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参考 1 用語解説  

 

【数字・英字】 
BCP（事業継続計画） p42,87 

事故や災害などが発生した際に，「如何に事業を継続させるか」若しくは「如何に事業を目標として設定

した時間内に再開させるか」について様々な観点から対策を講じることである。BCP は，そのための計画自

体を指す。 

BEMS（ベムス） p66,68,71 

Building Energy Management System の略。ビルエネルギー管理システムと称される。省エネと快適性の

実現を目的とし，ビルの設備や環境，エネルギーを管理して電力消費量削減を図るシステムを指す。主に，

電力使用量の可視化，機器の制御，デマンドピークの抑制の 3 つの機能があり，ビル内の空調，配電，照明，

換気などの設備の電力使用状況が電力，温度，照度などの各種センサーの情報をもとに可視化され，一定量

を超過しそうな場合にはブレーカーを遮断，もしくは空調などの機器を一時停止させるなどの制御が行われ

る。また，使用しない機器の電源を停止や調節，設備稼働時間帯のシフトによって電力使用のピークが抑え

られ，電力基本料金の削減にも繋がる。  

CEMS（セムス） p41,42 

Community Energy Management System の略。地域エネルギー管理システムと称される。地域における電力

の需要・供給を統合的に管理するシステム。地域全体の節電を行うスマートグリッドの中核となる。火力発

電などの基幹電源に加え，太陽光や風力による発電量と，住宅やビルの電力消費量をスマートメーターでリ

アルタイムに把握し，需要と供給を常に最適化させる。 

COOL CHOICE（クールチョイス） p61 

2030 年度に温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26%削減するという目標達成のため，省エネ・低炭素

型の製品への買換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など，地球温暖化対策に資する「賢い選択」を

していこうという取組。 

COP（コップ，気候変動枠組条約締約国会議） p1,5,6 

気候変動枠組条約の締約国が温室効果ガス削減対策等を協議するための会議。2013（平成 25）年にはポー

ランドのワルシャワで気候変動枠組条約の第 19回締約国会議（COP19）が開催された。 

EMS（エネルギーマネジメントシステム） p40,42,78 

Energy Management System の略。情報通信技術（ICT）を活用し，家庭やビル，工場などのエネルギー管

理（省エネルギー行動）を支援するシステムのこと。エネルギー消費機器をネットワークで接続し，稼動状

況やエネルギー消費状況の監視，遠隔操作や自動制御などを可能にする。 

住宅内を管理するシステムはホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS），商業施設をスマートビル

化する同様の管理システムは，ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）と呼ばれる。地域をスマート

コミュニティ化する，社会基盤としての管理システムは，コミュニティエネルギーマネジメントシステム

（CEMS）と呼ばれる。 

このほか，集合住宅を対象としたマンションエネルギーマネジメントシステム（MEMS），工場を対象とし

たファクトリーエネルギーマネジメントシステム（FEMS）等の分類もある。 

ESCO（エスコ）事業 p82,88 

工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し，それまでの室内環境を損なうことなく省

エネルギーを実現し，さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業のこと。導入者は，省エ

ネルギー改修に要する費用を光熱水費の削減分で賄い，ESCO 事業者は導入者の省エネルギー効果の一部を報

酬として受け取る。 

ESD（持続可能な開発のための教育） p40 

ESDは Education for Sustainable Development の略で「持続可能な開発のための教育」と訳される。 

ESDとは，これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え，身近なところから取り組む（think globally, 

act locally）ことにより，それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと，そしてそ

れによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動を指す 

ESG（イーエスジー）投資 p72,82,91 

環境（Environment），社会（Social），企業統治（Governance）の頭文字。世界が貧富の格差問題，ボ

ーダーレス化する地球環境問題や企業経営のグローバル化に伴う様々な課題に直面する中で，企業への投資

は，短期的ではなく長期的な収益向上の観点とともに，持続可能となるような国際社会づくりに貢献する ESG

の視点を重視して行うのが望ましいとの見解を国連が提唱した。その結果，ESG の視点で投資を行う金融機

関が欧米を中心に広がっている。 
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EV（イーブイ） p70,79,87 

バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る電気自動車のこと。走行時に排気ガスを

出さず，騒音も少ないため，環境に優しい自動車である。将来的には再生可能エネルギーにより発電した電

力を使い，温暖化対策，石油枯渇対策にも資することが期待されている。一方，EV は導入コストが割高であ

り，ガソリン車と同じ用途で利用する場合は航続距離が短いなどの課題もある。 

FCV（エフシーブイ） p40,42,70,79,85,87 

Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）の略。燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電気エ

ネルギーを使って，モーターを回して走る自動車のことを指す。燃料電池を用いた FC フォークリフト等も

開発されている。 

HEMS（ヘムス） p66,67,68,71,90 

Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）の略。家庭で使う電気や

エネルギーを節約するための管理システムのことを指す。住宅内の家電や電気設備をネットワーク化し，電

気やガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり，家電機器を自動制御したりすることが可

能となる。 

IPCC（アイピーシーシー） p4 

国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の略。人為起源に

よる気候変化，影響，適応及び緩和方策に関し，科学的，技術的，社会経済学的な見地から包括的な評価を

行うことを目的として，1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。 

ISO14001（アイ・エス・オー14001） p82,91 

ISO（国際標準化機構）が 1996（平成 8）年に発効した環境マネジメントシステム規格。①環境保全に関

する方針，目標，計画などを定め（Plan），②実行，記録し（Do），③実行状況を点検して（Check），④

方針などを見直す（Action）という「P･D･C･Aサイクル」によって，環境の継続的改善を図ろうとするもの。 

ITS高度道路交通システム p79 

最先端のエレクトロニクス技術を用いて人と道路と車両とを一体のシステムとして構築することにより，

ナビゲーションシステムの高度化，有料道路等の自動料金支払いシステムの確立，安全運転の支援，公共交

通機関の利便性向上，物流事業の高度化等を図るもので，安全・快適で効率的な移動に必要な情報を迅速，

正確かつわかりやすく利用者に提供することなどにより道路交通の安全性，輸送効率，快適性の飛躍的向上，

環境保全を実現するもの 

J（ジュール） p17,22,28 など 

熱量を表す単位。水 1gの温度を 1℃上げるのに要する熱量は 1calであり，1cal は約 4.18J に相当する。 

GJ（ギガジュール）は，J×109（10 億 J）で電力の約 280kWh 分に相当する。2009 年における一世帯の年間

電気消費量は 4,618kWh（資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド」）であるため，1GJは世帯のおおよ

そ 22 日分の電気消費量となる。 

TJ（テラジュール）は，J×1012（1 兆 J，1,000GJ）で電力の約 28 万 kWh のエネルギー量（年間電気消費

量のおよそ 60世帯分）に相当する。また，PJ（ペタジュール）は J×1015（千兆 J，1,000TJ）となる。 

J-クレジット制度 p74 

省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による，CO2 などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を

「クレジット」として国が認証する制度のこと。本制度は，国内クレジット制度とオフセット・クレジット

（J-VER）制度が発展的に統合した制度で，国により運営されている。本制度により創出されたクレジット

は，低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセットなど，様々な用途に活用できる。 

LED（エル・イー・ディー） p40,80 

Light Emitting Diode（発光ダイオード）の略。電流を通すと発光する。従来の蛍光灯に比べて消費 

電力が約 2分の 1であること，材料に水銀などの有害物質を含まないこと，熱の発生も少ないことなどから

環境負荷が低い発光体として注目され，家庭用にも普及が進んでいる。 

NET（ネット，Next-generation Energies Tohoku for Recovery） p81 

東北復興次世代エネルギー研究開発機構のこと。東日本大震災の被災地の復興と我が国のエネルギー問題

の克服に貢献するため，東北大学をはじめとする被災地の大学等研究機関の強みを活かしたクリーンエネル

ギー技術の研究開発を促進する大学合同の研究組織。県内では，仙台市，石巻市，塩竈市，大崎市において

自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画を策定し，微細藻類，波力，都

市の総合的なエネルギー管理システムの構築等について各種研究を実施している。 

SDGs（エスディージーズ，Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標） p7,44,49,82 

2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標。持続

可能な世界を実現するための 17 のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の誰一人として取り残さ

ない（leave no one behind）ことを誓っている。 
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V2H（ブイトゥーエイチ，Vehicle to Home） p70 

クルマに蓄えた電気を家で使う仕組みのこと。停電や震災などで電力供給が寸断されてしまった場合で

も，駆動用バッテリーから電力を取り出して，家の電力に使える。 

VPP（ブイピーピー） p15 

Virtual Power Plant（仮想発電所）の略。電力会社の送配電網に接続されている自家発電，ストレージ，

エネルギー機器などの分散型エネルギー資源(DER：Distributed Energy Resources)をネットワークで結ん

でアグリゲートして，仮想的な発電所に見立てて活用しようというビジネスモデルを指す。 

W（ワット） p2,18,19など 

消費電力を表す単位。電圧の単位は V（ボルト），電流の単位は A（アンペア）で表される。例えば，100V

の電圧で，10Aの電流が流れている回路は，1,000W（1kW）の電力を消費する。1kWh（キロワット時）とは，

1kWの仕事率で 1時間消費した時の電力量を意味する。 

なお，1GW（ギガワット）＝1,000MW（メガワット）＝100万 kW＝10億 Wとなる。 

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） p28,64,66,70,82 

「1.建築構造や設備の省エネルギー」「2.再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用」「3.地域内で

のエネルギーの面的（相互）利用」といった対策をうまく組み合わせることにより，エネルギーを自給自足

し，化石燃料などから得られるエネルギー消費量がゼロ，あるいは，概ねゼロ，となる建築物のこと。 

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） p28,64,66,70 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに，高効率な設備システムの導入により，室内環境の質を維

持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で，再生可能エネルギーを導入することにより，年間の一次エネ

ルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 
 

【ア行】 

一次エネルギー p10,12,17,21,22 など 

自然界に存在するままの形で利用されるエネルギー源のこと。石炭や石油などの化石燃料，原子力の燃料

であるウラン，水力・太陽・地熱等がある。一次エネルギーは，発電所などでのエネルギーの転換ロスを経

て，家庭や事業所などにおいて最終エネルギーとして消費される。 

これに対し，電気・ガソリン・都市ガスなど，一次エネルギーを変換又は加工して得られるエネルギーを

二次エネルギーという。 

一酸化二窒素（N2O） p8 

温室効果ガスの一つ。亜酸化窒素，酸化二窒素ともいう。笑気ガスとも呼ばれ，全身麻酔に使用されるほ

か，窒素肥料の使用，自動車の走行により排出される。地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）

は二酸化炭素（CO2）の 310 倍であり，オゾン層破壊作用も有する。 

エコドライブ p61,79 

省エネルギー及び二酸化炭素（CO2）や大気汚染物質の排出削減のための運転技術を指す概念のこと。具

体的には，アイドリングストップの励行，急発進・急加速・急ブレーキの抑制，適正なタイヤ空気圧の点検

などを行う。 

エネルギーの高度利用 p39,55 

エネルギー効率の飛躍的向上やエネルギー源の多様化に資する新規技術のこと。燃料電池，コージェネレ 

ーションシステム，次世代自動車等が挙げられる。 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法） p64 

国内外におけるエネルギーをめぐる経済的・社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するた

め，工場，輸送，建築物及び機械器具についてのエネルギー使用の合理化に関する措置や総合的な推進策を

講ずることを目的とした法律（昭和 54 年法律第 49号，省エネ法）のこと。 

エネルギーデバイス p84 

エネルギーに関わる装置のこと。みやぎ高度電子産業振興協議会では，「キャパシタ等の給電デバイス 

（機器・装置），二次電池（ニッケル水素・リチウムイオン）等の蓄電デバイス，燃料電池や太陽電池等の

発電デバイス，若しくはそれらを組み合わせたデバイス群」と定義している。 

オフピーク通勤 p79,80 

主に自動車や列車等が混雑する時間帯を避けて通勤すること。 

 

【カ行】 

化石燃料 p1,2,9,17,44,51,55,57,60,77 など 

原油，天然ガス，石炭やこれらの加工品であるガソリン，灯油，軽油，重油，コークスなどをいう。一般

的に石油，天然ガスは微生物，石炭は沼や湖に堆積した植物が，長い年月をかけて地中の熱や圧力などの作

用を受けて生成したといわれている。燃焼により，地球温暖化の主要な原因物質である二酸化炭素（CO2）
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を発生する。 

環境教育 p28,61,62,63,78,91,92 

環境の保全についての理解を深めるために行われる教育および学習。子どもから大人までのすべての世代

が，学校，家庭，職場，地域などのさまざまな場で，体験的，実践的な学びを行うことにより，持続可能な

社会を形成することを目標としている。 

環境マネジメントシステム p82 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり，環境に関する方針や目標等を自ら設定し，こ

れらの達成に向けて取り組む仕組みのこと。（例：ISO14001・エコアクション 21 など） 

間伐材 p43,72,74 

植栽木が成長して枝葉が生い茂って重なり合うようになった後，主伐されるまでの間に，生産の目標に合

う様に立木密度を調節するため木々の間引きを行うことで発生する木材のこと。 

気候変動 p1,5,46,47,48 

地球の大気の組成を変化させる人間活動が，直接または間接に起因する気候変化のことで，それと同程度

の長さの期間にわたって観測される自然な気候変動に加えて生じるものをいう。 

京都議定書 p5,6 

1997（平成 9）年 12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP３）において採択さ

れた，拘束力を有する法的文書。2000（平成 12）年以降の先進国の地球温暖化対策として，法的拘束力のあ

る数値目標が決定され，具体的に削減対象ガス（二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，代替フロン等）と，

1990（平成 2）年比の削減目標（先進国全体で 5.2％，日本は６％，欧州は８％削減など），達成期間（2008

（平成 20）年から 2012（平成 24）年の間）を定めている。国際的に協調して目標を達成するための仕組み

として，排出量取引，クリーン開発メカニズム(CDM：開発途上国への支援により，温室効果ガス排出量の削

減につながった場合，結果を支援元の排出削減分の一部に充当できる制度)などの新たな仕組みが合意され，

これらを総称して京都メカニズムという。2005（平成 17）年 2 月に発効。 

2012（平成 24）年 12月に開催された気候変動枠組条約第 18回締約国会議で，2013（平成 25）年から 2020

年を第二約束期間とした京都議定書の延長が定められた。日本は国別目標値の設定には参加しないこととし

たが，京都議定書から離脱した訳ではなく，排出量報告，国際的な削減の取組に対する協力などを引き続き

進めている。 

クリーンエネルギー自動車 p2,39,55,88 

一般のガソリン車やディーゼル車と比べて，環境への負荷を低減させる新技術を搭載した自動車。クリー

ンエネルギー自動車には，電池に蓄えられた電気によりモーターを回転させて走行する電気自動車（EV），

エンジンとモーターといったように複数の原動機を組み合わせて走行するハイブリッド自動車（HV），ハイ

ブリッド自動車に外部から充電できる機能を付加したプラグインハイブリッド自動車（PHV/PHEV），水の電

気分解の逆の反応を利用し，水素と酸素を反応させて電気エネルギーを直接取り出し，モーターを作動させ

る燃料電池自動車（FCV），天然ガスを燃料とする天然ガス自動車（NGV），天然ガスや石炭から製造される

液体燃料を使用するメタノール自動車などがある。 

グリーン経済 p40,72 

環境保全や持続可能な循環型社会などを基盤とする経済のこと。再生可能エネルギーの研究や自然環境の

再構築，廃棄物削減事業など環境分野の雇用促進，環境対策への投資など，環境問題への取り組みを経済の

中心に据えることで，経済発展と環境保全の両方の課題を同時に解決することを目指そうとするもの。 

グリーン購入 p73,74 

購入の必要性を十分に考慮し，品質や価格だけでなく環境のことを考え，できるだけ環境負荷が小さい製

品やサービスを優先して購入すること。 

グリーンファイナンス p83 

空気や水・土の汚染除去，温室効果ガス排出量削減，エネルギー効率改善，再生可能エネルギー事業への

投資など，環境に良い効果を与える投資への資金提供を意味する広範囲の概念をいう。 

グリーンボンド p83 

企業や地方自治体等が，国内外のグリーンプロジェクト※に要する資金を調達するために発行する債券で

あり，具体的には，①調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定され，②調達資金が確実に追跡管理さ

れ，③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保された債券のことをいう。 
（※：グリーンプロジェクトとは，地球温暖化をはじめとする環境問題の解決に貢献する事業のこと） 

グローバル・ストックテイク p6 

パリ協定の目的や長期目標と比較して，国際社会全体の温暖化対策の進み具合がどの位置にあるのかを，

各国による温暖化対策や支援に関する状況や，IPCCの最新報告書などの情報を基にして，5年ごとに評価す

るという仕組みのこと。 
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系統連系 p38 

発電設備が電力会社の送電（配電）線に接続されること。住宅用の太陽光発電などは低圧の配電線と 

連系されている。 

黒液（こくえき） p21 

木材パルプを作るときに木材チップから発生する黒ないし褐色の液体のこと。燃焼させることができるた

め，バイオマスエネルギーとして活用されている。 

コージェネレーション p29,39,42,67,77,88 

発電とともに発生した排熱を併せて利用するエネルギー供給システムで，「コージェネ」あるいは「熱電 

併給」と呼ばれている。近年では，原動機の高効率化が進んだことにより，4割以上の発電効率と 3割以上 

の廃熱回収効率という高い効率を得られると言われている。 

固定価格買取制度（FIT：ﾌｨｰﾄﾞ･ｲﾝ･ﾀﾘﾌ，ﾌｨｯﾄ） p13,20,21,27,28,29,32 など 

再生可能エネルギーによって発電された電気の買取価格を法令で定める制度で，主に，再生可能エネルギ

ーの普及拡大を目的としている。再生可能エネルギー発電事業者は，発電した電気を電力会社などに，一定

の価格で，一定の期間にわたり売電できる。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成 23年法律第 108 号）に基づき，2012（平成 24）年 7月 1 日から開始されている。 
 

【サ行】 

サイクルアンドライド p79 

まちなかへの自動車の流入を抑制して，バス・電車の利用を促進するために，自転車でバス停・駅に来て

バス・電車に乗り換えるシステム。石川県金沢市や静岡県浜松市が推進している。 

最終エネルギー消費量 p17,54,57 

最終消費者によって利用されたエネルギーの消費量で，一次エネルギー供給量から，発電所などのエネル 

ギー転換のロスを除いたもの。最終エネルギーには電気やガソリンなどの二次エネルギーとして利用される

場合と，石炭などの一次エネルギーがそのまま利用される場合がある。 

再生可能エネルギー p1,2,11,12,13 など 【エネルギーの概念図】 

自然の営みから半永久的に得られ，継続して

利用できるエネルギーの総称。比較的短期間に

再生が可能であり，資源が枯渇しないため，地

球環境への負荷が少ないエネルギーと言われ

ている。 

エネルギー供給事業者による非化石エネル

ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効

な利用の促進に関する法律（平成 21 年法律第

72 号，エネルギー供給構造高度化法）では，再

生可能エネルギー源として，太陽光，風力，水

力，地熱，太陽熱，大気中の熱その他の自然界

に存する熱，バイオマスと規定している。 

 
 

（出典：資源エネルギー庁） 

災害公営住宅 p41,42,69,77 

公営住宅法（昭和 26年法律第 193 号）に基づき，県や市町村が整備し，自宅を失った被災者に恒久的に

貸し出す住宅のこと。 

里山 p47,48 

原生的な自然と都市との中間に位置し，集落とそれを取り巻く二次林のこと。里山は，特有の生物の生 

息・生育環境として，また，食料や木材，エネルギーなど自然資源の供給，良好な景観，文化の伝承の観 

点からも重要な地域である。  

三ふっ化窒素（NF3） p8 

温室効果ガスの一種。半導体化学でエッチング液などとして使われる無色，有毒，無臭，不燃性，助燃性

の気体である。地球温暖化係数は二酸化炭素の 17,200 倍と高く，使用は増加傾向にある。 

自然エネルギー p66 

太陽光，風力，小水力，太陽熱，地熱その他の自然界に存する熱，バイオマスなどの自然由来で持続的利

用が可能なエネルギーであり，一般的には「再生可能エネルギー」と表現されている。 

宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例では，対象とする自然エネルギーについて，太陽光発電，

太陽熱利用及び太陽熱発電，風力発電，水力発電（出力 30,000kW 以下），波力・潮汐（ちょうせき）又は

潮流，海水・河川水等の熱利用，雪氷熱利用，地熱発電又は地熱利用，バイオマス発電又は熱利用などを規
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定している。 

次世代自動車 p47,79,80 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない，または全く排出しない，燃費

性能が優れているなどの環境にやさしい自動車のこと。ハイブリッド自動車，電気自動車（EV），プラグイ

ンハイブリッド自動車，燃料電池自動車（FCV），クリーンディーゼル車，CNG自動車等が該当する。 

次世代省エネルギー基準 p64 

住宅に使われるエネルギーの中で，冷暖房エネルギーに関する省エネルギー性能についての基準を示した

もので，1999（平成 11）年に建設省（現：国土交通省）により改正された住宅の断熱化基準のこと。Ⅰ地域

（寒）からⅥ地域（暖）までの 6つの地域区分に分けられている。 

なお，県内は，栗原市の一部（旧栗駒町，一迫町，鶯沢町，花山村）がⅡ地域に分類されていることを 

除き，Ⅲ地域に分類されている。 

市民ファンド p43 

市民から出資を募り，集めたお金を基にして運用される事業のこと。 

住宅ストック p65 

過去に建築され，現在も存在している住宅資産のこと。ヨーロッパでは，日本に比べて住宅の寿命が長く，

前世代からの住宅ストックを引き継ぐため，その分，住宅に掛かるコストを抑えることができる。 

充電インフラ p80  

電気自動車（EV）などの普及促進のために，主要道路沿いなどに必要な社会基盤（自動車用充電スタンド）

のこと。 

循環型社会 p1 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型社会形成推進基本法

（平成 12 年法律第 110 号）では，第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し，第二に排出された廃棄物

等についてはできるだけ資源として適正に利用し，最後にどうしても利用できないものは適正に処分するこ

とが徹底されることにより実現される，「天然資源の消費が抑制され，環境への負荷ができる限り低減され

た社会」としている。 

省エネ診断 p82 

工場やビルなどの施設を省エネの専門家が現地診断を行い，現状のエネルギー使用状態・状況から省エネ

対策案を数値化して策定し，各事業者に対し，省エネ効果量や温室効果ガス削減量に光熱費削減額や対策費

用なども含めた改善提案（希望により提案内容説明会も実施）を行うこと。 

代表的な省エネ診断事業者は一般財団法人省エネルギーセンターで中小企業等の事業者等のビル・工場等

の施設に対し，無料で診断を実施している。 

省エネルギー p1,2,12,17,18 など 

エネルギーの効率的な使用や，余分なエネルギーの消費を抑制することによって，エネルギーの消費量の

削減を図ること。我が国では，省エネ法に基づき，省エネルギーの推進に努めている。 

第 8次国民生活審議会総合部会報告によれば，生活における省エネルギーの基本的な要件について，①エ

ネルギーを無駄なく消費すること，②エネルギーを効率的に消費すること，③生活様式の工夫によってエネ

ルギーを大切に使うこと，としている。 

小水力発電 p14,20,28,43,75,76 など 

再生可能エネルギーの一つで，河川や水路に設置した水車などを用いて発電するもので，一般的には自然

破壊を伴うダム式の大規模な水力発電とは区別される。 

環境省によれば，小水力発電の厳密な定義はないが，新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平

成９年法律第 37号）では出力 1,000kW 以下の水力発電設備と定義されていることから，1,000kW 以下の水力

発電設備を小水力発電と呼ぶこともある。 

自立・分散型エネルギーシステム p40,77,78,81,85 

地域における多様なエネルギー源を活用して電力や熱等のエネルギーを確保する仕組みのこと。エネルギ

ーの効率的な利用のほか，災害等により外部からのエネルギー供給が遮断された場合に，エネルギー確保に

つなげることができる。 

新エネルギー p18,20,83 

「再生可能エネルギー」のうち，技術的に実用段階に達しつつあるが，経済性の面での制約から普及が十

分でないもので，非化石エネルギーの導入を図るために必要なもの。現時点で今後，「普及すべき段階」に

ある『太陽光発電』や『太陽熱利用』，『雪氷熱利用』などが「新エネルギー」とされている。（「再生可

能エネルギー」欄参照。） 

水素ステーション p15,42,85,87 

燃料電池自動車（FCV）等に水素を供給するための施設。各種燃料をその場で改質して水素を作り貯蔵・

供給するステーションと，外部から輸送した水素を貯蔵し，供給するステーションがある。 
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水素・燃料電池戦略ロードマップ（平成 26年 6月策定・平成 28 年 3月改訂） p87 

水素社会の実現に向けて産学官の取り組みを進めるため，燃料電池自動車や水素ステーション，家庭用燃

料電池などの普及・整備目標や具体的な取組をとりまとめたもの。 

スマートグリッド p77 

電力需給の両面の変化に対応し，電力利用の効率化を実現するために，情報通信技術（ICT）を活用して

効率的に需給のバランスをとり，生活の快適さと電力の安定供給を実現する電力送配電網のこと。 

スマートコミュニティ，スマートシティ p77 

家庭やビル，交通システム等を ITネットワークで接続し，再生可能エネルギー等の導入とエネルギー消

費の抑制を図り，地域全体でエネルギーを有効活用する次世代型の社会システムのこと。 

生物多様性 p45,70 

生態系・生物群系または地球全体に，多様な生物が存在していること。生物多様性条約では，生態系の多

様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3つのレベルで多様性があるとしている。 

設備容量 p19,20,21 

発電設備における単位時間当たりの最大仕事量。単位はワット（W），あるいは実用的にキロワット（kW）

が用いられる。 

創エネルギー p66,70 

電力を節約(省エネ)するだけではなく，各家庭でエネルギーを創りだしていこうという考え方。 

太陽電池による発電や家庭用燃料電池(エネファーム)の使用などがその例である。 

さらに蓄エネと組み合わせることによって，より効率的なエネルギー利用社会が達成される。 

ソーラーシェアリング（営農型発電設備） p80 

農地に支柱を立てて，営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する方式のこと。 
 

【タ行】 

太陽熱温水器 p20 

太陽熱を活用した温水器。従来から普及している，集熱器と貯湯槽が一体となった自然循環式に加え，集

熱器と貯湯槽を分離させ，水や不凍液を強制循環させる「ソーラーシステム」も太陽熱温水器の一種である。 

地域未来投資促進法 p84 

地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し，これを最大化しようとする地方公共団体

の取組を支援することを目的とした法律。3年間で 2，000社程度の支援を目指している。正式名称は「地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律第 40号）」といい，平

成 29 年に改正され，同年 7 月 31日に施行された。 

地球温暖化対策地域協議会 p97 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）に基づき設置される組織。地方公共団体，

地域センター，地球温暖化防止活動推進員，事業者，住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動

を行う者が構成員となり，連携して，日常生活に関する温室効果ガス排出量の抑制などに関し必要となるべ

き措置について協議し，具体的に対策を実践することを目的としている。本県においては「『ダメだっちゃ

温暖化』宮城県民会議」がこの地域協議会に該当する。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法，温対法） p97 

気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）で採択された京都議定書を受け，国，地方公共団体，事業者，

国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めた法律（平成 10 年法律第 117 号）。 

地球温暖化防止活動推進員 p61,62 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）第 23条の規定に基づき，地球温暖化防止

の普及啓発や実践活動を推進するため，県知事が委嘱している。地球温暖化の現状や地球温暖化対策に関す

る知識の普及及び地球温暖化対策の推進を図る活動を行う。 

地球温暖化防止活動推進センター p62 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）第 24条の規定に基づき，地球温暖化の現

状や地球温暖化対策の重要性に関する啓発・広報活動，地球温暖化防止活動推進員や民間の団体の支援活動

等を行うために設置される組織。 

本県では，2000（平成 12）年に，公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワークが指定されている。 

蓄エネルギー p66 

発電した電力を蓄電池・蓄電器に貯蔵することで，再生可能エネルギーの特徴である不安定性を解消する

もの。また，電力需要が緩和なときに貯めた電力を需要ピーク時に使用することもできる。 

蓄電池 p15,40,41,42,69,70,77 など 

充電によって繰り返し使用できる電池。鉛蓄電池，ニッケル水素電池，リチウムイオン電池，NAS（ナト

リウム硫黄）電池などの種類がある。バッテリーや二次電池とも呼ばれる。気象条件に左右されやすい風力・
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太陽光発電における出力変動の抑制や，電力需給のピークカット，停電時バックアップ対策等への活用が注

目を集めている。 

超臨界地熱発電 p81 

プレートテクトニクスによって地下に引き込まれた海水に起因する水分が，マグマの周辺に高温・高圧（超

臨界状態）で賦存していると考えられており，この地熱資源を活用した発電のことをいう。超臨界地熱発電

技術は 2016 年 4月の内閣府の総合科学技術・イノベーション会議において，革新技術の一つとして「エネ

ルギー・環境イノベーション戦略（NESTI2050）」の中で位置付けられている。 

低炭素建築物 p78 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84 号）に基づき，二酸化炭素の排出の抑制に資す

る建築物として認定を受けた建築物のこと。 

低炭素社会 p1,2,44,58,61 など 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出を，経済発展を妨げることなく，現状の産業構造やラ

イフスタイルを変えることで低く抑えた社会。化石燃料使用量の削減，高効率エネルギーの開発，エネルギ

ー消費の削減，資源の有効利用などによって実現を目指す。 

電力小売の全面自由化 p14 

電気事業法（昭和 39年法律第 170 号）による参入規制によって地域の電力会社に地域独占が認められて

きた電力の小売事業を全面的に自由化すること。現在は，一部例外があるものの原則として家庭や商店など

を含む全ての電気利用者が，経済性や供給サービスの観点で電気の小売事業者を選択することができる。 

トップランナー制度 p64 

エネルギー多消費機器のうち，省エネ法で指定する特定機器の省エネルギー基準を，各々の機器において，

基準設定時に商品化されている製品のうち「最も省エネ性能が優れている機器（トップランナー）」の性能

以上に設定する制度のこと。これにより，省エネ性能に優れた機器の普及を図ることを目的としている。 
 

【ナ行】 

ナッジ（nudge） p61,62,63 

ナッジとは直訳すると「ひじで軽く突く」という意味。行動科学の分野などにおいて，選択を禁じること

も，経済的なインセンティブを大きく変えることもなく，人々の行動を予測可能な形で変える仕組みや手法

を示す用語として用いられる。近年，海外を中心にナッジなどの行動科学を政策に活用する動きがみられ，

我が国でも環境省が環境・エネルギー分野での活用を目指した実証事業が始まっている。 

二国間クレジット制度（JCM） p6 

日本国及びパートナー国が，JCM に係る二国間文書に基づき運用する制度。パートナー国によっては，二

国間オフセット・クレジット制度（Bilateral Offset Credit Mechanism）と呼ばれる。 

二酸化炭素（CO2） p2,6,8,9,27 など 

温室効果ガスの一つ。炭酸ガスともいう。無色，無臭の安定な気体で水に溶ける。二酸化炭素は自然界に

も存在しているが，特に化石燃料などの消費拡大に伴い，大気中に排出される量が増加している。代表的な

温室効果ガスであり，我が国の温室効果ガス総排出量の 9割以上を占めている。 

ネガワット取引 p15 

ネガワットとは，企業や家庭が節電することにより生み出された電力を指す（発電所が生み出す通常の電

気はポジワットという）。ネガワット取引とは，この節電により生み出された電力には発電と同等の価値が

あるとみなし，企業や家庭の節電分に対して報奨金を支払う仕組みのこと。我が国では，電力需要の山（ピ

ーク）を抑制するため，電力システム改革の一環として 2017（平成 29）年 4月より開始された。 

熱量換算 p22,32,36,53, 

石油や電力など様々なエネルギーを熱量（J）単位に換えて計算し直すこと。 

燃料電池 p2,39,40,42,55,67,85,86,87 

水素と酸素を電気化学的に反応させることによって，電気を発生させる発電装置のこと。エネルギー効率

が高く，また窒素酸化物の発生が少ない等，環境への負荷が低い。天然ガス・メタノール等の幅広い燃料の

使用が可能である。 

家庭用では，ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し，このとき発生する熱でお湯

もつくる高効率の家庭用燃料電池（エネファーム）として，販売されている。 

 

【ハ行】 

パークアンドライド p79 

自動車等を郊外の駐車場に停車させ，そこから路線バスや電車の公共交通機関に乗り換えて目的地へ行く

方法のこと。 
 



資料編 

 
108 

 

パーフルオロカーボン（PFC） p8 

フロンの一種。1980 年代から，半導体のエッチングガスとして使用されている化学物質で，人工的温室効

果ガスである。ハイドロフルオロカーボン（HFC）ほどの使用量には達しないものの，クロロフルオロカー

ボン（CFC）の規制とともに，最近，使用量が急増している。地球温暖化係数は，二酸化炭素の 6,500～9,200

倍である。京都議定書で削減対象の温室効果ガスの一つとされた。 

排出係数 p8 

単位当たりの二酸化炭素（CO2）排出量のこと。例えば，電力の使用に伴う二酸化炭素（CO2）排出係数の

単位は kg‐CO2/kWh である。 

バイオマスエネルギー p21,74 

バイオマスから得られる循環型エネルギーで，石油代替エネルギーの一つ。エネルギー化が可能なバイオ

マスとしては，サトウキビ，とうもろこしなどの農産物，廃材・間伐材，食品廃棄物，糞尿などが挙げられ

るが，もともとこれらは光合成で二酸化炭素（CO2）を取り込んだ植物から生じたものであるため，燃焼時

に二酸化炭素（CO2）を放出しても，二酸化炭素（CO2）の絶対量を増やすことがない。 

廃棄物系のバイオマスとしては，廃棄される紙，家畜排せつ物，食品廃棄物，建設発生木材，黒液，下水

汚泥などがある。主な活用方法としては，農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ原料として

の利用があるほか，燃焼による発電，アルコール発酵やメタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用

もある。 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） p8 

フロンの一種。オゾン層を破壊しないことから，クロロフルオロカーボン（CFC）やハイドロクロロフル

オロカーボン（HCFC）の規制に対応した代替物質として 1991（平成 3）年頃から使用され始めた化学物質で，

近年，その使用が大幅に増加している。HFCは人工的な温室効果ガスで，地球温暖化係数は，二酸化炭素の

数百～11,700倍と大きい。エアコンの冷媒などに使われているが，オゾン層を破壊物質の生産，消費等の規

制を目的としたモントリオール議定書により，先進国では 1996（平成 8）年より生産の総量規制が開始され，

2030年の全廃が決まっている。 

ヒートアイランド p78,79 

都市部において高密度にエネルギーが消費され，また地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆わ

れているため，水分の蒸発による気温の低下が妨げられ，郊外部よりも気温が高くなっている現象のこと。 

ヒートポンプ p67,80 

少ない投入エネルギーで，空気中などから熱を集め，大きな熱エネルギーとして利用する技術のこと。 

身の回りにあるエアコンや冷蔵庫，最近では電気給湯器などにも利用されている省エネ技術。ヒートポンプ

を利用すると，使ったエネルギー以上の熱エネルギーを得ることができ，大切なエネルギーを有効に使うこ

とができる。 

ベースロード電源 p21 

季節，天候，昼夜を問わず，一定量の電力を安定的に低コストで供給できる電源のこと。ベース電源とも

いう。原子力発電，石炭火力発電，一般水力発電，地熱発電などが該当する。電源にはこのほか「ピーク電

源」（需要増に応じて出力変動が容易な電源のことで，火力発電や揚水式水力発電が該当），「ミドル電源」

（発電コストがベースロード電源に次いで低いもので，天然ガスや LPガス発電などが該当）がある。 
 

【マ行】 

マイクログリッド p41 

既存の大規模発電所からの送電電力にほとんど依存せず，エネルギー供給源と消費施設をもつ小規模なエ

ネルギー・ネットワークのこと。エネルギー供給源としては分散型電源（太陽光発電等に代表される再生可

能エネルギー電力）があり，これらの間欠的なエネルギー供給特性を補い，住宅やオフィスなどのエネルギ

ー需要特性と適合させるよう，情報通信技術を利用してネットワーク全体を管理運転することが特徴。 

みちのく環境管理規格（みちのく EMS） p82 

地域独自の環境マネジメントシステムとして 2003（平成 15）年 12月に策定された規格。ISO14001 環境マ

ネジメントシステムを基本にしながら，費用や人的・時間的負担の少ない，平易で取り組みやすいシステム

となっている。 

未利用エネルギー p40 

工場などからの排熱や，河川水・下水などの温度差エネルギーといった，これまで利用されていなかった

エネルギーの総称のこと。 

メガソーラー p27,40,70 

大規模太陽光発電所のこと。一般的に出力が１MW(メガワット＝1,000kW)以上の施設がメガソーラーと称

されている。他の火力発電所，原子力発電所に比べ，メンテナンスが容易で，建物屋上にも設置できるなど

の利点から電力会社以外の一般企業・自治体等が，売電用または自家発電用に太陽光発電設備を建設する事
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例が増加している。 

メタン（CH4） p8 

温室効果ガスの一つ。工業プロセスのほか，有機性の廃棄物の最終処分場や，下水汚泥の嫌気性分解過程，

水田や反すう動物の畜産からも発生する。地球温暖化係数は二酸化炭素の 21倍である。 

メタン発酵 p27,40,74 

食品残さや家畜ふん尿などの有機物を種々の嫌気性微生物の働きによって分解し，メタンガスや二酸化炭

素を生成するもの。発酵したメタンガスは燃焼させて熱エネルギー利用や発電を行う。 

モーダルシフト p79 

輸送手段を変更すること。鉄道・内航海運など，より環境負荷の小さい輸送方法の活用による環境負荷の

軽減という趣旨で使用される。 

猛きん類 p22,73 

獲物を捕らえるために，その体を進化させたタカやフクロウなどの鳥類。生態系の頂点に立つため，環境

変化の影響を受けやすく，レッドデータブック（Red Data Book，絶滅のおそれのある野生生物について記

載）において絶滅危惧種とされているものが多い。 

 

【ヤ行】 

余剰買取制度（太陽光発電） p20 

太陽光発電設備で作られた電気のうち，余剰電力（自家消費分を差し引いた電気）を電力会社が買い取り，

買取のための費用を「太陽光発電促進付加金」として全ての電気利用者が負担する制度。2009（平成 21）年

11 月に開始され，2012（平成 24）年７月に固定価格買取制度（FIT）に移行した。 
 

【ラ行】 

リードタイムの長い電源 p13 

事業に着手してから売電できるようになるまでの所要時間が長く，事業リスクが高いものを指す。一般的

には，水力発電や風力発電，地熱発電などが該当する。 

利用可能量 p22,67 

エネルギーの賦存量に対して，稼働時間や稼働条件などの効率面や野生生物の生息状況，各種法規制など

の制約を考慮した上で，エネルギー資源の量を算定したもの。賦存量の内数となる。 

林地残材 p74 

木材生産の過程において発生する地際（じぎわ：木の根元部分）や梢端（しょうたん：樹木の一番上部分），

森林外へ搬出されない間伐材等，通常は林地に放置される残材のこと。 

六ふっ化硫黄（SF6） p8 

温室効果ガスの一つ。1960年代から電気および電子機器の分野で絶縁材などとして広く使用されている化

学物質で，人工的な温室効果ガスである。使用量はそれほど多くないが，近年新たな用途開発の進展に伴い

需要量が増加している。地球温暖化係数は二酸化炭素（CO2）の 23,900倍である。ハイドロフルオロカーボ

ン（HFC），パーフルオロカーボン（PFC）とともに，京都議定書で削減対象の温室効果ガスの一つに指定さ

れている。 
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参考 2 計画策定にあたって  

 １ 計画策定までの経緯  

前基本計画の計画期間は，2014（平成 26）年度から 2020（平成 32）年度までの 7年間として

いましたが，この間には「パリ協定」への我が国の批准や震災を踏まえたエネルギー基本計画

の抜本的な見直しなど，我が国のエネルギーを取り巻く状況は急速に変化しています。 

このような社会情勢に県としても対応する必要があることから，2017（平成 29）年 5月 26

日に宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会に対して諮問を行うとともに，再

生可能エネルギーの利用可能量等の基礎調査や国の長期エネルギー需給見通し等を踏まえた目

標設定及び取組に対する審議を行いました。 

この結果，2018（平成 30）年 3月に県としての計画案を取りまとめ，市町村への意見照会，

パブリックコメント等を経て，2018（平成 30）年 7月に宮城県再生可能エネルギー等・省エネ

ルギー促進審議会から計画案について答申されました。 

 

参考表 1 計画策定に係る経緯 

時  期 検討内容等 

2017年 5月 26日 

（平成 29年） 

○ 「宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会」を開催。基本計画

の見直しについて諮問。また，再生可能エネルギー等の導入量の現状や県の施策

等について報告。 

   11月 21日 
○ 「宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会」を開催。基本計画

の中間点検，新計画の骨子（目標指標や施策の方向性）について協議。 

2018年 2月 22日 

（平成 30年） 

○ 「宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会」を開催。基本計画

素案について協議。 

   3月 28日～ 

    4月 27 日 
○ 市町村に対する意見照会，パブリックコメントを実施。 

6 月 8 日 
○ 「宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会」を開催。基本計画

最終案について協議。 

 7月 12 日  
○ 「宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会」基本計画について

答申。 
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 ２ 検討体制  

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会 （1）
 

参考表 2 宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会名簿（敬称略，五十音順） 

氏 名 所 属 等 分野 

 伊勢田 晋 
東北電力株式会社 宮城支店副支店長 
（任期：平成 28 年 1 月 25 日～平成 29 年 6 月 28 日） 

電気事業者 

 板 明果 宮城大学 事業構想学部 講師 消費と環境 

 遠藤 智栄 
公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 理事 
（任期：平成 28 年 1 月 25 日～平成 30 年 1 月 24 日） 

環境 NGO 

 小野田 弘士 早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 教授 スマートコミュニティ 

 川村 真貴 県民公募委員（任期：平成 30 年 1 月 25 日～平成 32 年 1 月 24 日） 県民 

 熊沢 治夫 公益社団法人宮城県バス協会 専務理事 運輸業界 

 小林 仁 仙台市 環境局長 市町村 

 齋藤 幹治 一般社団法人東北経済連合会 常務理事 産業界 

 斎藤 浩海 東北大学大学院工学研究科 教授 ネットワーク制御 

 佐々木 美那子  宮城県生活学校連絡協議会 監事 消費者団体 

 佐藤  久 
宮城県消費者団体連絡協議会 常任委員 
（任期：平成 30 年 1 月 25 日～平成 32 年 1 月 24 日） 

消費者団体 

 菅田 華江 
公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 事務局  
（任期：平成 30 年 1 月 25 日～平成 32 年 1 月 24 日） 

環境 NGO 

 髙橋 泰治 公益社団法人宮城県トラック協会 常務理事 運輸業界 

 瀧川 利美 
東北経済産業局 資源エネルギー環境部長 
（任期：平成 29 年 8 月 25 日～平成 32 年 1 月 24 日） 

関係行政機関 

 多田 千佳 東北大学大学院農学研究科 准教授 環境システム生物学 

 玉手 富美子 
宮城県消費者団体連絡協議会 副会長 
（任期：平成 29 年 8 月 15 日～平成 30 年 1 月 24 日） 

消費者団体 

 塚﨑 隆夫 県民公募委員（任期：平成 28 年 1 月 25 日～平成 30 年 1 月 24 日） 県民 

 中野 俊昭 日本チェーンストア協会 東北支部事務局長 流通業界 

 中村  仁 
東北経済産業局 資源エネルギー環境部長 
（任期：平成 28 年 1 月 25 日～平成 29 年 8 月 24 日） 

関係行政機関 

 新妻 弘明 東北大学 名誉教授 地産地消エネルギー 

 早坂 隆行 
東北電力株式会社 宮城支店副支店長 
（任期：平成 29 年 6 月 29 日～平成 32 年 1 月 24 日） 

電気事業者 

 土方 エイ子 
宮城県消費者団体連絡協議会 副会長 
（任期：平成 28 年 1 月 25 日～平成 29 年 8 月 14 日） 

消費者団体 

 平賀 ノブ 宮城県中小企業団体中央会 理事 中小企業 

 松八重 一代 東北大学大学院環境科学研究科 教授 廃棄物経済学 

 村上 ひろみ 株式会社北洲 代表取締役社長 建築業界 

 和田山 智正 東北大学大学院環境科学研究科 教授 燃料電池 
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パブリックコメント （2）

2018（平成 30）年 3 月 28 日から 4月 27日までの間，「再生可能エネルギー等の導入促進及

び省エネルギーの促進に関する基本的な計画」について，パブリックコメント及び「ダメだっ

ちゃ温暖化」宮城県民会議の各団体への意見照会を実施した結果，79 件の意見が寄せられまし

た。 

これらの県民の皆様から寄せられた御意見に基づき，計画（案）の一部修正を行いました。 

 

  



資料編 

 
113 

 

参考 3 目標値の考え方について  

 １ 再生可能エネルギーの導入量  

導入量の考え方 （1）

エネルギー種ごとに，国の政策のほか，県や市町村，民間事業者等の取組により導入が進む

ことを考慮し，増加分の目標として見込みました。また，環境省が示す導入ポテンシャルの考

え方に準拠して算出した県の導入ポテンシャルと，現状の導入量を踏まえ，各種課題を考慮し

た上で設定しています。 

目標の設定方法 （2）

上述した導入量の考え方に基づき，低位～高位ケースを設定しました。 

ケース 考え方 

高位ケース 
・2050 年に宮城県のエネルギー種毎の導入ポテンシャルについて，最大限活用

が進んだ想定の上でバックキャスト※して 2030年の導入見込量を設定 

低位ケース 
・現状からのトレンド推計及び現実的な導入見込により 2030 年の導入見込量を

設定 

中位ケース 
・高位・低位ケースの中程度の普及とし，エネルギー種毎に対策効果を加味した

上で 2030年の導入見込量を設定 

 ※ 未来のある時点に目標を設定しておき，そこから振り返って現在すべきことを考える方法 

エネルギー種別の想定導入量 （3）

本計画では，本県の特性(導入ポテンシャル)，これまでの再生可能エネルギー等導入状況及

びその課題，今後の施策効果量などを踏まえ，導入ポテンシャルの最大限活用と現実的な導入

見込量の中程度となる目標値（中位ケース）を採用しました。なお，系統連系接続の解消，各

種技術革新，発電までのリードタイム短縮等の課題が一定程度解決していることを前提条件と

しています。 

参考表 3 エネルギー種別の想定導入量 

  

 
注）熱量換算は一次エネルギー換算値（高度利用分はエネルギー削減量） 

※1）導入ポテンシャルは，環境省の考え方に基づく推計値 

※2）エネルギーの高度利用分は次頁の省エネ効果量として算入  

太陽光 226,446 1,636 1,234,877 10,317 1,432,277 12,119 2,336,958 21,331 5,850,000 51,560

バイオマス 10,383 464 29,760 1,824 43,601 2,673 57,441 3,522 76,588 4,695

風力 20 0.3 89,199 1,359 222,199 3,458 498,400 8,907 34,303,000 755,504

水力 74,248 3,336 89,000 4,062 90,368 4,124 91,737 4,187 115,500 5,271

地熱 3,000 222 15,000 799 16,680 888 34,586 1,841 79,700 4,244

314,096 5,659 1,457,836 18,361 1,805,125 23,262 3,019,121 39,788 40,424,788 821,274

太陽熱 25,512 338 372 993 2,226 9,000

バイオマス 36 10,670 11,142 11,335 11,529 15,438

地中熱 0 0 103 379 1,360 111,000

－ 11,007 － 11,617 － 12,707 － 15,115 － 135,438

－ 16,666 － 29,978 － 35,969 － 54,902 － 956,712

【参考】

導入ポテンシャル※1低位ケース 中位ケース 高位ケース
区分

基準年
（2013年度）

目標年（2030年度）

出力等
熱量換算
（TJ）

出力等
熱量換算
（TJ）

出力等
熱量換算
（TJ）

出力等
熱量換算
（TJ）

熱量換算
（TJ）

出力等

電気
利用
(kW)

電気利用合計

熱
利用
(件)

熱利用合計

再エネ合計

コジェネ（kW） 110,626 9,157 153,397 12,698 157,692 13,053 161,987 13,409

燃料電池（台） 421 1.9 7,400 34 49,777 230 92,154 425

83,996 449,668 763,846 1,069,384

29.5% 50.1% 70.1%

－ 10,087 － 17,159 － 22,885 － 27,277 － －

クリエネ自動車
(台数・％）

928 4,427 9,602 13,443

高度
利用
※2

高度利用合計
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 ２ エネルギー消費量の削減量  

エネルギー削減量の考え方 （1）

本計画では，分野毎の省エネ技術の開発や普及等を踏まえた国の計画の目標値を分野別に宮

城県シェア分で按分したものを「国寄与分」として算入し，加えて県独自の取組強化により省

エネ技術の導入・普及率の上昇が期待できる取組項目を県独自寄与分として積み増しして設定

しました。（なお，前項のコージェネレーション・燃料電池・クリエネ自動車などエネルギー

高度利用分は省エネ効果量として算入しています。） 
 

目標の設定方法 （2）

上述した導入量の考え方に基づき，低位～高位ケースを設定しました。 

ケース 考え方 

低位ケース ・国目標値を基に，分野ごとに宮城県シェア率を設定し按分計算により算定 

高位ケース 
・2050 年には県独自施策により導入率・普及率が 100％になるものとして想定し

た上で，分野毎にバックキャストして 2030年の削減量を設定 

中位ケース ・高位・低位ケースの中程度の普及とし，削減見込量を設定 

 

参考表 4 エネルギー消費量の削減量 

  

①省エネ性能の高い設備・機器等の導入（業種横断） 5,483 TJ 6,687 TJ 7,890 TJ

②同上（化学工業） 103 TJ 192 TJ 282 TJ

③同上（窯業・土石製品製造業） 33 TJ 160 TJ 287 TJ

④同上（建設施工分野） 244 TJ 306 TJ 369 TJ

⑤同上（施設園芸・農業機械・漁業分野） 372 TJ 390 TJ 408 TJ

⑥FEMSを利用したエネルギー管理 316 TJ 497 TJ 679 TJ

小計 6,550 TJ 8,232 TJ 9,914 TJ

①住宅の省エネ化 2,374 TJ 3,186 TJ 3,999 TJ

②高効率な省エネルギー機器の普及 3,558 TJ 3,639 TJ 3,721 TJ

③HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 1,187 TJ 1,187 TJ 1,187 TJ

④トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上（家庭部門） 889 TJ 889 TJ 889 TJ

⑤国民運動の推進 150 TJ 263 TJ 377 TJ

小計 8,158 TJ 9,164 TJ 10,171 TJ

①建築物の省エネ化 2,577 TJ 2,652 TJ 2,726 TJ

②高効率な省エネルギー機器の普及 2,179 TJ 2,179 TJ 2,179 TJ

③トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 1,922 TJ 1,922 TJ 1,922 TJ

④BEMSの活用、省エネ診断等を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 1,678 TJ 1,757 TJ 1,836 TJ

⑤水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等 133 TJ 133 TJ 133 TJ

⑥廃棄物処理における取組 706 TJ 706 TJ 706 TJ

⑦国民運動の推進 337 TJ 516 TJ 694 TJ

小計 9,532 TJ 9,864 TJ 10,197 TJ

①次世代自動車の普及、燃費改善 4,001 TJ 8,677 TJ 12,148 TJ

②道路交通流対策、公共交通機関の利用促進等

③自動車運送のグリーン化、トラック輸送の効率化、モーダルシフト等

④分野ごとの省エネ化・低炭素化（鉄道・航空・船舶）

⑤各省連携施策の計画的な推進（運輸部門）

⑥国民運動の推進

小計 9,375 TJ 14,051 TJ 17,521 TJ

33,615 TJ 41,312 TJ 47,803 TJ

52,325 TJ 59,927 TJ 66,504 TJ

産業
部門

目標年（2030年度）の削減量
区分 取組内容

低位ケース 中位ケース 高位ケース

5,374 TJ 5,374

家庭
部門

業務
部門

運輸
部門

合計（最終エネルギー消費）

合計（一次エネルギー換算）

TJ 5,374 TJ
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参考 4 県内各地の取組  

 １ エコタウン（スマートシティ）の取組  

県内市町村の主な取組は以下のとおりです。 

 

 
参考図 1 県内のエコタウンに向けた主な取組 

 

 

  

⑤多賀城市 
減災リサーチパーク構想 

①仙台市 
エコモデルタウンプロジェクト 

④大衡村 
大衡村スマートコミュニティ化 

実行計画策定事業 

⑥大崎市 
大崎市バイオマス産業都市構想 

⑦東松島市 
環境未来都市構想 

③気仙沼市 
気仙沼市民の森風力発電所 

⑧南三陸町 

南三陸町バイオマス産業都市構想 

②石巻市 
エコ・セーフティタウン事業 
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①仙台市 エコモデルタウンプロジェクト 

「エコモデルタウンプロジェクト」では，特定のエネルギーに過度に依存せず，暮らしに必要なエ

ネルギーを自ら効率的に作り出すことのできるまちづくりを進めている。 

田子西地区では田子西復興公営住宅（4棟・176世帯）と戸建住宅（16戸），荒井東地区では荒

井東復興公営住宅（2 棟・298 世帯）に，太陽光発電パネル，蓄電池，ガスコージェネレーションシ

ステム（都市ガスから電気とお湯を同時につくるシステム（※田子西のみ））などのさまざまな方法で

発電した電気を効率よく組み合わせて供給するためのエネルギーマネジメントシステムを導入して

いる。 

 
    ※参考：仙台市ウェブサイト  

http://www.city.sendai.jp/kankyo/jigyosha/kezai/sangaku/project/modeltaun/index.html 

 

②石巻市 エコ・セーフティタウン事業 

復興公営住宅，公共施設に太陽光発電施設，非常用蓄電池，EMS（エネルギーマネジメントシ

ステム）を導入し，低炭素なエコタウンと災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくりを進める。

（経済産業省の平成 25年度スマートコミュニティ導入促進事業） 

 

    ※参考：経済産業省ウェブサイト http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/015_haifu.html  

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/015_haifu.html
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③気仙沼市 気仙沼市民の森風力発電所 

宮城県内初の大型風力発電の運営会社と

して地元企業３社が共同出資をして民間企業

を設立した。市有地を借用し，出力 1,870ｋＷ

の風力発電４基を設置。 

 

事業開始：平成 29年 1月 

 

 

 
 

④大衡村 大衡村スマートコミュニティ化実行計画策定事業 

F-グリッド計画の内容を村のバイオマス利用や地域防災計画に反映するほか，地域のエネルギ

ー情報のネットワーク化（CEMS 活用）によって大衡村のスマート化を促進するなど，「地域と工業

団地が一体となった安全で安心なまちづくり」を推進する。 

 （みやぎ環境交付金（市町村提案型）活用事業） 

【F-グリット構想】 

第二仙台北部中核工業団地内の隣

接する工場間，工場と地域の連携も含

めたエネルギー管理を行い，省エネ化

を図り，再生可能エネルギー利用を推

進する構想。 

 

・工場エネルギー自給率の向上 

・近隣工場とのエネルギーの融通 

・地域エネルギー供給・ネットワーク化 

・再生可能エネルギーの大規模利用 

・工場のエネルギーマネジメントによる省エネルギー 

 
    ※参考：大衡村ウェブサイト_みやぎ環境交付金事業（みやぎ環境税）を活用した取組について 

http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/miyagi-kankyoukoufukinjigyo.html 

 

  

http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/04seikatsu/miyagi-kankyoukoufukinjigyo.html
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減災リサーチパークのイメージ 

⑤多賀城市 減災リサーチパーク構想 

「減災」の考えに基づく再生可能エネルギーの利用

や合理化に資する新たな技術等の開発を目的として，

市内のソニー仙台テクノロジーセンター内に設置され

ている「みやぎ復興パーク」への減災技術の集積を進

める。 

集積のためのインセンティブとして，みやぎ復興パー

ク入居に係る負担金に対する助成，復興特区法による

課税の特例の適用等を独自に整備するとともにメイド・

イン多賀城の減災モデルを生み出し，広く発信しなが

ら「減災技術」が集積する街を目指す。 

    ※参考：多賀城市ウェブサイト 

http://www.city.tagajo.miyagi.jp/ganbaro/kurasi/daishinsai/torikumi/resarchpark.html 

 

 

⑥大崎市 大崎市バイオマス産業都市構想 

地域内に存在するバイオマス資源を活用し，経済性が確保された持続可能な地域産エネルギ

ーの需要と供給の確立を目指すこととして

おり，次のプロジェクトの推進を図っていく。 

 

・間伐材のエネルギー利用のための生産拠

点整備及び収集体制の構築 

・複合型エネルギー供給による稼働システ

ム整備導入・森林資源のエネルギー利用

と災害時のエネルギー確保 

・高効率メタン発酵技術の確立，エネルギ

ー利用及び運用体制の構築 

・既存事業の推進（廃食用油の再資源化，

ヨシペレットの活用） 

・バイオマス資源活用の普及・啓発の推進 

    ※参考：大崎市ウェブサイト http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,239,28,109,html 

  

大崎市バイオマス産業都市構想のイメージ図 
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⑦東松島市 環境未来都市構想 

平成 23年 12月に内閣府より環境未来都市として選定され，復興まちづくり計画リーディング

プロジェクトの具現化とともに環境や超高齢化の課題解決を目指し取組んでいる。 

その取組の一環として，スマート防災エコタウン（32頁の第 2章第 4節に詳細掲載）や奥松島

「絆」ソーラーパーク・カーポートソーラーが構築された。 

＜奥松島「絆」ソーラーパーク・カーポートソーラー＞ 

被災元地の有効な土地利用を目的

として，民間企業が約 2MW の発電能

力をもつメガソーラーを設置・運営して

いる。隣接した築山には発電モニター

などを設置し，自然エネルギー発電の

仕組みを子どもたちが学べる環境教育

施設としても利用が可能である。 

また，防災拠点となる市内 3 ヶ所の

公共施設にはカーポート型の太陽光

発電設備を導入し，通常は事業者によ

り売電されているが，災害時は非常用

電源として活用する。 

上記 4 ヶ所において，2015年から市民ファンドによる運営が開始され，事業収益が地域に還

元される仕組みになっている。 
    ※参考：環境未来都市構想ウェブサイト http://future-city.jp/torikumi/higashimatsushima/ 

 

⑧南三陸町 南三陸町バイオマス産業都市構想 

＜１．バイオガス事業＞ 

南三陸町バイオマス産業都市構想

の一環として，同町から出る生ごみや

し尿・合併浄化槽汚泥といった未利用

バイオマスを利用し，バイオガス発電を

行っている。生産した電気は施設内で

消化し，余剰分は売電することで，エ

ネルギーの地産地消を実現している。

元々，町にはごみ焼却施設がなく，近

隣の市へ委託していたため，町内での

廃棄物処理システム構築の役割も担っ

ている。 

事業主体：アミタ株式会社 

事業期間：平成 27年 10月～ 

 

＜２．木質ペレット事業＞ 

南三陸バイオマス産業都市構想のもう１つの柱として，林地残材や製材工場残材等を再利用し

て木質ペレットを生産し，地域内の公共施設や事業所及び一般家庭のボイラーやストーブに供給

する地域エネルギーの地産地消を推進している。現在は，木質ペレットの供給先確保のため，ボ

イラーとストーブの設置に対する補助金制度を設けて普及に努めている。 

 
    ※参考：南三陸町ウェブサイト https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,6273,45,html 

  

南三陸町バイオマス産業都市構想の全体イメージ 
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 ２ 地域における取組の概要  

県内各地では再生可能エネルギー等の導入や省エネルギーの促進に関し，市町村や民間団体

によって様々な取組が行われている。それぞれの市町村では，みやぎ環境税を活用した各種事

業を実施しているほか，多くの市町村では，防災拠点への太陽光発電設備等の導入や，住宅用

太陽光発電設備に対する導入補助などを実施している。 

ここでは，これらの取組のうち，近年，市町村が事業主体となっているもの，公有地で実施

しているもののうち主なものを取りまとめた。 

また，民間事業者が主体となった取組についても，主なものとして，大規模太陽光発電（10MW

以上）などの各種再生可能エネルギー等の導入，エネルギーの導入可能性調査や地域エネルギ

ーシステムの活用等を「民間事業者の取組」として併せて掲載した。 

 

参考表 5 沿岸部（広域石巻圏，広域気仙沼・本吉圏）における取組の概要等 

市町村名 事業名等 概要 

石巻市 

エコ・セーフティタウン事
業（再掲） 

経済産業省の平成 25年度スマートコミュニティ導入促進事業。 
復興公営住宅，公共施設に太陽光発電施設，非常用蓄電池，

EMS（エネルギーマネジメントシステム）を導入し，低炭素なエコタウ
ンと災害時にも灯りと情報が途切れないまちづくりを進める。 

カーシェアリングによる移
動・コミュニティ形成支援
事業 

石巻市内に設立された「カーシェアリング・コミュニティ・サポート
センター」が，仮設団地等において，被災された方々を対象としたカ
ーシェアリングサポートを実施し，移動とコミュニティ形成に寄与して
いる。管理運営は，利用代表者及び自治会等が行う。 
事業主体：一般社団法人日本カーシェアリング協会 
事業期間：平成 24年 2月～ 
運営台数：約 20台（うちＥＶ9台） 

ＥＶを活用した地域での
再生可能エネルギー活
用モデル構築事業 

平成 27年度から市公用車として本庁舎並びに総合支所にＥＶ及
び普通充電器を順次導入し，環境負荷軽減と防災機能の強化に努
める。 

気仙沼市 
【民間事業者による取組】 
気仙沼市民の森風力発
電所（再掲） 

宮城県内初の大型風力発電の運営会社として地元企業３社が共
同出資をして民間企業を設立した。市有地を借用し，出力 1,870ｋ
Ｗの風力発電４基を設置。 
事業開始：平成 29年 1月 
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市町村名 事業名等 概要 

東松島市 

環境未来都市構想（再
掲） 

平成23年12月に内閣府より環境未来都市として選定され，復興
まちづくり計画リーディングプロジェクトの具現化とともに環境や超高
齢化の課題解決を目指し取組んでいる。 
復興まちづくりを産学官民で取り組むために設立した中間支援組

織「（一社）東松島みらいとし機構（愛称：HOPE）」をはじめ国内外と
連携し，環境未来都市構想の計画事業として位置付けた「分散型
地域エネルギー自立都市プロジェクト」において，以下の取組を推
進している。 
 
・MATSUSHIMA自然エネルギーパーク構想の実施 
・ネット・ゼロ・エネルギーシティの実現 
・中核避難所におけるエネルギー自給率 
・災害に強く安全なまちづくり 

 

奥松島「絆」ソーラ
ーパーク・カーポー
トソーラー 

被災元地の有効な土地利用を目的として，民間企業が約 2MW
の発電能力をもつメガソーラーを設置・運営している。隣接した築山
には発電モニターなどを設置し，自然エネルギー発電の仕組みを
子どもたちが学べる環境教育施設としても利用が可能である。 
また，防災拠点となる市内 3 ヶ所の公共施設にはカーポート型の

太陽光発電設備を導入し，通常は事業者により売電されているが，
災害時は非常用電源として活用する。 
上記 4ヶ所において，2015年から市民ファンドによる運営が開始

され，事業収益が地域に還元される仕組みになっている。 

東松島市スマート
防災エコタウン電力
マネジメントシステ
ム構築事業 

東松島市の災害公営住宅85戸及び周辺の病院等に自営線によ
るマイクログリッドを構築し，太陽光発電をメイン電源として再生可能
エネルギーの地産地消を実現している。不足する電力は蓄電池か
らの放電や既存の系統を介して東松島市が持つ低炭素電源を用い
ることで，経済的かつ低 CO₂で効率的な電力供給を行っている。 
非常時は，優先度を設定しながら住居や周辺の病院，公共施設

へ電力を供給し，災害に強いまちづくりを実施している。 

東松島市防災調整池土
地貸し太陽光発電事業 

民間活力を活用した市有施設の有効活用として，市が所有する
防災調整池内に太陽光パネルを設置し太陽光発電などの再生可
能エネルギーの利用を促進するとともに，環境やエネルギーに対す
る市民意識の向上を図ることを目的としている。事業者は，市内４か
所の調整池内に太陽光発電所を設置し FIT売電を実施している。 
１．あおい一号防災調整池 
２．あおい二号防災調整池 
３．矢本西防災調整池 
４．牛網防災調整池 
事業開始：平成２９年１月 

七ヶ浜町 環境フェスタ開催事業 

環境フェスタのイベントを6月と3月に開催し，省エネ，節電

等の普及啓発を行う。環境講座の開催。しちがはま環境大賞の

表彰式を実施する。 
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市町村名 事業名等 概要 

南三陸町 

南三陸町バイオマス産業
都市構想（再掲） 

１．バイオガス事業 
南三陸町バイオマス産業都市構想の一環として，同町から出る生
ごみやし尿・合併浄化槽汚泥といった未利用バイオマスを利用し，
バイオガス発電を行っている。生産した電気は施設内で消化し，
余剰分は売電することで，エネルギーの地産地消を実現してい
る。元々，町にはごみ焼却施設がなく，近隣の市へ委託していた
ため，町内での廃棄物処理システム構築の役割も担っている。 
事業主体：アミタ株式会社 
事業期間：平成 27年 10月～ 
 

 ２．木質ペレット事業 
南三陸バイオマス産業都市構想のもう１つの柱として，林地残材や
製材工場残材等を再利用して木質ペレットを生産し，地域内の公
共施設や事業所及び一般家庭のボイラーやストーブに供給する
地域エネルギーの地産地消を推進している。現在は，木質ペレット
の供給先確保のため，ボイラーとストーブの設置に対する補助金
制度を設けて普及に努めている。 

南三陸町役場庁舎 

再生可能エネルギー等を庁舎再建時に取り入れたもの。 
・太陽光パネルで発電し，蓄電した電力を非常用として利用 
・ペレットボイラー及び地中熱を使った空調設備の整備 
・南三陸町 FSC木材を庁舎に使用 
平成 29年 9月に移転。 
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参考表 6 都市部（広域仙台都市圏）における取組の概要等 

市町村名 事業名等 概要 

仙台市 

エコモデルタウンプロジェ

クト（再掲） 

「エコモデルタウンプロジェクト」では，特定のエネルギーに過度
に依存せず，暮らしに必要なエネルギーを自ら効率的に作り出す
ことのできるまちづくりを進めている。 
田子西地区では田子西復興公営住宅（4 棟・176 世帯）と戸建

住宅（16戸），荒井東地区では荒井東復興公営住宅（2棟・298世
帯）に，太陽光発電パネル，蓄電池，ガスコージェネレーションシス
テム（都市ガスから電気とお湯を同時につくるシステム）などのさま
ざまな方法で発電した電気を効率よく組み合わせて供給するため
のエネルギーマネジメントシステムを導入している。 

小水力発電事業 

○宮城県企業局小水力発電事業（高区調整池） 
県は，仙台市太白区茂庭の水道施設（送水管）を貸出し，

小水力発電事業を実施。事業者は公募型提案方式により決定。 
事業主体：株式会社アクアパワー東北 
事業場所：仙南・仙塩広域水道 高区調整池 
工事着工：平成 26 年 1 月 
運転開始：平成 26 年 8 月 
出力：約 250kW 
発電電力量：約 186 万 kWh／年 

せんだい E-Action 

持続可能なライフスタイルと災害に強いまちづくりを目指して，
市民・事業者と力を合わせ「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」の３Eに取
り組む「せんだいE-Action」を展開。各種イベントやキャンペーン
等を行っている。 

FEEL Sendaiでの環境
教育・学習の推進 

・市民・NPO・学校・事業者・行政などのメンバーによる幅広いネッ
トワークを活用し，学校教育や生涯学習も含めた総合的な環境
教育・学習を包括的に推進 
・環境学習プログラムの体験実践（杜々かんきょうレスキュー隊） 
・身近な環境問題をテーマにした取組企画の募集・実践（未来プロ
ジェクトin仙台） 
・市民が気軽に環境について学べる機会を提供するための啓発イ
ベントの企画・実施（環境フォーラムせんだい） 
・環境教育に携わる若い世代の人材育成を目的とした事業（せん
だい環境ユースカレッジ） 
等の事業を実施 

廃棄物エネルギー利用 

 ごみ焼却余熱の有効利用：市内３工場(今泉,葛岡,松森)におけ
るごみの焼却処理の際に発生する熱を給湯，冷暖房に利用すると
共に自家発電を行い，電力としても利用している。また，近隣する
施設にも電力・熱供給を行っているほか，余剰電力を電力会社に
売却している。 

小水力発電事業 

○上追沢沈砂池小水力発電事業 
市水道局の水道施設の一部を貸付し，小水力発電事業を実

施。事業者は公募型提案方式により決定。 
事業者：株式会社東芝 
事業場所：上追沢沈砂池（原水導水管） 
出力：199kW 
事業期間：平成 25年 12月～平成 47年 12月 

 
○安養寺配水所小水力発電事業 
市水道局の水道施設に小水力発電設備を整備し，発電事業を

実施。 
事業場所：安養寺配水所（流入管） 
出力：25kW 
運転開始：平成 26年 2月 
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市町村名 事業名等 概要 

仙台市 

【民間事業者の取組】 

「地域バイオマス利活用

交付金」活用事業 

株式会社ジェイネックスは，平成 22 年度農林水産省「地域
バイオマス利活用交付金」を活用し，仙台市泉区の工業団地内に
食品リサイクル複合施設を建設した。県内の食品加工業者などか
ら排出される食品残さや汚泥を嫌気性消化し，発生するメタ
ンガスを利用した発電事業を行っている。電力は，施設内で
活用されるほか，余剰電力を売電している。また，同施設内
では，消化槽から生じる固形残さや汚泥を原料として堆肥を
製造しており，近隣の農家などに販売している。 

【民間事業者の取組】 
木質バイオマスコージ
ェネレーション設備事
業 

恵和興業株式会社本社工場は，平成 27 年の宮城県新エネル
ギー設備導入支援事業補助金を活用し，自社工場敷地内に木
質バイオマス発電設備を設置（発電設備出力規模：40kW）し
た。発電した電力は工場内で活用されるほか，余剰電力を売
電している。売電している。さらに，熱を利用し，木質チッ
プの乾燥のほか，温室，足湯に利用している。 

塩竈市 
バイオディーゼル燃料 
（BDF）支援事業 

本格稼働した団地組合におけるＢＤＦ事業支援と，協議会におけ
る各種環境啓発事業の実施及び環境への効果測定の実施。ま
た，市内清掃工場での重油代替え燃料として使用継続している。 

名取市 メガソーラー事業 

○県農業高校跡地におけるメガソーラー事業 
県有地（農業高跡地，約 30万㎡）の有効活用，再生可能エネ 

ルギーの普及促進及び災害時の電力供給のためメガソーラー施
設の立地を誘導することを目的として，公募による貸付を実施。 
事業主体：名取ソーラーウェイ合同会社 
計画出力：約 26.3MW 
発電事業開始：平成 30年 3月 

 
○愛島台メガソーラー事業 
名取市が遊休地の有効活用，再生可能エネルギーの普及促進

を目的に，愛島台の市有地（63,828 ㎡）を太陽光発電用地として
貸付。 
事業主体：名取メガソーラー九電工・グリーン企画有限責任事

業組合 
計画出力：2,002kW 
事業期間：平成 25年 7月～平成 45年 6月（20年間） 
運転開始：平成 25年 12月 

多賀城市 

減災リサーチパーク構想
（再掲） 

「減災」の考えに基づく再生可能エネルギーの利用や合理化に
資する新たな技術等の開発を目的として，市内のソニー仙台テクノ
ロジーセンター内に設置されている「みやぎ復興パーク」への減災
技術の集積を進める。 
集積のためのインセンティブとして，みやぎ復興パーク入居に係

る負担金に対する助成，復興特区法による課税の特例の適用等
を独自に整備するとともにメイド・イン多賀城の減災モデルを生み
出し，広く発信しながら「減災技術」が集積する街を目指す。 

仮称：環境講座事業 
（平成 30年 6月頃開催予
定） 

多賀城市環境基本条例制定から 20 年という節目の年を迎え，
先延ばしに出来ない環境保全に向けた取り組みを加速させるた
め，一人でも多くの市民に，環境問題への意識・危機感を与えるこ
とができるような講師を招き，市民の日常生活の中で当然に環境
に配慮した行動が起こって行くことを目指す。 



資料編 

 
125 

 

市町村名 事業名等 概要 

多賀城市 

こどもエコ推進事業 
市内の小学校5年生に，夏休み期間中の2～3週間程度，環境

に関係した行動や活動などを「こどもECOレポート」に日記形式で
記入してもらい，レポートを回収し集計する。 

仙塩浄化センター消化ガ

ス発電事業 

仙塩浄化センターでは，下水汚泥の処理工程で発生する消化
ガスのうち，利用されずに焼却処分されている余剰ガスを有効活
用するため，ＦＩＴを活用した民設民営方式による消化ガス発電事
業を実施している。 
・事業主体：株式会社大原鉄工所 
・出力：350kw 
・発電開始：平成 30年 4月 

岩沼市 

環境未来都市構想（エコ
コンパクトシティ等） 

以下の取組を推進していく。 
・自然再生可能エネルギーを活用したエココンパクトシティの形成 
・東日本大震災後，大量に発生した「がれき」の有効活用に
よる千年希望の丘の造成 
・メガソーラー事業（相野釜西地区）等 

【民間事業者の取組】 
メガソーラー事業 

東日本大震災で津波被害を受けた集団移転元地である相野釜
西地区において，メガソーラーを誘致。平成 24 年 10 月に，特定
目的会社のいわぬま臨空ソーラー株式会社が設立された。 
・事業面積：約 43.6ha 
・発電出力：約 28,300kW 
・発電事業開始：平成 27年 4月 

二野倉地区メガソーラー
設置運営事業 

東日本大震災で津波被害を受けた集団移転元地である二野倉
地区において，平成 27 年度にメガソーラー設置運営事業者を公
募し，丸喜株式会社齋藤組を選定した。 
・事業面積：約 3.6ha 
・発電出力：約 1.7MW 
・発電事業開始：平成 29年 1月 

藤曽根地区メガソーラー
設置運営事業（予定） 

東日本大震災で津波被害を受けた集団移転元地である藤曽根
地区において，平成29年度中に公募によってメガソーラー設置運
営事業者を選定し，平成 30年度内の発電を目標としている。 

岩沼市 
岩沼市押分産電風力発
電所 

東日本大震災被災沿岸地域の集団移転元地を活用して，小型
風力施設 2基を稼動させて東北電力㈱に送電しているほか，現地
見学者のために風力発電説明パネルを設置して，環境貢献につ
いて啓蒙している。 
発電規模：小型風力発電設備 2基（定格出力 19.6KW） 

亘理町 
環境啓発事業（わたり環
境フォーラム） 

地球温暖化防止，環境保全，資源循環型社会形成などを啓発
する環境関係イベントを開催し，環境問題に対する意識の高揚を
図る。 



資料編 

 
126 

 

市町村名 事業名等 概要 

山元町 
公共施設再生可能エネル
ギー等導入事業 

地域資源を活用した災害に強い自立・分散型エネルギーシステ
ムの導入。 
・太陽光により発電される電力を商用電力と系統連携させること
で，自然エネルギーの有効利用を図るとともに，蓄電池に充電
することで災害時に備える。 
・導入場所 ①山元町老人憩いの家 
        ②山元町デイサービスセンター知楽荘 
        ③山元町立山下第二小学校 
・設   置 ①②平成２５年４月 
        ③平成２８年７月 

大衡村 

F‐グリッド構想 

第二仙台北部中核工業団地内の隣接する工場間，工場と地域
の連携も含めたエネルギー管理を行い，省エネ化を図り，再生可
能エネルギー利用を推進する構想。 
・工場エネルギー自給率の向上 
・近隣工場とのエネルギーの融通 
・地域エネルギー供給・ネットワーク化 
・再生可能エネルギーの大規模利用 
・工場のエネルギーマネジメントによる省エネルギー 

大衡村スマートコミュニテ
ィ化実行計画策定事業
（再掲） 

F-グリッド計画の内容を村のバイオマス利用や地域防災計画に
反映するほか，地域のエネルギー情報のネットワーク化（CEMS
活用）によって大衡村のスマート化を促進するなど，「地域と工業
団地が一体となった安全で安心なまちづくり」を推進する。 
（みやぎ環境交付金（市町村提案型）活用事業） 

ＰＨＶ・ＥＶ用充電スタンド
の設置 

省エネルギー自動車の普及促進を図るため，庁舎前に設置し
たＰＨＶ・ＥＶ用充電スタンドについて，一般の方にも使用できるよ
うに開放し，普及促進を図った。 
 ・利用可能時間：午前 8時 30分から午後 4時まで（平日） （土・

日曜日及び祝日，年末年始 12 月 29 日～1 月
3日は除く） 

 ・充電時間：最大 90分間 
 ・利用料金：無料  
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参考表 7 中山間部（広域仙南圏，広域大崎圏，広域栗原圏，広域登米圏）における取組の概要等 

市町村名 事業名等 概要 

白石市 メガソーラー事業 

○宮城県企業局太陽光発電事業（白石太陽光発電所） 
県は白石市福岡の企業局事業用地（河道系沈砂池用地）

16,887 ㎡を貸し出し，太陽光発電事業を実施。事業者は，公募型
提案方式により決定。 
・事業主体：ソーラーパワー白石株式会社  
・工事着工：平成 25年 7月 
・運転開始：平成 25年 12月 
・出力：1,145kW 
・発電電力量：約 123万 kWh／年 

登米市 

廃棄物エネルギー利用 
ごみ焼却余熱の有効利用：平成３１年１１月完成予定の新クリー

ンセンターではごみの焼却処理の際に発生する熱で給湯や発電
を行い，施設内で利用する計画としている。 

電気自動車用充電スタン
ドの設置 

電気自動車を所有する方などが利用できるように市内の道の駅
４箇所（林林館，みなみかた，米山，津山）に電気自動車用充電器
を設置している。 

再生エネルギー及び二酸
化炭素排出量削減の普
及啓発 

登米市伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターでは再生エネルギ
ー及び二酸化炭素排出量削減の普及啓発を目的に照明のＬＥＤ
化と 7.5ｋｗの太陽光発電設備と発電状況などを映し出すモニター
テレビ及びペレットストーブ２基を設置している。 

栗原市 

栗原市電気自動車貸出
事業 

栗原市役所（日産リーフ），栗駒総合支所（三菱 i ミーブ)，花山
総合支所（三菱 i ミーブ）が保有する電気自動車を土日，祝日に試
乗したい方へ貸出しを行う。（実績７件） 
 ・利用時間：土日，祝日の１日間（8:30～16:30） 
 ・期間：平成 25年 10月 10日から貸出開始 
 ・使用区域：市内 
 ・利用料金：無償 

栗原市電気自動車用急
速充電器供用事業 

 栗原市役所，栗駒総合支所，道の駅 路田里はなやまに設置し
た電気自動車急速充電器を電気自動車の所有者，利用者に対し
使用させるもの。 
 ・利用時間：8時 30分～16時 30分まで（1利用あたり 30分） 
 ・期間：平成 25年 10月 10日から供用開始 

大崎市 

大崎市の産業振興に向け
た再生可能エネルギー導
入方針 

大崎市の再生可能エネルギーの具体的な導入に向けた方針及
びロードマップを作成，当該方針に基づき，地域における再生可
能エネルギーの事業化に向けた取組を推進する。 
策定年度：平成 24年度 
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市町村名 事業名等 概要 

大崎市 

大崎市バイオマス産業都
市構想（再掲） 

地域内に存在するバイオマス資源を活用し，経済性が確保された
持続可能な地域産エネルギーの需要と供給の確立を目指すことと
しており，次のプロジェクトの推進を図っていく。 
・間伐材のエネルギー利用のための生産拠点整備及び収集体制
の構築 
・複合型エネルギー供給による稼働システム整備導入・森林資源
のエネルギー利用と災害時のエネルギー確保 
・高効率メタン発酵技術の確立，エネルギー利用及び運用体制の
構築 
・既存事業の推進（廃食用油の再資源化，ヨシペレットの活用） 
・バイオマス資源活用の普及・啓発の推進 

【民間事業者による取組】 
小水力発電 

○宮城県「新エネルギー等環境関連設備開発支援事業費補助
金」 
県内事業者が新たな事業分野の開拓に向け新エネルギーをは

じめとする環境関連の環境負荷低減に資する設備，デバイス等の
製品開発に着手する場合の補助。 
 ・事業主体：協同組合グリーンエネルギーパートナーズ 
 ・事業期間：平成 28年 8月 1日～平成 29年 3月 31日 
 ・事業内容：大森平養魚場における低落差型小水力発電機と発
電システムの開発 
 
○江合川沿岸土地改良区域内の農業用水路における小水力発
電の実証設備 
農林水産省の平成 24年度小水力等農業水利施設利活用促進

事業を活用し，大崎市古川地域の農業用水路に小水力発電設備
を設置。 
・事業主体：東京発電株式会社 
・出力：5.3kW 
・事業開始：平成 25年 4月 

おおさきエコアクション推
進事業 

市内の小中学生（4 年生以上）を対象に各学校を会場として，地
球温暖化などの環境問題に対する意識づけ，動機づけを図るとと
もに，誰もが同じ目線で環境問題について取り組んでいくことを広
く普及させるため，講演会等を実施する。 

内川小水力発電所 

宮城県が平成 25 年～26 年農林水産省「地域用水環境整備事
業」として農業用水を利用した小水力発電を実施したもの。 
発電収益を土地改良区が管理する農業用施設の維持管理

費に充当し，受益者の負担軽減を図っている。 

大崎市図書館等複合施
設への再生可能エネルギ
ー導入事業 

大崎市図書館・生涯学習施設の新設に伴い，CO2 排出量の削
減といった環境配慮を目的として，地中熱ヒートポンプを活用した
空調設備と太陽光発電設備を導入したもの。 
開館：平成 29年 7月 

さくらソーラーパーク 

市有地を活用してメガソーラーを行う事業者を公募し，大崎市に
本社を置く４社が出資して設立されたおおさき未来エネルギー株
式会社を選定している。 
一般家庭約 340 世帯相当分の年間使用電力量を発電してい

る。 

大崎市民病院 

蕪栗沼産のヨシや鳴子産の間伐材を原料としたペレットを使用
したボイラーを設置し，給湯装置として使用している。また，太陽光
発電パネルを設置しており，最大 59kW の発電が可能となってい
る。 
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市町村名 事業名等 概要 

大崎市 

【民間事業者による取組】 
千田清掃バイオディーゼ
ル燃料製造施設 

平成２１年度農林水産省「バイオ燃料（BDF）地域利用モデル
実証事業」及び「カーボンデモクラシー（低炭素革命）プロジェク
ト」，平成２１年度経済産業省「低炭素社会に向けた技術発掘・社
会システム実証モデル事業」として，有限会社千田清掃がバイオ
エマルジョン燃料（ボイラー燃料）開発廃食用油，菜種油，ひまわり
油を原料とする「BDF(バイオディーゼル燃料)」の製造，販売を行
い，BDF使用の普及・啓発活動を実施している。 
※千田清掃が製造する「ＢＤＦ（Ｂ５）」は平成２９年９月にエコマーク
商品に認定 

【民間事業者による取組】 
あぐりーんみやぎバイオデ
ィーゼル燃料製造施設 

平成２２年度農林水産省「地域バイオマス利活用交付金事業」
を活用し，企業組合労協センター事業団大崎バイオマス事業所あ
ぐりーんみやぎが，事業所及び家庭から排出された廃食用油を回
収し，バイオディーゼル燃料（BDF）にリサイクルしている。 
さらに「菜の花プロジェクト」と称し，遊休地に菜の花を植え，収

穫した菜種を搾油して菜種油を生産し，搾油時の油かすは肥料や
飼料に，そして廃食用油は回収して BDFにリサイクルしている。 

加護坊温泉さくらの湯 
（太陽光発電・木質バイオ
マス複合利用施設） 

鳴子温泉地域の間伐材を原料としたチップを燃料とした木質バ
イオマスボイラーにより，さくらの湯の源泉の加温，給湯などの熱供
給を行っている。 
また，太陽光パネルと蓄電池も整備しており，災害時など外部電

力が失われた場合においても，太陽光パネルと蓄電池を活用し，
木質バイオマスボイラーを稼働させ，最低限の熱供給が可能とな
っている。 

大河原町 

大河原町次世代型住宅
補助金(スマートハウス補
助金)事業 

本町が掲げる環境先進都市の実現と地球温暖化の防止及び
災害に強い次世代型住宅の普及を図るため，自然エネルギーや
省エネルギー機器等の設備を導入した者に対し，予算の範囲内
で大河原町次世代型住宅補助金（スマートハウス補助金)を交
付するもの。 

電気自動車による環境に
優しいまちづくり事業 

デマンド型乗合タクシーにＥＶ車１台，公用車にＰＨＥＶ車１台を
導入。充電スタンド（急速充電器１基，普通充電器１基）を役場敷
地内に設置し，一般にも開放。 

川崎町 

小水力発電 

釜房ダムにおける小水力発電事業 
東北地方整備局は，川崎町の釜房ダムにおいて，活用されてい

ない放流水を用いた小水力発電事業を実施する。 
出力：150kW 
運転開始：平成 26年度 

【民間団体による取組】 
小水力発電 

NPO 法人川崎町の資源を生かす会は，川崎町の協力を受け，
町内の用水路に水車を設置した。発電した電気は，自立電源とし
て街路灯に活用している。 
発電能力：360W 
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市町村名 事業名等 概要 

丸森町 

まるもりこどもエコレンジャ
ー事業 

丸森町環境基本計画に基づき，町内に在住する小学 3 年～6
年生の希望者を対象に，環境教育を実施する。 

【民間事業者による取組】 
メガソーラー事業 

株式会社ユーラス天明太陽光は，天明カントリークラブ跡地を活
用し，メガソーラーを建設した。再生可能エネルギー発電設備等
導入促進支援対策事業である。 
出力：約 18,757kW（直流） 
運転開始：平成 27年 3月 

【民間事業者による取組】 
ひっぽ復興発電所１号 

地域住民が主体となって地域新電力を立ち上げ設置された
太陽光発電所。売電により地域づくりへ還元するための利益
の確保を目的としている。 

加美町 

加美町バイオマス産業

都市構想 

加美町バイオマス産業都市構想として，町内のバイオマスの
うち，水分含量が多くこれまで資源化が困難だった生ごみや家
畜ふん尿の他，林地残材や防風林材等の活用を目指す。 

かみまち節電所キャンペ
ーン 

町民の省エネ行動を促進するため，一般家庭を対象とした節電
キャンペーンを実施するもの。 
節電の量や率で上位入賞した家庭や，節電に挑戦した団体に

地域商品券を贈呈するもの。 

美里町 
美里町再生可能エネルギ
ー転換等促進基金条例 

再生可能エネルギーへの転換を促進するため，以下の事項の
財源に充てる場合に限り，処分できる基金を創設している。 
・再生可能エネルギーを導入，又は導入を支援するための経費 
・蓄電設備を導入，又は導入を支援するための経費 
・エネルギーの消費量を抑制，又は利用効率を向上させるための
経費 
・省エネルギーや再生可能エネルギーの普及啓発に関する経費 
・前各号に掲げるもののほか，町長が必要と認める経費 
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参考 5 「先取りしたい，2030 年のくらし」   

 

 
 
 
 

国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科では，「先取りしたい，2030年のくらし－エネルギーと資源が十分に得ら

れないときに心豊かに暮らす法－」という小冊子シリーズを震災直後に発行（平成 23年）し，ウェブで公表しています。

今回，同大学の御快諾をいただき，そのままの形で掲載しています。（※省エネルギー効果の目安は発行時点のもの。） 

【明かり編】 
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出典：国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科 
「先取りしたい，2030 年のくらし」（明かり編）（平成 23 年５月） 
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【冷暖房編】 
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出典：国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科 

「先取りしたい，2030年のくらし」（冷暖房編）（平成 23 年５月） 
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【食編】 
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 出典：国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科 
「先取りしたい，2030 年のくらし」（食編）（平成 23 年６月） 
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【家のこと編（その１）】 

 

 
 



資料編 

 
138 

 

 
 

 

 出典：国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科 
「先取りしたい，2030 年のくらし」（家のこと編 その１）（平成 23年 10月） 
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【家のこと編（その２）】 
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  出典：国立大学法人東北大学大学院環境科学研究科 
「先取りしたい，2030 年のくらし」（家のこと編 その２）（平成 24年１月） 
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参考６  省エネルギー等に関する具体的な行動例  

 １ 「暮らし・住まい」に関する目標達成に向けた具体的な行動の例  

短期的取組 （1）

シーン 番号 行        動 
削減量 

（１日当たり MJ） 

明かり 

１ 電球を LEDランプに取り替える 2.41 

２ 不要な照明は消す 0.12 

例：白熱電球を LEDランプに取り替え，点灯時間を 1日 1時間短縮した場合 

⇒年間 CO2約 55kg削減，約 1,100円節約 

冷暖房 

３ 冷房は必要な時だけつける 0.50 

４ 冷房の室温は 28℃を目安にする 0.81 

５ 暖房は必要な時だけつける 1.70 

６ 暖房の室温は 20℃を目安にする 1.42 

例：エアコンの稼働時間を 1日 1時間短縮した場合 

⇒年間 CO2約 35kg削減，約 1,600円節約 

テレビ 

７ テレビを見ない時は消す 0.45 

８ テレビの画面を部屋の明るさに合わせた輝度にする 0.73 

例：テレビをこまめに消し，見る時間を 1日 1時間短縮した場合 

⇒年間 CO2約 10kg削減，約 450円節約 

パソコン 

９ パソコンは使わない時は電源を切る 0.15 

10 パソコンの電源オプションを見直す 0.04 

例：パソコンの利用時間を 1日 1時間短縮した場合 

⇒年間 CO2約 18.5kg削減，約 850円節約 

冷蔵庫 

11 冷蔵庫にはものを詰め過ぎないようにする 1.17 

12 冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する 1.21 

例：上面・背部・両側が壁に接していた冷蔵庫を片側のみが壁に接するよう設置した場合 

⇒年間 CO2約 26.5kg削減，約 1,220円節約 

調理 

13 ガスコンロは炎が鍋底からはみ出さないようにする 0.29 

14 野菜の下ごしらえなどで電子レンジを活用する 0.58 

15 食器洗いの時，給湯器の温度設定を低温に設定する 1.08 

例：根菜類の下ごしらえをガスコンロから電子レンジに変えた場合 

⇒年間 CO2約 13kg削減，約 1,120円節約 

入浴 

16 入浴は間隔をあけずに入る 4.71 

17 シャワーは不必要に流したままにしない 1.57 

例：1日 1回追い炊きしていたものを追い炊きしなくなった場合 

⇒年間 CO2約 87kg削減，約 6,880円節約 

トイレ 
18 トイレ不使用時は，温水洗浄便座のふたをしめる 0.93 

例：便座のふたを開けっ放しにしていたものを閉めるように変えた場合 

⇒年間 CO2約 20.5kg削減，約 940円節約 

洗濯 
19 洗濯はまとめて洗う 0.16 

例：1 日に規定容量の 4 割の洗い物で 2 回洗濯していたものを，8 割を入れて 1 回に減らした場合  

⇒年間 CO2約 3.5kg削減，料金約 3,980円節約 

掃除 
20 部屋を片付けてから掃除機をかける 0.15 

例：不要な物を片付けてから掃除し，稼働時間を 1分間減らした場合 

⇒年間 CO2約 3.2kg削減，料金約 150円節約 
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（1）短期的取組（続き） 

シーン 番号 行        動 
削減量 

（１日当たり MJ） 

買い物 

21 メモを書いて計画的な買い物をする － 

22 買い物に行く時はマイバッグを持参する － 

23 野菜は旬のものや県内産の露地ものを選ぶ － 

ごみ 
24 電気製品や家具は修理して使い安易に買い替えない － 

25 衣類や家具などまだ使えるものは地域でリユースする － 

※ 削減量・節約額は，「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁 2017年 8月発行）記載の値を基に算定

しており，それぞれ一定の条件の場合のものです。なお，自動車の買替えは，「まち・むら」に関する目標対象です。 

 

 

長期的取組 （2）

シーン 番号 行        動 
削減量 

（１日当たり MJ） 

家電 

買替 

１ 冷蔵庫の買い替え時には，省エネルギー型を選ぶ 7.44 

２ テレビの買い替え時には，省エネルギー型を選ぶ 2.88 

３ エアコンの買い替え時には，省エネルギー型を選ぶ 0.58 

４ 温水洗浄便座の買い替え時には，省エネルギー型を選ぶ 1.15 

５ 給湯器の買い替え時には，高効率な給湯器を選ぶ 3.45 

住宅 
６ 窓や壁，天井を高断熱（断熱性能を向上）のものにする 8.63 

７ 新築・リフォーム時，再エネの導入を行う 24.7 

※ 削減量は，それぞれ一定の条件の場合のものです。なお，自動車の買替えは，「まち・むら」に関する目標対象です。 

※ 出典：取組 1～4は，COOLCHOICE「省エネ家電に買い換えよう」掲載データを熱量（MJ）に換算，取組 5は，年間 8,400MJ

使用するとして，15％削減する場合の削減熱量として算出。 
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 ２ 「まち・むら」に関する目標達成に向けた具体的な行動の例  

短期的取組 （1）

シーン 番号 行         動 
削減量 

（年あたりℓ） 

移動手段 
１ 移動に，鉄道，バス等の公共交通機関を利用する － 

２ 近距離（２ｋｍ以内）は，徒歩や自転車で移動する － 

エコ 

ドライブ 

３ 発進時は，ふんわりとアクセルを踏む 83.6 

４ 加減速の少ない運転をする 29.3 

５ 減速時は，早めにアクセルを離す 18.1 

６ 無駄なアイドリングをしない 17.3 

７ エアコンの使用は控え目にする － 

８ 道路交通情報を活用する － 

９ タイヤの空気圧を適正に保つ － 

10 車には不要な荷物を積まない － 

11 迷惑駐車はしない － 

12 燃費を見える化する － 

※ 削減量は，「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁 2017年 8月発行）記載の値を基に算定しており，

それぞれ一定の条件の場合のものです。 

 
 

 長期的取組 （2）

シーン 番号 行         動 
削減量 

（年あたりℓ） 

車両買替 

１ 自動車の買い替え時には，電気自動車を選ぶ 500 

２ 自動車の買い替え時には，ハイブリッド車を選ぶ 294 

３ 自動車の買い替え時には，燃料電池自動車を選ぶ 500 

その他 

４ 自動車の点検・整備を定期的に行う － 

５ 貨物輸送では，鉄道など大量輸送機関を活用する － 

６ 運輸業界の環境負荷の少ない事業経営を推進する － 

※ 削減量は，「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁 2017年 8月発行）記載の値を基に算定しており，

それぞれ一定の条件の場合のものです。 
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 ３ 「産業・経済」に関する目標達成に向けた具体的な行動の例  

 短期的取組 （1）

シーン 番号 行        動 
削減量 

（年あたり GJ） 

服装 １ クールビズ・ウォームビズを採用する － 

建物 ２ エレベーターの使用を控える － 

電化製品 

３ パソコンは使わない時は電源を切る 0.15 

４ パソコンの電源オプションを見直す 0.04 

５ 蛍光灯を LEDに切り替える － 

６ 電気ポットを長時間使用しない場合はプラグを抜く 2.88 

７ 使用していない機器はコンセントを抜く － 

８ 日中は窓側照明を消し，昼休みは全部の照明を消す － 

９ 夜間・休日前は，コピー機の電源を切る － 

その他 
10 会議はプロジェクターで投影するなど，紙を使用しない － 

11 備品を長期利用し，頻繁に買い替えない － 

※ 削減量は，「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」（資源エネルギー庁 2017年 8月発行）記載の値を基に算定しており，

それぞれ一定の条件の場合のものです。 

 
 

 長期的取組 （2）

シーン 番号 行        動 
削減量 

（年あたり GJ） 

照明 

１ オフィス内の照明は在室ゾーンなど区画を限定する － 

２ 共用部の照明を部分点灯にする － 

３ 高効率照明器具に更新する － 

空調 
４ BEMSを導入し空調設備の総合効率の向上を図る － 

５ 季節の負荷変化に応じ，総合的に運転管理する － 

給湯 
６ 冬期以外は給湯を停止する － 

７ 退出フロアの給湯温水器等の電源を夜間モードにする － 

そ
の
他 

８ 非使用時間帯はエレベータの運転台数を減らす － 

９ 自販機をタイマー制御により夜間停止する － 

10 在宅勤務システムを導入する － 

11 効率の良い業務遂行を目指し，無駄な残業をなくす － 

12 書類は紙出力でなく，電子化で閲覧・決済化を進める － 

13 環境配慮経営（マネジメントシステム）を導入する － 
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参考７  持続可能な開発目標（SDGS）  

 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の詳細は下表に示すとおりです。 

 
参考表 7.1 持続可能な開発目標（SDGs）の詳細 

 

目標１［貧困］  

 

目標 10［不平等］ 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせ

る。 

 

 

 

国内及び各国家間の不平等を是正する。 

 

 

 

 

目標２［飢饉］  

 

目標 11［持続可能な都市］ 
飢饉を終わらせ，食糧安全保障及び栄養の

改善を実現し，持続可能な農業を促進する。 

 
 

 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続

可能な都市及び人間居住を実現する。 

 

 

 

目標３［保健］  

 

目標 12［持続可能な消費と生産］ 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し，福祉を促進する。 

 

 

 

持続可能な消費生産形態を確保する。 

 

 
 

 

目標４［教育］  

 

目標 13［気候変動］ 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教

育を確保し，生涯学習の機会を促進する。 

 

 

 

気候変動及びその影響を軽減するための緊

急対策を講じる。 

 

 

 

目標５［ジェンダー］  

 

目標 14［海洋資源］ 
ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び

女児の能力強化を行う。 

 

 

 

持続可能な開発のために，海洋・海洋資源を

保全し，持続可能な形で利用する。 

 

 

 

目標６［水・衛生］  

 

目標 15［陸上資源］ 
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持

続可能な管理を確保する。 

 
 

 

陸上生態系の保護，回復，持続可能な利用

の推進，持続可能な森林の経営，砂漠化へ

の対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び

生物多様性の損失を阻止する。 

 

目標７［エネルギー］  

 

目標 16［平和］ 
すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可

能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保

する。 

 

 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社

会を促進し，すべての人々に司法へのアクセ

スを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で

説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

 

目標８［経済成長と雇用］  

 

目標 17［実施手段］ 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて

の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい

のある人間らしい雇用 (ディーセント・ワーク)を

促進する。 

 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し，

グローバル・パートナーシップを活性化する。 

 
 

 

目標９［インフラ，産業化，イノベーション］ 
強靭 (レジリエント)なインフラ構築，包摂的か

つ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る。 

 

出典：外務省 HP（SDGs（持続可能な開発目標） 持続可能な開発のための 2030アジェンダ） 
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参考８  宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例  全文  

 

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例（平成 14年宮城県条例第 41号） 全文 

○宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例 

平成十四年七月十七日 

宮城県条例第四十一号 

〔宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例〕をここに公布する。 

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例 

(平二六条例六〇・改称) 

地球的な規模での資源・環境の有限性という制約に直面している今日，エネルギー需給システムを今後

どのような形で構築していくのかは，二十一世紀の地球社会にとって最重要課題の一つである。 

大量生産・大量消費の社会をエネルギーの面から可能にしてきた石油・石炭などの化石燃料は，遠から

ず資源の枯渇が懸念される一方，排出される温室効果ガスがもたらす地球環境への影響から，使用そのも

のを抑制することが求められている。 

また，我が国の発電電力量の約三割強を供給している原子力は，環境負荷への影響が少なく，電気を安

定的に供給するという利点がある反面，核燃料の確保や廃棄物処理等，今後も取り組むべき課題が残され

ている。 

このような状況において，限られた資源を大切に使いながら，地球環境の保全に十分な注意を払い，産業

経済の活力を維持しつつ，社会の持続的発展を可能にしていくためには，大量生産・大量消費のシステムが

必然的にもたらしてきた大量廃棄の連鎖を断ち，再生可能な循環型社会への変革を強力に推し進めなけれ

ばならないことは明らかである。 

「地球規模で考え，地域に根ざして行動する」ことが求められている今，エネルギー施策を国家施策の問題

としてのみ捉えることなく，地域からの発想で自発的かつ積極的な取り組みとして，私たち自らが，毎日の生

活の中で大切なエネルギーをより効率的に使用する意識を高め，実践するとともに，環境にやさしい風力や

太陽光・熱などを利用した再生可能エネルギー等の活用に努めることによって，限りある資源と良好な環境を

可能な限り将来に引き継いでいく必要がある。 

このような認識に立って，地球環境問題の解決に貢献し，持続的な発展を可能とする循環型社会を築き

上げるため，私たちができる役割を最大限に自ら果たすことを決意し，この条例を制定する。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(目的) 

第一条 この条例は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進について，県，市町

村，県民及び事業者の責務を明らかにするとともに，施策の基本的な事項を定めることにより施策を総合的

かつ計画的に推進し，もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築並びに現在及び将

来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(定義) 

第二条 この条例において「再生可能エネルギー等」とは，次に掲げるエネルギー又はエネルギーの利用形

態をいう。 

一 太陽光を利用して得られる電気 

二 太陽熱又はこれを利用して得られる電気 

三 風力を利用して得られる電気 

四 水力発電設備(出力三万キロワット以下の規模のものに限る。)で発生させる電気 

五 波力，潮汐又は潮流を利用して得られる電気 

六 海水，河川水その他の水を熱源とする熱 

七 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱 

八 地熱又はこれを利用して得られる電気 

九 バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第一

条第二号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料，熱又は電気 

十 燃料電池を利用して発生させる電気 
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十一 工場，変電所等から排出される熱その他の排出されている熱を再利用して得られる熱又は電気 

十二 発電と同時に得られる熱の給湯，暖房，冷房その他の用途への利用 

十三 天然ガス，メタノール又は電気の自動車動力源への利用 

十四 前各号に掲げるもののほか，環境への負荷が少ないエネルギー又はエネルギーの利用形態であっ

て，規則で定めるもの 

2 この条例において「省エネルギー」とは，エネルギーの使用の節約及び効率化を図ることをいう。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(県の責務) 

第三条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する総合的かつ計画的

な施策を策定し，実施する責務を有する。 

2 県は，市町村が再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策を策定し，実

施しようとする場合には，必要に応じ，助言，情報の提供その他の支援を行うものとする。 

3 県は，その事務事業の実施に当たっては，自ら率先して再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギー

の推進に努めなければならない。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(市町村の責務) 

第四条 市町村は，その事務事業の実施に当たっては，自ら率先して再生可能エネルギー等の導入及び省

エネルギーの推進に努めなければならない。 

2 市町村は，県が実施する再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策に

協力するものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(県民の責務) 

第五条 県民は，その日常生活において，自ら再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギーの推進に

努めなければならない。 

2 県民は，県が実施する再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策に協

力するものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(事業者の責務) 

第六条 事業者は，その事業活動を行うに当たっては，自ら積極的に再生可能エネルギー等の導入及び省

エネルギーの推進に努めなければならない。 

2 事業者は，県が実施する再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策に

協力するものとする。 

3 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者は，自ら

再生可能エネルギー等(電気に限る。以下この項において同じ。) の発電を行い，同項第九号に規定する

一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者は，自ら再生可能エネルギー等を

買い取り，同項第三号に規定する小売電気事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録

特定送配電事業者は，その行う同法第二条第一項第一号に規定する小売供給の用に供する電気として

自ら再生可能エネルギー等を利用することにより，再生可能エネルギー等の供給に可能な限り努めなければ

ならない。 

(平二六条例六〇・平二八条例一五・平二九条例一七・一部改正) 

(連携の推進等) 

第七条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策の策定及び実

施に当たっては，国，他の地方公共団体，大学その他の研究機関，県民，事業者及び民間非営利活動

団体その他の民間団体(以下「民間非営利活動団体等」という。)との十分な連携を図るとともに，相互の緊

密な協力が増進されるよう努めるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(基本方針) 

第八条 県は，次に掲げる基本方針に基づき，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

一 地域特性に応じた再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進を図ること。 
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二 県民の日常生活における様々な場面に応じた再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの

促進を図ること。 

三 事業者の業態に応じた再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進を図ること。 

四 再生可能エネルギー等及び省エネルギーに係る技術開発の動向に応じた再生可能エネルギー等の導

入促進及び省エネルギーの促進を図ること。 

五 再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関連する産業及び人材の育成に努

め，地域の雇用創出を図ること。 

六 再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギーの推進に積極的に取り組む地域づくりに努め，地域の

活性化を図ること。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(基本計画) 

第九条 知事は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るため，前条の基本方針に基づき，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネル

ギーの促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 本県の地域特性に即した再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する総合

的かつ長期的な目標及び施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

3 知事は，基本計画を定めるに当たっては，県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

4 知事は，基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ，宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進

審議会の意見を聴くとともに，議会の議決を経なければならない。 

5 知事は，基本計画を定めたときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。 

6 知事は，三年ごとに，基本計画の推進の状況について調査を行い，その結果を公表するものとする。 

7 知事は，前項の結果等を勘案し，基本計画に検討を加え，必要があると認めるときは，これを変更しなけれ

ばならない。 

8 第三項から第五項までの規定は，基本計画の変更について準用する。 

(平一五条例一・平二六条例六〇・一部改正) 

(普及啓発) 

第十条 県は，県民及び事業者が再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギーの推進の必要性につ

いての理解を深めるとともに，これらのものの自発的な活動を行おうとする意欲が増進されるよう普及啓発に

努めるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(民間非営利活動団体等の自発的な活動への支援) 

第十一条 県は，県民，事業者又は民間非営利活動団体等が行う自発的な活動で再生可能エネルギー

等の導入及び省エネルギーの推進に資するものについて，必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(関連産業の振興) 

第十二条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関連する産業の振興の

ため，事業者が行う事業活動で再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に資するもの

について，必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(研究開発の促進等) 

第十三条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に資する技術の向上を図る

ため，研究開発の促進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(表彰等) 

第十四条 知事は，再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギーの推進に関して特に功績があると認

められるものに対し，表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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(平二六条例六〇・一部改正) 

(県民意見の反映) 

第十五条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策に，県民の意

見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(財政上の措置) 

第十六条 県は，再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する施策を着実に推

進するため，必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会) 

第十七条 県は，基本計画その他重要事項を調査審議するため，宮城県再生可能エネルギー等・省エネ

ルギー促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

2 審議会は，知事が任命する委員二十人以内で組織する。 

3 委員の任期は二年とし，再任されることを妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

4 審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

5 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

6 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

7 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

8 審議会は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

9 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

10 前各項に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。 

(平二六条例六〇・一部改正) 

(規則への委任) 

第十八条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

1 この条例は，平成十四年十月一日から施行する。 

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六

十九号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成一五年条例第一号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は，平成十五年四月一日から施行し，同日以降の計画の策定，変更又は廃止について適用

する。 

附 則(平成二六年条例第六〇号) 

(施行期日) 

1 この条例は，公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正前の宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例(以下「旧条例」と

いう。)第九条第一項の規定により定められた基本計画は，改正後の宮城県再生可能エネルギー等・省エ

ネルギー促進条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定により定められた基本計画とみなす。 

(委員の任命及び任期の特例) 

3 この条例の施行の際現に旧条例第十七条第二項の規定により任命された宮城県自然エネルギー等・省

エネルギー促進審議会の委員である者は，この条例の施行の日において新条例第十七条第二項の規定

により宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー等促進審議会の委員として任命されたものとみなす。こ

の場合において，その任命されたものとみなされる者の任期は，同条第三項の規定にかかわらず，施行日に

おける旧条例第十七条第二項の規定により任命された宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進審議

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

4 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六
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十九号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成二八年条例第一五号) 

(施行期日) 

1 この条例は，平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則(平成二九年条例第一七号) 

(施行期日) 

1 この条例は，平成二十九年四月一日から施行する。 


