暖房などに利用する方法です。温室栽培，水産養殖などの地場産業や寒
冷地などの融雪用の熱源，冷暖房などの地域熱供給の熱源として有効に利用できます。 
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⑦ 天然ガスコージェネレーション（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

工場，民生施設，集合住宅等，市内において熱需要がある施設について，導入の余地は大

きいとみられます。また,現在は市内において天然ガス（都市ガス）の供給区域が限られてい

るものの，近年では特に産業分野での需要が伸びてきています。 

事業者アンケートの結果をみても，市内事業所で導入が進んできており，今後も導入が計

画されています。 

市民アンケートでは，本市が導入に力を注ぐべきという方は 5.6%にとどまりますが，天然

ガスコージェネレーションについて認知している方のなかでは，導入すべきとの回答が 27.5%

となっています。 

このように，天然ガスコージェネレーションは，鈴鹿市において有望な新エネルギーのひ

とつとして認識されますが，導入を進めるには，熱需要，施設規模，天然ガス供給等，天然

ガスコージェネレーション導入に適した条件を満たす施設の洗い出しを要します。また今後，

大規模施設の新設は限られるため，設備更新時等における導入を促進することが必要です。 

 

天然ガスコージェネレーションの仕組み 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）新エネルギー財団

天然ガスを燃料とし，エンジンやタービンを回し，発電する方法です。発電と同時に排熱も
利用することから，コージェネレーションと呼びます。石油を燃焼するエンジンと比べて，排
ガスがきれいなことが利点です。 



 
 －58－

⑧ 燃料電池（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

天然ガスコージェネレーションと同様に，工場，民生施設，集合住宅等，市内において熱

需要がある施設について，導入の余地は大きいとみられます。さらに，鈴鹿市においては燃

料電池が,発電とあわせた熱利用によりエネルギー効率が非常に高い新エネルギーであるこ

とや自動車への搭載をはじめ,パソコンや電動車いす等への搭載といった応用の可能性が広

範囲であること等,環境負荷低減効果のみならず産業活性化の可能性の高い点に着目し,構造

改革特別区域計画により，燃料電池関連技術等の集積による地域の産業活性化に取り組んで

います。また,三重県は，鈴鹿市と石油精製過程での副生水素を有する四日市市を燃料電池の

モデル地域として関連産業の集積を図るとともに,その産業集積を活用して家庭や事業所へ

燃料電池の導入が促進されるよう普及啓発に取り組むこととしています。 

事業者アンケートにおいては，燃料電池関連事業に関心を示す企業が多く，具体的取り組

みへの参加・協力意向がみられ，勉強会等の取り組みを期待する回答が多くなっていますが,

また一方で,人材・ノウハウ，基礎的情報の不足等，取り組むに当たっての制約要因も挙げ

られています。 

市民アンケートでは，本市が燃料電池の導入に力を注ぐべきという方は 24.3%となってい

ますが，燃料電池について認知している方のなかでは，導入すべきとの回答が 48.35%に上っ

ています。また，鈴鹿市における燃料電池をはじめとする新エネルギー導入・活用の方向性

については，鈴鹿市の特長を生かした導入・活用策が期待されています。 

このように，鈴鹿市における燃料電池の導入については，有利な条件を満たすとともに実

際の取り組みへの着手がなされているところですが,今後の普及については，水素供給インフ

ラの整備,コストダウン，耐久性等の課題があります。 

燃料電池の仕組み 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

資料）新エネルギー財団

天然ガスやプロパンガス，メタノールを改質し水素を生成し，酸素と化学反応させて，発電させ
る方法です。発電効率が，これまでの発電方法より高く，排熱を利用することにより，全体のエネ
ルギーの効率は80%以上です。排ガスがクリーンなことや振動・騒音がほとんどないことも利点です。
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⑨ クリーンエネルギー自動車（鈴鹿市における導入期待度：◎） 

市内における自動車の普及度は高い水準にあり，導入の余地は大きいとみられます。市民，

事業者における導入が進展してきており，今後の導入にも積極的な姿勢がみられます。 

鈴鹿市は，自動車産業の集積地であり，産業界も含めた全市的な導入推進が可能と考えら

れます。また，国内外に知名度の高いレーシング場を擁する自動車のまちとして，自動車に

関わる先進的な取り組みが受け入れられやすく，かつ相応しい場所であると考えられます。 

市民アンケートにおいても，本市がクリーンエネルギー自動車の導入に力を注ぐべきとい

う方が４割強（43.0%）となっています。 

このように，本市においてはクリーンエネルギー導入に対し有利な面が多いと見られます

が，市内における天然ガス自動車，燃料電池自動車等の導入と普及を進めるためには，燃料

補給施設等の基盤となる施設の充実を要します。 

 

クリーンエネルギー自動車の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）ＪＨＦＣ

燃料電池自動車

天然ガス自動車，電気自動車，メタノール自動車，ハイブリッド自動車，燃料電池自動車等を
クリーンエネルギー自動車と呼びます。天然ガス自動車，電気自動車及びメタノール自動車は,
それぞれ，天然ガス，電気，メタノールをエネルギー源として走行します。ハイブリッド自動車
は，ガソリンエンジンとモーターを搭載し，低速時はモーター，高速時はエンジンなど，双方の
長所を生かして効率的に走行します。燃料電池自動車は燃料電池を搭載し，水素をエネルギー源
として発電し，モーターで走行します。 

資料）新エネルギー財団 
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3-2 基本理念と方向性 

3-2-1 基本理念と基本方向 

新エネルギーは，既に技術的に実用段階にあるものの経済性の面で普及が十分でない場合

が多いため，行政の率先導入と普及支援が不可欠と考えられます。 

また，2005 年２月の京都議定書の正式発効を受け，温室効果ガスの低減に向けた省エネル

ギーの推進と新エネルギー導入の促進は，国あるいは世界を挙げた喫緊の課題と認識されま

す。 

このような状況下，本ビジョンは，深刻化する地球温暖化の防止に貢献するため，国や国

際社会の取り組みに協力するのみならず，地域から率先して取り組んでいくことを基本理念

とします。そこで，新エネルギーの導入・活用にとどまらず，地球環境と地域産業との共存

共栄，省エネルギー推進による温室効果ガスの排出抑制まで，幅広い観点から地球温暖化防

止に取り組むことが重要と考えます。 

こうした考え方から，前述の鈴鹿市における新エネルギー利用の可能性と課題を踏まえ，

本ビジョンの基本理念と基本方向を以下のように設定します。 

 

基本理念 

地域からの地球温暖化防止 

 

 

基本方向①  基本方向②  基本方向③ 

地域の自然や社会に根差した
新エネルギーの導入と活用 

 温暖化防止に寄与する産業
技術の集積 

 エネルギーから考える 
地球温暖化防止 
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3-2-2 施策と役割・連携 

 前述の基本方向に基づく施策と各主体の役割を下表のとおり表しました。 

「地域の自然や社会に根差した新エネルギーの導入と活用」に係る施策においては，鈴鹿

市をはじめとした官が率先的な導入や補助金等の支援策を講じるなどの主体的役割を担いな

がら，市民（民），事業者（産），教育機関（学）での導入と活用を目指します。 

「温暖化防止に寄与する産業技術の集積」に係る施策においては，産・学・官が連携して

主体的役割を担い，鈴鹿市が積極的に進めようとする燃料電池の導入の基盤づくりを目指し

ます。 

「エネルギーから考える地球温暖化防止」に係る施策では，主体的取り組みが必要不可欠

である市民の方々をバックアップするとともに，４者（民産学官）の協力と連携の下に，全

市的な施策を展開していくこととします。 

 

役割と連携 
基本方向 施 策 

民 産 学 官 

民・産・学・官の施設等への積極的導入 ○ ○ ○ ◎ 地域の自然や社会に 
根差した新エネルギー

の導入と活用 普及促進のための支援制度の検討 〇 〇 ○ ◎ 

温暖化防止に寄与する
産業技術の集積 

燃料電池の普及啓発と地域産業への展開 ○ ◎ ◎ ◎ 

市民一人ひとりの心がけによる地球温暖化防止 ◎ ○ ○ ○ エネルギーから考える 
地球温暖化防止 地球温暖化対策地域協議会設置等の検討 ◎ ◎ ◎ ◎ 

※ ◎：主体的役割 〇：副次的役割 
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第４章 ビジョンの展開方策  

 地域からの地球温暖化防止の実践に向け，前述の基本方向と施策の概要を以下のように設

定しました。なお，施策別に目標とする実施時期により，短期（平成 17 から 19 年度を目処

とする），中期（平成 20 から 22 年度）及び長期（平成 23 年度以降）に分けて整理しました。 

4-1 地域の自然や社会に根差した新エネルギーの導入と活用 

本市においては，日射量が多い，自動車の普及度が高い，自動車等の製造業の集積度が高

い等の特長を有しており，こうした地域の自然や社会基盤に根差した新エネルギーの導入と

活用に向けた事業を推進していきます。 

この基本方向に係る施策としては，「民・産・学・官の施設等への積極的導入」及び「普及

促進のための支援制度等の検討」の２項目を設定しました。「民・産・学・官の施設等への積

極的導入」の内容として，短・中期においては，公共施設等における率先導入を進めた上で，

民・産・学等における導入の促進を図り，長期にわたり継続的な導入を推進していきます。

「普及促進のための支援制度等の検討」の内容としては，短・中期において既存の住宅用太陽

光発電に対する補助制度の継続を図りながら，社会情勢に応じた新エネルギーに対する支援

策もあわせて検討し，長期的には家庭用燃料電池の導入に対する支援策の検討を進めていき

ます。また，環境・エネルギーに関する情報提供を積極的に行い，新エネルギー導入に向け

た普及啓発を図っていきます。 

① 民・産・学・官の施設等への積極的導入 

実施時期 概 要 

短 期 

中 期 

〇公共施設等への積極的導入 

・公共施設の新設及び改築の際には，施設に応じた新エネルギーを率先し

て導入します。 

・鈴鹿市新庁舎（防災センター）に太陽光発電システムを設置します。 

・災害時対策として，避難所である公園にソーラー式照明灯を年次的に導

入していきます。 

・低公害車等の導入指針を策定し，計画的にクリーンエネルギー自動車の

導入を進めます。 

○民・産・学施設等への積極的導入 

・住宅，事業所，教育施設等へ太陽光発電システムの設置や低公害車の購

入を推進します。 



 
 －63－

長 期 

〇民・産・学・官の施設等への継続的導入 

・太陽光発電・燃料電池・クリーンエネルギー自動車等の導入を継続的に

推進します。 

 

② 普及促進のための支援制度等の検討 

実施時期 概 要 

短 期 
中 期 

〇新エネルギー導入に関する支援制度の検討 

・住宅用太陽光発電システム設置補助制度の継続を図ります。 

・太陽光，風力，燃料電池等の新エネルギー導入に対する支援策を総合的

に検討します。 

○環境・エネルギーに関する情報の提供 

・広報紙，ホームページ，環境イベント等により情報の発信を行い，新エ

ネルギー導入に向けた普及促進を図ります。 

長 期 
〇燃料電池設置者に対する支援制度の検討 

・家庭用燃料電池設置者に対し，補助制度等の支援策の検討を進めます。 
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4-2 温暖化防止に寄与する産業技術の集積 

構造改革特別区域計画「燃料電池技術を核とした産学官連携ものづくり特区」に基づき，

産学官連携による燃料電池関連技術の集積と人材育成を進めます。さらには，市民と中堅・

中小企業を含めた全市的な取り組みに発展させるため，燃料電池等の研究，啓発と地域産業

への展開に向けた事業を実施していきます。 

この基本方向に係る施策としては，「燃料電池の普及啓発と地域産業への展開」を設定し，

短期的には，燃料電池をはじめ新エネルギーに関する研究会，実証試験の促進，教育と人材

育成，関連イベントの開催，設備公開等，幅広い面から取り組みの基盤を固めます。中・長

期的には，燃料電池自動車，小規模マイクログリッド，燃料電池・バイオマス複合システム

等，燃料電池を柱として多様な分野へ展開しつつ，燃料電池の研究開発拠点の形成を図りま

す。 

 

① 燃料電池の普及啓発と地域産業への展開 

実施時期 概 要 

短 期 

○新エネルギー研究会の設置 

・燃料電池，バイオマス，太陽光等の新エネルギーの可能性について調査，

検討する研究会を設置します。 

〇燃料電池実証試験に対する支援 

・燃料電池実証試験補助制度による支援を行います。 

〇高等教育機関における燃料電池教育プログラムの開発と人材育成 

・燃料電池技術に関する教育プログラムを開発し，高等教育機関の教育課

程の中に燃料電池の講義を設けます。 

・燃料電池に対する理解と関心を次世代に高めてもらうための環境教育を

行います。 

・産学協働で燃料電池関連技術者の育成を行います。 

〇燃料電池普及促進事業の実施 

・燃料電池関連企業対象の燃料電池講座，市民講座等の燃料電池普及促進

のための事業を実施します。 

○実証試験設備の公開等による普及啓発 

・燃料電池の社会的効用，安全性，利便性等の啓発を高い情報発信力を持

つ高等教育機関，アミューズメント施設等を活用して行います。 
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中 期 
長 期 

〇燃料電池自動車の導入促進 

・燃料電池自動車の導入と水素供給ステーション等の社会的生産基盤整備

を促進します。 

○小規模マイクログリッド（※）の導入促進 

・太陽光，風力，バイオマス等の再生可能エネルギーと天然ガスコジェネ

レーション，燃料電池等を組み合わせた需給一体型のシステム導入を促

進します。 

〇燃料電池・バイオマス複合システムの導入研究 

・市内各所に存在する多様なバイオマスエネルギーと燃料電池を組み合わ

せた複合システムの導入の可能性を研究します。 

○燃料電池研究開発拠点の形成 

・教育機関を中心に燃料電池技術者の集う機会と場所を充実するとともに， 

燃料電池研究開発施設の誘致と集積を図ります。 

※ マイクログリッド：一定エリア内の電力供給において，風力発電や燃料電池等の複数の
分散型電源等を組み合わせて制御・運用することにより，電力供給
システムとしての経済性や電力供給信頼度を向上させ，需要先のニ
ーズにあわせたより効果的な供給を行うシステムのこと。  
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4-3 エネルギーから考える地球温暖化防止 

地域からの地球温暖化防止を着実に進めるため，市民と行政が力を合わせて，新エネルギ

ー導入と省エネルギーに向けた意識喚起と生活改善等に取り組みます。さらに，事業者・教

育機関等の協力を得て，全市的な取り組み体制を整え，地域の力を結集して地球温暖化対策

を推進していきます。 

この基本方向に係る施策として，「市民一人ひとりの心がけによる地球温暖化防止」及び「地

球温暖化対策地域協議会設置等の検討」の２項目を設定しました。「市民一人ひとりの心がけ

による地球温暖化防止」の内容としては，市民一人ひとりの意識が高まり，市民主体の様々

な活動を活発化させるため，短・中期的に地球温暖化に関する環境教育から新エネルギーを

生かし，また，省エネルギーを実践するライフスタイルの促進を図り，長期的には，社会全

体にわたる新エネルギーの活用と省エネルギー推進策の展開を目指します。「地球温暖化対策

地域協議会設置等の検討」の内容としては，三重県と協力しつつ，地球温暖化防止に取り組

む人材の育成とモデル事業の展開を基盤として，民産学官にわたる組織化と関連事業の実施

を進め，長期的には全市的な地球温暖化対策を推進していくこととします。 

① 市民一人ひとりの心がけによる地球温暖化防止 

実施時期 概 要 

短 期 
中 期 

○地球温暖化防止に関する環境教育の充実 

・地球温暖化防止に関する理解を深めることを目的とした環境イベントを

開催します。 

・エネルギーに関する理解を深めることを目的とした地球環境問題につい

ての出前講座を実施します。 

○新・省エネルギー型ライフスタイルの促進 

・新エネルギーを利用した地域づくり，環境活動といった市民主体の取り

組みを促進するための支援策について検討します。 

・省エネルギー型機器の導入推奨や節電の励行，緑化推進等，省エネルギ

ー型ライフスタイルを促進するための情報提供や啓発を行います。 

・「家庭における地球温暖化防止」の仕組みづくりについて民官協働で検討

します。 

長 期 

○新・省エネルギー型地域社会システムの研究 

・小規模分散型エネルギー，省エネルギー建築等の全市的な新・省エネル

ギー推進策について調査研究を行います。 
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② 地球温暖化対策地域協議会設置等の検討 

実施時期 概 要 

短 期 
中 期 

○三重県地球温暖化防止活動推進員の養成 

・地球温暖化対策の推進を図るための活動に取り組む推進員を養成します。 

○地球温暖化対策三重モデルの鈴鹿市における検討 

・三重県環境森林部地球温暖化対策室と連携して，鈴鹿市における三重モ

デル（パークアンドライド※等）適用について検討します。 

○地球温暖化対策地域協議会の設置 

・民産学官協働で協議会を設置し，地域に応じた地球温暖化対策について

協議します。 

○地域協議会対策促進事業の実施 

・地球温暖化対策地域協議会の設置が前提条件である国・県の新・省エネ

機器導入補助を活用し，鈴鹿市に応じた支援制度を検討します。 

長 期 

○全市的な地球温暖化対策の推進 

・協議会を基盤として，全市的な地球温暖化対策を推進し，地域からの地

球温暖化防止の先進地を形成します。 

※ パークアンドライド：駅周辺に駐車場を整備することにより，鉄道等の公共交通機関への
乗り換えを促進し，集中する自動車交通量の削減を図る方式。 
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4-4 施策による波及効果の可能性と課題 

4-4-1 ビジョンの展開イメージ 

本ビジョンの展開イメージを下図に表しました。 

 民・産・学・官の各主体の積極的な参画と綿密な連携を基盤として，「民・産・学・官の施

設等への積極的導入」をはじめとする各施策と導入計画を短・中・長期にわたって検討・実

施することにより，「地域の自然や社会に根差した新エネルギーの導入と活用」等の３つの基

本方向を推進し，基本理念である「地域からの地球温暖化防止」の実践を図ります。 

 

 
鈴鹿市新エネルギービジョンの展開イメージ 
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4-4-2 施策の波及効果の可能性と課題 

新エネルギー導入により，市内のエネルギー需給の効率化，地球温暖化防止の効果が期待

されますが，さらに各施策の実施により以下のような波及効果が生じる可能性が期待されま

す。 

「民・産・学・官の施設等への積極的導入」においては，市民・事業者等が新エネルギー

の設備等を目にする機会が広がり，環境･エネルギー問題に対する意識喚起に役立つことが期

待されます。また，自立型エネルギーの充実による災害対策の強化，クリーンエネルギー自

動車の普及による自動車のまちとしての訴求等，本市における多様な付加価値の創出効果が

期待されます。 

「普及促進のための支援制度等の検討」においては，環境意識の高い市民・事業者等に対

して新エネルギー導入の側面的支援を行うことにより，より一層の導入促進が期待されます。 

「燃料電池の普及啓発と地域産業への展開」においては，多様な関連技術・市場の可能性

を明らかにすることにより，大手メーカーのみならず，市内の中小企業における技術開発の

機会創出等，地域産業の振興に向けたシーズの開拓に繋がることが期待されます。 

「市民一人ひとりの心がけによる地球温暖化防止」においては，新エネルギー機器の導入

にとどまることなく，さらなる地球温暖化防止に向けた取り組みとして，市民の一人ひとり

が省エネルギーに目を向け取り組んでいくことが期待されます。 

「地球温暖化対策地域協議会設置等の検討」においては，新エネルギー導入・活用を一つ

の契機として，地球温暖化防止等の地球規模の問題に対し，全市的に取り組んでいくための

基盤が形成されることが期待されます。 

以上に述べたように，本ビジョンの施策を展開することにより，幅広い波及効果が創出さ

れる可能性が広がってきます。ただし，これらの波及効果を結実させるためには，民・産・

学・官の主体的な参画と連携が不可欠となります。そのためにも，本ビジョンの策定を出発

点として，シンポジウム，研究会等の地道な活動を積み上げ，新エネルギーを生かしたまち

づくりを担う市民・事業者等の参加促進と支援を着実に実行し，全市的な連携体制を強化し

ていくことが必要と考えられます。 
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参考資料  

１ エネルギー使用実態等 

1.1 使用実態の検討フロー 

 

下図のような「データ加工の方針」を通じて，エネルギー消費量を把握し，まとめを行うとともに，将

来予測を行いました。なお，エネルギー消費量とは，既存の統計データより算定した推定値となりま

す。 

 
エネルギー消費量の検討フロー 
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部門別まとめ 

将来予測 

データ加工の方針 

業務用 

農林漁業 既存データ 
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1.２ 算定対象部門 

算定対象部門としては，民生部門（家庭系，業務系），産業部門（製造業，農林漁業，建設業），

運輸部門（自家用，業務用）の３つとしました。そして，エネルギー種別としては，以下の対象エネル

ギーを算定し，電力，ＬＰＧ（液化石油ガス），灯油，軽油，重油，ガソリン，都市ガス，その他に分

類して表します。 

算定対象部門及び対象エネルギー 
部門 対象エネルギー 
家庭系 電力，LPG，灯油，都市ガス 民生部門 
業務系 電力，LPG，灯油，軽油，重油（A,B,C），都市ガス 

製造業 
電力，LPG，灯油，軽油，重油（A,B,C），ガソリン,炭化水素油，
石油コークス，石炭，石炭コークス，液化天然ガス，都市ガス 

農林漁業 電力，灯油，軽油，重油（A,B,C），都市ガス 
産業部門 

建設業 電力，灯油，軽油，重油（A,B,C），都市ガス 
自家用 軽油，ガソリン 

運輸部門 
業務用 軽油，ガソリン 
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1.３ エネルギーの単位当たり発熱量 

各エネルギーの発熱量は，総合エネルギー統計を参考にし，以下の数値を用いました。 

平均発熱量は，それそれのエネルギー（燃料）が持っている熱量であり，異なるエネルギーの量を

比較する場合に用いられます。以前は，kcal が一般的でしたが，国際的な単位にあわせて，J（ジュ

ール）を用います。これはエネルギー消費量のまとめに使用しました。 

二酸化炭素排出係数は，電気，ガス等の使用量から排出される二酸化炭素の量を求める数字で

あり，温室効果ガス排出量の試算に使用しました。 

エネルギーの単位当たり発熱量 

二 酸 化 炭 素
排 出 係 数

k c a l M J k g - C O 2 / M J
k W h 2 , 2 5 0 9 . 4 0 . 3 7 8
k g 1 2 , 0 0 0 5 0 . 2 0 . 0 6 0
ｌ 8 , 9 0 0 3 7 . 3 0 . 0 6 8
l 9 , 2 0 0 3 8 . 5 0 . 0 6 9

Ａ 重 油 l 9 , 3 0 0 3 8 . 9 0 . 0 6 9
Ｂ 重 油 l 9 , 6 0 0 4 0 . 2 0 . 0 7 1
Ｃ 重 油 l 9 , 8 0 0 4 1 . 0 0 . 0 7 2

l 8 , 4 0 0 3 5 . 2 0 . 0 6 7
l 8 , 7 0 0 3 6 . 4 0 . 0 6 7
m 3 9 , 4 0 0 3 9 . 3 0 . 0 4 9
k g 8 , 5 0 0 3 5 . 6 0 . 0 9 3
k g 6 , 9 9 0 2 9 . 3 0 . 0 9 1
k g 7 , 2 0 0 3 0 . 1 0 . 1 0 8
m 3 4 , 8 0 0 2 0 . 1 0 . 0 4 0
m 3 8 0 0 3 . 3 0 . 2 5 8
m 3 2 , 0 0 0 8 . 4 0 . 1 8 2

都 市 ガ ス m 3 9 , 8 0 0 4 1 . 0 0 . 0 5 1
k g 1 3 , 0 0 0 5 4 . 4 0 . 0 4 9

石 炭
石 炭 コ ー ク ス
コ ー ク ス 炉 ガ ス
高 炉 ガ ス
転 炉 ガ ス

液 化 天 然 ガ ス

軽 油

石 油 コ ー ク ス

ガ ソ リ ン
炭 化 水 素 油
石 油 系 炭 化 水 素 ガ ス

重 油

平 均 発 熱 量

電 力
L P G
灯 油

単 位エ ネ ル ギ ー

 
資料：総合エネルギー統計 
 
 

単位の接頭語 
記号 名称  倍数 
P peta ペタ 1015 1,000 兆倍 
T tera テラ 1012 １兆倍 
G giga ギガ 109 10 億倍 
M mega メガ 106 100 万倍 
k kilo キロ 103 1,000 倍 

 



 
 －74－

1.４ エネルギー消費量の算定方法 
 
・民生部門（家庭） 
エネルギー種別 算 定 方 法 
（各エネルギー） (家庭用燃料消費量)×（人口の割合に基づく按分率） 
【使用データ】 
・ 資源エネルギー庁ガス市場整備課「ガス事業生産動態統計調査」 
・ 資源エネルギー庁調べ（「電気」） 
・ 総務省「国勢調査」 

 
・民生部門（業務） 
エネルギー種別 算 定 方 法 

(各エネルギー) 
（総合エネルギー統計における全国の消費量） 
       ×（関連事業所の従業者数の割合に基づく按分率） 

【使用データ】 
・ 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 
・ 総務省「事業所・企業統計調査」 

 
・産業部門（製造業，農林漁業，建設業） 
エネルギー種別 算 定 方 法 

(各エネルギー) 
（総合エネルギー統計における全国の消費量） 
       ×（関連事業所の従業者数の割合に基づく按分率） 

【使用データ】 
・ 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 
・ 総務省「事業所・企業統計調査」 

 
・運輸部門（自家用，業務用） 
エネルギー種別 算 定 方 法 
ガソリン 
軽油 

（鈴鹿市の車種別自動車保有台数） 
      ×（車種別・１日１車当たり燃料消費量）×365 日 

【使用データ】 
・ 全国軽自動車協会連合会「市区町村別軽自動車車両数」 
・ 自動車検査登録協力会「市区町村別自動車保有車両数」 
・ 三重県「三重県統計書」 
・ 国土交通省「自動車輸送統計年報」 
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1.５ エネルギー消費量将来予測の使用データ 
 

エネルギー消費量の将来予測に使用したデータを以下に示します。 

資源エネルギー庁「エネルギー白書」の個人エネルギー消費，業務部門エネルギー消費，

業種別エネルギー消費，旅客部門エネルギー消費，貨物部門エネルギー消費のそれぞれにつ

いて，トレンド法を用いてエネルギー消費量の 2000 年比を算出しました。また，民生部門（家

庭系）は，全国の人口推移を考慮し，推計しました。部門別のエネルギー消費量の 2000 年比

を以下に示します。 

 
部門別のエネルギー消費量の推移（2000 年比） 

エネルギー消費量の2000年比 部門 使用した指標 

2010年 2020年 

個人エネルギー消費 1.13 1.26民生部門(家庭系) 

人口 1.02 1.01

民生部門(業務系) 業務部門エネルギー消費 1.20 1.40

産業部門(製造業) 業種別エネルギー消費 1.11 1.25

産業部門(農林漁業) 業種別エネルギー消費 0.89 0.77

産業部門(建設業) 業種別エネルギー消費 0.67 0.27

運輸部門(自家用) 旅客部門エネルギー消費 1.19 1.36

運輸部門(業務用) 貨物部門エネルギー消費 1.29 1.56

資料）資源エネルギー庁「エネルギー白書」からトレンド法により 2000 年比を推計 
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2 市民の意見等 

2.1 市民アンケートの自由回答 

 市民アンケート調査において貴重なご意見等を自由回答で寄せていただいたなかで，特に

問題意識が高いとみられ，回答を数多くいただいた問７，問 11 及び問 12 について，その内

容を列記します。 

 

問７ 新エネルギー導入において注力すべき点 

・まず公共施設で試してみてから。 
・まずは市の方で利用して，それから市民に助成金等も考えて働きかけていくべき。 
・何を行うにしても行政の力が必要である。（市だけではなく県・国も） 
・まずは大きな行政・事業者から。 
・市が率先して新エネルギーを導入すれば市民の意識が変わる。 
・鈴鹿市が ISO14000 導入したことを市民として知らない。未導入ならば，このようなアンケ
ートは無意味。 
・クリーンエネルギー自動車の率先導入，庁舎・公共施設の太陽光発電，太陽熱利用，燃料
電池利用。 
・市が新エネ機器を安値で事業者や家庭に販売する。 
・新庁舎に新エネルギー機器を導入する。市民が新エネ機器を購入する場合の補助金。 
・新エネルギー機器等はどういうものがあるか，具体的に市の方で示してもらえばわかりや
すい。夏の冷房は冷え過ぎる等，無駄なエネルギーを使い過ぎるので，節電対策も必要だ
と思う。 
・まず教育の場でしっかりと働きかけをしていくと良いと思う。子から親への働きかけも影
響は大きいと思う。 
・鈴鹿市が自らが何をできるのかわからない。まず，できることを示すべきである。 
・企業も行政も安全性に疑問を残したまま安易に導入すべきないと思う。新エネルギー政策
は行政が自ら勉強して失敗のないようにしてもらいたい。そこで働く人の犠牲では住民が
不安である。 
・行政関係はコージェネ等を導入すべきである。また，企業は特に二酸化炭素排出が大であ
るので，当然クリーンエネルギー化を推進すべきである。 
・身近な公民館等に新エネルギー機器を導入し，使用してもらう。 
・庁舎や公共施設等で太陽光発電の機器や電気自動車等の環境にやさしい物を導入したら良
いと思う。 
・家庭の使用エネルギーより，公共施設，商業施設が使用するエネルギーが多いため，行政
の率先導入，事業者に対する働きかけが重要。 
・庁舎に太陽熱を利用した機器を取り付けて市民に公表する。 
・働きかけだと効果が出ないので，まず行政からスタートして，事業者にトスする（税の優
遇が必要）。 
・新しく品物等を購入する際に，家庭用新エネルギー機器に関する情報提供とともに，助成
制度や，価格等が一目でわかるパンフレットがあると良いかと思います。 
・現在では，化石エネルギー利用料より，格段高くつく。 
・庁舎に太陽光発電機器を設置するとか。 
・公共施設等に太陽光発電を取り入れる。公用車をハイブリッド車，電気自動車等にする。 
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・新エネルギーの核となると思われる燃料電池を着実に進めるためにも，その重要性・認識
を高揚させる広報活動も推進してほしい。 
・庁舎・公共施設→太陽光発電，クリーンエネルギー自動車，事業者→バイオマスエネルギ
ー，温度差エネルギー等。市民→太陽熱利用。 

・庁舎，公共施設等での導入結果の良い面のアピールを市民にしていただきたい（情報提供）。 
・新庁舎建設に際し，ソーラーシステムを導入し，一般住宅導入へのモデルを示すべき。 
・行政または事業者の方々で始めてほしい。 
・行政が率先して示してくれれば，人も動くと思う。 
・新庁舎等の大物建造物でのソーラーパネル設置。住宅用ソーラーパネル設置への補助金ま
たは減税。 
・市民に身近に考えられるよう，行政が取り組んでほしい。 
・公用車等をクリーンエネルギー自動車に変える。 
・今新しく庁舎ができるので，できるだけ取り入れてほしい。 
・新庁舎（市役所）を建設中で，10 階建てくらいのビルになるそうなので，屋上等に太陽光
発電の装置等を設置したらいいと思う。鈴鹿市は交通量が多いので，燃料電池車等をもっ
とアピールしていった方がよいと思う。 
・行政が率先しなければ市民（個人）には浸透しにくいと思います。公共施設の新エネルギ
ー化への取り組み。 
・まずは行政から導入していき，事業者へと広がっていけばよいのではないか。 
・太陽光パネルの設置を庁舎・公共施設に取り付ける。 
・行政で機器を導入していただき，市民へメリット，デメリットのアピールをする。 
・いずれにせよ，金銭面が関係し，簡単にはいかないので，行政に頼るほかないと思う。 
・まずは市民が利用する施設に，新エネルギーを導入し，それからその新エネルギーについ
てよく理解した上で，個人の住宅に導入していくべきだと思います。 
・行政が先導的な市民指導を行う。 
・公共施設でモデル的に導入し，良いところ，悪いところをよく研究し，住宅にも働きかけ
る市所有の車両はハイブリッド車を率先して使用する。 
・既に存在している廃棄物エネルギーを利用した浴場施設。 
・庁舎等の公共施設は率先して代替エネルギー利用システムに切り替えて，市民にアピール
していくことが大切のように思う。 
・市役所庁舎でいろいろ取り組んでください。 
・まずは公共施設等で市民に体験してもらってはどうでしょうか。 
・公共施設，住宅等には自然の力の新エネルギー，工場には事業に合ったエネルギーを導入
すれば良いと思う。 
・まず市民よりも，市，行政が手本を見せてから行動する。 
・公共施設等，または工場，大きな商業施設等に太陽光発電のシステムをどんどん取り入れ
る。 
・まず行政から率先して取り組んで，事業所に働きかけ，市民に新エネルギーの必要性を生
活に浸透させていく。 
・率先して導入する義務と責任があり，それをビジネスとすることが大切と思う。 
・工場の緑化，工場の焼却熱（煙）の減少化。 
・工場，商業施設等が新エネルギー機器導入できる優遇措置を取る。 
・大きな工場は温室効果ガス等を最も排出すると思うので，実際に導入できたら大幅に削減
できそう。 
・大きなエネルギーを使うから，事業者への働きかけが重要。 
・住宅より工場等は，やはり大きな動力（電気等）が必要。なかなか個人では足並みを揃え
ることが難しい。一つの大きな工場等で働きかけがあれば効果が出るのでは。 
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・自動車の大工場があるので，太陽光等を使った自動車（エコクリーン車）の開発に力を入
れても良いと思う。また，それを見せるための場（サーキット）もあるので，消費者に情
報公開すれば良いと思う。 
・例えば，鈴鹿と言えばサーキット，自動車の町と言われていることをうまく生かして，積
極的にクリーンエネルギー自動車の導入に力を入れたリ，またそういった工場さんが積極
的に働きかけたりと，今の町（市）の特色を生かした，結束ある取り組みができればいい
ですね。 
・今ある建物にというのは無理があるかも知れないけど，これから家を建てる人や新しく工
場をと考えている人たちに，導入に向けた特典があったらいいかも。私もそうなったら興
味がでるかも。 
・市民になるべく負担のかからないように。 
・環境に配慮した日常のエネルギー使用について，一人ひとりは僅かでも圧倒的に多数の市
民（生活者）への意識付けが不可欠。よって，対エネルギー啓蒙活動は必要。 
・市民への働きかけは損得計算でノーを唱える場合も多くなると感じます。まずは行政でし
っかりとした結果とデータを残すべきではないか。多数の失敗もあるでしょうが，そこか
ら得られたものを市民へＰＲし地道に広めていっては。 

・市民への働きかけは小規模であるが，それなりの効果があると思います。行政の率先導入，
事業者への働きかけについては大きな効果が期待できると考えます。 
・全市民が心掛けるように。 
・新エネルギーの機器は高価で，一般市民にはなかなか手が出ない。 
・生活レベルを下げる政策も加味すべき。 
・市民が新エネ機器を使用するようにならなければ，構造特区計画の意味はない。 
・行政だけでなく，市民一人ひとりに関心を持ってもらうことが大切ではないでしょうか。 
・市民一人ひとりが身近なものから関心を持って導入について勉強・研究を積極的に行って
いきたい。昭和 61 年度より，太陽熱温水器を利用しておりますが，電気・石油の消費が非
常に少量です。 
・太陽光発電利用者等の市の応援。 
・市民一人ひとりに意識してもらえるような働きと金銭的経済的な面での補助的なこと。 
・多くの市民の積み重ねが必要である 
・太陽電池にしても，それ自体の価格が高くて使われにくいと思うので，企業と力を合わせ
て，市民が気に入るような新エネルギーを日常で使われるように考えると良いと思います。
（より安く，より効率的なクリーンエネルギーの開発！） 
・地域のつながりも多いので，「呼びかけ」に反応するのでは。 
・一人ひとりの意識が大事だと思うから，市民への働きかけが重要。 
・機器の価格が高いらしく，個人ではちょっと考えてしまいます。 
・市全体で取り組むことによって，市民に反映されていくと思う。 
・補助金制度の導入，企業への義務づけ（減税等の導入による）。 
・太陽光発電装置の設置に対する指導，補助金の支援等，取り組める現実的な政策が必要。 
・太陽光発電を設置することで省エネが可能。金銭的な補助があれば活用したいと思うため
良いのではないか。 
・市民に対する新エネルギー機器の購入への補助，斡旋。 
・住宅用太陽光発電施設の設置補助制度の導入。 
・庁舎や公共施設で新エネルギー機器を使っていただき，その成果を具体的に出してもらう
と，一般家庭でも導入しやすくなるのではないでしょうか。新エネルギー機器購入の際，
市や行政から助成金等がでると良いのでは。 
・新庁舎への導入，新エネルギー機器導入時の経済的補助。 
・市民，事業者には，助成金を出すなどして，積極的に新エネルギー導入できるように手助
けをしていただけると意識も高まるのでは，と考えます。 
・市民の新エネルギー設備の導入に対する市からの補助金制度の確立。 
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・新エネ機器導入支援として購入に伴う補助金制度等，関心を高める状況づくり。 
・住宅用太陽光発電等，働きかけだけではなく，市または国が，研究費用の一部を負担する
のであればかなりいいかも。 
・太陽熱発電等が身近に感じられるように，低価格で提供，または無料配布する。 
・新エネルギーを積極的に導入する者への補助（金銭面，技術面において）。 
・一部負担等，実施していただきたい。 
・購入する際の補助金等あればよいと思う。 
・個人や事業者には新エネ機器導入に補助金を出す等を行うと良いと思う。新エネ機器を市
民が身近に感じることで，一人ひとりの省エネへの関心が深まる。 
・補助金・助成金等の交付をして導入の促進を図る。 
・補助金制度の強化。 
・ソーラーパネル等の助成を進めるべき。 
・新エネルギーを利用したものは，コストが高くなり，販売価格も比例して高くなるので，
コストの一部を県や国が出し，コストを下げる。 
・新エネルギー機器購入のための補助金制度。 
・新エネ機器導入に際して，助成金制度を充実させる。 
・新エネ家電購入時，市で費用の一部を負担する。新エネ機器を率先して導入する事業者へ
の優遇税制。風力発電装置の開発。 
・機器購入時支援（既存であれば幸いです）。 
・省エネルギー機器の購入に関して，助成または税控除を考慮する。 
・ソーラー発電補助金の増額，省エネを受け入れやすくするシステムの構築。 
・住宅用太陽光発電ならば市が補助金を負担すれば割りと普及すると思われる。 
・市民への新エネ機器の安価斡旋。市内事業者への新エネ機器導入の働きかけから効果の公
開を行う。 
・補助金制度の導入。モニター制度の導入。 
・新エネルギーの機器の値段は高価と思われ，そこを市が補助する。 
・太陽熱利用，風力発電，バイオマス廃棄物等，一般に知られている新エネルギー以外にも，
いろいろ新エネルギーがあることがわかりましたが，費用の面で簡単に取り入れられるも
のかがわかりません。できるものは全てやるべきです。 
・今は経済を優先し，環境は少し後回しでも良い。ＯＵＴ／ＩＮが成立しないなら導入はや
めてください。ただし，今後，車の燃料電池化は進むと思われるので，水素等のインフラ
整備は徐々に進めた方が良い。 
・町全体がよくなればいいと思う。 
・全体で取り組み，市全体に行き渡るようにすれば良い。 
・二酸化炭素の排出を抑えるための新エネルギーをつくる。 
・新エネを導入しているのを実際に見学，講義をしてほしい。 
・サーキットで有名な土地柄，車に関する新エネルギーの導入については先端を行くべきだ。 
・お金がかからない方法。 
・とにかく分かりやすく，受け入れやすい方法，良さが分かるよう，努力してください。 
・より良い環境の整ったまちづくりのため，全体で話し合い，実行する。 
・太陽光発電導入働きかけ。 
・一般住宅では，水素ボンベやガス配管は災害時には非常に危険を伴う。管理基準がない。 
・自分のまちが住みやすい，きれいな街になれば。 
・新しくつくる関連事業に風力をあげたもの多くつくる（つくった事業の税の削減）。 
・連携により関連事業を生かしたまちづくりをすべきだ。 
・太陽光発電，燃料電池の導入。 
・天然ガスコージェネレーション：二酸化炭素削減。 
・自然熱利用の考査並びに生活向上等に対する積極的新エネ推進。 
・地域の活性化にも繋がっていくと思う。商業的町づくり。 
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・太陽光発電を利用した省エネ（効果が大きそうである）。 
・天然ガスで発電排熱利用を同時に行う（二酸化炭素，メタン，フロン）。 
・山の方に風力発電。 
・給湯，冷暖房等，クリーンエネルギー自動車の購入。 
・新エネルギーに関するＰＲ活動，実物の展示等。
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問 11 新エネルギー導入の条件 

・購入費の償却年数 10-15 年程度を基準に算出されたい。 
・まだまだ新エネルギーを使ったものは高価格なので，もっと手軽な値段になれば，そして
情報が少ないので提供して欲しい。 
・今あるものと取り替えるので，それだけ魅力的で安かったら，みんな買うんじゃないでし
ょうか。 
・手軽に購入できることが大切。 
・金銭的負担が多いと，なかなか前向きには考えられない。 
・従来製品より新エネルギー製品が安くなれば。 
・「目に見えて得をする」これにこだわらないと，もしくはこれにこだわっていくことで今ま
で関心がなかった人がとっつきやすくなる，関心があったとしても，この次で手を出せな
かった人が手の届くところにより身近に導入も検討するのでは。 
・金銭的負担にならない（採算）機器があると良いと思う。安価な機器開発が必要と思う。 
・価格の問題は重要。一般市民が気軽に購入できる機器に。 
・新エネルギーを導入したくても経済面でブレーキがかかるので。 
・経済効果があれば導入。 
・コスト的に安い物がいい。 
・太陽光発電を，家を建てる際考えたが，金額的に無理だった。 
・不景気なので，安価に購入利用できると助かります。 
・低価格なグッズだと，悩まずに利用できる。現在のグッズ等は余りにも高すぎる。 
・現在の光熱費に対し，どれほど費用を削減できるのか？ 
・太陽光発電を導入検討したが，コスト面で取りやめた。 
・機器は安くつくり，皆が使えるようにすること。導入した場合の損益計算書，また環境へ
の配慮はどの様かのパンフレットが必要。 

・やはり金額的には今までのものより高くなると思うので。よく「空気でお湯が沸かせます」
と訪問販売のセールスマンが来ますが，急に来た方を信用していいかも分からないので，
情報があるといいと思います。 
・新しく品物等を購入する際に，家庭用新エネルギー機器に関する情報提供とともに，助成
制度や，価格等が一目で分かるパンフレットがあると良いかと思います。 
・現在では，化石エネルギー利用料より，格段高くつくため。 
・やはり市民が気になるのは施設に関する費用だと思います。「使いたいけれど購入費が高い」
というイメージがあり，なかなか購入しにくい。アパート等，かなり難しいと思う。 
・購入費が一番気になります。 
・新エネルギーの核となると思われる燃料電池を着実に進めるためにもその重要性・認識を
高揚させる広報活動も推進してほしい。 
・まず費用の面で考えてしまう。次に技術的や性能面でよいものであれば進んで導入してみ
たい。 
・年金生活で，生活だけで一杯。いくらいいものができても買えない。 
・安く購入できるのであれば，導入を考えても良い。 
・まず一番に経済的な問題。 
・高額な物は家計に負担がかかるので，安価なものや，補助金等があると助かる。 
・新エネルギー機器の販売価格が低くなったとき。 
・もっと安く設置できればよいと思う。（普及をできるように計ってもらいたい） 
・費用の負担が少なく，工事もあまりしなくて良い。安心したものだと納得できる情報がほ
しい。 
・やはり，コストの問題が一番大きいと思う。 
・やはり金銭的な面と信用性が必要だと思って選びました。 
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・新エネルギー導入の壁となるのは，やはりコストである。これに対する助成が進んでいる
とは言い難い。また，科学館のような，電力モデルを見られる事があると良いと思われる。 
・これから新築できる財力等があれば考えることは可能ですが，現在いろいろな事情ででき
ないため，身近な安いものしか考えられません。 
・安価で購入しようという気にさせる。 
・サラリーマン家庭また年金生活者にしては物入りだと思います。子どもの教育費等，家庭
それぞれ違いますが，これからの子どもには良いけど，なかなか先立つ物はやはり（マネ
ー）ですからね。環境には良いと思いますが。 
・安価で効率が良く，光熱費が削減できる。 
・経済的に購入できれば使用しようと思う。 
・住宅に取り付ける太陽光発電等，安く取り付けられればいいです。またまだ高いイメージ，
取り付けた時のバランスが悪い等，よくわからないところが多い。 
・安価な方が導入しやすい。 
・今使用している物から買い替えるのにお金がかかり，替えたくても替えられない。 
・新エネルギー導入と言われても，値段もその効果もよく分からないので，まずは安価なも
ので試してみたい。そしてやはり資料をわざわざ集めてまでは（私は）動かない性格なの
で，勉強会等あれば参加してみたい。 
・まずは手頃なものから使用していって，エネルギーについてある程度の情報・助成金が入
れば，各家庭も利用すると思う。市報等にも情報を載せるべき。 
・太陽熱利用に関しては普及していますが，他については家庭用となるとどのくらいの費用
がかかるものか，場所を広く取るものか全く分かりませんので，具体的に説明して欲しい
と思います。 
・もっと具体的に先が見える話をして欲しい。 
・情報提供してもらうと分かりやすい。また，どういう効果があるか等も。 
・現在一般的に個人の意識（新エネルギーの必要性）は，まず今の問題とその他の対策の情
報提供が大切だと思う。 
・公共施設等，または工場，大きな商業施設等に太陽光発電のシステムをどんどん取り入れ
る。 
・市の広報誌による情報提供。 
・ハイブリッド車等は，自動車販売店等でも聞きやすいだろうが，効果がどれだけあるもの
なのか。（太陽熱利用とか，小型風力発電等）分からないし，購入するとしたら高いのでは？ 
・オゾン層の破壊・地球温暖化を考えると，子ども達の未来に危機感を覚えます。一人ひと
りが関心を持ち，日頃から小さな努力を心がけることが必要。助成制度の内容，家庭用新
エネに関するわかりやすい情報提供があれば，より前向きになれると思う。 
・環境問題を個々の意識として受け止めるには大き過ぎる話なので，環境良化だけでなく，
他のメリットを付加していけると良いと思います。いずれも項目も自治体が中心となり，
アピールしてください。 
・行政側が力を入れているということが市民に分かってもらえれば，市民の考えも変わると
思う。 
・行政においての正しい情報提供を望む。 
・電気エネルギー等の新しいエネルギーに変えることにより，生活費も削減でき，安全性も
増すと思うので，それらの危機をもっとアピールして，負担金等を補助してもらえる制度
を確立できたら，みんなが分かりやすくてスムーズに事が運ぶと思う。 
・知識がまだそんなにないことと，まずは具体的に新エネルギーに対しての勉強会は必要だ
と思う。国民が理解していないと，何も受け入れてもらえないのではないか。 

・例えば賃貸住宅に住む市民に導入できる安価なエネルギーはあるのか等，情報を知りたい。 
・今ある建物にというのは無理があるかも知れないけど，これから家を建てる人や新しく工
場をと考えている人たちに導入したら特典があったらいいかも。私もそうなったら興味が
でるかも。 



 
 －83－

・情報提供時，メリットだけではなく，デメリットも提供してください。（例：原発 机上の
空論） 
・価格，効果（投資に対する利益効果等）の具体的情報がほしい。 
・知っていても使用法，現物展示，もっとピーアールしてほしい。 
・市民への働きかけは小規模であるが，それなりの効果があると思います。行政の率先導入，
事業者への働きかけについては大きな効果が期待できると考えます。 
・新エネを利用したまちづくりを周知する必要がある。実施する場合高額で手がでない。実
施のとき，安価でできる方法を考慮すべきだ。 
・誰だって，正体の分からないものを使いたくないと思うので，冊子等を配布し，気軽に新
エネルギーに触れる機会を増やせば関心を持つ人もいると思う。 
・勉強会というより，遊び感覚でどういうものか知らせてもらうと広まるのでは。 
・一般に使われている家電，ガス器具等と比較して，購入価格・実用性において，大差の無
い例を示して欲しい。 
・まず，新エネルギー機器に関する情報。 
・メーカー名，機種，価格等，どこへ問い合わせるか，また，電話がかかってくるのですが，
どう対処したら良いか不安です。 
・まず資金が要りますので，広報でアピールして欲しい。 
・機器を見て，知識を蓄えれば良い。前向きに考えることができる。 
・実際の効果を数字で正確に公開する。 
・低価格で購入できる商品を知りたい。 
・家庭用の機器を積極的に紹介してもらって，安価に購入できるようにして欲しい。 
・太陽光発電だと費用が高いので助成制度の充実。 
・新規の製品についてはどうしてもコストが高いので，一般的に買い換え等の経済的支援が
必要かと思う。 
・例えば太陽光発電装置の場合，補助金の支給。装置の耐用年数：20 年，装置の価格：Ａ，
１年間の電気代：Ｂ，補助金額＝Ａ－20Ｂ 
・風力発電，太陽光発電等で余った電力を買い取る制度があるらしいが，個人が設備導入し
て以降に企業の都合で制度の変更や買電単価の下落があるのではないかと心配する。利用
することが望ましいが，家屋や宅地の構造上無理なところがある。 
・住宅用太陽光発電システムを設置した時の助成制度を市で確立していただきたい。 
・太陽光発電装置の設置に対する指導，補助金の支援等，取り組める現実的な政策が必要。 
・補助金制度があれば，購入費の負担も減り，購入しやすくなる。 
・多少でも市が補助をしていただけたらいいと思います。 
・クリーンエネルギー自動車購入の特典に，ガソリン３ヶ月分助成の制度とか。 
・家庭用新エネルギー機器に対する市の助成制度。 
・工事等を必要とする高額なものについては低金利で融資する。 
・半分ぐらいを補助してもらえれば，できると思う 
・補助制度等が充実すれば，家だけでなく，多くの家で積極的に導入すると思う。 
・現在助成制度はありますが，できればもっと助成があればよいですが。情報を提供するこ
とにより，市民に感心をより多くもってもらえると思います。 
・市・国で補助していただければ設置しやすい。 
・ハイブリッド車の場合の様に税制面や任意保険料での優遇されるような助成を他の分野に
も反映してほしい。 
・購入費の半額を助成する。 
・今，家に新エネルギーを導入するには，高額な物ばかり。金銭的な補助があれば，関心も
深まり，購入しやすくなる。 
・何でも市又は県，国等に補助金を求めることは良くない。自分の家のことはなるべく自費
で．．．が必要と思う。 
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・助成制度も購入しない者との決定的な差をつけるような優位性を示さないとだめだと思う。
手作りでできる太陽光発電や風力発電等。 
・太陽光・熱等を利用した代替エネルギーを将来考えているので，これらに対する優先的な
補助制度の確立を決定して欲しい。 
・助成制度が充実すれば導入できる可能性がある。 
・新エネルギー導入には多額の費用が必要なので，良いとわかっていても導入できない人が
多いと思う。だから助成制度を充実して欲しい。 
・現在の小中学生に手本となるような節約も含めて。 
・生活に負担がかからないように。 
・お金がかかることなので，まずは景気の回復により収入が増えることが望まれる。そのた
めの行政の努力はどうなっているのでしょうか？増税や年金，介護保険の増額，家計は苦
しくなるばかりで，新エネ導入がよいと分かっていても実現できない。 
・安全に使用できること。 
・住環境の改善，充実。 
・環境教育をどんどん実施したい。学校で使えるような，わかりやすい教材を安価であれば
購入できる。 

・夏休み等，子ども向けに新エネルギーフェスティバル等と称して，子供と共に知識を得る。 
・私は石炭をエネルギーに，電気をつくるところ（セメント工場）に石炭を運んでいます。
石炭が使われなくなることも，仕事が無くなるということになるので，私事だけ考えてい
るわけではないですが。 
・総合的な学習の時間の研究テーマとして有効だと思うので，まずどこかの学校で取り組ん
でみて，発表すると分かりやすいのではないか。 
・２年前より太陽光発電を取り入れている。 
・新エネルギー機器導入に関しては，高額な費用が必要なため，「導入効果が目に見えるよう
なモデル事業の実施と機器の展示」の方法で実施していただきたい。 
・市・町・自治でよく話し合い助け合い，環境整備を整える。 
・費用も含めて，効果が目に見えることが必要である 
・自分自身少し勉強不足で，理解できないところがあり，質問に答えられない箇所があり，
申し訳ありません。 
・行政の積極的な行動。 
・近代文明の物利用を少なくし，各人がささやかな生活をすべき時期到来。 
・理想を現実にしていけるといいですね。 
・なるべく一般人が購入できるようにして欲しい。 
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問 12 本市における新エネルギー導入・活用の方向性 

・まずは市からやってもらいたい。 
・新庁舎に太陽光発電システム・太陽熱利用をする（冷暖房等）。 
・勉強不足で燃料電池システムがよく分からなかったので，私のようによく分かっていない
人も多々いるかと思います。手軽に導入できるなら，市の方々に導入してもらえるように
もっと計画の充実を進めてほしい。 
・まずは市の建物に使用していき，少しずつまちに増やしていく。太陽光や，市の車等，エ
コカー等にして，市民に身近に感じさせて各家庭・企業にも同じように導入してもらう。 
・新エネルギーが個々の生活にあうようにするためには，一般への広報が必要ではないです
か？ 
・各家で設置できるモデルとモニターの推進。 
・住民全体の協力で新エネルギー・地球温暖化を防止する。 
・大変良いとは思うが，燃料電池のデメリットも公開して欲しい。原子力が安全だけを公に
して問題になっているが，その二の舞はやめて欲しい。新エネルギー導入は良いことだが，
私達のような科学が専門でない者でも分かるように進めてほしい。 
・鈴鹿市がどういう施設でどういう実験検討ができるのかよくわからない。普及のための広
報活動が必要。 
・まずは市民への具体的な説明会を。 
・太陽熱利用等は安価にできると思う。このようなものから市民への意識高揚を図るべきと
思う。（風呂水をペットボトルを活用して沸かす等） 
・燃料電池システムを一般市民でも簡単に安く買えるように進めるべきだと思う。 
・排ガスの多い企業から進め，各戸には安価で皆ができることから実施すべき。 
・クリーンで，エネルギー効率の高い装置は，前向きに導入していただき，一般市民にも理
解できるように例を示しながら，モデル地域づくりを進めていただきたいと思います。 
・新エネルギーの導入推進モデル地域を設定し，市（行政）と市民に呼びかけて具体的な取
り組みをしたら，また企業に置いても同様なことを進めてもらいたい。展示場的な事を進
めるのも良いのでは。 
・新エネルギー全体の中で具体的に一般家庭で取り入れやすいことを少しずつでも普及して
いく。 
・地球温暖化防止の必要性を市民にＰＲし，理解を深める。 
・鈴鹿市民全体でよく話し合い，例えば自動車等の燃料電池車を導入すること。 
・まずは一般市民への普及がなければ，鈴鹿市ならではの活用も盛り上がりに欠けるのでは
ないかと思います。（市民の関心） 
・新しく品物等を購入する際に，家庭用新エネルギー機器に関する情報提供とともに，助成
制度や，価格等が一目で分かるパンフレットがあると良いかと思います。 
・現在では，化石エネルギー利用料より，格段高くつくため。 
・一般家庭でも小規模でよいから，安価なものを設置できるようにして，皆の意識向上を図
るようにしたらどうでしょうか。 
・燃料電池の特区と言うことで進めていると思いますが，私個人としては，個々でやるべき
で市はもっと大局的にやることだと思います。 
・新エネルギーの核となると思われる燃料電池を着実に進めるためにも，その重要性・認識
を高揚させる広報活動も推進してほしい。 
・まずは，市役所等の公共の場所で市民にアピールする。その後，公園やショッピングセン
ター等に導入して市民に実感させる。用途，活用方法が思いつかないのですが，私も含め
て，燃料電池について知らない人が多いと思うので，広くＣＮＳ市報等でアピールする。 
・機械のモデルをつくり，市民の意見を取り入れ実験を繰り返し，より効率良く電気を作れ
る機械を作るべきだと思う。 
・鈴鹿市民であれば，鈴鹿ならではの燃料電池の活用方法を考案すべきだと思う。 
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・地球全体の問題であるのだから，一般的に幅広くできる方法を進めていく方が良いと思う。 
・燃料電池も必要ですが，風力発電の導入を進めるべきと思います。 
・公共施設，各企業から太陽光，風力発電等の設置や社用車はクリーンエネルギー車の利用
を義務づける等。 
・「おうち風力発電」ってできないかな。ソーラーの設置が高額とか，受入を拒否しがち。そ
のあたりをどうにか出来たら，， 
・コストの面を考えて，よりよいものをその中から選ぶ。 
・一般的な物の方がみんなが理解できて，すぐに普及すると思う。鈴鹿独自の物で進んでい
くよりは，だれもが知っているような的な物の方が確実に普及するのでは。 
・燃料電池に限らず，新エネルギーの導入に力を入れるべきと思われる。 
・自然エネルギーの活用。 
・燃料電池だけでなく，風力発電等も考えるべき。 
・既知のものを利用した方がコストがかからなくて良い。未知の利用はリスクが大きいはず。 
・人口は増加する一方なので，燃料電池だけでは不足分は補えないと思う。早い段階で大量
の新エネルギーを使えるようにすべきだというのが自分の考え。 
・燃料電池では耐久年数が短く思われる。太陽光発電や太陽熱等を併用して新エネルギー導
入を進めていく。 
・幅広い方が少エネに繋がると思う。 
・一つにこだわる必要はなく，その都市の性質にあった省エネを選択するためにいろいろ試
すことが大切。 
・市民の負担を軽くする新エネルギーの導入を進めるべきだと思います。 
・風力発電の推進。 
・燃料電池に限らずエネルギーを有効活用できるような物も市の方が斡旋する。 
・太陽光発電（特にフィルムタイプ）や海岸線での風力発電（風切音の問題有り）等，多角
的な面から検討されたい。 
・一般的なものから取り組むべきだと思う。 
・安価で高効率の燃料電池の開発が必要。だが，そればかりに頼らず，もっと多くの新エネ
ルギーの活用を考えるべき。 
・太陽光発電，風力発電。 
・あまり知られていないと思うので，最初は一般的なシステムでよいと思いますが，， 
・公共施設等，または工場，大きな商業施設等に太陽光発電のシステムをどんどん取り入れ
る。 
・地域にあった新エネルギーを導入したらと思います。風力発電が可能なところは風車と自
然から得られる力は使用したいですね。 
・環境によいことなら，燃料電池にこだわらず，取り組めばよいと思う。燃料電池って水素
を使うけど安全なのですか？疑問です。 

・自然を大切に，再認識するために，環境を破壊しない新エネルギーを考えていって欲しい。 
・地域にあった新エネルギーの導入を進め，市として積極的に進めるべきである。 
・鈴鹿市は農業地域が多いので。 
・太陽光発電，風力発電（鈴鹿市内では無理か），クリーンエネルギー自動車（地元企業で研
究開発可能）の開発等，十分，地域での活用，考案，導入が進められると考える。 
・鈴鹿の地域特色があればアピールできる。 
・鈴鹿からぜひ環境都市として，日本の鈴鹿へと頑張ってください。 
・特色ある街づくりを推進するため，その地理的条件等にあった活用方法が必要だ。 
・今ある建物にというのは無理があるかも知れないけど，これから家を建てる人や新しく工
場をと考えている人たちに導入したら特典があったらいいかも。私もそうなったら興味が
でるかも。 
・地域性を生かした計画（環境を考えて）。鈴鹿はきれいな街だと思いますので。 
・活用方法をいろいろ考えて，鈴鹿市にあったものを導入していく。 



 
 －87－

・地方によって特殊性がある。ゆえに実験的導入により当地にあった方法を推進すべきだと
思う。 

・市民への働きかけは小規模であるが，それなりの効果があると思います。行政の率先導入， 
・事業者への働きかけについては大きな効果が期待できると考えます。 
・鈴鹿ならではが理想ですね。 
・鈴鹿の場合，自動車製造工場があり，互いにできる範囲で協力する。燃料電池車を購入し
たり，他に利用できることを提案したりする。 
・燃料電池は人類最後に手にする無限のエネルギーと言われています。それくらい意味のあ
ることです。 
・太陽電池で電気を発生させ，水素を作り燃料電池に使うといった循環型のシステムを構築
してください。 
・サーキットが有名なので，やはり自動車等で導入を進めるべきだと思う。 
・特区に立候補したからには，制度の名に恥じない結果が求められる。燃料電池の鈴鹿に向
かって，努力を傾注してほしい。 
・とにかく地球の温暖化を少しでも早く阻止するべきだと思うので，着実に燃料電池システ
ムの導入と普及を進めるのが最適だと思います。 
・燃料電池自動車の普及。燃料供給インフラの整備。 
・燃料電池に限定しなくても良いとは思いますが，手を広げるよりも一つに絞った方が，よ
り着実に普及させられると思う。 
・鈴鹿と言えばサーキットくらいしか思いつかないが，サーキット＝燃料電池という発想で
進めていってはどうか。 
・水素と酸素で発電できるものなら大変結構だと思いますが。鈴鹿ならではのものがあれば
導入すべきです。 
・市民一人ひとりの意識の向上により対応可能と思う。一般的な燃料電池システムの導入と
普及は，組織的あるいは社会システム的にやらねば難しいと思われる。新技術開発や機器
管理上の観点から。 
・市内に所在の有力企業からの協力を得ながら 
・何事にも一つひとつを考えて導入をしていくべきである。 
・将来的に原油が高騰することは十分予想され，石油主体のエネルギー構成のままで産業が
成り立っている現状は非常に危険。野菜，果物もボイラー用灯油値上がりによって，食品
業界においても間接的に高騰している状態で，原油以外のエネルギー導入は急務だと感じ
ます。 
・私にはよくわかりませんが，いろんな角度からみて経済性，安全面等いろいろあると思い
ます。 
・太陽光発電装置の設置に対する指導，補助金の支援等，取り組める現実的な政策が必要。 
・経済効果はありますか。 
・新エネルギーを使って未来都市みたいに。 
・一日も早く取り組んでいただきたい。地区毎で実施してください。コミュニティーセンタ
ー等で。 
・地球温暖化防止に役立つと思う。 
・ごみ清掃車等から実現できると良い。 
・早く普及させるべき。 
・他にも良いものがあれば検討しても良いと思います。 
・新エネルギーの導入より先にすべきことがあるのでは？モデル地域づくり，失敗したらど
うなるのですか？モデル地域に使われるお金はどこからでるのですか？ 税金を使うので
あれば反対。 
・安心できるエネルギー導入を願う。 
・工業用，病院，各家庭の実用化期日？ 
・効率の良いシステムの開発の研究をしてもらいたい。 
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・もっと税金を有効に，このような環境問題へ使い，補助金を出すことによって広がってい
くと思う。 
・エネルギー源の安全管理に問題点がある。一般家庭で取り扱うには危険性が大。 
・省エネルギーのため。 
・現在あるいは近い将来最も開発が進んでいるもの。単価的なもの。修理に対しても総合的
に判断すべきであると思います。 
・普及が第一。 
・最近の異常気象等をみても温暖化が原因となっている部分が多いと思われ，省エネを心掛
ける必要があると思う。 
・鈴鹿でのモデル地区を指定して実施した方が良い。 
・幅広くせず，とりあえず成果のありそうな一点に力を入れてほしい。 
・官民協力体制の確立。 
・まず第一に近くからやるべきと思う。 
 



 
 －89－

2.2 メルモニのアンケート結果報告 

メルモニとは，鈴鹿市が主催するアンケートやクイズにご回答いただくため，事前に登録

していただいたモニターの方々のことを言います。ここでは，本ビジョン策定と並行して実

施した，地球環境問題についてのアンケート結果の概要を紹介します。 

調査方法 メルモニ登録者を対象としたインターネットアンケート 

調査期間 2005 年１月 17 日(月)～2005 年１月 23 日(日) 

配信者数 3,326 人 回答者数 1,375 人 回答率 41.3% 

 
回答者の属性情報  

性別 男性 女性 年代 ～20 20 代 30 代 40 代 50 代 60～ 

回答者数 508 867 回答者数 27 87 631 403 99 128 

構成比 36.9% 63.1% 構成比 2.0% 6.3% 45.9% 29.3% 7.2% 9.3% 

 

◆ 掲示板への書き込みに対する応答 ◆ 

●未来ある子供達の事を思うと，真剣に取り組まなければならない問題だと思います。（地球
温暖化について）詳しい事はよくわかりませんが，私達にできる事があれば，実行してい
きたいと思います。（38 歳・女性） 

→今回のアンケート結果では，地球温暖化問題を知らないというかたはほとんどみえません
でしたが，詳しいことはよくわからないという御意見が多くありましたので，地球温暖化
の仕組みについて簡単にご説明いたします。地球の大気には，二酸化炭素等の温室効果ガ
スが含まれています。これらの気体によって，大気の温度は生物が生息しやすい状態に保
たれていますが，石油，石炭等の化石燃料の消費に伴い，二酸化炭素等の温室効果ガスが
大量に排出され，その濃度が増加してきています。これらの温室効果ガスの濃度が増加す
ることにより，温室効果が強くなり，地球の温度がさらに上昇します。これは，温室効果
ガスによって，地上で反射した赤外線が吸収，放射され，大気の温度を上昇させるためで
す。これが地球温暖化の仕組みです。 

●温暖化が大変な事をおこすのは何と無くテレビ等で知っていますが具体的に自分に何が出
きるかは余り解らないです。教えて欲しいです。自分で出きることはやって行きたく思い
ます。（39 歳・女性） 

→具体的に何をすればよいのかがかわらないといった御意見もたくさんありました。地球温
暖化対策を簡単に言えば，「二酸化炭素等の温室効果ガスを過剰に出さないようにする。」
ということなのですが，実は二酸化炭素はみなさんの家庭のさまざまなところから出され
ているのです。家庭の中での二酸化炭素の排出量は，自動車からの排出が一番多く，次に
動力（テレビ・冷蔵庫等）・照明，暖房，給湯の順で多くなっており，冷暖房の使用による
ものは一世帯あたりの総排出量の約 16%に相当しています。このことから，各家庭におい
ての節電やエアコン温度調整等の省エネルギー活動が最も身近にできる地球温暖化対策と
言えます。また，徒歩や自転車での移動，自動車のアイドリングストップや公共交通機関
の利用といったことも地球温暖化対策につながります。そのほか費用を要しますが，お住
まいを建て直す際等に，屋根や壁，床に適切な断熱処理をしたり，窓に複層ガラスを使用
したり，太陽光発電や太陽熱利用等の新エネルギーを利用した設備を設置することも有効
な手段と言えます。 
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●太陽光パネルを我が家も設置していますが，設備にかなり金額がかかりました。補助はあ
ったのですが，もう少し手軽に設置できれば太陽光で自家発電する家庭が増えるのではな
いでしょうか?（36 歳・女性） 
→住宅用太陽光発電システムは 10 年前から比べると安価にはなりましたが，まだまだ気軽に
設置できるような価格ではありません。住宅用太陽光発電システムは，既に製品化されて
いる新エネルギー設備の中でも実績もあり，鈴鹿市の日照量は全国平均からも高いことか
ら，その導入促進は有効な温暖化対策事業であると考えており，住宅用太陽光発電システ
ム設置費用の一部を助成しています。（ただし，申請者が多数の場合は抽選にて交付者を決
定します。）詳しい内容については，環境政策課へ連絡してください。また，鈴鹿市ホーム
ページ上でも掲載しておりますのでご覧ください。 
 
◆ 掲示板への書き込みからの抜粋 ◆ 
・ 我が家では昨年から太陽光発電のため，ソーラーパネルを設置しました。補助金が出たも
のの，かなりの出費なので家計に負担はありますが，月々の電気料金はかなり減ったので，
その分環境保全に役立っているんだなぁ・・・と実感しています。いつまでも，きれいな
地球であるように，皆が力を合わせる事が大切だと思います。まずは節電から・・・。（39
歳・女性） 
・ 現時点においても，地球温暖化は生態系に深刻な影響を及ぼしています。この問題は一企
業・団体・国では解決できない・・・個人個人で取り組まなければならない問題です。ご
みを減らす，冷暖房の温度設定に気をつける，出来る限りマイカーではなく徒歩・自転車・
電車を利用する等，どれをとっても環境に優しいだけでなく私達の健康にも良いし節約に
も繋がります。以前勤めていた会社では ISO14001 という資格を取るべく社内のあらゆるシ
ステムを見直した事がありました。これは各家庭でもそのまま実践出来る事で，私も家庭
内で取り組んでいます。子供達の為にも，住みやすい地球を残していきたいです。（27 歳・
女性） 
・ 『環境問題』と言うとちょっと難しく感じることがあります。どういう事をしたらいいか
とかあまりわかりません。 ただ家では「どれだけ電気代を安くするか」とか「お米のとぎ
汁を土にまく」とかしか思い浮かばないです。ささいな事だけど続けていきたいです。他
にも誰にでもできることがあったら知りたいなぁ～。（30 歳・女性） 
・ 防止に協力を！だけでなく，もっと子供でも解る様な説明や提案が欲しい。太陽光発電は
新築の時考えたが，メーカー等はメリットは直ぐ教えてくれたがデメリットや今後それら
を解決するか等は出てこなかった。この様な事もあり積極的に取り組めない。（39 歳・女性） 
・ もっと木を植えて緑多い町にして木々に二酸化炭素を吸ってもらい，私たちは自然に癒さ
れたい。（17 歳・女性） 
・ 我が家では，何を一つとっても地球に関わる物ばかりだと思ってます。人に優しくするこ
とも，物を大切にすることも，全てに渡って環境や平和につながると思い子供にもそれを
伝えたいと接していくようにしています。子供を育てることは未来を育むこどだから。何
故ゴミを分別をするのか話しながら思いやりも持てる人になってもらいたいと考えていま
す。（37 歳・女性） 
・ 新しい手段を考えるのも大切だけど，便利さを少し捨ててでも一昔二昔前の生活を今もう
一度見なおすことが肝心なのではないのでしょうか。これは温暖化問題に限らず，ゴミ問
題や様々な問題にも当てはまることではないでしょうか？（37 歳・男性） 
・ 自治体等にまかせきりで無関心でいるのではなく，もっと個人単位でできる地球温暖化対
策があるはずです。次期エネルギーに頼るのではなしに，今あるエネルギーをいかに無駄
使いせずにするためには何ができるか。個人レベルでできることから始めたいものです。
例えば暖房の設定温度を今より１度だけ下げてみる。寒けりゃ一枚着ればいい。夜更かし
して明かりを皓皓とつけてないで早く消して寝る。お家やお店のディスプレー照明，過剰
になってはいませんか？そんなところから意識改革は可能だと思います。（36 歳・男性） 
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・「地球温暖化を防ぐために省エネを心がけなければ」と思うけど，生活はなかなか変わらな
いです。アンケートに答えながら少し反省しました。電気のつけっ放し等，簡単にできる
ことから気をつけようと思いました。（37 歳・女性） 

 

Q1. 地球温暖化問題を知っていますか。 

 
図 1-1. 回答項目の選択割合（総計・男女別） 

 
 
 

図 1-2. 回答項目の選択割合（年代別） 
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Q2. 日本が，地球温暖化防止のために二酸化炭素等の排出削減を国際的に約束したこと（京
都議定書）を知っていますか。 

 
図 2-1. 回答項目の選択割合（総計・男女別） 

 
 
 

図 2-2. 回答項目の選択割合（年代別） 
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Q3. 地球温暖化対策となる省エネルギーについて，家庭で何か取り組んでいますか。 

 
図 3-1. 回答項目の選択割合（総計・男女別） 

 
 
 

図 3-2. 回答項目の選択割合（年代別） 
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Q4. あなたの知っている新エネルギーは次のうちどれですか。（いくつでも） 

 
図 4-1. 回答項目の選択割合（総計・男女別） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 －95－

Q5. 地球温暖化対策となる新エネルギーについて関心がありますか。 

 
図 5-1. 回答項目の選択割合（総計・男女別） 

 
 
 

図 5-2. 回答項目の選択割合（年代別） 
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3 新エネルギー導入・開発状況等 

3.1 新エネルギー利用の先進事例調査 

 
① 燃料電池 
 
・新エネルギー発電フィールドテスト事業 

運転主体 設置場所 容量（kW） 台数 導入時期 
板橋エコポリスセンター 50 1 1995 
東京環境科学研究所 200 1 1995 

東京ガス 

ＮＴＴ東日本中央研修センター 200 1 1998 
大阪ガス ＵＮＥＰセンター 50 1 1993 
西部ガス ハウステンボス熱供給 200 1 1999 

 

・先導的高効率エネルギーシステムフィールドテスト事業 

運転主体 設置場所 容量（kW） 台数 導入時期 
環境エネルギー館 200 1 1998 
立川都市センター 200 1 1998 
ＴＧＳ赤羽ビル  50 1 1998 
東京都立科学技術大学 200 1 1999 
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 100 1 2000 

東京ガス 

環境エネルギー館 100 1 2002 
名古屋大学 200 1 1998 
東海理化電機製作所 200 1 1999 
名古屋栄ワシントンホテルプラザ 100 1 1999 
東邦ガス本社 200 1 2000 

東邦ガス 

同大病院 100 1 2002 
ＲＩＴＥ 200 1 1998 
大阪ガス 泉北製造所 200 1 1998 
梅田センタービル 200 1 1998 
マイカルボーレ三田 200 1 1999 

大阪ガス 

コープこうべ姫路白浜 100 1 1999 
ＮＴＴ 武蔵野研究開発センター 200 1 1999 

ＮＴＴ 
ＮＴＴ 厚木研究開発センター 200 1 2001 

サッポロビール 千葉工場 200 1 1998 
日清製油 横浜磯子工場 200 1 1999 

豊科事業所 200 2 1999 
セイコーエプソン 

伊那事業所 200 2 2000 
北九州市 北九州学術・研究都市 200 1 2000 

富士電機能力開発
センター 

富士電機能力開発センター研修所 100 1 2001 

日本赤十字学園 豊田看護学校 100 1 2002 
資料）燃料電池導入ハンドブック，NEDO 技術開発機構資料 
著作権者）NEDO 技術開発機構 
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・ガス業界における導入具体例（PAFC プラント，2003 年３月末） 

 
運転主体 設 置 場 所 容量（kW） 台数 運転期間 所 在 地 メーカー 

200 1 1992～ 東芝/ONSI 
200 1 1996～ 東芝/ONSI 
200 1 1997～ 東芝/ONSI 
100 1 2000～ 富士電機 

東京ガス技術研究所 

100 1 2000～ 

 
  
東京都港区 
  
  富士電機 

東京ガス袖ヶ浦工場 200 1 1996～ 千葉県袖ヶ浦市 東芝/ONSI 
東京都水道局三園上水場 200 1 1996～ 東京都板橋区 東芝/ONSI 
ＮＴＴ東日本中央研修センター 200 1 1998～ 東京都調布市 東芝/ONSI 
環境エネルギー館 200 1 1998～ 横浜市鶴見区 東芝/ONSI 
立川都市センター 200 1 1998～ 東京都立川市 東芝/ONSI 
ＴＧＳ赤羽ビル  50 1 1998～ 東京都北区 富士電機 
東京都立科学技術大学 200 1 1999～ 東京都日野市 東芝/ONSI 

東京ガス 

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 100 1 2000～ 神奈川県藤沢市 富士電機 
東海理化電機製作所 200 1 1999～ 愛知県丹羽郡 東芝/ONSI 
名古屋栄ワシントンホテルプラザ 100 1 1999～ 名古屋市中区 富士電機 東邦ガス 
東邦ガス本社 200 1 2000～ 名古屋市熱田区 東芝/ONSI 
ＲＩＴＥ 200 1 1998～ 京都府木津町 東芝/ONSI 
大阪ガス 泉北製造所 200 1 1998～ 大阪府高石市 東芝/ONSI 
梅田センタービル 200 1 1998～ 大阪市北区 東芝/ONSI 

大阪ガス 

姫路赤十字病院 100 1 2001～ 兵庫県姫路市 富士電機 
西武ガス ハウステンボス熱供給 200 1 1999～ 長崎県佐世保市 東芝/ONSI 
資料）日本ガス協会調べ 
著作権者）(社)日本ガス協会 
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② バイオマス 

 
・地域新エネルギー導入促進事業における事例 
年度  ｴﾈﾙｷﾞｰ名 事業実施者 事業名 設置場所 総数 

H15 
バイオマス 
燃料製造 

田原町 
田原町廃食油燃料化設備導入
事業 

愛知県田原町 4300L/年 

資料）NEDO 技術開発機構 H15 年度 
 
・バイオマス等未活用エネルギー調査事業における事例 
設置

年度 
区分 申請者名 事業名 導入場所 

H13 設置 
ﾀﾞｲｵｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

（株） 

家畜糞尿及び生ｺﾞﾐ処理分野におけるﾊﾞｲｵｶﾞｽｼｽﾃﾑ有効

性の実証設置事業 
北海道帯広市 

H13 設置 清水建設（株） 上湧別ﾊﾞｲｵｶﾞｽ畜産標準ﾓﾃﾞﾙ実証ﾌﾟﾗﾝﾄ事業 北海道上湧別町

H13 設置 （株）日本製鋼所 
寒冷地における個別農家のﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ利用実証事

業 
北海道清水町 

H13 設置 川崎重工業（株） 普及型ﾒﾀﾝ発酵，ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ実証設備事業 北海道清水町 

H13 設置 （株）水瀬製皮所 
重金属を含む動物性ﾊﾞｲｵﾏｽのﾒﾀﾝ発酵を発生現場にお

いて利用する設備の設置事業 
兵庫県姫路市 

H13 設置 （株）ｸﾎﾞﾀ 
高濃度油脂含有廃水からの連続的高効率ﾊﾞｲｵｶﾞｽ回収

技術実証設置事業 
兵庫県西宮市 

H13 設置 
住 友 重 機 械 工 業

（株） 

生ごみ等の有機性廃棄物を原料としたﾒﾀﾝ発酵による自

動車燃料化事業 

神奈川県横須賀

市 

H13 設置 （合）比嘉酒造 
泡盛蒸留粕処理におけるﾒﾀﾝ発酵技術によるｴﾈﾙｷﾞｰ回

収ｼｽﾃﾑ実証設置事業 
沖縄県糸満市 

H13 設置 
（株）ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｼﾞｬﾊﾟ

ﾝ 
魚廃油・動植物廃油のﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ燃料化事業 広島県広島市 

H13 設置 （株）明電舎 
廃食用油の改質燃料化ｼｽﾃﾑによるﾏｲｸﾛﾀｰﾋﾞﾝ・ｺｰｼﾞｪﾈ

ﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの実証設置事業 
石川県松任市 

H13 設置 北陸電力（株） 
超臨界温度蒸気による木質系廃棄物の燃料化ｼｽﾃﾑ事

業 
富山県富山市 

H13 調査 
洲本市酪農農業協

同組合 
洲本ﾊﾞｲｵｴﾈﾙｷﾞｰ調査事業 兵庫県洲本市 

H13 調査 
（株）土谷特殊農機

具製作所 

厳寒地域における豚ふん尿と生ｺﾞﾐを原料とする農場型ﾊﾞ

ｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄの可能性調査事業 
北海道幕別町 

H13 調査 
北海道河東郡鹿追

町 

鹿追型ﾊﾞｲｵｶﾞｽ施設事業化により公共施設におけるﾊﾞｲｵ

ｶﾞｽ有効活用調査事業 
北海道鹿追町 

H13 調査 山梨県高根町 高根町のﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ調査事業 山梨県高根町 

H13 調査 （株）谷村建設 
有機性廃棄物からのﾒﾀﾝ回収と圧縮天然ｶﾞｽ自動車への

利用に関する調査事業 
新潟県糸魚川市

H13 調査 
（株）知多環境保全

ｾﾝﾀｰ 
環境調和型ｴﾈﾙｷﾞｰｺﾐｭﾆﾃｨﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ調査事業 愛知県南知多町

H13 調査 鹿児島県市来町 ﾊﾞｲｵﾏｽの燃料ｶﾞｽ化実証設備導入調査事業 鹿児島県市来町

H13 調査 北海道日東（株） 
牛糞の熱分解ｶﾞｽ化による熱ｴﾈﾙｷﾞｰ供給ｼｽﾃﾑの調査事

業 
北海道鶴居村 

H13 調査 
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

（株），ｱｲｾ・ｻﾌﾟﾘﾒﾝ 
廃食料油のﾘｻｲｸﾙ技術開発と実用化のための調査事業 千葉県銚子市 

H13 調査 
愛媛県越智郡弓削

町役場 

離島における廃棄物等の未活用資源の炭化・ｴﾈﾙｷﾞｰの

海水温浴施設等への活用実証調査事業 
愛媛県弓削町 
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設置

年度 
区分 申請者名 事業名 導入場所 

H13 調査 矢橋工業（株） 
一貫製鐵所の生石灰製造にﾊﾞｲｵﾏｽを応用した完全有効

活用ｼｽﾃﾑの実機化調査事業 
愛知県東海市 

H13 調査 
岐阜県（県立森林

文化ｱｶﾃﾞﾐｰ） 

間伐材等の木質ﾊﾞｲｵﾏｽを利用したｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ実証ﾌﾟ

ﾗﾝﾄ設置調査事業 
岐阜県美濃市 

H13 調査 福岡県大木町 大木町木質ﾊﾞｲｵﾏｽ熱供給実証調査事業 福岡県大木町 

H13 調査 （株）ﾔﾏｵ 
並列型木質ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽ化ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの実証設

置調査事業 
北海道芽室町 

H13 調査 上伊那森林組合 上伊那木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ事業化可能性調査事業 
長 野 県 伊 那 市 ，

中川村 

H14 設置 (株)栗本鐵工所 
ﾓｼﾞｭｰﾙ式ﾒﾀﾝ醗酵ｼｽﾃﾑによる家畜排せつ物からのﾊﾞｲ

ｵｶﾞｽ回収・ｺｰｼﾞｪﾈ利用実証試験事業 
北海道足寄郡 

H14 設置 東京ガス(株) 
海産未活用ﾊﾞｲｵﾏｽを用いたｴﾈﾙｷﾞｰｺﾐｭﾆﾃｨｰに関する

実証試験事業 
横浜市磯子区 

H14 設置 日揮(株) 
未利用木質ﾊﾞｲｵﾏｽの水熱反応による燃料化実証試験事

業 
茨城県東茨城郡

H14 設置 兵庫県一宮町 
一宮町小型木質ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ活用ﾓ

ﾃﾞﾙ実証試験事業 
兵庫県一宮町 

H14 設置 中外炉工業(株) 
山口県における森林ﾊﾞｲｵﾏｽのｶﾞｽ化・改質及びｶﾞｽｴﾝｼﾞ

ﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの実証試験事業 
山口県山口市 

H14 設置 サンポット(株) 木質ﾍﾟﾚｯﾄ燃料の活用実証試験事業 岩手県 

H14 設置 大幸テック(株) 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽの熱分解により発生する木煙の改質燃料化

ｼｽﾃﾑによるﾏｲｸﾛﾀｰﾋﾞﾝ・ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの実証試

験 

山形県西置賜郡

H14 調査 (株)ダスト栗原 
食肉加工工場余剰汚泥並びに下水汚泥によるバイオマス

コージェネレーション事業 
宮城県栗原郡 

H14 調査 大丸食品(株) 

改質水と膜分離技術を活用した油分の多い生ごみのメタ

ン発酵及び発生ガスの冷凍・冷蔵庫等の利用システムの

調査事業 

埼玉県さいたま市

H14 調査 電源開発(株) 食品廃棄物によるバイオマス・リファイナリー事業調査 福岡県北九州市

H14 調査 
熊本県阿蘇郡蘇陽

町 

有機性廃棄物からのメタン回収ときのこ栽培施設への利

用に関する調査事業 
熊本県阿蘇郡 

H14 調査 (株)秀岳荘 
アウトドア事業で発生する生ゴミ嫌気発酵システムの導入

に関する実証設置調査事業 

北 海 道 札 幌 市 ，

旭川市 

H14 調査 
鳥取県畜産農業協

同組合 
鳥取家畜ふん尿のバイオマスエネルギー調査事業 鳥取県岩美郡 

H14 調査 ユニレックス(株) 
地域的農水産系バイオマス資源対応高品質バイオガス生

産システムの実証試験事業調査 
北海道黒松内町

H14 調査 別海農業協同組合 
個別酪農家における遊休サイロ利用バイオガスプラント実

証試験調査事業 
北海道野付郡 

H14 調査 沖縄県東村 沖縄東村バイオマスエネルギー調査事業 沖縄県東村 

H14 調査 

日本工営パワー・シ

ステムズ(株)，ヤン

マー(株) 

製材所おが屑を利用したコージェネレーションシステム事

業調査 
奈良県五條市 

H14 調査 森林組合おわせ 
移動式木質ペレット燃料製造機の導入可能性に係る調査

事業 

紀 伊 長 島 町 ， 海

山 町 ， 尾 鷲 市 管

内 

H14 調査 
（財）福岡県環境保

全公社 

バイオマスエネルギーを活用した未来型キャンパスの創

造事業 

福 岡 県 福 岡 市 ，

春日市 
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設置

年度 
区分 申請者名 事業名 導入場所 

H14 調査 兵庫県氷上町 
未利用木質バイオマスガス化・コージェネレーションによる

公共施設等への熱電供給実証設備調査事業 
兵庫県氷上郡 

H14 調査 高知県大正町 
小型木質バイオマスエネルギーの経済性確立のための調

査事業 
高知県大正町 

H14 調査 兵庫県八千代町 兵庫県八千代町木質バイオマス等実証試験事業調査 兵庫県八千代町

H14 調査 三重県宮川村 
宮川村における木質バイオマスエネルギー利用の可能性

調査事業 
三重県宮川村 

H14 調査 

丹後リゾート総合企

画(株)，(株)ＵＦＪ総

合研究所 

里山の有効なエネルギー利用モデル確立事業調査 京都府宮津市 

H14 調査 沖縄県伊江村 
エネルギー作物によるバイオマスエネルギー島内自給利

用事業 
沖縄県伊江村 

H14 調査 小豆島バス(株) 
地域における廃食油回収システム及び菜の花栽培自給

による公共交通維持システム確立事業 
香川県小豆島 

H14 調査 

(株)神戸製鋼所，シ

ビルコンサルタンツ

（有） 

木質系バイオマスを利用した植物残さからのメタン回収，

発電熱供給実証試験プラント設置調査事業 
青森県青森市 

H14 調査 島根県益田市 益田市バイオマス・エタノール製造事業調査 島根県益田市 

H15 設置 
(株)立川 CS センタ

ー 
木質系バイオマス・ガスコージェネ設備実証試験事業 山形県立川町 

H15 設置 
(株)PCG エンジニア

リング 
木くず炭化に伴う排熱供給事業 滋賀県新旭町 

H15 設置 シダックス(株) 
廃食料油のリサイクル技術開発と実用化のための実証試

験事業 
東京都調布市 

H15 設置 (株)石橋石油 
廃植物油リサイクル燃料を使用するコージェネレーション

システム実証試験事業 

和歌山県和歌山

市 

H15 設置 (株)ダスト栗原 
「食肉加工工場余剰汚泥並びに下水汚泥によるﾊﾞｲｵﾏｽｺ

ｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ事業」 
宮城県築館町 

H15 調査 
学校法人 東海大

学 

流木及び製材屑を燃料とした木質バイオマスガス化発電

装置の実証試験事業調査 
静岡県清水町 

H15 調査 (株)シーテック 移動式小型バイオマスガス化発電事業調査 愛知県名古屋市

H15 調査 日本フネン(株) 
木質系廃棄物を利用したガラス発泡軽量建設資材装置

への熱供給事業調査 
徳島県川島町 

H15 調査 青森県 
青森県津軽地域におけるりんご剪定枝等農業バイオマス

のエネルギー利用可能性事業調査 
青森県黒石市 

H15 調査 (株)OTTO 
電磁誘導加熱竪型ガス化炉による木くずのガス化コージ

ェネレーション事業調査 
千葉県四街道市

H15 調査 トラスト企画(株) 木質系バイオマスの熱分解ガス化事業調査 福島県いわき市 

H15 調査 山口県 

山口県におけるバイオマスエネルギー実証・実業化プロ

ジェクトと連携した森林バイオマスの低コスト燃料化システ

ムの実証試験事業調査 

山口県山口市 

H15 調査 平澤林産(有) 

林地残材・未利用間伐材等の低コスト収集システムとの組

み合わせによる木質バイオマス熱供給実証プラント設置

事業調査 

長野県長谷村 

H15 調査 中西製材(株) 
木くずのペレット化による工場内プロセス熱利用システム

の導入可能性事業調査 
福井県家久町 

H15 調査 
南富良野町森林組

合 

南富良野町森林組合における間伐及び林地未利用バイ

オマス資源エネルギー化事業調査 

北海道南富良野

町 
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設置

年度 
区分 申請者名 事業名 導入場所 

H15 調査 北海道足寄町 足寄町における木質ペレット製造と燃焼熱利用事業調査 北海道足寄町 

H15 調査 
神奈川県自然環境

保全センター 

森林バイオマスの熱利用システム実用化に関する実証試

験事業調査 
神奈川県厚木市

H15 調査 大阪ガス(株) バイオマス乾留ガス燃料化事業調査 愛媛県松山市 

H15 調査 

東京農工大学大学

院生物ｼｽﾃﾑ応用

科学研究科，ｵﾘﾝﾋﾟ

ｱ工業 

バイオマス粉炭ネットワークの構築による地域再生事業調

査 
東京都小金井市

H15 調査 

北海道・北海道ガス

(株)，北海道熱供給

公社 

エネルギーの有効活用及び地域経済活性化に向けた地

域熱供給事業への木質バイオマス導入に関する事業調

査 

北海道札幌市 

H15 調査 宇部ﾃｸﾉｴﾝｼﾞ(株) 
食品残渣と廃木材のガス化によるエネルギー利用実証事

業調査 
山口県宇部市 

H15 調査 ニセコ運輸(有) 
廃棄物処理場における有機廃棄物ガス化コージェネレー

ションに関する実証試験事業調査 
北海道知安町 

H15 調査 
新冠町農業協同組

合 

畜産廃棄物のバイオマス・コンプレックス利用及びエネル

ギー変換システムの高効率化実証試験事業調査 
北海道新冠町 

H15 調査 (株)プランテック 
バイオマスエネルギーを利用した燃料化システム実証試

験事業調査 
愛知県音羽町 

H15 調査 
北海道河東郡士幌

町 

地域新エネ集中パワーセンター構想の個別型家畜ふん

尿バイオガスプラントによるバイオガス生産，バイオガスの

輸送，電力･熱化，公共施設での利用に関する事業調査 

北海道士幌町 

H15 調査 
京都府船井郡八木

町 

バイオマス・メタン発酵設備からのエネルギー有効利用事

業調査 
京都府八木町 

H15 調査 
ダイヤモンドエンジ

ニアリング(株) 

鶏糞のバイオ乾燥及び熱分解ガス化コージェネレーショ

ン事業調査 
富山県魚津市 

H15 調査 岩手県葛巻町 
中山間地における蓄糞・木質バイオマス複合化メタンスト

ックシステム・システムの実証事業調査 
岩手県葛巻町 

H15 調査 
三和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

(株) 
下関市バイオマス事業調査 山口県下関市 

H15 調査 東京ガス(株) 
卸売市場における食品廃棄物等未活用バイオマスエネル

ギーシステム実証試験事業調査 
東京都大田区 

H15 調査 オタフクソース(株) 
塩分，油分含有の廃調味料からのメタン発酵によるエネ

ルギーの回収システム実証事業調査 
広島県広島市 

H15 調査 
福井県大野郡和泉

村 

和泉村における「環境立村」の実現に向けた生ごみと木質

系バイオマスの活用による複合型施設の設置可能性事業

調査 

福井県和泉村 

H15 調査 

東京農工大学農学

部附属ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴ

ﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 

生ゴミの家畜飼料化・堆肥発酵熱利用による物質循環シ

ステム研究事業調査 
東京都調布市 

H15 調査 福岡市 
アオサを原料としたメタン発酵等生物化学的変換技術に

よる燃料化システム実証試験事業調査 
福岡県福岡市 

H15 調査 三菱重工業(株) 
水熱前処理を活用した下水汚泥の高効率メタン発酵発電

技術事業調査 
神奈川県横浜市

H15 調査 鹿児島県出水市 出水市下水処理場ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ実証試験事業調査 鹿児島県出水市

H15 調査 豊田通商(株) 下水汚泥のバイオマス燃料化実証試験事業調査 愛知県半田市 

H15 調査 (株)村上製作所 
奈良県吉野地域のし尿からのバイオガス回収・コージェネ

実証試験事業調査 
奈良県大淀町 

資料）NEDO 技術開発機構 H13～15 年度  
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・バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業・同事業調査における事例 
区
分 

共同研究者 共同研究テーマ 

清水建設㈱ 日高地区の重金属含有ダコゴロに対する無害化処理バイオマスエネ
ルギー活用実証試験事業 

日本車輌製造㈱ 一戸町奥中山地区畜産バイオガス標準モデル実証プラント事業 
八木建設㈱宇部テクノエンジ
㈱ 

木質バイオマスガス化およびガスエンジンコジェネレーションによ
る生産設備への電気・熱利用実証試験事業 

高知県 中山間地域における森林バイオマス資源の有効利用技術開発事業 
三井造船㈱ 木質系バイオマスを主原料とするエタノール製造技術実証試験事業 
㈱サガミチェーン 外食店舗等から排出される廃食油のリサイクルシステム実証試験事

業 
新興プランテック㈱東洋シス
テム㈱(有)大友産業 

鶏糞ガス化燃焼熱発電実証試験事業 

実
証
試
験
事
業 

東京ガス㈱㈱タクマ 下水汚泥を利用したガス化システムに関する実証試験事業 
秩父市 秩父市バイオマス・コジェネ施設設備事業調査 
極東サービスエンジニアリン
グ㈱ 

都市・産業系バイオマスの熱分解ガス化コージェネ実証試験事業調
査 

鈴与商事㈱ 穀物ダストの熱分解ガス化燃料発電による未活用エネルギー利用の
実証試験事業調査 

かどや製油㈱ ごま油製造工程廃棄物のメタン発酵によるエネルギー回収システム
実証事業調査 

三造有機リサイクル㈱ 生ゴミ飼料化プラント副生油（食品抽出油）の燃料化利用事業調査 
学校法人東海大学 大学キャンパスおよび周辺を対象とした廃食用油を燃料とする給湯

用ボイラー活用調査事業 
千葉三港運輸㈱ 廃棄物レス型設備による廃食油からのバイオディーゼル燃料製造に

係わる実証試験事業調査 
静岡県富士市富士常葉大学 富士市バイオマス（生ごみ等）活用事業調査 
福岡県大木町 大木町資源循環型社会形成事業調査 
国立大学法人北海道大学北海
道足寄町 

足寄町バイオマス資源の集約処理による地域エネルギー供給事業調
査 

(有)鳥栖環境開発綜合センタ
ー 

鳥栖における未活用バイオエネルギー利用のメタン発酵によるエネ
ルギー回収総合システム実証試験事業調査 

農事組合法人支倉牧場生産組
合,㈱北海道自然エネルギー
研究センター 

サイト内エネルギー自己完結型地域内有機廃棄物資源循環利活用シ
ステムの構築事業調査 

実
証
試
験
事
業
調
査 

(財）にいがた産業創造機構 エコアイランド佐渡島の未利用バイオマスと下水汚泥の混合消化方
式によるガス化・コジェネレーション事業調査 

資料）NEDO 技術開発機構 H16 年度
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③ バイオマスと燃料電池の複合システム 
 
・バイオマス資源の有効利用に資する燃料電池活用戦略に記載された事例 

バイオマス原料 事例 時期 
出力 

規模 

燃料電池 

種類 

家畜糞尿利用 帯広畜産大学 
2001～2006 年まで研究予

定 
250W 

固体高分子

形 

横浜市下水道局北部汚

泥処理センター 
1999 年より運転開始 200kW りん酸形 

下水汚泥利用 
苫小牧市西町下水処理

センター 

2001 年～2002 年までフィー

ルドテスト 
250kW 

固体高分子

形 

食品系廃棄物 神戸市ポートアイランド 2001 年度より 3 年間 100kW りん酸形 

サッポロビール千葉工場 1998 年から運転開始 200kW りん酸形 

アサヒビール四国工場 1998 年から運転開始 200kW りん酸形 
有 機 系 工 場 排

水 
キリンビール栃木工場 1998 年から運転開始 200kW りん酸形 

資料）バイオマス資源の有効利用に資する燃料電池活用戦略 燃料電池活用戦略検討会 H15.3 
 
 
・バイオマス等未活用エネルギー調査事業における事例 
設置

年度 
区分 申請者名 事業名 導入場所 

H14 調査 (株)明電舎 
家畜ふん尿からのﾊﾞｲｵｶﾞｽを利用した燃料電池ｺｰｼﾞｪﾈﾚ

ｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ実証試験事業調査 
群馬県勢多郡 

H14 調査 （社）化学工学会 
木質系廃棄物活用高温ガス化ガス利用燃料電池コージ

ェネレーションシステム検討調査事業 
愛知県名古屋市

H14 調査 (株)白磁社 

木質系不要物等未活用エネルギーを熱化学的変換技術

によりガス化，燃料電池に利用する実証試験事業・同事

業調査 

横浜市鶴見区 

H15 設置 (株)明電舎 
家畜ふん尿からのバイオガスを利用した燃料電池コージ

ェネレーションシステム実証試験事業 
群馬県宮城村 

資料）NEDO 技術開発機構 H14～15 年度  
 
・バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業調査における事例 

共同研究者 共同研究テーマ 
(社)静岡県環境資源協会，光
陽産業㈱，静岡ガス㈱ 

小規模バイオマスガスプラントと天然ガス併用型燃料電池発電シス
テム導入に関する実証試験事業調査 

国立大学法人山梨大学 水素分離膜を利用したバイオガス燃料電池コージェネレーション事
業調査 

資料）NEDO 技術開発機構 H16 年度
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3.2 新エネルギーの利用技術の開発状況 

 

① 燃料電池技術の開発状況 
 
・燃料電池発電の技術開発の概要 

 現時点では，りん酸形燃料電池が商業化の段階まで来ていますが，固体高分子形，溶融炭酸塩

形，固体酸化物形は技術としては確立しつつあるものの，実証段階にあるといえます。 

 
種類 りん酸形燃料電池 固体高分子形燃料電池 溶融炭酸塩形燃料電池 固体酸化物形燃料電池 

項目 （PAFC） （PEFC） （MCFC） （SOFC） 

電解質 りん酸 イオン交換膜 炭酸リチウム・炭酸カリウム 安定化ジルコニア 

燃料 水素 水素 水素，一酸化炭素 水素，一酸化炭素 

原燃料 天然ガス，メタノール，

LPG，ナフサ 

天 然 ガ ス ， メ タ ノ ー ル ，

LPG，ナフサ 

天 然 ガ ス ， メ タ ノ ー ル ，

LPG，ナフサ，石炭ガス化

ガス 

天然ガス，メタノール，

LPG，ナフサ，石炭ガス

化ガス 

作動温度 160～210℃ 60～80℃ 600～700℃ 750～1,000℃ 

発電効率

（HHV） 

35～45% 35～45% 45～60% 50～60% 

総合効率

（HHV） 

70～80% 70～80% 70～80% 70～80% 

排熱利用 温水，蒸気 温水 ガスタービン，蒸気タービ

ン 

ガスタービン，蒸気ター

ビン 

用途分野 オンサイト分散電源 家庭用，自動車用，オンサ

イト分散電源 

分散電源，大容量発電 小型～大容量発電 

主な特徴 

 

・現在，最も開発が進

んでおり，商用化の段

階に入っている。 

・排熱を給湯，冷暖房

等に使うことができ，

広い分野でのコージ

ェネレーションシステ

ムとして利用できる。 

 

・低温で作動し，小容量で

高い出力密度が得られる

こと，構成材料が全て固体

であり，振動に強いこと等

から，自動車用，可搬用に

適している。 

・排熱を給湯等に使うこと

ができ，家庭用等のコ－ジ

ェネレーションシステムとし

て利用できる。 

・高温作動の燃料電池で，

高い発電効率が期待で

き，大容量の発電設備とし

て適している。 

・排熱を複合発電システム

に利用できる。 

・燃料の内部改質が可能

である。 

・将来，資源量の多い石炭

をガス化して燃料として活

用することが可能である。 

・高温作動の燃料電池

で，高い発電効率が期待

でき，小型から大容量ま

での発電設備として適し

ている。 

・排熱を複合発電システ

ムに利用できる。 

・燃料の内部改質が可能

である。 

・将来，資源量の多い石

炭をガス化して燃料とし

て活用することが可能で

ある。 

開発推進

団 体 ・ 企

業 

NEDO，ONSI／東芝，

富士電機，三菱電機

等 

トヨタ自動車，本田技研工

業，松下電器産業，三洋

電機，荏原バラード，等 

NEDO,MCFC 研究組合，

日立製作所，IHI，三菱電

機等 

NEDO／工業技術院，東

陶機器，中部電力，東京

ガス，電力中央研究所，

ファインセラミックセンタ

ー等 
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種類 りん酸形燃料電池 固体高分子形燃料電池 溶融炭酸塩形燃料電池 固体酸化物形燃料電池 

項目 （PAFC） （PEFC） （MCFC） （SOFC） 

開 発 ・ 普

及状況 

  

  

  

  

  

  

＜商用化段階＞ 

・1980 年代より開発

が本格化し，東芝が

200kW 級，富士電機

が 50 ～100kW 級を

開発している。技術的

にはほぼ完成してお

り ， 商 用化 段階 に あ

る。 

・国内では，これまで

民生業務用，産業用

と し て 50 ～ 200kW 

容量のプラントを中心

に導入が進み，累積

193 台，稼働中 6 9 台

となっている（2002 年

3 月現在）。 

・電力は系統連系で

施設の一般負荷に，

排熱は冷暖房，給湯

に利用するコージェネ

が多い。燃料は主に

天然ガスが用いられて

いるが，ビール工場の

発酵ガス，下水処理

場の消化ガス，半導

体製品製造工場のメ

タノール等の利用事

例もある。 

・最長運転 53,000 時

間（更新中），19 台が

目標の 40,000 時間運

転を達成。  

＜実証段階＞ 

・ 電 機 メ ー カ ー ， ガ ス 会

社，自動車メーカー等が

1kW ～数十 kW 級燃料

電池スタック，周辺機器を

開発中である。 

・内閣官房に設置された燃

料電池実用化に関する関

係 省 庁 連 絡 会 議 で は ，

2002 年 10 月に「燃料電

池の実用化に向けた包括

的な規制の再点検の実

施」を決定している。 

(1)家庭用燃料電池 

・2004 ～2005 年頃の限

定市場導入を目指し，戸

建住宅用をターゲットに電

機メーカー等が開発競争

を展開。都市ガスを改質

する方式が主流。 

(2)自動車用燃料電池 

・トヨタ自動車及び本田技

研工業が 2002 年 12 月

に政府にリース契約で燃

料電池自動車を納車する

等，限定市場導入が始ま

り，自動車メーカーが開発

競争を展開。水素供給は

高圧タンク搭載方式が主

流。 

＜研究開発～実証段階＞ 

・1980 年代から研究開発

が開始された。NEDO が

溶融炭酸塩形燃料電池発

電システム技術研究組合

（MCFC 研究組合）に委

託して開発を推進。 

・1999 年に外部改質方式

1MW 級パイロットプラント

（中部電力川越発電所），

内部改質方式 200kW 級

スタック（関西電力尼崎燃

料電池発電所）の運転試

験が実施された。 

・今後の NEDO の開発計

画では，300kW システム

の実証と，さらなる高発電

効 率 が 期 待 さ れ る 高 圧

（1.2MPa ）でのショートス

タック運転が予定されてい

る。 

・キリンビール取手工場，

福岡市下水道局では，米

フュエル・セル・エナジー

社製 250kW 燃料電池を

用いた運転を開始（福岡

市 は 2003 年 度 以 降 予

定）。 

  

  

＜研究開発～実証段階＞ 

・1970 年代から研究開発

が開始された。NEDO の

開発プログラムでは，熱

自立（外部から熱を加え

ることなく，自ら発生する

熱のみで，電池スタック

の動作温度を維持するこ

と）が可能な 5～20kW 

級システムを目指して，

円筒形や平板形の燃料

電池を開発中である。 

・円筒形は中・大規模電

源に適し，平板形は小・

中規模電源に適している

と考えられている。 

(1)円筒形 

・東陶機器が円筒縦縞形

のセル開発を，三菱重工

業と電源開発が円筒横

縞形のセル開発を進め

ている。 

(2)平板形 

・三菱重工業と中部電力

が 15kW 級実証運転に

成功し，25kW 級での試

験を目指している。 

実 用 化 ・

普及に当

た っ て の

課題 

  

・製造コストは開発段

階に比べて低減して

いるが，5 年に 1 回必

要となる燃料電池スタ

ック及び触媒の交換

の費用が高い等の課

題がある。今後の本格

的普及のためには，

量産化によるさらなる

低コスト化，保守管理

の効率化等が必要で

ある。 

・一層の市場開拓のた

め，ライフスポット用電

源等，燃料電池の特

性を生かした新しい用

途開拓が必要である。 

    

・各構成要素の耐久性向

上，材料・製造コストの低

減が必要である。 

・作動温度を低下させる

ことによりセラミックから金

属使用材料の選択の幅

を広げ，低コスト化と耐久

性向上を図ろうとする動

きもある。ただし，低温化

のためには，低温条件に

適した電解質材料の開

発，高性能電極の開発

等が課題となる。 

  

  

・電池スタック，改質器等

の発電効率向上が必要で

ある。 

・耐久性の向上（定置用は

DSS 3 運転で 4 万時間以

上，連続運転で 9 万時間

以上，自動車用は 5,000 

時間以上）。 

・低コスト化のためには，白

金触媒の担持量低減や白

金代替触媒の開発等が必

要。 

・その他，家庭用は用途拡

大に向けた高温作動膜の

開発，自動車用は航続距

離 500km 以上走行可能な

圧縮水素タンクの開発等

が課題。 

・腐食性の電解質である溶

融炭酸塩を利用し，作動

温度が高いことから，耐食

性が強く，熱変形しない構

造部材の開発が課題であ

る。 

・今後の実用化に向けて

経済性評価等も必要であ

る。 

  

  

 

資料）バイオマス資源の有効利用に資する燃料電池活用戦略 燃料電池活用戦略検討会 H15.3 
※  アルカリ水溶液燃料電池，ダイレクトメタノール形燃料電池については，用途が特殊であるため，

資料掲載していない。 
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・最新の技術動向 
 
〇溶解炭酸塩形燃料電池（MCFC）発電技術（平成 12～16 年度） 
溶解炭酸塩形燃料電池は，運転温度が 600℃～700℃と高く，複合発電が可能であり，
高効率化，大容量化に適している。また，石炭ガス化ガスも使用できることから，大規
模発電プラント等，として大いに期待されている。 
平成 12 年度以降は，この成果を基に電池スタックのさらなる高性能化・信頼性の向上
及びシステムの高信頼性の実現及びトータルコストの低減を目指し，将来の実用化への
見通しと開発課題の抽出を目的として，高性能・高圧スタックの開発及び大規模発電シ
ステムの基礎となる高性能基本モジュールの開発を行う。 
 
〇固体酸化物形燃料電池（SOFC）発電技術（平成 13 年～平成 16 年度）  
固体酸化物形燃料電池は，セラミックスの電解質を用いて 700～1,000℃程度の高温で
作動させる。燃料電池での発電に加えて，高温排熱を天然ガス等の改質反応やガスター
ビンの駆動に有効に使えるため，高い発電効率が得られる。 
これまでの国内外の研究開発により，技術完成度は着実に高まっており，高発電効率
システムとしての早期の実用化が期待できるようになった。NEDO では平成 12 年度まで
に，燃料電池本体のコスト低減と信頼性確立に重点を置いた開発を行い，有望な技術が
育った。平成 13 年度からの４年間では，実用システムに適応できる高信頼性，拡張性と
経済性を有する熱自立モジュールの開発並びに適用性拡大のための要素研究を行う。平
成 14 年度は熱自立モジュールの設計・試作を行う。   
 
〇固体高分子形燃料電池（PEFC）技術開発事業（平成 12～17 年度）  
固体高分子形燃料電池は電解質としてイオン伝導性のある厚さ数十マイクロメートル
の高分子膜を利用している。固体高分子形燃料電池のスタックは高出力かつコンパクト
であり，低温で作動し，さらには電解質の腐食性が低いため安価な材料が利用できると
いう長所がある。これらの特徴から小型の発電システム，コージェネレーションシステ
ム及び自動車用動力源としての実用化が期待されている。NEDO では平成 4年度より固体
高分子形燃料電池の研究開発を行ってきた。そして平成 14 年度では早期の実用化を目指
してプロジェクトを実施している。 
 

資料）新エネルギー・産業技術総合開発機構の概要（2002-2003）  
著作権者）NEDO 技術開発機構 

 
・技術開発の課題 
飛躍的な普及のためには，長期運転信頼性の向上，イニシャル・ランニングコストの低減，
総合エネルギー効率の向上，小型･軽量化，メンテナンスの簡易性及び多燃料対応性等が挙げ
られる。 
資料）新エネルギーガイドブック入門編 

 
燃料電池の基本性能の向上 
   （膜・電極・触媒・セパレーター／改質器／水素燃料貯蔵） 
   ・高効率化，小型化・軽量化，低コスト化，耐久性の向上 等 
資料）燃料電池プロジェクト資料「燃料電池実用化・普及に向けた取組みの現状」  
著作権者）経済産業省，国土交通省，環境省 
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② バイオマス技術の開発状況 

 

・エネルギー利用 

主な対象 実用化 今後期待される展開例 
分類 

バイオマス レベル 
技術の概要 

［２００５年頃（３～５年後）を想定］ 

直
接
燃
焼 

木質系廃材・

未利用材，家

畜排せつ物 

実用化 直接燃焼して熱として利用する，あるい

は，ボイラー発電を行う技術である。木質

系廃材・未利用材やサトウキビの絞り粕で

あるバガスを用いて既に実用ﾚﾍﾞﾙに達し

ているが，既設設備は自家消費用で必要

最低限のエネルギー利用を目的とし，ｴﾈ

ﾙｷﾞｰの利用効率が低いものが多い。（ﾌﾟﾗ

ﾝﾄの規模にもよるが，既存設備の電力へ

の変換効率は１０～２０%程度のものが多

い） 

単に熱源，電力源として利用するだけで

はなく，熱生産と電力生産を組み合わせ

たコージェネレーションシステムを開発し

ていくとともに，電力への変換効率の向上

を進める。 

混
焼 

木質系廃材・

未利用材 

実証 石炭火力発電所等で石炭等の化石資源

とバイオマスを混合燃焼する技術であり，

バイオマスの添加による発電効率等の低

下を抑えて，安定運転することを目指す。

バイオマスを石炭火力発電所等で混焼し

つつ，電力安定供給の確保，環境規制値

のクリアを図るとともに，発電効率（既存石

炭火力発電所では約４０%）の低下を最小

限に抑える技術を開発する。 

燃
焼 

固
形
燃
料
化 

木質系廃材・

未利用材， 

食品廃棄物 

実用化 １００℃～１５０℃程度の加熱で木粉または

木粉と石炭の混合物を加圧，リグニンをバ

インダとして成形固化し，燃料を得る。ま

た，食品廃棄物等を乾燥，選別し，可燃

物を取り出して円柱状（ペレット）に固めた

固形燃料（ＲＤＦ）も製造されている。 

さまざまに異なる性状の食品廃棄物等か

ら安定的にＲＤＦを製造する技術の確立

のほか，ＲＤＦ利用時の高温における炉の

耐食性の向上を目指す。 

溶
融
ガ
ス
化 

木質系廃材・

未利用材 

実用化 バイオマスを４００℃～６００℃で熱分解ガ

ス化を行い，可燃性ガスを発生させ，次に

発生した焼却灰を可燃性ガスを利用して１

３００℃以上の高温で溶融処理する技術。

発生する熱は発電等に利用する。 

エネルギー回収効率の向上を図るととも

に，タールの分解促進の検討や廃棄物の

質が低カロリーの場合，適切な前処理の

あり方の検討等，安定運転を可能にする

技術開発を進める。 

部
分
酸
化
ガ
ス
化 

木質系廃材・

未利用材， 

農 作 物 非 食

部 

実証 バイオマスを部分酸化して生成ガスを製

造する技術であり，得られたガスは熱利用

や発電に利用されるほか，触媒を用いてメ

タノールに変換することも出来る。 

エネルギー回収効率の向上を図るほか

に，市場競争力をにらんだメタノール変換

技術や，小規模なシステムにも適用できる

ガス化技術の開発を行う。 

低
温
流
動
層
ガ
ス
化 

木質系廃材・

未利用材， 

農 作 物 非 食

部 

実証 バイオマスを低温（６００℃程度）でガス化

する技術で，そのガスを用いて発電や熱

利用を行う。原料となるバイオマスの前処

理が容易であるメリットがある一方で，安定

連続運転を阻害するタールの吸着・分解

が大きな課題である。 

タールの吸着・分解等，低温流動層ガス

化における課題を解決し，安定連続運転

を可能にする技術を開発する。冷ガス効

率が７５%以上を実現する。 

熱
化
学
的
変
換
ガ
ス
化 

超
臨
界
水
ガ
ス
化 

家 畜 排 せ つ

物，食品廃棄

物，下水汚泥 

基礎 超臨界水中では加水分解反応が迅速に

進行し，同時に有機物が効率よく分解さ

れることを利用してバイオマス等をガス化

する技術。エネルギー効率の改善が課題

であり，高温高圧条件実現のために必要

なエネルギーをどう回収するかが問題。 

 

バイオマスに対する水量の適正化や安価

な触媒の開発等エネルギー効率の改善，

コストの低減を図る。 
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主な対象 実用化 今後期待される展開例 
分類 

バイオマス レベル 
技術の概要 

（主として２００５年頃を想定） 

急
速
熱
分
解 

木質系廃材・

未利用材 

実証 ５００℃～６００℃にバイオマスを急速に加

熱することによって熱分解を進行させ，油

状生成物を得る技術であり，生成物を液

化燃料として熱や発電利用する。 

燃焼利用以外の利用のための水素化改

質，特に輸送用燃料への変換について，

生産コストのさらなる低減化を図るための

技術的向上を図る。 熱
化
学
的
変
換
液
化 

ス
ラ
リ
ー
燃
料
化 

木質系廃材・

未利用材 

実証 木質系廃材・未利用材を高温高圧の熱水

で改質することにより，炭化して粉砕後，

水を混ぜてスラリー化する技術であり，燃

料としての利便性が向上する上に，木酢

液が副産物として生産される。 

スラリー燃料の効率的製造を行い，同時

に輸送や貯蔵コストの低減を図れる技術

の実用化を目指す。 

炭
化 

木質系廃材・

未利用材 

実用化 木質系廃材・未利用材等の高カロリー化

技術として古くから利用されており，バイオ

マスを酸化剤遮断下で加熱し熱分解によ

り，効率よく炭素含有率の高い固体生成

物（炭）を得る技術である。 

エネルギー利用効率を高めたコジェネレ

ーション技術の実用化を目指す。 

熱
化
学
的
変
換 

エ
ス
テ
ル
化 

廃食用油 実用化 植物油や廃食用油をメチルエステル化

し，バイオディーゼル燃料を生産する技術

であり，既に実用化されている。 

不純物のグリセリン等の除去技術の向上

を図るとともに，生産コストの更なる低減化

を図るための技術的向上を図る。 

湿
式
メ
タ
ン
発
酵 

家 畜 排 せ つ

物，食品廃棄

物，下水汚泥 

実用化 家畜排せつ物や食品廃棄物を嫌気性発

酵させることにより，メタンガスを発生させ

る技術であり，普及しつつあるが，発酵に

長時間を要することや処理廃液（メタン消

化液）が排出され，その処理が大きな課題

となっている。 

処理廃液の液肥としての利用技術を実用

化するとともに，処理廃液の減量技術の開

発を進める。メタン発酵に関わる微生物群

の制御技術を確立し，プロセスの高度化

を図る。 

生
物
化
学
的
変
換
メ
タ
ン
発
酵 

乾
式
メ
タ
ン
発
酵 

家 畜 排 せ つ

物，食品廃棄

物，下水汚泥 

実証 低水分含量の原料でもメタン発酵が可能

な微生物を利用した技術であり，処理残さ

の炭化処理と組み合わせることにより，処

理廃液を出さない処理システムを構築で

きる。 

家畜排せつ物や食品廃棄物，木質廃材・

未利用材を原料として処理する技術を実

用化する。メタン発酵に関わる微生物群の

制御技術を確立し，プロセスの高度化を

図る。 

二
段
発
酵 

食品廃棄物 実証 食品廃棄物等を可溶化して，アセトン・ブ

タノール発酵もしくは水素発酵した後に，

メタン発酵することにより，従来のメタン発

酵に比べて高いエネルギー回収率を目指

す技術である。 

原料の変化に対応した微生物管理技術を

開発するとともに，二段発酵の高効率化

（例えば，エネルギー回収率５５%以上）を

図る。 
生
物
化
学
的
変
換 

エ
タ
ノ
ー
ル
発
酵 

とうもろこし，

さとうきび，木

質系廃材・未

利用材 

（糖・で

ん ぷ ん

系 ） 実

用 化 ，

（セルロ

ー ス

系 ） 実

証 

でんぷん系資源を用いたエタノール生産

技術については，既に実用化されている

が，難分解性である木質系廃材・未利用

材に含まれるセルロース等を糖化した上

でエタノール発酵する技術については，

技術開発を実施している。 

バイオマスに含まれるセルロースを効率的

にエタノール発酵（例えば，エネルギー回

収率４５%）する実用化技術を開発する。セ

ルロースの糖化工程の効率化を図るため

に遺伝子組換え微生物の利用技術を確

立し，生産コストのさらなる低減化を図る。
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資料） バイオマス・ニッポン 第７回アドバイザリー会合資料 

・マテリアル利用   

主な対象 実用化 今後期待される展開例 
分類 

バイオマス レベル
技術の概要 

（主として２００５年頃を想定）

肥 

料 

化 

  

  

  

家 畜 排 せ

つ物，食品

廃棄物，木

質系廃材・

未利用材，

下水汚泥 

実用化 家畜排せつ物を中心に既に広く利用され

ているが，肥料としての利便性の向上や

低コスト・省力的な堆肥化施設の開発が

大きな課題である。 

作物に合わせた肥効調整と広域流通が可能

となる肥効調整型ペレット堆肥製造技術を実

用化するとともに，既往の堆肥化手法の低コ

スト・省力化技術の開発を進める。従来の活

性汚泥法と比べて低コストでリアクターによるリ

ンの回収が可能な UASB 法による汚水浄化シ

ステムでは，浄化技術とメタン生産について実

用化し，リン回収による肥料化については実

証を進める。 

飼 

料 

化 

  

  

  

食 品 廃 棄

物，水産廃

棄物，農作

物非食部 

実用化 食品・水産廃棄物については，家畜・養魚

用飼料として既に相当量が利用されてい

るが，飼料としての保存性の向上と品質の

安定が大きな課題となっている。 

小規模・分散した状態で発生する水産廃棄物

を迅速に発酵処理することにより，保存性を向

上させる高品質発酵ミール製造技術を実用化

する。様々な食品廃棄物を原料とし，保存性

を高めた養豚用飼料としての発酵リキッド・フィ

ーディング技術の実用化技術に移行する。 

と う も ろ こ

し ， さ つ ま

いも，食品

廃棄物 

実用化 ポリ乳酸やでんぷん系プラスチック製造技

術については，既に実用化され商業ベー

スの生産が行われている。 

製品の用途に応じて，耐熱性，強度等の生分

解性プラスチックの物性についての改良を進

める。食品廃棄物に含まれる難分解性多糖類

の可溶化，単糖化技術を開発する。バイオマ

スから各種の生分解性プラスチック原料を製

造する技術を開発する。 

建設発生木材も含め，木質系廃材・未利

用材を利用した再生木質ボードや木材ー

プラスチック複合材については既に実用

化されているが，その用途拡大や性能の

向上等の課題が残されている。また，間伐

材や廃木材の成分を分離して再構成した

木質プラスチックの開発による木材総合利

用技術の研究が進められている。 

再生木質ボードや木材ープラスチック複合材

の機能性を向上するとともに，用途拡大を進

めるための技術開発を進める。木材成分を分

離し，リグニンと古紙との複合による木質プラ

スチックの製造技術を確立する。 

木 質 系 廃

材，未利用

材，古紙 

一 部実

用化 

  

木質系廃材・未利用材から化学工業原料

として期待されるレブリン酸を製造する技

術，さらには，木材炭化物からグラファイト

等の機能性原料を製造する技術が注目さ

れている。 

木質系廃材・未利用材から生分解性を有する

ポリウレタン等を製造する技術を開発する。木

質系廃材・未利用材からレブリン酸を製造す

る技術を確立する。また，グラファイトの製造に

係る基礎的技術を開発する。 

水産廃棄物については，機能性食品原料

（DHA，ＥＰＡ，キトサン）等の形で既に商

業ベースで生産が行われているほか，貝

殻については建設用資材等として利用さ

れている。 

バイオマスから食品・医薬品原料として期待さ

れるセラミド化合物や生理活性ペプチド等を

魚介類から抽出する技術を開発する。 

プ 

ラ 

ス 

チ 

ッ 

ク 

生 

分 

解 

性 

木 

質 

系 

素 

材 

工 

業 

原 

料 

・ 

有 

用 

物 

質 

 

水 産 廃 棄

物，食品廃

棄物，農作

物非食部，

木 質 系 廃

材・未利用

材 

一部 

実用化 

 

食品廃棄物については，食物繊維やγ－

アミノ酪酸（ギャバ）等は機能性食品原料

として既に実用化されている。他に様々な

可能性があり，現在，各種研究が行われ

ているところである。 

ビートパルプから食品素材として期待される多

糖類であるアラビノオリゴ糖を抽出する技術を

実用化する。甘しょでん粉粕から高能力の糖

化用酵素であるβアミラーゼや高機能な食物

繊維を製造する技術を開発する。遺伝子組換

え植物・微生物から，多様な生理機能を有す

るホルモンであるプロスタグランジン等の有用

物質を生産する技術の開発を進める。 
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③ エネルギーコスト 

 
・りん酸形燃料電池・設置に必要なコスト 

  設置コスト 規  模 設置コスト総額 
数 値 70 万円／kW 200kW 1 億 4000 万円（別途補助金あり） 
資料）新エネルギーガイドブック,新エネルギー・産業技術総合開発機構  
著作権者）新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 
・りん酸形燃料電池・利用にかかるコスト 

  発電コスト ｺｽﾄ比 競合コスト 
数 値 22.1 円／kWh 約 1.1 倍 約 20 円/kWh 
資料）同上  
著作権者）同上 
 
・りん酸形燃料電池の本体価格の推移（単位：万円/kW） 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
本体価格 240 - 179 140 115 95 80 70 60 - 70 
資料）総合エネルギー調査会，新エネルギー部会資料 2000 年 1 月 

新エネルギーガイドブック，NEDO 技術開発機構  
著作権者）総合エネルギー調査会，NEDO 技術開発機構 
 
・発電コストの試算例（200kW 装置にて運転を行った場合） 

200kW 装置で都市ガスを燃料とする場合 43m3／kWh の燃料が必要で，ガス料金を 60 円／m3

とすると燃料費は 2580 円／200kWh，すなわち燃料コストは約 12 円／kWh となる。メンテナ
ンス費を 3 円／kWh と仮定すると発電コストは約 15 円／kWh となり，これと買電コストとの
差額がメリットとして期待できることになる。 
 また排熱メリット分を発電コストから差し引いて評価すれば，さらに 3～6円／kWh のメリ
ットが得られることになる。発電コストのうち，燃料コストの占める割合は非常に大きく，
ガス料金は消費量によって体系が異なるので，導入対象施設全体の消費量も含めてガス会社
と十分な協議が必要である。 
資料）燃料電池導入ガイドブック，NEDO 技術開発機構  
著作権者 ： NEDO 技術開発機構 
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４ 新エネルギー導入支援制度等 

主な支援制度は以下のとおりです。これらの支援制度は，年度ごとに内容変更の可能性が

あるため，実際の活用の際には事前確認が必要となります。 

4.1  主な支援制度 

 
・文部科学省 
環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備促進 
制度区分 導入支援事業 
関係省庁・機関等 経済産業省，文部科学省 

支援概要・要件等 

環境を考慮した学校施設(エコスクール)に関するパイロット・モデル事業の実施に
際して，必要な経費(基本計画，策定調査費，建物等の整備費，新エネルギー導
入費等)を補助する。 
①新エネルギー活用型(太陽光，太陽熱，風力，燃料電池等)②緑化推進型 

支援対象者等 地方公共団体 
調査研究費：原則全額 

補助率等 建物等整備費：1/2(新増築)，1/3(改築，大規模改造) 
新エネルギー導入費：経済産業省各補助事業の補助率 

申請窓口等 文部科学省 大臣官房文教施設企画部 施設助成課 
 
・経済産業省 
地域新エネルギー導入促進事業 
制度区分 普及啓発活動 
関係省庁・機関等 NEDO 技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 
地方公共団体が策定した「地域新エネルギー導入促進計画」に基づき，新エネル
ギー導入事業と併せて，当該地方公共団体が実施する普及啓発活動事業に要す
る費用を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 定額（限度額：２千万円） 
申請窓口等 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 
    
新エネルギー・省エネルギー非営利活動促進事業 
制度区分 設備導入非営利活動事業，普及啓発非営利活動事業 
関係省庁・機関等 NEDO 技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 
新エネルギー･省エネルギーの加速的推進を図るため，地域におけるＮＰＯ等の民
間団体等が草の根レベルで実施する設備導入事業及び普及啓発事業に要する
費用を補助する。 

支援対象者等 特定非営利活動法人，公益法人等の法人格を有する民間団体，任意団体等 
補助率等 補助対象費用の 1/2 以内 
申請窓口等 NEDO 技術開発機構 エネルギー対策推進部 補助グループ 
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地域新エネルギービジョン策定等事業 
制度区分 計画策定，導入・事業化調査 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 
地方公共団体等が当該地域における新エネルギーの導入を図るために必要とな
る「ビジョン」策定に要する費用及び事業化フィージビリティスタディ調査に要する
費用を補助する。 

支援対象者等 

①地域新エネルギービジョン策定調査 
地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人  
②重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 
地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人 
③事業化フィージビリティスタディ調査 
当該事業化を実施する者 

補助率等 定額（なお，公募件数が多く，予算額を超える場合には上限額の設定及び採択優
先順位による公募件数の絞り込みを実施する可能性がある） 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 
 
地域省エネルギービジョン策定等事業 
制度区分 計画策定，導入・事業化調査 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 
地方公共団体等が当該地域における省エネルギーの推進を図るために必要とな
る「ビジョン」策定に要する費用及び事業化フィージビリティスタディ調査に要する
費用を補助する。 

支援対象者等 

①地域省エネルギービジョン策定調査 
地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人  
②重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 
地方公共団体又は地方公共団体の出資に係る法人  
③事業化フィージビリティスタディ調査 
当該事業化を実施する者 

補助率等 定額（なお，申請件数が多く，公募予算額を超える場合には，上限額の設定及び
採択優先順位による採択件数の絞り込みを実施することがある） 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 
 
エコタウン事業 
制度区分 導入・事業化調査 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 

（ハード補助金）リサイクル施設整備に係る支援をする。 
（ソフト補助金）地域における循環型社会構築のための関連事業の実施を支援す
る。①エコタウンプラン策定事業②展示商談会策定事業③地域情報整備事業④
自治体が行う地域循環型社会構築のための環境まちづくり計画等の策定事業（調
査研究事業）⑤自治体が策定する地域循環社会構築に資するビジネス育成モデ
ル策定事業（モデル事業）⑥自治体自ら，または市民，NPO等と連携・協力して実
施する地域循環型社会構築関連事業（連携・協力事業） 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 1/2以内 
申請窓口等 経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室 
 
 
新エネルギー広報事業（新エネ・フロンティア２１） 
制度区分 広報事業補助 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 新エネルギー施設見学会（小学校高学年と保護者），新エネルギー教室（学校） 
新エネルギー講演会，自治体等の新エネルギー展（一般） 

補助率等 新エネルギー財団が実質的な振興･運営及び当該事業に係る費用を負担 
支援対象者等 地方公共団体 
申請窓口等 (財)新エネルギー財団 広報普及部広報課 



 
 －113－

 
エネルギー需給構造高度化広報事業(固定的展示事業) 
制度区分 広報事業補助 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 新エネルギー･省エネルギーを紹介する模型の展示事業を行う地方公共団体等に
対し，模型制作費等を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体等 
補助率等 展示模型制作費 
申請窓口等 NEDO技術開発機構 情報システム部 広報グループ 
 

エネルギー教育用教材キット配布事業 
制度区分 エネルギー教育推進 
関係省庁・機関等 経済産業省資源エネルギー庁 

支援概要・要件等 

次世代を担う児童・生徒がエネルギーについての理解を深め，自ら考えていく力を
身につけるため，学校におけるエネルギー教育の支援を強化する。 
燃料電池キット，風力発電実験キット，石炭焚蒸気機関模型キット，燃料見本キッ
ト，温室効果ガス実験キット，原子力発電学習ビデオ 
配布数は上記６キットを１セットとして 3,000セット 

支援対象者等 全国の高等学校 
補助率等 無料配布 
申請窓口等 資源エネルギー庁 総合政策課 エネルギー情報企画室 
    
省エネルギー・新エネルギー対策導入促進事業 
制度区分 導入指導 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 

先進的省エネルギー技術を導入するための説明会，巡回指導・専門家派遣等に
よるアドバイザリー事業を実施する。 
工場等からの省エネ診断指導の要請に応じ，当該工場等に対して専門機関を派
遣し，必要に応じた計測調査，診断及び指導 

支援対象者等 大規模工場及び地方公共団体等 

補助率等 専門機関の派遣による計測，診断及び指導に係る経費については，NEDO技術開
発機構が負担 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 普及啓発グループ 
 
省エネルギー対策指導・調査事業(旧先進的省エネ技術導入アドバイザリー事業) 
制度区分 導入指導 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 先進的省エネルギー技術を導入するための説明会，巡回指導・専門家派遣等に
よるアドバイザリー事業を実施する。 

支援対象者等 地方公共団体，民間企業等 
補助率等 NEDO技術開発機構の講師を無料で派遣 
申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 
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4.2 新エネルギー，省エネルギー全般（ハード事業）導入補助 

 
・経済産業省 
地域新エネルギー導入促進事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 

地方公共団体が策定した新エネルギー導入促進計画に基づき実施する地域新エネル
ギー導入促進事業に要する費用を補助する。 
太陽光発電，風力発電，太陽熱利用，温度差エネルギー利用，天然ガスコージェネレー
ション，燃料電池，廃棄物発電，廃棄物熱利用，廃棄物燃料製造，バイオマス発電，バイ
オマス熱利用，バイオマス燃料製造，雪氷熱利用，クリーンエネルギー自動車 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 補助対象費用の 1/2以内又は 1/3以内 
申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 
    
新エネルギー事業者支援対策事業 
制度区分 導入事業支援 

関係省庁・機関等 補助：経済産業省資源エネルギー庁 
債務保証：NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 

新エネ法第８条に規定する主務大臣の認定を受けた利用計画に基づいて行われる事業
の実施に対し，導入事業費の一部を補助するとともに，金融機関からの借入に対して債
務保証を行う。 
太陽光発電，風力発電，太陽熱，温度差エネルギー，天然ガスコージェネレーション，燃
料電池，廃棄物発電，廃棄物熱利用，廃棄物燃料製造，バイオマス発電，バイオマス熱
利用，バイオマス燃料製造，雪氷熱利用 

支援対象者等 新エネ法の認定を受けた計画に従って新エネルギーの利用等を行う民間事業者 

補助率等 補助対象経費の 1/3以内 
債務保証対象比率：対象債務の 90%，保証料：年 0.2% 

申請窓口等 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 事業者支援グループ， 
NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 

    
地域地球温暖化防止支援事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 
新エネルギー導入・省エネルギー普及活動等の地球温暖化防止に資する活動のうち，
新エネルギー設備の導入促進及び省エネルギーの普及を図ることを目的としたモデル
的な事業に要する費用を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体，公益法人・非営利法人・民間団体等で法人格を有する者 
補助率等 補助対象費用の 1/2以内（営利活動に伴う事業は 1/3以内） 
申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 補助事業グループ 
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地域省エネルギー普及促進対策事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 

地方公共団体が主体となって省エネルギーの普及を促進する事業であって，庁舎，病
院，公民館，上下水道等の施設においてデモンストレ―ション効果の高い省エネルギー
設備を導入する事業等に要する費用を補助する。 
①地域省エネルギー普及促進事業，②地域省エネルギー普及啓発促進事業 

支援対象者等 地方公共団体等，地方公共団体と共同でＥＳＣＯ事業を行うＥＳＣＯ事業者 

補助率等 ①地域省エネルギー普及促進事業：1/2以内又は 1/3以内  
②地域省エネルギー普及啓発促進事業：定額（限度額２千万円） 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 
 
新エネルギー事業者支援対策事業（マイクログリッド活用型新エネルギービジネス支援） 
（平成 17年から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 経済産業省資源エネルギー庁 

支援概要・要件等 
一定地域内において，太陽光や風力発電等の新エネルギーを含む複数の分散型電源
及び制御装置等を組み合わせてネットワーク化し，エネルギー供給を行うビジネスを支援
する。 

支援対象者等 未定 
補助率等 未定 
申請窓口等 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 
 
・国土交通省 
次世代都市整備事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 

地方公共団体，公団等が各種要素技術を複合・統合化した次世代の都市システムを具
体の都市において展開する支援を行う。 
①自然エネルギー活用システム：太陽光等の自然エネルギー活用システム 
②都市エネルギー活用システム：未利用エネルギー活用システム 

支援対象者等 地方公共団体，都市基盤整備公団，地域振興整備公団等 
補助率等 1/3 
申請窓口等 国土交通省 都市局 まちづくり推進課 
 
環境共生住宅市街地モデル事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 環境共生施設整備費：コンポスト等のゴミ処理システム，太陽光発電等の自然･未利用エ
ネルギー活用システム，コージェネレーションシステムの施設整備費 

支援対象者等 地方公共団体，都市基盤整備公団，地域振興整備公団，地方住宅供給公社，民間事業
者等 

補助率等 1/3（ただし，民間事業者または公社の場合，地方公共団体が補助する額の 1/2以内か
つ対象事業費の 1/3以内） 

申請窓口等 国土交通省 住宅局 住宅生産課 
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都市市街地総合整備事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 居住環境空間形成施設のうち，環境共生施設（雨水浸透施設，コンポスト等，雨水等有
効利用施設，太陽エネルギー利用システム等） 

支援対象者等 市町村，公団，公社，民間 
補助率等 1/3 
申請窓口等 国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室 
 
・環境省 
エコハウス整備事業（地方公共団体率先対策補助事業）（平成 17年から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 
都道府県地球温暖化防止活動センターの施設として，代替エネルギー・省エネルギー技
術の見学・体感が可能で環境学習や普及啓発の場として活用可能な「エコハウス」の整
備を行う都道府県に対し，その費用の一部を補助する。 

支援対象者等 都道府県 
補助率等 1/2 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
 
地方公共団体率先対策補助事業（平成 17年から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 
地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定する，地方公共団体の事務及び事業に関
する「実行計画」に基づき，自らの施設に各種温暖化対策技術（太陽光発電等）を導入
する地方自治体に対し，その費用の一部を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体 
補助対象設備 施設又は設備を整備する費用 
補助率等 1/2 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
 
 
二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

バイオエタノール混合ガソリン等利用促進，ボイラー等用バイオエタノール利用促進，生
ゴミ利用燃料電池等普及促進，地中熱利用ヒ－トポンプ試験利用，地方公共団体率先
対策補助，（エコハウス整備，普及啓発，対策技術率先導入，低公害（代エネ・省エネ）
車普及，都道府県センター普及啓発・広報，地域協議会対策促進に対して補助を行う。 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 定額，1/3，1/2 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
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4.3 新エネルギー，省エネルギー全般（ハード事業）融資等 
 

省エネルギー対策推進関連融資 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 日本政策投資銀行 
支援概要・要件等 省エネルギーの推進やエネルギーの効率的利用に必要となる設備を対象に融資する。 
支援対象者等 民間企業等 
融資額 融資比率 ：工事費の 30～50% 
融資利率 具体的な金利については問い合わせが必要 
申請窓口等 日本政策投資銀行 各店舗 
    
環境対策貸付（資源エネルギー資金） 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 国民生活金融公庫 

支援概要・要件等 石油代替エネルギーを使用するために必要な設備や省エネ設備を対象に融資する。 

支援対象者等 中小企業で省エネルギー設備を設置する者 
融資額 ①融資限度額：７,２００万円，②融資期間：１５年以内－据置２年以内 
融資利率 用途，返済期間によって異なる利率を適用 
申請窓口等 国民生活金融公庫 各支店 
 
地域エネルギー開発利用事業普及促進融資 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 経済産業省，(財)新エネルギー財団 

支援概要・要件等 地熱利用事業，廃熱利用事業，温度差熱・雪氷熱利用事業，廃棄物・バイオマス利用事
業に対して融資する。 

支援対象者等 地方公共団体，第三セクター，民間事業者等 

融資額 
廃棄物/バイオマス利用事業・・・3億円以下 
地熱利用事業，廃熱利用事業，温度差熱/雪氷熱利用事業・・・5億円以下 
複合利用事業・・・5億円以下  

融資利率 長期貸出最優遇金利に年 0.5%を加えた利率以下（3%を上限） 
償還期限 10年以内 

申請窓口等 (財)新エネルギー財団 導入促進本部 業務部 
    
地域エネルギー開発利用発電事業普及促進融資 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 経済産業省，(財)新エネルギー財団 

支援概要・要件等 風力発電事業，太陽光発電事業，地熱発電事業，廃熱利用発電事業，廃棄物・バイオ
マス利用発電事業に対して融資する。 

支援対象者等 地方公共団体，第三セクター，民間事業者等 

融資額 
地熱発電事業・・・3億円以下  
風力，太陽光，廃熱，廃棄物/バイオマス利用発電事業・・・4億円以下  
複合利用発電事業・・・5億円以下 

融資利率 長期貸出最優遇金利に年 0.5%を加えた利率以下とする。（3%を上限） 
償還期限 10年以内 

申請窓口等 (財)新エネルギー財団 導入促進本部 業務部 
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農林漁業施設資金（環境保全型農業推進） 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 農林漁業金融公庫 

支援概要・要件等 環境保全型農業の推進に必要な各種施設の整備に対し，農林漁業施設資金に特利を
設ける。(風力，地熱，太陽熱，廃棄物焼却熱利用等) 

支援対象者等 農協，農協連，農業共済組合，農業共済組合連合会，農業者の組織する団体等 
融資額 農協等：負担額の 80%相当(償還 15，20年以内 据置 3年) 
融資利率 1.6%（平成 17年 1月 24日現在） 
申請窓口等 農林漁業金融公庫 各支店 
 
新エネルギー・自然エネルギー開発 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 日本政策投資銀行 

支援概要・要件等 

地域環境の保全及びエネルギーの安定供給のため，自然エネルギーによる発電事業の
支援をする。 
①風力発電施設を設置して発電を行う者（出力が概ね 800kW以上） 
②太陽光発電施設を設置し発電を行う者（出力が概ね 150kW以上） 

支援対象者等 資本金１千万円以上の会社等 
融資額 事業費の７０%以内（最低 1千万円）（銀行等の協調融資が必要） 
融資利率 具体的な金利については問い合わせが必要 
申請窓口等 日本政策投資銀行 各店舗 
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4.4 新エネルギー種類別制度 
 

① 太陽光発電 

 

住宅用太陽光発電導入促進事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 経済産業省，（財）新エネルギー財団 

支援概要・要件等 戸建及び集合住宅への太陽光発電システムの設置に必要な経費を補助する。 
システム上限は，10kW未満。既設舎の増設や住宅以外の居住建物も対象 

支援対象者等 個人，住宅団地供給者等，地方公共団体(「地方公共団体協力応募用枠」) 
補助率等 4.5万円/kW（上限１件あたり 10kW） 
申請窓口等 （財）新エネルギー財団 導入促進本部 太陽光発電部 

 
太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 
制度区分 実証試験 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 

共同研究者と，共同研究契約を締結し，共同研究に係わる経費の 1/2相当額を負担し，
設備設置年度を含めて 5年間，設置する太陽光発電システムの運転状況のデータを収
集・分析し性能を実証する。 
新型モジュール採用型，建材一体型，新制御方式適用型，効率向上追求型。太陽電池
の合計出力が 10kW以上 

支援対象者等 条件を満たす民間企業，各種団体等（地方公共団体を含む） 
補助率等 共同研究に係わる経費の 1/2 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 太陽光発電新技術等フィールドテスト
事業担当 

 
都市公園整備事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 
公園整備において太陽光発電を活用して省資源，省エネルギーを推進し，公園の維持
管理費の節減や環境負荷の低減をはかると共に，公園の防災機能の強化を図る。公園
内の放送照明プール等へ活用する太陽光発電等の設備 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 設置費用の 1/2 
申請窓口等 国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地課 
 
 

② 太陽熱 

 

住宅用太陽熱高度利用システム導入促進対策費補助金補助事業 
制度区分 導入支援事業 
関係省庁・機関等 経済産業省，（財）新エネルギー財団 

支援概要・要件等 

住宅の屋根等への設置に適した，不凍液等を強制的に循環する集熱器と，集めた熱エ
ネルギーを貯蔵する蓄熱槽によって構成される，給湯及び冷暖房に利用するソーラーシ
ステムであり，かつ，集熱器総面積に集熱器台数を乗じた面積が 75㎡未満のソーラーシ
ステムを補助する。 

支援対象者等 住宅用太陽熱高度利用システムを設置する者 

補助率等 

集熱器 1台当りの補助金額に集熱器の台数を乗じた額 
補助金額は，基準単価 1.3円/（ｋＪ/日）×集熱器の集熱量（ｋＪ/（㎡・日））×集熱器１台
当りの集熱器総面積（㎡） 
システム総面積（集熱器総面積に集熱器台数を乗じた面積）が６㎡の場合の補助金額
は，約 10万円相当 

申請窓口等 （財）新エネルギー財団 導入促進本部 太陽熱利用部 
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③ バイオマス（農林業含む） 

 
・農林水産省 
バイオマスの環づくり交付金（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 

地域で発生・排出される廃棄物系バイオマス等の有機性資源を，その地域でエネルギ
ー，工業原料，材料，製品へ変換し，可能な限り循環利用する「バイオマスタウン」の実現
に向け，関係者への理解の醸成，バイオマス利活用計画の策定，バイオマスの種類に応
じた利活用対策，バイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備等，地域の創意工夫を
凝らした主体的なソフト・ハード事業を支援 

支援対象者等 都道府県，市町村等 
補助率等 定額 
申請窓口等 農林水産省 
 
強い林業・木材産業づくり交付金（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 林野庁 

支援概要・要件等 

①林地残材等のエネルギー利用を進めるため，木質バイオマスを利活用する新エネルギ
ー供給施設へ林地残材等を安定的かつ継続的に供給するシステム構築に向けた実証
的モデル事業を実施 
②木質バイオマスの利活用を促進するため，林地残材等の効率的な収集・運搬に資する
機材，木質バイオマスエネルギー供給施設・利用施設を整備 

支援対象者等 未定 
補助率等 未定 
申請窓口等 林野庁 
 
間伐材等地域材実需拡大支援事業のうち木質ペレット利用推進対策事業（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 林野庁 

支援概要・要件等 
未利用間伐材等を原料とする木質ペレットのより一層の普及を進めるため，木質ペレット
と利用装置との適応性の調査や，木質ペレットの規格化を進めるとともに，木質ペレットを
使用する意義等についての普及活動を実施 

支援対象者等 未定 
補助率等 未定 
申請窓口等 林野庁 
 
地域バイオマス利活用施設整備事業（非公共）（バイオマス利活用フロンティア整備事業） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 
循環型社会の構築及び農山漁村地域の活性化等の推進を図る地域であること。新技術
を有する施設を整備すること。施設利用及び運営管理を事業計画に基づき適正に実施
する。 

支援対象者等 地方公共団体及び市域におけるバイオマスの利活用に関与している農業団体又は民間
団体が参加する共同事業体，PFI事業者 

補助率等 1/2以内 
申請窓口等 各地方農政局 整備部 農村整備課 
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家畜排せつ物利活用施設整備事業（非公共）（バイオマス利活用フロンティア整備事業） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 家畜排せつ物法，都道府県計画に定める家畜排せつ物処理利用施設に係る整備計画に
則したものであること 

支援対象者等 地方公共団体，農協，営農集団等 
補助率等 1/2以内 
申請窓口等 農林水産省 生産局 畜産部畜産企画課 
 
資源リサイクル家畜環境整備事業（公共） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 家畜排せつ物等地域資源循環利用施設の整備 
エネルギー利用施設等 

支援対象者等 地方公共団体，事業指定法人（農業公社），農協等 
補助率等 1/2以内 
申請窓口等 農林水産省 生産局 畜産部畜産企画課 
    
新山村振興等農林漁業特別対策事業（非公共） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 
支援概要・要件等 家畜排せつ物を含む農林業廃棄物の堆肥化やエネルギー化の施設等 
支援対象者等 地方公共団体，農協，農業者の組織する団体等 
補助率等 1/2以内 
申請窓口等 農林水産省農村振興局地域振興課 
 
耕蓄連携・資源循環総合対策事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 
資源循環型農業・食品産業総合支援事業 
共同利用施設整備，共同利用機械整備，バイオガス等先端技術を取り入れた食品廃棄
物リサイクル施設，肥飼料化とメタン醗酵を組み合わせたリサイクル施設の整備等 

支援対象者等 地方公共団体，農協，農業者の組織する団体等 
補助率等 1/2，1/3 
申請窓口等 各地方農政局 生産経営部 
 
木質バイオマスエネルギー利用促進事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 

林地残材，製材工場残材，建設発生木材等の木質バイオマスをエネルギーとして活用す
るため， 
①林地残材等の収集・運搬の効率化に資する移動式木材破砕装置（タブグラインダー）等
の機材等の整備 
②ペレット製造施設，バイオマス発電施設等の木質バイオマスエネルギー供給施設等の
整備 
③公共施設等におけるボイラー等の木質バイオマスエネルギー利用施設等の整備や貸
付用ペレットストーブの導入に対する助成を実施 

支援対象者等 地方公共団体，森林組合，農業協同組合，第３セクター，林業者等の組織する団体，木
材関連業者等の組織する団体等 

補助率等 1/2 
申請窓口等 農林水産省 農村振興局 地域振興課 
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食品リサイクル施設整備事業（バイオマス利活用フロンティア整備事業） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 多様なニーズに対応した，先進的・モデル的な食品リサイクル施設の整備を行い，リサイク
ルの成果の実証・波及を図る 

支援対象者等 都道府県経由事業協同組合，再生利用事業者等 

補助率等 １／３以内（ただし，技術，システム等の面で先導性が特に高いものについては１／２以
内） 

申請窓口等 各地方農政局 生産経営流通部 食品課 
 
家庭系廃食用油回収推進円滑化事業（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 農林水産省 

支援概要・要件等 市町村等で行う家庭系廃食用油回収の推進を支援するための基本方針の策定及び回収
にかかる問題点の調査検討，アドバイザーの派遣等を支援 

支援対象者等 市町村 
補助率等 未定 
申請窓口等 農林水産省 総合食料局 
 
・経済産業省 
バイオマスエネルギー地域システム化実験事業（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 地域特性を踏まえたサステイナブルなバイオマスエネルギー利用システムについて，地域
主導により先導的なモデル事業として導入を促進 

支援対象者等 未定 
補助率等 未定 
申請窓口等 未定 
 
バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業・同事業調査 
制度区分 事業化可能性調査・導入事業支援 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 
バイオマス，又は雪氷熱のエネルギー利用であって，対象システムについて，NEDO技術開
発機構との共同研究として，当該システムの設置，運転・保守データ等の収集を実施す
る。対象システムは，バイオマスエネルギーシステムと雪氷熱エネルギーシステム 

支援対象者等 民間企業，地方公共団体，公益法人，大学等の法人 

補助率等 ①実証試験：対象額の 1/2 
②ＦＳ調査：対象額の 100%（上限額 10百万円／件） 

申請窓口等 NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 バイオマス・廃棄物グループ 
    
バイオマス等未活用エネルギー事業調査事業 
制度区分 事業化調査 
関係省庁・機関等 経済産業省資源エネルギー庁 

支援概要・要件等 

環境に対する負荷が少ないバイオマス及び雪氷熱等，地域の未利用資源を，エネルギー
源として導入促進することを目的に，バイオマス等のエネルギー利用にかかるデータの収
集・蓄積・分析及びこれらの調査結果を踏まえた事業化調査に要する経費の一部を補助
する。 
バイオマス等のエネルギーに係る事業化調査（調査例；利用可能性調査，収集搬送計画
調査，エネルギー転換プラント調査，事業可能性調査，地域連係調査等） 

支援対象者等 自らがバイオマス等のエネルギー利用に係る事業化を計画する，民間企業，地方公共団
体等 

補助率等 定額（概ね 10百万円を限度） 
申請窓口等 各地方経済産業局 資源エネルギー部 エネルギー対策課 
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・国土交通省 
新世代下水道支援事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 

省エネルギー型リサイクル社会の形成を促進しつつ良好な生活環境を確保するために，
下水及び下水処理水の持つ熱を有効利用し，環境への負荷削減，省エネルギー等を図
る。 
バイオマス利用に必要な施設のうち，下水汚泥とその他のバイオマスを投入する消化施
設，消化ガス利用施設及びその付帯施設 

支援対象者等 公共下水道管理者，流域下水道管理者 
補助率等 公共下水道：5.5/10，流域下水道：2/3 
申請窓口等 国土交通省 都市・地域整備局 下水道部 
 
・環境省 
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再生可能燃料利用促進補助事業） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

バイオ素材から製造したエタノールを自動車のガソリン，ボイラー等の燃料として使用され
る重油，灯油等に混合し，燃料として適切に利用できるようにするための施設整備事業
で，本工事費，付帯工事費，機械器具費，調査費，初期調整費及び事務費並びにその他
必要な経費で環境大臣が承認した経費を補助する。 

支援対象者等 民間事業者，公益法人，その他環境省が適当と認める者 
補助率等 1/3 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
 
ごみメタン回収施設等整備補助事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 
支援概要・要件等 生ごみ等から，微生物により，メタンを主成分とするガスを回収する設備 
支援対象者等 市町村等 
補助率等 1/2 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
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④ 燃料電池・コージェネレーション 

 

・経済産業省 
地域新エネルギー導入促進事業（コージェネレーション・燃料電池関連抜粋） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 NEDO技術開発機構（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

支援概要・要件等 地方公共団体が策定した新エネルギー導入促進計画に基づき実施する地域新エネルギ
ー導入促進事業に要する費用を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体 

補助対象設備 

高効率型天然ガスコ－ジェネレーション設備：発電出力≧250kW，省エネ率≧15% 
天然ガスコージェネレーション活用型エネルギー供給設備：設備能力≧10Gcal/h，省エネ
率≧5%，排熱依存率≧40% 
燃料電池：発電出力≧50kW，省エネ率≧10% 

補助率等 補助対象費用の 1/2以内又は 1/3以内 
申請窓口等 NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進部 
 
新エネルギー事業者支援対策事業（コージェネレーション・燃料電池関連抜粋） 
制度区分 導入事業支援 

関係省庁・機関等 補助：経済産業省資源エネルギー庁 
債務保証：NEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構) 

支援概要・要件等 
新エネ法第８条に規定する主務大臣の認定を受けた利用計画に基づいて行われる事業
の実施に対し，導入事業費の一部を補助するとともに，金融機関からの借入に対して債務
保証 

支援対象者等 新エネ法の認定を受けた計画に従って新エネルギーの利用等を行う民間事業者 

補助対象設備 

高効率型天然ガスコ－ジェネレーション設備：発電出力≧500kW，省エネ率≧15% 
天然ガスコージェネレーション活用型エネルギー供給設備：設備能力≧10Gcal/h，省エネ
率≧5%，排熱依存率≧40% 
燃料電池：発電出力≧50kW，省エネ率≧10% 

補助率等 補助対象経費の 1/3以内 
債務保証対象比率：対象債務の 90%，保証料：年 0.2% 

申請窓口等 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 
NEDO技術開発機構 エネルギー対策推進本部 

 
・環境省 
学校への燃料電池導入事業（平成 17年度から予定） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 
燃料電池コージェネレーションシステムを一般家庭用（１kW級）から中小規模の業務用途
（10kW級）に広げるため，小中学校等の中規模施設の電源・熱源として利用する燃料電池
コージェネレーションシステム技術を試験的に導入する者に対して支援する。 

支援対象者等 未定 
補助率等 未定 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（家庭用小型燃料電池導入事業抜粋） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

家庭等に設置できる小型の燃料電池コージェネレーションシステム（熱電併給シス
テム）を導入する次の事業 
①地域協議会が行う整備事業に対し，地方公共団体が行う補助事業 
②地方公共団体が地域協議会の事業として行う整備事業 
事業を行うために必要な本工事費，付帯工事費，機械器具費，調査費，初期調整
費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 

支援対象者等 地方公共団体 
補助率等 1/2 交付額 6,000千円以上 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
 
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（生ごみ利用燃料電池等普及促進補助事業抜粋） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

生ごみ収集装置付集合住宅等において生ごみ等から発生するバイオガスを利用
し，燃料電池等により熱電併給を行うための施設整備等を行う事業 
事業を行うために必要な本工事費，付帯工事費，機械器具費，調査費，初期調整
費及び事務費並びにその他必要な経費で環境大臣が承認した経費 

支援対象者等 民間企業，公益法人，その他環境省が適当と認める者 
補助率等 1/3 
申請窓口等 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 
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⑤ 廃棄物 

 

廃棄物処理施設における温暖化対策事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

高効率な廃棄物発電や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネ
ルギー利用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し，事業実施に必要
な経費の一部を補助する。 
①廃棄物発電：ＲＤＦ発電（発電効率：200ｔ/日未満は 23%以上，200ｔ/日以上は 25%
以上，300ｔ/日以上は 28%以上），ガスリパワリング型廃棄物発電（発電効率：20%以
上），その他の廃棄物発電（発電効率：15%以上） 
②バイオマス発電：蒸気タービン方式（発電効率 10%以上），その他発電方式（発電
効率：25%以上） 

支援対象者等 民間企業，独立行政法人，公益法人等 
補助率等 補助対象となる施設整備費の 1/3を限度 
申請窓口等 環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課 
 
廃棄物発電促進対策費補助金 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 

エネルギーの有効利用を図る観点から，エネルギー政策上重要な分散電源である
廃棄物発電の導入を促進するため，廃棄物発電施設を設置する建設費の一部を補
助。 
（１）自治体等の場合 
廃棄物処理施設に付帯して設置される発電効率１０%以上の発電施設のうち，①自
家発自家消費分，②特定供給分（環境省「廃棄物処理施設整備費補助金」補助対
象部分）を除いたものであって，③売電に相当するもの。 
（２）民間事業者の場合 
廃棄物処理施設に付帯して設置される発電効率１０%以上の発電設備。 

支援対象者等 地方公共団体（第３セクターを含む）及び民間事業者 
補助率等 10%以下 
申請窓口等 地方経済産業局 電力安全課 
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⑥ クリーンエネルギー自動車 

 
クリーンエネルギー自動車等導入促進事業 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 経済産業省 

支援概要・要件等 電気自動車，ハイブリッド自動車，天然ガス自動車，メタノール自動車を導入する者，及
び燃料供給施設を設置する者に対し，費用の一部を補助する。 

支援対象者等 法人，常時業務用に使用する者，通勤に使用する者 

補助率等 

①自動車：（電気，ハイブリッド，CNG）：通常車両との価格差の 1/2（限度額あり） 
②燃料等供給設備：（ア）非事業用天然ガス燃料供給設備：補助率 1/2以内（設備規模
に応じて限度額あり），(イ)非事業用充電設備設置工事費：補助率 1/2以内（50万円を
上限），(ウ)エコ・ステーション（設置，改造，運営費）補助率 定額（上限あり） 

申請窓口等 
電気自動車，ハイブリッド自動車，非事業用充電設備：（財）日本自動車研究所 
天然ガス自動車，非事業用天然ガス燃料供給設備：（社）日本ガス協会 
事業用燃料供給設備（エコ・ステーション）：（財）エコ・ステーション推進協会  

    
低公害（代エネ・省エネ）車普及事業費補助金 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 環境省 

支援概要・要件等 

①電気自動車，天然ガス自動車，メタノール自動車，ハイブリッド自動車の４車種（一般
公用車として専ら使用される乗用車は補助対象外） 
②構内作業車（ ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄを有さない車両も含む） 
③燃料供給施設（ 急速充電器，小型充電器，天然ガス急速充填設備，天然ガス昇圧
供給装置，メタノール地下ｽﾀﾝﾄﾞ，メタノール簡易ｽﾀﾝﾄﾞで，本補助金を利用して導入さ
れる低公害車等のために利用されるもの 

支援対象者等 地方公共団体等 

補助率等 ①低公害車の導入：改造費用の 1/2，同種の一般車両との価格差の 1/2 
②燃料等供給施設：施設設置工事に係る費用の 1/2 

申請窓口等 環境省環境管理局自動車環境対策課 
 
低公害車普及促進対策費補助金（車両導入） 
制度区分 導入事業支援 
関係省庁・機関等 国土交通省 

支援概要・要件等 低公害バス，低公害トラック又は低 PM認定車を一定台数導入するバス・トラック事業者
等に対し，地方公共団体と協調して，当該車両購入費の一部を補助する。 

支援対象者等 地方公共団体（東京都特別区を含む），バス協会，トラック協会等 

補助率等 
補助率１／４ ただし， 
 ・CNG車，ハイブリッド車は通常車両価格との差額の１／２ 
 ・低ＰＭ認定車は，通常車両価格との差額の１／４ 

申請窓口等 各地方運輸局/運輸支局 担当課 
    
公害防止事業（環境負荷低減に資する自動車の普及促進） 
制度区分 融資 
関係省庁・機関等 日本政策投資銀行 

支援概要・要件等 電気自動車，エネルギー回生型ハイブリッド自動車，天然ガス自動車，メタノール自 動
車，低燃費車及びこれらに係る燃料等供給設備 

支援対象者等 資本金１千万円以上の会社等 
融資額 事業費の 40%以内（最低 1千万円）（銀行等の協調融資が必要） 
融資利率 具体的な金利については問い合わせが必要 
申請窓口等 日本政策投資銀行 各店舗 
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