
よくある疑問を解消

（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業編

資料２－７よくある疑問を解消【再エネ制度編】



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-2-



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光の設置費用はどの程度かかるのでしょうか？経済メリットは？

-3-

長期的にはお得です

・太陽光発電設備を設置することで、長期的には経済的メリットが見込まれます。



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光の初期設置費用を抑える方法はありますか？

-4-

はい。リースやPPAモデルなど、様々な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も、PPA事業の実施を行う
こととなっておりますので、（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。

リースモデル…リース事業者が需要家（住民等）の敷地内に設備を設置し、維持管理を行う代わりに、
需要家からリース事業者にリース料金を支払う仕組。発電された電力はすべて需要
家のものになります。

PPAモデル … 発電事業者が需要家の敷地内に発電事業者の費用により設備を設置し、所有・維持
管理した上で、発電電気を需要家に供給する仕組。需要家は使用した電気料に応じ
て、サービス料を支払います。



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● FIT価格が大幅に下落しているため、経済メリットは無いのでは？

-5-

電気は買うよりも、創った方が安価です。

また、太陽光発電で生み出された電気は、売電よりも自家消費した方
がコストメリットがあります。

・エネルギー需給のひっ迫等により、電気料金が大幅に値上がりしており、太陽光
発電で創られた電気の方が安くなっています。

・また、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
考えています。

・なお、ＦＩＴ価格は低減しておりますが、これは設備の導入費用などの投資に対
して、将来的なリターンを設定し、リターンの設定は過去から3.2％としており、
FIT価格が下がっても経済的便益に大きな差は生じるものではありません。

（出典、文献等）調達価格算定委員会資料



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● FIT制度は経済的負担を強いるものではないですか。
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短期的には、再エネ賦課金による経済的な負担はあります。

長期的には、再エネ普及により、化石燃料の依存度低下につながり燃
料価格の影響を抑え、エネルギーの安定的な利用に繋がります。

・FIT（固定価格買取制度）は、太陽光発電等の再エネ電気を電力会社が一定価格で
一定期間買い取る制度であり、再エネの普及に貢献をしてきました。（再エネ電
源構成率：2011年度 10.4% → 2020年度 19.8%）

・過去にFIT制度で問題となったものは、FIT認定を受けながら発電を始めないとい
う事業者がおり、設備費用が低減されているにも関わらず、高い買取価格を維持
されてしまうということでした。

・2017年４月に法律改正し、FIT認定後一定期間以内に発電を行わない場合は、買
取期間の短縮といった事業者に責任を持って発電を促すルールになっています。

（出典、文献等）・今後の再生可能エネルギー政策について(資源エネルギー庁 R4.4)
・太陽光発電の「未稼働案件」問題をクリアする、新たな対応が決定（資源エネルギー庁HP）



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光は蓄電池とセットで導入するべきだが、蓄電池は高額ではないか？
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はい。太陽光と蓄電池とのセットでの導入は大変有効ですが、

蓄電池は高額であるため、導入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、ＦＩＴ
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一層の低
減が期待されています。

（出典、文献等）第６次エネルギー基本計画（経産省.R3.10）



１．１ 経済メリット・コストなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 経済メリット以外には、どのようなメリットがあるのでしょうか？

-8-

１ 非常時には自立運転により電力確保が可能であり、災害時の暮
らしを守ります

２ 枯渇しないクリーンエネルギーですので、世界情勢に左右され
ずに確保可能です。

このことが、日本のエネルギーの安全保障にもつながります。



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-9-



１．２ 建築的な課題・メンテナンスなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光はどの程度の発電ができるのですか？夜間や悪天候時は？
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4kWの太陽光発電設備を設置した場合、一般家庭の平均年間
電力消費量の約8割程度の発電量に相当します。

・住宅屋根に4kWの太陽光発電設備を設置した場合、夜間や天候などの諸条件を加
味し、 4,800kWh程度の年間発電量が期待できます。

・一般家庭の平均年間電力消費量は4,600kWh程度であり、1年間に必要な電力量
の全てをまかなえます。

（出典、文献等）・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） 表示ガイドライン（一般社団法人太陽光発電協会）

・都道府県ごとのエネルギー消費量及び創エネルギー量 実績データ（一般社団法人環境共創イニシアチブ）



１．２ 建築的な課題・メンテナンスなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 設置後にどのようなメンテナンスが必要なのでしょうか？お値段は？
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10～15年でパワーコンディショナー交換が必要となります。

また、発電効率が下がった場合などに適宜実施するメンテナンスは
1回３万円程度です。

・パワーコンディショナー（寿命10～15年）の交換費用は、22万円程度とされていま
す。

・メンテナンス費用については設置業者によって様々だと思いますが、国の資料など
によれば、4kWの場合1回当たり３万円程度とされています。

・一般住宅用の場合、太陽光発電の点検頻度は4年に1回程度が推奨されていますが、
発電効率が下がるなどの症状が出なければ、メンテナンスを行わなくても支障は無
いようです。

（出典、文献等）・機器の寿命はどれくらいですか？（太陽光発電協会）
・太陽光発電について（資源エネルギー庁）



１．２ 建築的な課題・メンテナンスなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光パネルやパワコンの寿命はどれくらいですか？
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パネルは25～30年以上、パワーコンディショナーは10～15
年と言われています

・一般財団法人家電製品協会の調査によると、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどは
13年程度の寿命であり、太陽光発電は長期の使用が可能です。

・適切なメンテナンスを行えば太陽光発電設備の製品寿命は太陽電池モジュールは
25～30年以上、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は、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。

（出典、文献等）・「消費動向調査」データによる家電製品使用年数調査報告書（2017年度版）（内閣府）
・「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」（資源エネルギー庁HP)
・「機器の寿命はどれくらいですか？」（一般社団法人太陽光発電協会FAQ）
・第３回調達価格算定委員会 資料３（一般社団法人太陽光発電協会）



１．２ 建築的な課題・メンテナンスなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備の経年劣化で出力が低下しませんか？
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10年後も出力低下はほとんどしません。

・太陽光発電の劣化率については、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、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。

・定期的なメンテナンスを行うことで、さらに発電寿命を延ばすことができます。

（出典、文献等）第３回調達価格算定委員会 資料３（一般社団法人太陽光発電協会）



１．２ 建築的な課題・メンテナンスなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 空き家となった際の維持管理、事故発生時の対応は？
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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。

・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。

・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
けるなどの対応を行っています。

・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。

（出典、文献等）京都再エネコンシェルジュ認証制度（京都府HP）

修正中



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-15-



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備のある場合、水による消火で感電のリスクはありますか
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感電のリスクはあるため、感電に注意しながら水による消火を行って
います。

・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など、適切な消火活動がされています。

・また、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。

（出典、文献等）・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)



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 台風等の災害時には耐えられるのでしょうか？
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JIS規格に基づき荷重計算が行われており、建築基準法に基づき、安
全性が確保されます

・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。

・太陽電池モジュールのガラス面はJIS規格に適合した強化ガラスを使用するなど、
雹や落雷などに対しても、安全性が確保されています。

・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。

（出典、文献等）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）



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● ひょう（雹）が降った場合には耐えられるのでしょうか？

-18-

太陽光パネルのガラス面はJIS規格に適合した強化ガラス
を使用しており、一定の強度が保証されています。

・太陽電池モジュールのガラス面はJIS規格に適合した強化ガラスを使用しており、
最小値25㎜の氷球を時速83kmの速度で当てても耐えうることが条件とされてい
ます。

・このため、ひょう（雹）で割れること基本的にありませんが、大粒の雹に集中的
に打ち付けられた場合など、想定以上に負荷がかかった場合は班が生じる可能性
があります。

（出典、文献等）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）



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 水没・浸水した際の対応は？
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水没・浸水時には、メーカー等に対応を依頼してください。

・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です。

・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の事例は
今のところ無いとのことです。

（出典、文献等）太陽光発電設備の水没による感電防止及び、被災設備の点検・撤去に関する手順・留意点について（一般社団法人太陽光発電協会）



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 落雷を受けやすいのではないでしょうか？
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太陽光発電設備が、他の屋外設置物と比べて、落雷を受
けやすいということはありません。

・太陽光発電設備が直接落雷を受けたという事例は極めて稀であるとされており、
一般住宅の屋外に設置されている他の電子機器等と同様に、落雷を受けやすい
ということはありません。

・なお、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。

（出典、文献等）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）



１．３ 災害への備えなどに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 自然災害で太陽光パネルが破損した場合、火災保険の対象になりますか？
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はい。火災保険の対象です。

・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。



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-22-



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光の廃棄費用はどの程度かかるのでしょうか？
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4kWの太陽光パネルを設置した場合、解体・撤去・運搬・処分
まですべて含めて、概ね30万円程度とされています

・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。

（出典、文献等）・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）

確認中



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備の設置は、自然を破壊するのでは？

-24-

屋根置きの太陽光発電は自然を破壊せずに設置できるものです。

・これまでの太陽光発電の導入量の多くは、地方部などへのメガソーラーが中心で
したが、今後は、自然地を損なわない屋根への設置を進めることが重要となりま
す。

・なお、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、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。

・また、ライフサイクルCO2の観点でも、環境貢献度は圧倒的に高く、住宅用太陽光
38.0g-CO2/kwhに対し、LNG火力（複合）473.5g-CO2/kWh、石油火力738.0g-
CO2/kWh、石炭火力942.7g-CO2/kWhとなります。

（出典、文献等）・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）



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備のリサイクルはしっかりとできているのですか？

-25-

市内近隣には太陽光発電設備をリサイクルできる施設が複数あります

・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と考えております。

・また、市街にも太陽光パネルのリサイクルを行う施設が複数あり、適正な処理
隊が確保されると考えています。

・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。

（出典、文献等） ・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）



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備の廃棄時に有害物質が漏出しませんか？

-26-

廃棄時には、廃棄物処理法に基づき適正に処理されます

・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。

（出典、文献等） ・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）

修正中



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 反射光で近隣からの苦情の原因になりませんか？

-27-

日当たりの良い南面では、クレームに繋がる反射光は発生しにくいと
いわれていますが、設置向きや近隣環境によっては設置場所の検討が
必要です。

（出典、文献等）太陽光発電システムの反射光トラブル防止について（太陽光発電協会）

・太陽電池モジュールは住宅の日当たりの良い南面の屋根に設置した場合、日本
の住宅の屋根の角度は通常16～31°程度になります。一方、太陽高度は、東京
付近の場合30°（冬至）から78°（夏至）の範囲で大きく変化します。上記条
件の場合、太陽光は一般的に空の方向に反射され、クレームに繋がる地上方向
への反射光は発生しにくくなります。

・ただし、東西面や北面に設置されている場合は、太陽の位置や高度によって、
反射光が地上方面に向かう場合があるため、設置向きや近隣環境を考慮する必
要があります。



１．４ 廃棄・環境問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● パワコンの音がうるさいのでは？

-28-

パワーコンディショナーの音は30～40dBとなっており、一般的には
大きな音を発しません。

（出典、文献等）・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）

・30～40dBという音は、住宅地や図書館程度です。また、テレビの視聴は、60dB
程度となっております。

・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用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。



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-29-



１．５ 国際・人権問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 住宅用太陽光パネルの国内シェアは？ほとんど海外製では？

-30-

住宅用太陽光発電設備の販売では日本企業が約7割のシェアを占めて
います。

・国内市場における太陽光発電設備の出荷量について、日本企業のシェアは、住
宅用・産業用等を含めた全体で43%である一方、住宅用では約7割（2021年度）
を占めています。

・本市は今後、（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
提供や意識醸成を進めてまいります。

（出典、文献等）出荷統計（一般社団法人太陽光発電協会）

修正中



１．５ 国際・人権問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 海外製品を使うのは不安ですが大丈夫でしょうか？

-31-

太陽光発電設備のモジュール認証制度により、性能保証の体制等
が確保されます。

・太陽光パネルについては、モジュール認証制度（第3者認証制度）という仕組
みがあり、10kW未満のFIT対象となるには、モジュール認証を取得する必要
があります。

・認証対象モデルに対して、工場調査を行い、認証基準に適合していることが確
認されておりますので、性能保証の体制等が確保されております。

（出典、文献等）太陽光発電システムの認証制度(一般社団法人日本電機工業会 HP)



１．５ 国際・人権問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 海外製品の利用により国富が流出してしまうのではないですか？

-32-

化石燃料の約85％を海外輸入に頼っている現状からすれば、エネル
ギーの自家消費はむしろ国内の経済循環に繋がります。

・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、設置をしてしまえば、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。

（出典、文献等）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）

出典：2020-日本が抱えているエネルギー問題（前編）
（令和2年11月）経産省HP 

日本の一次ｴﾈﾙｷﾞｰ供給構成



１．５ 国際・人権問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光パネルの生産は中国に集中しており、ウイグル自治区における人権
問題が心配ですが、社会的な問題はないのでしょうか？

-33-

ウイグル自治区の製品を取り扱っている事実は確認していませんが、
SDGsを尊重した事業活動を推進していきます。

・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。

・本市としましても、ヒアリング等を通じ、国内メーカー等の状況把握に努め
るとともに、国が策定する「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガ
イドライン」も踏まえ、SDGsを尊重した事業活動を推進していきます。

（出典、文献等）・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」（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）



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-34-



１．６ 電力系統問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光発電設備を設置しても、出力抑制されるのでは？

-35-

住宅用と考えられる10kW未満のFIT対象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。

・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。

（出典、文献等）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）



１．６ 電力系統問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光を設置すると再エネ賦課金の負担が増加するのでは？

-36-

太陽光発電設置により、購入する電力が減るため、再エネ賦課金の負
担が減少します。

・再エネ付加金制度は、再エネ特措法において、再エネの導入を支えることを目的として、FITで買い取
られる再エネ電気の買取に要した費用を、電気の利用者全体から賦課金という形で集める制度であり、
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。

・また、再エネ付加金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、太陽光発電を自家消費
する場合は、再エネ賦課金の負担はありません。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。

・なお、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。

（出典、文献等）・固定価格買取制度（資源エネルギー庁ＨＰ）・第6次エネルギー基本計画（経産省.R3.10）



１．６ 電力系統問題などに関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 太陽光は具体的にどの程度のCO2削減効果があるのですか？

-37-

4kWの太陽光パネルを設置した場合、年間2,200kg-CO2

（石油約1,000L分）程度の温室効果ガス削減効果が期待されます

・再生可能エネルギーは発電時に温室効果ガスが発生しないクリーンなエネルギーです。

・太陽光発電設備1kW当たり、年間で約1,190kWh程度の電力を発電することができます。

これに、一般的な住宅の電力使用時の温室効果ガス排出係数を0.453kg-CO2/kWh（環
境省 「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－R２年度実
績－」における基礎排出係数の代替値）とした場合、4kWの太陽光パネルを設置時の温
室効果ガス削減量は年間2,200kg-CO2程度と試算されます。

・また、ライフサイクルCO2の観点でも、環境貢献度は圧倒的に高く、住宅用太陽光
38.0g-CO2/kwhに対し、LNG火力（複合）473.5g-CO2/kWh、石油火力738.0g-
CO2/kWh、石炭火力942.7g-CO2/kWhとなります。

（出典、文献等）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）



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

-38-

Q● CO2を減らす上で太陽光発電が本当に有効なのでしょうか？パネルの

製造から廃棄までを考えると、他の技術の方が有効ではないでしょうか？

製造から廃棄までを考えても、太陽光発電が非常に有効です。

・ライフサイクルCO2の観点では、太陽光の環境貢献度は圧倒的に高く、住宅用太
陽光 38.0g-CO2/kwhに対し、LNG火力（複合）473.5g-CO2/kWh、石油火力
738.0g-CO2/kWh、石炭火力942.7g-CO2/kWhとなります。

・また、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、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。

・なお、4kWの太陽光パネルを設置時の温室効果ガス削減量は年間2,200kg-CO2程
度と試算されます。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

-39-

Q● 日中は既に十分に電力がある状況の中で、日中に発電する太陽光パネルを

更に増やす必要性は無いのではないでしょうか？

あああ。

・ああああ

作成中



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？

-40-



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 市民に義務が課されるのですか？

-41-

本制度の対象はハウスメーカー等の事業者や、大規模建築物の施
工主であり、全ての市民に義務が課されるものではありません。

・延床2,000㎡以上の建築物については、建築主が義務を課す制度と考えています。

・延床2,000㎡未満の建築物については、一定規模以上の建築物を供給する建築事業者へ
の義務を課す制度を考えています。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 「再エネ」より「省エネ」の取組のほうが重要ではないですか？
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はい。どちらも重要であり両輪で進めていきます。

・脱炭素のためには、再エネと省エネに取組を両輪で進めていくことは絶対に必要である
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、本市のような多くのエネルギーを消
費する地方自治体が、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。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY
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Q● なぜ義務を課さなくてはならないのですか？

気候危機の深刻化、エネルギー危機の影響は、市民・事業者の生活に
大きな影響を与えており、脱炭素は市民全員の責務です。

これから新築される建築物は2050年にも多くがストックされていきま
すので、新築建築物への対策が極めて重要と考えています。

本市は政令市最大の温室効果ガス排出エリアとして、域内の温室効果
ガス排出量の削減に積極的に取り組む責務があり、また、将来世代が
2050年にも安心して暮らせる建築物を提供していくことが重要である
と考えています。

このため、まずは、多くの建築物を供給する事業者や、大規模建築物
の建築主に太陽光発電設備設置の義務を課すものです。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY
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Q● 都市部への太陽光設置は非効率では？

土地のある地方にメガソーラーを設置して電力供給すればよいのでは？

自然地を損なわない屋根置きの太陽光設置は重要です。

・これまでの太陽光発電の導入量の多くは、地方部などへのメガソーラーが中心
でしたが、今後は、自然地を損なわない屋根への設置を進めることが重要とな
ります。

・地域で使用するエネルギーは、可能な限り地域で生産・消費することで、災害
時に対する防災・レジリエンスの強化や、エネルギー価格高騰に対する影響を
最小限に抑えることができます。

・本市は政令市最大の温室効果ガス排出エリアとして、域内の温室効果ガス排出
量の削減に積極的に取り組む責務があり、また、 将来世代が2050年にも安心
して暮らせる建築物を提供していくことが重要であると考えています。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 日当たりの悪い住宅や狭小な住宅にも必ず設置が必要でしょうか？
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太陽光パネルの設置に適した建物への設置を進めていきます。

・算定基準率について、日当たり条件などを踏まえて設定していくことを考えて
います。

・また、延べ床面積に対する屋根面積が極端に小さい建築物や、地域の建築制限
等により太陽光発電設備が設置できない建築物については、設置基準算定から
除外することを想定しています（具体的な除外条件等については別途検討）。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 義務よりも支援策を優先するべきではないですか？
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これまでも再エネ導入促進の施策を進めていきましたが、

今後も支援策についても進めていきたいと考えています。

・「（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業」は、特定建築主及び特定建
築事業者への設置義務と併せて、（仮称）建築物再生可能エネルギー誘導支援制
度を進めていきたいと考えています。

・当該誘導支援制度の中で、再生可能エネルギーの導入促進の支援策についても進
めていきます。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY

Q● 設置義務化はいつから開始する予定でしょうか？
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具体的には定まっていませんが、条例制定以降、必要な
周知期間を設けてからの制度施行を考えています。

・具体的なスケジュールは決まっていませんが、条例制定以降、市民・事業者
からの質問等に対し丁寧な説明を行い、必要な周知期間を設けてから制度施
行を目指してまいります。



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY
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Q● 日陰や屋根の方角、耐荷重などで発電できない屋根があるのに、

なぜ、再エネ設備の設置を義務付けるのでしょうか？

あああ。

・ああああ

作成中



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY
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Q● コストメリットを期待して建て売り住宅を購入する層に対しても、

費用の掛かる太陽光発電設備を買わせるのは酷ではないでしょうか？

あああ。

・ああああ

作成中



２ 制度に関するご質問 KAWASAKI
CITY
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Q● 建て詰まった川崎市（都市部）で義務付けるよりも、日当たりの良い

地方に義務付けるべきではないでしょうか？

あああ。

・ああああ

作成中



１ よくあるご質問

１．１ 経済メリット・コストなど
１．２ 建築的な課題・メンテナンスなど
１．３ 災害への備えなど
１．４ 廃棄・環境問題など
１．５ 国際・人権問題など
１．６ 電力系統問題など

２ 制度に関するご質問

３ なぜ、川崎市がこれをやる？
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３ なぜ、川崎市がこれをやる？ KAWASAKI
CITY

Q● なぜ、『今』やるの？
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今、気候変動とエネルギー危機が起きているからです。

詳しくは…

＜気候変動について＞

≫別紙「川崎市地球温暖化対策推進条例の改正案について」資料P3~5参照

＜エネルギー危機について＞

≫別紙「再エネ設備の導入に関する制度背景」 資料P5~6参照



３ なぜ、川崎市がこれをやる？ KAWASAKI
CITY

Q● なぜ、『再エネ』に取り組むの？
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再エネは気候変動とエネルギー危機脱却のキーコンテンツです

詳しくは…

≫別紙「再エネ設備の導入に関する制度背景」資料P2~3参照



３ なぜ、川崎市がこれをやる？ KAWASAKI
CITY

Q● なぜ、『川崎市』がやるの？
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・川崎は政令市最大のCO2排出エリアであり、気候変動対策の責務が大
・２０５０年の川崎を形作る新築建築物への対策が極めて重要であり、子どもたちが安心して暮らせる未来にむけて、今取

り組まなくてはならなりません。
・都市部である川崎は多くの市民が暮らし、エネルギーの多くを地方に依存しています。
・人口が多くエネルギーの一大消費地である川崎にとっては、産業部門だけでなく、家庭部門のCO2排出量の削減にも取り

組むことが重要です。
・建築物が多くある都市部においては、屋根上の太陽光発電を設置することが暮らしの変化や環境破壊をせずに取り組める

方法です。
・本市においては、住宅用太陽光発電の設置が最大の再エネのポテンシャルとなっています。川崎の将来の再エネの伸びし

ろは ９９％が住宅・事業用太陽光です。
・太陽光発電で生み出された電気を使用する方が、電気を買うよりも低コストになっています。
・自然の太陽光があれば、発電が可能であるため、災害時にも電気を活用することが可能です。また、蓄電池があれば、夜

間や雨天でも電気を活用できます。
・昨今のロシア・ウクライナ情勢といった国際問題からも、エネルギーの安定供給は課題となっており、電気料金の値上げ

といった身近な影響も生じています。エネルギーの地産地消が可能な太陽光発電はエネルギーの安全保障にも寄与します。
・本市はこれまでも、補助制度など太陽光発電設備の誘導支援策を実施していましたが、市内の太陽光発電の普及は1.5％程

度と限定的です。
・太陽光発電の設置は、CO2削減効果に加えて、経済性、レジリエンスといった住民にとってのメリットが見込めます。
・こうしたことを踏まえ、これまで以上に施策を強化し目下の課題であるエネルギー安定供給と2050年の脱炭素社会の実現

を目指します。


