「堺市地域エネルギー施策方針」の概要
経緯と目的

基本的視点

○東日本大震災と原子力発電所の事故により、大規模停電や計画停電の事態に陥り、大規模集中型
のエネルギー供給システムに過度に依存するリスクが顕在化

① 国及び関西広域連合の役割を踏まえ、基礎自治体として実施可能なエネルギー施策。

○市民生活の安全・安心、安定的な企業活動の確保、エネルギー利用効率の高い都市づくりに向け、
これまでの供給側からだけではなく、新たに需要側の視点に立ったエネルギー政策の転換が必要
★地域特性に応じた省エネ、創エネ施策等を構築し、市民、事業者及び行政の役割を明確にするこ
とにより、再生可能エネルギーを中心とする地域のエネルギー自給率（電力自給率）の向上をめ
ざす。

② 電力供給に占める火力発電の割合が高まる中、温室効果ガス排出量が増加する傾向
にあることから、地球温暖化対策に資するエネルギー施策。
③ 省エネ、創エネ、蓄エネの推進を図り、環境負荷の低減のみならず、電力自給率の
高い、災害時への備えにもなることが期待される、需要側の視点を踏まえたエネル
ギー施策。

エネルギー施策方針の概要
３．省エネ・創エネによる地域の電力自給率の見込み

１．エネルギー施策方針の位置づけ
○本施策方針（計画期間：2013～2020 年度）は、温暖化対策に資するも
のであることから、｢第２次堺市環境モデル都市行動計画注）｣に反映する。

○太陽光発電の導入見込み

２．堺市のエネルギー需給に関する市域特性
※主な関係機関
（１）エネルギー需給の現状
表1

産
業
運
輸
民生家庭
民生業務
ｴﾈﾙｷﾞｰ転換

合計

（太陽光、バイオマス、小水力、ガスコージェネ）

※2
堺市（開発主体）
、大阪府立大学（研究開発）
、南海バス（開発、運用）
、中小企
地域のエネルギー自給率
（参考）
市内のエネルギー消費量の推移
※2010 年度末現在
（太陽光、太陽熱、バイオマス、小水力、ガスコージェネ）
業（技術開発）
、関西電力（充電システム技術協力）
、車両改造企業

1990 年度

2010 年度

推移

74.3PJ
15.6PJ
10.0PJ
8.2PJ
1.5PJ
109.5PJ

72.5PJ
15.7PJ
12.1PJ
10.7PJ
1.1PJ
112.1PJ

2%減少
横ばい
21%増加
31%増加
26%減少
2%増加

※最終（消費段階における）エネルギー換算
※産業：製造業、農林水産業等、運輸：自動車、鉄道等、
民生家庭：家庭、民生業務：オフィス、店舗、病院等、
エネルギー転換：電気、ガス等の供給事業所。
※PJ（ペタ ジュール）=1015J。3,600kJ/kWh。
（112.1PJ は、戸建住宅約 238 万世帯分のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量）

臨海部

都心・都心周辺部

27.8MW

140.1MW
(5 倍)

7.9％

15.7％

1.9％

3.7％

図 1 市内の発電設備容量と平均消費電力

４．推進方針及び市の取組み
（１）推進方針について
ⅰ)省エネでは、見える化、既存設備の運用改善及び高効率機器への更新
を促進します。

【エネルギー消費密度からみたエリア区分】

三国ケ丘駅周辺

臨海部：製造業を中心とした高位エネルギー消
費密度地域

近郊部
中百舌鳥駅周辺
内陸部

都心・都心周辺部：業務･商業･公益施設、中高
層住宅が集積する高位エネルギー消費
密度地域
近郊部：中低層住宅が集積し、駅及び幹線道路
沿いに業務･商業等が拠点的に集積す
る中位エネルギー消費密度地域

鳳駅周辺

丘陵市街部
鉄道路線
エネルギー消費密度 MJ/㎡

2020 年度

※1 2010 年度、2020 年度※3 の市域の電力使用量に対する、再生可能エネルギー及びガ
スコージェネレーションシステム等の温室効果ガス削減に繋がる手段による分散型電源
の発電量の割合を示す。
※2 2010 年度、2020 年度※3 の市域のエネルギー消費量に対する、再生可能エネルギー
及びガスコージェネレーションシステム等の温室効果ガス削減に繋がる手段によるエネ
ルギー創出量の割合を示す。
※3 2020 年度の自給率の算定には、2010 年度を基準とした、省エネ対策による電力使
用量（又はエネルギー消費量）の削減量を見込んでいる。

（２）エネルギー消費密度からみた地域特性（エネルギーマップによる）
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○地域の電力自給率※1

2010 年度

南部丘陵

内陸部：住宅地、農地、工場が混在し、エネル
ギー密度のばらつきの大きい地域
丘陵市街部：高位エネルギー消費密度のセンタ
ー街区及び中高層住宅街区と低位の低
層住宅街区が計画的に配置された地域
中百舌鳥、鳳、三国ケ丘駅周辺部：鉄道路線が
交差し、業務･商業施設、中高層住宅が
集積する高位エネルギー消費密度地域

ⅱ)創エネでは、固定価格買取制度を活用した太陽光発電の導入、ガスコ
ージェネレーションや燃料電池等の分散型電源の導入を促進します。
ⅲ)蓄エネでは、災害時への対応や、ピークカットの効果が期待できる蓄
電池の導入や高エネルギーを蓄積できる水素に関連する事業に取組み
ます。
ⅳ)本市では、環境・エネルギー産業が集積している特性を活かして、そ
の成長を支援します。
ⅴ)ライフスタイルや事業活動を見直すため、エネルギーを効率よく計画
的に使えるような人材育成のための環境教育に努めます。

（２）基本施策と取組み内容について（裏面参照）
○上記の推進方針に基づいた省エネ・創エネ・蓄エネの基本的な施策
と市の関連施策や事業を示す。

図 2 エネルギー消費密度による町丁分類とエリア区分

（３）地域特性に応じた取組みの方向性
○エリア毎のエネルギー消費の地域特性を分析し、その特性に応じた取組み
の方向性を示す。例えば、エネルギー消費密度の高い臨海部や都心・都心
周辺地では、建物間や街区レベルの面的なエネルギー利用の促進など。

（３）本市の重点プロジェクト
１）スマートコミュニティ推進事業
○各住戸及び団地全体の一次エネルギー消費量が実質ゼロ（ZEH 及び
ZET：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス及びタウン）となる「晴

美台エコモデルタウン」の推進と、これに続く他
の街区へ普及展開
○市内の事業所や住宅街区におけるエネルギーマネ
ジメントシステムの導入を促進する。

2）次世代及び未利用エネルギー利用促進事業
○水素社会の実現に向け、FCV(燃料電池車)普及と
それに不可欠な水素ステーション建設の促進を行
う。
○工場排熱、下水再生水等の未利用エネルギーの面
的活用を図り、都市の低炭素化を推進する。

3）民間事業者による省エネ推進事業
○「クールシティ・堺パートナー制度」による事業
者の自主的な省エネ対策の支援を行う。

4）まちなかソーラー発電所推進事業
○民間発電事業者への公共施設の屋根等の賃貸
○民間発電事業者と建物の屋根や土地の所有者を市
の仲介によりマッチングする。

5）公共施設のエコ化事業
○市有施設に LED、太陽光発電や BEMS（ビルエネ
ルギー管理システム）などの省エネ・創エネ機器
を積極的に導入した、エコの拠点化を行う。
○新設・改修時の指針（省エネ・創エネを考慮した
もの）をつくり、市有施設のエコ化を推進する。

6）環境・エネルギー分野への企業の進出支援
○環境・エネルギー関連製品の開発支援や関連企業
の積極的な投資を促進する。

7）エネルギーの利活用に長けた人材の育成
○堺エコロジー大学の環境学習講座や HP 等で、市
民に対する省エネ対策や再生可能エネルギーの導
入等について、ESD（持続可能な開発のための教
育）の観点を踏まえた啓発を推進する。

５．推進体制と各主体の役割
（１）推進体制（庁内、庁外）
（２）各主体の役割（市民、事業者、行政）

注）｢第２次堺市環境モデル都市行動計画（計画期間：2014～2018 年度）｣は、計画期間が満了する｢堺市環境モデル都市行動計画（計画期間：2009～2013 年度）｣の次期計画で今年度中に策定する予定。

基本施策と取組内容
エネルギー施策の推進方針に沿った基本的な施策と取組内容を以下に示す。
基本施策

1-1.エネルギー使用の見える化

取組内容

基本施策

市の関連施策・事業等
（２０１３年度事業）

環境家計簿の作成や省エネ診断の受診、

○エコ家計簿

HEMS や BEMS の導入により、エネルギー

○家エコ診断制度

2-1.太陽光発電（PV）の普及促進

取組内容

市の関連施策・事業等
（２０１３年度事業）

PV は、本市域内で導入ポテンシャルが最も

○まちなかソーラー発電所

高い再生可能エネルギーであることから、一
層の普及拡大を図るため、公共施設や民間施

使用量のムリ・ムダ・ムラを把握する。

設を問わず、導入施策を講じる。
1-2.エネルギー利用効率の改善、
省エネ型高効率設備の導入促進

エネルギー使用設備の運用改善や高効率設備
への更新を促進し、エネルギー使用量を削減
する。

1-3.未利用エネルギーの有効活用

工場排熱や下水熱などの未利用エネルギーを
ヒートポンプ技術により、給湯用や空調用熱
源に利活用し、化石燃料の消費量を削減する。

○発電事業者と土地等提供

ト化支援事業

者とのマッチング事業

○業務系事業所省エネ対策
○晴美台エコモデルタウン
創出事業
○公共施設の低炭素化推進

1-4.住宅や業務ビルなどの建物の省

【

エネ促進

○CASBEE 堺制度

ステムの採用など、空調などに利用するエネ

○既存住宅省エネ改修補助

ルギーを削減する。

省

○公共施設の低炭素化推進
（再掲）

エ

創出事業 （再掲）
○公共施設の低炭素化推進

創

（再掲）

エ
2-2.太陽熱利用の促進

太陽光発電よりもエネルギー利用効率の高い
太陽熱温水器の普及を促進し、給湯用のエネ

施

通勤・通学での公共交通機関や自転車の利用、

施

共同バスの運行によるエコ通勤・通学を実施

策

し、自動車燃料の使用削減を図る。

】

2-3.太陽以外の再生可能エネルギ

小水力、バイオマス、温度差などを利用した
発電を促進し、エネルギー自給率の向上を図

自動車などの低燃費・低公害車の普及を推進
し、自動車燃料の使用削減を図る。

○業務系事業所省エネ対策
支援事業
○燃料電池コージェネレー
ションシステム設置補助

○コミュニティサイクル事
業

2-4.再生可能エネルギー以外の創
エネルギーの促進

分散型電源として、また排熱利用で温室効果
ガス削減が期待される燃料電池等のコージェ
ネレーションシステムの普及を促進する。

電気自動車(EV)、ハイブリッド車、天然ガス

費補助事業

ルギーの削減を図る。

る。
1-5.自動車利用の省エネ対策

○太陽熱利用システム設置

策
ーの利活用

ネ

】

制度

○晴美台エコモデルタウン

【

ネ
建物の断熱や二重サッシの採用、パッシブシ

設置事業
○公共施設の屋根貸し事業

○ものづくり省エネ・省コス

支援事業

推進事業
○小中学校への太陽光発電

○EV 等充電設備設置費補

事業
○環境影響評価手続きの迅
速化
○ものづくり省エネ・省コス
ト化支援事業（再掲）

助制度
○低公害（天然ガス）バス普
及事業

【
貨物輸送における共同配送やモーダルシフト
の実施、カーシェアリングによるマイカー利

○公用車 EV カーシェアリ
ング事業

用の抑制により、自動車燃料の削減を図る。

蓄

3-1.蓄電池や蓄熱槽の設置による
電力需給の平準化

割安な夜間電力を用いて蓄電池や蓄熱槽に電
力や冷温水を蓄え、昼間の冷暖房に利用する
ことでピーク電力の平準化に役立てる。

エ

○晴美台エコモデルタウン
創出事業 （再掲）
○公共施設の低炭素化推進
（再掲）

ネ
ふんわりアクセルやアイドリングストップな

○エコドライブの推進事業

ど環境に配慮したエコドライブを実践し、燃

施
策

費の改善による自動車燃料の削減を図る。
○おおさか交通エコチャレ
ンジ推進運動

3-2.蓄電池の設置による避難場所
の機能確保

避難場所などに蓄電池を設置し、災害時の必
要最低限の電力確保と、PV との組合せによ

○グリーンニューディール
基金事業

る自立電源としての機能を持たせる。

】
4-1.市民・事業者への省エネ・創
エネ・蓄エネへの啓発

ライフスタイルや事業活動の見直しに向け、
各主体がエネルギーの問題に主体的に取り組
めるよう ESD の観点を踏まえサポートする。

○クールシティ・堺パートナ
ー制度
○堺エコロジー大学
○省エネルギー対策等、啓発

【
共

4-2.夏季や冬季の電力需給逼迫時
の節電対策

セミナー

電メニューの中で、実施可能な節電行動をと
り、大規模停電などの非常事態を回避する。

通
】

工場やオフィス、家庭などが、それぞれの節

4-3.環境・エネルギー分野への企
業の進出支援

環境・エネルギー関連製品の開発支援や関連
企業の積極的な投資を促進し、市内産業の振
興を図る。

○ものづくり新事業チャレ
ンジ支援補助金
○さかい環境チャレンジ企
業認定事業
○企業立地促進条例

