再生可能エネルギーの位置付け//3年間の推移

【資料】

2016年

2016/12/20

2015年

2014年

（1）原発に替わるエネルギーと期待されている自然再生エネルギーに （1）原発に替わるエネルギーと期待されている自然再生エネルギーに （2）原発に替わるエネルギーと期待されている自然再生エネルギーに
ついてお尋ねします。
ついてお尋ねします。
ついてお尋ねします。
自治体として総合的なまちづくり計画に位置づけられていますか。
自治体として総合的なまちづくり計画に位置づけられていますか。
自治体として総合的なまちづくり計画に位置づけられていますか。
自治体名 （○印を）
（○印を）
（○印を）
イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
ロ、立案しているが、実施に至 っていない
ロ、立案しているが、実施に至 っていない
ロ、立案しているが、実施に至 っていない
ハ、立案する予定である
ハ、立案する予定である
ハ、立案する予定である
ニ、未定
ニ、未定
ニ、未定
イ、立案し実施しつつある
●京都府では、「明日の京都」中期計画（Ｈ２７－Ｈ３１）の改定の中
で、原子力に頼らない京都づくりをめざし、府民や企業・地域・ＮＰ０な
イ、立案し実施しつつある
ど多様な主体による再生可能エネルギーの活用促進等の戰略的取組
・昨年に「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」 を推進するなど、安心・安全の工ネルギー自給社会をつくることとして
及び「再生可能エネルギーの導入等促進プラン」を策定し、様々な再 いる。
生可能エネルギーの普及促進を図ることとしている。
●また、平成２7年7月に「京都府再生可能工ネルギーの導入等の促
進に関する条例」を策定。再生可能エネルギー設備と併せて、蓄電池
等の効率的利用設備を導入する「自立型再生可能エネルギー」の導
入者を支援している。

（工ネルキー政策課）
イ、すでに立案している
●京都府では、「明日の京都」中期計画（Ｈ２７－Ｈ３１）の改定の中
で、原子力に額らない京都づくりをめざし、府民や企業・地域・ＮＰ０な
ど多様な主体による再生可能エネルギーの活用促進等の戰略的取組
を推進するなど、安心・安全の工ネルキー自給社会をつくることとして
いる。（平成２６年１２月府議会上程）
●また、平成２５年５月に「京部エコ・工ネルギー戦略」を策定し、エネ
ルギー政策の方向性と展開方策を明らかにしている。

2 京丹後市

イ、立案し実施しつつある
※再生可能エネルギー導入促進に関する基本的な方針

イ、立案し実施しつつある
※再生可能エネルギー導入促進に関する基本的な方針

イ、立案し実施しつつある
※再生可能エネルギー導入促進基本方針

3 伊根町

ニ、未定

ニ、未定

ニ、未定

4 与謝野町

イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
後期総合計画第3章の施策方針の（1）地球温暖化防止対策の推進に 後期総合計画第3章の施策方針の（1）地球温暖化防止対策の推進に
後期総合計画の施策方針により、町の施設に太陽光パネル等を設置
基づいて、太陽光パネルを「クアハウス岩滝」に設置、太陽光パネル付 基づいて、太陽光パネルを「クアハウス岩滝」に設置、太陽光パネル付
している。
ソーラーライトを「わ～くぱる」「リフレかやの里」に設置している。
ソーラーライトを「わ～くふる」「リフレかやの里」に設置している。

5 宮津市

イ、 立案し実施しつつある

イ、 立案し実施しつつある

イ、 立案し実施しつつある
竹やし尿を活用した発電などに取り組んでいます。（試行を含む）

6 舞鶴市

イ、立案し実施しつつある

イ、立案し実施しつつある
総合計画上に挙げている。

イ、立案し実施しつつある
総合計画上に挙げている。なお、事業としては平成２５年度から新エネ
ルギー導入調査事業として、日本海海洋気象センターや舞鶴工業高
等専門学校と連携し調査を実施している。

7 綾部市

イ、立案し実施しつつある
第２次綾部市環境基本計画の中で、クリーンエネルギーの利活用とし
イ、立案し実施しつつある
て、住宅用太陽光発電システム設置に係る補助金制度の継続実施と
公共施設における導入を推進することとしている。

イ、立案し実施しつつある
第２次綾部市環境基本計画の中で、クリ―ンエネルギーの利活用とし
て住宅用太陽光発電システム設置に係る補助金制度の継続実施と公
共施設における導入を推進することとしている。

ロ、立案しているが、実施に至っていない
平成27年3月に、福知山市再生可能エネルギー活用プランを策定し
た。

ハ、立案する予定である
※平成26年度末に、福知山市再生可能エネルギープラン策定を予定
している。

1 京都府

8 福知山市

ロ、立案しているが、実施に至っていない
平成27年3月に、福知山市再生可能エネルギー活用プランを策定し
た。

ロ、立案しているが、実施に至 っていない
環境基本計画やバイオマス産業都市構想には位置付けられています
イ、立案し実施しつつある
が、総合的なまちづくり計画の中で明確な位置づけはされておりませ
ん。

ニ、未定
施策の方針の一つとしては位置づけており、今後検討すべき課題と考
えています。

10 京丹波町

イ、立案し実施しつつある

ニ、未定

11 亀岡市

ニ、未定
ロ、立案しているが、実施に至っていない
原発に替わるエネルギーとして特化しているのではなく、広義の自然
総合計画において、再生可能エネルギーの活用の研究について位置
再生エネルギーとして、太陽光発電システムの普及を本市の総合計画
付けている。
に位置付けている。

ニ、未定
原発に替わるエネルギーとして特化しているのではなく、広義の自然
再生エネルギーとして、太陽光発電システムの普及を本市の総合計画
に位置付けている。

12 京都市

イ、立案し実施しつつある
「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１－２０２０＞」において，「エネル
ギー創出・地域循環のまち」を，２０３０（平成４２）年度の目指すべき社
会像の一つとして掲げるとともに，平成２５年１２月に策定した「京都市
エネルギー政策推進のための戦略」においては，原子力に依存しない
持続可能なエネルギー社会を目指し，多様な「再生可能エネルギーの
飛躍的な普及拡大」を施策推進の方向性として掲げている。

イ、立案し実施しつつある
「京都市地球温暖化対策計画＜２０１１－２０２０＞」において，「エネル
ギー創出・地域循環のまち」を，２０３０（平成４２）年度の目指すべき社
会像の一つとして掲げるとともに，平成２５年１２月に策定した「京都市
エネルギー政策推進のための戦略」においては，原子力に依存しない
持続可能なエネルギー社会を目指し，多様な「再生可能エネルギーの
飛躍的な普及拡大」を施策推進の方向性として掲げている。

イ、立案し実施しつつある
「京都市地球温暖化対策計画＜2011－2020＞」において，「エネル
ギー創出・地域循環のまち」の実現を社会像として掲げるとともに，平
成25年12月に策定した「京都市エネルギー政策推進のための戦略」に
おいては，原子力に依存しない持続可能なエネルギー社会を目指し，
多様な「再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大」を施策推進の方向
性として掲げている。

13 向日市

イ、立案し実施しつつある

ニ、未定

ニ、未定

14 長岡京市

イ、立案し実施しつつある
長岡京市第4次総合計画では、低炭素社会の実現に向けた再生エネ
ルギーの普及を目指している。また、長岡京市第二期環境基本計画に
おいても、太陽光発電システムを中心とした再生可能エネルギーの普
及を図っている。（長岡京市住宅用自立型再生可能エネルギー導入事
業費補助金等）

イ、立案し実施しつつある
長岡京市第二期環境基本計画では、太陽光発電システムを中心とし
た再生可能エネルギーの普及を図っている（長岡京市住宅用太陽光
発電システム設置補助金等）。

イ、立案し実施しつつある
長岡京市第二期環境基本計画では、太陽光発電システムを中心とし
た再生可能エネルギーの普及を図っている（長岡京市住宅用太陽光
発電システム設置補助金等）。

15 大山崎町

ニ、未定

ニ、未定

ニ、未定

16 宇治市

ニ、未定
本市第５次総合計画には表記がないが、総合計画を環境の面から具
体的に推進する計画である宇治市第２次環境保全計画には再生可能
エネルギーの推進が位置付けられている。

ニ、未定
本市第5次総合計画には表記がないが、総合計画を環境の面から具 二、未定
体的に推進する計画である宇治市第2次環境保全計画には再生可能 （担当部署：市民環境部 環境企画課）
エネルギーの推進が位置付けられている。

17 久御山町

ニ、未定

ニ、未定
自然エネルギーの普及促進については位置付けている。ただし、原発 二、未定
の代替エネルギーといった大きな位置づけはしていない。

18 城陽市

イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
イ、立案し実施しつつある
※総合計画の実施計画である「まちづくり推進計画」において公共施
総合計画の実施計画である「まちづくり推進計画」において、公共施設 総合計画の実施計画である「まちづくり推進計画」において、公共施設
設への太陽光発電システムの導入や住宅用太陽光発電システム設置
への太陽光発電システムの導入を進めている。
への太陽光発電システムの導入を進めている。
補助金交付事業を計画し、実施している

19 八幡市

本市の地域特性に応じた再生可能エネルギーは、特に太陽光・太陽
イ、立案し実施しつつある
熱による利用の推進が求められます。平成22年度から、八幡市住宅
自然再生エネルギーの活用として、住宅用太陽光発電設備等の普及
太陽光発電システム設置費補助金要綱を策定し助成を始めました。こ
促進を図るため、助成制度を設けている。
の制度を継続し、普及促進を図っています。（昨年と変わりなし）

本市の地域特性に応じた再生可能エネルギーは、特に太陽光・太陽
熱による利用の推進が求められます。平成22年度から、八幡市住宅
太陽光発電システム設置費補助金制度要綱を策定し助成をはじめま
した。この制度を継続し、普及促進を図っています。

20 京田辺市

イ、立案し実施しつつある

ニ、未定

ニ、未定

21 精華町

ニ、未定
本町では住宅用の太陽光発電設備や蓄電設備等、自立型再生可能
エネルギー設備導入の普及を図るなど、再生可能エネルギーの普及
促進に努めている。

ニ、未定

ニ、未定

22 木津川市

ニ、未定

ニ、未定

ニ、未定

23 井手町

ニ、未定
本町はＵＰＺ区外であるため、原発災害おける地域防災計画は策定し
ていないが、毎年、自主防災組織、消防団、消防署、行政で地震想定 ニ、未定
もしくは水害想定の避難行動も含めた防災訓練（５００人規模）を実施
している。

ニ、未定

9 南丹市

ニ、未定

24 宇治田原町 イ、 立案し実施しつつある

イ、 立案し実施しつつある

イ、 立案し実施しつつある

25 和束町

ロ、立案しているが、実施に至っていない

ロ、立案しているが、実施に至っていない

ロ、立案しているが、実施に至っていない

26 笠置町

ニ、未定

ニ、未定

ニ、未定
原発に替わるエネルギーとして特化しているのではなく、広義の自然
再生エネルギーとして、太陽光発電システムの普及を本市の総合計画
に位置付けている。

27 南山城村

ニ、未定

ニ、未定

ニ、未定

