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川崎市環境脱炭素戦略推進室

審議事項２ 「再エネ義務制度」に関する本日の論点

資料５
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項目
5月
第1回

6月 7月
第2回

8月
第3回

9月 10月
第4回

11月
答申

審議２ 再エネ義務制度検討

・２－１ 義務化手法検討

・２－２ 義務化対象設備検討

・２－３ 義務化対象範囲検討

・２－４ 支援策あり方検討

案提示 案概ね決定

考え方整理

考え方整理

素案提示 案提示 案決定

素案提示 案提示 案決定

考え方整理 案提示 案決定

予備



審議事項２（再エネ義務制度検討） KAWASAKI
CITY
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論点２－１ 義務化の手法検討 （説明義務のみ or設置義務のみ or説明＋設置義務 など）

論点２－２ 義務化の対象設備検討（太陽光のみ or太陽光＋その他再エネ など）

論点２－３ 義務化の対象範囲検討（京都市方式、東京都方式、その他方式、除外規定検討など）



論点２－１ 義務化の手法検討①（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY
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本日御意見を伺いたい内容（２－１）
・義務化の手法については、次の理由により「説明義務化＋設置義務」の両方の検討を進めて
いきたいと考えているが、このことについて御意見を伺いたい。

・設置義務化の検討も進める方向とする場合、制度化に向けて整理・確認すべき事項について
御意見を伺いたい。

川崎市の目標 2050年の脱炭素社会の実現

2050年の再エネポテンシャルの達成（93.6万kW）

2030年の再エネ設備導入目標の達成（33万kW）

再エネ義務制度は、2030年の再エネ設備導入目標達成に向けた重要施策の１つ



論点２－１ 義務化の手法検討②（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY

4

2030年の再エネ設備導入目標（33万kW）に関する状況分析

■ 2020年度導入実績 約20万kW 目標達成まで＋13万kW必要

■ 2030年BAU 約26.5万kW 追加的措置が＋6.5万kW必要

2030年の再エネ設備導入目標達成には、これまでの導入実績の約2倍のスピードが必要

BAU＋6.5万kW※

※ 2023年度の新橘処理センター稼働に伴うバイオマス発電増加分はBAUに含まれる



論点２－１ 義務化の手法検討③（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY

5

2030年度目標（＋13万kW）達成に向けた主な取組

■ 既存施策（BAU） 従来型の再エネ普及策（BAU＋6.5万kW）

■ 新規施策（公共施設）

■ 新規施策（民間施設）

現状約4,200kW ⇒ 2030年約10,200kW
＋0.6万kW
（約2.4倍）

脱炭素先行地域の取組（＋0.5万kW）

再エネ義務制度（試算中）

地域エネルギー会社等による
民間向け再エネ普及事業(未試算）

＋5.4万kW
必要

＋今後の新規施策、社会状況変化等・・・



論点２－１ 義務化の手法検討④（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY
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防災・レジリエンスの観点について

■電力料金は、東日本大震災以降、上昇傾向である。最近では、ウクライナ情勢の影響による燃料価格の上昇
により過去５年で最も高い水準となっている。

■東日本大震災では、東京電力福島第一原子力発電所の事故等により、電力供給力が低下し、東京電力管内で
計１０日間計画停電が発生し、令和４年３月には福島県沖地震により、火力発電所が停止し、東京電力管内に
おいて需給ひっ迫警報が発令

■太陽光発電などを活用した分散型エネルギーは、エネルギー供給のリスク分散や非常時のエネルギー供給に
よる「レジリエンス強化」を見込める。

災害時などの安定した電力確保（レジリエンス確保）や、電力料金の上昇に伴う経済性の観点
から太陽光発電などの自給電源の確保が重要



論点２－１ 義務化の手法検討⑤（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY
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（設置義務化に関する現時点での事務局の考え）

・2050年度の脱炭素社会の実現に向け、本市は、川崎市地球温暖化対策推進基本計画において、
「2030年度の再エネ導入33万kW達成」を目指すこととしている。

・再エネ導入目標の達成には、従来の再エネ導入速度を約2倍に加速させる必要がある。

・また、市域内での自給電源の確保は、市民・事業者の防災・レジリエンス強化に資する。
昨今の電力需給ひっ迫や、将来的に予見される大規模災害への対応等を鑑みると、自給電源
確保の重要性は今後さらに高まっていく。

・以上を踏まえ、本市としては再エネ導入に係る設置義務化の制度検討が必要と考えている。

※ 本日の御意見を踏まえ、事業者ヒアリングを行い、第2回部会でお示しする予定

論点２－１ まとめ①



論点２－１ 義務化の手法検討⑥（説明義務のみ or 設置義務のみ or 説明＋設置義務 など）
KAWASAKI

CITY
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（説明義務化に関する現時点での事務局の考え）

・説明義務化については、例えば京都市方式のように10m2以上を対象とすることで、設置義務
化の対象とならない小規模建築物も制度的にカバーされる。

・建築士による提案説明の効果は、資料3-2（スライド43）のとおり、建築主の再エネ導入の判
断に影響を与えるため、説明義務化による効果は一定見込まれるものと考えられる。

・以上の理由により、再エネ導入に係る説明義務化も併せて検討が必要ではないか。

※ 本日の御意見を踏まえ、事業者ヒアリングを行い、第2回部会でお示しする予定

論点２－１ まとめ②



論点２－２ 義務化の対象設備検討（太陽光のみ or 太陽光＋その他再エネ など）
KAWASAKI

CITY
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本日御意見を伺いたい内容（２－２）

・義務化の対象設備については、京都市、東京都、群馬県の対象設備等の事例を資料3-2（スラ
イド17以降）のとおり整理した。

・本市としては、義務化の対象とする設備については、京都市方式のように、太陽光のみに限
定せずに、太陽熱等の再エネ設備全般を対象とすることを想定しているが、このことについて
御意見を伺いたい。

・また、本制度は、再生可能エネルギー設備の導入量を増やしていくための施策であるため、
例えば、「再エネ100%電力調達」などの再エネ電力購入手法は事業対象外とし、オフサイト
PPAなどの再エネ設備導入手法は事業対象とするイメージであるが、このことについて御意見
を伺いたい。

・このほか、本市の地域特性等を踏まえ、幅広く御意見を伺いたい。

※ 基本計画に位置付けた取組は「再エネ義務」の検討であり、今回は「新築・増改築時の再エ
ネ設備導入」について集中的に御審議いただきたい。
（省エネ設備や既存建築物への取組は施策レベルで別途対応）



論点２－３ 義務化の対象範囲検討（京都市方式、東京都方式、その他方式、除外規定検討など）
KAWASAKI

CITY
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本日御意見を伺いたい内容（２－３）

・義務化の対象範囲については、京都市、東京都、群馬県の対象範囲等の事例を資料3-2（スライ
ド17～23）のとおり整理した。また、京都方式と東京方式を次スライドのとおり比較した。

・本市の地域特性や立地等を踏まえ、本市は今後、京都方式と東京方式のどちらをベースに検討
を進めていくべきか（あるいは別の方式を検討するべきか）、御意見を伺いたい。

・このほか、対象範囲や除外規定の検討を進めていくにあたり、現時点で整理・確認すべき事項
について御意見を伺いたい。



論点２－３ 義務化の対象範囲検討（京都市方式、東京都方式、その他方式、除外規定検討など）
KAWASAKI

CITY
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東京方式

京都方式

追加再エネ導入量試算
（川崎市内）

制度概要
特徴

（メリットデメリット）

① のべ床2,000m2以上建築物
に対する施工主への義務

② 一定規模※１以上受注する
大規模施工業者への義務

③ 建築士による説明義務

① のべ床2,000m2以上建築物
に対する施工主への義務

② のべ床300m2以上建築物
に対する施行主への義務

③ 建築士による説明義務

① 約800kW/年

② 約3,800kW/年

③ －

合計 約4,600kW/年

① 約800kW/年

② 約1,100kW/年

③ －

合計約1,900kW/年

＜メリット＞
○ 追加再エネ導入量が大きい
○ 一般住宅が制度対象。

（市民への再エネ導入が進む）
○ 都との連携事業となり、本取り組

みの広がりが期待（脱炭素ドミノ
に繋がり、また事業者の事務負担
も市単独事業より少ない）。

＜デメリット＞
○ 対象事業者が限定的（4％程度）

＜メリット＞
○ 建築物省エネ法と区分が同じであ

るため、関係者への説明が行いや
すい。

＜デメリット＞
○ 新規建築物の大半を占める住宅の

ほとんどが対象外
○ 追加再エネ導入量が少ない

※１ 東京都は「2030年度までに新築住宅の約60%への太陽光設備設置（国目標）」を目指し、年間20,000m2以上受注する施工業者（約50社）に対する義務

（義務量は年間受注件数×1.7kW程度）を検討。これを川崎市の規模に置き換えた場合、「年間5,000m2以上受注する施行業者（約23社）」。

東京方式と京都方式の比較



（参考）再エネ義務制度のかかる誘導支援策について KAWASAKI
CITY
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現時点で想定している誘導支援策

１ 現行の補助制度等との連携（スマートハウス補助金、中小企業エコ化補助金）

２ 令和5年度に設立予定の地域エネルギー会社と連携した電源開発（PPA事業等）の取組

３ PPA事業※を活用した仕組みの検討
※ 初期費用や維持管理の負担を軽減する、屋根貸し自家消費型モデル

４ その他支援制度


