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はじめに 

 

 本市は、平成 23年 3月に人と環境にやさしいまちづ

くりを基本理念とした「東松山市都市計画マスタープ

ラン」を策定するとともに、平成 23年 4月に「第 2 次

東松山市環境基本計画」を策定し、環境とまちづくり

を一体のものとして捉え、総合的、計画的な取組を進

めています。 

 一方、埻玉県では、東日本大震災以降の電力状況の

変化を踏まえ、再生可能エネルギーを中心とした創エ

ネと徹底した省エネに市町村全体で取り組むことにより、エネルギーの地産地消を具体的に進めるモ

デルを全国に発信する、エコタウンプロジェクトを提唱し、県内にその実施自治体を公募しました。 

 このプロジェクトが本市の環境のまちづくりに合致した取組であることから、「賑わいと活力を生

み出すエコタウン」として事業提案を行った結果、平成 24年 5月に「埻玉エコタウンプロジェクト」

の実施市として指定されました。 

 今回のプロジェクトは、環境にやさしい取組を切り口として、循環型経済の構築や地域経済の活性

化を図り、地域の元気を創造するために進めてまいります。 

このたび、東松山市エコタウンの推進に当たっての基本方針や将来像、実現に向けた取組項目、エ

コタウンプロジェクトの具体的な展開を示した「東松山市エコタウンプロジェクト基本計画・実施計

画」を策定いたしました。 

今後は、計画実現のため、市民や事業者の方々と一体となって、取組を進めてまいります。 

結びに、本市のエコタウンプロジェクト協議会の皆様をはじめ、本計画の策定に当たりご尽力いた

だきました皆様に深く感謝申し上げますとともに、本計画の実現になお一層のご指導、ご協力を賜り

ますようお願いいたします。 

 

平成 25年 2月 

     東松山市長 森田 光一 
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１章 東松山市エコタウンプロジェクト基本計画・実施計画について 

１．計画策定の背景 

本市は、平成 23年 4 月に「第 2次東松山市環境基本計画」を策定しました。この計画では、環

境とまちづくりを一体のものとして捉え、市民、事業者及び行政が絶えず協働しながら、身近な地

域の環境保全から、地球温暖化や生物多様性といった地球規模での環境問題に至る総合的、計画的

な取組を進めるとともに、地域の資源を最大限に活用した持続可能な地域づくりを目指しています。 

一方、埻玉県では、東日本大震災以降の電力問題を踏まえ、太陽光をはじめとする再生可能エネ

ルギーの活用等、地域における分散型エネルギーシステムの高度化や、徹底した省エネにより電力

の地産地消を図るモデルづくりのため「埻玉エコタウンプロジェクト」を提唱し、県内にその実施

自治体を公募しました。 

本市はこのプロジェクトが環境基本計画に合致した取組であることから、埻玉県と協働して持続

可能な社会の実現を目指す「埻玉エコタウンプロジェクト」の候補市となるべく、「賑わいと活力

を生み出すエコタウン」として事業提案を行った結果、平成 24年 5月に「埻玉エコタウンプロジ

ェクト」の実施市として指定され、埻玉県と東松山市による事業推進に関する協定が締結されまし

た。 

本計画は、本市におけるエコタウンプロジェクトの具体的な展開を示すとともに、東松山市エコ

タウンの推進に当たっての基本方針や将来像を検討し、実現に向けた取組項目を整理するため策定

するものです。 

 

２．計画期間 

本計画は平成 24年度（2012年度）を初年度とする平成 33年度（2021年度）までの 10年間の計

画とし、中核的エリアを指定し実現可能な事業から計画的に取り組むとともに、そうした取組を全

市的に展開するものとします。 

 

３．計画の位置付け 

エコタウンの形成は環境面のみならず、新たな街づくりそのものと位置付けられることから、東

松山市ビジョン（第四次基本構想）、東松山市都市計画マスタープラン、東松山市環境基本計画及

び埻玉エコタウン基本コンセプト等との整合を図り作成するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 計画の位置づけ 

基本構想「東松山ビジョン」 

環境基本計画 
都市計画 

マスタープラン 

東松山市エコタウンプロジェクト

基本計画・実施計画 

埼玉県地球温暖化対策実行計画 

「ストップ温暖化埼玉ナビゲーション 2050」 

埼玉エコタウン基本コンセプト 

東松山市 埼玉県 
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４．計画の構成 

「東松山市エコタウンプロジェクト基本計画・実施計画」は、エコタウンプロジェクトの概要と

必要性、基礎調査を踏まえた基本計画と実施計画からなります。また、計画を推進するための体制

について示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 計画の構成 

 

東松山市エコタウンプロジェクト基本計画・実施計画

について 

なぜエコタウンが必要なのか 

基 礎 調 査 

東松山市エコタウンプロジェクト基本計画

基 礎 調 査 

東松山市エコタウンプロジェクト実施計画

基 礎 調 査 

東松山市エコタウン計画の推進体制 

計画についての基本的事項の説明 

市・県の計画や国の動向及び震災後のエネルギー問題を

踏まえエコタウンの必要性の説明 

市の概要をはじめ、市内の自然エネルギー賦存状況、活

用可能性調査の報告 

エコタウンの基本姿勢や目標、取組手順を分野ごとに説明 

基本計画で示した事業について、具体的かつ時間軸により説明 

本計画の推進体制の構築について説明 

１章 

２章 

３章 

４章 

５章 

６章 

について 
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２章 なぜエコタウンが必要なのか  

１．東松山市環境基本計画 

東松山市環境基本計画は、東松山の自然環境や生活環境を将来にわたって守り、育てるための基

本的な考え方や取組の方針を総合的かつ計画的に定めたもので、市の環境施策の方向性を示す分野

別計画であり、まちづくりを環境の視点で捉えなおした分野横断的な計画です。基本理念として、

『自然と人が支えあう 「いのち」輝く 笑顔つながるまちづくり』を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 東松山市環境基本計画 

市民、地域

のチカラが

発揮される

協働のまち 

（基本理念） 自然と人が支えあう 「いのち」輝く 笑顔つながるまちづくり 

 

目標実現のための７つのプラン ３つの目標 

将来世代の

豊かさを守

る持続可能

な暮らし 

恵みを 

もたらす 

里山、農地、

水辺の保全 

環境まちづくりで人づくりと地域おこし 

の仕組みをつくる。 
７ 

“ないものねだり”から“あるものさがし”へ 

地域の魅力を発信する。 
６ 

水辺の豊かさを取り戻し、 

まちづくりにいかす。 
５ 

食と農の暮らしの理解を深め、 

地産地消で農業を支える。 
４ 

 

里山・緑地を楽しみ、守り、育てる。 ３ 

エネルギーの自給を目指し、 

自然エネルギーを活用する。 
２ 

ごみ・無駄・危険をなくす 

「ゼロ・ウェイスト宣言」にチャレンジする。 
１ 
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２．埼玉県における取組 

（１）温暖化対策に関する取組 

埻玉県は、地球温暖化対策の視点から 2050 年のあるべき姿を描き、その達成に向けた中期的な

目標と実現のための施策を示す『ストップ温暖化・埻玉ナビゲーション 2050』（埻玉県地球温暖化

対策実行計画）を策定しています。 

この計画では、将来像として、生活の豊かさを実感できる「くらし」、エネルギー大量消費型の

まちづくりから転換した「まちづくり・地域づくり」、環境に配慮して発展している「産業」が実

現している「再生したみどりと川に彩られた低炭素な田園都市の集合体」を目指しています。また、

将来像の実現に向け、2020 年における埻玉県の温室効果ガス排出量を 2005年比で 25％削減する目

標を定めています。 

そして、温室効果ガスの削減目標達成に向けた 3 つの推進方策と温暖化対策を進めるための 7

つのナビゲーションを掲げています。 

【3つの推進方策】 

・地域総ぐるみでの対策の推進 

・低炭素社会実現に向けた好循環の創出 

・広域的な温暖化対策の推進 

【7つのナビゲーション】 

・低炭素型で活力ある産業社会づくり 

・低炭素型ビジネススタイルへの転換 

・低炭素型ライフスタイルへの転換 

・低炭素で地球にやさしいエネルギー社会への転換 

・低炭素型で潤いのある田園都市づくり 

・豊かな県土を育む森林の整備・保全（ＣＯ2吸収源対策） 

・低炭素社会への環境教育等の推進 

 

（２）埼玉エコタウンに関する取組 

東日本大震災の影響によるエネルギー供給のひっ迫を受け、埻玉県は、再生可能エネルギーを中

心とした創エネと徹底した省エネを市町村全体で取り組むことにより、エネルギーの地産地消を具

体的に進めるモデルを全国に発信する埻玉エコタウンプロジェクトを提唱しています。 

また、このプロジェクトではストップ温暖化埻玉ナビゲーション 2050 に示された環境の視点を

通して、暮らしやすく活力ある地域社会の創造を目指しています。 

 

３．国の動向 

国は、これまでエネルギー社会の在り方として、「原子力エネルギー」への依存度を高めること

を柱として、安定供給の確保を目指し、地球温暖化問題の解決を模索してきました。しかし、平成

23 年 3月 11 日に発生した、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、これま

で進めてきた国家のエネルギー戦略の延長上にはない、一人ひとりの国民の参加によって省エネル

ギーや再生可能エネルギーを劇的に普及・拡大を目指す「革新的エネルギー・環境戦略」を平成

24 年 9月 14日に策定しています。 

「革新的エネルギー・環境戦略」では、省エネルギー・再生可能エネルギーといったグリーンエ
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ネルギーを最大限に引き上げることを通じて、原発依存度を減らし、化石燃料依存度を抑制するこ

とを基本方針とし、次の三本柱を掲げています。 

【革新的エネルギー・環境戦略の三本柱】 

・「原発に依存しない社会の一日も早い実現」 

・「グリーンエネルギー革命の実現」 

・「エネルギーの安定供給」 

また、「原発に依存しない社会の一日も早い実現」に向けて、原発に依存しない社会の実現に向

けた 3つの原則と 5つの政策を示しています。 

【3つの原則】 

・40年運転制限を厳格に適用 

・規制委員会の安全確認を得たもののみ、再稼働 

・原発の新設・増設は行わない 

【5つの政策】 

・核燃料サイクル推進 

・人材や技術の維持・強化 

・国際社会との連携 

・立地地域対策の強化 

・原子力事業体制と原子力損害賠償制度 

「グリーンエネルギー革命の実現」に向けて、「グリーン政策大綱」を策定することとしており、

再生可能エネルギーの大量導入を実現するため、「固定価格買取制度」を効果的に運用するとして

います。「固定買取価格制度」は、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、産業育成を図ると

共に、コストダウンや技術開発によって、再生可能エネルギーが日本のエネルギーを支える存在と

なることを目指し、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発

電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける制度で、平成

24 年 7 月 1 日にスタートしています。電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、送電網

を通じて私たちが普段使う電気として供給されます。このため、電気事業者が再生可能エネルギー

電気の買取りに要した費用は、電気料金の一部として、使用電力に比例した賦課金という形で国民

の負担により賄われます。 

また、上記の三本柱の実現には、エネルギーを巡る仕組みを抜本的に改める必要があるため、「電

力システム改革」を進めています。「電力システム改革」の为な方針として次の２つを掲げていま

す。 

【「電力システム改革」の为な方針】 

・電力市場における競争促進 

・送配電部門の中立化・広域化 

電力市場における競争促進に向けて、「小売の全面自由化」と「発電の全面自由化」により実現

を目指しています。「小売の全面自由化」は、一般電気事業者による地域独占が法定されている家

庭等の小口小売部門について、需要家が、供給者や電源を選択できるよう、小売全面自由化を実施

し、同時に、供給サイド（発電分野）や送配電部門の改革を行うことで、実質的に競争が起こる環

境を整備することとしています。また、「発電の全面自由化」は、一般電気事業者の供給義務・料

金規制を補完する仕組みである「卸規制」（発電事業者から一般電気事業者への長期・大量の供給
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契約を総括原価方式の料金規制や供給義務等により規制）を撤廃することとしています。 

送配電部門の中立化・広域化に向けて、｢公共財｣の管理者としての送配電部門の絶対的中立性・

公平性を確保し、広域的に供給力を活用し、区域を超えた電源の効率的活用や、緊急時の地域間融

通を柔軟に行える仕組みを目指しています。 

 

４．エコタウンの必要性 

東日本大震災以降、エネルギー供給の在り方の議論の実施、市民や企業のエネルギーの使い方の

意識変化など、環境やエネルギー面に関して、大きな転換期を迎えていると言えます。そこで、新

たな地域の在り方として、再生可能エネルギーを中心とした創エネルギーの導入と徹底した省エネ

ルギー対策の実施に取り組み、エネルギーの地産地消を具体的に進める「エコタウン」の実現は、

非常に重要な施策と言えます。 

埻玉県は人口が密集する大都市や郊外に点在する中小の都市もあれば過疎などの課題に取り組

む中山間地域もあります。また、産業も農業、工業からサービス業までバラエティに富んでいます。

海がないことを除けば、まさに日本の縮図ということができます。また、本市は埻玉県のほぼ中央

に位置し、その地理的特性や土地利用の状況は埻玉県の縮図といえます。よって、本市は日本の縮

図である埻玉県のなかでも、日本の縮図としての要素を持つまちであると言えることから、東松山

市におけるエコタウンの具体化を目指した計画策定、事業実施は、埻玉県全域、ひいては日本全国

のモデルとなりうる可能性を有しています。 
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３章 基礎調査 

１．東松山市基本情報 

（１）東松山市の概要 

東松山市は昭和 29 年に 1町 4 村（比企郡松山町・大岡村・唐子村・高坂村・野本村）が合併し

市制施行され、埻玉県のほぼ中央に位置しています。 

多くの街道が集まる交通の要衝として栄えた松山城の城下町であり、その後は松山陣屋の陣屋町

として発展した比企地域の中心都市です。 

豊かな緑に囲まれながらも、池袋まで東武東上線で約 1時間、ＴＪライナーで 45 分という環境

から東京のベッドタウンとなっています。更に、関越自動車道東松山インターの利便性により物流

業も盛んです。 

また、国際ウォーキング大会でアジア最大規模の「日本スリーデーマーチ」が開催され、世界各

国・日本全国から多くのウォーカーが集う街として親しまれています。 

食文化については、豚のカシラ肉をつかったやきとりが有名で、これを炭火で焼き、白味噌ベー

スだれをつけて食べる独自の文化が広まり、やきとり組合加盟店や商工会加盟店だけで 50 軒を超

える店舗が軒を並べています。 

正月にはおよそ 1,300 年の歴史がある箭弓神社へ県内有数の参拝客が訪れ、春には約 1万本の色

とりどりの市花である牡丹が咲き誇る東松山ぼたん園や東松山市農林公園のポピーなど、観光の面

でも見どころ豊かな地域です。 

 

（２）地勢 

東京湾から 50ｋｍ離れています

が、一番低いところは標高わずかに

12ｍ、一番高い所は 134.8ｍと全体

的に見ると比較的平坦な地形です。

市中央部から西部・单東部にかけて

東松山台地、单部には高坂台地が広

がり、北部は比企丘陵、单西部は岩

殿丘陵の東端部にあたります。 

また、都幾川や越辺川など、緑

豊かな田園風景が広がっています。

平地部の河川沿いでは水稲作付け

を中心とした農業が営まれ、東武東

上線沿線には中心市街地が形成さ

れ、関越インター周辺に工業団地や、

物流基地が集まる、まさに埻玉県の

縮図と言える地勢を形成していま

す。 

 図 3-1 東松山市の地勢 
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（３）交通 

東武東上線や関越自動車道のインターチェンジ、国道 254 号・407 号などの幹線道路が縦断し、

交通網の为要な要所となっており、流通業も盛んで、都心からも１時間程度の交通利便性をいかし、

ベッドタウンとしての面も伺うことができます。 

関 越
自 動 車 道

18分 29㎞

24分 39㎞

鶴ヶ島ＩＣ

東松山ＩＣ

圏央道川島ＩＣ
23分 36㎞

15分

10分

0分 東松山市

池袋駅

新宿・渋谷
副都心線直通

有楽町・新木場

有 楽 町 線 直 通

森林公園駅
56分 4分

直行高速バス

車15分 バス30分

東京駅
新潟駅

長野駅

40分

ＪＲ上越・北
陸(長野)新幹線

75分

90分

東松山駅

羽田空港 成田空港

東武東上線

高

速

道

路

鉄

道

・

バ

ス

JR熊谷駅

練馬ＩＣ

 
 

（４）気候 

１）平均気温と気候 

東松山市の気温は、夏場、急激に上昇することはありますが、全国的に見ても温暖で過ごしやす

い地域であるということができます。夏が暑く、6月と 9月に雤の多い東日本式気候で、冬期に北

から吹く赤城おろしと、西からの秩父おろしという季節風が、東松山の大地を豊かに育んでいます。  

3.3 
5.4 

7.0 

13.3 

18.1 

23.0 

27.4 27.0 
24.2 

17.7 

12.6 

5.4 

-5.0 

0.0 
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15.0 

20.0 

25.0 

30.0 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

月平均気温 最高 最低

 
 

図 3-2 東松山市の主要交通網 

図 3-3 東松山市の平均気温(平成 23年) ※熊谷地方気象台 
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２）降水量と日照時間 

東松山市の降水量は年間で約 1,300㎜と全体的に尐なく、一方、日照時間は 2,215時間と東京都

と比較すると約 1割多くなっていて、太陽光エネルギーの積極的利用が期待できます。  
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降水量(mm) 日照時間

 

 

２．人口と世帯数の推移  

東松山市の人口は、昭和 60 年以降首都圏の拡大に伴う大規模な宅地開発などにより急激に増加

し、平成 6年からは、ほぼ横ばいの状態が続いていましたが、宅地開発等に伴い平成 11年（1999

年）頃にはやや微増傾向となり、その後、尐子高齢化の影響等もあり緩やかな減尐傾向にあります。

最近は、高坂駅東部の宅地開発等があり、やや微増傾向にあります。 

一方で、世帯数については、人口が減尐傾向にあるにも関わらず年々増加傾向にあり、核家族化

の進行による世帯数の増加が考えられます。 

東松山市都市計画マスタープランでは、現在進められている土地区画整理事業等による住宅供給

や企業誘致による雇用創出を鑑みて、平成 30 年（2018 年）の将来人口を 90.000 人と想定し、若

干の増加若しくは横ばいに推移すると想定しています。 

91,492 91,582 89,910 89,660

30,395 33,260 34,598 36,163

0

50,000

100,000

平成9年度 平成14年度 平成19年度 平成24年度

人口 世帯数

1 

 

 

図 3-5 年度別人口と世帯数の推移（各年度 4月 1日現在） 

図 3-4 東松山市の降水量と日照時間(平成 23年) ※熊谷地方気象台 
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３．土地利用の動向 

（１）土地の利用状況 

本市における土地利用の状況は、農業の衰退及び住宅地のスプロール化により宅地面積が増加す

る一方、他の地目面積は減尐しています。 

1,092 1,058
977 969

1,491
1,400

1,339

1,279

893 864
766 744

1,171

1,233 1,279

1,329

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H11 H14 H16 H19

田 畑 山林 宅地

 

 

 

（２）都市計画マスタープランにおける将来構想 

本市は、まちづくりの基本理念において、「人と環境にやさしいまちづくり」を基本姿勢とし、

比企地域の中心にふさわしい利便性を備えた、活気に満ちた都市環境を創造することにより、「市

民が快適に生活できるまち」、また市民一人ひとりが为役となる手づくりによるまちづくりを進

めることで、我がまちに愛着と誇りを持ちながら、「いきいきと生活できるまち」の実現を目指

し、今後のまちづくりの第一の担い手は、まちに住み、生活する市民であると考えています。 

丘陵の緑、台地の畑、低地に広がる水田、それらを縫って流れる川など、変化に富んだ地形条件

の中で豊かな自然が育まれ、これらの環境と調和しながら市街地が形成され、独自の歴史・文化

が培われてきた地域でもあり、このような東松山らしい豊かな環境を未来へと引き継いでいくこ

とは市民共通の責務であることから、自然環境や歴史的景観・遺産の積極的な保全と活用を図り

つつ、環境に十分配慮しながら低炭素型のまちづくりを展開することにより、自然や文化につつ

まれた質の高い地域環境の形成を目指すこととしています。 

 

  

図 3-6 年度別地目別面積 (各年度 1月 1日現在) 
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４．経済・産業の動向 

（１）商業 

本市の商業系事業所数はバブル景気後の急激な景気低迷により減尐しましたが、近年は増加に転

じ、10 年前の水準まで回復傾向にあります。 

7,694
7,260 7,142

6,740
7,294

1,058
980 925 857 919

0

1,000

2,000

0

5,000

10,000

H11 H14 H16 H19 H21

従業員数 事業所数

 

（２）工業 

本市工業部門における事業所数も商業と同様、減尐していますが、製造品出荷額等については回

復傾向にあります。 

23,912 23,338

20,459

15,434
17,845

162 172 176
152 143

0

100
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300

400

500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
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（３）農業 

本市販売農家数は、高齢化の進展や農業収益悪化等の影響により年々減尐しています。 

1,662
1,448

1,132
857 708

0
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400
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800
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1,800

H2 H7 H12 H17 H22
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図 3-7  卸売・小売業の従業員数等の推移 

 

図 3-8  工業事業所数と製造品出荷額等の推移 

 

図 3-9  販売農家数の推移 
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５．東松山市のエネルギー消貹量 

（１）エネルギー消貹量推計の考え方 

東松山市のエネルギー消費量は、民生家庭部門、民生業務部門、産業部門、運輸部門を対象とし

て推計します。 

各部門別のエネルギー消費量の推計フローを以下に示します。 

 

１）民生家庭部門 

民生家庭部門は、東松山市の世帯数（平成 22 年度国勢調査）と世帯当たりのエネルギー負荷原

卖位（「2009 家庭用エネルギーハンドブック（（財）省エネルギーセンター）」の世帯当たり地域別

エネルギー用途原卖位）を用いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 民生家庭部門のエネルギー消費量の推計フロー 

 

表 3-1 建物用途別棟数及び延床面積（住宅） 

 平成 22年度 

棟数 延べ床面積（㎡） 

民生家庭部門 28,571 3,564,176 

 

専用住宅 22,369 2,390,097 

併用住宅 1,099 132,083 

農家住宅・養蚕住宅 631 87,545 

共同住宅・寄宿舎 741 151,277 

住宅・アパート（非木造） 3,731 803,174 

出典：用途別建築物の延床面積は「平成 22年統計ひがしまつやま」より 

 

表 3-2 世帯当たりの用途別エネルギー消費量（ＭＪ/世帯） 

 暖房 冷房 給湯 照明家電等 厨房 合計 

消費量 8,598 769 15,759 15,282 2,547 42,955 

出典：（（財）省エネルギーセンターの「2009 家庭用エネルギーハンドブック」の世帯あたり地

域別エネルギー用途原卖位（2007 年）より） 

 

 

 

 

 

世帯数 

用途別エネルギー負荷原単位 

エネルギー消費量 
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2）民生業務部門 

民生業務部門は、東松山市の用途別建築物の延床面積（平成 22 年統計ひがしまつやま）と建物

用途別エネルギー負荷原卖位（「非住宅建築物の環境関連データベース（（社）日本サステイナブル

建築協会）」の地域別建物用途別エネルギー消費原卖位）を用いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 民生業務部門のエネルギー消費量の推計フロー 

 

表 3-3 建物用途別棟数及び延床面積（業務） 

 平成 22年度 

棟数 延べ床面積（㎡） 

民生業務部門 1,712 618,071 

 
ホテル・旅館・病院等 144 88,266 

事務所・店舗等 1,568 529,805 

出典：用途別建築物の延床面積は「平成 22年統計ひがしまつやま」より 

 

表 3-4 建物種類別のエネルギー消費量(ＭＪ/㎡) 

用途 原卖位 

エネルギー種別 

電力 
軽質油 

製品 
重質油製 石油ガス 都市ガス 

ホテル 2,684 1,079 490 468 34 614 

事務所 1,982 797 362 345 25 453 

出典：（（社）日本サステイナブル建築協会の「非住宅建築物の環境関連データベース（DECC）」

の地域別建物用途別エネルギー消費原卖位（2009 年）より） 

注）都道府県別エネルギー消費統計（独立行政法人経済産業研究所）の埻玉県のエネルギー消費

量を用いてエネルギー種別に按分 

 

なお、ホテル・旅館・病院等はホテルのエネルギー消費量、事務所・店舗等は事務所のエネルギ

ー消費量を用いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

建物用途別延床面積 

用途別エネルギー負荷原単位 

エネルギー消費量 
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3）産業部門 

産業部門は、埻玉県のエネルギー消費量（埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4

月））と埻玉県及び東松山市の製造業の製造品出荷額、建設・鉱業及び農林水産業の従業者数を用

いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 産業部門のエネルギー消費量の推計フロー 

 

表 3-5 埼玉県の産業部門エネルギー消費量 

 産業部門 

エネルギー消費量 141,764TJ 

出典：（「埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4 月）」より） 

 

表 3-6 埼玉県及び東松山市の製造品出荷額、従業員数 

 東松山市 埻玉県 

製造業の製造品出荷額 17,845,686 1,285,315,534 

建設・鉱業の従業者数 2,198 198,521 

農林水産業の従業者数 80 5,736 

出典：（「埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4 月）」より） 

 

4）運輸部門 

運輸部門は、埻玉県のエネルギー消費量（埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4

月））と埻玉県及び東松山市の旅客・貨物自動車の車種別保有台数、全国及び東松山市の基本台帳

人口（鉄道に関する算定のため）を用いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 運輸部門のエネルギー消費量の推計フロー 

 

 

埼玉県エネルギー消費量 

製造品出荷額、従業員数 

エネルギー消費量 

埼玉県／全国エネルギー消費量 

車種別保有台数（埼玉県） 

人口（全国） 

エネルギー消費量 
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表 3-7 埼玉県の運輸部門エネルギー消費量 

 運輸部門 

エネルギー消費量 152,412TJ 

出典：（「埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4 月）」より） 

 

表 3-8 埼玉県及び東松山市の車種別保有台数と全国及び東松山市の人口 

 東松山市 埻玉県/全国 

旅客自動車の保有台数 50,506 60,410,972 

貨物自動車の保有台数 10,299 16,704,687 

基本台帳人口 88,020 126,230,625 

出典：（「埻玉県温室効果ガス排出量推計報告書（平成 24 年 4 月）」より） 

 

（２）東松山市のエネルギー消貹量 

東松山市における平成 22 年度のエネルギー消費量は、産業部門が 1,937ＴＪ、民生家庭部門が

1,501ＴＪ、民生業務部門が 1,287ＴＪ、運輸部門が 2,366ＴＪとなります。また、東松山市のエネ

ルギー消費量は 7,091ＴＪとなります。 

 

表 3-9 東松山市の部門別エネルギー消費量（TJ/年） 

 
東松山市 参考）埻玉県 

産業部門 1,937 141,764 

家庭部門 1,501 102,118 

業務部門 1,287 69,102 

運輸部門 2,366 152,412 

合計 7,091 465,396 

 

 

６．再生可能エネルギーの賦存量および利用可能量 

（１）対象とする再生可能エネルギーと推計方法 

東松山市における再生可能エネルギーの賦存量および利用可能量を推計します。推計対象とする

再生可能エネルギーは、以下の通りとします。 

・ 太陽エネルギー（発電、熱利用） 

・ 風力 

・ 中小水力 

・ 地熱 

・ 廃棄物エネルギー 

・ 下水エネルギー 

・ バイオマスエネルギー 
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なお、再生可能エネルギーの賦存量および利用可能量は、公的機関が発行している再生可能エネ

ルギー利用のガイドブック及び各省庁および埻玉県の調査報告書等に示されている算定方法に基

づき推計します。 

 

（２）太陽エネルギー（発電） 

１）賦存量 

太陽エネルギー（発電）の賦存量は、行政面積全体で受ける年間最適傾斜角に対する年間日射

量とします。なお、東松山市の年間最適傾斜角日射量は、全国日射量平均値データマップ（ＭＯ

ＮＯＳＯＬＡ05（801））を参考に 4.13ｋＷｈ/㎡とします。 

 

【太陽エネルギー（発電）賦存量算定式】 

賦存量[kWh/年]＝地域面積[㎡]×年間最適傾斜角日射量[kWh/㎡]×365[日/年] 

          ・地域面積：65.33 ㎢ 

          ・年間最適傾斜角日射量：4.13kWh/㎡ 

 

東松山市の太陽エネルギー(発電)の賦存量は、98,482ＧＷｈ/年となります。 

 

２）利用可能量 

太陽エネルギー（発電）の利用可能量は、専用住宅、集合住宅及び業務施設の屋根・屋上への

設置、メガソーラー事業による発電量とします。 

専用住宅（24,099 棟）、集合住宅（4,472 棟）及び業務施設（1,712 棟）の屋根への設置割合

は、以下 3 つのパターンとします。 

・全棟（100％）に太陽光パネルが導入されたパターン 

・半分（50％）に太陽光パネルが導入されたパターン 

・4 分の 1（25％）に太陽光パネルが導入されたパターン 

なお、専用住宅 1 棟あたり 3.5ｋW、集合住宅及び業務施設 1 棟あたり 10ｋＷの太陽光パネル

を設置することとします。 

※1 棟あたりの太陽光パネルの設置規模は、一般的に 3～4ｋＷのパネルを設置することが多い

ことから、3.5ｋＷとして試算しています。 

 

メガソーラー事業の実施数は、以下 3 つのパターンとします。 

・市内で 10 事業されたパターン 

・市内で 3 事業されたパターン 

・市内で 1 事業されたパターン 

なお、メガソーラー事業の設置規模は 1,000ｋＷとします。 

 

東松山市の太陽エネルギー（発電）の利用可能量は、専用住宅、集合住宅及び業務施設全棟に設

置され、メガソーラー事業が 10 事業実施される場合、158.6ＧＷｈとなります。 
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表 3-10 太陽エネルギー（発電）の専用住宅、集合住宅、業務施設の利用可能量（ＧＷｈ/年） 

 100％の場合 50％の場合 25％の場合 

専用住宅 棟数 24,099 12,050 6,025 

設備容量（MW） 84.3  42.2  21.1  

年間発電電力量（GWh） 85.6  42.8  21.4  

集合住宅 棟数 4,472 2,236 1,118 

設備容量（MW） 44.7  22.4  11.2  

年間発電電力量（GWh） 45.4  22.7  11.3  

業務施設 棟数 1,712 856 428 

設備容量（MW） 17.1  8.6  4.3  

年間発電電力量（GWh） 17.4  8.7  4.3  

 

表 3-11 太陽エネルギー（発電）のメガソーラー事業の利用可能量（ＧＷｈ/年） 

 10事業の場合 3事業の場合 1事業の場合 

メガソーラー事業 事業数 10 3 1 

設備容量（MW） 10.0 3.0 1.0 

年間発電電力量（GWh） 10.2  3.0  1.0  

 

 

（３）太陽エネルギー（熱利用） 

１）賦存量 

太陽エネルギー（熱利用）の賦存量は、行政面積全体で受ける年間最適傾斜角に対する年間日

射量とします。なお、東松山市の年間最適傾斜角日射量は、全国日射量平均値データマップ（Ｍ

ＯＮＯＳＯＬＡ05（801））を参考に 4.13ｋＷｈ/㎡とします。 

 

【太陽エネルギー（発電）賦存量算定式】 

賦存量[kWh/年]＝地域面積[㎡]×年間最適傾斜角日射量[kWh/㎡]×365[日/年] 

          ・地域面積：65.33 ㎢ 

          ・年間最適傾斜角日射量：4.13kWh/㎡ 

 

東松山市の太陽エネルギー(熱利用)の賦存量は、98,482ＧＷｈ/年（354,534ＴＪ/年）となりま

す。 

 

２）利用可能量 

太陽エネルギー（熱利用）の利用可能量は、戸建住宅（24,099 棟）の屋根への設置による発

電量とします。なお、屋根への設置割合は、以下 3 つのパターンとします。 

・20％に太陽熱集熱器が導入されたパターン 

・10％に太陽熱集熱器が導入されたパターン 

・5％に太陽熱集熱器が導入されたパターン 
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なお、戸建住宅 1 棟あたり、4 ㎡（年間集熱量 8,706ＭＪ/年）の太陽熱集熱器を設置することと

します。 

※1 棟あたり太陽熱集熱器の設置規模は、一般的に市販されている標準機器の面積の 4 ㎡として

試算しています。 

 

東松山市の太陽エネルギー（熱利用）の利用可能量は、戸建住宅の 20％に設置される場合、168

ＴＪとなります。 

 

表 3-12 太陽エネルギー（熱利用）の利用可能量（ＴＪ/年） 

 20％の場合 10％の場合 5％の場合 

専用住宅棟数 4,820 2,410 1,205 

設備容量（㎡） 19,279 9,640 4,820 

年間太陽熱利用可能量（TJ） 167.8  83.9  42.0  

 

（４）風力 

１）賦存量 

風力の賦存量は、「平成 22 年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書（環境省）」

の手法による、1 ㎢あたり設備容量 1 万ｋＷ風力発電機を地上 80ｍの高さに設置するとして想

定し、最低限の事業性を満たす平均風速 5.5ｍ/ｓ以上の地域を抽出して算出します。 

東松山市の風力の賦存量は、条件を満たす地域が抽出されていないため 0 となります。 

 

２）利用可能量 

風力発電の利用可能量は、地形、道路整備状況、法規制、住宅からの距離などの条件を満たす

地域を抽出して算定します。 

東松山市の風力の利用可能量は、賦存量が 0 のため、利用可能量も 0 となります。 

 

（５）中小水力 

１）賦存量 

中小水力発電の賦存量は、「平成 22 年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書

（環境省）」の手法による、河川の合流点および分岐点の手前に仮想の発電所を設置し、1 つ上

流の合流点および分岐点との高低差を発電所の落差、その区間での最小流量を使用可能水量とし、

そのうち、設備容量が 1,000～30,000ｋＷまでのものを抽出して算出します。 

東松山市の中小水力発電の賦存量は、条件を満たす地点が抽出されていないため 0 となりま

す。 

 

２）利用可能量 

東松山市の中小水力発電の利用可能量は、賦存量が 0 のため、利用可能量も 0 となります。 
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（６）地熱 

１）賦存量 

地熱発電の賦存量は、「平成 22 年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書（環

境省）」の手法による、120℃以上の熱源を抽出して算出します。 

東松山市の地熱の賦存量は、条件を満たす地域が抽出されていないため 0 となります。 

 

２）利用可能量 

東松山市の地熱の利用可能量は、賦存量が 0 のため、利用可能量も 0 となります。 

 

（７）廃棄物エネルギー 

１）賦存量 

廃棄物エネルギーの賦存量は、清掃工場の年間焼却処理量とごみの低位発熱量を用いて算出し

ます。 

 

【廃棄物エネルギー賦存量算定式】 

賦存量[GJ/年]＝年間焼却処理量[t/年]×ごみ低位発熱量[GJ/t] 

         ・年間焼却処理量：25,893t/年 （統計ひがしまつやま平成 22 年度版） 

         ・ごみ低位発熱量：2,000kcal/t （NEDO 新エネルギー関連データ集） 

 

東松山市の廃棄物エネルギーの賦存量は、217ＴＪ/年となります。 

 

２）利用可能量 

廃棄物エネルギーの利用可能量は、余剰蒸気と排ガスによる排熱量とします。 

 

【廃棄物エネルギー（余剰蒸気）利用可能量算定式】 

利用可能量[GJ/年]＝賦存量[GJ/年]×外部利用可能蒸気量率[％] 

         ・外部利用可能蒸気量率：74％ 

（再生可能エネルギー（クリーンエネルギー）地域活用推進事業 

調査業務報告書（埻玉県 平成 23 年 3 月）） 

 

【廃棄物エネルギー（排ガス排熱）利用可能量算定式】 

利用可能量[GJ/年]＝賦存量[GJ/年]×排ガス排熱率[％]×排ガス熱交換率[％] 

         ・排ガス排熱率：22％ 

・排ガス熱交換率：17％ 

（再生可能エネルギー（クリーンエネルギー）地域活用推進事業 

調査業務報告書（埻玉県 平成 23 年 3 月）） 

 

東松山市の廃棄物エネルギーの利用可能量は、余剰蒸気の排熱量は 160ＴＪ/年、排ガスの排

熱量は 8ＴＪ/年となります。 

 



21 

（８）下水エネルギー 

１）賦存量 

下水エネルギーの賦存量は、下水処理場の年間処理水量と利用温度差を用いて算出します。 

 

【下水エネルギー賦存量算定式】 

賦存量[MJ/年]＝年間処理水量[㎥/年]×比重[t/㎥]×定圧比熱[MJ/t℃]×利用温度差[℃] 

         ・年間処理水量：18,419 ㎥/年 （一般廃棄物処理実態調査平成 21 年度） 

         ・比重：1t/㎥ 

         ・定圧比熱：4.186MJ/t℃ 

         ・利用温度差：5℃ 

 

東松山市の下水エネルギーの賦存量は、386ＧＪ/年となります。 

 

２）利用可能量 

下水エネルギーの利用可能量は、利用可能水量率とします。 

 

【下水エネルギー利用可能量算定式】 

利用可能量[GJ/年]＝賦存量[GJ/年]×利用可能水量率[％] 

         ・利用可能水量率：66％ 

（平成 19 年度未利用エネルギー面的活用熱供給適地促進調査等事業 

報告書（経済産業省）） 

 

東松山市の下水エネルギーの利用可能量は、254ＧＪ/年となります。 

 

（９）バイオマスエネルギー 

１）賦存量 

バイオマスエネルギーの賦存量は、「バイオマス賦存量・利用可能量の推計（ＮＥＤＯ）」の値

とします。 

  

図 3-14 バイオマスエネルギーの賦存量 
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東松山市のバイオマスエネルギーの賦存量は、熱量換算で 188,389ＧＪ/年となり、稲作残渣・

稲わらが 20％、建築廃材が 18％、家庭系厨芥類が 16％を占めます。 

 

２）利用可能量 

バイオマスエネルギーの利用可能量は、「バイオマス賦存量・利用可能量の推計（ＮＥＤＯ）」

の値とします。 

  

図 3-15 バイオマスエネルギーの利用可能量 

 

東松山市のバイオマスエネルギーの利用可能量は、熱量換算で 92,407ＧＪ/年となり、家庭系

厨芥類が 32％、ススキが 23％、建築廃材が 16％を占めます。 

 

（10）その他の再生可能・未利用エネルギー 

上記の再生可能・未利用エネルギー以外に、現状のコストでは事業性が期待できる導入箇所を

見出すことが難しいものの、技術的には利用することが可能なエネルギーとしては、以下のよう

なエネルギーがあります。 

・マイクロ水力発電 

・小型風力発電 

・地中熱利用 

 

（11）段階別の再生可能エネルギー利用可能量 

推計した再生可能エネルギーについて、現状の導入量と段階別の利用可能量を以下に示します。 

現状の導入量は、太陽エネルギー（発電）のうち、戸建住宅の設置数は埻玉県の普及率（2.9％）、

業務施設の設置数は公共施設の導入数（203ｋＷ）とし、太陽エネルギー（熱利用）の戸建住宅

の設置数は全国の普及率（1.0％）を用い、その他の再生可能エネルギーは現状では利用してい

ないものとしています。 

また、利用可能量は、導入の割合を 3 段階（ケース①～③）に設定して示します。太陽エネ

ルギー（発電）は導入率を 10％、25％、50％の 3 段階、メガソーラー事業は事業数を 1、3、

10 箇所の 3 段階、太陽エネルギー（熱利用）は導入率を 5％、10％、20％の 3 段階、バイオマ
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スエネルギーは導入率を 10％、25％、50％の 3 段階とし、廃棄物エネルギー、下水エネルギー

は、利用する事業の実施の有無をケース①は無、ケース②、③は有の 3 段階として設定してい

ます。 

 

表 3-13 段階別の再生可能エネルギー利用可能量（ＴＪ/年） 

 現状 ケース① ケース② ケース③ 

太陽エネルギー（発電） 住宅 24.0 126.5 316.2 632.4 

業務 2.0 16.8 41.9 83.9 

メガソーラー 0.0 9.8 29.4 98.0 

太陽エネルギー（熱利用） 住宅 8.4 42.0 83.9 167.8 

廃棄物エネルギー 余剰蒸気 0.0 0.0 160.0 160.0 

排ガス排熱量 0.0 0.0 8.0 8.0 

下水エネルギー 0.0 0.0 0.3 0.3 

バイオマスエネルギー 0.0 9.2 23.0 46.0 

合計 34.4 204.2 662.8 1,196.5 

再生可能エネルギー導入率 0.5% 2.9% 9.3% 16.9% 

 

 

７．再生可能エネルギーの利用状況 

東松山市の公共施設における太陽光発電システムの設置状況を以下に示します。平成 24 年 12

月現在、6 施設、計 203ｋＷ設置しています。 

 

施設名称 設置年度 設備規模 

单中学校 H13 10kW 

子育て支援センター ソーレ H16 3kW 

松山第一小学校 H17 160kW 

新明小学校 H18 10kW 

高坂小学校 H22 10kW 

唐子市民活動センター H23 10kW 

 

また、「東松山市住宅用太陽光発電設備設置補助金制度」の補助実績では、平成 24 年 10 月交付

分までで、市内の住宅に 457 件、計 1,882ｋＷ設置しています。 

 

施設名称 設置件数 累計 

平成 23 年度 262 1,065.69kW 

平成 24 年度（10 月交付分まで） 195 816.46kW 
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東松山市エコタウンプロジェクト基本計画 
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４章 東松山市エコタウンプロジェクト基本計画 

１．東松山市エコタウンの基本的な考え方 

（１）東松山市エコタウンの基本姿勢 

東松山市エコタウンの実現に向けて、以下のような基本姿勢を掲げます。 

 

「つながろう東松島&東松山～東日本大震災の被災地から学ぶ～」 

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県東松島市は政府の環境未来都市にも指定され、被災

地復興のモデルとして環境と防災を重視した先進的なまちづくりが展開されています。本市は東

松島市と「災害相互応援に関する協定」を締結し、災害時はもちろん、日常的な交流を深める活

動を行っています。こうした交流を通じて、東松島市の環境にやさしくかつ災害に強いまちづく

りを学びつつ、本市としての取組を進めます。 

 

「きわめよう産学連携&東松山～地元企業×大学の知見を活かしきる～」 

本市には多くの大学や企業が集積し、地域にとっての大きな財産となっています。今後はより

積極的に大学や企業が有する新たな知見を具体的な社会へ展開していくためのフィールドとし

て活用しつつ、市民と企業、大学、行政がチーム東松山として一体的に推進していくモデルを構

築します。 

 

「楽しもう比企地域&東松山～比企地域でグリーンツーリズム～」 

東松山市及び比企地域は豊かな自然環境に恵まれており、スリーデーマーチなど全国各地から

多くの人々が訪れる地域でもあります。この「自然」、「ウォーキング」といった地域特有の環境

資源を「観光」「レジャー」で融合させるとともに、楽しみながらエコの取組が体験でき、何度

も訪れたくなるような魅力ある地域を目指し、比企地域全体での活性化を図ります。 

 

（２）東松山市エコタウンの目標 

東松山市エコタウンは、「第 2 次東松山市環境基本計画」に掲げられた基本理念、『自然と人が

支えあう「いのち」輝く笑顔つながるまちづくり』の実現の延長として、 

「地域の自然と人材を活かし、地域で循環する自立型エコタウン」を目標とします。 

 

（３）東松山市エコタウンの 5つの基本方針 

東松山市エコタウンの目標の実現に向けて、以下の 5 つの取組方針を掲げます。 

 

○様々な地域のエネルギー資源を使いこなす 

本市におけるエコタウンの実現に向けては、必要なエネルギーを出来るだけ地域で生み出し、

地域で活用することが重要であることから、地域に賦存するエネルギー資源の積極的な活用を第

一に考えます。 

 

○あらゆる機会を捉えて、地域のエコ化に取り組む 

エコタウンの形成に向けたプロジェクトは、ハード、ソフトの取組を問わず、あらゆる機会を

捉えて地域のエコ化を実践します。 
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○地域の担い手を育成する 

エコタウンプロジェクトはエネルギーに関するシステムの開発や設置、運営等の業務を地域で

取り組む必要があるため、これらの担い手を地域の中で育て、持続的に展開できる仕組みを構築

します。 

 

○コミュニティの強化と市民の意識・行動の変革を図る 

エコタウンプロジェクトには、市民、事業者の为体的な参画が不可欠であることから、自治会、

商店街をはじめとする各種コミュニティを通じた積極的な働きかけを行い、環境意識の醸成や行

動の変革を促すとともに、地域が一丸となって取り組めるような体制づくり及びネットワーク化

を支援します。 

 

○公共による率先的な展開を図る 

エコタウンプロジェクトを全市的に幅広く展開していくために、まずは行政機関が率先して多

くのモデル事業を実践することで、先導的役割を果たしていきます。 

 

 

（４）東松山市エコタウンプロジェクトのエネルギー利用のあり方 

エコタウンとはエコ（環境）に配慮したまちづくりが行われて出来あがる“まち”です。エコへ

の配慮には自然環境など様々な領域がありますが、今回のエコタウンプロジェクト基本計画では、

エネルギー利用やＣＯ2排出量削減に関することを中心に、どのような配慮をまちづくりの中で行

っていけば良いのかについて検証します。 

エネルギー利用やＣＯ2排出量削減を進めるにあたって、配慮すべきエネルギー利用のあり方は、

以下の優先順位に基づき対策を進めていく必要があります。 

①エネルギー利用を尐なくする 

②自らエネルギーを創る 

③エネルギーを融通することや貯めることでエネルギーを効率的に利用する 

すなわち、エネルギー需要の抑制（省エネ）、自然エネルギーによる発電（創エネ）、エネルギー

を上手にコントロールし効率的に利用する（調エネ）が融合することが必要です。 
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（５）東松山市エコタウンの将来像 

東松山市エコタウンの目標及び5つの取組方針から導き出される10年後の将来像を提示します。 

～エコタウンの将来像～ 

市民や事業者、行政の協働によってエネルギーの利用を出来るだけ抑える行動が省エネルギーシ

ステムの導入と合わせて実践されているとともに、太陽や河川、バイオマスといった地域に存在す

る多様な資源を最大限使う創エネルギーシステムが作り上げられています。 

これらのエネルギーシステムは個別の建物における太陽光発電、太陽熱利用の他、大規模なメガ

ソーラーや小水力発電など地域のインフラとしても整備されています。さらに、個々の建物にはエ

ネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ・ＢＥＭＳ）が導入され、エネルギーの見える化とそれ

に伴う環境配慮行動が普及しています。 

また、公共交通のＥＶ化とともに、自家用車のＥＶ化が進み、自転車道のネットワークも整備さ

れています。 

市内の公共施設では太陽光発電やバイオマス利用、コジェネレーションシステム導入などあらゆ

るエコ対策が行われ、エネルギーの安定的な確保が図られ、地域の安全安心拠点としての機能が向

上しています。 

そして、地域内で資金が循環する経済のグリーン化が達成され、商業、工業、農業の各分野にお

いてもエコの取組が地域の为体によって持続的に運営され、地域経済の発展に大きく貢献していま

す。 

 

 

図 4-1 東松山市エコタウン将来イメージ 
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東松山エコタウンが実現した 10 年後の東松山市は、省エネに関連するエコタウンプロジェクト

の実施による約 1,000ＴＪのエネルギー削減、再生可能・未利用エネルギーの活用に関するエコタ

ウンプロジェクトの実施による約 1,300ＴＪのエネルギー供給が期待できます。これは、現状の東

松山市のエネルギー消費量（約 7,100ＴＪ）の約 32％の削減に相当します。 

 

表 4-1 東松山市の将来のエネルギー消費量と削減率（TJ/年） 

 
現状 

将来 

省エネ関連 創エネ関連  

エネルギー消費量 7,091 ― ― 4,794 

削減量/供給量 ― 1,000 1,294 ― 

削減率 ― 14.1% 18.2%（21.2%） 32.4% 

注 1）省エネ関連の取組としては、産業部門はエコファクトリー化（エネルギー削減率 3％）が

市内事業者のうち 30％、民生家庭部門ではスマートハウス化（エネルギー削減率 40％）が住

宅のうち 30％、民生業務部門ではエコ化（エネルギー削減率 20％）が事業所のうち 30％、

運輸部門ではＥＶ普及及びモーダルシフトにより 30％のエネルギー削減が実現するものとし

て試算 

注 2）創エネ関連の取組としては、太陽エネルギー（発電）は戸建住宅（戸当たり 3.5ｋＷ）で

50％、集合住宅（棟当たり 10ｋＷ）で 50％、業務（棟当たり 10ｋＷ）で 50％、メガソーラ

ー事業が 20ＭＷ、太陽エネルギー（熱利用）は戸建住宅（戸当たり 4㎡）で 20％、廃棄物及

び下水エネルギーは利用可能量分の活用、バイオマスエネルギーは利用可能量分の 50％の導

入が実現するものとして試算 

注 3）創エネ関連の削減率のうち、18.2％は現状のエネルギー消費量に対する割合、21.2％は省

エネの削減量を含めたエネルギー消費量に対する割合 

注 4）10年後のエネルギー消費量は、経済成長率、世帯数の増加等は考慮しない。 
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２．東松山市エコタウンプロジェクトにおける取組の検討 

東松山市エコタウンは、様々な地域資源があらゆる機会を捉えて活用されることで実現します。 

そこで、様々な機会における取組を検討するため、特性や求められる内容が異なる以下の７つテ

ーマごとに個別目標や取組の方向性、事業メニュー等を整理します。 

○7つのテーマ 

商業 住宅 工業 農業 新規産業 公共施設 横断的取組 

 

（１）商業 

①目標 

②基本的な考え方 

『エコ』に配慮した取組の推進により商店街の活性化を図るため、街路灯へのＬＥＤの導入等

により歩行空間を整備し、商店街の回遊性を向上させるとともに、店先空間や空き店舗等を活用

した寄り合い空間の形成やチャレンジショップの展開を進め、賑わいを創出します。 

さらに、あらゆる機会を捉えて地域のエコ化に取り組むという取組方針のもと、リニューアル

や新設期を活用し、創エネ・省エネ設備を取り入れ、『環境負荷の尐ないまち＝エコタウン』の

商店街モデルを形成します。 

 

③取組の方向性 

○商店街の回遊性向上と寄り合い空間形成 

駅から商店街までのアクセス道において、街路灯のＬＥＤ化などのエコに特化した取組をもと

に、安全で快適な歩行空間を整備し、商店街のＣＯ₂削減や経費削減につなげるとともに、市民

や来街者の移動を徒歩に転換します。また、経費削減分でナイトウォーク等のエコと健康を兹ね

たイベントを開催します。 

さらに、歩行空間の整備と併せて、店先空間や広場、空き店舗等を活用した寄り合い空間をエ

コの取組を取り入れて整備し、商店街の利用が多い高齢者が留まれる場所として利用します。 

このような地域住民が気軽に集える空間づくりを行うことによって、商店街の回遊性を向上さ

せ、健康増進や交流の場の確保を図るとともに、商店街から市役所までのトランジットモール化

を検討し、エコに係る様々な取組みのショーケースとして位置づけます。 

○商店街空き店舗等を活用したチャレンジショップ展開 

商店街の空き店舗等を活用し、地場農産物等を販売するチャレンジショップを展開することで、

市民による日常的な利用をはじめ、市外から訪れる方の観光スポットとしての利用も促進します。 

さらに、エコに係る取組を広く周知する店舗も設置し、エコ関連商品の紹介・販売や市内のエ

コ関連業者の紹介・相談する場所としても位置付けるとともに、健康を意識した食を提供するカ

フェ機能も持たせ、様々な情報を発信します。 

 

目標 エコと健康による中心市街地の再生 

市の玄関口である東松山駅前広場や周辺商店街を軸として、『エコ』に配慮した取組を推進し、商店街の活性

化とエコタウンのショールーム（エリア）を構築します。 
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○リニューアルや新設期を捉えた商店街エコ化モデルの整備 

各店舗での省エネ診断を実施し、エネルギーの削減から効果的なシステム導入について助言を

行います。また、商店街の店舗のリニューアルや新設期を捉え、高効率機器や太陽光発電システ

ムといった再生可能エネルギーを導入するとともに、各建物におけるエネルギー利用状況を管理

し、効率的なエネルギー利用を促進することで、ＣＯ2排出量を削減します。他にも、店舗建物

のエコ化や太陽光発電を活用した電力エネルギーの一部を地産地消する等の取組や、店舗での省

エネ度合いを競う“エコランキング”等のイベントを実施し、市民をはじめ来訪者に対してエコ

の取組の見える化を図ります。 

東松山駅前においては、エコタウンプロジェクトを象徴する商業施設を誘致し、エネルギーゼ

ロを目指したトップランナーのビルとして、様々なエコに係る取組を集約することとあわせ、東

松山市のエコタウンに関する取組を、地域住民のみならず広く県内外にも周知します。 

 

 

④事業メニュー一覧 

取組の方向性 事業メニュー 

商店街の回遊性向上と 

寄り合い空間形成 

街路灯の LED化 

イベントの定期開催 

駅前商店街道路の歩行者専用化 

寄り合い空間の整備 

商店街空き店舗等を活用した 

チャレンジショップ展開 

エコと健康を発信するショップ 

空き店舗を活用した地場農産物販売 

リニューアルや新設期を捉えた 

商店街エコ化モデルの整備 

省エネ診断・相談会の実施 

商店街 HEMS設置 

駅ステーションビル及び駅前ロータリー等への太陽光パネルの

設置 

エコタウンビルの誘致 

省エネ設備の集団導入 
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（２）住宅 

①目標 

②基本的な考え方 

戸建及び集合住宅における電力の自給自足を目指し、太陽光発電システム等の創エネ設備及び

高効率給湯器等の省エネ設備の導入や省エネ改修を促進するとともに、ホームエネルギーマネジ

メンシステム（ＨＥＭＳ）の導入を支援し、家庭で使用する電力の自活を目指します。 

さらに、それらの住宅をネットワーク化し、住宅間のエネルギー融通を可能にすることで、街

区全体でのより効率的なエネルギー利用と電力の自給自足を図り、モデルとして市内外へアピー

ルします。 

 

③取組の方向性 

○スマートハウスの形成 

住宅の屋根をはじめ、その他設置可能な場所に、太陽光発電設備の設置を積極的に進めるため、

設置補助等の実施に加え、市商工会との連携により地域密着型の導入支援制度を構築します。 

また、個別の住宅において、省エネ診断や省エネ講習会による意識啓発を図るとともに、ＨＥ

ＭＳや省エネ機器の導入を促進し、住宅における消費電力の削減を進めます。 

蓄電池の普及も併せて図り、創エネ・省エネ・蓄エネにより、既存住宅の電力自活化、スマー

トハウス化を実現することで、エネルギー等の利用に関する安心安全性と、住環境における快適

性の向上を図ります。 

○災害に強い住宅街の形成とコミュニティの強化 

スマートハウス化の取組を地域で展開し、ネットワーク化することで、エネルギーネットワー

クが構築され、災害等有事の際のエネルギーの確保が可能となります。 

併せてエネルギーを共同利用することにより、地域のコミュニティの強化を図るとともに、こ

うしたネットワークを活用し、エネルギーだけではなく地域情報の共有や高齢者の見守り等、

様々な情報を集約することで、有事の協力体制や見守り活動等の地域コミュニティ活動の活発化

へとつなげます。 

 

④事業メニュー一覧 

方向性 事業メニュー 

スマートハウスの形成 太陽光発電システムの導入促進 

省エネ診断・相談会の実施 

ＨＥＭＳ導入による電力の見える化 

企業提案を基にしたスマートハウス化の検討、事業化 

省エネ改修の推進 

太陽熱の高度利用 

災害に強い住宅街区（市街地）の形成と 

コミュニティの強化 

ＨＥＭＳネットワークの活用 

スマートグリッド化 

住宅地のタウンマネジメント 

目標 既成市街地における電力自活街区の実現 

既成市街地において、電力自活街区をモデル的に形成し、今後の東松山市における住宅スタンダードとして位

置づけます。 
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（３）工業 

①目標 

②基本的な考え方 

省エネ診断等の実施により既存の企業の個々のエコ化を推進するとともに、意識の高い企業を

積極的に誘致することで、市内企業の創エネ・省エネの取組を進めます。 

さらに、これらの企業の情報共有やエネルギー融通を進め、ネットワーク化し、エコファクト

リー群を形成します。エコ化に向けた企業の相談窓口やコーディネート等の役割を担う「工場コ

ンシェルジュ」の創設を目指します。 

 

③取組の方向性 

○エコファクトリー形成による企業メリットの向上 

既存企業に対する省エネ診断の実施により現状のエネルギー利用状況及び排出状況を把握し

た上で、効果的な省エネルギー対策の推進を図ります。 

こうした取組を市域全体の企業で展開することで『エコに特化したクリーンな企業（工場）』

のイメージ付けの推進と、省エネ対策を実施することによるランニングコストの削減等のメリッ

トを生み出します。 

また、こうした環境に配慮した企業を積極的に誘致し、これらが集積するエコファクトリー構

想を実現します。 

○エコファクトリーの組織化による対策の確実な実施 

創エネ・省エネに取り組む企業間の情報共有を進めるとともに、企業のエネルギー需要を踏ま

えたエネルギー融通やコジェネレーションの導入や企業が共同して取り組む通勤車両のエコ化

を支援し、確実な対策の実施を図ります。 

また、こうした取組をコーディネートする組織体（支援組織）を構築し、各企業の情報収集や

企業間での情報共有を促す役割を担い、円滑な取組を推進します。 

支援組織では、省エネ対策の実施や再生可能エネルギーの導入など、環境に関する相談等にワ

ンストップで対応し、企業の取組を支援します。工場コンシェルジュは、地域に居住するエネル

ギー使用に関する実務経験を有する企業ＯＢ等人材の登用など、地域の人材を活用していくこと

を想定します。 

 

④事業メニュー一覧 

方向性 事業メニュー 

エコファクトリー形成による企業メリットの向上 省エネ診断・相談会の実施 

企業単位での取組 

エコ意識の高い企業の積極的誘致の実施 

エコファクトリーの組織化による確実な対策の実施 企業間 EMS（融通、コジェネレーション）の導入 

通勤車両のエコ化 

コーディネート機構の構築 

工場コンシェルジュの創設 

目標 スポットから線・面へと拡大するエコファクトリー群の形成 

環境配慮企業のネットワーク化を図り、エコファクトリー群の形成とエネルギーの有効活用(効率的利用)を推進

します。 
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（４）農業 

①目標 

②基本的な考え方 

ＩＣＴ（情報通信技術）や省エネ技術、再生可能エネルギーの活用により農業施設の高度化と

農作業の負担軽減を図るエコファームを形成します。 

日帰り観光型の農業体験等を通じ、農業への関心を高めつつ、有機農法等の特色ある生産方法

により地場農産物をブランド化します。さらには、地元商店街や飲食店等と連携し、新しい地域

のグルメづくり等を進め、地場農産物の魅力向上と農業活性化を図ります。 

 

③取組の方向性 

○エコの取組を契機とした農業の高度化 

農家において省エネ診断を実施し、現状のエネルギー状況や消費量を把握した上で、エネルギ

ーの効率化や機器更新の提案を行います。また、ビニールハウス等の農業施設に対し、太陽光パ

ネルの設置や木質ボイラー等の再生可能エネルギーを活用したエネルギー供給システムを導入

する「エコファームモデル事業」を実施し、農業を通じたエネルギーの地産地消モデルを市内を

はじめ全国にアピールします。 

さらに、自動給水システムや管理・監視等のカメラ等のＩＣＴ技術等も導入、活用することで、

農業施設の高度化を図り、高齢者が容易に農作業を行える仕組づくりも検討します。 

○「農に触れる」体験を通じた関心の醸成 

都市部からのアクセスの良さを踏まえた「日帰り体験農業」推進のための施設整備を、市内大

学等との連携により実現します。また、「川のまるごと再生プロジェクト」により、里山・里川

等の地域資源を活用した体験農業や環境学習を展開するなど、「農に触れる」体験を通じて農業

への理解と関心を高めてもらいます。 

○地場産農産物のブランド化の推進 

生産される農産物についても、有機農法を積極的に取り入れ、差別化を図るなど、地域の特色

や安全性をＰＲし、東松山ブランドとして発信します。また、地元の商店街や飲食店、農産物直

売所等とも連携し、地域ブランド農産物を活用したメニューやオリジナルレシピの開発等を進め、

新しい地産地消のモデルを構築し、フードマイレージの削減やトレーサビリティの確保を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

目標 地域の財産を活用した農業の活性化 

地域の財産である豊かな自然環境や農産業の魅力を市内を始め全国に発信するため、これまでの農業にエコ

の視点を取り入れたエコファームを形成し、農と食を取り入れた観光スタイルの確立や農産物のブランド化を図

ります。 
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④事業メニュー一覧 

方向性 事業メニュー 

エコの取組を契機とした農業の高度化 省エネ診断・相談会の実施 

ビニールハウス等へのバイオマスボイラーの導入 

「農に触れる」体験を通じた関心の醸成 空き店舗を活用した地場産農産物販売（地産地消の推進） 

体験農業の推進 

「川のまるごと再生プロジェクト」と連携した農業と観光との融合 

地場産農産物のブランド化の推進 有機農法の推奨 

地産地消モデルの構築 
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（５）新規産業 

①目標 

②基本的な考え方 

固定価格買取制度の施行を踏まえて、太陽光など地域の再生可能エネルギーを活用した発電事

業を民間企業と連携して実施し、地域内で資金が循環するシステムを構築します。また、地元企

業や市民が为体となった再生可能エネルギーの活用や省エネ等に係る事業の実施を通じて、経済

のグリーン化と地域内循環型経済の推進を図ります。 

 

③取組の方向性 

○再生可能エネルギー発電の事業化推進 

日射量の多さを活かしたメガソーラー事業の積極的な事業化やバイオマスの利活用事業の研

究などを地元民間企業や市外の民間企業と連携しながら推進します。メガソーラーの設置場所に

ついては、発電や景観等も含めた諸条件を踏まえ、地域内の遊休地を有効活用します。 

○地域資源を活用したグリーン産業1の形成 

市民ファンドを活用した地域の資金を原資とした再生可能・未利用エネルギー事業の実施や太

陽光発電や省エネ設備の設置、省エネリフォーム等の省エネルギー・創エネルギー事業に地元施

工方式を採用することで、地域のグリーン産業が形成され、自立型の循環型経済を構築します。 

 

④事業メニュー一覧 

方向性 事業メニュー 

再生可能エネルギー事業の事業化推進 民間企業によるメガソーラーの設置 

バイオマスの積極的活用 

地域資源を活用したグリーン産業の形成 経済のグリーン化実践のためのスキームの構築支援 

太陽光発電システムの導入促進による新たな産業の育成 

 

                                                   
1 再生可能エネルギーや未利用エネルギー等の地球環境に配慮したエネルギーを活用した産業 

目標 地域資源を活用した新たな地場産業の育成 

再生可能エネルギーを活用した民間主導型のリーディングプロジェクトを実施し、地域経済の成長や雇用の確

保に結びつく新規の地場産業として育成・発展させます。 
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（６）公共施設 

①目標 

②基本的な考え方 

市全域でのエコタウン化に向けた第一歩として、改修・改築、設備更新時に合わせた創エネの

導入、省エネ対策を実践し、公共施設においては、その取組を積極的にＰＲします。併せて安心

安全の防災拠点として機能強化を図ります。 

 

③取組の方向性 

○公共施設での率先的な実践 

公共施設においては長期修繕計画に基づく改修に合わせて順次建物省エネ性能の向上（断熱性

向上やパッシブ技術の採用）を図るとともに、太陽光パネル等の再生可能エネルギーを積極的に

導入します。また、コジェネレーションシステムの導入など、自立分散型電源を導入し、エネル

ギーの自立化を進めます。さらには、ＢＥＭＳの導入などエネルギーマネジメントシステムを組

み込むとともに、それらをＩＣＴでつなぐことによって、複数の建物間のエネルギーマネジメン

トを行い、より効率的なエネルギー利用を実現します。 

○公共施設を活用したエコに係る取組のショーケース化 

公共施設が集積しているエリアにおいては、エリア全体でエコ化の検討を行い、エネルギー融

通やエネルギーマネジメントを実現します。さらに、「エコ」に関する取組を積極的にＰＲする

ため、県内外からの来訪者が多い県営こども動物自然公園を地域ショーケース化やエコ学習拠点

として位置づけ、新たなエコ改修や新たな展示施設の整備を行います。 

○災害時の安全性も確保したコミュニティ拠点の形成 

公共施設のエコ化や改修に伴う耐震化を図ることよって、エネルギーの安定供給が可能になり

ます。また、施設のエネルギー設備の紹介や災害時の避難場所・方法を市民に紹介するなど防災・

環境教育に施設を活用し、防災・環境に対する意識の向上と災害時のコミュニティ拠点としての

明確な意識づけを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 公共施設を活用したエコタウンのショーケース化 

東松山市エコタウンプロジェクトを象徴する取組として、省エネトップランナー最新型機器の導入やエネルギー

融通等、公共施設のエコ化を推進し、ショーケース化を図ります。 
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④事業メニュー一覧 

方向性 対象施設・エリア 事業メニュー 

公共施設の率先的な実践 東松山市役所 大規模改修に合わせた市庁舎のエコ化 

東松山市役所、 

公共施設 

ＢＥＭＳの導入 

県営こども動物自然公園 動物舎等のエコ化 

街路灯 公共施設等における街路灯のＬＥＤ化 

公共施設 公共施設への太陽光発電システムの導入 

公共施設を活用したエコに係

る取組のショーケース化 

東松山市役所 エコに係る取組のＰＲ 

県営こども動物自然公園 エコに係る取組のＰＲ 

新エコ展示施設の整備 

総合福祉エリア周辺 総合福祉エリアと市民病院におけるエコ化と 

エネルギー融通 

県道大谷材木町線 県道大谷材木町線のエコ化 

災害時の安全性も確保した 

コミュニティ拠点の形成 

東松山市役所、 

公共施設 

防災コミュニティ拠点としての機能の向上 



39 

（７）横断的取組 

①目標 

②基本的な考え方 

日常交通手段としての自転車利用の促進、電気自動車・超小型車の充電設備も合わせた普及及

び公共交通車両への電気自動車の導入を通じて、市内交通のグリーン化の促進を図ります。省エ

ネ、創エネ、さらには健康づくりのインセンティブとなるエコ・ウォーキングポイントをつくり、

市民行動のグリーン化も図ります。 

地元企業や市民によるエコタウンプロジェクトの実践を支援し、エコタウンのドライビングフ

ォースとなる公民連携の組織をつくります。 

 

③取組の方向性 

○交通におけるグリーン化の推進 

東松山市全域でのエコタウン化の推進の一つとして、市内交通におけるグリーン化を目指しま

す。 

日常の移動でのエコ化のため、歩いて快適な商店街づくり、レンタサイクル整備及び電動アシ

スト付き自転車の導入など、短距離移動における自転車利用を促進します。また、電気自動車、

超小型車購入の補助制度の創設をはじめ、カーシェアリングや街中充電設備の設置の推進により、

利用者の快適なＥＶ利用の促進を図るとともに、市域全体でのＥＶ普及率の向上を目指します。 

さらに、公共交通車両においても電気自動車を導入します。バスやタクシー等の太陽光発電に

よるＥＶ車両化を推進し、モビリティ・マネジメントを実施することで、より快適な公共交通環

境を整備します。 

○エコ・ウォーキングポイントによる市民行動グリーン化への転換促進 

市民の省エネ・創エネ、ウォーキングの取組をポイント化し、それを地域通貨「ぼたん圓」に

交換できる仕組みを作ることで、市民のエコの取組に対するインセンティブを付与し、市民行動

のグリーン化を促進します。また、この仕組みは、ウォーキングの動機づけともなり、市民の健

康づくりにも役立つとともに、地域でお金が循環することで、地域経済の活性化も図ります。 

○エコタウンプロジェクトの全市展開を目指した支援組織の構築 

東松山市においてエコタウンを実現していくために必要な様々なプロジェクトを実践してい

くためには、様々な情報（技術情報やノウハウ等）や資金、人材、支援策が必要となってきます。

そこで、地元企業や市民の方々がエコタウンプロジェクトの実践にあたって相談や支援を受ける

ことが出来る組織を作り、きめ細かな対応を行っていきます。当面は行政为導により、組織体を

構築し、支援を実施していくことによって、経験や情報の蓄積を進めるとともに、情報発信を行

っていきます。将来的には、ワンストップサービス窓口や工場コンシェルジュの創設など、全市

展開を目指した組織体制の構築を目指します。 

 

 

目標 市内全域でのエコ化の取組を支える基盤構築 

交通手段のグリーン化、エコ・ウォーキングポイントによる市民行動のグリーン化等、エコ化の取組を支える仕組

みをつくるとともに、エコ化の取組を支援する新たな組織を設立し、市内全域への展開を図ります。 
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④事業メニュー一覧 

方向性 事業メニュー 

交通におけるグリーン化の推進 自転車への移動手段転換による商店街交通のグリーン化推進 

電気自動車・充電設備の普及促進 

超小型モビリティの普及促進 

送迎車両のＥＶ化推進 

ＥＶを活用した公共交通への転換 

エコ・ウォーキングポイントによる市

民行動グリーン化への転換促進 

エコ・ウォーキングポイント制度 

エコタウンプロジェクトの全市展開を

目指した支援組織の構築 

エコタウンに関する情報収集、発信体制の検討 

コーディネート人材の発掘 

ワンストップサービス窓口の設置と実践 
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３．東松山市エコタウン形成戦略 

東松山市エコタウンを実現するための形成戦略を策定します。 

東松山市エコタウンの実現に向けて、 

・第 1 ステップでは、数年間で成果を出すことを目途に、行政の率先垂範によるエコタウンのイ

メージ・将来像のＰＲや、集中的に実践するエリアにおける取組の実施により、市民や企業に

対して東松山市エコタウンの目標を示します。 

・第 2 ステップでは、向こう 5年間で成果を出すことを目途に、行政支援により様々な機会にお

いて取組を実施するとともに、エコタウンの実現に向けたノウハウ等の蓄積や担い手、支援組

織づくりを行います。 

・第 3 ステップでは、向こう 5年後から 10年後にかけて、東松山市エコタウンの目指す「地域

の自然と人材を活かし、地域で循環する自立型エコタウン」の実現に向けて、市民や企業が为

体となり東松山市全域でのエコタウンプロジェクトの展開を図ります。 

の 3段階での展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 エコタウンプロジェクト展開イメージ 

 

第１ステップ：東松山市エコタウンのイメージ定着化 

○公共施設での実践を通じたエコタウンの“見せる化”（公共） 

太陽エネルギーの活用やエネルギーマネジメントシステム、蓄電池などエコタウンに向けた

様々な対策はまだ、一般的に普及している段階では無く、多くの市民や企業の目に触れる機会が

尐ないものと考えられます。 

そこで、公共施設において行政が率先的にエコタウン化に向けた様々な取組を実践していくこ

とによって、対策を多くの方々に知っていただくとともに、その効果も体感していただく機会を

作ることがエコタウンの全市的な展開に向けた第一歩として重要です。 

また、公共施設において率先的に対策を導入していくことで様々な対策の情報や実践に向けた

ノウハウを蓄積し、それらを市民や企業の方々に提供していきます。 

第 1ステップ 
（特定エリア） 

第 3ステップ（市域全体） 

第 2ステップ（様々な機会） 
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○地域指定による集中的な実践 

東松山駅や市役所、総合福祉エリアにかけての地域は公共施設がある程度集積していると共に、

商業や住宅など様々な機能が立地しています。この地域において、公共施設や商業、住宅、交通

等様々な領域の取組みについて集中的に実践を図り、東松山市で今後展開していくべき様々な領

域の対策を実証します。 

そのため、東松山駅から市役所、総合福祉エリアにわたる地域を様々な領域の対策を集中的に

導入する地域として指定し、公共施設と共に、市民や事業者を巻き込んだ展開を図ります。 

 

第 2ステップ：行政支援による東松山市エコタウンのモデルプロジェクトの展開 

○一定のまとまりを有する市街地でのまちづくりと連動した実践（商業・住宅） 

エコタウンを実現していくためには、多くの市民や企業の方々に取組を実践していただく必要

があります。そのためには上記の公共施設だけでなく、一般の建物においても集中的に対策が導

入されていることがエコタウンをアピールすることにもつながり、全市的な展開につながると考

えられます。 

そのため、商店街や市街地整備を行っている地区、ニュータウン地区等ある一定のまとまりを

持つ地区において、市民の方々を巻き込み集中的に対策の導入を目指します。 

またそのとき、商店街の活性化やニュータウンの再構築等、まちづくりの課題と連携しながら

建物の更新とともに、エコタウン化に向けた対策導入を誘導していきます。 

 

○エコを基軸としたグリーン産業の形成（産業・農業） 

エコタウンの実現に向けては地域の産業活動もよりエコに転換していくことが重要です。具体

的には、エコタウンに向けた様々な対策の導入を地域において担えるように環境装置の開発や施

工技術の蓄積を地元の企業に蓄えていくとともに、再生可能エネルギービジネスの実践による新

たな資金確保などを地元企業と連携しながら進めていきます。 

また、農業においても、エコの意識を持つ農業に転換していくことによって市域全体でエコタ

ウンを目指していくムーブメントにつながると共に、東松山市の新たな特産として農業が地域経

済にある程度寄与していくようにしていきます。 

 

○新たな企業誘致と連動したエコタウンモデルの実践（工業） 

東松山市では、交通利便性を活かしながら今後も工業団地の整備を進めていきます。新たな企

業誘致において、工場のエコモデルを企業と協議しながら進めていくことにより、エコタウンの

取組を工業においても進めていくとともに、新たな工場モデルとして企業、東松山市にとってア

ピールできる取組として展開を図ります。それにより、企業のメリットを生み出すとともに、工

業団地の価値を高めていきます。 

 

○市内全域でのエコ化の取組を支える基盤構築（横断的取組） 

  自動車やバス等の交通手段のグリーン化を進めるとともに、エコポイントとウォーキングマイ

レージを連動させたポイント制度により人々の行動転換を推進します。 

エコタウンプロジェクトを支援する新たな組織体として、地域内外を含めた民間企業の参画に
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よる公民連携の組織を構築します。 

 

第３ステップ：市民や企業主体の東松山市エコタウンの展開 

○地域の担い手による各種プロジェクトの展開 

第 2 ステップまでの各種取組の蓄積を受けて、行政だけでなく、公民連携や民間による新たな

担い手、それらを支援する組織（プロジェクトコーディネート）により市内全域でのエコタウン

化を推進していきます。 
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東松山市エコタウンプロジェクト実施計画 
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５章 東松山市エコタウンプロジェクト実施計画 

１．第１ステップで行う事業 

エコタウンプロジェクトは、できることから実施し、数年のうちに一定の成果を出すこととして

います。 

第 1ステップでは、中核的実施エリアを指定し、集中的に取り組む事業、公共施設での実践を为

体に、数年のうちに成果を出すことを目標に事業を展開します。 

 

（１）地域指定による集中的な実践 

東松山市エコタウン形成戦略に示したように、エコタウンに関する事業を市内全域で展開してい

くためには、多くの人々にその取組を理解してもらい、エコタウンのイメージを持ってもらうこと

が重要です。そのためには、集中的に事業を進め、エコタウンの事業が集積している地域を作って

いくことがポイントとなります。 

そこで、東松山駅からぼたん通り、市役所、総合福祉エリア、市民病院にわたる地域を、集中的

に事業を実践していく地域として位置付け、今後展開していきたい様々な領域の事業を実践します。 

この地域で展開していくものは、東松山市エコタウンを実現する事業の一部ですが、まずはこの

地域において集中的に取り組むことにより、様々なノウハウが蓄積されるとともに、多くの人の目

に触れ、そこから、市内全域へ展開していくことにつながると考えます。 

 

■指定地域実施事業全体図 

 

図 5-1 指定地域実施事業イメージ 

指定地域 

電力自活住宅街区創出事業 

東松山駅周辺 

創エネ省エネ事業 

総合福祉エリア周辺の 

地域 EMS事業 

東松山駅前広場（エコタウンビル誘致） 

東松山市役所エコ改修 

メガソーラー誘致 
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■指定地域における取組事業一覧 

事業名 事業メニュー 

東松山駅周辺創エネ省エネ事業 街路灯 LED化 

イベントの定期開催 

駅前商店街道路の歩行者専用化 

エコと健康を発信するショップ 

空き店舗を活用した地場農産物販売 

駅ステーションビル及び駅前ロータリー等への太陽光パネルの設置 

商店街の省エネ診断・相談会の実施 

商店街への HEMS設置 

東松山駅前広場 エコタウンビルの誘致 

東松山市役所エコ改修 大規模改修に合わせた市庁舎のエコ化 

BEMSの導入 

エコに係る取組の PR 

総合福祉エリア周辺の地域 EMS

事業 

総合福祉エリアと市民病院のエコ改修 

BEMSの導入 

総合福祉エリアと市民病院における熱融通検討 

電力自活住宅街区創出事業 太陽光発電システムの導入促進 

省エネ診断・相談会の実施 

ＨＥＭＳ機器導入による電力の見える化 

企業提案を基にした既存住宅スマートハウスの検討、事業化 

省エネ改修の推進 

メガソーラーの誘致 民間主体のメガソーラーの事業化支援 
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■各事業の概要及びスケジュール 

事業名 東松山駅周辺創エネ省エネ事業 

事業 

概要 

東松山駅前周辺をはじめ中心市街地商店街の全街路灯をＬＥＤ化します。また、市内のウォー

キングコースを太陽光付 LED街路灯等でライトアップするまちなかウォーキングコース LED ライトア

ップ事業により夜間でも安心して歩ける街づくりをすすめます。 

街路灯の LED化等による経貹削減分で、エコと健康を兼ねたイベントを定期的に開催します。ま

た、商店街道路を歩行者専用化する「エコ天」を試験的に実施します。 

省エネ診断を商店街空間で展開し、エコに関する普及啓発を図るとともに、商店街への HEMS

や省エネ設備の導入を進め、HEMSを活用した情報ネットワークの構築、活用を検討します。 

東松山駅のステーションビルや広場に太陽光パネル等の創エネ設備を導入し、その売電収入を

商店街活性化策の原資とします。 

商店街の空き店舗を利活用したエコ関連商品紹介ショップやチャレンジショップ等、エコや健康

を意識した店舗の誘致を図るとともに、地場農産物販売所として開設し、地産地消を推進し、フード

マイレージの削減を図ります。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

 

街路灯の LED化 

 

省エネ診断の実施 

 

まちなかウォーキングコース

を LED照明でライトアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街省エネ改修 

 

商店街 HEMS設置 

 

駅ステーションビル等への太

陽光パネルの設置 

 

空き店舗を活用した地場農

産物販売 

 

エコと健康を発信するショッ

プの整備 

 

商店街でのイベント定期開

催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMS を活用した情報ネット

ワークの構築・活用の検討 

 

「エコ天」の試験実施 
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事業名 東松山駅前広場エコタウンビル誘致 

事業 

概要 

 

東松山駅前において、商店街全体の電力のネットワーク化や電力需給をコントロールし、かつ

BEMS機能を備えたスマートビルを誘致します。 

エコタウンビル建設に際し、導入すべきシステム条件等について検討し、公募要領を作成し、公

募、提案審査、業者との契約を行い、平成 26年度に着工し、平成 27年度の開業を目指します。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

エコタウンビル建設に係る

公募要綱作成検討 

募集開始、コンペの実施事

業者の決定・建設に向けた

協議（打合せ等） 

エコタウンビル建設開始 

 

 

 

事業名 東松山市役所エコ改修 

事業 

概要 

市庁舎の改修に合わせ、太陽光発電設備を導入するとともに、断熱性能の向上や設備機器の

効率化による省エネルギー性能を高めた改修を実施します。また、ＢＥＭＳの導入により、エネルギ

ーの集中管理、見える化等を通じて省エネルギーを図ります。 

エコに係る取組の PR活動として改修の内容や取組紹介等を実施し、普及啓発を図ります。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

  市庁舎エコ改修の設計 

 

ＢＥＭＳの導入 

市庁舎エコ改修の実施 

 

エコに係る取組の PR 

 

事業名 総合福祉エリア周辺の地域 EMS事業 

事業 

概要 

市民病院の建て替え等に合わせ、太陽光発電設備を導入するとともに、断熱性能の向上や設

備機器の効率化を通じて、省エネルギー性能を高めた改修を実施します。また、ＢＥＭＳの導入に

より、エネルギーの集中管理、見える化等を通じて省エネルギーを図ります。 

熱需要の多い福祉施設と病院において、機器等設備更新に合わせた熱融通を検討します。総

合福祉エリアでは主に太陽熱を活用したＥＳＣＯ改修や、市民病院では主にガスコジェネを活用し

たＥＳＣＯ改修を検討し、非常時業務継続能力を高めます。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

 総合福祉エリア、市民病院

エコ改修の実施 

 

ＢＥＭＳの導入 

総合福祉エリアと市民病院

の熱融通の検討 
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事業名 電力自活住宅街区創出事業 

事業 

概要 

HEMSの導入により電力の見える化を図り、省エネ診断、相談会の実施により現状のエネルギー

利用状況等を把握することで、省エネへの普及啓発を推進します。また、企業から募集したスマー

トハウス化の提案を、住民及び事業者等との協議により事業化し、スマートハウス化に向けた改修

を実施するとともに、補助により省エネ改修を促進します。また、太陽光発電システム等の導入に

向けた普及啓発、設置補助及び屋根貸し等により導入を推進します。 

また、市内業者による安心安全な施工による設備設置・省エネ改修の仕組みづくりを進めます。 

市の川特定土地区画整理事業地内をモデル街区に設定してこれらの取組を集中的に実施し、

取組の見える化を図ります。 

HEMSを活用した情報ネットワークの構築についても検討し、実施を目指します。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

太陽光発電システムの導入

促進 

ＨＥＭＳによる電力の見える

化 

省エネ診断・相談会の実施  

省エネ改修の促進 

市内業者による安心安全な

施工の仕組の検討、実施 

 

企業提案を基にしたスマート

ハウスの検討 

 

 

 

 

 

 

 

仕組の改善、検討 

 

 

企業提案を基にしたスマート

ハウスの事業化 

ＨＥＭＳを活用した情報ネット

ワークの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＥＭＳを活用した情報ネット

ワークの構築・活用 

 

事業名 メガソーラーの誘致 

事業 

概要 

長期未利用地における民間事業者主体の地域貢献型メガソーラーの事業化を支援します。それ

以外の適地における民間事業者主体のメガソーラーの事業化も支援するとともに、地域貢献策に

ついて協議していきます。 

【行政の役割】 

・メガソーラー候補地への事業者の誘致 

・実施のための各種行政手続き等の支援 

【事業者の役割】 

・メガソーラー事業の検討、事業の実施 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

メガソーラーの誘致 

 

設置事業者との協議 

事業者によるメガソーラーの

設置、事業開始 

事業者によるメガソーラーの

運営、地域貢献事業の実施 
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（２）公共施設での実践として行う事業 

市全域でのエコタウン化に向けた第一歩として、公共施設の改修・改築、設備更新時に合わせた

創エネの導入、省エネ対策を実践し、その取組を積極的にＰＲします。 

 

 ■公共施設での実践として行う事業 

事業名 事業メニュー 

東松山市役所エコ改修（再掲） 前述のとおり 

総合福祉エリア周辺の地域 EMS

事業（再掲） 

前述のとおり 

公共施設エコ改修 公共施設への太陽光発電システム等の導入 

県 営 こ ど も 動 物 自 然 公 園

ECO-Zoo整備 

動物舎、管理事務所等のエコ化 

エコに係る取組の PR 

新エコ展示施設の整備 

LED街路灯一拢整備事業 公共施設等における街路灯の LED化 

 

■各事業の概要及びスケジュール 

事業名 公共施設エコ改修事業 

事業 

概要 

公共施設のエコ改修として、太陽光発電設備の導入を図ることを目的として、学校や市民センタ

ー等の導入可能な公共施設の洗い出しを行い、システムを設置し、公共施設への積極的なエネ

ルギー設備導入を継続的に展開します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

 導入可能な施設の検討 

公共施設への太陽光発電シ

ステムの導入 

 

 

 

事業名 県営こども動物自然公園 ECO-Zoo整備 

事業 

概要 

動物舎のエコ化や、新エコ展示施設の整備を実施します。 

また、エコへの関心を高めるため、動物園ならではのエコの取組を PR します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

動物舎等のエコ化 動物舎等のエコ化 

エコに係る取組の PR 

動物舎のエコ改修化 

エコに係る取組の PR 

新エコ展示施設の整備 

 

 

事業名 LED街路灯一拢整備事業 

事業 

概要 

公共施設及び周辺の街路灯の LED化について、その対象や方法を検討し、実施します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 

 公共施設等における街路灯

の LED化の検討 

公共施設等における街路灯

の LED化の実施 
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２．第２ステップで行う事業 

 第 2ステップでは、向こう 5年間を目途に、行政支援により様々な機会において取組を実施すると

ともに、エコタウンの実現に向けたノウハウ等の蓄積や担い手、支援組織づくりを行います。 

第 1ステップの事業のうち他の地区で実施可能なものは同時又は順次実施します。 

また、第 1ステップで実施した事業の発展的展開を目指します。 

 

■第２ステップ実施事業全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 第 2ステップ事業イメージ 

 

エコファクトリー化支援事業 

地域指定による集中的な実践の 

市内各地域への展開 

太陽熱の高度利用 

寄り合い空間の整備 

省エネ設備の集団導入 

農体験推進事業 

農産物ブランド化推進事業 

エコファーム化モデル事業 

エコ・ウォーキングポイント制度 

自転車移動普及促進事業、電気自動車等普及促進事業 

新たな支援組織（仮称東松山エコタウン推進機構）の設立 

グリーン産業形成支援事業 

防災コミュニティ拠点としての機能向上 

ＨＥＭＳネットワークの活用 

公共施設 

住宅 

商業 

新規産業 
農業 

工業 

横断的取組 



53 

（１）商業 

■向こう 5年間を目途に実施する事業メニュー 

事業メニュー 事業概要 

寄り合い空間の整備 店舗の軒先や空き店舗、広場等のスペースを活用し、休憩や情報交換が出来るス

ポットを商店街に点在させ、賑わい創出を図ります。 

省エネ設備の集団投

入 

商店街各店舗において高効率機器等の省エネ設備を一体的に導入し、エリア全体

でのエコ化推進を図ります。 

 

■発展的展開を目指す事業メニュー 

事業メニュー 事業概要 

商店街への HEMS 設

置 

HEMS を活用した情報ネットワークの構築、活用の検討を踏まえ、情報ネットワークの

構築し、商店街でのエネルギーの効率的利用や商店街からの情報の発信等に活用

します。 

 

 

（２）住宅 

■向こう 5年間を目途に実施する事業メニュー 

事業メニュー 事業概要 

太陽熱の高度利用 個別の住宅に対し太陽熱利用システムの導入を進めるとともに、周辺の住宅でも活

用するモデルを検討します。 

HEMS ネットワークの

活用 

HEMS 導入によって構築する情報ネットワークをベースにコミュニティ情報の提供や

見守りなどを検討します。 

 

 

（３）工業 

■向こう 5年間を目途に実施する事業及び事業メニュー 

事業名 事業メニュー 

エコファクトリー化支援事業 省エネ診断・相談会の実施 

企業単位での取組 

エコ意識の高い企業の積極的誘致の実施 

通勤車両のエコ化 

コーディネート機構の構築 

企業間 EMS（融通、コージェネレーション） 
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■事業の概要及びスケジュール 

事業名 エコファクトリー化支援事業 

事業 

概要 

各企業における省エネ診断・相談会の実施により、現状のエネルギー利用状況等を把握し、効

率的な工場経営の情報提供・普及啓発を推進し、創エネ、省エネ設備の導入等のエコ化の取組

の企業単位での実施を推進します。またエコ意識の高い企業の積極的な誘致も行います。 

企業間ネットワーク構築による情報交換、循環バスやカーシェアリング、自転車等への転換等の

企業共同での取組を促進するとともに、各企業の情報収集や企業間での情報共有を促すコーディ

ネート組織体（支援組織）を構築します。 

さらには、企業間でのエネルギーの融通やコージェネレーションによるエネルギー活用も検討しま

す。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 省エネ診断・相談会

の実施 

企業単位での取組

推進 

エコ意識の高い企

業の積極的誘致 

 

 

 

 

 

 

通勤車両のエコ化 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネート機構

の構築 

企業間 EMSの検討 

 

 

（４）農業 

■向こう 5年間を目途に実施する事業及び事業メニュー 

事業名 事業メニュー 

農体験推進事業 空き店舗を活用した地場産農産物販売 

体験農業の推進 

「川のまるごと再生プロジェクト」と連携した農観光業の活性化推進 

農産物ブランド化推進事業 有機農法の実施 

地場農産物を活用したイベントの定期的開催 

エコファーム化モデル事業 省エネ診断・相談会の実施 

農業の高度化の推進 

 

■各事業の概要及びスケジュール 

事業名 農体験推進事業 

事業 

概要 

大東文化大学と連携し、体験農業型農業施設の整備及び利用を推進します。 

県の「川のまるごと再生プロジェクト」と連携し、農観光業の活性化を推進します。 

地域の農産物の販売促進と商店街の活性化と図るため、空き店舗を活用して地場農産物の販売

を行います。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

体験農業の推進 

「川のまるごと再生

プロジェクト」と連携し

た農観光業の活性

化推進 

 

 

 

空き店舗を活用した

地場産農産物販売 
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事業名 農産物ブランド化推進事業 

事業 

概要 
有機農法を普及促進し、農産物のブランド化を図ります。ブランド化された農産物の販売促進する

ため、地場農産物を活用したイベントを定期的に開催します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 有機農法の実施 

地場農産物を活用

したイベントの定期

的開催 

  

 

事業名 エコファーム化モデル事業 

事業 

概要 
農家のニーズを把握した上で、省エネ診断等の普及啓発に取組み、ＩＣＴ技術や創エネ、省エネ設

備の導入を目指します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 ニーズの調査 

 

省エネ診断等の実

施 

創エネ、省エネ設備

等の導入 

 

 

（５）新規産業 

■向こう 5年間を目途に実施する事業及び事業メニュー 

事業名 事業メニュー 

グリーン産業形成支援事業 創エネ省エネ設備設置事業等を地域産業として育成 

 

■各事業の概要及びスケジュール 

事業名 グリーン産業形成支援事業 

事業 

概要 

商工会と連携した地域密着型太陽光発電設置モデル事業や地元業者による省エネ設備の設

置等を促進し、地域産業として育成していきます。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

モデル事業の実施 モデル事業の検証、

発展 

  

 

 

（６）公共施設 

■向こう 5年間を目途に実施する事業及び事業メニュー 

事業メニュー 事業概要 

県道大谷材木町線の

エコ化 

県道大谷材木町線において、街路灯のＬＥＤ化などのエコ化を検討、実施します。 

防災コミュニティ拠点

としての機能向上 

施設のエネルギー設備の紹介や災害時の避難場所・方法を市民に紹介するなど防

災・環境教育に施設を活用し、防災・環境に対する意識の向上と災害時のコミュニ

ティ拠点としての明確な意識づけを図ります。 
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（７）横断的取組 

■向こう 5年間を目途に実施する事業及び事業メニュー 

事業名 事業メニュー 

エコ・ウォーキングポイント制度 商店街と連携したエコマネーの活用 

自転車移動普及促進事業 自転車への移動手段転換による商店街交通のグリーン化推進 

電気自動車等普及促進事業 電気自動車・充電設備の普及促進 

超小型モビリティの普及促進 

送迎車両の EV化推進 

新たな支援組織（（仮称）東松

山エコタウン推進機構）の設立 

エコタウンに関する情報収集、発信体制の検討 

コーディネート人材発掘の実施 

ワンストップサービス窓口の設置と実践 

 

■各事業の概要及びスケジュール 

事業名 エコ・ウォーキングポイント制度 

事業 

概要 

 

市民の創エネ、省エネ行動、ウォーキング距離や消貹カロリーをスマートフォンアプリ等を活用し

てポイント化し、行動のインセンティブとする制度を、調査及び制度設計を行い、試験的に運用した

上で、本格的に運用を開始します。 

ポイントの原資は太陽光発電の売電収入とし、ポイントがぼたん圓として使えるなど、地域資源の

活用と地域活性化に役立つ制度とします。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 設計、試験運用 本格運用  

 

事業名 自転車移動普及促進事業 

事業 

概要 

自転車利用に関する調査を行い、レンタサイクルシステム等の実証実験を行った上で、市域全

体での自転車利用促進について検討し、モデル事業を実施します。 

 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 利用可能性調査 実証実験 

自転車利用計画の

検討 

モデル事業 

自転車道ネットワー

クの整備など 

 

事業名 電気自動車等普及促進事業 

事業 

概要 

電気自動車の補助や超小型車の実証実験を行い、普及促進を図ります。福祉送迎車両の EV

化を推進するとともに、バス等の公共交通機関でも電気自動車の普及を検討し、交通体系全体の

エコ化を進めます。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

電気自動車・充電設

備の普及促進 

 

 

 

超小型車の普及促

進 

 

 

 

送迎車両の EV 化

推進 

 

 

 

 

公共交通（バス）で

の EV化検討 

交通体系全体のエ

コ化促進 
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事業名 新たな支援組織（（仮称）東松山エコタウン推進機構）の設立 

事業 

概要 

支援組織の設立に向けた検討を開始し、必要な機能、役割を明確化します。そして、エコタウン

の形成に関する様々な情報を収集・発信するための体制を構築するとともに、市民や企業等がエ

コに関する取組を実践するにあたって必要となる情報を提供し、各種手続きについて支援する相

談窓口を限定的に開設し、ワンストップで対応することを進め、組織を立ち上げます。 

エネルギーシステムや環境分野、経営等に造詣が深い人材を地域内から発掘し、新たな活躍

の場とするとともに、人材育成等も実施します。 

年度別 

計画 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度以降 

 支援組織設立に向

けた検討 

 

 

限定的なワンストッ

プサービスの実施 

支援組織設立 
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３．第３ステップで行う事業 

地域の自然と人材を活かし、地域で循環する自立型エコタウンの実現に向け、向こう 5 年後から

10年後にかけては、市民や企業が为体となり、市内全域でのエコタウン化を推進します。 

【商業】 

商店街全体で創エネ、省エネ設備の導入に取り組むとともに、エネルギーマネジメントシステム（Ｈ

ＥＭＳ・ＢＥＭＳ）を導入し、エネルギーの見える化と各店舗間のエネルギー融通を進めます。 

エコと健康に配慮したイベントの開催や寄り合い空間の整備等、商店街の賑わい創出に向けた事業

を展開し、活気ある商店街を形成します。 

【住宅】 

創エネ、省エネの取組を各世帯で進めるとともに、蓄電池が普及し、各家庭での電力自活を目指し

ます。また、ＨＥＭＳに加えスマートメーターの導入が進み、各世帯が情報のネットワーク化され、

省エネ、創エネ、電力の融通も街区全体、市域全体で取り組むことが可能となり、エネルギーの地産

地消を目指した事業を市内全域で展開します。また、ＨＥＭＳ等のインフラを活用して、高齢者支援

や子育て支援等、様々な地域サービスを提供します。 

【工業】 

市内企業の創エネ、省エネの取組が進むとともに、これらの企業の情報共有やエネルギー融通を行

います。また、エコに関する先進的な取組ができる地域として特色を持つことで、新たな企業の誘致

などを進めます。 

【農業】 

ＩＣＴや省エネ技術、再生可能エネルギーを活用した農業施設の高度化に向けた事業を市内全域で

展開し、農作業の負担軽減を図ります。また、有機農法等の特色ある生産方法による地場農産物のブ

ランド化と、地元商店街や飲食店等と連携した新しい地域のグルメづくり等を進めます。 

【新規産業】 

太陽や河川、バイオマスといった地域に存在する多様な資源を最大限使う創エネルギーシステムが

作り上げられるとともに、地元企業や市民が为体となった再生可能エネルギーの活用や省エネ等に係

る事業が実施され、地域内で資金が循環するシステムを構築します。そのシステムは持続的に運営さ

れ、地域経済の発展に大きく貢献します。 

【公共施設】 

市内の公共施設では、エネルギーの安定的な確保と、地域の安全安心拠点としての機能の向上を図

るため、太陽光発電やバイオマス利用、コジェネレーションシステム、ＢＥＭＳの導入などあらゆる

エコ対策を行います。 

【横断的取組】 

自家用車やバス、タクシー等のＥＶ化や地域内の太陽光発電で発電された電気をＥＶで利用できる

インフラ環境が整い、また、超小型モビリティ・自転車道のネットワークの整備などによるモビリテ

ィ・マネジメントの実施等により、快適でエコな交通環境を整備します。 

ワンストップサービス窓口や工場コンシェルジュを備えた（仮称）東松山エコタウン推進機構がエ

コタウンプロジェクトのドライビングフォースとなり、全市域でのエコタウンプロジェクトを推進し

ます。 
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６章 東松山市エコタウン計画の推進体制 

東松山市エコタウン計画を実現していくためには、地域の多様な为体が連携することが不可欠に

なります。 

 

■庁内体制の構築 

企画調整、都市計画、土木、公共交通、農業、産業などの庁内の各担当部局と連携を図り、東松

山市エコタウン計画を実現して行く必要があることから、「庁内エコタウンプロジェクトチーム」

を設置します。 

 

■地域内体制の構築 

東松山市エコタウン計画の効果的な実施に向けて、地元企業や住民、大学など各種取組を実施す

る関係为体が参画する「東松山エコタウンプロジェクト運営ワーキンググループ」を設置します。 

 

また、埻玉県や自治会連合会、商工会、商店会連合会、工業団地工業会、埻玉中央農業協同組合

などを構成員とした東松山エコタウン計画の全体管理を行う「東松山エコタウンプロジェクト協議

会」を設置し、庁内エコタウンプロジェクトチームおよび東松山エコタウンプロジェクト運営ワー

キンググループと相互連携する東松山市エコタウンプロジェクト推進体制を構築します。 

東松山市エコタウンプロジェクト協議会では、毎年度の各種事業の進行管理等を行い、適切な事

業推進のための支援・助言を行います。 

将来的には、東松山エコタウンプロジェクトを推進してきた知見やノウハウを集積し、エコタウ

ンに関する情報収集・発信や継続的なエコタウンプロジェクトの実施に向けた人材や企業の発掘、

事業実施のための各種手続きに関する支援のための窓口機能等を担う（仮称）東松山エコタウン推

進機構の設立を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 東松山市エコタウンプロジェクト推進体制イメージ 
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■東松山エコタウン計画の進捗管理 

東松山市エコタウン計画の効果的な実施に向けて、経過進捗管理を行います。 

進捗管理は、省エネ等に関する取組と創エネ等に関する取組に分けて実施します。省エネ等に関

する取組は、実施する事業者の事業形態や規模、エネルギー消費量などにより導入効果が異なり、

また、エネルギー消費量が景気などに影響を受けるため省エネルギー量を把握することは困難であ

ることから、省エネ等に関する取組は、省エネ診断の実施数やＢＥＭＳの導入数などの実施数を把

握することで進捗を把握します。 

創エネ等に関する取組は、太陽光発電の設置発電容量やメガソーラー事業の事業数、バイオマス

エネルギー利用施設などの事業数などの導入実績を把握することで進捗を把握します。 
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赤城おろし 

冬季に北から吹く乾燥した冷たい強風をさす。 

 

一般電気事業者 

一般の需要家に対して発電、送電、配電までを一貫して行っている事業者を指す。いわゆる電力

会社のこと。一般電気事業者による地域独占体制が続いていたが、電気事業法改正により、発電部

門の自由化、小売部門の部分自由化が導入されている。  

 

インフラ 

infra-structure system の略。「下部構造」「基幹構造」という意味であり、都市における生活

や経済活動を支える基盤となる施設を指す。具体的には、自動車の道路、鉄道、港湾施設、上下水

道、電気・ガス、電話回線等通信回線等。 

 

エコ・ウォーキングポイント 

  省エネやウォーキングを続ける人に対してエコポイントを付与し、省エネや健康の増進を促進す

るもの。 

 

エコファーム 

  ＩＣＴ（情報通信技術）や省エネ技術、再生可能エネルギーの活用により農業施設の高度化と農

作業の負担軽減を図るもの。 

 

エコファクトリー 

  地球環境問題を重視し、環境負担を軽減する工業製品、低公害化、生態系保存、省エネルギー、

省資源などのリサイクル生産システムの技術体系を完備した設計の工場のこと。 

 

エコポイント 

環境配慮型の商品やサービスを購入することで取得でき、他のサービスや商品と交換可能なポイ

ントのこと。または、そのポイントを授与する制度のこと。 

 

エネルギーネットワーク 

  通信ネットワークを利用して，多種・多数のエネルギー供給・需要設備を制御することにより，

エネルギーを有効に活用するシステム。 

 

 

 

 

【あ行】 

 

用語集 
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環境未来都市 

  限られた数の特定の都市を環境未来都市として選定し、21 世紀の人類共通の課題である環境や

超高齢化対応などに関して、技術・社会経済システム・サービス・ビジネスモデル・まちづくりに

おいて、世界に類のない成功事例を創出するとともに、それを国内外に普及展開することで、需要

拡大、雇用創出等を実現し、究極的には、我が国全体の持続可能な経済社会の発展の実現を目指す

もの。環境未来都市は、成功事例を創出するための社会経済システムイノベーションの実践の場と

なる。国は、環境未来都市に対して、関連予算の集中、規制・制度・税制改革などの支援を行う。 

 

グリーン産業 

  再生可能エネルギーや未利用エネルギー等の地球環境に配慮したエネルギーを活用した産業。 

 

公共財 

  道路や法律のようにすべての人々に共同で消費または利用される財のこと。 

 

コジェネレーションシステム（コジェネ） 

発電機で「電気」を作る時に同時に発生する「熱」を、「温水」や「蒸気」として同時に利用す

るシステム。温水は給湯・暖房に、蒸気は冷暖房に利用できる。 

 

固定買取価格制度 

社会全体で再生可能エネルギーを普及・拡大させていくことを目的に、再生可能エネルギーによ

って発電された電気を電力会社が買い取ることを義務付ける制度。 

 

 

 

再生可能エネルギー 

太陽光、太陽熱、水力、バイオマス、風力、地熱、波力等、自然界で起こる現象から取り出すこ

とができ、枯渇することのないエネルギー源のこと。 

 

スマートグリッド 

電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網。 

 

スマートハウス 

  ＩＴ（情報技術）を使って家庭内のエネルギー消費が最適に制御された住宅。太陽光発電システ

ムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エネルギーマネジメン

トを行うことで、ＣＯ2排出の削減を実現する省エネ住宅のことを指す。 

 

省エネトップランナー最新型機器 

家電機器等において、商品化されている製品のうち最もエネルギー消費効率が優れている機器。 

【か行】 

 

【さ行】 
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生物多様性 

すべての生物の変異性とし、種内、種間、生態系の３つのレベルに区分される。遺伝子（種内）

から、種（種間）、そして生態系に至るあらゆるレベルの生物の変異・変化を示す概念。 

 

 

 

タウンマネジメント 

  様々な为体が参加するまちの運営を横断的・総合的に調整し、中心市街地における商業まちづく

りをマネージメントすること。 

 

地球温暖化 

  二酸化炭素などの温室効果をもたらすガスの蓄積という人為的な要因が为因となって気候が急

速に温暖化すること。人間をはじめ広く生態系に大きな影響を及ぼすことになるものと懸念されて

いる。 

 

秩父おろし 

  冬季に北西から吹く季節風をさす。 

 

チャレンジショップ 

  商店街の活性化を目的とした空き店舗対策として、地元商工会、商店街振興組合等が空き店舗の

一部を店舗開業希望者に、期間限定で格安に賃貸する創業支援事業。事業为体には、国、都道府県か

ら補助金が給付される。 

 

TJ ライナー 

  平成 20年 6月 14日の東武東上線のダイヤ改正に合わせて運転開始された座席定員制列車の愛称。

夕方以降の時間帯に池袋発の下り列車として停車駅を限定して運行しており、着席整理券を購入す

ることにより、池袋からの通勤・通学や買い物の帰りに、ゆったり着席して帰ることができる。 

 

電力システム 

  電力を需要家まで供給するためのシステム全体（発電、送電、配電）のこと。 

 

トランジットモール 

  中心街の通りを、一般の車両通行を抑制した歩行者専用の空間とし、バス、路面電車等、公共交

通機関だけが通行できるようにした街路のこと。 

 

トレーサビリティ 

  食品がいつ、どこで作られ、どのような経路で食卓に届いたかという生産履歴を明らかにする制

度のこと。 

 

【た行】 
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燃料電池 

燃料となる水素と、酸化剤となる酸素等を高温環境で継続的に供給し反応させることにより継続

的に電力を取り出すことができる発電装置。 

 

日本スリーデーマーチ 

  昭和 53年に始まり、毎年 11月に比企丘陵を舞台に繰り広げられる「ウォーキング」の祭典。各

コース(50キロメートル・30キロメートル・20キロメートル・10キロメートル・5キロメートル)

を自分の体力にあわせて自由に選び、3 日間歩く。毎年、8 万人を超える人が日本だけでなく世界

各地からも参加している。 

 

 

 

 

パッシブ技術 

建物の断熱性を高め、窓からダイレクトに太陽の熱を取り込む技術。窓から取り込んだ日射を効

率よく蓄熱する為に、蓄熱用の一定の床・壁面積と、蓄熱に適した素材の使用が必要となる。 

 

日帰り体験農業 

  首都圏に近いという立地条件を生かし、日帰りでできる農業体験をすることで、地域の人々と都

市住民との交流を促す取組。 

 

ビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭＳ） 

  ＩＣＴを用いて、ビル、工場などのエネルギー使用を管理しながら最適化するコンピュータシス

テム。 

 

フードマイレージ 

食料を輸入してから、消費者の口に入るまでに、食料がどれくらいの距離を運ばれてきたのかを

数字で表したもの。 

 

ファンド 

資金、特に運用資金。一般には投資信託などの形態で、投資家から委託を受けた資金の運用を投

資顧問会社等の機関投資家が代行する金融商品を指すことが多い。 

本計画では、低炭素都市づくりの推進を目的として、行政や事業者、市民等の複数の为体が出資

を行い、その資金を低炭素に係る取組に投資するスキームを指す。 

 

プラットフォーム 

 低炭素都市づくりに関する地域の「資源」「組織」「人材」の効率的な連携を生み出し、取組を推

進させるための基盤。 

【な行】 

 

【は行】 
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分散型エネルギーシステム 

  これまでの大規模集中型発電等による都市部などの需要地から離れた場所からエネルギーを供

給するシステムとは異なり、エネルギー需要地に分散してエネルギーを供給する方法。太陽光発電

やコジェネレーションなどが挙げられる。 

 

ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ） 

  ＩＣＴを用いて、家庭のエネルギー使用を管理しながら最適化するコンピュータシステム。 

 

 

 

未利用エネルギー 

都市活動に伴って排出されるごみ焼却排熱や、工場排熱、下水熱等の排熱源や、海水、河川水等

の自然界に存在するもので、従来熱源としてあまり利用されてこなかったエネルギーの総称。 

 

木質ボイラー 

木を利用した植物由来のエネルギー資源である木質バイオマスを燃焼させる機器。温水、蒸気等

を使用目的により取り出す事が可能。 

 

モビリティ・マネジメント 

Mobility Management（略称 MM）は、多様な交通施策を活用し、個人や組織・地域のモビリティ

（移動状況）が社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す交通政策。具体的に

は、公共交通や徒歩、自転車の利用を誘導するための情報提供やコミュニケーションを行うことで、

自動車からの自発的な行動の転換・促進を図る。 

 

 

 

ワンストップサービス窓口 

低炭素都市づくりを推進するために行政内に設置される相談窓口。事業者が、低炭素都市づくり

に係る対策や計画内容、補助制度等についての相談や、資金計画等の協議を実施する。 

 

 

 

【ま行】 

 

【わ行】 
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