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資料２－８（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業の制度概要（素案）



答申に反映したい事項 KAWASAKI
CITY
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項目 環境審議会（答申）事項 答申後の検討事項（技術検討会・庁内検討）

対象者 ・対象者の考え方 ・制度対象者の運営形態等の詳細検討
（例）法人単位とするかなど

対象建築物 ・対象建築物の基本的な区分 ・適用建築物・適用外建築物の詳細検討
（例）仮設建築物、10m2未満の小規模建築物

対象設備 ・太陽光以外の再エネ設備の可否
・再エネ電力調達の可否
・オフサイト電源の可否

・対象設備の詳細検討
（例）所有者、再エネ種類など

算定基準 ・算定式の設定方法 ・算定式の各係数の詳細設計
（例）基準量・設置可能率の数値検討など

・算定式から除外する建築物等の詳細検討
（例）高層建築物（建築面積の小さい建物）への対応など

除外規定等 ・除外規定の考え方
・代替措置の考え方

・除外規定・代替措置の詳細検討
（例）建築条件など

誘導支援制度 ・誘導支援制度の基本的な考え方 ・誘導支援制度の詳細検討

答申では基本的な考え方を掲載し、詳細事項は答申を踏まえ別途検討。



１ 再エネ促進に向けた新たな４つの制度 KAWASAKI
CITY
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再エネ促進に向け、新たな４つの制度を検討

（仮称）特定建築物再生可能エネ

ルギー利用設備導入計画書制度

（仮称）特定建築事業者太陽光

利用設備導入報告書制度

（仮称）建築士再生可能エネ

ルギー利用設備説明書制度

（仮称）建築物再生可能エネルギー

誘導支援制度

制度１

制度２

制度３

制度４

延べ床2,000m2以上の建築物に対する建築主への

再エネ設備設置導入計画書の提出義務

延べ床2,000m2未満の建築物に対する建築事業者への

再エネ設備設置導入報告書の提出義務

延べ床面積10m2以上の建築物に対する建築士による

再エネ設備検討説明書の交付義務

地域エネルギー会社や様々な市内事業者と連携した

新たな総合支援枠組みを創設

総称：（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業



２ 新たな制度案の概要について KAWASAKI
CITY
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①建築主への再エネ設備設置義務

② 一定程度の建築物を供給する

特定建築事業者へ太陽光発電設置義務

年間総供給建築物の延べ床面積が一定以上の事業者

④ (仮称)再エネ促進センターの設置などの

総合支援の取組

●設置、メンテナンス、撤去までの相談機能
●市民・事業者への太陽光発電等の正確な情報の広報
●市内事業者の育成

未満

以上

③建築士に対する

建築主への設備設置の説明義務

③建築士に対する

建築主への設備設置の説明義務

大
規
模
建
築
物

延床2,000㎡

中
小
規
模
建
築
物

③建築士に対する

建築主への設備設置の説明義務

義
務
対
象
外

国の目標である新築戸建住宅の６割を達
成するよう総供給延べ床面積を設定する
※本市では、5,000㎡程度

制度１

制度２

制度３

制度３

制度３

制度４



２ 新たな制度案の概要について KAWASAKI
CITY
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＜除外規定の考え方＞

10㎡未満の狭小な建築物、仮設建築物

＜代替措置の考え方＞

当該建築物への太陽光発電設置について、設置可能面積、高さ制限といった物理的な制約がある
場合など、同等の効果があるものに替え義務の履行を可能とする。

(例) オフサイトPPA、再エネ電力調達、ZEH並みの省エネ対応 等

義務対象建築物の代替措置、除外規定の考え方



・義務対象者：建築主（延べ床面積2,000m以上の建築物の新築・増築）

・義務量 ：延べ床面積に応じた義務量
・義務量の詳細は条例制定後に別途定める
・想定イメージ：2,000㎡：6万MJ（約5.5kW）～

15,000㎡：45万MJ（約41kW）

・対象設備 ：太陽光発電設備、太陽熱利用設備、バイオマス利用設備、風力発電設備、
地熱発電設備

・代替措置 ：物理的に太陽光発電設置ができない場合、オフサイトPPA、再エネ電源調
達等により義務履行を認める（詳細は条例制定後に別途定める）

・除外規定 ：狭小な建築面積、仮設建築物（詳細は条例制定後に別途定める）

【制度１（仮称）特定建築物再生可能エネルギー利用設備導入計画書制度】の制度イメージ

３ 制度１（仮称）特定建築物再生可能エネルギー利用設備導入計画書制度 KAWASAKI
CITY
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【制度１の対象範囲（対象建築物）】

延べ面積㎡

市内建築物種類（ ）内は割合 R2実績

戸建住宅 共同住宅
その他

（長屋、寄宿舎
等）

非住宅
（事務所、車庫、

飲食店等）
合計

0～300m2 3,394件 219件 142件 180件
3,935件
（90％）

300～2,000m2 10件 254件 41件 73件
378件

（9％）

2,000m2～ 0件 32件 3件 21件
56件

（1％）

合計
3,404件
（78％）

505件（12％）
186件

（4％）
274件

（10％）
4,369件

（100％）

制度１（2,000m2以上）の対象建築物は年間56件、新築・増築建築物の約1%

３ 制度１（仮称）特定建築物再生可能エネルギー利用設備導入計画書制度 KAWASAKI
CITY
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【制度１の義務量の考え方】

義務量設定の考え方
○ 過度な負担とならない義務量設定とするため、消費エネルギーの数％程度を目安とする
○ 出力50kWを超えると、電気主任技術者の専任や保安管理など施工主の負担が大幅に増えるため、

上限を設ける

下限面積「2,000m2」の設定の考え方

○ 建築物省エネ法の適合基準と整合
○ CASBEE川崎の特定建築物の定義と整合
○ 市内の新築建築物の約５割の延床面積を占める

下記の考え方はイメージであり、義務量の詳細は条例制定後に別途定める。
制度開始当初は過度な負担にならないよう配慮し、必要に応じて義務量の見直しを図る。

３ 制度１（仮称）特定建築物再生可能エネルギー利用設備導入計画書制度 KAWASAKI
CITY
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【制度２（仮称）特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度】の制度イメージ

・義務対象者：市内建築物（2,000㎡未満）を年間に一定規模供給する事業者
※新築のみ対象、増築は対象外
※国の目標である新築戸建住宅６割を達成するよう年間の総供給延床面積を設定する
本市では総供給延床面積5,000㎡以上となる

・義務量 ：「設置可能棟数（年間供給数－除外数）(棟)」×「算定基準率(%)」×「基準量(kW)」

・義務量の詳細は条例制定後に別途定める
・想定イメージ 除外数 ：屋根面積が狭小な建築物

算定基準率：85％程度（委託調査中）
基準量 ：2kW程度

・対象設備 ：太陽光発電設備

・代替措置 ：物理的に太陽光発電設置ができない場合、オフサイトPPA、再エネ電源調達等
により義務履行を認める（詳細は条例制定後に別途定める）

・除外規定 ：狭小な建築面積、仮設建築物（詳細は条例制定後に別途定める）

４ （仮称）特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度 KAWASAKI
CITY
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【基準量について】

○ 川崎市スマートハウス補助金における太陽光発電設備の設置のうち、

2kW以上は90%以上（過去3年調査）

○ 太陽光発電設備（パワーコンディショナー）の自立運転時の上限は、太陽光発電シ

ステムの最大出力に関係なく1.5kW

４ （仮称）特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度 KAWASAKI
CITY

実績及び災害時の防災機能確保の観点から、基準量は2kW程度を想定

（詳細は答申後に別途定める）
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容量（kW） 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10- 計

件数（件） 3 33 53 85 74 90 39 18 10 12 3 420

割合（％） 0.7 7.9 12.6 20.2 17.6 21.4 9.3 4.3 2.4 2.9 0.7 100

表. スマートハウス補助金による太陽光発電設備の導入実績（R1～R3）



【対象事業者の基準適合イメージ】

４ （仮称）特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度 KAWASAKI
CITY

（例）市内で供給する住宅が100棟の住宅供給事業者の場合

※設定値（仮）

・年間供給棟数 ：100棟

・除外数 ：25棟

・算定基準率 ：70%

・基準量 ：2kW

再エネ設置基準量 ＝（100棟－25棟）×70%×2kW

＝ 105kW

・4kW ：20棟（計80kW）

・2kW ：15棟（計30kW）

・0kW ：40棟（計0kW）

・除外数：25棟

計110kW

（基準適合）
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■ 【制度２の対象範囲②（対象事業者）】

項目 戸建住宅 共同住宅 その他・非住宅 合計

義務対象23社の
建築受注件数の計

2,055件 252件 120件
2,427件
(56%）

義務対象23社以外の
建築受注件数の計

1,349件 253件 340件
1,942件
（44%）

総計 3,404件 505件 460件
4,369件

（100%）

・義務制度２の対象事業者は約23社／市内約600社中
・義務対象23社の年間受注数の合計は、市内新築建築物の約56%（2,427件/4,369件）
・国の掲げる目標とほぼ整合※（2030年度までに新築建築物の60%に太陽光発電設備を設置）

※例えば、23社が新築建築物の約80%に太陽光発電設備を設置し、
残りの事業者が新築建築物の約30%に太陽光発電設備を設置すれば、国の目標（60%）に到達

４ （仮称）特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度 KAWASAKI
CITY
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【制度３（仮称）建築士再生可能エネルギー利用設備説明書制度】の制度イメージ

制度３のイメージ

・建築士は、延べ床面積10m2以上の新築・増築建築物に係る設計を行うときは、当該

設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生

可能エネルギー利用設備について、書面を交付して説明する。

５ （仮称）建築士再生可能エネルギー利用設備説明書制度 KAWASAKI
CITY
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（参考）スマートハウス補助金申請者へのアンケート

対象機器を導入しようと思ったきっかけは何か。（回答者の割合（％））

アンケート実施年度

回答（複数可） H30 R1 R２ R３

業者からの勧め 70％ 71％ 61％ 60％

災害時における電源確保のため 38％ 46％ 48％ 62％

光熱費節約、削減のため 25％ 36％ 44％ 41％

・太陽光発電システム等の機器導入のきっかけは、「業者からの勧め」が最も多い



新たな枠組み（イメージ） 地域エネルギー会社
・PPA事業等

既存補助制度
・スマートハウス補助金
・中小規模事業者エコ化支援補助金

市内金融機関 税制度

内容を見直し事業連携

市内事業者

事業連携 事業参画 連携検討

新たな再エネ総合支援の枠組み（イメージ）

事務局：市・(仮称）再エネ促進センター

参画事業者A【建設業者】

参画事業者B【電気事業】

参画事業者C【地域ｴﾈﾙｷﾞｰ会社】

研修・資格取得等を一定条件に枠組みに参加

参加者に限り

補助制度
活用可能

広報事業

相談事業

・設置、メンテナンス、撤去までの支援
・建築主の特性に応じた支援を実施
（PPA、リース、購入支援）

・参加事業者と協力した広報展開
・地球温暖化防止活動センターと連携

事業者育成

【制度４（仮称）建築物再生可能エネルギー誘導支援制度】の制度イメージ

６ （仮称）建築物再生可能エネルギー誘導支援制度 KAWASAKI
CITY

-14-



■ 制度導入より、2030年再エネ導入目標に必要な量の約43%分の貢献見込み

（東京方式の義務制度を導入した場合）

○ 年間再エネ導入量 0.46万kW/年程度

○ R7～R12導入累計

計2.7万kW程度

（本市の再エネ導入目標）

○ R12年度：33万kW（R2実績約20万kW）

⇒ 現状実績＋13万kW必要

自然増：6.5万kW、必要追加措置：6.5万kW

目標値の約43%相当

※他の施策と併せて目標達成を目指す

７ 制度導入により期待される効果 KAWASAKI
CITY
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８ なぜ、川崎市で再エネ義務制度を行うのか KAWASAKI
CITY
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（１）なぜ、『今』やるのか？

今、気候変動とエネルギー危機が起きている。

（２）なぜ、『再エネ』に取り組むのか？

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。

（３）なぜ、『川崎市』がやるのか？

・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

・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る。

・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あり、また、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。

・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い。

≫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

≫詳しくは、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

≫詳しくは、別紙「再エネ設備の導入に関する制度背景」 資料P5~6参照



本日、御意見を伺いたい内容 KAWASAKI
CITY
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御意見を伺いたい内容

１ 大規模建築物（制度１）に対しては「建築主」に対して義務を課し、その線引きライン
を延べ床面積2,000m2以上として設定することの妥当性について御意見を伺いたい。

２ 中小規模建築物（制度２）に対しては「供給事業者」に対して義務を課し、その線引き
ラインを国の目標である新築戸建住宅の６割を達成するよう総供給延べ床面積を設定す
ることの妥当性について御意見を伺いたい。

３ 代替措置、除外規定の考え方について、御意見を伺いたい。

４ その他、制度案全体について現時点で御意見があれば伺いたい。


