
第２回脱炭素化部会御意見及び事業者意見等を踏まえた考え方の整理

No. 種類 性質 委員等 御意見 事務回答（概要） 事務局（詳細） 参考文献等 第3回部会資料掲載箇所

0 全体

00_第2回部

会終了後の意

見書提出によ

る追加意見

－ 追加意見なし － － － －

1 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

今後は、議事録も資料として配布して欲しい。また、部会終了後の追加意見

があった場合はその旨も明記し、それに対する事務局の対応も部会資料とし

て配布して欲しい。

第３回部会より、議事録及び追加意

見の回答を配付します。

・議事録につきましては、第3回部会より資料として配布致します。

・追加意見とそれに対する事務局の対応につきましても、第3回部会より資料として配布

致します。

－ －

2 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

資料3-1の事業者ヒアリングの意見に対しては、全て整理して打ち返しをし

たうえで、制度案を確認しなくては意味がない。そのように進めていきた

い。

懸案事項に対する事務局案を第３回

部会で提示します。

・前回部会意見、事業者ヒアリング及びその他想定される懸念事項等を取りまとめ、それ

に対する「事務局の見解を1対1で対応させた資料」を作成するとともに、「当該資料をわ

かりやすく取りまとめた課題整理資料」を作成し、第3回部会で御提示致します。

－ －

3 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

設置義務化については、制度開始後に、徐々に内容を拡げていくことを想定

しているのか。

制度の定着状況を考慮し、適宜見直

しを行う必要があると考えておりま

す。

・再エネの設置義務化は、本市が2030年度の再エネ導入目標の達成、ひいては2050年

カーボンニュートラル社会の実現において欠かせない制度であると考えております。

・他方で、市民生活や事業活動に与える影響を考慮すると、丁寧な制度設計を図ることが

重要であるため、義務対象者に対して過度な負担を課さないよう配慮し、制度の定着が図

られた段階で義務量増加等の制度見直しを図るなど、柔軟な制度運用を行っていく必要が

あると考えております。

－ 資料2-8：P8

4 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

事業者ヒアリングでは、制度開始時期が遅れればありがたいとの意見がある

が、どのように考えているのか。

周知期間や、事業者への準備期間な

どを考慮した上で、最短での制度開

始を目指します。

・2030年度の再エネ導入目標の達成及び2050年カーボンニュートラル社会の実現を目指

すため、可能な限り最短での制度開始を目指してまいりたいと考えておりますが、制度検

討、広報、周知等を十分な期間の確保や、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮

も必要と考えておりますので、こうした全体バランスを考慮したうえで最短での制度開始

を目指していきたいと考えております。

－ 資料1：P5

5 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長 制度の周知期間はどの程度を想定しているのか。

・具体的な制度案の公開から必要な

周知期間を設けます。

・制度実施に当たっては、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮も必要と考えて

おり、具体的な制度案の公開から必要な周知期間を設ける必要があると考えております。
－ 資料1：P5

6 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

資料４P9では、2050年カーボンニュートラルの法定化を制度背景として記

載しているが、再エネを地方で推進する制度改正（地域脱炭素化促進区域）

も行われているため、そちらも制度背景に盛り込むべき。

地域脱炭素化促進区域などの状況変

化も制度背景に盛り込んでまいりま

す。

・2030年目標及び2050年カーボンニュートラル実現に向けて、地域の再エネ導入拡大を

図るため、令和3年の温対法改正により第21条第6項が新設され、地域脱炭素化促進区域

に関する規定が新たに盛り込まれ政令市は努力義務とされましたので、こうした状況変化

も制度背景に盛り込んでまいります。

・「地方公共団体実行計画（区域施策編）策

定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事業

編）（環境省.R4.4）」

資料2-3：P7

7 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
田村委員 義務違反が起きたらどのように対応するのか。

必要な行政指導のうえ、義務違反者

への勧告、勧告に従わない場合に公

表を想定しています。

・義務違反への対応につきましては、現行の川崎市地球温暖化対策推進条例及び京都市地

球温暖化対策条例を参考に、まずは必要な行政指導を図り、そのうえで義務違反者に対す

る勧告を行い、当該勧告に従わなかった場合には公表する対応を想定しています。

・「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条

例第33条、第34条（川崎市）」

・「京都市地球温暖化対策条例第56条第1項

及び第2項」

－

8 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
田村委員

公表の制裁についてはどのように考えているのか。説明責任を果たすという

目的で公表するのか、そうではないのか整理しておく必要がある。最高裁判

所が平成17年度以降判断を変えている。これまで処分ではないという判断か

ら行政処分という判断に変えている。作る方は、そういう点も踏まえて制度

設計を固めた方がよい。

市民への説明責任を果たすことを目

的に、義務違反への公表を行う必要

があると考えています。

・本市は情報公開条例第3条第1項の規定に基づき、市民への説明責任を果たすことを目的

に、義務違反への公表を行う必要があると考えています。

・一方で、行政の公表は、「制裁的公表」の性質も有している中で、行政指導に従わな

かったものに対する不利益取扱いを禁じた「行政手続き条例第30条第2項」への抵触の可

否について検討・整理が必要と認識しております。

・行政手続法の逐条解説では、法第32条第2項について「行政指導に従わない場合の公表

の規定は、相手方が一定の作為又は不作為を行わないと行政目的が実現されない状態が存

在し、そのまま放置することが公益上支障を生じ又は国民に被害を及ぼす等の事態が予想

されるような場合には～～本条の「不利益な取扱い」には含まれない。」とされておりま

す。

・上記を踏まえまして、本市としましては、公表の目的の正当性、必要性、公表態様、公

益等をしっかりと整理するとともに、また、事前意見聴取手続きなどのフォローアップも

行うことで、法的に比較衡量判断がされる場合においても、公益が上回り、行政手続き条

例第３０条第２項の「不利的な取り扱い」には該当しない制度としていきたいと考えてお

ります。

・「川崎市行政手続き条例第30項第2項」

・「行政による制裁的公表の法理論（(株)）

日本評論社）.H27.4」P215

・「逐条解説行政手続法」

－

参参考資料３

1 / 24 ページ



No. 種類 性質 委員等 御意見 事務回答（概要） 事務局（詳細） 参考文献等 第3回部会資料掲載箇所

9 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

資料４の答申本文の結論については大賛成である。一方で、再エネ義務を課

さなくてはならない理由の迫力が感じられない。そもそも温対法上の責務は

国民を含めてカーボンニュートラルは国民にもかかっている。なぜ再エネ義

務制度をやらなければならないのかをしっかりと記載した方が良い。

脱炭素社会の実現に向けては、これ

までの誘導支援策に加えて、義務制

度の実施が欠かせないものと考えて

います。

・これまで太陽光発電の普及に向けては、国では固定価格買取制度（FIT）、本市では設

置補助など様々な普及政策を行ってきましたが、平成30年の住宅・土地統計調査における

住宅の太陽光発電の設置率は約1.5%にとどまっております。

・本市が再生可能エネルギーの拡大を図るうえで、太陽光発電は、今後ポテンシャルのあ

るほぼ唯一の再生可能エネルギー源であるため、本市が2050年の脱炭素社会の実現を果

たしていくためには、再エネ義務制度の実施が欠かせないものと考えております。

・また、国外におきましては、カリフォルニア州やニューヨーク州・ドイツなどで設置義

務化がすすめられています。

・「平成30年住宅土地統計調査（表10）」

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画

P60」

資料2-4：P4

資料2-7：P41

10 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

環境保全に対して費用を負担するというのは理屈ではない。費用が掛かるか

らやらないという話ではない。どんなものにも副作用があるため、事細かに

整理して、副作用として対処するべきである。副作用があるから規制を緩め

てしまうのは本末転倒であり、規制をするべきかとうかと、副作用とは関係

ない。規制の仕方を工夫すると良い。

デメリット（副作用）について、具

体化し、誘導支援策により対処を

図っていきたいと考えています。

・再エネの設置義務化は、本市が2030年度の再エネ導入目標の達成、ひいては2050年

カーボンニュートラル社会の実現において欠かせない制度であると考えております。

・他方で、本制度は市民生活や事業活動に与える影響もあり、制度のメリット・デメリッ

ト（副作用）をしっかりと整理しなくてはならないと考えております。

・デメリット（副作用）については、その内容を具体化するとともに、誘導支援策により

対処を図りたいと考えております。

－
資料2-6：P7～P10

資料2-8：P13

11 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員 東京都のパブリックコメント意見に対する対応も準備できると良い。

東京都のパブコメに意見も参考に準

備を進めてまいります。

・東京都は8月1日にパブリックコメント意見に対する回答を公表しており、本市としまし

ては、東京都の当該回答も参考にしながら、考え方の整理を進めてまいります。

※東京都の8/1パブコメ結果公表資料を第3回

部会の参考資料として示す予定
－

12 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

経済的利益を得られている人が、環境費用を払うのが筋だと思うので、そう

したことも答申に書いておく必要がある。副作用に対する考え方の記載が少

ない。

環境規制については、社会的責任の

度合いに応じた規制が一般的である

と考えております。

・環境規制については、社会的責任の度合いに応じて大規模事業者・大規模建築物等に対

し規制を講じていく手法が一般的であると考えておりますので、御意見を踏まえまして、

本制度においても、社会的責任に応じた規制原則の考え方を、資料上にわかりやすく明記

致します。

・また、メリットとデメリット（副作用）につきまして、メリットについては、答申の参

考資料の中に、防災機能強化、長期的な経済性、再エネ付加金の負担軽減などを記載して

いましたが、一方で、デメリット（副作用）の説明や考え方が不足しておりましたので、

第2回部会での委員からの御意見や事業者ヒアリングでの御懸念を整理し、デメリット

（副作用）に対する考え方を示してまいります。

－ －

13 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

コストを懸念する意見も場合もあるが、制度によっては長期てきな利益・ベ

ネフィットもあり、災害時の安心性など、メリットもあるということをしっ

かりと記載すべき。

太陽光発電のメリットについて、答

申本文への記載を行います。

・メリットにつきましては、答申の参考資料の中に、防災機能強化、長期的な経済性、再

エネ付加金の負担軽減などを記載していましたが、これらの内容につきましては、参考資

料ではなく、答申本文に記載するよう対応致します。

－

資料2-4：P3

資料2-6：P3

資料2-7：P3

14 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

総合支援策については、対象者に対しても必要である。建築コストもある。

いずれにしても規制を間接的に受けるコストに対する支援は、頑張って頂き

たい。

義務対象者も含めて、制度の着実な

取組がなされるよう支援策について

検討を行います。

・義務対象者を含めて、再エネ義務制度が着実に取組がなされるよう経済的な支援につい

ても検討を行ってまいります。
－ 資料2-8：P13

15 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

太陽光をここまで増やしすぎていいのかという議論もあるので、蓄電池と

セットとする必要がある。FITが安くなってしまうという議論もあったが、

再エネは大事なものだから、どう使っていくのか、全国で使うのでいいの

か、川崎市の排出量削減につなげる絵姿が良いのか考え方を示したほうが良

い。

・蓄電池について、太陽光発電と

セットで活用することのメリットを

示しながら支援策の検討を進めま

す。

・再エネの地産地消について、地域

エネルギー会社と連携しながら進め

てまいります。

・第６次エネルギー基本計画において再生可能エネルギー電源の主力電源化が位置付けら

れており、国の計画を踏まえた取組を行っていく必要があると考えております。本市に

とっては、太陽光発電は今後ポテンシャルのあるほぼ唯一の再生可能エネルギー源である

ため、普及拡大が不可欠と考えております。

・また、太陽光発電は蓄電池とセットで活用することで、発電しない夜間等の時間帯での

活用や、災害時のレジリエンスへの寄与もあると考えており、現行の補助制度の中で、蓄

電池への導入補助も行っておりますので、補助制度の充実も含めた支援策の検討を進めて

まいります。

・再エネの地産地消につきましては、令和5年度に設立する地域エネルギー会社により、

地域内の再生可能エネルギーの利用促進を図る予定としており、こうした取組と、（仮

称）再エネ義務・支援等総合促進事業を連携させ、エネルギーの地産地消を一層進めてい

きたいと考えています。

・「第６次エネルギー基本計画（経産

省.R3.10）P34,47」

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画

P60」

・「廃棄物発電有効活用計画（川崎市）」

資料2-4：P5～P6

資料2-8：P13

16 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
赤川委員

太陽光発電が本当に必要なのかというについて疑問があるので、解決してい

かなければならない。

太陽光発電は、脱炭素エネルギー源

であり、エネルギー安全保障にも寄

与するものと考えております。

・再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギー源であるとともに、

国内で生産可能なことから、エネルギー安全保障にも寄与できる、有望かつ多様で重要な

国産エネルギー源（第6次エネルギー基本計画P34）であるため、本市としては、再生可能

エネルギーの最大限導入を目指していく必要があると考えております。

・また、本市が再生可能エネルギーの拡大を図るうえで、太陽光発電は、今後ポテンシャ

ルのあるほぼ唯一の再生可能エネルギー源であるため、本市が2050年の脱炭素社会の実

現を果たしていくためには、再エネ義務制度の実施が欠かせないものと考えております。

・また、太陽光発電を導入することで経済性や、レジリエンスなどのメリットがあり、分

散型エネルギーへのシフトを図るうえでも重要であると考えております。

・こうした必要性について、正確にわかりやすくお示ししていまいります。

・「第6次エネルギー基本計画（経産

省.R3.10）P34」

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画

P60」

・「地域マイクログリッドの手引き（資源エ

ネルギー庁）」

資料2-4：P2,P5
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17 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
赤川委員

他県の設計事務所のメンバーと話をするときに廃棄の問題も議論になってい

るが、川崎市はどのように考えているか。太陽光パネルが主に議論になる

が、10年間同じ発電量を生み出すのも疑問なので付けた時だけで良いのか。

・太陽光発電の廃棄については、国

のガイドラインに基づき、必要な指

導を行ってまいります。

・太陽光発電の出力は10年間使用し

ても97％以上とされています。

・太陽光発電の廃棄に関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進に向け

たガイドラインを策定しており、解体・撤去、リユース、収集・運搬・リサイクル、埋め

立て処分といったものについて整理をしていますので、本市においても当該ガイドライン

に基づき必要な指導を行ってまいります。

・なお、市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有し

ており、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、適切な廃棄物処理

ルートの確保が可能であると考えております。

・また、太陽光発電の劣化率についてですが、平成24年３月に一般社団法人太陽光発電協

会において、国内メーカーの実例として0.27％/年を示しており、メンテナンスを十分に

行っていれば10年間使用しても出力は97％以上となります。

・なお、一般社団法人太陽光発電協会によれば、日本の場合、定期的な降雨や風で洗い流

され、ほぼ元の能力に回復するとされ、平均的な都市部で汚れによる出力低下はおよそ

5％以下であるとされています。

・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第2版）（環境

省.H30.12）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

・「第3回調達価格等算定委員会資料３（一

般社団法人太陽光発電協会.H24）」

・「３６　太陽電池モジュールの汚れによる

発電量への影響はありますか？（太陽光発電

協会HP）」

資料2-7：P12,25

18 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
浦野委員

建築士に対する義務は分かるが、費用の配分、太陽光発電時間の値段が見え

ないので判断が難しい。太陽光発電の設置に関する費用を具体的に示すと、

いらないとの判断になり得る。太陽光発電と蓄電池セットで設置した場合の

費用を確認したい。

太陽光発電と蓄電池はそれぞれ４kW

程度導入した場合、約190万円となり

ます。

・国の公表データによれば、工事費用を含めた蓄電池の価格は、18.7万円/kWとなってお

り、太陽光発電は28.0万円/kWとなっております。それぞれ４ｋＷ程度の導入を行った場

合は、187万円ほどの費用となります。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、初期投資に対する御懸念の意見も想定されますが、初期費用の課題を解決する

PPA手法もございますので、こうした手法の浸透も図っていきたいと考えています。

・「第4回低地用蓄電システム普及拡大検討

会資料４（資源エネルギー庁.R3.2)」

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電

設備の導入について（環境省.R3.3）」

資料2-7：P3,7

19 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
浦野委員

導入の時だけではなく、耐久性もあるし、水漏れも心配。その後の対応をど

のようにするのかの対応を考えておかないと、空き家が増えた時に外さない

といけないというのも考えておかないと、相続する人は大変ではないか。

・メーカーの推奨工法により施工す

れば水漏れリスクは非常に低く抑え

ることができます。

・市民への広報と事業者の知識の醸

成に取り組んでまいります。

・太陽光発電設備に限らず、建築設備の適切な維持管理は所有者の責務です。

・雨漏りは、屋根以外にも、ベランダ・窓サッシ・天窓・外壁など、様々な部位で発生し

ます。住宅保証支援機構の調査において、雨漏りの８割は屋根以外で発生しており、屋根

が原因なのは22.4%です。そのうち、太陽パネルの設置が原因となっている件数は統計が

なく、ほとんどないものと考えられます。

・瓦・スレートに穴あけを行うものも含め、メーカーが推奨する工法に従って適切に施工

すれば、雨漏りのリスクは非常に低いものと考えます。また、万一、雨漏りが発生した場

合は瑕疵担保保険の対象となります。

・空き家問題については、本市でも空き家の利活用、管理などに関する相談窓口を設ける

などの対応を進めております。

・また、こうした市民の不安を払拭できるよう、周知広報の徹底と、建設業者等に対し適

切な施工知識の醸成を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活

用した誘導支援策を進めていきたいと考えています。

・「事例から学ぶ住宅トラブルとその実態

（一般財団法人 住宅保証支援機構）」

・「住宅瑕疵担保履行法とは（一般社団法人

住宅課被担保責任保険協会）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-6：P9

資料2-7：P14

資料2-8：P13

20 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
大河原委員

建設業協会の立場として、事業者ヒアリングの結果をみさせて頂いて事業者

の意見はごもっともというのが多い。今後も多くの方のヒアリングを続けて

頂きたい。

・事業者に適切な情報を提供したう

えで、引き続きヒアリングを行い、

情報を共有させていただきます。

・事業者等へのヒアリングについては、引き続き行い、本部会で共有いたします。

　※（ZEHビルダー会社、建築関係団体等へ近日中にヒアリング予定）
－ －

21 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

単に事業者アンケ―トを行ったのでは、今回の事業者ヒアリングと同じ意見

が出てくるだけになってしまうので、きちんとわかりやすい情報提供をした

うえで行った方が良い。

・事業者に適切な情報を提供したう

えで、ヒアリングやアンケート調査

を実施してまいります。

・ご指摘の通り、まずは、太陽光発電設備そのものの正確な情報の整理と、わかりやすい

制度概要資料を作成する必要があると考えており、そのうえで、再エネ義務制度の適切な

情報をお示ししながら、アンケート調査を実施してまいります。

－ －

22 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
志水委員

個人的に７年前に建て替えした時に、太陽光パネルの話を逆提案したとこ

ろ、建築業者から良い話にはならなかった。知識もなかったのではと思う。

市民の立場からすると、初めに家を建てようと思った時に、建築業者側に知

識があれば、建築業者が決まった後に話がしやすいのではないかと思う。

・太陽光パネル導入に向けて、市

民・事業者の意識醸成に向けた取組

を行います。

・本市が行った調査では、太陽光発電システム等の導入のきっかけは「業者からの勧め」

が約60％と最も高い結果となっており、建設業者等が市民に対して、太陽光発電の提案が

できる風土を醸成していくことは非常に重要であると考えております。

・このため、支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおいて、市民へ

の普及啓発だけでなく、事業者の育成・意識醸成も同時に行っていきたいと考えておりま

す。

・なお、京都府では、家庭で導入する再エネを提案する方を認証する制度（京都再エネコ

ンシェルジュ認証制度）を進めており、こうした制度も参考にしたいと考えております。

・「令和3年スマートハウス補助金申請者ア

ンケート（川崎市.R3）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-8：P13
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23 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
平野委員

再エネ義務化となると、太陽光が温室効果ガスの削減の特にLCAの削減に資

するのか。日射条件を踏まえると限定的な範囲になるのでは。義務範囲の設

定は難しいのではないか。

・太陽光発電は１～３年で製造～廃

棄・処理に至るまでの消費エネル

ギーを回収できるとされています。

・発電設備が製造され、廃棄・処理されるまでの消費エネルギーを、その発電設備をによ

り生産されるエネルギーで回収できる期間をエネルギーペイバックタイムというもので示

していますが、太陽光発電の場合は１～３年であるとされています。

・なお、火力発電等では、枯渇性の運転用燃料であるため、ペイバックは行われません。

・各種発電技術のライフサイクルCO2排出量について、住宅用太陽光発電のLCAは、

38.0g-CO2/kwhであり、LNG火力（複合）（473.5g-CO2/kWh)や、石油火力（738.0g-

CO2/kWh)、石炭火力（942.7g-CO2/kWh)と比較すると明確に低く、LCAの観点において

もCO2排出の削減に大きく寄与することは明らかであると考えております。

・「太陽光発電のエネルギーペイバックタイ

ム・CO2ペイバックタイムについて（産業総

研ＨＰ）」

・「日本における発電技術のライフサイクル

CO2排出量総合評価（電力中央研究

所.H28.7）

資料2-7：P24

24 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
平野委員

再エネよりもむしろ断熱など省エネに力を入れていく方が、全体にかかって

広く削減に寄与するのではないか。

・再エネと省エネの取組を両輪で進

めていくことが非常に重要であると

考えております。

・再エネと省エネに取組を両輪で進めていくことは非常に重要であると考えております。

・省エネ取組については、建築物省エネ法の改正により、令和7年度からすべての住宅・

建築物に対し省エネ基準への適合を義務付けるなど、国において省エネ性能の強化を大き

く進めております。

・一方で、再エネ取組については、国の検討会において、有識者から「京都市の先行事例

を参考に全国的に拡大していく姿勢が重要ではないか」といった趣旨の発言がされてお

り、国としては国内全体の義務化には踏み切っておらず、京都市事例のような地方自治体

の独自取組の拡大を促している状況であるため、本市のような地方自治体が、国に先んじ

て再エネ義務制度の導入を進めることは非常に重要であると考えております。

・「脱炭素社会の実現に資するための建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律の

一部を改正する法律案（国土交通省.R4.4）」

・「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エ

ネ対策等のあり方検討会議事録（R3.6）」

資料2-4：P6,15

25 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
平野委員

消費者側から見て、業者に言われたからなど、業者の都合で進められる懸念

があるで、インターフェースのやりやすさとして、川崎市から公的に示して

いるなど、公平にやる努力があるのでは。載せたくでもどこの業者にどうお

願いすれば良いのか分からない点もある。

・事業者の見える化に向けた取組を

進めてまいります。

・支援策の案として、お示ししている（仮称）再エネ促進センターでは、太陽光発電設備

設置事業者等の枠組みを設け、市民等に対して、太陽光発電設備の設置が可能である事業

者の見える化がされるような仕組みを目指してまいります。

・なお、京都府では、家庭で導入する再エネを提案する方を認証する制度（京都再エネコ

ンシェルジュ認証制度）を進めており、こうした制度も参考にしたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

26 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
平野委員

三井や小田急の戸建ては、割と高価格帯であり、エネファームなどがついて

いる。大手の業者を狙って、説得して個別撃破するのも一つ。

・太陽光発電設備の設置を促進して

いる事業者へヒアリングを実施して

まいります。

・（仮称）再エネ促進センターの取

組の中でノウハウを共有し、事業者

の知識醸成を進めます。

・ZEHビルダー登録業者をはじめとした大規模事業者の中には、太陽光発電設備の設置率

90％以上などの事業者もおり、こうした積極的な事業者のノウハウを、設置率が現時点で

低い事業者にも浸透していくよう誘導支援策を講じることは重要と考えております。支援

策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターの取組の中で進めていきたいと考え

ています。

・「川崎市事業者ヒアリング（川崎市独自調

査.R4.7）
資料2-8:P13

27 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員 太陽光パネルの廃棄物問題の記述も大事。 ・答申案に記載してまいります。

・太陽光発電の廃棄に関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進に向け

たガイドラインを策定しており、解体・撤去、リユース、収集・運搬・リサイクル、埋め

立て処分といったものについて整理をしていますので、本市においても当該ガイドライン

に基づき必要な指導を行っていくことを答申案に記載してまいります。

・市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有してお

り、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、適切な廃棄物処理ルート

の確保が可能であることについても答申案に記載してまいります。

・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第2版）（環境

省.H30.12）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

資料2-7：P25

28 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
村上委員

除外規定を作るのは大変という印象がある。除外規定の意味合いとして、義

務対象から外すという意味なのか、PPAなどの代替措置で対応させるという

意味なのか。

・脱炭素化部会のなかで除外規定の

基本的な考え方をお示ししたうえ

で、答申及びパブリックコメント後

に別途制定を想定しています。

・外規定については、義務対象そのものから外す場合と、オンサイトの太陽光発電設置以

外の手法で義務を履行する代替措置の両方が考えられ、脱炭素化部会のなかで基本的な考

え方を示したうえで、具体的な内容については、答申及びパブリックコメントに検討を踏

まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えています。

－ 資料2-8:P2,4,5,8

29 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
村上委員

太陽光設置において系統電力に迷惑をかけないという観点で、蓄電池とセッ

トで誘導したほうが良い。また、補助の原資は年間どの程度確保の見込みが

あるのか。

・太陽光発電を最大限活用できるよ

う蓄電池導入の支援策を検討してい

ます。

・既存の補助制度を見直しながら、

より充実した支援の仕組みを検討し

ています。

・御意見の通り、蓄電池の活用は昼間に貯めた太陽光発電の電気を夜間に使えるなど太陽

光発電のメリットをより高めるものと考えております。

・系統制約に関してですが、住宅用である10kW未満のFIT対象再エネ電源は当面の間、出

力抑制及び出力抑制装置等の設置対象外とされています。

・また、国においては、「まずは既存の系統を最大限活用する取組」を行っており、空き

容量の算定条件の見直しや、系統混雑時の制御を条件に、系統の空き容量が無くても接続

を認めるノンファーム型接続や、事故時に順次遮断する装置の設置にすることで、緊急時

用の枠の活用といったものを行っているところです。

・太陽光発電設置等に関する既存の補助金は、当初予算額が約2,500万円となっておりま

すので、既存の補助制度の見直しを行いながら補助制度の充実を検討していきたいと考え

ています。

・「第６次エネルギー基本計画（経産

省.R3.10）P47」
資料2-7：P7
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30 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
村上委員

制度背景として、資料4P10 に国際競争力に関する説明文があるが、再エネ

義務制度が企業の競争力にどのように繋がっていくのか分かりにくい。企業

にとってどのようにプラスになる制度なのかを加えた方がよい。

・2050年カーボンニュートラル実現

に向けて、他都市に先んじて取り組

んでいただくことで市内事業者の競

争力強化に資することを答申案に記

載してまいります。

・第2回部会資料4P10の記述は、とりわけ（仮称）新たな事業者評価・支援総合促進制度

における制度背景として記載したものですが、ご指摘のとおり、再エネ義務制度の実施

が、市内事業者の産業競争力の強化にも資するという視点が欠けていたため、いただいた

御意見について、答申案に反映いたします。

・2050年カーボンニュートラルの実現を、国内全体で進めるにあたり、太陽光発電設備

の普及拡大は重要なカギとなりますので、他都市に先んじて太陽光発電設備の導入ノウハ

ウを市内事業者が蓄積していくことは、市内事業者の競争力強化に資すると考えており、

こうした記述を答申案に反映致します。

・市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有してお

り、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、廃棄物処理事業の活性化

にも繋がるものと考えており、こうした記述を答申案に反映致します。

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

資料2-6 P9

31 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
和合委員

11月以降にパブリックコメントと共に制度案を公表し、行政側から一方的に

広報していくような進め方で正しく市民が理解できるか疑問である。どのよ

うに広報するのか。条例を議論するタイミングから業者だけでなく市民にも

入ってもらい、関係人口を増やしていくべきではないか。例えばヘイトス

ピーチであれば、市民感覚として良くない行為というのが分かるが、再エネ

設置義務化は嫌だと思う市民もいると思う。周知のプロセスもちゃんと検討

する必要がある。

・これまでの市民の皆様との議論の

経過を踏まえながら、制度の具体的

内容について、議論の場を引き続き

設けていきたいと考えています。

・本制度の検討にあたり、令和2年8月及び令和3年11月のパブリックコメントにおいてい

ただいた市民意見（全660意見中再エネ義務に関する意見数12意見）や、令和3年5月から

10月にかけて6回実施した「脱炭素かわさき市民会議（無作為抽出によって選出された75

名の市民からなる組織）」の提案書（住宅の太陽光発電の設置義務化を視野に入れて設置

を促進する）、令和2年12月の地域エネルギー市民協議会陳情（陳情要旨③再生可能エネ

ルギーの促進に関する条例の制定の検討）、令和3年6月かわさき生活クラブ生活協同組合

請願（請願要旨：国は、脱炭素社会に向けて、再生可能エネルギーを強力に推進する政策

への展開を進めてください）、令和3年11月市民政策提案書（かわさき生活クラブ生活協

同組合.市内施設や住宅への太陽光発電設備等の設置を促進してください）など、様々な機

会を通じて市民との意見交換を行いながら、制度検討を進めてきたところでございます。

・しかしながら、現時点で市民理解や周知は十分でないと考えておりますので、引き続

き、市民の皆様との議論を重ねていく必要があると考えております。

・制度化を進めるにあたりましては、今後、基本的な考え方について答申をいただき、パ

ブリックコメント等を行ったうえで、基本事項を条例に位置付けるものと想定しておりま

すが、その後さらに、規則や指針・ガイドライン等で具体的な制度内容を検討していきた

いと考えておりますので、それぞれのタイミングにおいて、積極的に、市民の皆様の御意

見をいただく機会を設けていきたいと考えております。

・「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050案

に関する市民意見募集抜粋（令和2年8月）」

・「川崎市地球温暖化対策推進基本計画案に

関する市民意見募集抜粋（令和3年11月）」

・「脱炭素かわさき市民会議提案書抜粋（令

和3年11月）」

・「地域エネルギー市民協議会陳情抜粋（令

和2年12月）」

・「かわさき生活クラブ生活協同組合請願抜

粋（令和3年6月）」

・「市民政策提案書（かわさき生活クラブ生

活協同組合（令和3年11月）」

-

32 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
和合委員

太陽光パネルは中国製が多いと聞いている。個人的には川崎で太陽光パネル

と作れると良いが、実際は難しいのか。

・住宅用太陽光パネルの国内シェア

は日本企業が７割のシェアとなって

おります。

・太陽光発電の設置事業者やメンテ

ナンスなどにより市内事業者の活性

化にもつながると考えております。

・住宅用太陽光パネルの国内シェアは日本企業が７割のシェアとなっております。

・また、太陽光パネルを製造する事業者は本市には無いものと認識しておりますが、市内

には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有しており、市内

での適正処理が可能な体制が構築されております。

・市内には太陽光発電設備を設置やメンテナンスを行う事業者もおりますので、本制度に

より市内事業の活性化にもつながっていくものと考えております。

・「太陽光モジュールの国内出荷量に対する

日本企業シェア率について（（一社）太陽光

発電協会資料より作成）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会HP.R3.10

資料2-7：P30

33 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

事実とは異なる意見が多くでている状況に驚いた。デメリットもあるがメ

リットもたくさんある。答申の中で丁寧に事実を書いておかないと、誰も説

得できない。例えば、LCA上の懸念に対しては、北側に設置すると6割程度

しか発電できないが、４年程度でに発電量が回収でき、LCAを疑われること

もないし、廃棄物問題についてはリサイクル工場が動いているという事実を

知って頂くべき。

・エネルギーペイバックタイムや

LCAに関する事実を答申案に記載し

てまいります。

・発電設備が製造され、廃棄・処理されるまでの消費エネルギーを、その発電設備をによ

り生産されるエネルギーで回収できる期間をエネルギーペイバックタイムというもので示

していますが、太陽光発電の場合は１～３年であるとされています。

・また、各種発電技術のライフサイクルCO2排出量について、住宅用太陽光発電のLCA

は、38.0g-CO2/kwhであり、LNG火力（複合）（473.5g-CO2/kWh)や、石油火力

（738.0g-CO2/kWh)、石炭火力（942.7g-CO2/kWh)と比較すると明確に低く、LCAの観

点においてもCO2排出の削減に大きく寄与することは明らかであると考えており、こうし

た内容についても記載してまいります。

・「太陽光発電のエネルギーペイバックタイ

ム・CO2ペイバックタイムについて（産業総

研ＨＰ）」

・「日本における発電技術のライフサイクル

CO2排出量総合評価（電力中央研究

所.H28.7）

資料2-7：P24

34 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員

PPAの記述もちゃんと書いた方がよい。丁寧に説明して頂かないと、みんな

にお願いして当然なんだと確信をもって答申に記載しないと、混乱の無いよ

うにしないといけない。

・PPAについて、制度イメージが伝

わるよう答申案に記載してまいりま

す。

・PPA手法の記述が十分ではなかったため、よりわかりやすく制度イメージが伝わるよ

う、国の制度説明資料等を参考にしながら答申案に記載してまいります。

・「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電

設備の導入について（環境省.R3.3）」
資料2-7：P4

35 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
小林委員 除外規定の考え方について、次回伺いたい。

・脱炭素化部会のなかで除外規定の

基本的な考え方をお示ししたうえ

で、答申及びパブリックコメント後

に別途制定を想定しています。

・除外規定については、現時点では建築物省エネ法第18条にならって居室を有しない建築

物や高い開放性を有する建築物などとすることを想定しておりますが、脱炭素化部会のな

かで除外規定に関する基本的な考え方を示したうえで、具体的な内容については、答申及

びパブリックコメントに検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していき

たいと考えています。

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律第18条」
資料2-8：P3,6,9

36 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

このままでは条例通らないのではないかと危惧する。玉虫色の回答が多い。

次回部会までにしっかり練り直してほしい。
・第3回部会で考え方を明示します。 ・第3回部会では、川崎市としての考え方を明示してまいります。 － －
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37 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見
藤野部会長

一般の市民が読んで分からないと疑問が出るのは当然。簡潔に要点をまとめ

て、工夫したほうが良い。東京都の考え方を引き合いに出しているが、川崎

市民には通用しない。しっかりと判断の可否を伝える姿勢が重要である。今

の進め方では第4回の部会で委員の合意を得られるのか疑問である。しっか

りと検討いただきたい。

・第３回部会で考え方を明示すると

ともに、事務局見解資料と課題整理

資料をご提示いたします。

・第3回部会では、川崎市としての考え方を明示してまいります。

・また、委員の皆様に判断の可否を行っていただけるよう、前回部会意見、事業者ヒアリ

ング及びその他想定される懸念事項等を取りまとめ、それに対する「事務局の見解を1対1

で対応させた資料」を作成するとともに、「当該資料をわかりやすく取りまとめた課題整

理資料」を作成し、第3回部会で御提示致します。

－ －

38 再エネ義務
01_第2回部

会当日意見

馬場副部会

長

事業者ヒアリングの意見を踏まえると、建築構造によっては要求下限量

（2kW）の達成が困難な建物も想定されるため、様々なケースを考慮した制

度を検討するべき。

・要求下限量を設定するなど、建築

物の状況に応じた制度となるよう検

討してまいます。

・中小規模建築物の制度については、建築面積に応じて要求下限量を設定するなど建築物

の状況に応じた制度となるよう検討を行ってまいります。
－ －

39 再エネ義務
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

東京都の再エネ義務制度案に対する反応を見ると、例えば個人に義務が課さ

れるなどの誤解を持った人もいるようである。制度の周知に当たり、誤解を

招かないように丁寧な説明が重要である。

・市民向けの説明資料を作成し、わ

かりやすい周知を行ってまいりま

す。

・市民の皆様が持つ疑問を１つ１つ丁寧に解消していけるよう、わかりやすい説明資料を

作成し、様々な機会を通じて制度の周知を行ってまいります。
－ －

40 再エネ義務
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

義務と支援をセットで総合的に進めていくことは重要である。廃棄プロセス

も含めてSDGsに沿った「市民理解」や「支援」をしっかりと進めていくこ

とについては、もっと強調したほうが良い。

・（仮称）再エネ促進センターなど

により、市民や事業者に向けた総合

支援の仕組みづくりを目指してまい

ります。

・本市における太陽光パネル廃棄物

のリサイクル体制などについて、答

申案に記載してまいります。

・支援策の案としてお示した（仮称）再エネ促進センターなどにより、義務制度と併せた

総合支援の枠組みの構築を目指してまいります。

・なお、京都府では、家庭で導入する再エネを提案する方を認証する制度（京都再エネコ

ンシェルジュ認証制度）を進めており、こうした制度も参考にしたいと考えております。

・また、廃棄プロセスに関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進に向

けたガイドラインを策定しておりますので、本市においても当該ガイドラインに基づき必

要な指導を行っていくことを答申案に記載してまいります。

・さらに、市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有

しており、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、適切な廃棄物処理

ルートの確保が可能であることについても答申案に記載してまいります。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第2版）（環境

省.H30.12）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

資料2-8：P13

41 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・PPAモデルによる太陽光発電の導入手法を知らなかった。

・PPA事業の取組が進んでいけば、お客さんへの義務制度の説明が

　しやすい。

・（仮称）再エネ促進センターなど

により、各々のライフスタイルに

合った導入手法を周知します。

・太陽光発電の普及に向けては、市民への普及啓発だけでなく、事業者の育成・意識醸成

も必要と考えております。支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターなど

によりライフスタイルに合った太陽光発電の導入手法についても周知がなされるよう取組

を進めてまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

・「初期投資０での自家消費型太陽光発電設

備の導入について（環境省）」

資料2-8：P13

42 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・東京方式を採用した場合は、事業者により義務対象か否かが異な

　るため、義務対象でない事業者にお客さんが流れてしまうのでは

　ないかという懸念がある。

・経済性や防災性など、太陽光発電

のメリットについて周知します。

・環境規制については、社会的責任の度合いに応じて大規模事業者・大規模建築物等に対

し規制を講じていく手法が一般的であると考えております。また、太陽光発電設備設置に

は、防災機能強化、長期的な経済性、再エネ賦課金の負担軽減などのメリットがあると考

えておりますので、（仮称）再エネ促進センターなどにより市民、事業者に周知を行って

まいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

43 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・再エネ設備の導入だけでなく、省エネによるCO2削減効果などで

　も義務を賄えるような制度も検討の余地があるのではないか。

・省エネの取組については、義務履

行の代替手段になりうるため、今後

検討を行ってまいります。

・再エネと省エネの取組を両輪で進めていくことは非常に重要であると考えております。

・本制度においては、太陽光発電設備設置等の再エネ取組を進めていきたいと考えており

ますが、省エネ取組については、義務履行における代替手段になりうると考えております

ので具体的な制度に関しましては、規則制定において検討を行ってまいります。

- -

44 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・太陽光発電設備を設置した場合は、高さ制限の緩和等はあるのか

　など、しっかりと諸条件を明示する必要があり、それなりの周知

　期間も必要ではないか。

・具体的な制度案の公開から必要な

周知期間を設けます。

・制度実施に当たっては、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮も必要と考えて

おり、具体的な制度案の公開から必要な周知期間を設ける必要があると考えております。

・なお、令和４年６月に公布された改正建築物省エネ法では、再エネ設備の設置を促進す

る区域に、再エネ設備を設置する場合に、形態規制の特例許可が可能となる制度が示され

ております。

・「脱炭素社会の実現に資するための建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の一部を改正する法律（概要資料）（国土交

通省）

資料2-7：P45

45 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・2025年には建築物省エネ法の改正（全ての建築物に適合義務化）

　もあり、コストや設計の手間などの負担が大きい（特に集合住宅

　は大きなコストアップである。）ため、そこに再エネ設備義務が

　加わると厳しいのではと懸念がある。

・太陽光発電のメリットを市民や事

業者に周知し、ニーズを高めていき

ます。

・制度実施に当たりましては、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮も必要と考

えております。

・なお、建築物省エネ法適合義務化に関する追加コストについて、国の試算によりますと

120㎡ほどの戸建住宅では、約11万円（投資回収期間約37年）とされているところです。

・その一方で、太陽光発電設備設置には、防災機能強化、長期的な経済性、再エネ賦課金

の負担軽減など住民のメリットがあると考えておりますので、（仮称）再エネ促進セン

ターなどにより市民、事業者にそのメリットを周知しながら、ニーズを高めていく必要が

あると考えております。

・「社会資本整備審議会建築分科会第22 回

建築環境部会及び第19回建築基準制度部会合

同会議 資料１－３（国土交通省）

資料2-7：P45

資料2-8：P13
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46 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者１

・設置義務化に当たっては、事業者や建築物の大きさで分けるので

　はなく、全てを対象に公平性の担保が必要ではないか。

・環境規制については、社会的責任

の度合いに応じた規制が一般的であ

ると考えております。

・あわせて太陽光発電のメリットも

しっかり周知します。

・環境規制については、社会的責任の度合いに応じて大規模事業者・大規模建築物等に対

し規制を講じていく手法が一般的であると考えております。また、太陽光発電設備設置に

は、防災機能強化、長期的な経済性、再エネ付加金の負担軽減などのメリットがあると考

えておりますので、（仮称）再エネ促進センターなどにより市民、事業者に周知を行って

まいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

47 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者２

・PPAモデルによる太陽光発電の導入手法は詳しくは知らなかっ

　た（名称は知っていた）。

・（仮称）再エネ促進センターなど

により、各々のライフスタイルに

合った導入手法を周知します。

・太陽光発電の普及に向けては、市民への普及啓発だけでなく、事業者の育成・意識醸成

も必要と考えております。支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターなど

によりライフスタイルに合った太陽光発電の導入手法についても周知がなされるよう取組

を進めてまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

・「初期投資０での自家消費型太陽光発電設

備の導入について（環境省）」

資料2-7：P4

資料2-8：P13

48 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者２

・以前は建売のうち８割程度に太陽光発電設備を設置していたが、

　FITの買取価格の低下により導入数が減少。（近年は年３件程度）

・FIT価格の低下と同様に太陽光発電

設備の設置費用も大きく低下してお

り、経済的便益に大きな差は生じて

いないものと考えます。

・FIT価格の低下は制度開始当初と比べ大きく下がっている一方で、太陽光発電設備の設

置費用も大きく低下をしております。

・なお、調達価格等算定委員会によりFIT価格の検討を行っておりますが、太陽光発電は

内部収益率（現在の投資額と、投資における将来見込まれるリターンの現在価値が等しく

なるような割引率のこと）を過去から3.2％としており、経済的便益に大きな差は生じて

いないものと考えます。

・また、本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽

光発電を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上

昇を考慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、初期投資に対する御懸念の意見も想定されますが、初期費用の課題を解決する

PPA手法もございますので、こうした手法の浸透も図っていきたいと考えています。

・「調達価格算定委員会資料」

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

資料2-7：P3～5

49 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者２

・注文住宅の場合、施工主から設置を拒否されたときに事業者とし

　て手立てがない。設置可能率を●●％と設けたとして、可能率を

　達成するために次に建てる住宅からはすべて設置するということにも

　なり得るし、公平性に欠ける可能性がある。

・事業者や、市が建築主に対して適

切な説明、周知を行うことが必要と

考えております。

・ハウスメーカー等の住宅供給事業者は、注文住宅の建設事業者や建売住宅を新築し販売

する事業者として、環境への負荷低減に努めていただき、建築主へ説明をすることを求め

ています。

・注文住宅の施主等は、事業者からの説明を聞いた上で、必要な措置を講じ、環境負荷低

減に努めるという立場を踏まえ、注文等について判断する仕組みとなり、また、建売分譲

住宅の購入者等は、事業者からの説明を聞き、環境性能等の理解を深め、環境負荷低減に

努めるという観点から検討し、購入等について判断する仕組みを検討しています。

・また、（仮称）再エネ促進センターなどにより太陽光発電のメリットなどを適切に周知

してまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P45

資料2-8：P13

50 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者２

・過去、太陽光発電を導入した場合は、2.5ｋＷ程度のものを導入してい

た。

・参考情報として活用してまいりま

す。

・導入実績については、規則等における具体的な制度検討において参考情報として活用し

てまいります。
- -

51 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・PPAモデルによる太陽光発電の導入手法について一般的な知識は

　あったが、活用実績はない。

・太陽光発電の導入手法について、

周知を行ってまいります。

・令和5年度に設立する地域エネルギー会社では、PPA事業も実施することとしておりま

すので、援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターと連携をしながら、情報

提供をするよう取組を進めてまいります。

・また、太陽光発電の普及に向けては、市民への普及啓発だけでなく、事業者の育成・意

識醸成も必要と考えております。支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進セン

ターなどによりライフスタイルに合った太陽光発電の導入手法についても周知がなされる

よう取組を進めてまいりたいと考えております。

・「廃棄物発電有効活用計画（川崎市）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P45

資料2-8：P13

52 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・そもそも太陽光発電にいいイメージ（コスト回収、設置事業者な

　ど）がなく、PPAを活用した場合はイニシャルコストの課題は解

　消されるが、長期契約で住宅の住み替えがしにくくなるので、顧

　客にすすめづらい。

・太陽光発電の経済性、レジリエン

スといったメリットなどを情報提供

してまいります。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、PPAについては、その性質上、長期契約が必要となり、契約上の課題はあると認

識していますが、太陽光設置そのものは経済性やレジリエンス等のメリットがあると考え

ております。

・また、市民にとって適切な太陽光発電設備の提案を事業者が行えるようにすることも重

要と考えていますので、（仮称）再エネ促進センターなどを活用し、事業者への情報提供

を進めてまいりたいと考えております。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P3～5

資料2-8：P13

53 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・太陽光ブームだったころに建売住宅に4kW太陽光パネル設置のうえ販売し

　ていた時期があったが、今はやっていない。

・太陽光発電の経済性、レジリエン

スといったメリットなどを情報提供

してまいります。

・太陽光発電を導入することで経済性や、レジリエンスなど住む方へのメリットがあると

考えております。

・市民にとって適切な太陽光発電設備の提案を事業者が行えるようにすることも重要と考

えていますので、（仮称）再エネ促進センターなどを活用し、事業者への情報提供を進め

てまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P3～5

資料2-8：P13

7 / 24 ページ



No. 種類 性質 委員等 御意見 事務回答（概要） 事務局（詳細） 参考文献等 第3回部会資料掲載箇所

54 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・当社で扱う建売住宅購入者の関心は、1位「価格」、2位「立地条件」、

　3位「間取り」となっており、再エネ設備は価格に直接影響があることか

　ら、建材費が高騰しているので制度開始時期は遅ければ遅いほどありがた

　い。

・事業者の準備期間などを配慮しな

がら、最短での制度開始を目指して

まいります。

・太陽光発電の経済性については、初期費用はありますが、長期的には初期費用を回収す

る以上の経済成果あると考えております。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、初期投資に対する御懸念の意見も想定されますが、初期費用の課題を解決する

PPA手法もございますので、こうした手法の浸透も図ります。

・制度の十分な周知期間の確保や、事業者の準備期間などを考慮した上で、最短での制度

開始を目指していきたいと考えております。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電

設備の導入について（環境省.R3.3）」

・「太陽電池モジュールの汚れによる発電量

への影響はありますか？（一般社団法人太陽

光発電ＦＡＱ）」

資料2-7 P3-5

55 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・注文住宅の顧客層は、注文住宅をやるには若干資金的余裕のない

　方たちが多いので、太陽光発電の話に至らない。

・太陽光発電の経済性といったメ

リットを事業者が市民に提案するた

めの情報提供を行ってまいります。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・初期費用の課題を解決するPPA手法もございますので、こうした手法の浸透も図ってい

きたいと考えています。

・また、太陽光発電の普及のためには、事業者が市民に情報提供を行うことが重要である

と考えておりますので、援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおい

て、事業者が市民に提案をするための情報等を提供するよう取組を進めてまいります。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電

設備の導入について（環境省.R3.3）」

・「太陽電池モジュールの汚れによる発電量

への影響はありますか？（一般社団法人太陽

光発電ＦＡＱ）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P3～5

資料2-8：P13

56 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・川崎市は土地価格が高く、狭い敷地での3階建て住宅も多く作って

　いるので、2kWを設置可能率85％で置くというのは、率直に難し

　いと思う。

・建築面積、経済性も考慮しながら

義務制度の検討を行います。

・義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要が

あると考えております。

・なお、義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメ

ントの検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えていま

す。

- -

57 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・義務の履行にはイニシャルコストを抑えるPPAモデルを活用する

　ことが唯一の手法だと思うが、どの事業者と連携すればよいの

　か、わかりかねている。

・地域エネルギー会社と連携しなが

ら取組を進めてまいります。

・令和5年度に設立する地域エネルギー会社では、PPA事業も実施することとしておりま

すので、援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターと連携をしながら、情報

提供をするよう取組を進めてまいります。

・「廃棄物発電有効活用計画（川崎市）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-4：P15

資料2-8：P13

58 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者３

・市が出資する信用力の高い地域エネルギー会社がPPA事業を行う

　ことは、太陽光発電の普及につながると思う。

・地域エネルギー会社と連携しなが

ら取組を進めてまいります。

・いただきました御意見を踏まえて、太陽光発電設備設の導入拡大に向けて、（仮称）地

域エネルギー会社とも連携しながら取組を進めてまいります。
・「廃棄物発電有効活用計画（川崎市）」 資料2-4：P15

59 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・東京都をベースに義務量として、２kWとされているが率直に屋根に載せ

ら

　れるのか疑問である。

・建築面積、経済性も考慮しながら

義務制度の検討を行います。

・義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要が

あると考えております。

・なお、義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメ

ントの検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えていま

す。

- -

60 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・過去に分譲住宅でどの程度の太陽光発電を設置できるか調査したが、２ｋ

　W程度が最大と試算しており、東京都の義務制度では、供給するほとんど

　の住宅に太陽光を載せることとなり、厳しいという印象である。

・建築面積、経済性も考慮しながら

義務制度の検討を行います。

・義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要が

あると考えております。

・なお、義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメ

ントの検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えていま

す。

- -

61 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・現在は、注文住宅、分譲住宅ともに設置は行っていない。過去、太陽光発

　電がブームだった時期に数件行った程度。

・事業者が市民に提案するための情

報提供の取り組んでまいります。

・現在でも、太陽光発電の経済性については、本市が国や業界団体等の公表値から試算し

た経済メリットの試算によれば、太陽光発電は約10年間でイニシャルの投資を回収できる

見込みとなっており、昨今の電気料金の上昇を考慮すると、更なる経済メリットが見込め

るものと考えております。

・また、太陽光発電の普及のためには、事業者が市民に情報提供を行うことが重要である

と考えております。

・援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおいて、事業者が市民に提案

をするための情報等を提供するよう取組を進めてまいります。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7　P3-5

資料2-8　P13

62 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・住宅購入者から求められず、太陽光発電の提案をすることも無い。建設後

　に太陽光発電が設置されていることがあるものの、実態として現状のニー

　ズはほとんど無いと認識している。

・事業者が市民に提案するための情

報提供の取り組んでまいります。

・太陽光発電の普及のためには、事業者が市民に情報提供を行うことが重要であると考え

ております。

・援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおいて、市民への普及啓発を

行い市民ニーズを高めていくとともに、事業者が市民に提案をするための情報等を提供す

るよう取組を進めてまいります。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13
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63 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・ZEHなど義務履行の手段として省エネも対象とすると各事業者や、住宅購

　入者の選択肢が広がるのではないか。

・再エネと省エネの取組を両輪で進

めていくことが非常に重要であると

考えております。

・再エネと省エネの取組を両輪で進めていくことが非常に重要であると考えております。

・本制度においては、太陽光発電設備設置等の再エネ取組を進めていきたいと考えており

ますが、省エネ取組については、義務履行における代替手段になりうると考えております

ので具体的な制度に関しましては、規則制定において検討を行ってまいります。

- 資料2-4：P15

64 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・当社のビジネスモデルは「デザイン性」を重視しており、省エネの方が対

　応しやすい。太陽光発電は想定よりも発電効率が悪いなどの場合、屋根

　から取り外す場合も建築物へのダメージがあるが、省エネであればそのよ

　うな心配はない。

・再エネと省エネの取組を両輪で進

めていくことが非常に重要であると

考えております。

・再エネと省エネの取組を両輪で進めていくことが非常に重要であると考えております。

・本制度においては、太陽光発電設備設置等の再エネ取組を進めていきたいと考えており

ますが、省エネ取組については、義務履行における代替手段になりうると考えております

ので具体的な制度に関しましては、規則制定において検討を行ってまいります。

・また、建設業者等に対して、適切な施工知識の醸成を行うよう、（仮称）再エネ促進セ

ンターなどを活用した取組を進めていきたいと考えています。

- 資料2-4：P15

65 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・一番のネックは、住宅購入者にニーズが無いこと。エンドユーザーが購入

　するかが重要で、事業者としてはニーズがあれば当然対応することにな

　る。行政等が市民にどう訴求していくかが重要ではないか。訴求すること

　で需要と供給（義務制度）が近づいてくる。

・市民ニーズを高めるため、普及啓

発に取り組んでまいります。

・援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおいて、市民への普及啓発を

行い市民ニーズを高めていくとともに、事業者が市民に提案をするための情報等を提供す

るよう取組を進めてまいります。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

66 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者４

・いずれにせよ義務ということであれば、事前に相応の準備期間等が必要と

　感じている。

・具体的な制度案の公開から必要な

周知期間を設けます。

・制度実施に当たっては、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮も必要と考えて

おり、具体的な制度案の公開から必要な周知期間を設ける必要があると考えております。
- 資料2-7　P45

67 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・太陽光パネルの設置は、注文住宅の建築主の希望で２件/年（３kW程度）

　くらいで設置することがある。
・今後の検討の参考といたします。

・導入実績については、規則等における具体的な制度検討において参考情報として活用し

てまいります。
- -

68 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・事業者としては、太陽光パネルを設置している住宅の近くで建築物を施工

　した場合に、その住宅が日影によって発電効率が悪くなったりしたら、

　紛争に巻き込まれないかという点を懸念している。

・市民、事業者への情報提供を行っ

てまいります。

・紛争が発生する可能性が無いとは言い切れないと考えます。

・太陽光発電協会の資料によると、12時以降に影がかかり、直達光成分が遮られる場合

は、影が全くない場合と比べると発電量は70％となりますが、一般的な太陽光発電の経済

性を踏まえると投資回収は可能と考えています。

・しかしながら、発電効率が一定基準に達しない場合は、除外対象とすることも考えてお

ります。

・具体的な制度については、答申及びパブリックコメントの検討を踏まえ、専門家の意見

なども伺いながら別途制定していきたいと考えています。

・また、（仮称）再エネ促進センターなどを活用し、市民、事業者に適切な情報提供に取

り組んでまいります。

・「陰の影響はありますか？（一般社団法人

太陽光発電協会ＦＡＱ）」

・「陰の影響について（補足資料）（一般社

団法人太陽光発電協会ＦＡＱ）」

資料2-6：P10

69 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・太陽光パネルだけでは費用対効果がよくないので、設置するときは蓄電池

　とセットで考えなければならないと思う。

・蓄電池について、太陽光発電と

セットで活用することのメリットを

示しながら支援策の検討を進めま

す。

・経済性のみを考慮すると、太陽光発電設置のみの方が投資回収期間は短くなります。

・しかしながら、太陽光発電は蓄電池とセットで活用することで、発電しない夜間等の時

間帯での活用や、災害時のレジリエンスへの寄与もあると考えており、現行の補助制度の

中で、蓄電池への導入補助も行っておりますので、補助制度の充実も含めた支援策の検討

を進めてまいります。

・なお、資源エネルギー庁が示している太陽光発電の発電単価は、17.7円/kWhとされ、

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が示す電気代の目安単価は31円/kWhとさ

れており、太陽光発電で発電した電気の方が安価となっています。

・「カタログなどに乗っている電気代はどの

ように算出するのですか？（公益社団法人全

国家庭電気製品公正取引協議会ＦＡＱ）」

・「電気をつくるには、どんなコストがかか

る？（資源エネルギー庁ＨＰ）」

資料2-7：P7

70 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・川崎市南部は建築面積30㎡（延床80㎡程度）くらいの住宅が多く、2kW

も

　設置できないのではないか。

・建築面積、経済性も考慮しながら

義務制度の検討を行います。

・義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要が

あると考えております。

・なお、義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメ

ントの検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えていま

す。

- -

71 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・PPAによって建築主は初期費用ゼロなどの恩恵があるだろうが、建設業者

　にも屋根荷重の増加に伴うコスト増への補助金があってもよいのではない

　か。

・太陽光発電の設置による屋根荷重

がコストに大きな影響を与えるもの

では無いと考えています。

・太陽光発電の設置に当たり、その屋根荷重の増加がコストに大きな影響を与えるもので

はないと考えておりますが、事業者ヒアリングなどを通じて情報収集に努めてまいりま

す。

・補助制度につきましては、太陽光発電の普及を図ることを目的に検討を行ってまいりま

す。

必要な面積と重量（太陽陽光発電協会HP) -
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72 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者５

・義務化がされると再エネ設備への需要が急増し、ハウスメーカーで設置事

　業者などの取り合いになるかもしれず、義務量を確保できるかについて懸

　念がある。

・やむを得ない状況が発生した場

合、義務対象者に不利益が生じない

ように留意する必要があると考えて

います。

・本義務制度により太陽光発電設備の供給不足が生じるものとは考えておりませんが、太

陽光発電設備のニーズが高まり、供給不足など止むを得ず義務の履行ができないといった

状況が生じた場合には、柔軟な対応により義務対象者に不利益が生じないよう留意する必

要があると考えております。

- -

73 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者６

・戸建て住宅に対しては、売電価格が高かった時期には稀に再エネ設備の設

　置事例があった。ただし、現在は推奨していない。

・事業者が市民に提案するための情

報提供の取り組んでまいります。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、太陽光発電の普及のためには、事業者が市民に情報提供を行うことが重要である

と考えております。

・援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターにおいて、事業者が市民に提案

をするための情報等を提供するよう取組を進めてまいります。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P3～5

資料2-8：P13

74 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者６

・2kWの太陽光パネルを設置するのは、屋根面積が少ない住宅が多いため難

　しい。義務で設置しても2kWを下回る可能性もあり、そうすると発電効率

　も悪くなってしまう可能性がある。

・建築面積なども考慮しながら、義

務量の設定を行ってまいります。

・義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要が

あると考えております。

・義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメントの

検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えています。

- 資料2-7：P43

75 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者６

・設置するには屋根に穴をあけなければならないが、雨漏りなどメンテ

　ナンスが不安。

・メーカーの推奨工法により施工す

れば水漏れリスクは非常に低く抑え

ることができます。

・耐久性や相続などの不安を払拭で

きるよう、（仮称）再エネ促進セン

ターを活用した広報の徹底と知識の

醸成を進めます。

・雨漏りは、屋根以外にも、ベランダ・窓サッシ・天窓・外壁など、様々な部位で発生し

ます。住宅保証支援機構の調査において、雨漏りの８割は屋根以外で発生しており、屋根

が原因なのは22.4%です。そのうち、太陽パネルの設置が原因となっている件数は統計が

なく、ほとんどないものと考えられます。

・瓦・スレートに穴あけを行うものも含め、メーカーが推奨する工法に従って適切に施工

すれば、雨漏りのリスクは非常に低いものと考えます。また、万一、雨漏りが発生した場

合は瑕疵担保保険の対象となります。

・こうした市民の不安を払拭できるよう、周知広報の徹底と、建設業者等に対し適切な施

工知識の醸成を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用した

誘導支援策を進めていきたいと考えています。

・「事例から学ぶ住宅トラブルとその実態

（一般財団法人 住宅保証支援機構）」

・「住宅瑕疵担保履行法とは（一般社団法人

住宅課被担保責任保険協会）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-6：P9

資料2-8：P13

76 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者６ ・住宅の省エネ部分を再エネ義務量に算入させてもらえるとありがたい。

・省エネの取組については、義務履

行の代替手段になりうるため、検討

を行ってまいります。

・再エネと省エネの取組を両輪で進めていくことは非常に重要であると考えております。

・本制度においては、太陽光発電設備設置等の再エネ取組を進めていきたいと考えており

ますが、省エネ取組については、義務履行における代替手段になりうると考えております

ので具体的な制度に関しましては、規則制定において検討を行ってまいります。

- -

77 再エネ義務
03_第2回部

会事業者ヒア
事業者６

・太陽光パネル設置事業者が営業に来ることはあるが、現在のところそう

　いった企業と組んで事業展開することは想定していない。

・地域エネルギー会社と連携しなが

ら取組を進めてまいります。

・令和5年度に設立する地域エネルギー会社では、PPA事業も実施することとしておりま

すので、援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターと連携をしながら、事業

者向けにも情報提供をするよう取組を進めてまいります。

-
資料2-7　P4

資料2-8　P13

78 再エネ義務
04_第3回部

会事業者ヒア
事業者７

・光害、メンテナンス、発電効率はシミュレーションが可能であり、顧客の

最終判断に影響を与えることはあまり無い。

・いただきました御意見は、今後の

検討の参考にいたします。
・いただきました御意見は、今後の検討の参考にいたします。 -

79 再エネ義務
04_第3回部

会事業者ヒア
事業者７

・義務制度を進める上では、自治体から太陽光発電のメリット・デメリット

をしっかり発信していくことが必要と考えている。

・太陽光発電の普及に向けて市民へ

の普及啓発を行ってまいります。

・太陽光発電の普及に向けては、市民への普及啓発が必要と考えております。支援策の案

としてお示しした（仮称）再エネ促進センターなどによりライフスタイルに合った太陽光

発電の導入手法の周知を進めてまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

80 再エネ義務
04_第3回部

会事業者ヒア
事業者７

・施行時期は、具体的な制度が示されてから、１年程度は無いとシステム改

修などが間に合わない。

・具体的な制度案の公開から必要な

周知期間を設けます。

・制度実施に当たっては、事業者の準備期間や、手続きの負担等への配慮も必要と考えて

おり、具体的な制度案の公開から必要な周知期間を設ける必要があると考えております。
- 資料2-7：P45

81 再エネ義務
04_第3回部

会事業者ヒア
事業者７

・取りまとめ方法や報告方法について、事務負担の軽減のため、ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制

度と同様にするなど検討を行っていただきたい。

・報告方法等については、事務負担

等に配慮しながら、検討を行ってま

いります。

・報告方法等については、事務負担等に配慮しながら、検討を行ってまいります。 - -
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82 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-1 初期コストは回収出来るのか。（売電・節電、卒FIT、寿命、メンテナ

ス故障など）

・初期コストの回収は可能と考えて

います。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・太陽光発電設備の製品寿命は太陽電池モジュールは25年～30年、パワーコンディショ

ナは10～15年と言われています。

・なお、パワーコンディショナは設置後、住宅用は4年に1度の点検をし、必要に応じて部

品交換や機器の取り換えを行うとともに、メーカーによる精密点検を受けるなど適切なメ

ンテナンスを行うことが推奨されています。

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

・「2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出

てくる？再エネの廃棄物問題」

・「Q.機器の寿命はどれくらいですか？（太

陽光発電協会FAQ）」

資料2-7：P3～5

83 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-2 発電量が少ない場合はどうするのか。（ビルの谷間、日本海側・多雪

地、敷地が真南でない屋根東西、敷地が真南でない屋根東西、敷地が真南で

ない屋根東西の場合など）

・発電効率が著しく悪いものは除外

規定を設けることも検討していま

す。

・日薄い陰(山、ビル、樹木、電柱、TVアンテナ等)が太陽電池モジュールに掛かった場

合、発電量は低下しますが、周囲からの散乱光によりある程度の発電を行うことはできる

とされています。

・ただし、発電効率が著しく悪いものなどは除外規定を設けることも検討しています。

・除外規定については、義務対象そのものから外す場合と、オンサイトの太陽光発電設置

以外の手法で義務を履行する代替措置の両方が考えられ、答申において基本的な考え方を

示したうえで、具体的な内容については、答申及びパブリックコメントに検討を踏まえ、

専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えています。

陰の影響はありますか？（太陽光発電協会

FAQ）
資料2-6：P10

84 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-3  屋根面積が小さく太陽光発電の容量に制約があり経済メリットが出にく

いのではないか。

・建築面積、経済性も考慮しながら

義務制度の検討を行います。

・設置可能な面積など条件によっては、経済メリットが出にくくなる可能性がありますの

で、義務制度に関してましては、建築面積、経済性等を考慮しながら検討をしていく必要

があると考えております。

・なお、義務量の設定や除外規定等の具体的な内容については、答申及びパブリックコメ

ントの検討を踏まえ、専門家の意見なども伺いながら別途制定していきたいと考えていま

す。

- 資料2-7：P43

85 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
1-4 初期コストの資金調達が出来ない場合はどうするのか。

・初期費用が不要となる導入手法が

あります。

・太陽光発電設備の設置は、一般的な購入モデルに加えて、初期費用がかからないPPAモ

デルなどもあります。

・令和５年に設立する地域エネルギー会社において、PPA事業の実施を予定しております

ので、（仮称）再エネ促進センターとも連携しながら、PPAモデルの周知なども行ってま

いります。

・「初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電

設備の導入について（環境省.R3.3）」

・「廃棄物発電有効活用計画（川崎市）」

資料2-7：P4

86 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-5 パネルの性能(発電効率)が上がってから設置した方が合理的なのではな

いか。

・現時点でも経済メリットがあり、

電力料金の上昇を踏まえると設置可

能な時期に設置することは望ましい

と考えます。

・本市が国や業界団体等の公表値から試算した経済メリットの試算によれば、太陽光発電

を設置することで、長期的には経済的メリットが見込めます。昨今の電気料金の上昇を考

慮すると、更なる経済メリットが見込めるものと考えています。

・また、昨今の電力料金上昇や、電力ひっ迫などの状況を踏まえると設置可能な時期に設

置すること経済性や、エネルギー安定供給につながり望ましいと考えます。

・「第4回低地用蓄電システム普及拡大検討

会資料４（資源エネルギー庁.R3.2)」

・「よくある質問 Q&A(公益社団法人全国家

庭電気製品公正取引協議会HP)」「太陽光発

電について（資源エネルギー庁）」「神奈川

発電実績（SII）」等に基づき経済メリットを

川崎市独自試算

資料2-7：P3-5

87 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-6 メーカーの発電量・経済メリットのシミュレーションは信用できるの

か。

・事業者の枠組み構築などにより信

頼性を高めるとともに、相談窓口の

設置も検討しています。

・市民の不安を払拭できるよう、（仮称）再エネ促進センターにより事業者の枠組み構築

を検討しております。

・市が指定する一定の資格取得・研修などにより信頼性を高めていくとともに、事業者の

知識や意識の醸成を図るとともに、総合的な相談窓口の設置も検討しております。

・また、川崎市消費者行政センターといった消費者への情報提供、苦情処理等の消費者行

政も行っておりますので、適切に市民への案内を行ってまいります。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

88 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

1-7 パネルの寿命は何年程度なのか。発電効率が経年劣化するが70％、

60％、50%となってもなってもなってもなっても長年使えるのか。

・太陽光発電は20年以上使用するこ

とが可能です。

・太陽光発電設備の製品寿命は太陽電池モジュールは25年～30年、パワーコンディショ

ナは10～15年と言われています。

・また、太陽光発電の劣化率についてですが、平成24年３月に一般社団法人太陽光発電協

会において、国内メーカーの実例として0.27％/年を示しており、メンテナンスを十分に

行っていれば10年間使用しても出力は97％以上となり、発電効率の著しい低下は発生しな

いと考えております。

・「2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出

てくる？再エネの廃棄物問題」

・「Q.機器の寿命はどれくらいですか？（太

陽光発電協会FAQ）」

・「第3回調達価格等算定委員会資料３（一

般社団法人太陽光発電協会.H24）」

資料2-7：P12

89 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-1 住宅用太陽光発電を設置すると外観デザインが良くないのではないか。

・太陽光発電設置により、建築物の

形状に制限が生じる可能性はありま

すが、経済性、レジリエンスといっ

たメリットもあります。

・太陽光発電設置により建築物の形状に制限が生じる可能性はあると考えます。

・しかしながら、太陽光発電を導入することで経済性や、レジリエンスなどのメリットが

あります。

・支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターなどにより市民・事業者に対

して、太陽光発電のメリットなどについても周知し、建築主の選択に寄与されるよう取組

を進めてまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-6：P6

資料2-7：P3～5

90 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-2 パネルの荷重や偏心により耐震性が低下するすのではないあ。

・荷重の増による大きな影響がある

とは考えておりませんが、設置に当

たって確認を行うことが重要です。

・太陽光発電設置に伴う荷重の増による大きな影響があるとは考えておりません。

・太陽光発電協会が事務局として作成された「太陽光発電事業の評価ガイド」を参考にし

ながら、必要に応じて耐震診断を受けるなど、設置にあたって確認を行うことが重要と考

えています。

・「太陽光発電事業の評価ガイド」76P 資料2-7：P17
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91 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-3 パワコンの音（低周波）が気になるのではないか。

・適切なパワーコンディショナの設

置場所検討や、騒音パネル等の活用

が有効です。

・環境省においては、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を設け、「土地の安定

性」、「濁水」、「騒音」などについて設計段階の環境配慮のポイントを設け、発電事業

者等における環境配慮の取組を促しているところです。

・また、 住宅用のパワーコンディショナから騒音が気になる場合は適切な設置場所を検

討するほか、専用の防音パネルやボックスを使することも有効です。

・こうした市民の不安を払拭できるよう、（仮称）再エネ促進センターに総合的な相談窓

口の設置も検討しております。

・「太陽光発電の環境配慮ガイドライン（環

境省令和２年３月）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-7：P28

92 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-4 パネルの塩害への対応はどうするのか。

・海水で濡らさないようにするなど

対策を講じる必要があります。

・メーカーにもよりますが、「海水で濡らさない」「パワコンに耐塩害措置を施す」など

の対策を講じる必要があると考えています。

・また、こうした市民の不安を払拭できるよう、建設業者等に対し適切な施工知識の醸成

を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用した誘導支援策を

進めていきたいと考えています。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8　P13

93 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-5 パネルの隙間へ鳥が巣を作った場合はどうするのか。

・管理者が適切に管理する必要があ

ります。

・設備管理者が適切に管理をする必要があります。

・また、野生の鳥類であるカラスについては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律」により原則、捕獲等が禁止されていますが、生活環境などの被害が発生し

ている場合には、許可を受けたうえで捕獲等ができますので、動物愛護センターに申請を

していただくことになります。

・「カラスによる被害で困っています。川崎

市ではどのような対応になっているのでしょ

うか。（川崎市HP）」

-

94 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

2-6 ホットスポットの問題はどう考えているのか。（暖炉や薪ストーブの煙

突による日陰がある場合など）

・太陽光電池にホットスポット現象

の発生を回避する方策がとられてい

ます。

・「ホットスポット現象」とは、落ち葉など不透明な物体が太陽電池モジュールの表面に

貼りつき、その物体の陰による発電量の低下以上に太陽電池の発電量は低下することが、

長期間続き、光の遮蔽された部分の太陽電池モジュールのセルが高温となって特性が低下

する状況のことです。

・この場合、通常は太陽電池モジュールの内部にバイパスダイオードが取り付けられてい

ますので、この現象の発生が回避する方策がとられています。

・「陰の影響はありますか（太陽光発電協会

FAQ）」
-

95 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

2-7 太陽光発電、HEMS、蓄電池、V2Hなど、なにがベストな選択なのかが

判断できないのではないか。

・市民への広報と事業者の知識の醸

成に取り組んでまいります。

・太陽光発電の普及に向けては、市民への普及啓発だけでなく、事業者の育成・意識醸成

も必要と考えております。支援策の案としてお示しした（仮称）再エネ促進センターなど

によりライフスタイルに合った太陽光発電の導入手法についても周知がなされるよう取組

を進めてまいりたいと考えております。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

96 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
2-8 パネルの寿命を迎えた後は建て替えまで載せたままにするのか。

・市民への広報と事業者の知識の醸

成に取り組んでまいります。

・設置された設備の維持管理は、所有者の責務です。

・太陽光発電設備を廃棄することが可能です。

・太陽光発電の廃棄に関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進に向け

たガイドラインを策定しておりますので、本市においても当該ガイドラインに基づき取組

を行っております。

・なお、市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有し

ており、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、適切な廃棄物処理

ルートの確保が可能であると考えております。

・また、ＰＰＡモデルであれば、契約期間終了後、屋根から取り外すということも選択が

可能と考えています。

・こうした市民の不安を払拭できるよう、周知広報の徹底と、建設業者等に対し適切な施

工知識の醸成を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用した

誘導支援策を進めていきたいと考えています。

・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第2版）（環境

省.H30.12）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

資料2-8：P13

97 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

3-1 保証（機器の故障、発電量低下）を心配する意見が挙がるのではない

か。

・市民への広報と事業者の知識の醸

成に取り組んでまいります。

・設置された設備の維持管理は、所有者の責務です。

・こうした市民の不安を払拭できるよう、周知広報の徹底と、建設業者等に対し適切な施

工知識の醸成を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用した

誘導支援策を進めていきたいと考えています。

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」
資料2-8：P13

98 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
3-2 雨漏れリスクに対してどのように考えているのか。

・メーカーの推奨工法により施工す

れば水漏れリスクは非常に低く抑え

ることができます。

・市民への広報と事業者の知識の醸

成に取り組んでまいります。

・雨漏りは、屋根以外にも、ベランダ・窓サッシ・天窓・外壁など、様々な部位で発生し

ます。住宅保証支援機構の調査において、雨漏りの８割は屋根以外で発生しており、屋根

が原因なのは22.4%です。そのうち、太陽パネルの設置が原因となっている件数は統計が

なく、ほとんどないものと考えられます。

・瓦・スレートに穴あけを行うものも含め、メーカーが推奨する工法に従って適切に施工

すれば、雨漏りのリスクは非常に低いものと考えます。また、万一、雨漏りが発生した場

合は瑕疵担保保険の対象となります。

・こうした市民の不安を払拭できるよう、周知広報の徹底と、建設業者等に対し適切な施

工知識の醸成を行う必要があるため、今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用した

誘導支援策を進めていきたいと考えています。

・「事例から学ぶ住宅トラブルとその実態

（一般財団法人 住宅保証支援機構）」

・「住宅瑕疵担保履行法とは（一般社団法人

住宅課被担保責任保険協会）」

・「京都再エネコンシェルジュ認証制度（京

都府HP）」

資料2-6：P9

資料2-8：P13
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99 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

3-3 台風、地震、ひょう等の自然災害で壊れるリスクに対してどのように考

えているのか。

・JIS規格などにより風などの負荷に

耐えるような設計がされており、一

定の強度が保証されています。

・台風等については、屋根への太陽電池モジュールの取り付け強度はJIS C 8955（太陽電

池アレイ用支持物設計標準）にもとづき荷重を計算し、風などの荷重に耐えるように設計

されています。

・また、電池モジュールのガラス面のJIS規格（JIS C 61215-1地上設置の太陽電池（Ｐ

Ｖ）モジュール－設計適格性確認及び型式認証－第１部：試験要求事項）では、製品の11

か所に最小直径25㎜の雹が秒速23m（約83㎞/h）の速度で当たっても割れることが無い

ような品質が条件とされています。また、落雷対策も回路内に一定性能のサージアブソー

バ（避雷素子）等を設置して誘導雷対策を行い、被害を食い止める策を行っています。

・しかしながら、台風等や雹、落雷もそれぞれの規格を超えるような負荷がかかった場合

は損傷が生じる可能性があります。

・地震などの場合も、これまで大きな被害が生じた事例は無いものと考えておりますが、

自然災害の場合、火災保険の対象とすることができますので、火災保険の内容等を御確認

にいただくことが必要です。

・「自然災害に対する対策はありますか（一

般社団法人太陽光発電協会ＦＡＱ）」
資料2-7：P17

100 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
3-4 火災発生リスクに対してどのように考えているのか。

・火災時には水による消火が可能で

す。

・太陽光発電システムの累計設置棟数は、平成30年10月時点で全国2,374,000棟とされ、

火災保険は平成20年3月から平成29年11月までで、事故情報データバンクに127件であ

り、モジュール又はケーブルから発生したものは13件であるため、太陽光発電設備の設置

数に比べ火災は極めて少ないものとなっていますが、リスクは一定程度あるものと考えて

おります。

・一般社団法人住宅生産団体連合会や、一般社団法人日本電気工業会太陽光発電システム

技術専門委員会から火災事故等のリスク低減対策や、保守点検の実施を促す周知がされて

います。

・また、消防庁より太陽光発電システムを設置した一般住宅の火災における消防活動上の

留意点等について事務連絡が送付され、放水は粒状で建物に水がかかるようにすること

や、絶縁性の高い手袋の活用が促され、それに則った消火活動がされています。

・（仮称）再エネ促進センターなどを活用しながら、市民、事業者に注意喚起や、正しい

情報を伝えていくことでリスクの低減を図っていくことが必要と考えております。

・「消費者安全法第23条第１項の規定に基づ

く事故等原因調査報告書（消費者庁H31）」

・「住宅用太陽光発電システムに起因した住

宅の火災事故に注意!-太陽電池モジュールの

設置形態等によって火災リスクが異なります!

（消費者庁）」

・「住宅用太陽光発電システムの火災事故等

のリスク低減対策について（一般社団法人住

宅生産団体連合会）」

・「住宅用太陽光発電システムをお使いの皆

さまへ-長く安全に使っていただくために

は、保守点検を忘れずに!-(一般社団法人日本

電機工業会太陽光発電システム技術専門委員

会)」

・「太陽光発電システムを設置した一般住宅

の火災における消防活動上の留意点等につい

て（消防庁・平成25年3月事務連絡）」

資料2-7：P16

101 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
3-5 消防時、水害時の感電リスクに対してどのように考えているのか。

・市民事業者に注意喚起などの情報

発信を行います。

・太陽光発電システムは、太陽電池により光エネルギーを電気エネルギーに変換している

ため外部から発電を遮断できないことから、火災の初期から残火確認等に至るまで、感電

事故の可能性があるものと考えております。

・こういったことを踏まえて、消防庁より太陽光発電システムを設置した一般住宅の火災

における消防活動上の留意点等について事務連絡が送付され、放水は粒状で建物に水がか

かるようにすることや、絶縁性の高い手袋の活用が促され、それに則った消火活動がされ

ています。

・また、一般社団法人太陽光発電協会によると、台風、大雨の影響により太陽光発電シス

テムが水没・浸水した場合には、太陽光発電システムや電気設備に十分な知見を持つ専門

家へ依頼することが必要とされています。なお、太陽光発電システムが水没・浸水した場

合の感電による事故等事例は無いとのことです。

・（仮称）再エネ促進センターなどを活用しながら、市民、事業者に注意喚起や、正しい

情報を伝えていくことでリスクの低減を図っていくことが必要と考えております。

・「太陽光発電システムを設置した一般住宅

の火災における消防活動上の留意点等につい

て（消防庁・平成25年3月事務連絡）」

資料2-6：P10

102 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

3-6 屋根の塗り替えメンテナンス時にどのように考えているのか。（一旦取

り外すのか）

・設備所有者の責任において、判断

をしていただくことが必要と考えま

す。

・太陽光発電設備を取り外す工法もありますが、取り外さない工法もあります。

・設備所有者の責任おいて、判断をしていただくことが必要です。

・（仮称）再エネ促進センターなどを活用し、市民への適切な情報提供と、建設業者等に

対し適切な施工知識の醸成を行っていきたいと考えております。

- 資料2-8　P13

103 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
3-7 パネルメーカの倒産リスクに対してどのように考えているのか。

・維持管理等について、設備小所有

者に責任を持って取り組んでいただ

くことが重要です。

・太陽光発電設備の適切な維持管理は、設備所有者に責任をもって取り組んでいただくこ

とが重要です。

・空き家となっている建物と同様、設置された設備の適切な維持管理は所有者の責務とな

ります。

・今後、（仮称）再エネ促進センターなどを活用し市民、事業者へ適切な情報発信を行っ

てまいります。

- 資料2-8　P13
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104 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項
3-8 パネルの下の屋根の塗り替えは必要なのではないか。

・設備所有者の責任において、判断

をしていただくことが必要と考えま

す。

・住宅、設備所有者の責任おいて、判断をしていただくことが必要です。

・（仮称）再エネ促進センターなどを活用し、市民への適切な情報提供と、建設業者等に

対し適切な施工知識の醸成を行っていきたいと考えております。

- 資料2-8　P13

105 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

4-1 製造時エネルギー（エネルギーペイバック）を考えると、むしろ太陽光

発電設備は環境影響に悪いのではないか。

・太陽光発電のエネルギーペイバッ

クタイムは１～３年ほどです。

・発電設備が製造され、廃棄・処理されるまでの消費エネルギーを、その発電設備を使用

することで相殺できる期間をエネルギーペイバックタイムといいます。

・太陽光発電の場合は１～３年であるとされ、自然エネルギーは化石燃料と比べて環境に

やさしいエネルギーであることは明らかです。

・「太陽光発電のエネルギーペイバックタイ

ム・CO2ペイバックタイムについて（産業総

研ＨＰ）」

資料2-7：P24

106 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

4-2 パネルの廃棄時（処分場）の有害物質問題についてどのように考えてい

るのか。

国のガイドラインに基づき、必要な

指導を行っていくことが重要と考え

ています。

・太陽光発電の廃棄に関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進に向け

たガイドラインを策定しており、解体・撤去、リユース、収集・運搬・リサイクル、埋め

立て処分といったものについて整理をしていますので、本市においても当該ガイドライン

に基づき必要な指導を行っていくことが重要と考えています。

・なお、市内には、太陽光パネル廃棄物の100％リサイクルを行う廃棄物処理施設を有し

ており、市内での適正処理が可能な体制が構築されておりますので、適切な廃棄物処理

ルートの確保が可能であると考えております。

・「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に

向けたガイドライン（第2版）（環境

省.H30.12）」

・「太陽電池モジュールの適正処理（リサイ

クル）が可能な産業廃棄物中間処理業者名一

覧を更新しました（太陽光発電協会

HP.R3.10）

資料2-7：P25

107 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

4-3 パネルのリサイクルのコスト高の問題についてどのように考えているの

か。

・太陽光発電の普及によりリサイク

ルコストの低減を期待しています。

・太陽光発電パネルのリサイクルに関しては、通常の処分に比べるとコストが高いといわ

れておりますが、太陽光発電の需要拡大により処理コストの低減を期待しています。

・なお、太陽光発電の廃棄に関しましては、環境省が太陽光発電設備リサイクル等の推進

に向けたガイドラインを策定しており、解体・撤去、リユース、収集・運搬・リサイク

ル、埋め立て処分といったものについて整理をしていますので、本市においても当該ガイ

ドラインに基づき必要な指導を行っていくことが重要と考えています。

資料2-7：P23

108 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

4-4 蓄電とセットで導入するべきだが、蓄電池は未だ高額である点について

どのように考えているのか。

・蓄電池の導入に向けた支援策の検

討を行います。

・太陽光発電は蓄電池とセットで活用することで、発電しない夜間等の時間帯での活用

や、災害時のレジリエンスへの寄与もあると考えており、現行の補助制度の中で、蓄電池

への導入補助も行っておりますので、補助制度の充実も含めた支援策の検討を進めてまい

ります。

・また、第６次エネルギー基本計画においては、レジリエンス向上の関心の高まりや、Ｆ

ＩＴ制度の買取期間を終えた電力の自家消費に対する経済性の向上を背景に、近年家庭用

を中心に導入が進んでいるとしていますが、導入コストが課題とされています。

・これを受けて、2030年に家庭用蓄電システムのコスト目標について、投資回収できる

水準として７万円/kWhとしており、今後、車載用の蓄電池のリユースなどによりコスト

の低減が期待されています。

・「第6次エネルギー基本計画（経産

省.R3.10）」
資料2-7：P7

109 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

5-1 パネルは中国からの輸入が殆どであり、エネルギー安全保障上課題ある

のではないか。

・太陽光発電はエネルギー安全保障

に資するものと考えております。

・日本のエネルギー自給率は、2019年で12.1％と多くを海外からの輸入に頼っている状況

であり、化石燃料の依存度は約85％となっているところです。

・化石燃料の輸入先は、サウジアラビアなどの中東諸国や、オーストラリア、インドネシ

アなどのアジア・オセアニアとなっています。

・太陽光発電の場合は、発電のための燃料は不要であり、エネルギーの多くを輸入による

化石燃料で賄っている日本の状況を踏まえると太陽光発電を活用することにより、化石燃

料の乱高下といった電気料金の変動を抑えられエネルギー安全保障に寄与するものと考え

ています。

・「日本のエネルギー2021年度版「エネル

ギーの今を知る10の質問」（資源エネルギー

庁ＨＰ）」

資料2-7：P32

110 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

5-2 材料となるシリコンの主要生産地のウイグル問題が心配という声に対

し、どのように考えているのか。

・国内メーカーにおいては、ウイグ

ル自治区の製品を取り扱っている事

実は無いとのことです。

・東京都が実施した住宅用太陽光パネルのシェアが多い国内太陽光パネルメーカー等への

ヒアリングにおいては、新疆ウイグル自治区の製品を取り扱っている事実はないとの回答

を得ているとのことです。

・また、業界団体である一般社団法人太陽光発電協会では、「持続可能な社会の実現に向

けた行動指針」を掲げ、会員企業、太陽光発電産業に携わる事業者に人権を尊重した事業

活動を行うことを推進しています。

・「東京都カーボンハーフ実現に向けた条例

改正のあり方検討会・パブリックコメントに

寄せられた御意見に関する「主な論点」と

「都の考え方」

資料2-7：P33

111 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

6-1 再エネ賦課金制度にそもそも反対であるという声に対し、どのように考

えているのか。

国は、再エネ賦課金の低減を図りな

がら、再エネによるエネルギー供給

が行われる社会の実現を目指してい

ます。

・再エネ電源の主力化を図るため、国策として行われております。

・これは、電力を使う全ての人が負担するものとなっておりますが、再エネ電源を活用す

る場合は、この負担が一定程度緩和され、再エネを作っている場合には、ＦＩＴ制度の中

でその受益を得ることが可能であると考えます。

・また、国の第６次エネルギー基本計画では、再エネのコストを他の電源と比較して競争

力のある水準まで低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に実現していくとしており、

将来的には、賦課金の低減を図りながら、再エネによるエネルギー供給が行われる社会の

実現が目指されています。

・「固定価格買取制度（資源エネルギー庁Ｈ

Ｐ）」

・「第6次エネルギー基本計画（経Ｐ51）」

資料2-7：P36
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112 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

6-2 地方では出力制御が始まっており、そもそも都市部で太陽光発電設備を

設置する必要が無いのではないか。

・エネルギーの消費地として、最大

限の再エネ導入を行うことが必要と

考えています。

・エネルギーの消費地として、最大限の再エネ導入が必要と考えており、本市が再生可能

エネルギーの拡大を図るうえで、太陽光発電は、今後ポテンシャルのあるほぼ唯一の再生

可能エネルギー源であるため、本市が2050年の脱炭素社会の実現を果たしていくために

は、再エネ義務制度の実施が欠かせないものと考えております。

・また、住宅用太陽光発電設備と考えられる10ｋW未満の固定価格買取制度の対象となる

再エネ電源については、当面の間、出力抑制および出力抑制装置等の設置対象外とされて

います。

・なお、需給バランス制約による出力制御については、法令等に基づく優先給電ルールに

より①火力発電→②揚水→③大型バイオマス→④太陽光・風力→⑤原子力・水力・地熱

（長期固定電源）の順に出力制御を行うこととなっています。太陽光発電に出力制御がさ

れるのは、一度制限をしたら元に戻しにくい長期固定電源の制限を行わないようにするた

めの策であり、また一方で出力制限の順番を④とすることでより再エネの受け入れをス

ムーズにする意味合いもあります。

・「なぜ、太陽光などの「出力制御」が必要

になるのか？～再エネを大量に導入するため

に（資源エネルギー庁ＨＰ）」

資料2-7：P35

113 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

6-3 太陽光発電は夜や雨天時などは発電しないので、結局火力発電に依存せ

ざるを得ないという声に対し、どのように考えているのか。

・再エネの主力電源化に取組なが

ら、様々なエネルギーを活用し、サ

プライチェーン全体での安定供給が

必要と考えます。

・太陽光発電は、曇りや雨の日でも発電量が少なくなるものの発電するとされています。

・経済産業省が策定した第6次エネルギー基本計画に位置付けられるとおり、S＋３Eのう

ちのひとつであるエネルギーの安定供給（Energy Security）のためには、多層的に構成さ

れたエネルギーの供給体制が、平時のみならず、危機時にあっても適切に機能する強靱性

（レジリエンス）を高めていく必要があることから、様々なエネルギーを活用し、サプラ

イチェーン全体での安定供給体制を確保することが重要と考えます。

・「曇りや雨の日に電気は使えますか（一般

社団法人太陽光発電協会ＦＡＱ）」

・「第６次エネルギー基本計画」P18

資料2-6：P8

114 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

6-4 そもそも地球温暖化や気候危機に懐疑的であり、脱炭素施策に反対であ

るという声に対し、どのように考えているのか。

・ＩＰＣＣ第６次報告書において

は、地球温暖化が人類の活動により

引き起こされていることを明示して

います。

・IPCCは、令和３年８月に公表された、ＩＰＣＣ第６次評価報告書　第１次作業部会報

告書（自然科学根拠）では、「人間の影響が待機、海洋及び陸域を温暖化させてきたこと

には疑う余地がない」とされ、地球温暖化が人類の活動によって引き起こされていること

を明示されています。

・「環境省　IPCC「第６報告書　第１次作業

部会報告書」
資料2-3：P6

115 再エネ義務
06_その他事

務局調査

想定懸念事

項

6-5 そもそも電力は原子発電を主力電源化するべきであるという声に対し、

どのように考えているのか。

・再エネの主力電源化に取組なが

ら、様々なエネルギーを活用し、サ

プライチェーン全体での安定供給が

必要と考えます。

・経済産業省が策定した第6次エネルギー基本計画に位置付けられるとおり、S＋３Eのう

ちのひとつであるエネルギーの安定供給（Energy Security）のためには、多層的に構成さ

れたエネルギーの供給体制が、平時のみならず、危機時にあっても適切に機能する強靱性

（レジリエンス）を高めていく必要があることから、様々なエネルギーを活用し、サプラ

イチェーン全体での安定供給体制を確保することが重要と考えます。

・また、第６次エネルギー基本計画において再生可能エネルギー電源の主力電源化が位置

付けられており、国の計画を踏まえた取組を行っていく必要があると考えております。本

市にとっては、太陽光発電は今後ポテンシャルのあるほぼ唯一の再生可能エネルギー源で

あるため、普及拡大が不可欠と考えております。

・「第６次エネルギー基本計画P18,19」 資料2-4：P2-4,13

116 評価支援
01_第2回部

会当日意見
小泉委員

新たな事業評価制度について、2030年度と2050年に分けて評価するのは良

いと思う。また、各事業者で環境担当者が苦労して作業されているものと思

うが、客観的な位置を本社の経営陣に認識してもらうには非常に良いツール

だと思う。

・2030年度と2050年の2軸による評

価制度について、引き続き設計して

いきます。

・2030年度と2050年の2軸による評価制度について、引き続き設計していきます。 － 資料3-2：P3～9

117 評価支援
01_第2回部

会当日意見
小泉委員

公表については、３年間は高評価のみなど、慎重に検討してほしい。例えば

廃棄物の循環、サーキュラーエコノミー等で重要な役割を担っている事業者

や発電、運送業などの社会的インフラの役割を担っている事業者もいる。こ

うした事業者が当面、省エネは目一杯取り組んでいる中で、化石燃料以外へ

の代替が難しい場合はC評価にならざるを得ないものもあると思うが、イノ

ベーションは頑張ってもらうとしても、ある程度、社会インフラなどの役割

を担っている企業への公表は配慮が必要である。

・公表時には事前意見聴取手続き等

のフォローアップを行い、不利益な

取り扱いにはならないよう検討して

いきます。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・評価結果の公表に際しては、法的リスクも考慮し、公表の目的の正当性、必要性、公表

態様、公益等をしっかりと整理するとともに、評価基準・評価方法等の公開や専門的知見

を有する有識者等による評価を行い透明性・公平性を確保し、また、時限的・経過的措置

や事前意見聴取手続きなどのフォローアップを行うことで、将来的に法的に比較衡量判断

がされる場合においても、公益が上回り、行政手続条例第３０条第２項の「不利益な取り

扱い」には該当しない制度としていきたいと考えております。

・「行政による制裁的公表の法理論（(株)）

日本評論社）.H27.4」P215

・「逐条解説行政手続法」

資料3-3：P7～10

118 評価支援
01_第2回部

会当日意見
小泉委員

中小企業については、現段階ではCO2排出削減を優先課題として取り組んで

いる企業は少数派であり、原料高、コロナ対応などの現実的課題に追われて

おり、脱炭素どころではないのが現状。一方、先進的に取り組まれている事

業所が川崎にはあるので、地域の工業団地や業界団体等でリーダーとして取

り組んでもらい、取組を市域全域に広げられると良い。

・先進的な取組を進めている事業者

をPR・表彰し、横展開を進めていく

支援制度を考えています。

・中小規模事業者の脱炭素の取組については、御意見のような先進的な取組を進めている

事業者をPR・表彰し、他の事業者へと横展開を進めていくような支援制度も進めていき

たいと考えています。

－
資料3-2：P27

資料3-3：P12
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119 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

評価結果が事業所から本社にあがっていき、会社全体での脱炭素化が進むよ

うな制度を目指していきたい。

・2050年に向けた項目については、

事業者全体の取組を評価しますの

で、会社全体を巻き込める制度設計

を目指します。

・中長期目標・イノベーション等の評価項目については、事業者全体での取組を評価する

項目としていますので、会社全体を巻き込むような制度設計を目指しております。
－

資料3-2：P16

資料3-3：P3

120 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

業種ごとにCO2削減の基準が設定されているが、業種区分の大きさはどのよ

うに設定したのか。例えば、鉄鋼やセメントはCO2を大量に出すが、その他

はそうでもない。

・温室効果ガス排出量算定における

部門で設定しました。省エネや再エ

ネの取組のほか、グループ全体での

脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、様々な視点での評価を考えてい

ます。

・業種区分については、温室効果ガス排出量算定における部門としており、一義的には川

崎市地球温暖化対策推進基本計画が掲げる目標値の達成を対象事業者に求めていきたいと

考えております。

・他方で、区分によって目標達成が容易でない業種があることは認識をしておりますの

で、省エネや再エネの取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、様々な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていけ

る制度を目指しております。

－
資料3-2：P11,P16

資料3-3：P3

121 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

域外の削減の取組はどう考えているか。CO2原単位は、会社全体だけではな

く、事業者単位で出せるものなのか。

・域外貢献の取組は、本市で運営し

ている川崎メカニズム認証制度の取

得状況を設定を考えています。

・域外貢献の取組として、本市で運営している川崎メカニズム認証制度の取得状況を評価

項目として設定しています。川崎市域内におけるCO2排出量の提出を求めていますので、

市域事業者での原単位も算定できると考えています。

－ 資料3-2：P16

122 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

削減量の評価基準について、事業撤退すると大きく減少しA評価となるが、

それが目指すべき姿なのかというと疑問がある。生産額を減らせばよいとい

う話ではない。例えば、生産額あたりのエネルギー消費などの評価基準が必

要ではないか。

・省エネの項目でエネルギー消費原

単位を設定する案としており、活動

量として生産額を選択することがで

きます。

・評価項目として、CO2排出量の他に、省エネの項目に関してはエネルギー消費原単位を

設定する案としており、その活動量として生産額を選択することで、対応が可能と考えて

おります。

－ 資料3-2：P9,P11

123 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

2030年度の評価軸について、「対象事業者の平均がAランク相当になったら

2030年度目標達成できるような評価軸を逆算で設定」とあるが、毎年評価

基準が変わると、今までA評価で、削減努力は継続しているのに、いきなり

C評価になるなどの減少が起こり得る。今までの努力が報われるよう一工夫

が必要である。

・毎年評価基準を設定するという主

旨ではありませんので、記載の表現

をわかりやすく修正いたします。

・記載の内容は、最初のCO2削減の評価基準の設定時において、2030年度目標達成でき

るような評価軸を設定するという主旨でございますので、毎年評価基準を設定するとのこ

とではございませんので、記載の表現をわかりやすく修正致します。

－ 資料3-2：P6

124 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

中長期的なイノベーションを定量的に評価するのは難しいと思う。2050年の

評価軸としておきながら、経団連の2030年目標を基準としているのは違和感

がある。

・イノベーションの取組は定性的な

評価を考えております。2050年の

ゴールに対して、2030年度まででど

れだけチャレンジしているか、を評

価したいと考えております。

・イノベーションの取組については、定性的な評価を考えております。

・また、評価軸２は2050年をゴールに対して、2030年度までのどれだけチャレンジして

いるかを評価していきたいと考えております。経団連の公表している業種ごとの2030年

CO2削減目標は、2050年カーボンニュートラルを目指した過程での2030年度の設定値と

なっておりますので、評価軸２の参考となり得ると考えました。

－ 資料3-2：P16～17

125 評価支援
01_第2回部

会当日意見
平野委員

中小規模事業者向けの簡易版制度については、そもそも簡易版制度に取組ん

だ時点で高く評価して良いと思う。さらに、優良な取組について追加で評価

するのが良いのではないか。

・制度への取組自体に対して、PR・

表彰等の制度も活用しながら、脱炭

素化に誘導支援していけるような制

度設計を検討します。

・簡易版制度につきましては、市内の中小規模事業者に広く活用していただくことが肝要

と考えておりますので、御意見を踏まえまして、簡易版制度を提出したこと自体を企業の

努力として認め、PR・表彰等の制度も活用しながら脱炭素化に誘導支援していけるような

制度設計を検討してまいります。

－
資料3-2：P21～P22,P27

資料3-3：P12

126 評価支援
01_第2回部

会当日意見
小林委員

Jクレジットやパリ協定６条の削減クレジットは削減量にカウントされるの

か。できたらカウントしてほしい。

・調整後排出量の評価にて、クレ

ジット等も反映されるような制度を

考えてまいります。

・評価項目「温室効果ガス排出量」において、調整後排出量についても評価し、その中で

（市域内の事業所分として割り振られた分について）クレジット等も反映されような制度

を考えてまいります。

－ 資料3-2：P9

127 評価支援
01_第2回部

会当日意見
小林委員

公表の仕方は慎重にという意見も出ているが、環境審議会の立場としては公

表するべきと考える。あらゆることを環境審議会で考えるということではな

く、運用面は市に裁量の余地がある。その他はだいぶ煮詰まってきた印象を

受けた。これからもサポートしたい。

・公表にあたっては、公表の目的の

正当性、公益等をしっかりと整理す

ること、有識者等による評価を行う

ことで公平性を確保すること、また

事前意見聴取手続き等のフォロー

アップを行う等の制度整備を考えて

います。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・評価結果の公表に際しては、法的リスクも考慮し、公表の目的の正当性、必要性、公表

態様、公益等をしっかりと整理するとともに、評価基準・評価方法等の公開や専門的知見

を有する有識者等による評価を行い透明性・公平性を確保し、また、時限的・経過的措置

や事前意見聴取手続きなどのフォローアップを行うことで、将来的に法的に比較衡量判断

がされる場合においても、公益が上回り、行政手続き条例第３０条第２項の「不利的な取

り扱い」には該当しない制度としていきたいと考えております。

・「行政による制裁的公表の法理論（(株)）

日本評論社）.H27.4」P215

・「逐条解説行政手続法」

資料3-3：P7～10

128 評価支援
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

RE100の取組や、TCFD報告書への対応として気候変動リスクを折り込んだ

経営戦略を練られている企業が評価されるような仕組みだと良い。気候変動

リスクをビジネスチャンスに繋げることは重要な視点である。

・イニシアチブへの加盟についても

評価する項目としており、その記載

の中で対応が可能と考えておりま

す。

・評価項目として、SBT等イニシアチブへの加盟についても評価する項目としており、そ

の記載の中でRE100などの取組についても対応が可能と考えております。
－ 資料3-2：P16
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129 評価支援
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

低評価を受けた企業によっては「温室効果ガスの排出と、地域環境影響との

因果関係が明らかであるとは言えない」と主張される可能性も考えられる。

一方で、予防原則の観点から因果関係が立証できないからといって環境対策

をしないということもあり得ない。公表するのであれば、誘導支援策もしっ

かりと行い、これをやれば評価が上がるなどの見通しを示したうえで公表す

るべきである。

・指導・助言や、国庫補助制度の紹

介などのフォローアップを行い高評

価へと誘導するような制度としてい

きたいと考えています。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・評価結果の公表に際しては、法的リスクも考慮し、公表の目的の正当性、必要性、公表

態様、公益等をしっかりと整理するとともに、評価基準・評価方法等の公開や専門的知見

を有する有識者等による評価を行い透明性・公平性を確保し、また、時限的・経過的措置

や事前意見聴取手続きなどのフォローアップを行うことで、将来的に法的に比較衡量判断

がされる場合においても、公益が上回り、行政手続条例第３０条第２項の「不利益な取り

扱い」には該当しない制度としていきたいと考えております。

・指導・助言や、国庫補助制度の紹介などのフォローアップを行い高評価へと誘導するよ

うな制度としていきたいと考えています。

・「行政による制裁的公表の法理論（(株)）

日本評論社）.H27.4」P215

・「逐条解説行政手続法」

資料3-3：P7～10

130 評価支援
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

中小企業向けの簡易版制度について、温対計画の目標と併せて「温室効果ガ

ス排出量」と「再エネ」を必須項目としていくことに異論はないが、「省エ

ネ」についても必須項目としても良いのではないか。

・簡易版制度はできるだけ簡素化し

て事業者の負担を軽減したいと考え

ており、省エネについては任意項目

としつつ、評価が可能な制度として

いきたいと考えております。

・簡易版制度の必須項目については、できるだけ簡素化して事業者の負担を軽減したいと

考えており、川崎市地球温暖化対策推進基本計画に掲げる目標との整合やを踏まえ、「温

室効果ガス排出量」と「再エネ」と設定するのが妥当ではないかと考えております。

・省エネについては、任意項目としつつ、評価に応じて誘導支援策と繋がるような制度と

していきたいと考えております。

－ 資料3-3：P13

131 評価支援
02_第2回部

会事前意見

馬場副部会

長

支援策について、川崎市がこれまで、現行制度や省エネ診断等で培ってきた

専門的なノウハウを活かし、助言指導の機能拡充を図ることは必要である。

また、川崎の地域特性を活かし、グリーンイノベーションが進む街づくりを

進めることも重要である。

・これまでの省エネベースに加え

て、再エネ、電化の項目についても

指導助言の拡充ができると考えてお

ります。

・イノベーションについては、ワン

ストップ窓口を設けて取組を進めて

いくような支援制度を目指したいと

考えております。

・指導・助言の拡充は重要と考えており、これまでの省エネベースに加えて、評価項目に

再エネ・電化を設定する案としており、このような項目についても指導助言の拡充が出来

るものと考えております。

・評価項目にイノベーションに資する取組を設定する案としており、誘導支援策として、

本市でのワンストップ窓口等を通じたグリーンイノベーションの取組を進めていくような

支援制度を目指していきたいと考えております。

－ 資料3-2：P23～P26

132 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者１

（金融機

関）

・市内事業者でもサプライチェーン排出量算定を目指す大規模事業者もいる

と聞いており、関連する中小規模事業者が対応できるのか、心配でもある

・中小規模事業者の排出量算定にお

いて、簡易版制度が広く活用される

ような制度設計を検討します。

・簡易版制度が活用され、中小規模事業者の排出量算定の取組が進むことで、サプライ

チェーンでの排出量算定への要求にも対応出来ると考えており、広く活用されるような制

度設計を検討してまいります。

－ 資料3-2：P21～P22

133 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者１

（金融機

関）

・事業者によって目標が違うと取組状況の把握が難しくなるため、排出量の

目標となる基準を作ってほしい。

・川崎市の計画に基づいて排出量の

評価基準を設定し、評価項目を設置

する案としております。

・評価項目として、温室効果ガス排出量を設定する案としており、その評価基準として川

崎市地球温暖化対策推進計画に掲げる削減目標の部門別内訳をベースとして、基準を設定

していきたいを考えております。

－ 資料3-2：P11

134 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者１

（金融機

関）

・算出方法や計画書が複雑だと、脱炭素に向けた一歩目が出にくいため、中

小規模事業者向けは簡素なものがいい。

・簡易版制度は、できるだけ簡素化

して事業者の負担を軽減したいと考

えております。

・簡易版制度の必須項目については、できるだけ簡素化して事業者の負担を軽減したいと

考えており、川崎市地球温暖化対策推進基本計画に掲げる目標との整合やを踏まえ、「温

室効果ガス排出量」と「再エネ」と設定するのが妥当ではないかと考えております。

－
資料3-2：P22

資料3-3：P13

135 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者１

（金融機

関）

・補助金による支援は、設備導入を検討していない事業者にはあまり関心が

無いものとなる

・補助金の他、広報面での支援や、

融資による連携について検討いただ

ける金融機関もいることから、引き

続き調整を進めてまいります。

・誘導支援策の考え方として、2030年度までは省エネ・再エネ・電化などの促進に資する

助言・指導を強化することで、脱炭素化へ誘導し、2050年に向けては、イノベーションな

ど企業のチャレンジを誘導支援するような制度を目指しております。市のワンストップ窓

口を通じた取組支援や国や支援機関と連携した支援などの制度設計を検討してまいりま

す。

・中小規模事業者向けの支援策については、広報面での支援の他、融資による連携につい

て検討いただける金融機関もいることから、引き続き調整を進めてまいります。

－ 資料3-2：P23～P27

136 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者１

（金融機

関）

・実排出量の削減が見えた方がいい
・評価項目として、温室効果ガス排

出量を設定する案としています。
・評価項目として、温室効果ガス排出量を設定する案としております。 － 資料3-2：P9

137 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者２

（金融機

関）

・金融商品だけでは連携が難しいのではないか。何らかの伴走型支援という

形なら、あり得るかもしれない。

・中小規模事業者向けとして、伴走

型支援や広報型支援なども含めた誘

導支援策を目指しております。

・誘導支援策の考え方として、2030年度までは助言・指導を強化することで、脱炭素化へ

誘導し、2050年に向けては、イノベーションなど企業のチャレンジを誘導支援するような

制度を目指しております。

・中小規模事業者向けの支援策として、伴走型支援や広報型支援なども含めた誘導支援策

を目指しております。

－ 資料3-2：P23～P27
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138 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者２

（金融機

関）

・制度に柔軟性がほしい。事業活動を拡大すると、排出量は増える。また、

評価項目等の簡易化も必要である。

・エネルギー消費原単位の削減につ

いても評価できる制度を目指してお

ります。また排出量だけでなく、企

業のチャレンジが見えるような取組

など、多角的な視点で評価を行いた

いと考えております。

・評価項目として、省エネの項目に関してエネルギー消費原単位を設定する案としてお

り、原単位削減についても評価できる制度を目指しております。

・また、単に温室効果ガス排出量だけでなく、企業のチャレンジが見えるような取組や、

グループ全体での取り組みなど、多角的な視点で評価を行いたいと考えております。

・中小規模事業者向けの簡易版制度として、川崎市地球温暖化対策推進基本計画に掲げる

目標との整合やを踏まえ、「温室効果ガス排出量」と「再エネ」を必須項目とし、それ以

外を任意項目とする制度設計を考えております。

－ 資料3-2：P9,P22

139 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者２

（金融機

関）

・中小企業は、評価項目よりも公表される評価の方を気にされるかもしれな

い。取引先が評価を気にする場合は、悪い評価を公表することは中小企業に

とってはダメージがある可能性がある。

・中小規模事業者向けには、簡易版

制度を提出したこと自体を企業の努

力として認め、PR・表彰等の制度を

活用することも検討します。

・簡易版制度につきましては、市内の中小規模事業者に広く活用していただくことが肝要

と考えておりますので、簡易版制度を提出したこと自体を企業の努力として認め、PR・表

彰等の制度も活用しながら脱炭素化に誘導支援していけるような制度設計を検討してまい

ります。

－ 資料3-3：P12

140 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者２

（金融機

関）

・「目標を達成できるようこのようなサポートを行います」という仕組みが

あると良い。

・助言、指導を強化することや、中

小規模事業者向けの伴走型支援など

も含めた誘導支援策を目指しており

ます。

・誘導支援策の考え方として、2030年度までは助言・指導を強化することで、脱炭素化へ

誘導し、2050年に向けては、イノベーションなど企業のチャレンジを誘導支援するような

制度を目指しております。

・中小規模事業者向けの支援策として、伴走型支援や広報型支援なども含めた誘導支援策

を目指しております。

－ 資料3-2：P23～P27

141 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者２

（金融機

関）

・関係する各主体と共同で、（脱炭素に向けた）勉強会などできると良い。

・制度の周知・広報などにおいて、

勉強会等について検討・調整してま

いります。

・制度の周知・広報などにおいて、関係する各主体と共同での勉強会等について検討・調

整してまいります。
－ ‐

142 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者３

（金融機

関）

・評価を公表することについて、企業の評判もあり目標を守る方向に動くの

ではないか。一方で、工業プロセスや廃棄物部門は達成が難しいのではない

か。

・認識はしており、グループ全体で

の脱炭素化の取組・イノベーション

など、様々な視点で評価を行い、各

企業の意欲的な取組をしっかりと拾

い上げていける制度を目指しており

ます。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・業種区分については、温室効果ガス排出量算定における部門としており、一義的には川

崎市地球温暖化対策推進基本計画が掲げる目標値の達成を対象事業者に求めていきたいと

考えております。

・他方で、区分によって目標達成が容易でない業種があることは認識をしておりますの

で、省エネや再エネの取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、様々な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていけ

る制度を目指しております。

－
資料3-2：P9,P11

資料3-3：P8

143 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者３

（金融機

関）

・（大規模事業者向けの）評価の結果と融資制度との連携は難しい。
・融資制度以外の支援策についても

検討を進めてまいります。

・誘導支援策として、本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援や脱炭素化支援機構な

どの支援機関等と連携した支援の模索など、融資制度以外の支援策についても検討を進め

てまいります。

－ 資料3-2：P23～P26

144 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者３

（金融機

関）

・（中小規模事業者向けの）事業者支援メニューとして様々なものを紹介し

ている。排出量算定ツールや脱炭素に向けた現状分析など伴走支援などで連

携できるのではないか。

・金融機関との支援メニューの中で

も、算定ツールや現状分析は伴走型

支援策となることから、連携につい

て検討・調整いたします。

・金融機関の支援メニューと連携した誘導支援策について、検討・調整してまいります。

・特に算定ツールや現状分析などは、中小規模事業者向けの伴走型支援策としてなること

から、連携について検討・調整してまいります。

－ 資料3-2：P27

145 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者３

（金融機

関）

・イノベーションに関する支援としては、ネットワークを活用した企業間の

マッチングが考えられる（大学関連のベンチャー企業と市内企業とのマッチ

ング等）

・金融機関のもつネットワークを活

用した企業間マッチングについて、

検討・調整してまいります。

・金融機関のもつネットワークを活用した企業間マッチングについて、評価制度との連携

や手法など、検討・調整してまいります。
－ 資料3-2：P25～26

146 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者４

（製造業）

・工程上、ある程度CO2を排出してしまう。排出量の削減対策について、現

時点で出し尽くした感がある。業界全体としては、将来的な対策として

CCUSを考えているようだ。

・イノベーションに資する取組につ

いても評価項目として設定する案と

しており、各企業の意欲的な取組を

しっかりと拾い上げていける制度を

目指しております。

・評価項目として、温室効果ガス排出量に関する項目だけでなく、イノベーションに資す

る取組についても評価項目として設定する案としており、排出量の削減だけでなく、様々

な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制度を

目指しております。

－ 資料3-2：P9
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147 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者４

（製造業）

・川崎のように都市部にある工場は珍しいので、水素等の導入は積極的にや

りたいと考えているが親会社の方針もあるため、単独では決められない。

・対象事業者が高評価へと繋がるよ

う、ワンストップ窓口等を通じた取

組支援などの誘導支援策を構築し、

脱炭素の取組が推進出来るような制

度設計を目指してまいります。

・本市が掲げた2030年度の目標達成及び2050年カーボンニュートラルは、国の地球温暖

化対策計画や地球温暖化対策推進法の目標等と整合が図られており、本制度において、多

くの事業者が高評価を得ることで、これらの目標達成がなされるよう設定しております。

・このため、本市としましては、全ての対象事業者に対し、本制度による高評価を目指し

ていただきたいと考えております。

・対象事業者が高評価へと繋がるよう、ワンストップ窓口等を通じた取組支援や脱炭素化

支援機構などの支援機関等と連携した支援の模索などの誘導支援策を構築し、脱炭素の取

組が推進出来るような制度設計を目指してまいります。

－ 資料3-2：P3～4

148 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者５

（製造業）

・カーボンニュートラルの計画はあるが、年次での取組公表は行っていな

い。別途、2025年までの中期計画を策定しているが、こちらは削減率を管理

している。

・中長期の温室効果ガス削減目標に

ついては、数値目標の設定状況など

を項目とする案としています。

・中長期の温室効果ガス削減目標については、ゼロカーボン宣言及び年度途中の数値目標

の設定状況など、定性的な項目中心に設定する案としております。
－ 資料3-2：P16

149 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者５

（製造業）

・Scope3については、具体的な取組はまだだが、関連会社には、今後取り

組んでいく予定であることは伝えている。

・評価項目として、Scope3削減取組

を設定する案としております。

・評価項目として、Scope3削減取組を設定する案としており、排出量の削減だけでなく、

様々な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制

度を目指しております。

－ 資料3-2：P16

150 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者５

（製造業）

・イノベーションの取組は実現できる目途がないと報告は難しい。ただ、非

公表扱いならば、報告できるものもあるかもしれない。

・秘匿情報については、公表を差し

控えるような制度設計を目指してお

ります。

・イノベーション技術などの秘匿情報については、公表を差し控えるような制度設計を目

指しております。
－ 資料3-2：P19

151 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者５

（製造業）

・評価結果の公表について、競合他社と比べて総合的に優れた取組をしてい

ても、川崎市の悪い評価により、その印象が全体として伝わることを嫌がる

事業者もいるのではないか。

・省エネや再エネの取組のほか、グ

ループ全体での脱炭素化の取組・イ

ノベーションなど、各企業の意欲的

な取組をしっかりと拾い上げていけ

る制度を目指しております。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・省エネや再エネの取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制

度を目指しております。

・また、評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する

有識者当により公平な評価を行う制度を目指しております。

－
資料3-2：P9

資料3-3：P7～9

152 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者５

（製造業）

･支援策としては、表彰であれば、対外的にもアピール出来るかもしれな

い。

・高評価者に対して、PR・表彰等を

実施するなどの誘導支援策を目指し

てまいります。

・誘導支援策について、PR・表彰等の制度を活用しながら、脱炭素化に誘導できるよう

な制度設計を検討してまいります。
－ 資料3-2：P4

153 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業）

・評価されることに異論は無いが、公表については、悪い評価を公表されて

しまうと、会社全体では取組を進めていても、企業イメージが悪くなってし

まう恐れがあり、配慮してほしい。

・省エネや再エネの取組のほか、グ

ループ全体での脱炭素化の取組・イ

ノベーションなど、各企業の意欲的

な取組をしっかりと拾い上げていけ

る制度を目指しております。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・省エネや再エネの取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制

度を目指しております。

・また、評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する

有識者当により公平な評価を行う制度を目指しております。

－
資料3-2：P9

資料3-3：P7～9

154 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業）

・インセンティブとして規制緩和ならありがたいと思う（報告書の提出頻度

の低減など）

・ワンストップ窓口等を通じた取組

支援など、伴走型支援を含む誘導支

援策を目指します。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援など、環境規制への対応がスムーズに進め

られるような伴走型支援を含む誘導支援策を目指してまいります。

・今後、審議会答申を踏まえ、提出様式等を検討していく中で、作業負担の軽減策も含め

詳細を検討してまいります。

－ 資料3-2：P23～27

155 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業）

・中長期計画は全社として策定しているが、年度での把握はしていない。
・中長期計画は数値目標の設定状況

などを項目とする案としています。

・中長期の温室効果ガス削減目標については、ゼロカーボン宣言及び年度途中の数値目標

の設定状況など、定性的な項目を設定する案としております。
－ 資料3-2：P16

156 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

・事業者全体の排出量の把握はしており、SHK制度への報告も実施している

が、川崎市へ提出できるかは本社に確認する。

・事業者全体でのCO2削減割合につ

いては、任意の評価項目とする案と

しております。

・事業者全体でのCO2削減割合について、報告が必須の項目ではなく、任意の評価項目と

する案としております
－ 資料3-2：P16
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157 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業）

・全社として、GXリーグに賛同しており、こうした項目も評価してほしい。

・イニシアチブへの加盟に関する評

価項目にて、GXリーグなどの取組を

対象とすることについても検討しま

す。

・評価項目として、SBT等イニシアチブへの加盟についても評価する項目としており、そ

の記載の中でGXリーグなどの取組を対象することについても検討してまいります。
－

資料3-2：P16

資料3-3：P5

158 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者６

（電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業）

・イノベーションの取組は、事業採算性が確認できた場合であれば、公表で

きると思う。

・評価項目に設定する案としていま

すが、秘匿情報については、公表を

差し控えるような制度設計を目指し

ております。

・評価項目として、イノベーションに資する取組を設定する案としております。

・ただし、イノベーション技術などの秘匿情報については、公表を差し控えるような制度

設計を目指しております。

－ 資料3-2：P16,P19

159 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者７

（製造業）

・削減については、省エネでは限界があるので、森林吸収やCCSを使用して

のカーボンニュートラル達成が現実的。

・イノベーションに資する取組につ

いても評価項目として設定する案と

しており、各企業の意欲的な取組を

しっかりと拾い上げていける制度を

目指しております。

・評価項目として、イノベーションに資する取組を設定する案としており、排出量の削減

だけでなく、様々な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上

げていける制度を目指しております。

－ 資料3-2：P9

160 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者７

（製造業）
・事業者全体として削減目標はあるが、事業所単独の目標は無い。

・中長期目標・イノベーション等の

評価項目については、事業者全体で

の取組を評価する項目案としており

ます。

・中長期目標・イノベーション等の評価項目については、事業者全体での取組を評価する

項目案としております。
－ 資料3-2：P16

161 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者７

（製造業）

・評価を公表することについては、歓迎するものではない。評価が平等に行

われるかが気になる。

・評価基準・評価方法等を設定・公

開し、専門的知見を有する有識者当

により公平な評価を行う制度を目指

しております。

・評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する有識者

当による公平な評価を行う制度を目指しております。
－ 資料3-3：P7～9

162 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者７

（製造業）

・支援については、弊社は他社と比べてCO２排出について責任が大きく、

すでに国や支援機構との調整を行っている。川崎市に対しては、PRはありが

たい。

・高評価者に対して、PR・表彰等を

実施するなどの誘導支援策を目指し

てまいります。

・誘導支援策について、PR・表彰等の制度を活用しながら、脱炭素化に誘導できるよう

な制度設計を検討してまいります。
－ 資料3-2：P4

163 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者７

（製造業）

・中長期目標については、自社の大きな目標に対して、進捗を報告すること

が可能だが、さらに詳細になるとどの事業者も出しづらいと思う。

・事業者全体での取組を評価する項

目案としております。

・中長期目標・イノベーション等の評価項目については、事業者全体での取組を評価する

項目案としております。
－ 資料3-2：P16

164 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者８

（情報通信

業）

・「再エネの導入」の項目について、非化石証書も対象にして欲しい。

・グリーン電力証書や非化石証書な

ども再エネ電力の定義とする制度設

計を検討してまいります。

・評価項目のうち再エネ導入においては、太陽光発電電力等とともに、グリーン電力証書

や非化石証書なども再エネ電力の定義とする制度設計を検討してまいります。
－ 資料3-2：P9,P11～13

165 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者８

（情報通信

業）

・取組みが公平に評価されず、結果として悪い評価になってしまうことを懸

念する。

・評価基準・評価方法等を設定・公

開し、専門的知見を有する有識者等

により公平な評価を行う制度を目指

しております。

・評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する有識者

当により公平な評価を行う制度を目指しております。
－ 資料3-3：P7～9

166 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者８

（情報通信

業）

・良い結果の公表はありがたいと思っている。また、例えば、高評価を認定

するシールのようなPRできるツールがあれば良いと思う。

・高評価者に対して、PR・表彰等を

実施するなどの誘導支援策を目指し

てまいります。

・誘導支援策について、PR・表彰等の制度を活用しながら、脱炭素化に誘導できるよう

な制度設計を検討してまいります。
－ 資料3-2：P4

167 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者９

（サービス

業）

・蒸気需要施設に蒸気の供給を行う事業を実施する予定だが、現状では蒸気

需要側が環境価値を享受し、蒸気供給側としては外部的に評価を得られな

い。蒸気供給を行うことは経済面ではメリットがあるものの、環境面でも外

部的に評価される仕組みがほしい。

・蒸気供給事業は低CO2川崎ブラン

ドで過去に認定されており、評価項

目としてもその取得状況を設定する

案としております。

・他者への蒸気供給を行う場合、供給側の排出量算定時に、供給分を控除して算出するこ

ととなっており、CO2排出量削減分として算定されるものとなっております。

・低CO2川崎ブランドにおいて、過去に蒸気供給事業について認定しており、評価項目と

しても低CO2川崎ブランドの取得状況を設定する案としております。

－ 資料3-2：P16

168 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者９

（サービス

業）

・通常の電力と、当事業における効率的な熱供給（効率約３倍）を横並びで

評価されてしまうのは辛いところ。当事業で供給しているような熱を使いた

い事業者に対して、PR等してほしい。

・個別の事業に対するPRについて

は、低CO2川崎ブランド等の制度を

活用しながら、PRしてまいりたいと

考えております。

・高評価者に対して、PR・表彰等を実施するなどの誘導支援策を目指してまいります。

・また、個別の事業に対するPRについては、低CO2川崎ブランド等の制度を活用しなが

ら、PRしてまいりたいと考えております。

－ 資料3-2：P4,P16
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169 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者10

（中小企業

団体）

・中小企業も取引先から脱炭素の要請がいずれ来る。その前から備えること

が重要であり、いい取組であると思う。

・簡易版制度につきましては、市内

の中小規模事業者に広く活用してい

ただくことが肝要と考えておりま

す。

・簡易版制度につきましては、市内の中小規模事業者に広く活用していただくことが肝要

と考えておりますので、御意見を踏まえまして、簡易版制度を提出したこと自体を企業の

努力として認め、PR・表彰等の制度も活用しながら脱炭素化に誘導支援していけるような

制度設計を検討してまいります。

－ 資料3-3：P12

170 評価支援
03_第2回部

会事業者ヒア

事業者10

（中小企業

団体）

・市から表彰されるのは、大きなインセンティブ。融資の加点要素ともなれ

ば、魅力的である。

・中小規模事業者向けの支援策につ

いては、融資による連携について検

討いただける金融機関もいることか

ら、引き続き調整を進めてまいりま

す。

・高評価者に対して、PR・表彰等を実施するなどの誘導支援策を目指してまいります。

・中小規模事業者向けの支援策については、融資による連携について検討いただける金融

機関もいることから、引き続き調整を進めてまいります。

－ 資料3-2：P4,P27

171 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者11

（製造業）

・新たな制度開始時期が、現行制度の計画書・報告書の提出時期と異なった

場合、計画書は再提出となるのか

・制度開始時点で既に提出いただい

ている計画書の期間内の場合は、そ

の次の計画の提出時点で新たな制度

での提出をいただくことを想定して

います。

・新たな制度は令和6年度からの開始予定ですが、制度開始時点で既に提出いただいてい

る計画書の期間内の場合は、そのまま継続し、次の計画の提出時点で新たな制度での提出

をいただくことを想定しています。

‐

172 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者12
・計画書報告書について、省エネ法、温対法とほとんど同じものとなり、二

度手間の感は拭えない。

・政令市最大の温室効果ガス排出エ

リアでもあり、社会的責任が大きい

ものと考えており、本市が取り組む

必要があると考えております。

・本市は国内産業を牽引している一方で、政令市最大の温室効果ガス排出エリアでもあ

り、社会的責任が大きいものと考えており、本市が取り組む必要があると考えておりま

す。

・省エネや排出量削減の取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーション

など、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける

制度を目指しております。

資料3-2：P9

173 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者13 ・企業の体力評価がそのまま公表されてるような事になる気がする

・イノベーションなどの企業のチャ

レンジを誘導支援するような制度を

目指しております。

・脱炭素化に向けて誘導支援策を検討しており、その考え方として、2050年に向けて、イ

ノベーションなどの企業のチャレンジを誘導支援するような制度を目指しております。市

のワンストップ窓口を通じた取組支援や国や支援機関と連携した支援などの制度を検討す

ることで、事業者の脱炭素化への誘導を進めていけるような制度を目指してまいります。

資料3-2：P23～27

174 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者14

・取組方法や結果により点数付けを行っているが、その評価が客観的に見て

公平で妥当なものか、また高評価となった場合にどのようなメリットがあ

り、逆に悪いとどのようなペナルティを課せられるのか、期待と不安を感じ

ている

・評価基準・評価方法等を設定・公

開し、専門的知見を有する有識者等

により公平な評価を行う制度を目指

しております。

・評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する有識者

当により公平な評価を行う制度を目指しております。

・評価に応じて、PR・表彰等の実施やワンストップ窓口を通じた取組支援、また脱炭素

化支援機構などの支援機関等と連携した支援の模索等の誘導支援策を目指してまいりま

す。

資料3-2：P23～27

資料3-3：P7～9

175 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者14

・これまでの評価が必ずしも公平なものと思っていない。基準年度をベース

とした削減量で評価しているが、基準年度以前の取組が評価されない面もあ

る。

・過去からの削減率についても評価

する項目案としております。

・評価項目として、温室効果ガス排出量を設定する案としており、その中で、過去からの

削減率についても評価する項目案としております。
資料3-2：P9

176 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者14 ・全てを公表するというのは、いかがなものか。

・評価結果の公表は、制度の信頼

性・透明性を高めるとともに、制度

の有効性や認知度を高め、対象事業

者の温室効果ガス排出量の削減の増

進に資するものと考えております。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・省エネや再エネの取組のほか、グループ全体での脱炭素化の取組・イノベーションな

ど、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制

度を目指しております。

・評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する有識者

当により公平な評価を行う制度を目指しております。

資料3-2：P9

資料3-3：P7～10

177 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者15 ・イノベーションの取組等の情報展開をお願いします。

・本市のワンストップ窓口等を通じ

た取組支援など、イノベーションの

取組に向けた伴走型支援を含む誘導

支援策を目指しております。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援など、イノベーションの取組に向けた伴走

型支援を含む誘導支援策を目指しており、こうした取組を活用いただければと考えており

ます。

資料3-2：P25～26

178 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者16
・評価方法の配点がCO2削減効果に比例するように配点しなければいけな

い。

・評価項目ごとに評価点を設け、項

目毎の得点に応じてランク付けする

制度を検討しております。

・評価項目ごとに評価点を設け、項目毎の得点に応じてランク付けする制度を検討してお

ります。項目ごとの評価点については、市地球温暖化対策推進基本計画との整合などを踏

まえながら、設定していきたいと考えております。

資料3-2：P7

179 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者16 ・公表することでCO2削減が進むのであれば、公表も必要と考えます。

・評価結果の公表は、対象事業者の

温室効果ガス排出量の削減の増進に

資するものと考えております。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。
資料3-3：P8
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180 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者17
・インセンティブとペナルティの評価に関しては、インセンティブに重点を

置いてほしい。

・評価に応じた誘導支援策を目指し

てまいります。

・評価に応じて、PR・表彰等の実施やワンストップ窓口を通じた取組支援、また脱炭素

化支援機構などの支援機関等と連携した支援の模索等の誘導支援策を目指してまいりま

す。

資料3-2：P4

181 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者18
・評価側面が増えることはよいと考えますが、報告事項が増えるので、作業

が煩雑にならなければよいと思います。

・審議会答申を踏まえ、提出様式等

を検討していく中で、作業負担の軽

減策も含め詳細を検討してまいりま

す。

・排出量の削減だけでなく、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっか

りと拾い上げていける制度を目指しております。

・今後、審議会答申を踏まえ、提出様式等を検討していく中で、作業負担の軽減策も含め

詳細を検討してまいります。

資料3-2：P9

182 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者19
・イノベーションによる温室効果ガスの排出削減という項目は、具体的にど

のような事例があるのかが不明確と感じました。

・NEDOなど国のプロジェクトに関

連する取組等を想定しております

が、今後、審議会答申を踏まえ詳細

を検討してまいります。

・イノベーションに資する取組については、NEDOなど国のプロジェクトに関連する取組

等を想定しておりますが、今後、審議会答申を踏まえ詳細を検討してまいります。
資料3-2：P16

183 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者19

・中小企業では、現状課題から、問題解決までのプロセスを少人数で対応せ

ねばならず、取組も遅くなることが予想されます。課題の洗い出し、計画あ

るいは設計段階から事業者に寄り添うような支援をお願いしたい。

・カーボンニュートラルに取り組む

際の疑問や課題への対応が進められ

るような伴走型支援を含む誘導支援

策を目指してまいります。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援など、カーボンニュートラルに取り組む際

の疑問や課題への対応が進められるような伴走型支援を含む誘導支援策を目指してまいり

ます。

資料3-2：P25～26

184 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者20

・見直し内容は理解できるが、排出量と省エネ削減に取り組んでおり、2030

年度目標はかなりハードルが高く、革新的な技術や案件が無いと達成は厳し

いと感じた。

・本市のワンストップ窓口等を通じ

た取組支援など、イノベーションの

取組に向けた伴走型支援を含む誘導

支援策を目指してまいります。

・評価項目として、排出量削減や省エネの取組の他、イノベーションに資する取組につい

ても項目として設定する案としており、様々な視点で評価を行うことで、各企業の意欲的

な取組をしっかりと拾い上げていける制度を目指しております。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援など、イノベーションの取組に向けた伴走

型支援を含む誘導支援策を目指してまいります。

資料3-2：P9,P25～26

185 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者20
・評価結果を公表することに改善効果が生まれるか少し疑問に思う。評価結

果公表で生産性や業績に影響がなければよいと感じます。

・不利益となることを回避・軽減す

るための手段を講じることも検討し

てまいります。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・一方で、正当な理由がある場合には公表を差し控えるための事前意見聴取手続きを設け

るなどの不利益となることを回避・軽減するための手段を講じることも検討してまいりま

す。

資料3-3：P8～9

186 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者21

・評価を点数制にすることで活動を見える形にすることは良い。一方で各事

業者の取組を公正に点数として評価できるのか事前に検証していただければ

と思う。

・評価基準・配点の詳細検討にあ

たっては、事前検証の実施も含め

て、検討していきたいと考えており

ます。

・評価にあたっては、評価基準・評価方法等を設定・公開し、専門的知見を有する有識者

当により公平な評価を行う制度を目指しております。

・評価基準・配点の詳細検討にあたっては、事前検証の実施も含めて、検討していきたい

と考えております。

資料3-3：P7,P20～21

187 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者21
・ポジティブな結果は公表すべきだが、ネガティブな結果の公表は慎重な検

討が必要。

・不利益となることを回避・軽減す

るための手段を講じることも検討し

てまいります。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・一方で、正当な理由がある場合には公表を差し控えるための事前意見聴取手続きを設け

るなどの不利益となることを回避・軽減するための手段を講じることも検討してまいりま

す。

資料3-3：P8～9

188 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者22

・中規模な企業は収益への外乱要因のインパクトが大きく、計画とおりの投

資及びGHG削減が出来るか不透明な部分が大きいので、個別企業での評価

結果の公表は好ましくない。

・不利益となることを回避・軽減す

るための手段を講じることも検討し

てまいります。

・評価結果の公表は、制度の信頼性・透明性を高めるとともに、制度の有効性や認知度を

高め、対象事業者の温室効果ガス排出量の削減の増進に資するものと考えております。

・一方で、正当な理由がある場合には公表を差し控えるための事前意見聴取手続きを設け

るなどの不利益となることを回避・軽減するための手段を講じることも検討してまいりま

す。

資料3-3：P8～9

189 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者23 ・2030年度、2050年の目標設定がかなり厳しい感じがした。

・国の地球温暖化対策計画や地球温

暖化対策推進法の目標等と整合を図

り、設定しております。

・本市が掲げた2030年度の目標達成及び2050年カーボンニュートラルは、国の地球温暖

化対策計画や地球温暖化対策推進法の目標等と整合が図られており、本制度において、多

くの事業者が高評価を得ることで、これらの目標達成がなされるよう設定しております。

・このため、本市としましては、全ての対象事業者に対し、本制度による高評価を目指し

ていただきたいと考えております。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援や脱炭素化支援機構などの支援機関等と連

携した支援の模索などの誘導支援を活用していただき、脱炭素の取組が推進出来るような

制度設計を目指してまいります。

資料3-2：P6,P23～27
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190 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者24 ・施設設備の古さ、機能を考慮した目標にしてほしい。

・誘導支援を活用していただき、脱

炭素の取組が推進出来るような制度

設計を目指してまいります。

・本市が掲げた2030年度の目標達成及び2050年カーボンニュートラルは、国の地球温暖

化対策計画や地球温暖化対策推進法の目標等と整合が図られており、本制度において、多

くの事業者が高評価を得ることで、これらの目標達成がなされるよう設定しております。

・このため、本市としましては、全ての対象事業者に対し、本制度による高評価を目指し

ていただきたいと考えております。

・本市のワンストップ窓口等を通じた取組支援や脱炭素化支援機構などの支援機関等と連

携した支援の模索などの誘導支援を活用していただき、脱炭素の取組が推進出来るような

制度設計を目指してまいります。

資料3-2：P6,P23～27

191 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者25
・事業としては生産性の向上が進んでいるが、生産性の向上が進むと、その

件でのエネルギー使用量が上昇することとなり、ジレンマがある。

・評価項目として、エネルギー消費

原単位の削減率を設定する案として

おります。

・評価項目として、エネルギー消費原単位の削減率を設定する案としており、生産性向上

による原単位削減についても評価できる制度を目指しております。
資料3-2：P9,P11

192 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者25 ・業界、企業ごと、実情に合わせて評価・公表をしていただきたい。

・評価項目として、グループ全体で

のCO2排出量削減割合を設定する案

としており、その評価基準は、業界

などの実情も踏まえた制度を目指し

ております。

・評価項目として、グループ全体でのCO2排出量削減割合を設定する案としており、その

評価基準として事業者の主たる事業の業界団体が公表する目標値を設定するなど、業界な

どの実情も踏まえた制度を目指しております。

・また、正当な理由がある場合には公表を差し控えるための事前意見聴取手続きを設ける

などの不利益となることを回避・軽減するための手段を講じることも検討するなど、企業

の実情も踏まえた制度を目指しております。

資料3-2：P16～17

資料3-3：P7～10

193 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者26
・多くの電力を使用する業務では、企業努力だけでは評価の上位になれない

場合がある。

・排出量の削減だけでなく、多面的

に評価を行うことで、各企業の意欲

的な取組をしっかりと拾い上げてい

ける制度を目指しております。

・排出量の削減だけでなく、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっか

りと拾い上げていける制度を目指しております。

・評価項目として再エネ・省エネ項目を設定する案としており、その中で、契約電力のＣ

Ｏ２排出係数が低い場合も評価できるような制度を目指しております

資料3-2：P9

194 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者27
・川崎市外でも事業を行っており、川崎市の取組の評価結果だけで評価され

ることを危惧する。

・事業者全体での取組を評価する項

目案としています。

・2050年カーボンニュートラルに向けた、中長期目標・イノベーション等に評価項目につ

いては、事業者全体での取組を評価する項目案としています。
資料3-2：P16

195 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者28
・3号に該当するが、社内全体の自動車の温室効果ガス排出量の算定・報告

となると作業量・難易度が上がる

・事業者全体での取組を評価する項

目については、必須項目については

定性的な項目を設定し、他の項目に

ついても、一部削減割合を算定する

項目はありますが、任意項目として

おります。

・中長期目標・イノベーション等の評価項目については、事業者全体での取組を評価する

項目としていますが、必須項目については定性的な項目を設定し、他の項目についても、

一部削減割合を算定する項目はありますが、任意項目としていることから、特に問題は生

じないものと考えております。

資料3-2：P16

196 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者28
・次世代自動車や、低排出ガス・低燃費車の導入を促進するような支援策を

設けてほしい

・充電設備及び水素ステーションの

拡充を図り、市民・事業者への次世

代自動車を普及促進してまいりま

す。

・次世代自動車等の普及促進に向けては、国の制度とも連携した取組や優遇制度などによ

り、充電設備及び水素ステーションの拡充を図り、市民・事業者への次世代自動車を普及

促進してまいります。

資料3-3：P16

197 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者29
・2022年度と比較すると、これまでに取組をやりつくしてきた企業は厳しい

と思う。

・これまでの取組も評価できるよう

な制度を目指しております。

・評価項目「温室効果ガス排出量」において、直近の削減率とともに過去からの削減率に

ついても評価する案としており、これまでの取組も評価できるような制度を目指しており

ます。

・また、中長期目標やイノベーション等の評価項目を設定する案としており、2050年に向

けた取組も評価出来るような制度を目指しております。

資料3-2：P9

198 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者29 ・報告資料が他行政に比べて多すぎる。資料作成に相当時間がかかる

・審議会答申を踏まえ、提出様式等

を検討していく中で、作業負担の軽

減策も含め詳細を検討してまいりま

す。

・排出量の削減だけでなく、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっか

りと拾い上げていける制度を目指しております。

・今後、審議会答申を踏まえ、提出様式等を検討していく中で、作業負担の軽減策も含め

詳細を検討してまいります。

資料3-2：P9

199 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者30

・事業者が対応すべき制度がたくさんあるため、他の制度に基づく資料で流

用出来る部分は極力流用していただくなど、事業者の負担を減らすような制

度としてほしい

・審議会答申を踏まえ、提出様式等

を検討していく中で、作業負担の軽

減策も含め詳細を検討してまいりま

す。

・排出量の削減だけでなく、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっか

りと拾い上げていける制度を目指しております。

・今後、審議会答申を踏まえ、提出様式等を検討していく中で、作業負担の軽減策も含め

詳細を検討してまいります。

資料3-2：P9

200 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者31 ・会社敷地内の樹木について、CO2吸収量の評価を加えてほしい。

・J-クレジット等の削減クレジット

については、反映されるような制度

を検討してまいります。

・評価項目のうち温櫃効果ガス排出量において、調整後排出量についても評価し、その中

で（市域内の事業所分として割り振られた分について）J-クレジット等の削減クレジット

については、反映されるような制度を検討してまいります。

資料3-2：P9

23 / 24 ページ



No. 種類 性質 委員等 御意見 事務回答（概要） 事務局（詳細） 参考文献等 第3回部会資料掲載箇所

201 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者32 ・業種ごとの特性に応じた評価項目・評価基準の検討が必須と感じる。
・業界などの実情も踏まえた制度を

目指しております。

・排出量の削減だけでなく、多面的に評価を行うことで、各企業の意欲的な取組をしっか

りと拾い上げていける制度を目指しております。

・評価項目として、グループ全体でのCO2排出量削減割合を設定する案としており、その

評価基準として事業者の主たる事業の業界団体が公表する目標値を設定するなど、業界な

どの実情も踏まえた制度を目指しております。

資料3-2：P9,P16～17

202 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者33 ・評価に対する助成金のようなものがあればありがたい

・2030年度までは助言・指導を強化

することで、脱炭素化へ誘導し、

2050年に向けては、イノベーション

など企業のチャレンジを誘導支援す

るような制度を目指しております。

・大規模事業者向けの支援策の考え方として、2030年度までは助言・指導を強化すること

で、脱炭素化へ誘導し、2050年に向けては、イノベーションなど企業のチャレンジを誘導

支援するような制度を目指しております。

資料3-2：P23～26

203 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者34
・省エネを進めたくても、建物のある場所（立地）などにより、空調等の調

整が難しい場所もあるので、考慮していただけるとありがたい。

・評価項目として、省エネの取組だ

けでなく、様々な視点で評価を行う

ことで、各企業の意欲的な取組を

しっかりと拾い上げていける制度を

目指しております。

・評価項目として、省エネの取組だけでなく、様々な視点で評価を行うことで、各企業の

意欲的な取組をしっかりと拾い上げていける制度を目指しております。
資料3-2：P9

204 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者35 ・計画書等の作成について、わかりやすい説明書があると助かる
・新たな制度に対応した作成の手引

きを策定していきます。

・現行の計画書・報告書作成の手引きを改訂し、新たな制度に対応した作成の手引きを策

定していきます。
‐

205 評価支援

05_第3回部

会事業者アン

ケート

事業者37 ・GHGプロコトルに基づく実績を評価してほしい

・評価項目において、Scope３で削

減取組を項目する案としており、対

応が可能と考えております。

・GHGプロトコルが主体となり「GHGプロトコルScope3算定報告基準」が策定されてお

りますが、評価項目において、Scope３で削減取組を項目する案としており、対応が可能

と考えております。

資料3-2：P16
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