
 平成 ３０ 年 ３ 月 

環境保全課エコタウン推進室 



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。

 こうした中、埼玉県が提唱した、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」が、

本市の環境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「埼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。

 当プロジェクトは、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、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」を策定し、現在、市民や事業者の方々との協働により、取組を

進めています。

 本計画では、事業計画期間について、平成 24 年度を初年度とする 10 年間としており、さ

らにエコタウンを実現するための形成戦略として、以下に掲げる 3 段階のステップによる取

組を展開しています。

平成 28 年度をもって前期 5 ヵ年の計画期間が終了しましたので、ここに平成 24 年度から

平成 28 年度（第 1・第 2ステップ）までの取組状況や成果等を実施計画に沿って報告します。
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１ エコタウン実現のための 7 つのテーマ

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つの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した。

商業 住宅 工業 農業 新規産業 公共施設 横断的取組

２ エコタウン実現のための形成戦略   

➢ 第 1 ステップ（平成 24～26 年度）

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

て本市エコタウンの目標を示します。

➢ 第 2 ステップ（平成 27･28 年度） 

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（平成 29～33 年度） 

向こう 5年後から 10 年後にかけて、本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、市民や企業が主体となり東

松山市全域でのプロジェクトの展開を図ります。

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） 



- 2 - 

３ 第 1ステップ（平成 24～26 年度）の取組

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

実践を主体に、数年のうちに一定の成果を出すことを目標に出来ることから実施するとい

うスタンスで事業を展開しました。

⑴ 地域指定による集中的な実践 

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、

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「中核的エリア」として位置付け、今後の展開を見据えた様々

な領域の事業を実践しました。

［エコタウンプロジェクト中核的エリア実施事業概略図］ 

中 核 的 エ リ ア

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

東松山市役所エコ改修

メガソーラー誘致

総合福祉エリア周辺の地域 EMS 事業
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■中核的エリア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 

（テーマ：商業・農業）

① 街路灯ＬＥＤ化

② イベントの定期開催

③ 駅前商店街道路の歩行者専用化

④ エコと健康を発信するショップ

⑤ 空き店舗を活用した地場農産物販売

⑥ 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

⑦ 商店街の省エネ診断・相談会の実施

⑧ 商店街へのＨＥＭＳ設置

東松山駅前広場 

（テーマ：商業）

① エコタウンビルの誘致

東松山市役所エコ改修 

（テーマ：公共施設）

① 大規模改修に合わせた市庁舎のエコ化

② ＢＥＭＳの導入

③ エコに係る取組のＰＲ

総合福祉エリア周辺の地域ＥＭ

Ｓ事業 

（テーマ：公共施設）

① 総合福祉エリアと市民病院のエコ改修

② ＢＥＭＳの導入

③ 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 

（テーマ：住宅）

① 太陽光発電システムの導入促進

② 省エネ診断・相談会の実施

③ ＨＥＭＳ機器導入による電力の見える化

④ 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

⑤ 省エネ改修の推進

メガソーラーの誘致 

（テーマ：新規産業）

① 民間主体のメガソーラーの事業化支援

◎東松山駅周辺創エネ省エネ事業（テーマ：商業・農業）

実施計画による 8つの事業メニューについて、出来ることから実践しました。

①街路灯のＬＥＤ化 

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化するための補助事

業を平成 24 年度（ぼたん通り、中央通り）及び平成 26 年度（その他の商店会）に実施

し、平成 26 年度中に市内全商店会が所有するすべての街路灯（約 850 基）がＬＥＤ化さ

れました。
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②イベントの定期開催 

補助金を活用して各店舗に導入されたＨＥＭＳ及びＷｉ－Ｆｉ(7 ページ参照)を利用

したスタンプラリーを東松山駅東口駅前商店街のイベントに合わせて開催するなど、商

店街に賑わいを創出するための取組を実施しました。

   中でも毎回、多くの人で賑わう「100 円商店街お宝市」で実施されているＷｉ－Ｆｉス

タンプラリーは、当イベントの看板メニューであり、商店街の活性化にエコの取組が定

着した一例となっています。

   また、平成 26 年度には、市民の憩いの広場としてぼたん通り商店会の中に立地する

「箭弓町広場」に、太陽光発電設備付きの屋根を整備し、全天候型イベントスペースを

創出しました。これにより雨天時もイベントが可能となったことから、市や商店街の主

催するイベントが増加し、中心市街地に賑わいがもたらされています。

箭弓町広場（ピオパーク）

箭弓町広場（ピオパーク）

駅東口商店会LED街路灯
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③駅前商店街道路の歩行者専用化 

エコな電力で健康づくりを応援し、商店街への人の流れを創り出すため、東松山駅東

口をスタートとし、下沼公園を通り、コミュニティガーデンとして整備された松本町一

丁目緑地公園を折り返し、箭弓町広場をゴールとする全長約 1.7 ㎞の「まちなかウォー

キングコース」を平成 24 年度に整備しました。夜間でも安心して利用できるよう、合計

52 基の太陽光発電設備付きＬＥＤ街路灯及びＬＥＤ誘導灯を設置し、ライトアップされ

ています。

   なお、イベントの開催等に伴い、商店街道路の歩行者専用化とする「エコ天」の試験

的実施についても検討しましたが、これについては交通事情等を考慮した結果、実施は

見送りました。 

④エコと健康を発信するショップ 

平成 25 年度において、商店街の空き店舗を利活用したエコ関連商品の紹介ショップ

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りました。その結果、

1件ではありますが、人と人の有機的なつながりを紡ぐコミュニティカフェとして、「ま

ちカフェ」がぼたん通りにオープンしました。無農薬野菜を使ったワンデイ・シェフに

よる地産地消のランチ販売や、こども対象の素読塾や勉強室の開催、若者・女性のチャ

レンジショップとしての活用など多機能型カフェとして親しまれています。 

  （現在、移転準備中と伺っています。） 
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⑤空き店舗を活用した地場農産物販売 

平成 24 年度において、ぼたん通り商店会の空き店舗を活用した、地場農産物直売所

「エキチカ」が開設され、食の地産地消を推進しています。また、建物内に寄り合いス

ペースを創出し、地域コミュニティの発信の場としても利活用されています。

エキチカ農産物直売所

⑥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

駅ステーションビルには、施設内の電力供給用としてビル壁面に 2.5kW、売電専用とし

て駅前ロータリーのシェルターに 16.4kW の太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギー

による発電を行っているほか、6kWh の蓄電池システムを導入し、災害時における駅利用

者の安心安全対策の向上を図りました。

   松山市民活動センターでも同様に、施設内の電力供給用として壁面に 10kW、売電専用

として屋上に 45kW の太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーによる発電を行ってい

るほか、15.6kWh の蓄電池システムを導入し、災害対策拠点の安心安全対策の向上を図り

ました。

   また、両施設には、太陽光発電量のリアルタイム表示やエコタウンプロジェクトの取

組紹介等を掲載するデジタルサイネージシステムを導入し、市民への積極的な普及啓発

を実施しました。

   なお、太陽光発電による売電収入については、市民の省エネ行動やウォーキングをポ

イント化し、抽選で地域通貨「ぼたん圓」や地域特産品が当るエコマネー制度「エコと

歩けの応援サイト・通称ＥＣＯ・ＰＯ（エコポ）」(23 ページ参照)の運用資金に充て、

地域経済の活性化にもつなげています。 



- 7 - 

⑦商店街の省エネ診断・相談会の実施 

ぼたん通り商店会とまるひろ通り商店会の店舗を対象に、省エネ診断及び省エネ改修

補助を平成 24、25 年度において実施しました。

   省エネ診断には 65 店舗が参加し、診断結果をレポートにまとめて各店舗に配付すると

ともに、専門家によるアドバイスを行うなど、商店会が積極的な省エネ対策に取り組み

ました。

一方で省エネ設備等の導入については、高額な費用負担を要することもあり、省エネ

改修補助は１件のみの利用でした。 

⑧商店街へのＨＥＭＳ設置

東松山駅東口駅前商店街の各店舗に対し、より効果的に節電、省エネ対策に取り組む

ことができるよう、電力使用状況を見える化するＨＥＭＳ（ホーム･エネルギー･マネジ

メント･システム）を導入するための補助を実施しました。これにより平成 25 年度は、

ぼたん通り商店会の 43店舗、平成 26 年度には、ぼたん通り商店会を除く 6商店会の 33

店舗が導入されました。 

また、ＨＥＭＳの良好な通信状況の確保するため、「Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）」を 

併せて導入し、各店舗のイベント情報の発信や電子クーポン券の発行などに活用し、集 

客向上にも役立てられています。 

松山市民活動センター 

東松山駅東口 
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◎東松山駅前広場（テーマ：商業）

①エコタウンビルの誘致

平成 24、25 年度にかけて、東松山駅東口駅前広場に、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（ビルディング･エネルギー･マネジメ

ント･システム）機能を備えたスマートビルの誘致を検討しましたが、具体化には至りま

せんでした。

   その後、当該市有地は、ホテル業を主用途とし、商業施設が併設された建物の立地を

通して中心市街地の活性化を図ることを目的として、平成 28 年度に民間事業者へ売却さ

れ、平成 31 年度には、ホテルが開業される予定となっています。売却時において「建築

する建物については、環境への配慮及びエコタウンに資する設備や技術の導入する」と

いう条件を付していることから、エコタウンを推進する本市の玄関口への立地に相応し

い建物が建設されるものと期待しています。

◎東松山市役所エコ改修（テーマ：公共施設）

①大規模改修に合わせた市庁舎のエコ化

平成 26 年度に行われた市庁舎の大規模改修に合わせ、30kW の太陽光発電設備や高効

率空調設備を導入したほか、照明のＬＥＤ化や断熱窓の設置等の省エネ改修を実施しま

した。

②ＢＥＭＳの導入

省エネ改修に合わせ、ＢＥＭＳを導入しました。空調設備の集中管理や電力使用状況

の見える化等、ＢＥＭＳの機能を通じて省エネ化に取り組んだ結果、改修前の平成 25 年

度と改修後の平成 27 年度を比較すると、電気使用量は約 31%、ＣＯ2排出量換算で約 91t-

CO2の削減効果が表れています。

市役所本庁舎 
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③エコに係る取組のＰＲ

平成 26 年度において、市庁舎のエコ改修や取組の紹介等によるプロジェクトの普及啓

発を図るための検討を行った結果、第 2ステップの平成 27年度事業において、デジタル

サイネージによる太陽光発電等みえる化システムの移設をはじめ、エコタウンプロジェ

クト専用ＷＥＢサイトを開設するなど、積極的な情報発信に取り組んでいます。

◎総合福祉エリア周辺の地域ＥＭＳ事業（テーマ：公共施設）

①総合福祉エリアと市民病院のエコ改修

エネルギー需要の高い総合福祉エリア及び市民病院のエコ改修を平成 25 年度に実施

しました。

   総合福祉エリアには、40kW の太陽光発電設備及び 15.6kWh の蓄電池を、市民病院には、

20kW の太陽光発電設備及び 6.4kWh の蓄電池を各々導入しました。

   両施設とも発電した電気は、施設内で自家消費しているほか、蓄電池の設置により、

防災機能強化を図りました。 

②ＢＥＭＳの導入 

エコ改修において、施設のエネルギーの見える化と省エネ化を図るため、ＢＥＭＳ及 

  びデジタルサイネージによる見える化システムを導入し、利用者等への情報発信に取り 

  組みました。

   元々のエネルギー使用量が非常に多いことや施設の増改築等も重なったことから、エ

ネルギーの削減効果として数字には表れていない状況ですが、プロジェクトのＰＲ用施

設として、様々な場面で有効活用されています。

市庁舎デジタルサイネージ 
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③総合福祉エリアと市民病院における熱融通検討 

熱需要の多い総合福祉エリアに 100 ㎡の太陽熱利用設備を平成 25年度に設置しまし

た。このシステムは、4,000ℓの蓄湯槽を備えており、太陽熱で温められたお湯を溜め、

入浴設備や床暖房に利用することで省エネに取り組んでいます。

   また、平成 26年度には、埼玉県が「地域ＥＭＳ構築に係る電気事業可能性調査」をシ

ステムコンサルティング事業者への業務委託により実施したほか、都市ガスを利用した

ガスコージェネレーションシステムやメガソーラー発電所からの電力供給等による施設

間のエネルギー融通について、経済産業省の補助事業である「地産地消型再生可能エネ

ルギー面的利用等推進事業」を活用した事業内容についても検討しました。 

しかし、これらの取組には膨大なコストと地域エネルギー事業者等の参画が不可欠で 

  あり、事業の実現性や採算性という面で多くの課題があったことなどから、事業化には 

至りませんでした。 

総合福祉エリア 

市民病院 



- 11 - 

◎電力自活住宅街区創出事業（テーマ：住宅）

プロジェクトの目的であるエネルギーの地産地消を具体的に進めるモデルを市内外に発

 信するため、中核的エリア内に再生可能エネルギーの導入やエネルギーの見える化等の取

組を集中的に実践する重点実施街区として、市の川特定土地区画整理事業地内を指定し、

平成 24 年度から平成 26年度において様々な事業を展開しました。 

①太陽光発電システムの導入促進

エネルギーの地産地消の柱となる太陽光発電システムの導入を促進するため、補助制

度の充実、説明会やイベントの開催、普及啓発チラシの発行など積極的な取組を行いま

した。

   こうした結果、重点実施街区内における太陽光発電設備普及率は、30.9％に達し、当

時の県平均の 5倍に相当する高いものとなりました。 

   なお、平成 28 年度末現在、市内では発電容量約 36MW（ﾒｶﾞﾜｯﾄ）の太陽光発電設備（事

業用発電設備を含む）が稼働しており、約 11,000 世帯分(※1)の年間に消費する電力量

が再生可能エネルギーによって発電されている状況です。 

これは、当市の総世帯数の約 28％(※2)に相当し、全国や県内平均と比較しても非常に 

高い割合であると考えられます。 

※1: 1kW（ｷﾛﾜｯﾄ）の太陽電池から年間 1,100kWh（ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ）の発電量が得られ、1世帯

当たりの年間平均電力消費量を 3,600kWh と仮定した場合。 

※2: H29.3.31 現在の総世帯数 38,693 により算出。 

 住宅用太陽光発電設備に限って見ますと、市の補助金を活用して設置される設備の発 

電容量は平均 4kW 程度で、年間約 4,400kWh の電力を発電し、約 2.2t-CO2の二酸化炭素 

排出量の削減につながっていると推測されます。これは杉の木（14kg）だと 158 本分の 

吸収量、石油だとポリタンク 55 本分の削減量に換算されます。1軒当たりの効果は小さ 

いかもしれませんが、補助制度等をきっかけに太陽光発電設備を設置する住宅が徐々に 

増加し、市内外に拡大していくというプロセスが、地球環境の保全という大きな結果に 

結びつくものと考えています。 

 また、後に重点実施街区内を対象に実施したアンケート調査では、「生活が快適にな 

った」、「災害時にも利用でき安心感が高まった」など、太陽光発電設備の導入満足度 

は、80％を超える結果が出ています。 
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■太陽光発電システムの導入促進のための主な事業 

事業項目 実施状況

住宅用太陽光発電設備設置補助 街区内の交付実績は、H24～H26 の合計で 71件。

※補助制度は、全市を対象に実施しており、全市

の合計件数は 736 件で合計出力は 3,226kW。

住宅用太陽光発電設備導入利子補助 太陽光発電設備を市内業者で設置し、設置費用を

市内金融機関から借り入れた場合、その利子を３

年間補助する制度を実施。H26 に申請 1件。

相談会・イベント等 太陽光発電相談会・展示会、よくわかる太陽光セ

ミナー、エコタウン施設見学会、エコタウンまつ

り等を H25、H26 の 2 ヵ年で 12回開催。

普及啓発チラシ等の発行 住民の意識啓発とプロジェクトへの参加を促す

ため、普及啓発用チラシ「市の川エコタウン通信」

を H25、H26 の 2 ヵ年で 16 回発行。

その他加美町･市ノ川自治会対象にプロジェクト

紹介チラシを 7回発行。

まちなかスマート発電所 H26 に加美町･市ノ川自治会の太陽光発電設備設

置者を対象として、大規模停電時に近所への電気

のおすそ分けに協力する、まちなかスマート発電

所事業を開始し、14 件の登録。

太陽光発電ハンドブック作成 H25 に設置者の声などを盛り込んだハンドブック

を作成して配布。

住宅等屋根貸し太陽光発電事業 平成 25 年度に実施主体となる事業者を公募し、

その後、街区内を中心に参加者を募集したが、応

募がなかったため中止。

よくわかる太陽光セミナー

太陽光発電ハンドブック 
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②省エネ診断・相談会の実施 

既存住宅でのスマートハウス化モデル構築に向けて、太陽光発電システムの導入促進

と合わせて、省エネ診断や省エネ機器展示会、省エネ家電の買い替え補助等を実施し、

省エネの推進に取り組みました。

■省エネ推進のための主な事業 

事業項目 実施状況

省エネ診断 街区内住宅の空調・給湯・照明設備や断熱状況等

を確認し、住宅の省エネルギー性能を無料で測

定。H25 に 27 件が実施。

省エネ家電買換え補助 家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫を対象とし、

統一省エネラベル 4つ星以上への買換えを補助。

H25 にエアコン 4件、テレビ 8件、冷蔵庫 16件の

補助。

③ＨＥＭＳ機器導入による電力の見える化

スマートハウスにおけるエネルギー管理の要となるＨＥＭＳにより、家庭のエネルギ

ーの使用状況等を見える化して把握することで、節電と省エネ意識の向上を図るため、

補助制度やＨＥＭＳ使い方教室等の実施により機器の導入を推進しました。

   重点実施街区内では 3 年間で 52 世帯、さらに中核的エリア内を含めると 85 世帯にＨ

ＥＭＳが設置され、省エネ行動に取り組んでいただきました。後に重点実施街区内を対

象に実施したアンケート調査によると、ＨＥＭＳ設置世帯では、平均して月に約 8％の節

電効果があったほか、「節電を心がけるようになった」、「太陽光発電の設置を考えるよ

うになった」など、6割以上の世帯で省エネ意識が向上したという結果が得られました。

   ＨＥＭＳを導入された方からの声 

HEMSモニター 
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④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 

既存住宅のスマートハウス化に向けた改修を推進するため、企業から募集した提案に

ついて、住民及び事業者等との連携による事業化を検討するとともに、省エネリフォー

ム等を対象とした補助制度を実施しました。

   また、市内事業者での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

進めたほか、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、実証事業

にも取り組みましたが、費用対効果等の視点から事業化には至りませんでした。

■企業提案を基にした既存住宅スマートハウス化のための主な事業 

事業項目 実施状況

スマートハウス埼玉スキーム

補助制度

企業から提案された技術・製品をカタログに掲載し、

その中から実施した省エネリフォーム等に対して補助

金を交付。重点実施街区内は、比較的新しい住宅が多

く、補助実績は H25・H26 の合計で 19 件。

東松山グリーンモデル推進協

議会及び埼玉県電気工事工業

組合東松山支部との連携

市内事業者による安心安全安価な創・省・蓄エネ設備

の設置を目的として、市と協働で事業を実施。さら

に東松山グリーンモデル推進協議会では、太陽光発電

セミナーを始めとする様々な普及啓発活動を行うなど

幅広くプロジェクトの推進に貢献。

ＨＥＭＳを活用した行政サー

ビス実証

ＨＥＭＳを活用した効果的な情報提供方法等を模索す

るため、コンサル事業者からの提案を受け、H25、H26

にかけてＨＥＭＳ実証事業を実施。参加世帯 53世帯。

⑴ひがしまつやまエコチャンネル

 ＨＥＭＳを通じて各種行政情報やイベント情報、地

域の電力使用状況等を配信するサービス。ＨＥＭＳを

飽きずに継続利用する方策を検証。

⑵見守りサービス

 電力使用状況から高齢者の活動を推測し、遠隔で見

守りを実施。電力の変化率がなかった場合を検知して

関係者にアラームを発出するもので、ひとり暮らしの

高齢者等の見守りサービスに活用できるかを検証。

⑶地元商店街との連携

 商店街のイベント・セールなどのお得情報を配信し、

外出を促して節電行動に結びつくかを検証。

※ＨＥＭＳ実証の結果、飽きさせない活用方法として

情報配信等が有効であることや、高齢者や子どもの見

守り機能として期待できることなどが確認できた。 

一方で運用には、多額のランニングコスト等を必要と

し、事業化は厳しいという結論に至った。
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スマートハウス価格低減モデ

ル実証

エコシフト技術工事協同組合が考案した低価格でスマ

ートハウス化を実現できるシステムが、様々な住宅に

おいて効果的に機能するかどうかの実証を H25、H26 の

2 ヵ年で実施。その中で太陽光パネルの安価な提供に

関しては、地元中小事業者に活躍の可能性があり、蓄

電池の低価格化については、ハードルが高く難しいと

の結果が示された。

◎メガソーラーの誘致（テーマ：新規産業）

長期未利用地等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すると

ともに、地域貢献策について協議しました。

①民間主体のメガソーラーの事業化支援

ⅰ東松山かがやき発電所

民間事業者が総合福祉エリア南側の耕作放棄地を借上げ、事業化するための支援を行

い、平成 25 年 8月に発電が開始されました。

   この土地は、背丈をはるかに超える雑草が生い茂った耕作放棄地で、時期になるとカ 

メムシが大量発生することから「カメムシの里」と呼ばれ、近隣住民を悩ませている土 

地でしたが、メガソーラーの整備により、現在は解消傾向にあります。

  ・事業主体：株式会社東松山かがやき発電所（株式会社スマートエナジー及び株式会社

スマートエナジーサービスが中部自動車販売株式会社より出資を受け運営）

・発電容量：1,998.5kW

ⅱ東松山太陽光発電所 

民間事業者が大字田木地内の山林を造成して事業化するための支援を行い、市内最大

の発電設備が整備され、平成 26年 9 月に発電が開始されました。

  ・事業主体：株式会社細村建設

・発電容量：3,696kW（3 エリア合計）

ⅲグリーンパワー田辺東松山発電所 

企業誘致の取組の一環で、大字松山地内の旧石油健保グラウンド跡地に平成 26 年 9月 

に出力 1,980kW、翌 10 月に出力 1,000kW の発電が開始されました。

・事業主体：田辺工業株式会社

・発電容量：2,980kW（2 エリア合計） 

エコタウンプロジェクトによる事業化支援等を実施した民間主体のメガソーラーは、

上記 3ヵ所で総発電容量は 8.7MW となり、年間発電量は標準的な一般家庭の約 2,700 軒

分の使用電力に相当します。
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 なお、これらメガソーラー発電所では、プロジェクトのＰＲや視察希望者への施設案

内、周辺の除草作業を地域貢献事業として行うこととなっています。東松山かがやき発

電所においては、災害等による大規模停電時に、発電した電気を市民病院や総合福祉エ 

リア等へ供給するなど、地域内での電力融通について検討しましたが、送電線の整備に 

膨大な費用がかかるなど多くの課題があり、実現には至りませんでした。

これ以外にも「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

（通称:ＦＩＴ法）」による固定価格買取制度を背景として、現在では遊休地等の利活用 

による太陽光発電設備が市内各地で見られる状況となっています。

東松山かがやき発電所 

グリーンパワー田辺東松山発電所
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⑵ 公共施設での実践として行う事業 

市内全域でのエコタウン化に向けた第一歩として、多くの人に利用される公共施設にお

いて、施設の改修や設備更新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しました。

■公共施設での実践として行う主な事業

事業名 事業メニュー 

東松山市役所エコ改修（再掲） Ｐ８参照

総合福祉エリア周辺の地域ＥＭＳ

事業（再掲）

Ｐ９参照

公共施設エコ改修 ①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

①動物舎、管理事務所等のエコ化

②エコに係る取組のＰＲ

③新エコ展示施設の整備

ＬＥＤ街路灯一括整備事業 ①公共施設等における街路灯のＬＥＤ化

◎公共施設エコ改修 

①公共施設への太陽光発電システム等の導入

公共施設のエコ改修は、太陽光発電設備等の導入を図ることを目的として、学校や市 

  民活動センター等を中心に、設置に適した場所の有無や改修予定の状況などから導入可 

  能性調査を行い、国県の助成金等を有効活用しながら随時設置しています。 

代表的なものを挙げると、平成 26年度において東松山駅東口のぼたん通り商店会に 

近接する箭弓町広場（通称：ピオパーク）に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、全天候 

型のイベントスペースを創出しました。市や商店街のイベント開催時には、多くの人で 

賑わっているほか、災害等による大規模停電時には電力供給も可能な施設となっていま 

す。

導入効果の一例としては、平成 25 年度（導入前）と平成 28 年度（導入後）の施設の

電気使用量を比較すると、30kW の太陽光発電設備、空調制御を目的としたＢＥＭＳ、及

び電力のピークカット等に有効な蓄電池を導入した市役所庁舎では－22.1%、同じく40kW

の太陽光発電設備とＢＥＭＳを導入した市の川小学校では－17.4%となっています。当然、

エコ改修以外の要因もありますが、高い導入効果につながっていると考えています。 

   また、防災拠点となっている一部施設には、太陽光発電設備と併せて蓄電池を設置し、

災害による大規模停電時の電力供給対策を図り、安心安全面も強化しています。 
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◇太陽光発電設備等設置市有施設一覧（H30.3.31 現在）※プロジェクト開始前の設置を含む

№ 施設名 区分 設置(年度) 発電容量(kW) 売電 蓄電池(kWh) BEMS 

1 松山第一小学校 公立学校 2005 160.0 有(余剰) 無 無

2 新明小学校 公立学校 2006 10.0 無 無 無

3 高坂小学校 公立学校 2010 10.0 無 無 無

4 唐子小学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

5 野本小学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

6 市の川小学校 公立学校 2013 50.0 有(余剰) 無 有

7 青鳥小学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

8 新宿小学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

9 桜山小学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

10 大岡小学校 公立学校 2014 10.0 無 無 無

11 南中学校 公立学校 2001 10.0 無 無 無

12 東中学校 公立学校 2013 10.0 無 無 無

13 北中学校 公立学校 2015 10.0 無 無 無

14 子育て支援センターソーレ その他教育・福祉施設 2005 3.0 無 無 無

15 市民福祉センターソラーナ その他教育・福祉施設 2013 10.0 無 無 無

16 総合福祉エリア その他教育・福祉施設 2013 40.0 無 有(15.6) 有

17 子育て支援センターマーレ その他教育・福祉施設 2015 6.0 無 無 無

18 市役所 庁舎 2014 40.0 有(余剰) 有(15.6) 有

19 唐子市民活動センター その他 2012 10.0 無 無 無

20 松山市民活動センター その他 2013 55.0 有(一部(45kW)) 有(15.6) 有

21 高坂市民活動センター その他 2015 10.0 無 有(15.0) 無

22 野本市民活動センター その他 2016 10.0 無 有(16.2) 無

23 東松山駅ステーションビル その他 2013 18.9 有(一部(16.4kW)) 有( 6.0) 有

24 市民病院 その他 2013 20.0 無 有(15.6) 有

25 箭弓町広場 その他 2014 11.8 有(全量) 有( 6.6) 無

26 高坂図書館 その他 2015 10.0 無 有(15.0) 無

27 高坂駅東口駅前広場 その他 2017 8.1 有(余剰) 有(22.4) 無

合 計 27 施設 572.8 7 施設 10 施設 6 施設
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◎県営こども動物自然公園 ECO-Zoo 整備 

当市にある県営こども動物自然公園において、動物舎等のエコ化が実施されるとともに、

来園者のエコへの関心を高めるため、動物園ならではの取組のＰＲが行われています。

①動物舎、管理事務所等のエコ化 

■県営こども動物自然公園における主な取組

事業メニュー 取組内容 

コアラ舎のエコ改修 太陽光発電設備、ガス式床暖房設備の設置、電気とガスを

組み合わせたハイブリッド空調の導入、屋根・壁面の断熱

改修、複層ガラスの採用、照明のＬＥＤ化を実施。

断熱性能を高め、外気温の急な変化に左右されにくい環

境がつくられ、飼育員やコアラの健康で快適な室内環境

の実現につながった。

その結果、約 14 万 kWh/年（一般家庭約 40 世帯分の年間

電力使用量に相当）の省エネとなり、これまでの電力使用

量の約 70%が削減された。 

ペンギンヒルズのエコ改修 ペンギンプールの波動装置の電力の一部を賄うため、太

陽光発電設備を設置。

年間の発電電力量は、約 3,500kWh/年で波動装置の消費電

力量の約 64%に相当し、プールの 3 回の波のうちの 2 回

は、太陽光発電による波になっている。 

カピバラ温泉のエコ改修 飼育舎と観察小屋へ太陽熱温水器、太陽熱収集器、太陽光

発電設備及び床暖房システムを導入。 

冬になると太陽の光や熱により温められたお湯を使った

露天風呂が人気となっているが、給湯の熱源である灯油

とポンプ動力に必要な電気を、太陽熱と太陽光で賄うこ

とで大幅にカットしている。

エコに係る取組のＰＲ、新エ

コ展示施設の整備

エコ改修等を実施した施設の前には、説明用のパネルを

設置し、創エネや省エネの取組を子どもたちにもわかり

やすく解説されている。 

H26 年度には、動物の糞を堆肥化する設備等も導入され、

ＰＲが図られている。

また、子どもたちが動物とのふれあいや比企丘陵の自然

を体験できる場となっている「こども動物自然公園」でエ

コ化に取り組んだことで、環境教育としての活用も期待

される。
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コアラ舎 

ペンギン舎 

カピバラ舎 
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◎ＬＥＤ街路灯一括整備事業 

①公共施設等における街路灯のＬＥＤ化 

公共施設及び周辺の街路灯のＬＥＤ化について、補助金等を有効活用しながら整備を

進めました。

■街路灯ＬＥＤ化の主な取組 

事業メニュー 取組内容 

重点実施街区内ＬＥＤ街

路灯設置

前述の重点実施街区である市の川特定土地区画整理事業地

内に太陽光発電設備付ＬＥＤ街路灯 20 基を設置し、エネル

ギーの地産地消と防災機能強化を図った。

街路灯は完全独立型で電線には接続しておらず、付属の太

陽光パネルで発電した電気を蓄電池に貯め、天候不良でも

３、４日は点灯可能。

また、大規模停電時には付属のコンセントから電源供給が

可能となっており、携帯電話の充電等に利用できる。 

総合福祉エリア・東松山駅

ＬＥＤ街路灯設置

上記と同様に、エネルギーの地産地消と防災機能強化及び

プロジェクトのＰＲを目的として、施設のエコ化整備の一

環で大型の太陽光発電設備付ＬＥＤ街路灯を設置。

まちなかウォーキングコ

ースＬＥＤライトアップ

事業

Ｐ５参照

東松山駅東口商店会街路

灯ＬＥＤ化補助事業

Ｐ３参照

市内防犯灯一括ＬＥＤ化

事業

H25 年度に国の「地域の元気臨時交付金」を活用して、市内

に設置されている約 4,900 基の防犯灯を一括でＬＥＤ化

し、省エネ化と防犯対策強化を図った。

ソーラーLED街路灯
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⑶ 第 2ステップの展開を見据えた全市を対象とした事業 

プロジェクト実施計画において、第 1 ステップでは、中核的実施エリアを指定し、集中

的に取り組む事業並びに公共施設でのエコ化整備事業を主体的に進めることとなっていま

すが、さらに、行政支援によるプロジェクトの全市展開を目標として掲げている第 2 ステ

ップを見据えた全市的な取組にも同時に着手しました。

■第 2ステップを見据えて全市を対象として実施した主な取組 

事業メニュー 取組内容 

住宅用太陽光発電設備設

置補助 

（テーマ：住宅）

エネルギーの地産地消の柱となる太陽光発電システムを普

及させるための補助制度を、重点実施街区と同様に実施。

交付実績は、H24 が 282 件、H25 が 228 件、H26 が 226 件

で、補助金の活用により住宅に設置された太陽光発電設備

の合計発電容量は、3 年間で 3 基のメガソーラー発電所が

整備されたのと同等で、全国平均の約 6倍に相当する。

なお、補助金の一部は地域通貨「ぼたん圓」で交付するこ

とで地域経済の活性化にも取り組んだ。 

省エネ改修補助 

（テーマ：住宅）

家庭における省エネ行動の支援と地元業者の活性化を目的

として、高効率の給湯設備の導入や、窓ガラスの断熱改修

等を地元業者の施工により行った場合の補助制度を実施。

交付実績は、H24 が 128 件、H25 が 428 件、H26 が 504 件

で、3 年間の合計が 1,000 件を上回り、省エネ意識の向上

につながった。 

電気自動車等導入補助 

（テーマ：横断的取組）

エコカーの普及促進を図り、温室効果ガスの排出削減に取

り組むため、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車

を導入する者に対する補助制度を実施。

また、エコタウンマークを車両にラッピングし、プロジェ

クトのＰＲと非常時の電源供給に協力する場合は、補助額

を増額するなどして、普及啓発と防災機能強化を図った。

なお、住宅用太陽光発電設備設置補助と同様に、補助金の

一部は地域通貨「ぼたん圓」で交付することで地域経済の

活性化にも取り組んだ。

交付実績は、H24 が 20 件、H25 が 25 件、H26が 19 件。 

電気自動車等用急速充電

器設置補助 

（テーマ：横断的取組）

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車を普及させる

ためには、充電インフラの普及が必要であることから、不

特定多数の者が利用できる電気自動車等充電設備を設置す

る市内の事業者に対して補助金を交付。

ピオニウォーク及びベルク新郷店の 2 店舗が導入され、電

気自動車等の普及促進に貢献している。 
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公共施設への電気自動車

等用急速充電器の整備 

（テーマ：横断的取組）

市役所には電気自動車等用急速充電器を、また各市民活動

センターには電気自動車等用普通充電器を導入し、無料開

放することで電気自動車やプラグインハイブリッド自動車

の普及を推進している。

エコ・ウォーキングポイン

ト制度 

（テーマ：横断的取組）

プロジェクトへの市民参加を促すため、節電とウォーキン

グの取組を応援するインターネットサービス「東松山市エ

コと歩けの応援サイト（通称：ＥＣＯ・ＰＯ）」を H26 年

8 月に開始。

節電とウォーキングの取組をポイント化し、貯めたポイン

トで抽選を行い、地域通貨券や地域特産品が当選するもの

で、公共施設に整備した太陽光発電による売電収入を原資

とすることで、地域資源の活用と地域経済の活性化を図る

仕組みとなっている。

H26 年度末の登録：87世帯

上記各種補助事業で交付する補助金の一部やＥＣＯ・ＰＯのポイント抽選の賞品の一部

を地域通貨「ぼたん圓」で交付した結果、H24 年度～H28 年度までの 5 年間で 23,000,000

円を超える「ぼたん圓」が市内商店会や商業施設で使用されたことになり、市内の経済効

果につながっています。 

太陽光・省エネ機器展示相談会 電気自動車等用急速充電器（市庁舎）
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４ 第２ステップ（平成 24～28 年度）の取組 

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

りに取り組みました。

また、事業の発展的展開を目指し、第 1 ステップの事業のうち、他の地区でも実施可能

なものは、第 1ステップと同時又は順次実施しました。

■第 2ステップ実施事業イメージ 

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・環境教育と体験によるコミュニティの醸成

コミュニティにおける安心・安全の醸成

公共施設

住宅
商業

新規産業

農業

工業

横断的取
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■第２ステップでの取組事業 

 向こう５年間を目途に実施又は発展的展開を目指す事業メニュー 

⑴ 商業 

事業メニュー 取組内容 

寄り合い空間の整備 前述した、エコと健康を発信するショップ及び空き店舗を

活用した地場農産物直売所の開設。 

箭弓町広場に太陽光発電設備付き屋根を整備し、全天候型

イベントスペースを創出。 

省エネ設備の集団投入 前述のとおり、ぼたん通り商店会とまるひろ通り商店会の

店舗を対象に、省エネ診断及び省エネ改修補助を実施し、

高効率機器等の省エネ設備の導入促進を図ったが、高額な

費用負担等が障壁となり、普及拡大には至らず。 

商店街へのＨＥＭＳ設置 ＨＥＭＳ及び Wi-Fi を活用した情報ネットワーク「商店街

を歩こう」を構築。東松山駅東口商店会連合会の情報発信、

イベントに合わせた Wi-Fi スタンプラリー等に使用し、中

心市街地の活性化を図っている。 

⑵ 住宅 

事業メニュー 取組内容 

太陽熱の高度利用 住宅への太陽熱利用システムの導入を推進するため、平成

27 年度にエコタウン住宅モデル化補助制度を創設。

この補助制度では、太陽熱利用システムのほか、太陽光発

電設備、家庭用燃料電池（エネファーム）、地中熱利用シ

ステム、ＨＥＭＳ、家庭用蓄電池を補助対象とし、住宅の

スマートハウス化の促進を図った。

※エコタウン住宅モデル化補助金実績は別表のとおり 

ＨＥＭＳネットワークの活用 前述のとおり、ＨＥＭＳを活用した効果的な情報提供方法等

を模索するため、コミュニティ情報の提供や高齢者の見守り

サービス等のＨＥＭＳ実証事業を事業者の提案により実施

し、事業化を検討。費用対効果等の課題が多く、実現せず。
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◇エコタウン住宅モデル化補助金実績表 

補助対象設備
平成 27 年度 平成 28 年度

件数(件) 交付額(円) 件数(件) 交付額(円)

太陽光発電設備 130 6,560,000 169 8,470,000

太陽熱利用システム（自然循環型） 4 240,000 0 0

太陽熱利用システム（強制循環型） 1 60,000 1 60000

家庭用燃料電池（エネファーム） 0 0 6 300,000

地中熱利用システム 0 0 0 0

ＨＥＭＳ 50 2,520,000 62 3,100,000

家庭用蓄電池 17 850,000 12 600,000

創･省･蓄エネの３設備導入加算補助 12 600,000 5 250,000

合計(３設備導入加算補助を除く) 214 10,830,000 250 12,780,000

⑶ 工業 

事業名 取組内容 

エコファクトリー化支援事業 計画段階では６つの事業メニューを予定していたが、各企

業の事業方針や計画体制等に関わることもあり、実質的に

は、エコ・ファクトリー化推進事業補助制度による支援を

実施した。

専門家による省エネ診断に基づいて取り組む、設備の更新・

改修等（照明のＬＥＤ化、空調やボイラーの更新等）の費

用に対して補助を行うもので、交付実績は H25 に 11 件、

H26 に 11 件。 

⑷ 農業 

事業名 事業メニュー 

農体験推進事業 ①空き店舗を活用した地場産農産物販売

②体験農業の推進

③「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 ①有機農法の実施

②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 ①省エネ診断・相談会の実施

②農業の高度化の推進
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◎農体験推進事業 

①空き店舗を活用した地場産農産物販売

前述のとおり、H24 年度に実施した商店街空き店舗対策事業により、ぼたん通り商店会 

において「ＪＡ埼玉中央エキチカ農産物直売所」が開設されました。

②体験農業の推進

第 2ステップにおいて、体験農業型農業施設についての検討を重ねた結果、平成 30 年

度以降に実施される農林公園の改修に併せて、いちご、みかん、ブルーベリーの摘み取

りや体験圃場を整備する予定です。 

③「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

「川のまるごと再生プロジェクト」により整備した「くらかけ清流の郷バーベキュー

  場において、市内の農産物を使用した加工品（梨ゼリー・梨ジュース）の販売を平成 29

年度から実施しています。

◎農産物ブランド化推進事業 

①有機農法の実施

H28 年度において、国県の補助事業を活用し、有機農業に取り組む団体を対象とした環

境保全型農業直接支払補助制度を開始しました。

②地場農産物を活用したイベントの定期的開催 

市内農業者で組織する戦略作物研究会が栽培に取り組む白いトウモロコシのブランド 

化を推進するため、デパートにおける市長のトップセールスを始め、各種イベントへの 

出店支援等を実施しています。

◎エコファーム化モデル事業 

計画段階において、「省エネ診断・相談会の実施」や「農業の高度化の推進」といった事 

 業メニューを予定していましたが、これまでのところ具体的な実績はありません。農業者 

の意向確認等を行いながら、引き続き検討します。

 なお、エコファーム化モデル事業として、前述の地域貢献型メガソーラーとして開設さ

れた東松山かがやき発電所の隣接農地に、太陽光発電による電力を活用した作物の栽培を

民間事業者が試験的に実施しましたが、事業化には至りませんでした。 
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⑸ 新規産業 

事業メニュー 取組内容 

グリーン産業形成支援事業 前述のとおり、市内事業者による安心安全安価な創・省・

蓄エネ設備の設置を目的として設置された東松山グリーン

モデル推進協議会及び埼玉県電気工事工業組合東松山支部

と連携し、協働による事業を実施。

また、東松山グリーンモデル推進協議会は、太陽光発電セ

ミナーを始めとする様々な普及啓発活動を行うなどプロジ

ェクトの推進に幅広く貢献。 

⑹ 公共施設 

事業メニュー 取組内容 

県道大谷材木町線のエコ化 県道大谷材木町線におけるエコ化等を検討した結果、市の

川特定土地区画整理事業地内付近に太陽光発電設備付きの

歩道照明灯を設置したほか、道路照明灯についても計画的

なＬＥＤ化を進めていく。 

防災コミュニティ拠点として

の機能向上

公共施設に太陽光発電設備や蓄電池を整備。防災訓練や環

境教育に設備を活用するなどして防災コミュニティ拠点と

しての機能向上を図った。 

<H27 年度>

・市役所来庁者用駐車(輪)場⇒太陽光10kW/蓄電池15.6kWh

              非常用 LED 照明

・高坂市民活動センター⇒太陽光 10kW/蓄電池 15kWh 

（南地区体育館） 

・高坂図書館⇒太陽光 10kW/蓄電池 15kWh

・北中学校⇒太陽光 10kW

<H28 年度>

・野本市民活動センター⇒太陽光 10kW/蓄電池 16.2kWh 

太陽光発電セミナー（東松山グリーンモデル推進協議会）
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⑺ 横断的取組 

事業メニュー 取組内容 

エコ・ウォーキングポイント

制度

前述のとおり、プロジェクトへの市民参加と中心市街地の

活性化を目的として、節電とウォーキングの取組を応援す

るインターネットサービス「エコと歩けの応援サイト（通

称：ＥＣＯ・ＰＯ）」を H26 年 8 月に開始。

第２ステップでは、商店街に設置されたＨＥＭＳや Wi-Fi

と連携した運用について検討を行ったが、システム構築費

等に課題があり実現せず。ポイント抽選の当選品に商店街

で利用できる地域通貨「ぼたん圓」を活用することや、商

店街のイベント時にＥＣＯ・ＰＯの普及啓発を行う等で連

携を図っている。

H28 年度末現在の登録：237 世帯 

高坂図書館（蓄電池）
高坂図書館 

南地区体育館 野本市民活動センター
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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

進を図るため、自転車利用に関する調査を H24 年に実施。

その後、レンタサイクルシステムの実証実験となる広域レ

ンタサイクル事業を県の主導で実施。

また、H25 年度には、電動アシスト自転車導入補助制度に

ついて検討したがどちらも事業化には至らなかった。 

電気自動車等普及促進事業 前述のとおり、交通体系全体のエコ化を推進するため、H24

年度以降、電気自動車と充電設備の普及促進を図った。

・電気自動車等導入補助金（H24 から実施中） 

電気自動車 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯド 電動バイク

H24 11 9

H25 11 14

H26 7 12

H27 6 10 0

H28 1 2 0

・急速充電器設置補助金（H24 に市内 2箇所の商業施設へ）

・市民活動センター（7箇所）に普通充電器を設置し、市役

所の急速充電器と併せて無料開放実施中（H24～）

・公用車への電気自動車導入（H28 現在：7台）

当初計画していた、超小型モビリティの普及や福祉送迎用

車両、バス及びタクシーへの電気自動車の推進については、

コスト面など課題が多く未実施である。 

新たな支援組織（仮称）東松山

エコタウン推進機構の設立

エコタウンプロジェクトの全市展開を目指した支援組織の

構築について検討を行ってきた。 

第 2 ステップ終了時点では、計画上の具体的な組織は設立

していないが、第３ステップ以降の事業展開において、市

民団体や事業者が、より能動的にプロジェクトに関われる

ことを目的とした「エコタウン応援団制度」を H27 年度に

創設し、運用を開始した。 

今後、エコタウン応援団の運用を継続し、プロジェクトの

推進組織としての一翼を担う組織として発展させていく。

・H24：エコタウンプロジェクト協議会設置 

   （H26～ エコタウンプロジェクト意見交換会） 

・H25：庁内エコタウンプロジェクトチーム設置 

・H27：エコタウン応援団制度創設 

   （H28 年度末現在登録件数：法人 6、個人 3） 

プロジェクト普及促進事業 プロジェクトの普及促進を図るため、計画の事業メニュー

以外の取組も積極的に実施した。詳細は以下のとおり。 
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■プロジェクトの普及促進を図るために実施した主な事業（H27～H28） 

事業メニュー 取組内容

エコタウンまつり（全市版） プロジェクトの目的や取組を広く市民に発信するため、

市内の市民団体や事業者の協力を募り、「創エネ」「省

エネ」「蓄エネ」を始め、エコを体感できるイベントと

して、全市を対象に実施。 

エコタウン市民講座 プロジェクトの推進を図るためには、市民への意識啓発

が重要課題であることから、「創エネ」「省エネ」「蓄

エネ」の取組に関する講座を、毎回テーマを変えながら

定期的に開催。 

エコタウン出前授業 環境教育の一環で、市の川小学校の児童を対象に、エコ

タウン出前授業を開催。太陽光発電設備の見学会や地球

温暖化対策に関する説明などを行い、エコ意識の醸成を

図った。 

エネルギー見える化ＷＥＢサイ

ト 

プロジェクトを市内外に向けて広く情報発信するため、

市の公式ホームページ内にプロジェクトの専用サイト

「電力情報見える化サイト」を構築。 

公共施設の太陽光発電状況やプロジェクトの取組・成

果、補助金やイベント情報などを発信中。 

家庭用蓄電池導入補助（実証事

業）

電力供給逼迫時のピークカットや非常時の安心・安全、

電気料金の節約等、様々な役割が期待される家庭用蓄電

池の普及拡大のスキーム構築や、有効活用方法の検討を

行うため、実証実験への参加協力を条件とした 10 世帯

限定の補助制度を H27 年度に実施した。 

蓄電池を活用したＤＲ実証事業 経済産業省の次世代エネルギー技術実証事業に補助事

業者として採択された株式会社ＮＴＴファシリティー

ズの実施する事業に、当市が保有するリチウムイオン蓄

電池を実証フィールドとして提供。電力の需要家の立場

から協力することで、先進的な電力需給システムの構築

にもプロジェクト実施市として貢献している。 

エコタウン出前授業
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５ エコタウンプロジェクト 今後の展開 

以上のように、平成２４年度から平成２８年度（第１・第２ステップ）の５ヵ年では、

公共施設のエコ化を中心とした行政率先のモデル事業の実践と、中核的エリアの住民や商

店会の皆さんを中心に多くの市民や事業者の参画による地域の特性を生かした先進的、か

つ多様な取組により、プロジェクトを全市的に展開してきました。 

平成２９年度からプロジェクトは第３ステップへと移行し、「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」を目標に掲げ、第２ステップまでの各種取

組によるノウハウ等の蓄積を活かし、これまでの行政主導によるプロジェクトの推進から、

より市民や事業者が主体となった事業展開を目指します。 

◎主な取組内容 

≪プロジェクト普及啓発事業≫

市民や事業者の皆さんが主体となった事業展開の実現には、これまで以上に多くの人

の取組が必要であり、そのための意識啓発が重要となってきます。 

   環境みらいフェアやエコタウン市民講座など、誰でも気軽に参加できるイベントやセ

ミナーの継続開催やエコタウン通信等の定期発行により、エコに関する取組の重要性と

プロジェクトへの参加を呼びかけて行きます。 
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≪取組・成果の情報発信≫ 

   これまでに整備した設備や仕組みを有効活用し、プロジェクトの取組や成果等を市内 

外に向けて情報発信します。 

積極的なプロジェクトのＰＲと普及啓発事業により、市民や事業者の皆さんのエコ意 

識の向上と持続を図ります。 

≪エコ化の取組に対する支援≫ 

第３ステップでは、「エネルギーの地産地消」･「地球温暖化防止対策」･「災害に強

いまちづくり」を具現化するため、市民の皆さんが主体となった蓄エネの取組をさらに

推進します。

   再生可能エネルギー等で発電した電気を有効利用するための家庭用蓄電池、太陽光発

電設備や電気自動車等と接続して電力の充放電ができるＶ２Ｈシステム、及びＣＯ2排出

量削減に効果的な電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を補助対象とする、「つ

くってためて安心な自立型エコタウン推進補助事業」を今後も継続実施することで、住

宅のエコ化やエコカーの導入を促進します。 

≪市民、事業者主体のプロジェクト推進に向けた取組≫ 

 市民や事業者の皆さんが主体となったエコタウンの普及啓発イベントやセミナー等が

自主的に開催され、プロジェクト終了後もそれらの活動が継続される体制を構築するた

め、第２ステップにおいて策定した「エコタウン応援団」制度を発展的に運用するとと

もに、その活動に対する財政支援制度の整備等を検討します。 

   また、「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」を具現化す

る取組として、民間事業者と行政の共同出資による地域新電力会社の設立等についても

研究します。 










