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供給区域 

 

エネルギー分野 施策事例個票集 

 

事例№ E-001 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 太陽光発電、太陽熱利用 

（Photovoltaic Power Generation、Solar Heart Utilization) 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 太陽光発電による温水プールへの電力供給 

地区、所在地 室蘭市臨海部 北海道室蘭市 

事業主体 室蘭市、室蘭新エネ開発(株) 

事業期間 2005 年（発電施設 整備期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・白鳥台地区において新

築住宅等へ太陽光発電

を集中的に導入 

・入江地区太陽光発電設

備（50kW）設置による

入江運動公園温水プー

ルへの電力供給 

－多結晶シリコン太陽

電池パネル 300枚、総面積 398.5㎡、出力 50kW

の太陽光発電設備で温水プール消費電力の約

4.5％を賄う 

－同地区太陽光発電と風量発電を合わせて、年

間約 90 万 kWh の発電量 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・日本製鋼所室蘭製作所は、「室蘭市入江地区再生可能エネルギー高度導入計画」

に基づいて事業参画し、特定目的会社「室蘭新エネ開発(株)」を 100％出資

で設立し、太陽光発電の施設を建設・管理・運営している 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 6,000 万円（入江プール太陽光発電委託事業による施設整備費） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・入江プール太陽光発電委託事業における CO2 排出削減量は年間 20t 

・太陽光発電の CO2 排出削減量は 20t、風力発電を合わせた CO2 排出削減量は

年間 3,140t、同地区の年間 CO2 排出量 11,200t の約 28％に相当 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 

 http://www.nedo.go.jp/nedohokkaido/kitanodaichi/jirei/so15.html 

都市再生本部 ＨＰ 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/kanren/siryou/houkoku1.pdf 

(財)北海道東北地域経済総合研究所 ＨＰ 

 http://www.nett.or.jp/nett/nett70.pdf 
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供給区域 

 

事例№ E-002 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 その他 

施策分類 風力発電（Wind power Generation） 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 土地区画整理事業区域と連携した風力発電施設導入 

地区、所在地 室蘭臨海地区・入江地区 北海道室蘭市 

事業主体 室蘭市、室蘭新エネ開発(株) 

事業期間 2005～2007 年度（発電施設 整備期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・土地区画整理事業区

域を含む臨海地区

（日本製鋼所の構

内)に風力発電施設

を設置 

－同製鋼所で製造

されるブレードと

タワーによる風力発電機 

－1500kW、1950kW の風力発電システムを 2 基

導入(総出力 3,450kW) 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・日本製鋼所室蘭製作所は、「室蘭市入江地区再生可能エネルギー高度導入計画」

に基づいて事業参画し、特別目的会社室蘭新エネ開発を 100%出資で設立し、

風力発電の施設を建設・管理・運営している 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 ・10 億円（施設整備費） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・風力発電における CO2 削減量は年間 3,120t 

・風力発電の CO2 削減量は 3,120t、太陽光発電を合わせて CO2 削減量は 3,140 

t-CO2/年となり、同地区の CO2 排出量 11,200 t-CO2/年の 28%に相当 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 

 http://www.nedo.go.jp/nedohokkaido/kitanodaichi/jirei/so15.html 

都市再生本部 ＨＰ 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/kanren/siryou/houkoku1.pdf 

(財)北海道東北地域経済総合研究所 ＨＰ 

 http://www.nett.or.jp/nett/nett70.pdf 
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供給区域 

 

事例№ E-003 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ｂ建物間熱融通 

施策分類 コジェネレーション（Cogeneration） 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 コジェネレーション活用型地域熱供給システムによる熱電供給 

地区、所在地 札幌駅南口地区 北海道札幌市 

事業主体 (株)北海道熱供給公社 

事業期間 2003 年（熱供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・「札幌駅南口土地区画整理事業」に併せて、

省エネルギーや環境負荷低減に資するコジ

ェネレーション活用型地域熱供給システム

による熱電供給の導入 

・札幌駅 JR タワー地下 3 階の「札幌駅南口エ

ネルギーセンター」に大規模天然ガスコー

ジェネレーションシステム(4,335kW×2 基)

を導入 

・融雪温水、低温外気、地下水利用といった

地域特性を活用 

－オフィスビル、デパート、ホテル、商業

施設等に熱供給 

－熱供給区域面積約 22ha(2003 年)、延床面

積約 35 万㎡(同) 

・2003 年度第 8 回新エネルギー大賞資源エネ

ルギー庁長官賞(導入事例の部)受賞 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・プラントは中央監視室で集中制御、規模の割に少ない 2 人の職員が交替で常

駐し、コントロールの面で省力化を実現 

・24 時間体制でエネルギー消費の動向がチェックされ、電力、蒸気、冷水等の

流れや供給状況を確認 

・JR タワー全体の電力使用量メータは、ビル内のエレベータの稼動だけでなく、

電気ポットでお湯を沸かすなど細かい電力消費にも連動 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・蒸気製造後の排ガス(150℃程度)

の持つ低温レベルの熱を用いて

冬期間のロードヒーティング用

の温水(40℃)を製造 

・外気温の上昇に伴い、ガスター

ビンの吸気温度が高くなり発電

出力が低下する夏場等に、冷却

水の一部に井戸水の保有冷熱に

よるガスタービンの燃焼用空気

の冷却を行い、ガスタービン出

力を向上 

・開放型冷却塔の一部において、低温外気(湿球温度-4.0℃以下)を取り入れ、

その冷気で直接冷水を製造する「フリークーリングシステム」を導入 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

システム概念
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参考資料出典等 (財)新エネルギー財団 ＨＰ 

 http://www.nef.or.jp/award/kako/h15/p03.html 

(株)北海道熱供給公社 ＨＰ 

 http://www.hokunetsu.co.jp/minami.html 

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/08_3dounyu/kitanodaichi/i-sappor
o1.pdf 
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供給区域 

 

事例№ E-004 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

⑥地下鉄・地下街からの排熱 

⑦雪氷冷熱 

施策分類 地域熱供給(地域冷暖房、District Heating and Cooling Systems) 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 地域特性を活かした熱供給 

地区、所在地 札幌駅北口地区 北海道札幌市 

事業主体 (株)札幌熱供給公社 

事業期間 1986～1989 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都市ガス、電気の他、地下鉄からの

排熱を利用した熱供給システムを導

入し、オフィスビルや商業施設、学

校等(9 施設)に対し、熱供給を実施 

－熱供給区域面積：約 22ha、延床面

積：約 19.6 万㎡(2008 年) 

・この他、寒冷地ならではの地域特性

を活かした自然エネルギーとして冬

期間の冷たい外気を利用したフリー

クーリングシステムや、札幌市との

連携により、都心部の冬期交通確保

に貢献する融雪槽を利用した雪冷熱

利用による熱供給も実施している。 

－冬期 後に融雪槽に投雪された雪

（約 2,000 ㎥、約 1,000ｔ）を貯蔵

し、夏期にそこから得られる雪融

解冷水を熱交換することにより、

約３℃の温度差で地区に冷熱を供

給 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・検針データ収集用の中央監視には、熱製造プラントの制御に使われていた協

調オートメーション・システム Harmonas を採用し、供給先ビル側で計測され

た検針データは、パケット通信により無線で Harmonas に送られる 

・検針だけでなく、漏水や災害等の緊急時には、熱量計盤側からアラームを自

動で通報できる他、遠隔での遮断弁操作も行うことも可能で、保安管理に大

きな役割を果たしている 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・冷水製造原単位：熱製造に伴う CO2排出原単位は 37.82kg-co2/GJ 

・温水製造原単位：熱製造に伴う CO2排出原単位は 56.09kg-co2/GJ 

・雪冷熱利用により、約 35ｔ／年の CO2 排出を削減。 

事業に係る課題 ・雪冷熱に関して、 初に投入した雪が解ける５月上旬には地区周辺に雪は残

っておらず、夏期間にも冷水利用を行うには市郊外部から雪を運搬する必要

があり、運搬費（600～900 円／ｔ）が必要となる。また、除雪時にゴミなど

が混入することにより、融解水を流す配管が詰まる原因ともなる。 
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参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/hokkaido/11.html 
(株)北海道熱供給公社 ＨＰ 
 http://www.hokunetsu.co.jp/ 
札幌市 ＨＰ 

http://www.city.sapporo.jp/kikaku/downtown/tosisaisei/kyougikai/files-kyoug
ikai-1/energy-2.pdf 

日経アーキテクチュア 2010 年６月 28 日号 
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システムイメージ 

 

事例№ E-005 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 マイクログリッド（Microgrid） 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 再生可能エネルギー供給源としたマイクログリッド実証実験 

地区、所在地 （ＪＲ小中野駅周辺）      青森県八戸市 

事業主体 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構、八戸市、東北電力(株)、 

(株)三菱総合研究所、三菱電機(株) 

事業期間 2003～2007 年（熱供給期間（実証実験期間）） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ＮＥＤＯの実証研究プログラムとして、

地域内のエネルギー源を利用して発電

を行い、地域内で消費する自営のマイ

クログリッドシステムを構築した

（2003～2007 年）。 

－東部終末処理場、小中学校、市庁舎

に設置される太陽光発電・風力発電

に加えて、下水汚泥発酵による発生

バイオガスを活用したガスエンジン

及び木質バイオマスボイラーにより

発電し、近隣の小中学校や市庁舎、

水道企業団の旧庁舎へ供給 

－供給能力は 710kW 

・実証研究において、供給電力等の品質、

コスト、その他のデータを収集・分析を

行い、2008 年度から経済性を 優先に、

規模を縮小し、電力供給を継続。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・実証実験期間中は、24 時間延べ４人／日の体制で、熱供給機器の運転、シス

テム管理を実施。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・電力会社に系統と切り離す形の自営線を用いた検証を実施するため、世界的

に初の試みとなる自営線を利用 

・太陽光発電や風力発電といった自然変電電源とその他の新エネルギー等を適

切に組み合わせ、必要に応じて省エネルギー技術も加え、これらを制御する

システムを構築 

・排熱を下水汚泥の発酵促進に利用 

事業費 ４億 2,600 万円（2003 年のみ） 

約 38 億円（実証研究プロジェクト全体費用） 

維持管理費等  

活用した補助制度等 大半をＮＥＤＯが負担 

事業による効果 ・再生可能エネルギー100％での電力供給、電力品質の目標を達成。 

・バイオマスを主としたマイクログリッドによる CO2 削減率は 80％の見込み 

事業に係る課題 ・実証実験の多機能設備のため、維持管理費が上昇。 

・ＮＥＤＯの迅速な計画変更と行政の予算執行との足並みが揃わなかった。 

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 

http://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/FF/nedoevent.2008-03-31.2008-03-

31.8093938166/8cc765996_96c64e2d5b9f8a3c(516b6238PJ).pdf 
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システムイメージ 

供給区域 

 

事例№ E-006 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ②下水道施設の未利用エネルギー 

施策分類 地域熱供給(地域冷暖房) 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 未処理下水と変圧器排熱を利用した熱供給システム 

地区、所在地 盛岡駅西口地区 岩手県盛岡市 

事業主体 東北電力(株) 

事業期間 1995～1997 年（熱強供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市の新しい都市拠点に相応しい高次都市基盤施設として整備を実施 

・未処理下水と変電

所の変圧器排熱

を主要熱源とし

た熱供給システ

ムの導入 

－盛岡地域交流

センタービル

とその周辺地

区の複合ビル、

テレビ局において実施 

－熱供給区域面積約 2.4ha、延床面積約 10 万

㎡(2005 年) 

－プラントは、市・三セク・熱供給事業者の合築によるオフィスビル地下に

整備 

－熱源機器は、電動ヒートポンプ、電動ターボ冷凍機、ガス焚無圧ボイラ、

水蓄熱槽で構成 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・電動ヒートポンプの熱源は、岩手県がモデル事業の指定を受けて設置した未

処理下水の排熱回収施設と変電所の変圧器排熱等未利用エネルギーを有効利

用している 

事業費 約 26 億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等 未利用エネルギー活用熱供給システム事業費補助／ＮＥＤＯ 

都市拠点総合整備事業補助（設計費） 

事業による効果 ・従来システム（個別に熱源設備を設け、電気や重油等を利用するシステム）

と比較して、 

－約 30%の消費エネルギーの削減 

－年間約 2,200kl の油の削減 

－CO2 排出量が約 60%削減、NOX 排出量が約 50%削減 

事業に係る課題 ・基盤整備段階での需要推計が難しく、プラント規模等の計画によっては採算

性に影響が及ぶ可能性がある 

・地域導管と既存地下埋設物の錯綜による行程調整に時間を要した 

・需要家によっては、必ずしもコストダウンにならない状況がある（水温が低

いことによる各需要家での再加熱が必要な場合がある） 
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参考資料出典等 盛岡市 ＨＰ 

 http://www.city.morioka.iwate.jp/09tosi/sigaiti/nishiguchi/city.html 

(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 

 http://www.jdhc.or.jp/area/tohoku/01.html 
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システムイメージ 

 

事例№ E-007 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 太陽光発電、太陽熱利用 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 太陽光発電の集中連系システム 

地区、所在地 いわきニュータウン高久地区  福島県いわき市 

事業主体 いわき市、建設省（現国土交通省）、地域振興整備公団（現都市再生機構） 

事業期間 1997 年～2002 年（発電システム 整備期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・「次世代都市整備事業」を活用して、1997 年～

2002 年の間で太陽光発電の集中連系システム

の整備を進め、現在 310kW の整備が完了。 

・高久 3 丁目地区の 6 区画において、「住宅用太

陽光発電導入基盤整備事業」を導入し、システ

ム設置希望者に代わって都市再生機構が応募

申込をし、補助金予定枠(システム設置費用

の約 1/3)を確保。 

・地区内の公園、学校等に太陽光パネルを

設置。 

・各施設の太陽光パネルで発電された電気

を専用線で PV(Photovoltaic)管理セン

ターに集約、東北電力に売電し、ニュー

タウン内にクリーンエネルギーを供給。 

－年間発電量は推測 313,000kWh～ 

371,800kWh 

・PV 管理センターへ現在の発電状況が確認

できる表示パネルを設置。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・太陽光発電施設の適正な維持管理に努め、安定した発電量の確保を図るため、

「いわきニュータウン太陽光発電施設管理事業」をいわき市都市建設部都市

計画課が実施している 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・各戸の発電電力を PV 管理センターで集中管理し、商用電力線と一転で系統連

系する集中連系を行うことにより、施設毎に商用電力線に系統連系するより

電力の質の安定やコスト削減が図られる。 

事業費 ８億 100 万円 

維持管理費等 約 300 万円（システム運用・管理） 

活用した補助制度等 次世代都市整備事業／建設省 

事業による効果 ・売電収入は年間約 360 万円、維持管理費と差し引き、約 60 万円の収益。 

・原油換算で年間約 72,000l の燃料の削減。CO2 排出削減量は年間約 195t。 

事業に係る課題 ・機器の寿命は、太陽光パネルで 20～30 年、システムサポート機器で約８年で

あるが、短期間に地区内にシステム導入したため、切り替え時期が一気に訪

れる。 

・発電集中連系システムは、故障が発生した場合、システム全体の点検・整備

が必要となり、コスト面での負担が大きい。 

参考資料出典等 (独)都市再生機構 ＨＰ 

 http://www.ur-net.go.jp/iwaki/kankyou_shizen.html 

いわき市 ＨＰ 

 http://www.city.iwaki.fukushima.jp/eisei/hogo/004660.html 
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事例№ E-008 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ｂ熱利用 

施策分類 太陽光発電、太陽熱利用 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 太陽熱ソーラーシステムによる街区熱供給 

地区、所在地 越谷レイクタウン地区     埼玉県越谷市 

事業主体 大和ハウス工業(株)、大栄不動産(株) 

事業期間 2008 年（熱供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・太陽熱ソーラーの街区熱供給システムの導入 

－太陽熱を面的に利用した、集合住宅街区で実施された住宅で日本 大の「太

陽熱ソーラーによる街区供給事業」 

・熱負荷低減方策による CO2 排出量の削減 

－街区の住宅の屋上や外壁の高断熱化や開口部に複層ガラス等を採用するこ

とによって熱負荷低減を図り CO2 排出量を削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・インターネットによる 24 時間の監視・管理体制 

－万全な保守管理体制のもとソーラー機器、熱源機器、搬送機器、等の運転

状態、故障状態の情報をインターネット経由にてリアルタイムで監視セン

ターに送り、省エネ運転を行うとともに、万一のシステム異常や機器の故

障発生時に備え 24 時間の監視、処置体制をとっている。 

・住宅管理組合による運営管理 

－信頼性の高いメンテナンス会社との契約や、運営面での協力が得られる見

通しも立ったことから、住宅管理組合が本システムを運営管理する体制と

した。この運営管理体制により、住宅管理組合の運営が事業ではないため、

熱料金による収益を、そのまま施設更新の積立金としてプールしていくこ

とが可能となっている。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・街区単位での一括購入による安価なエネルギー源の確保 

－太陽熱ソーラーシステムの補助熱源となるガスを住宅管理組合が一括購入

－電気の一括購入も行い電気代の削減や集中検針の効率化を図っている 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・一次エネルギー換算で冷暖房・給湯負荷の 50%以上が削減できる計画 

・住民 1 人当たりの CO2 削減率は、冷暖房・給湯の約 45%、街区全体で約 27%(住

民 1 人当たり 1t - CO2 /年 以上)の見込み 

事業に係る課題  

供給区域 

供給区域 



 - 12 -

参考資料出典等 イオンレイクタウン ＨＰ 

 http://www.aeon-laketown.jp/about/eco/index.html 

チーム・マイナス６％ ＨＰ 

 http://www.team-6.jp/teitanso/case/koshigaya01.html 

 http://www.team-6.jp/teitanso/case/koshigaya02.html 

 http://www.team-6.jp/teitanso/case/koshigaya03.html 

BPNET「ECO JAPAN－成長と共生の未来へ」 

 http://eco.nikkeibp.co.jp/article/special/20100215/103204/ 

(株)大阪テクノクラート ＨＰ 

 http://www.osaka-techno.com/ot_deploy/PDF/news_080423.pdf 
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事例№ E-009 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ②下水道施設の未利用エネルギー 

メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

施策分類 バイオマス(Biomass) 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 グリーン電力バイオ発電の実施 

地区、所在地 滑川町月輪地区         埼玉県滑川町 

事業主体 東武鉄道(株) 

事業期間 2002 年（電気供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・電力の一部をバイオマス発電システム

によって発電 

・下水処理で発生するメタンガスを利用

して発電（バイオマス発電）した電力

を下水処理に利用することで、下水処

理に必要となる一般電力の替わりに、

グリーン電力で賄うグリーン電力証書

システムの導入 

－グリーン電力証書システムを導入し

た分譲住宅として日本初の「グリー

ン電力住宅」(247 戸：2004 年 5 月現在) 

－グリーン電力発電事業者である森ヶ崎エナジーサービス(株)が、下水処理

で発生するメタンガスを利用して発電（バイオマス発電）した電力を下水

処理に利用することで、下水処理に必要となる一般電力をグリーン電力で

賄う 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 CO2 の排出を抑制し、化石燃料を節約する効果が見込まれる 

事業に係る課題  

参考資料出典等 東武鉄道(株) ＨＰ 

 http://www.tobu-estate.com/special/column/06_green-energy/ 

生活提案型戸建住宅「FRANCA/フランサ」 ＨＰ 

 http://franca.for-ones.com/ 

 

 

システムイメージ 
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供給区域 

 

事例№ E-010 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ④地下水の温度差エネルギー 

施策分類 地域熱供給(地域冷暖房) 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 土地区画整理事業と連携した排熱利用の地域冷暖房システム 

地区、所在地 汐留地区           東京都港区 

事業主体 汐留アーバンエネルギー(株) 

事業期間 1999～2002 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・開発街区土地購入者と熱供給事

業予定者からなる協議会により

コジェネレーション排熱を活用

した地域熱供給施設導入計画を

策定、地区の開発整備計画の一

環として都市計画決定。 

－熱供給区域：約９ha 

・水深 24ｍの温度成層型冷水槽や、

氷・冷水・温水と使い分けが出

来る「マルチ蓄熱槽」を採用し、

季節ごとに変動する需要に合わ

せたエネルギーの効率的な供給

と深夜電力の活用による電力負荷平準化に寄与 

・プラント施設は建築物内賃借により確保、共同溝（構築物）は区画整理によ

り整備。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・冷水需要が非常に高いため、冷水供給温度差を 10℃（6.5℃→16.5℃）とす

ることにより、供給側、需要側双方にメリットを生んでいる 

・需要に合わせてプラントからの冷熱供給量制御に「変流量・変揚程制御」を

導入 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 無し（プラント施設、地域導管は熱供給事業者が全負担） 

事業による効果 ・大温度差供給による CO2 削減量は年間約 200t 

・変流量・変揚程制御による CO2 削減量は年間約 200t 

・システム全体で CO2 削減率は年間約 16% 

事業に係る課題  

参考資料出典等 汐留アーバンエネルギー(株) ＨＰ 

 http://www.shiodome-ue.co.jp/ 
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事例№ E-011 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ⑥地下鉄・地下街からの排熱 

施策分類 地域熱供給(地域冷暖房) 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 地下鉄排熱利用による地域熱供給 

地区、所在地 新宿南口西地区        東京都渋谷区 

事業主体 新宿南エネルギーサービス(株) 

事業期間 1993 年（熱供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地下鉄排熱を活

用した地域冷

暖房システム

の導入 

・地下鉄大江戸線

新宿駅からの

排熱を約 50℃

の温水として取り入

れ、暖房に用いる熱源として活用 

・排熱から得た熱源をプラントと需要家ビ

ルの間で循環させるシステムを採用 

－熱供給区域面積：約 9.2ha、延床面積：

約 36 万㎡(2005 年) 

・都営地下鉄大江戸線新宿駅で、ホームの

電車や人体から排出される熱を回収し、

供給先のビルの暖房エネルギーの約 50%

～60%を賄う 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・エネルギーセンターへ 新式のコンピューターシステムを導入し、中央監査

室にて全てを監視・制御している 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・熱源をつくる各種機器の稼動へクリーンなエネルギー「都市ガス」「電力」を

効率的に併用するベストミックス方式を採用 

・氷と水蓄熱システムを導入し、電力負荷の少ない夜間電力を 大限に活用 

－1 日の使用電力量の 36%を夜間へシフト 

－真夏の 大電力ピーク時間帯に約 3,500kW のピークカット 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 

 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/48.html 

新宿南エネルギーサービス(株) ＨＰ 

 http://www.sesdhc.co.jp/ 

供給区域とシステム概要 
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システムイメージ 

 

事例№ E-012 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 

メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

施策分類 マイクログリッド 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 京都エコプロジェクト マイクログリッド 

地区、所在地  京都府京丹後市 

事業主体 京都府、京丹後市、富士電機システムズ、アミタ、大林組、日新電機、 

野村総合研究所 

事業期間 2003～2007 年（実証実験期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・一般電力網や公衆の通信回線を活用し

た中・大規模で凡用性の高い電気需給

システムを構築(マイクログリット) 

・バイオガス発電所を中心に、市内風力

発電や太陽光発電等の自然エネルギ

ーから発生する電力をエネルギー源

として教育施設や市庁舎、公民館等の

公共施設、市営団地の一般家庭へ電力

を供給 

－各系統への影響を 小限に抑えつ

つ新エネルギーを活用した分散型

電源の構築促進のための実証研究

を進めている 

－風力発電や太陽光発電、食品廃棄物

からバイオマス燃料を発生させ、ガ

スエンジンや燃料電池等の発電に

活用する、地産地消型の環境性の高

い運用が組み込まれている 

－一般電気事業者の電力網を利用 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・既存の一般電力網を活用した仮想マイクログリッド(*)上で実験を実施するこ

とにより、新規投資を抑制。 

*専用の電力網は構築せず一般電気事業者の電力網を利用する形で需要量に併せた発電

量を制御するため、需給バランスの精度や供給電力の品質等は仮想的に検証 

事業費 （エコプロジェクトの総事業費：１億 6,500 万円） 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・汎用通信回線を使用したシステムにおいて同時同量制御中間評価目標５分

８％の実現の可能性を得た 

事業に係る課題  

参考資料出典等 京丹後市 ＨＰ 
http://www.city.kyotango.kyoto.jp/shisei/shisei/keikaku/biomasstown/documen
ts/kousou.pdf 

ＩＮＡＧＩＮＥＴ 
http://www.pear.ne.jp/seinensityokai/sesaku/sesaku21/jigyou/kyotango5.html 

環境省 ＨＰ 
 http://www.env.go.jp/nature/satoyama/syuhourei/pdf/cjj_9.pdf 
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事例№ E-013 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 a 発電利用 

 その他 

施策分類 風力発電 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 風力発電と太陽光発電を利用したハイブリッド街灯 

地区、所在地 九州八幡東田総合開発地区   福岡県北九州市 

事業主体 北九州市、新日鉄都市開発 

事業期間 2006 年（電気供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・環境共生住宅「リビオ東田ヴィルコー

ト」において、環境省「街区まるごと

CO220％削減事業」の一環として、風

力発電と太陽光発電を利用した、ハイ

ブリッド街灯の導入 

・風力と太陽光の発電システムと組み合

わせたハイブリッド発電照明を環境

ミュージアムに導入 

－垂直軸型風車、始動風速 2.5m/秒、

発電開始風速 4m/秒、定格出力 1kW 

－発電した電力は、この装置自身の演

出照明や施設(事務所棟)周辺の街

路灯等に利用 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (株)新日鉄都市開発 ＨＰ 
 http://www.nscp-net.com/business/daikibo/achievements01/ 
九州国際大学 ＨＰ 
 http://www.kiu.ac.jp/about/contribute/images/20090513.pdf 
次世代システム研究会 ＨＰ 
 http://www.foss-stock.org/pdf/satoh_100123.pdf 

 

供給区域（上）と風車（下）
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事例№ E-014 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー６「エネルギー負荷を軽減するための対策」 

 ②エリア・エネルギー・マネジメント・システム（AEMS） 

メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 b 建物間熱誘導 

施策分類 コジェネレーション 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 循環型エリア・マネジメントシステムの構築 

地区、所在地 九州八幡東田総合開発地区   福岡県北九州市 

事業主体 八幡東田グリーンビレッジ推進地域協議会 

事業期間 2005 年（システム構築、電気供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・循環型エリア・マネジメントシステムの構

築 

－天然ガスコージェネレーション施設を隣

接工場に導入し、電力を東田地区内の公

共施設(いのちのたび博物館、環境ミュー

ジアム等)や民間事業所約 20 施設に供給

開始 

・天然ガスコージェネレーション発電による

電力を地域全域に供給 

－天然ガスコージェネレーション施の発電

能力は 33,000kW 

・今後、当該電源を核とする太陽光発電等、

不安定な電源(新エネ)の系統連携による普

及促進について検討を進める 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・CO2・資源の削減、省エネの向上、省エネ効果の可視化が見込まれる 

・天然ガス利用コジェネレーション発電による電力供給を行うことにより、商

用電力による電力供給に比較して、約 20%の CO2 二酸化炭素削減効果が得ら

れている 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (株)新日鉄都市開発 ＨＰ 
 http://www.nscp-net.com/business/daikibo/achievements01/ 
九州国際大学 ＨＰ 
 http://www.kiu.ac.jp/about/contribute/images/20090513.pdf 
次世代システム研究会 ＨＰ 
 http://www.foss-stock.org/pdf/satoh_100123.pdf 

 

システムイメージ 
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事例№ E-015 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 b 建物間熱融通 

施策分類 コジェネレーション 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 天然ガスコジェネレーション発電の導入 

地区、所在地 九州八幡東田総合開発地区   福岡県北九州市 

事業主体 (株)東田コジェネ 

事業期間 2005 年（電気供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・通常火力発電と比べ CO2 排出量の少ない天然ガスコージェネレーション発電

による電力の給電を実施 

－電力供給者と東田地区内に立地する企業等が組合を設置することで密接な

関係を構築 

－5,500kW ガスエンジン×6 基(計 33,000kW)の設置 

－発電した電力は八幡製鐵所内、特区(東田地区)へ供給(リビオ東田ヴィルコ

ートへの供給実施) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・八幡製鐵所が運転管理を行なう 

事業費 約 40 億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・太陽光発電、カーシェアリング、高断熱、省エネルギー設備、天然ガスコー

ジェネレーション等の導入によって、CO2 削率の見込みは街区単位で約 30% 

(対次世代省エネルギー基準) 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (株)新日鉄都市開発 ＨＰ 
 http://www.nscp-net.com/business/daikibo/achievements01/ 
九州国際大学 ＨＰ 
 http://www.kiu.ac.jp/about/contribute/images/20090513.pdf 
次世代システム研究会 ＨＰ 
 http://www.foss-stock.org/pdf/satoh_100123.pdf 

 

システムイメージ 



 - 20 -

熱供給区域 

 

事例№ E-016 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に実施された熱供給事業 

地区、所在地 光星地区 北海道札幌市 

事業主体 (株)北海道熱供給公社 

事業期間 1974～1975 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・札幌市の区画整理と住宅地区改

良事業の一環として地域暖房

が導入され、1972 年に仮プラ

ントを稼働（本プラントの稼働

は 1975 年）し、住宅棟及び業

務棟に熱供給を開始。 

・天然ガス、灯油を原料とする炉

筒煙管式ボイラーからの熱エ

ネルギーを用い、冬期は 160℃

の高温水を供給し、熱交換器に

より暖房・給湯に利用し、夏期

は 140℃の高温水により冷房・給湯に利用。 

－熱供給区域面積：約 11.5ha、延床面積：約 12.8 万㎡（2008 年） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/hokkaido/07.html 
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供給区域 

 

事例№ E-017 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 大型複合施設における地域熱供給 

地区、所在地 小樽市ベイシティ地区 北海道小樽市 

事業主体 (株)エナジーソリューション 

事業期間 1997～1999 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地権者発意による地域熱供給事

業 

・天然ガスを燃料とするガスター

ビン及び蒸気タービンによる

コンバインド発電 

－ 熱 供 給 エ リ ア 面 積 ： 約

12.8ha、延床面積：約 22.6 万

㎡（2008 年） 

－ 大出力：約 16,700KW 

・需要家である小樽ベイシティ開

発(株)が 34 万㎡の大型複合施

設を建設し、環境保全及び経済

性を考慮し、コジェネレーショ

ンシステムを導入 

・プラント施設用地は、需要家である地権者から購入し確保 

・2005 年に、マイカル小樽エネルギー供給(株)から(株)エナジーソリューショ

ンが事業を継承 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・温熱は抽気蒸気と補助ボイラーで、冷熱は抽気蒸気による吸収式冷凍機とタ

ーボ冷凍機で供給を行う熱電併給システム 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 未利用エネルギー活用熱供給システム事業費補助／ＮＥＤＯ 

地域総合整備資金貸付／(財)地域総合整備財団 

事業による効果  

事業に係る課題 ・2001 年に、需要家である小樽ベイシティ開発が民事再生手続きを開始し、テ

ナントの撤退に伴うエネルギーコスト増加が生じている 

参考資料出典等 (株)エナジーソリューション ＨＰ 
 http://www.energy-solution.co.jp/area-otaru.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/hokkaido/12.html 
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熱供給センター入居ビル 

 

事例№ E-018 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 低密度市街地 

 

事業・取組  

地区、所在地 泉中央地区 宮城県仙台市 

事業主体  

事業期間  

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

・東北初の熱供給事業であり、現ショ

ッピングセンター・駅ビル・セルバ

に熱供給（冷熱・温熱）を実施。地

域冷暖房システムは、外気を熱源と

し効率の高いヒートポンプと蓄熱槽

を組み合わせた蓄熱式ヒートポンプ

方式で夜間の電気を活用し、エネル

ギーの有効活用を図っている。 

 

 

 

 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 東北電力 ＨＰ 
 http://www.tohoku-epco.co.jp/enviro/tea2000/02main/chapter1/01/06.htm 
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熱供給区域 

 

事例№ E-019 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と都市拠点施設整備に併せた地域熱供給事業の実施 

地区、所在地 山形駅西口地区 山形県山形市 

事業主体 山形熱供給(株) 

事業期間 1999～2001 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・西口新都心ビル（霞城セントラル）の事業コンペにて地域熱供給導入の提案

があった。 

－熱供給区域面積：約 9.2ha、延床面積：約 8.4 万㎡(2008 年) 

・日本初の石油コジェネレーションを組込んだ設備で、石油・電力・ガスのト

リプルミックス熱源を採用し、低廉かつ安定したエネルギー供給を実施。 

・プラント施設は、霞城セントラルの当該施設を賃借。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・自立型の熱・電力供給設備であり、防災対応性に優れた面を持つ 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 山形熱供給(株) ＨＰ 
 http://www.ydhc.jp/redevelopment.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tohoku/04.html 
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供給区域 

 

事例№ E-020 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に実施された熱供給事業 

地区、所在地 筑波研究学園都市 茨城県つくば市 

事業主体 筑波都市整備(株) 

事業期間 1981～1983 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業等 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・灯油、都市ガスを熱源とする、炉筒

煙管ボイラー及び二重効用吸収冷凍

機を使用し、蒸気・冷水を供給する

地域導管は都心地区に整備された共

同溝に、電力・電話線等とともに敷

設。 

－熱供給区域面積：約 36ha、延床面

積：約 29 万㎡（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/17.html 
筑波都市整備(株) ＨＰ 
 http://tsud.jp/tsud/energy/ 
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①勤労福祉会館 ②朝日生命日立ビル ③日立あおば生

命ビル ④日立シビックセンター  ⑤日立ライフ ⑥ホ

テル日航日立 ⑦新都市広場 ⑧イトーヨーカ堂（Ａ） 

⑨イトーヨーカ堂（Ｂ） ⑩ホテル吾妻館 ⑪ニュークリ

ニックス日立 ⑫ホテル日立プラザ ⑬日立郵便局 

⑭秋山ビル ⑮金馬車 ⑯プラント 

供給区域 

 

事例№ E-021 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ⑤工場排熱 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 エネルギー効率１以上の高効率な熱供給システム 

地区、所在地 日立駅前地区 茨城県日立地 

事業主体 日立熱エネルギー(株) 

事業期間 1988～1999 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地区内の公共、商業、業務施設

に、セメント工場で生まれる余

熱を利用した熱供給事業を実

施。 

・熱源機器は蒸気二重効用吸収式

冷凍機、余熱ボイラー、ターボ

冷凍機により構成。 

－熱供給区域面積：約 13.2ha、

延床面積：13.4 万㎡（2008

年） 

－加熱能力：約 23GJ/h、 

冷却能力：約 36GJ/h 

・地区で使用する熱量の約 90％を

供給。 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・プラント地下に、1,560 ㎥の蓄熱槽を設置し、設備のコンパクト化と安定供

給を実現。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・総合エネルギー効率（販売熱量実績／一次エネルギー使用量実績）が 1.02

と１を上回る高効率なシステムとなっている。 

・個別熱源ビルに比べ、約 41％の省エネルギー化を実現。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/18.html 
エネルギーの面的利用促進に関する調査／2005 年 エネルギーの面的利用促進研究会 
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事例№ E-022 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に実施された熱供給事業 

地区、所在地 さいたま新都心西地区 埼玉県さいたま市 

事業主体 東京ガス(株) 

事業期間 1997～2000 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ガスタービンコジェネレーション１基を採用し、地冷センターの自家使用電

力として利用するとともに、余剰電力は系統を介して電力事業者に売電され

る。排熱、水管式ボイラーと炉筒煙管式ボイラーで発生させた蒸気を暖房・

給湯用に供給（0.60～0.88MPa）。 

・この蒸気を熱源とする蒸気吸収冷凍機は冷水を製造し、冷房用に供給。 

－熱供給区域面積：約 27 万 ha。 

・プラント用地は、熱供給事業者が保留地を購入して確保。 

・共同溝（右図）については、区画整理で整備し、整備費は共同溝利用企業か

らの負担金（約 50％）と区画整理事業により支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/20.html 

システムイメージ（左）と供給区域（右） 
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事例№ E-023 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に実施された熱供給事業 

地区、所在地 成田市花崎町地区 千葉県成田市 

事業主体 日本瓦斯(株) 

事業期間 1986～1999 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・区画整理により駅前地区の無電柱化を促進していたことから、ガス・下水道

の都市施設の施工と併せて、熱供給事業者から導入を申し入れ。 

－熱供給区域面積：約 4ha 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 無し（熱供給事業者が全負担） 

事業による効果 ・区画整理との間で工事工程調整を行うことにより、無駄な土工事を行わなく

て済んだ。 

事業に係る課題 ・地域導管敷設に伴う道路占用の調整に時間を要した。 

参考資料出典等  
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事例№ E-024 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 品川駅東口地区への地域冷暖房導入 

地区、所在地 ＪＲ品川駅東口地区 東京都港区 

事業主体 品川エネルギーサービス(株) 

事業期間 2000～2003 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・都、区、旧国鉄清算事業団、ＪＲ等による検討会において、地域冷暖房導入

を決定。 

・プラント用地は、事業者が保留地を購入して確保（地域冷暖房導入を売却条

件として付帯）。用地を再開発地区計画において「公共空地」として位置付け

セントラルガーデンを整備し、その地下にプラントを設置。 

・蒸気吸収式冷凍機・電動ターボ冷凍機と炉筒煙管式ボイラーをベースに、夜

間電力を活用した大規模氷蓄熱システムを設置し、かつ大規模コジェネレー

ションシステムからの排熱を利用した冷水、蒸気の 4 管方式を採用。 

－熱供給区域：約 11ha、延床面積：約 59.5 万㎡（2008 年） 

－加熱能力：159.5GJ/h、冷却能力：208.9GJ/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・保留地の売却条件及び再開発地区計画により、地域冷暖房導入を担保。 

・高効率ターボ冷凍機３台と氷蓄熱設備の組合せにより消費電力低減を実現。

・実績データから翌日の熱消費量を予測する負荷予測システムを導入、運転ス

ケジュールやエネルギー管理等を実施。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 無し（地域熱供給事業者が全負担） 

事業による効果 ・区画整理と同時かつ工程調整等を図りつつ整備を行ったことにより、事業効

率が向上した。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/62.html 

①プラント ②NTTDAT 品川ビル
③JR 品川イーストビル ④品川
イーストワンタワー ⑤太陽生
命品川ビル ⑥品川グランドセ
ントラルタワー ⑦三菱重工ビ
ル ⑧CANON S TOWER 

供給区域 
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①第 1 プラント ②第 2 プラント ③新国立劇場 

④東京オペラシティ ⑤ＮＴＴ東日本本社ビル 

供給区域 

 

事例№ E-025 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 初台淀橋地区地域冷暖房 

地区、所在地 初台淀橋地区 東京都新宿区 

事業主体 東京オペラシティ熱供給(株) 

事業期間 1993～1995 年（熱供給事業 事業期間） 

2007～2008 年（一部プラント施設の改修期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・当該地区は、東京都公害防止条例に

基づく地域冷暖房計画区域に指定

されており、地権者発意により地

域熱供給事業導入が決められた。 

・劇場施設、芸術文化・商業施設・業

務施設には蒸気と冷水が、芸術文化

施設の一部には温水が必要となる

需要に対し、都市ガスと電気による

２プラントシステムで熱供給を実

施。 

－熱供給区域：約 10.5ha、延床面

積：約 39.7 万㎡（2008 年） 

－加熱能力：109.7GJ/h、冷却能力：

139GJ/h 

・プラント施設は、建築物内を熱供給事業者が賃借して確保 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・2007～2008 年にかけて、第２プラント

の水蓄熱槽の一部を改修し、夜間の割安

な電気を利用して氷を製造・蓄え、これ

を昼間に冷房用として利用する、省エネ

で環境に優しい「氷蓄熱システム」を導

入。 

 

 

 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業／経済産業省（プラント改修時） 

事業による効果  

事業に係る課題 熱供給区域内の未加入事業者への対応 

参考資料出典等 東京オペラシティ(株) ＨＰ 
 http://www.tokyooperacity.co.jp/hatsudai_yodobashi/ 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/49.html 
日経 BPnet「The Cool Earth Tec 2008」 
 http://eco.nikkeibp.co.jp/em/hp/case_biz/03/index.shtml 

システムイメージ
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①メインプラント ②サブプラント ③都筑区総合庁舎

④都市再生機構 ⑤港北 TOKYU ショッピングセンター 

⑥センター南SKYビル ⑦都筑警察署 ⑧昭和大学横浜市

北部病院中央棟 ⑨昭和大学横浜市北部病院西棟 ⑩パ

ルティーレ横浜ウェディングビレッジ ⑪都筑郵便局 

⑫野村総合研究所 1⑬ショッピングタウンあいたい 

供給区域 

 

事例№ E-026 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 メイン・サブプラントによる地域熱供給事業 

地区、所在地 港北ニュータウンセンター地区 神奈川県横浜市 

事業主体 (株)横浜都市みらい 

事業期間 1993～1995 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・メインプラントとサブプラント

を設置して熱供給を実施。メイ

ンプラントではコジェネレーシ

ョン設備からの排熱を利用。プ

ラント別の主要熱源機器等は以

下の通り。 

－メインプラント：炉筒煙管式

蒸気ボイラー、蒸気吸収冷凍

機、熱回収型電動ターボ冷凍

機、蓄熱槽 

 加熱能力：101.6GJ/h、冷却能

力：95.4GJ/h 

－サブプラント：熱回収型電動

ターボ冷凍機、ターボ冷凍機、

ガス直焚吸収冷温水機、蓄熱

槽 

－熱供給区域約 16.3ha、延床面

積約 31.6 万㎡（2008 年） 

 加熱能力 9.7GJ/h、冷却能力 15.2GJ/h 

・プラント施設用地は都市機構（区画整理事業主体）取得地より確保。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・基盤整備がスムーズに実施できる。 

事業に係る課題 ・基盤や設備を整備した後に企業立地が進展するが、立地企業が熱供給を確実

に利用する担保がない。 

参考資料出典等 (株)横浜都市みらい ＨＰ 
 http://www.ytmirai.co.jp/business/energy/ 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/05.html 
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①センタープラント ②第2プラント ③パシフィコ横浜

④けいゆう病院 ⑤クイーンズスクエア横浜 ⑥横浜メ

ディアタワー ⑦三菱重工横浜ビル ⑧横浜ランドマー

クタワー ⑨横浜銀行本店ビル 1⑩日石横浜ビル ⑪ク

ロスゲート ⑫横浜美術館 ⑬M.M.TOWERS ⑭富士ソフ

トビル ⑮県民共済プラザビル ⑯リーフみなとみらい

⑰みなとみらい駅 ⑱みなとみらいビジネススクエア 

⑲M.M.TOWERS FORESIS ⑳Brillia Grande ○21 MM パークビ

ル ○22 パシフィックロイヤルコート ○23 みなとみらいミ

ッドスクエア ○24シンクロン本社ビル 

電動ターボ冷凍機 

 

事例№ E-027 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 メイン・サブプラントによる広域での地域冷暖房事業 

地区、所在地 みなとみらい 21 中央地区 神奈川県横浜市 

事業主体 みなとみらい 21 熱供給(株) 

事業期間 1987～1989 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・みなとみらい 21 街づくり基本協

定において、地域冷暖房システ

ムの導入がうたわれていた。 

・センタープラント（1989 年稼働

開始）では大規模潜熱蓄熱シス

テムを、第 2 プラント（1997 年

稼働開始）ではコジェネレーシ

ョンシステムと大型吸収冷凍機

や高効率電動ターボ冷凍機を採

用。 

－熱供給区域面積：約 105ha、

延床面積：約 229 万㎡（2008

年） 

－加熱能力：638.3Gcal/h、冷却

能力：304.8Gcal/h 

・プラント施設用地は、区画整理

の横浜市換地に建設。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・地域導管をループ化し、熱供給をセンター

プラントからコントロールすることにより

運転の効率化、省力化を推進。 

・第２プラントの電動ターボ冷凍機の能力は

密閉型では世界 大の 5,000RT。 

 

 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 みなとみらい 21 熱供給(株) ＨＰ 
 http://www.mm21dhc.co.jp/ 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/01.html 

供給区域 
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①プラント ②横浜市営地下鉄・横浜駅 ③横浜ファース

トビル ④横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ⑤天

理ビル ⑥相鉄ジョイナス ⑦高島屋横浜店 ⑧ザ・ダイ

ヤモンド 

供給区域 

 

事例№ E-028 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 高密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に実施された熱供給事業 

地区、所在地 横浜駅西口地区 神奈川県横浜市 

事業主体 横浜熱供給(株) 

事業期間 1996～1998 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

市街地再開発事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・横浜ベイシェラトンホテル＆タ

ワーズの建設を中心とした再開

発事業にあわせ、同ビルの地下

５、６階に熱供給プラントを設

置。同プラントから再開発ビル

２棟の他、周辺の既存ビル及び

市営地下鉄駅舎の計７施設に対

して熱源を供給。 

・炉筒煙管式蒸気ボイラー、二重

効用蒸気吸収式冷凍機、電動タ

ーボ冷凍機及びガスタービンコ

ジェネレーションで構成される

熱源システムを持ち、高効率・

省エネルギー及び省スペース化

を追求するとともに、低 NOx 化

を実現。 

－熱供給区域面積：約 6.5ha、

延床面積：約 35 万㎡（2008 年） 

－温熱源ボイラー容量：約 75t/h、冷凍能力：237.9GJ/h 

－総合エネルギー効率：75.7％ 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/07.html 
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①A プラント ②B プラント ③富山市芸術文化ホール 

④アーバンプレイス ⑤オークスカナルパークホテル富

山 ⑥富山赤十字病院 ⑦富山県立乳児院 

供給区域 

 

事例№ E-029 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ③河川・海水の温度差エネルギー 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 河川水を活用した地域熱供給事業 

地区、所在地 ＪＲ富山駅北地区 富山県富山市 

事業主体 北電産業(株) 

事業期間 1994～1996 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・熱源に河川水を利用し、プラン

トには蓄熱槽を設置。熱源機器

は電気式ヒートポンプのみで、

深夜電力を有効活用した蓄熱運

転を実施。また、給湯は温水を

熱源とした給湯用ヒートポンプ

で供給 

－熱供給区域面積：約 15.3ha、

延床面積：約 8.8 万㎡（2008

年） 

－許可能力：21.7GJ/h 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・河川水と外気温の温度差を熱エネルギーとして活用するため、富山駅北側を

流れる河川水を取り込み、未利用エネルギーの有効活用を図っている。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 無し（熱供給事業者が全負担） 

事業による効果 ・区画整理による広幅員道路整備によって、河川水の取水口・管工事が実施し

やすくなった。 

事業に係る課題 ・地下に熱供給プラントを設置したことにより、地下空間の占有や市所有施設

と事業者施設の換地位置が課題となった。 

 市及び事業者施設の建物を一体的なものとし、前面に共有の公開空値を設置

することで対応。 

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/chubu/09.html 
北電産業(株) ＨＰ 
 http://www.urban-place.com/urban/netu/netsu1.html 
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供給区域 

 

事例№ E-030 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 アクトシティへの地域熱供給事業 

地区、所在地 アクトシティ駅前地区 静岡県浜松市 

事業主体 浜松熱供給(株) 

事業期間 1992～1994 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・エネルギーの有効活用と中心市

街地の都市環境の向上を図る

ため、静岡県下で初めて地域冷

暖房供給システムを導入。 

・地域冷暖房の熱源は電気・ガス

併用のベストミックス方式。蓄

熱槽活用による夜間電力使用

は昼間の電力負荷平準化に貢

献し、吸収式冷凍機による夏季

のガス使用もガスの年間負荷

を平準化。 

－熱供給区域面積：約 4.7ha、

延床面積：約 23 万㎡（2008 年） 

・市と民間企業により建設する複

合施設内にプラント施設を整備。熱供給事業者が使用面積に係る使用量（土

地、建物）を市に納入。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/chubu/07.html 
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①プラント ②サブプラント１ ③サブプラント 2 ④大

阪ドーム ⑤ドームシティガスビル ⑥ICC ビル ⑦大阪

市交通局 ⑧ローソン ⑨交通局庁舎 ⑩消防局庁舎 

供給区域 

 

事例№ E-031 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 メイン・サブプラントによる地域熱供給 

地区、所在地 岩崎橋地区 大阪府大阪市 

事業主体 （株）クリエイティブテクノソリューション 

事業期間 1995～1996 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・区画整理事業区域内への大阪ド

ームの誘致・建設が周辺の都市

開発及び地域熱供給の起爆剤と

なった。 

－大規模空間の大阪ドーム等

は、熱供給によるスペースメ

リットがあった 

・ガス圧力回収発電及び冷熱回収

装置、顧客・自社双方のコジェ

ネレーションシステム排熱を回

収しての熱供給等、自社・顧客

設備を組み合わせ、省エネを追

求した熱供給システムを整備。 

－熱供給区域面積：約 13.5ha、 

延床面積：約 27.2 万㎡（2008 年） 

－加熱能力：約 21Gcal/h、 

冷却能力：23Gcal/h 

・プラント施設は、熱供給事業者が自社ビル

内に整備。一部サブプラントについては、

熱供給事業者と需要家が交渉の上、設置場

所を確保。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 環境調和型エネルギーコミュニティ事業／ＮＥＤＯ 

事業による効果 ・地域導管の整備計画が、区画整理事業（道路整備計画）と調整しながら実施

できる。 

事業に係る課題 ・区画整理では、建築物への地域冷暖房利用促進や義務化に限界がある。 

・地権者と特に誘致される施設・機能の事業主体の熱供給の認識不足、インセ

ンティブの不足。 

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/13.html 
(株)クリエイティブソリューション ＨＰ 
 http://www.ogcts.co.jp/heatsupply/index.html 
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①メインプラント ②USJ サブプラント ③駅前サブプラ

ント ④ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ⑤ユニバー

サルシティウォーク大阪 ⑥ユニバーサルシティ和幸ビ

ル ⑦ホテル京阪ユニバーサルシティ ⑧ホテル京阪ユ

ニバーサル・タワー ⑨ホテル近鉄ユニバーサルシティ

システムイメージ 

供給区域 

 

事例№ E-032 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 複数プラントによる地域熱供給事業 

地区、所在地 大阪此花臨海地区 大阪府大阪市 

事業主体 大阪臨海熱供給（株） 

事業期間 1998～2001 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地区の再開発計画における基本

方針や、大阪市エコシティ計画

での重点実施地域としての指定

を受けて、需要家である（株）

ユー・エス・ジェイが地域冷暖

房の採用を決定。 

・熱源機器は、ガス吸収式冷温水

機、電動スクリュー冷凍機、電

動ターボ冷凍機、氷蓄熱槽、蒸

気吸収式冷凍機、温水吸収式冷

凍機、蒸気ボイラーで構成する

とともに、コジェネレーション

排熱を利用してエネルギー効率

向上、環境配慮に対応。 

－熱供給区域面積：約 57.4ha、

延床面積：約 23.8 万㎡（2008

年） 

－加熱能力：約 18Gcal/h、

冷却能力：約 11Gcal/h 

・プラント施設用地は、以下

により確保 

－メインプラント：地権者

用地を賃借 

－Ａサブプラント：需要家

のコジェネ建屋内に賃借 

－Ｂサブプラント：需要家

の建築物内賃借 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・冷却水として使用する工業用水受水槽を活用し、地域防災のための消防水利

を設置。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 環境調和型エネルギーコミュニティ事業（15％補助）／ＮＥＤＯ 

事業による効果  

事業に係る課題  
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参考資料出典等 大阪臨海熱供給（株） ＨＰ 
 http://www.ores-dhc.co.jp/chiku/konohana.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/14.html 
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①プラント ②オーク１番街 ③オーク2番街 ④オーク

3 番街パラディッソ ⑤オーク 5 番街 

供給区域 

 

事例№ E-033 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 需要家の発電排熱を利用した地域熱供給事業 

地区、所在地 弁天町地区 大阪府大阪市 

事業主体 （株）クリエイティブテクノソリューション 

事業期間 1989～1990 年 

（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・施設所有者は、ガスエンジンコ

ジェネレーションシステムで発

電した電力を各テナントへ供

給。エネルギーセンターにおい

て、このコジェネ排熱を受入れ、

エネルギープラント設備で冷温

水にして供給している。 

－熱供給区域面積：約 3ha、延

床面積：約 25.3 万㎡（2008

年） 

・需要家のガスエンジンによる発

電排熱を活用した熱供給のた

め、隣接した場所に地域熱供給

プラント用地を確保。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 無し（熱供給事業者の全負担） 

事業による効果  

事業に係る課題 ・区画整理では、建築物への地域冷暖房利用促進や義務化に限界がある。 

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/07.html 
(株)クリエイティブソリューション ＨＰ 
 http://www.ogcts.co.jp/heatsupply/index.html 
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①プラント ②毎日新聞社 ③JR 大阪駅 ④ホテルモン

トレ大阪 ⑤明治安田生命ビル 

供給区域 

 

事例№ E-034 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 西梅田地区における地域熱供給事業 

地区、所在地 大阪西梅田地区 大阪府大阪市 

事業主体 大阪エネルギーサービス（株） 

事業期間 1990～1991 年 

（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ＪＲにおいて、西梅田地区の開

発にあわせた地域冷暖房導入が

構想されていた。 

・商業及び業務施設に対して、冷

水及び蒸気を供給。冷水は、夜

間電力を利用した氷蓄熱設備

と、コジェネレーションシステ

ムの排熱を利用した蒸気吸収式

冷凍機の運転により、エネルギ

ーを有効利用。 

－熱供給区域面積：約 12.1ha、

延床面積：約 16.9 万㎡（2008

年） 

・プラン施設用地は、ＪＲ鉄道及

び軌道敷地内高架下で確保。 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題 ・昼間の熱負荷と夜間の熱負荷のバランスが取れているような供給先がある場

所であれば、総合エネルギー効率が向上し、機器ロスの軽減にもつながる。

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/08.html 
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①プラント ②ハウジングデザインセンター ③神戸ク

リスタルタワー ④産業振興センター ⑤デュオ神戸地

下街 ⑥プロメナ神戸 ⑦ハーバーランドダイヤニッセ

イビル ⑧高浜モザイク ⑨神戸ハーバーランドセンタ

ービル ⑩総合教育センター ⑪神戸情報文化ビル  

⑫神戸ガスビル ⑬ビエント神戸 ⑭地下鉄ハーバーラ

ンド駅 ⑮ビエラ神戸 

供給区域 

 

事例№ E-035 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 区画整理と一体的に事業化された地域熱供給事業 

地区、所在地 神戸ハーバーランド地区 兵庫県神戸市 

事業主体 クリエイティブテクノソリューション（株） 

事業期間 1987～1990 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・旧国鉄湊川貨物駅跡地を中心と

した、神戸市と住宅・都市整備

公団（現都市再生機構）による

開発地区であり、未来型 24 時間

情報都市のインフラ整備の一環

として、地域冷暖房が導入され

た。 

・エネルギープラントは「神戸ガ

スビル」に設置し、地区内に冷

水・蒸気を供給しています。ま

た、所有タービンからの排熱を

利用し、エネルギーの有効活用

を図っている。 

－熱供給区域面積：約 22.6ha、

延床面積：約 57.7 万㎡（2008

年） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/16.html 
(株)クリエイティブソリューション ＨＰ 
 http://www.ogcts.co.jp/heatsupply/index.html 
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供給区域 

 

事例№ E-036 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 神戸東部新都心における地域熱供給 

地区、所在地 神戸東部新都心地区 兵庫県神戸市 

事業主体 神戸熱供給(株) 

事業期間 2006～2008 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業等 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・地区は、震災復興事業の

中でもシンボルプロジ

ェクトとして再開発さ

れ、三宮・神戸に続く３

番目の都市核として災

害に強い街づくりが行

われており、業務・研

究・文化・医療ゾーンを

対象に地域冷暖房を導

入。 

・電気とガスを熱源として

使用し、水蓄熱方式の採

用によりエネルギーの平準化を図っている。 

－熱供給区域面積：約 19ha、延床面積：約 10 万 ha（2008 年） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・熱需要の少ない夜間に蓄熱し、熱需要の多い昼間に放熱をして熱および電力

の負荷平準化を図っている。 

・水蓄熱槽には常時大量の水を蓄えており、緊急時には消火用水または災害時

の生活用水として活用し、災害に強い街づくりに貢献。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/19.html 
(株)神戸製鋼所 ＨＰ 
 http://www.kobelco.co.jp/nr-eng/products/heating-cooling/ 
 http://www.kobelco.co.jp/technology-review/pdf/53_2/102-104.pdf 
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事例№ E-037 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 神戸リサーチパークにおける地域熱供給 

地区、所在地 神戸リサーチパーク鹿の子台地区 兵庫県神戸市 

事業主体 関電エネルギー開発（株） 

事業期間 2003～2004 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・住宅地とともに業務施設や研究開発施設等が整然と並び建つ地区であり、う

ち、熱供給区域は、インテリジェントビル等の業務施設地域であり、高い供

給信頼度が要求されている。 

・熱需要の約 90％が冷熱であり、高効率の電動ターボ冷凍機を主体とし、大型

氷蓄熱槽と組み合わせてランニングコストを低減するとともに、電力負荷の

平準化を図る。また、熱回収型ヒートポンプにより需要家のビル排熱を効率

良く回収し全ての温熱需要を賄い、高い省エネルギーを確保。 

－熱供給事業区域面積：約 14.9ha、延床面積：約 8.5 万㎡（2008 年） 

－加熱能力：約 2.7GJ/h、冷却能力：約 13.2GJ/h 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・高い供給信頼度を確保するため、熱源システムにおける冷水系統の分割と相

互バックアップ、熱源機器の台数分割と異種熱源機器の採用によるリスク分

散を図っている。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 関電エネルギー開発（株） ＨＰ 
 http://www.kan-ed.co.jp/jigyousyo_gijyutu.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/18.html 
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①プラント ②第一街区市街地再開発ビル ③奈良100年

会館 

供給区域 

 

事例№ E-038 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 複合中密度市街地 

 

事業・取組 需要家の発電排熱を活用した地域熱供給 

地区、所在地 ＪＲ奈良駅周辺地区 奈良県奈良市 

事業主体 クリエイティブテクノソリューション（株） 

事業期間 1996～1998 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・需要家が設置するガスエンジン

コ－ジェネレーション排熱等に

より、需要家に冷水・温水を供

給。今後新たに発生する需要系

に対してはサブプラントで対応

し、省人化・省エネルギー性を

高める熱供給システム。また、

当地区はコジェネレーションシ

ステム排熱利用により、環境調

和型エネルギーコミュニティ事

業補助対象となっている。 

－熱供給区域面積：約 12.5ha、

延床面積：約 6.2 万㎡（2008

年） 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 環境調和型エネルギーコミュニティ事業／ＮＥＤＯ 

事業による効果  

事業に係る課題 ・地権者の建築計画の目途が立ちにくい中での需要家の確保。 

・供給コストが、個別利用の方が安価である。 

参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kinki/23.html 
(株)クリエイティブソリューション ＨＰ 
 http://www.ogcts.co.jp/heatsupply/index.html 
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①プラント ②高松港旅客ターミナルビル ③全日空ホ

テルクレメント高松 ④高松シンボルタワー ⑤高松地

方合同庁舎 

供給区域 

 

事例№ E-039 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ③河川・海水の温度差エネルギー 

施策分類 地域熱供給 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 海水を活用した地域熱供給 

地区、所在地 サンポート高松地区 香川県高松市 

事業主体 四国電力（株） 

事業期間 2000～2001 年 

（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

土地区画整理事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・開発による大規模建築が集積す

る地区であり、熱需要密度が高

く、街づくりのコンセプトであ

る“資源の有効活用や環境負荷

の低減”に貢献できるよう、海

水を有効活用した地域熱供給事

業を実施した。 

・割安な夜間電力を活用した大規

模なヒートポンプ蓄熱システム

を採用するとともに、年間を通

じて海水の温度差エネルギーを

活用することにより、省エネル

ギーと都市の環境保全に大きく

貢献するシステム。 

－熱供給区域面積約 13.9ha、延

床面積約 16.3 万㎡（2008 年） 

－加熱能力：約 21GJ/h、冷却能

力：約 51GJ/h 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・臨海部に位置している立地特性を活かし、海水を熱源として採用することに

より、他の地域冷暖房施設と比べ、屈指の高効率を実現。 

－システム COP：1.04（国内 COP 平均：0.7） 

事業費 42 億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・個別事業で実施するより、区画整理と一体的に行うことにより、事業効率が

高まる。 

・施設の集中化により、都市美観も向上する。 

事業に係る課題 ・地権者の地域熱供給に対する認識不足。 

・需要家の確保 

参考資料出典等 四国電力（株） ＨＰ 
 http://www.yonden.co.jp/press/re0611/j0ypr005.htm 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/shikoku/02.html 
中国電力エネルギー有効利用提案ルーム ＨＰ 
 http://enec-n.energia.co.jp/enec_data/chikunetsu/heatpump/hp73/hp73-01.pdf 



 - 45 -

 

事例№ E-040 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ②下水道施設の未利用エネルギー 

施策分類 地域熱供給事業 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 下水処理水の熱を利用した地域冷暖房 

地区、所在地 幕張新都心ハイテク・ビジネス地区 千葉県千葉市 

事業主体 東京電力（株） 

事業期間  

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・日本で初めて下水処理水の持つ熱を利用した地域冷暖房を導入、オフィスビ

ルやホテル等に供給 

・熱源機器は水熱源ヒートポンプを主力に、熱回収型空気熱源ヒートポンプ、

電動ターボ冷凍機、蓄熱槽による電力主体の蓄熱式ヒートポンプシステムを

採用 

－区域面積：約 48.9ha、延床面積：約 92 万㎡ 

－加熱能力：251,900MJ/h、冷却能力：20,500RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・高効率ヒートポンプの採用、下水処理水の熱源化による未利用エネルギーの

活用、蓄熱槽の活用による運転負荷率の向上等により、総合エネルギー効率、

省エネルギー性の高いシステムとなっている。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 東京電力（株） ＨＰ 
 http://www.tepco.co.jp/solution/information/info02-j.html 
東京都市サービス（株） ＨＰ 
 http://www.tts-kk.co.jp/service/dhc/area/makuhari.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/12.html 

システムイメージ 供給区域 
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システムイメージ 

供給区域 

 

事例№ E-041 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給事業 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 高効率冷凍機・ヒートポンプを活用した地域熱供給 

地区、所在地 晴海アイランド地区 東京都中央区 

事業主体 東京電力（株） 

事業期間 1998～2001 年 

（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

市街地再開発事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・大型蓄熱槽と高効率の冷凍機、

ヒートポンプを組み合わせた

電力主体の蓄熱式空調システ

ムにより、オフィスやホール、

商業施設、展示場等に熱供給。 

－熱供給区域面積約 6.1ha、延

床面積約 41.5 万㎡ 

－加熱能力：39GJ/h、冷却能

力：77.3GJ/h 

・環境負荷の少ない夜間電力と高

効率の冷凍機・ヒートポンプを

大限に活用して、冷水や温水

を蓄熱槽に蓄え、昼間に利用す

ることにより、大幅な省エネル

ギーと環境負荷の低減を実現。 

－従来システムより総合エネ

ルギー効率約 30％向上 

－蓄熱システム等を利用しな

い場合より CO2 約 40％削減 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・高効率ヒートポンプの採用及び排熱回収ヒートポンプによるビル排熱の有効

活用、プラントの 適配置及び大温度差送水による搬送動力低減、大規模成

層型蓄熱槽による運転負荷率の向上により、高効率で省エネルギー性の高い

熱供給システムを実現。 

－総合エネルギー効率：1.14 

・蓄熱槽は、わが国 大規模（19,060 ㎥）で、必要な冷水や温水の 70％以上を

夜間に蓄えることができ、さらに火災時の消防用水や災害時の緊急生活用水

として地域に役立つ「コミュニティタンク」としての機能も有する。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  
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参考資料出典等 東京電力（株） ＨＰ 
 http://www.tepco.co.jp/solution/information/info02-j.html 
東京都市サービス（株） ＨＰ 
 http://www.tts-kk.co.jp/service/dhc/area/harumi.html 
(社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/64.html 
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①プラント ②東京ガス幕張ビル ③ワールドビジネス

ガーデン ④プレナ幕張 ⑤ホテルグリーンタワー ⑥

ホテルフランクス ⑦ザ・マンハッタン ⑧ホテルニュー

オータニ幕張  ⑨幕張プリンスホテル ⑩日本コンベン

ションセンター 

供給区域 

 

事例№ E-042 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

施策分類 地域熱供給事業 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 設備改造による電気・熱供給の高効率化 

地区、所在地 幕張ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ地区 千葉県千葉市 

事業主体 （株）エネルギーアドバンス 

事業期間 1988～1990 年（熱供給事業 事業期間） 

2006～2007 年（設備改造  事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・暖房・給湯用に都市ガス熱源の

炉筒煙管式ボイラー、水管式ボ

イラー、また隣接する東京ガス

幕張ビル内のコジェネレーショ

ン設備の排熱蒸気を有効活用。 

・冷房用には蒸気を動力源とする

蒸気タービン駆動ターボ冷凍機

と、蒸気吸収式冷凍機により冷

水を製造し供給。加えて高効率

大型ガスエンジンで発電した電

気を、電動ターボ冷凍機をはじ

めとするプラント内設備で利

用、余剰分は外部に売却。また、

ガスエンジンの排熱は排熱回収

蒸気ボイラーや温水吸収冷凍機

で利用。 

－熱供給区域面積：約 61.6ha、

延床面積：約 66 万㎡（2008 年） 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・地域冷暖房施設の改造により、既存設備に対し、 

－系統電力の需要端効率より高い発電効率の天然ガス CGS 

－天然ガス CGS 電力を使用し熱供給の定常運転の部分をまかなう高効率電動

ターボ冷凍機 

－天然ガス CGS 排熱を無駄なく利用する吸収冷凍機 

を追加し、熱供給システムのエネルギー効率を大幅に向上。 

・天然ガスＣＧＳ＋電動ターボ冷凍機＋ボイラー＋吸収冷凍機のベストミック

ス方式により、大幅な省エネルギーとＣＯ２排出削減を実現。 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 （株）エネルギーアドバンス ＨＰ 
 http://www.energy-advance.co.jp/area/makuhari_district.html 
（株）東京ガスＨＰ 
 http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report_j/4th/4th264.html 
 http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20051107.html 
(社)日本熱供給事業協会ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/kanto/10.html 
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①プラント ②六本木ヒルズ森タワー ③メトロハット

④ハリウッドビューティープラザ ⑤グランドハイアッ

ト東京 ⑥けやき坂コンプレックス ⑦テレビ朝日 

⑧けやき坂テラス ⑨六本木ヒルズレジデンス 

供給区域 

 

事例№ E-043 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ａ地域冷暖房 

 ②土地利用の複合化（ミクストユース） 

施策分類 地域熱供給事業 

市街地分類 業務系高密度市街地 

 

事業・取組 六本木ヒルズにおけるコジェネレーションシステム 

地区、所在地 六本木ヒルズ地区 東京都港区 

事業主体 六本木エネルギーサービス（株） 

事業期間 2001～2003 年（熱供給事業 事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

市街地再開発事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・効率的なエネルギー供給を目的

としてガスタービンコジェネレ

ーション（38,660KW）を用いて

発電し電気供給を行なう電気供

給施設と、その発電時の排熱を

有 効 活 用 す る 熱 供 給 施 設

（19,000RT）とを併設して、省

エネルギーと環境負荷低減を実

現。発電設備については同時に

非常時等の防災型電源としても

活用。 

・再開発地区内の事務所棟、ホテ

ル棟、劇場棟及び住宅棟に電気

供給を、そして再開発地区内の

全建物に熱供給を行う。用途が

複合した施設に供給することに

より、昼間にピークを迎えるオフィスや商業施設、夜間に多くの電力と熱を

利用するホテルや劇場棟などで、電力と熱負荷の平準化を図ることが可能。

－熱供給区域面積：約 12.7ha、延床面積：約 72.7 万㎡ 

－加熱能力：179.6GJ/h、冷却能力：240.5GJ/h 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

・コントロールセンターで、常時プラントの運転状況を貸し可能。 

・オペレータを補助するために計画コンピュータが設置してあり、日、週、月、

年単位の電力と熱負荷を予測し、それに応じて機器を台数制御運転。 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・冷却水の補給用に、地区全体の建物から回収した雨水を利用し、節水も促進。

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・エネルギーの削減効果 

－電気を優先した発電か、システム全体の熱効率優先かなどの条件で運転す

ることにより、システムで発生する熱を個別空調に用いるため、商用電力

使用で行ったに比べ約 20％の一次エネルギーの削減か可能となり、CO2 や

窒素酸化物の排出量も大幅に削減可能 

・需要家側建物の建設コストの低減 

－コジェネレーションシステムによりエネルギーコストが低減されること

や、6.6kV 発電により需要家側特高受電設備受電設備の削減により、建物

のスペースや運営コストの低減に貢献 

 

事業に係る課題  
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参考資料出典等 (社)日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/61.html 
森ビル(株) ＨＰ 
 http://www.mori.co.jp/projects/roppongi/technologies02.html 
(社)日本機械学会 ＨＰ 
 http://www.jsme.or.jp/mechalife/jp/student/visiting/0312.pdf 
東京ガス(株) ＨＰ 
 http://eee.tokyo-gas.co.jp/hillst/ 
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事例№ E-044 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

メニュー15「木質バイオマスの活用」 

 〈再生可能エネルギーとして〉②森林対策推進と木質バイオマス活用 

施策分類 バイオマス 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 森林管理から供給まで一貫して行うバイオマスエネルギー提供 

地区、所在地  山形県 上町 

事業主体 上町、ＮＥＤＯ、(株)パスコ、(株)トモエテクノ 

事業期間 2007 年（運転開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

*事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・ＮＥＤＯの「バイオマスエネ

ルギー地域システム化実験事

業（2005～2009 年）」として実

施。 

・町内の森林資源から間伐材な

どを生産、チップに変換して、

生成したエネルギーを冷暖房

に使用。森林管理から伐採収

集運搬、木質バイオマスチッ

プ供給まで一貫して行うエネ

ルギーサービス企業を設置

し、実施。 

－ボイラー出力：1,250KW（２

基） 

・燃料供給量は約 1,860 ㎥（丸太換算） 

 

環境機器・施設の維

持管理方法 

 

取組の技術、工夫、

アイデア等 

・木質チップの含水率が高いとボイラートラブルが発生するため、コンベアに

も乾燥機を設置するなど、試行錯誤を繰り返した。 

事業費  

維持管理費等 約 2,800 万円（収穫経費、チップ生産経費、保守点検維持経費） 

活用した補助制度等 事業費はＮＥＤＯ負担 

事業による効果 ・バイオマスエネルギーの熱供給により年間約 2,000 千万燃料費が節約。原油

使用量にして 190kL の削減。 

・ 

事業に係る課題 ・森林（植林、管理、伐採）からエネルギー供給まで一手に行える体制が不可

欠。 

・システムを後から追加したため、複数委の独立した熱供給系統による運用と

なった。中途半端な規模で開始して後から機器を追加するより、当初から

適なシステムした方が効率化の効果が発揮される。 

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/08_1shinene/biomass200904/8-9.pdf

バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 

システムイメージ 
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事例№ E-045 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 太陽光発電 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 世界 大規模の太陽光発電住宅団地 

地区、所在地 Pal Town 城西の杜地区 群馬県太田市 

事業主体 太田市、ＮＥＤＯ、(株)関電工、(株)明電舎 

事業期間 2002～2007 年（実証研究期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

住宅団地造成事業 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・市による大規模住宅団地を対象

に、ＮＥＤＯの実証研究として、

太陽光発電システムが特定の配

電系統に集中連系された場合の、

システム性能や配電系統への影

響を明らかにするとともに、汎用

的な対策技術を開発することも

目的にシステム設置。 

・地区内約 750 戸のうち、553 戸に

システムを設置。 

－合計出力：2,129kW、CO2 削減

量：904t-CO2 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・地区のシンボルとして、太陽光発電システムやソーラーウォール、太陽熱温

水器を利用した省エネモデルハウスを建築し、一般家庭への新エネ・省エネ

の普及啓発を実施。 

事業費 システム設置、メンテナンス（実証研究期間）は、全額ＮＥＤＯが負担 

維持管理費等  

活用した補助制度等 集中連系型太陽光発電システム実証研究／ＮＥＤＯ 

集中連系型太陽光発電システム成果普及事業／ＮＥＤＯ 

事業による効果  

事業に係る課題 ・実証研究終了後、システムは各戸に譲渡されたが、そのメンテナンス費用は

各戸負担となることから、住民の理解と企業からの協力が必要となっている。

・上記事業では企業が発電量等を測定しており、住民がリアルタイムに発電量

等を確認できない。 

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 
 http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p02050/p02050.html 
BPnet「ECO JAPAN」 
 http://eco.nikkeibp.co.jp/style/eco/special/081104_mega-solar04/ 
バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 

システムイメージ
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事例№ E-046 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 

メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 マイクログリッド 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 再生可能エネルギーの面的供給の取組 

地区、所在地 市全域 長野県飯田市 

事業主体 飯田市、おひさま進歩エネルギー(株)、NPO 法人おひさま進歩、 

(株)飯田まちづくりカンパニー、南信バイオマス協同組合 等 

事業期間  

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・早稲田大学が中心に立ち上げた「タウンエコエネルギー研究会」において、

再生可能エネルギー活用とまちづくりを一体的に進める事業モデルとして飯

田市が選定された。 

・再生可能エネルギーの面的利用に関して、以下の考えに基づく低炭素都市づ

くりモデルを検討。 

－中心市街地整備とエネルギーシステム導入の一体化 

－公共施設との連係とエネルギーの持続的な供給先の確保 

－多様なエネルギー源の創出と中心市街地マイクログリッド形成 

－行政計画における位置付け 

・その推進に向けて、街区更

新や建物の建替等、具体的

な都市づくり事業に併せ

て、街区単位でのローカー

ボン化を図り、それらを拠

点として周辺へエネルギー

供給を拡張していく手法を

採用。 

・再生可能エネルギーとして、

太陽光や木質ペレット等を

使用。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・おひさま進歩は、太陽光発電事業展開にあたって、行政からの補助金の他に、

市民出資によるファンドを立ち上げ、市民からの出資により事業資金を確保。

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・太陽光発電による CO2 排出削減量：約 600t-CO2。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ＨＰ 
 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/08_3dounyu/nes100l/042.pdf 
エネルギー持続性フォーラム ＨＰ 

http://www2.ir3s.u-tokyo.ac.jp/esf/images/activity/symposium_20100223_maki
no.pdf 

(株)エックス都市研究所 ＨＰ 
http://www.exri.co.jp/wp-content/uploads/pdf/jcadr200806vol525P47-51.pdf 

あいちゼロエミッション・コミュニティ構想 
 http://aichi-shigen-junkan.jp/zec/ 
バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 

システムイメージ
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事例№ E-047 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 ｂ建物間熱融通 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ②下水道施設の未利用エネルギー 

施策分類 バイオマス 

市街地分類 中密度複合市街地 

 

事業・取組 下水汚泥焼却熱の面的利用 

地区、所在地 六甲アイランドシティ 兵庫県神戸市 

事業主体 神戸市、(財)神戸市都市整備公社、六甲アイランドエネルギーサービス(株)等

事業期間 1988 年（供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・東部スラッジセンターから

発生する下水汚泥焼却排

熱を、公道埋設の地域熱媒

水配管内の熱媒水により

集合住宅ゾーンに供給。 

－供給対象戸数：約 3,600

戸 

－加熱能力：約 19.9GJ/h 

－プラント用地はスラッ

ジセンター敷地に確保 

・一戸当たりの温水利用料は

1,575 年/月の定額制。 

・供給給湯温度は年平均約

46℃であり、排熱による

給湯負荷カバー率は約

84％に達している。 

・新しいまちづくりにあわ

せて導入できたことが大

きな成功要因。既成市街

地での導入には様々な制

約がある。 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・省エネ性を高め、供給コストを低減するため、温度保証設備のない「成り行

き温度供給システム」を採用。 

事業費 ３億円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・従来、大量の水で希釈していた温排水を未利用エネルギーとして有効活用で

きるとともに、排水処理費用も削減。 

・一般的なガス給湯器に比べ、年間約 34,000 円の節約（家族４人のモデル住宅

の実測値）。CO2 排出量換算で年間約 0.8t の削減。 

・各戸定額負担のため、カロリーメーターが必要なく、初期投資・維持管理費

を削減できた。 

事業に係る課題 ・事業開始後、20 年程度経過するが、大きなトラブル等は発生していない。 

・導管を公道地下に埋設しているため、導管にトラブルが生じた場合のリスク

は大きい（供給停止期間、修復コスト）。 

システムイメージ 
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参考資料出典等 (財)日本下水道協会 ＨＰ 
 http://www.jswa.jp/energy/pdf/jirei/20.pdf 
川崎市 ＨＰ 
 http://www.city.kawasaki.jp/30/30tisui/jyourei/kaihatsu/jirei/1121.pdf 
あいちゼロエミッション・コミュニティ構想 
 http://aichi-shigen-junkan.jp/zec/ 
バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 
未利用エネルギー面的活用熱供給導入促進ガイド／2007 経済産業省 
神戸市地域新エネルギービジョン／1998 神戸市 
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事例№ E-048 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

メニュー15「木質バイオマスの活用」 

 〈再生可能エネルギーとして〉②森林対策推進と木質バイオマス活用 

施策分類 バイオマス 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 自治体によるペレット製造 

地区、所在地 豊根村全域 愛知県豊根村 

事業主体 豊根村、とよね木サイクルセンター 

事業期間 2002 年（センター設立時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・自治体による初めてのペレット製造事業。

間伐材の加工を行う村営の「とよね木サイ

クルセンター」で発生する木くずを原料と

して、木質ペレットを製造。 

－木くずの年間利用量：約 600 ㎥ 

－木質ペレットの年間生産量：約 100ｔ 

－発熱量：約 4,700kcal/㎏ 

－木質ペレット販売価格：約

40 円／㎏ 

・間伐材の買取制度を通じた森

林資源循環システムの構築

であり、間伐推進、間伐材利

用の増進、普及啓発活動など

を一体的に実施。 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・製材工場と一体でペレット製造設備を整備することで、間伐材に付加価値を

付け、有効利用を実現。 

・廃棄木材の解消。 

事業費 １億円（ペレット加工施設整備費） 

維持管理費等  

活用した補助制度等 山村地域環境保全機能向上事業／農林水産省 

事業による効果 ・間伐促進効果：約 20ha／年 

・二酸化炭素固定効果：約 200 ㎥／年 

・地域雇用創出：常勤４名、非常勤２～３名 

事業に係る課題 ・木質ペレット燃料を使用する施設が少なく、需要拡大が進まない。 

－石油製品を利用する施設に比べ導入コストが割高 

木質ペレット供給量推移
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参考資料出典等 三河の山里だより ＨＰ 
http://yamazato.aichi-kouryu.jp/2010/03/木質ペレットを燃料に！（豊根村の木材
活用プロ/ 

平成 21 年度三河材活用プロジェクト検討会中間報告 
 http://www.east-mikawa.jp/about/platform/pdf/h21mikawazai_honpen.pdf 
豊根村 ＨＰ 
 http://www.vill.toyone.aichi.jp/wood/index.htm 
農林水産省 ＨＰ 
 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/pdf/5example.pdf 
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ペレット製造装置（左）とペレットストーブ（右） 

 

事例№ E-049 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

施策分類 バイオマス 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 住宅部材加工廃材を活用したバイオマス発電 

地区、所在地 白川町全域 岐阜県白川町 

事業主体 東濃ひのき製品流通協同組合 

事業期間 2005 年（施設整備時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・2002 年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により町内製材

所等の焼却炉が使用できなくなったことを受けて、2004 年に木質バイオマス

発電施設「森の発電所」を整備。 

・2005 年、森の発電所敷地内にペレット製造装置を設置、製造を開始。間伐材

や林地残材を使い、丸棒加工機で土木用杭や丸太を加工する際に排出される

木くずを利用。 

－木くずの年間利用量：約 18ｔ（木くずベース） 

－ペレットの年間生産量：約 17ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

・木質ペレット製造時のエネルギーをバイオマス発電に頼り、かつ原料も破砕

された木材を使うことにより、前処理の多大なエネルギーを要さず製造。 

・町内の公益施設や観光施設を中心に、ペレットストーブを設置し、ＰＲに努

める。 

事業費  

維持管理費等 100 万円／年 

活用した補助制度等  

事業による効果 ・森の発電所からの電力 100 万 kWh 分の環境価値を購入している大手電機メー

カーが、町内にペレットを使った冷暖房施設建設を計画している。 

事業に係る課題 ・現在のペレット製造装置の規模が小さく、早急に需要の拡大に対応可能な大

型の製造プラントを整備する必要があるが、森の発電所の経営状況から計画

はストップしている。 

－逆有償で収集していた木くずが、需要の高まりとともに、発電所に集まり

にくくなったため処理料金を引き下げざるを得なくなり、経営の悪化を招

いた。 

参考資料出典等 岐阜県ＨＰ 
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/chiiki-shinko/machi/oen-puran.data/22ton
ohinoki.pdf 

農林水産省 ＨＰ 
 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/pdf/5example.pdf 
バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 
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バイオマス発電所（オレンジの建物）

 

事例№ E-050 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ③バイオマスエネルギーの利用 

施策分類 バイオマス 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 ちちぶバイオマス元気村発電所 

地区、所在地 吉田元気村 埼玉県秩父市 

事業主体 秩父市 

事業期間 2006～2007 年（施設整備期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・木質バイオマスをガス化し、電気と

熱を同時に作り出すコジェネレーシ

ョンシステム。低酸素雰囲気下で高

温状態にすることにより、水素・一

酸化炭素・メタン等を生成し、ガス

エンジンに供給、発電を行うととも

に、熱を回収利用。100kW 以上を発電

する木質バイオマスによるガス化発

電施設の商用稼働では日本初の施

設。 

－土場残材年間受入量：約 450ｔ（原木換算 1,200 ㎥） 

－発電能力：115kW 

－熱供給量：630MJ/hr 

・プラント施設は、吉田元気村の敷地内に立地。 

・バイオマスをガス化して得られた熱分解ガスを 115kW のガスエンジンで発電

し、発電した電気及び熱エネルギーを協定に基づき、元気村施設に無償提供。

余剰分の電気については売電している。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 強い林業・木材産業づくり交付金／林野庁 

事業による効果 ・CO2 排出削減量：約 350t-CO2/年 

・化石燃料削減量：約 90kl/年（原油換算） 

事業に係る課題 ・バイオマス発電についても、太陽光発電のように高く買い取る制度があれば、

採算は向上する。 

参考資料出典等 月島機械(株) ＨＰ 
 http://www.tsk-g.co.jp/news/pdf/070201.pdf 
(社)全国木材組合連合会 ＨＰ 
 http://www.zenmoku.jp/event/H19biomass_happyoushiryou_chichibu.pdf 
バイオマスエネルギー導入ガイドブック／2010.1 NEDO 
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事例№ E-051 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 その他 

施策分類 風力発電 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 風力発電の売電収益を活用した自然エネルギー事業展開 

地区、所在地 檮原町全域 高知県檮原町 

事業主体 檮原町 

事業期間 1999 年（発電施設稼働時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・年平均風速 7.2m/s という風況

の良さを活かし、２基の風車を

設置。 

－発生電力量：約 320 万 kWh 

・風力発電による電力は、全て電

力会社に売電 

－売電単価：11.5 円/kWh 

・売電による収益は年間約 3,500

万円であり、この収益を使って

以下の事業を展開。 

－森林間伐に対する「森林整備交付金」の交付：10 万円/ha 

－一般家庭への太陽光発電導入助成：20 万円/kW（上限 4kW＝80 万円） 

－地熱利用の温水プール整備 等 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約４億 4,500 万円 

 風車建設費：約３億 1,000 万円 

 電力負担金：約１億 3,500 万円 

維持管理費等  

活用した補助制度等 地域新エネルギー等導入促進対策費：約１億 8,400 万円 

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (財)新エネルギー財団 ＨＰ 
 http://neps.nef.or.jp/case_02_yusuhara.html 
資源エネルギー庁 ＨＰ 
 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2004/html/16021332.html 
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事例№ E-052 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 その他 

施策分類 風力発電 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 ウィンドファーム立川 

地区、所在地 庄内町立川地区 山形県庄内町 

事業主体  

事業期間 1993（発電施設稼働時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・町に吹く強風を地球にやさしい

エネルギーとして活用し、「環

境問題への小さな行動とＰＲ

を図ること」、「風を多面的に捕

らえ風にこだわった地域づく

りを図ること」、「町おこしのた

めにこころに風を起こすこと」

の３点を基本コンセプトに、風

車村計画を総合的に推進。 

・1992 年には、シンボル風車周辺

において、風を見つめ風を理解

するスペース「ウインドファー

ム立川」の整備や風力発電からの電気を利用した子供バッテリーカー広場の

整備を実施するなど、観光と教育的要素を兼ね備えた「風車村」の総合的な

整備を実施。 

・合計１１基の風車により、町全体の電力利用の約 30％を確保。 

－発電能力：約 6,500kW（11 基合計） 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費 約 10 億 3,000 万円 

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・化石燃料削減量：約 160 万 l（石油換算） 

・CO2 排出削減量：約 2,500t-CO2 

・発電コストは約 10 円/kWh（600kW 風車）であり、業務用電力平均料金 14 円

/kWh を下回る。 

事業に係る課題  

参考資料出典等 庄内町 ＨＰ 
 http://www.town.shonai.yamagata.jp/windome/ 
栃木県 ＨＰ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kankyoseisaku/home/keikaku/archive/shinenergy
/52_21.html 

エコ・パワー(株) ＨＰ 
 http://www.eco-power.co.jp/hatudensho/13_tachikawa.html 
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事例№ E-053 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー７「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 

メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ①太陽エネルギーの利用 ａ発電利用 

施策分類 マイクログリッド 

市街地分類 地方部低密度市街地 

 

事業・取組 離島マイクログリッド実証試験 

地区、所在地 宮古島他 沖縄県宮古島市 

事業主体 沖縄電力(株) 

事業期間 2010～2014 年（実証試験期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・気象条件などによって発電出力が大きく変動する太陽光発電などの再生可能

エネルギーを大量導入して独立型電力系統に連系した場合の影響把握や系統

安定化対策の検証を目的とした実証試験であり、「離島独立型系統新エネルギ

ー導入実証事業／経済産業省」として、2010 年 10 月から試験開始（与那国

島、北大東島、多良間島にても試験を実施（いずれも宮古島市））。 

・マイクログリッド／スマートグリッド技術で制御する電力量としては、同設

備は国内 大規模。 

－太陽光発電出力：約 4,000kW、太陽光パネル面積：約 4.5ha 

－蓄電池出力：約 4,000kW 

－風力発電出力：4,200kW（既設）、－火力発電出力：61,500kW（既設） 

－ガスタービン発電出力：15,000kW（既設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等 離島独立型系統新エネルギー導入実証事業／経済産業省 

事業による効果  

事業に係る課題  

沖縄新エネ開発㈱ 

 サデフネ風力１，２号機 900kW×２基

沖縄電力㈱ 

メガソーラー4,000kW 
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参考資料出典等 沖縄電力(株) ＨＰ 
 http://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2010/101015.pdf 
東芝(株) ＨＰ 
 http://www.toshiba.co.jp/about/press/2010_01/pr_j1802.htm 
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①プラント ②商業施設 ③④⑤八潮小・中学校 

⑥品川清掃工場 

供給区域 

 

事例№ E-054 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー⑦「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 a.地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ①清掃工場排熱 

施策分類 地域冷暖房 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 ごみ焼却熱利用による地域冷暖房 

地区、所在地 八潮団地地区 東京都品川区 

事業主体 東京熱供給（株） 

事業期間 1983 年（熱供給開始時期） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・東京湾の埋立地に建設された

5,268 戸の大規模集合住宅団地

において、隣接する品川清掃工

場の焼却排熱を利用した熱供

給事業を実施。 

・ごみ焼却熱を利用した 130℃の

熱源水を熱交換機により 80℃

の温水にし、主に住宅用暖房・

給湯用に供給するとともに、施

設へは 130℃の高温水まはた

80℃の温水を供給し、一部施設

には吸収式冷凍機により７℃

の冷水を供給。 

 －熱供給区域面積：約 41.2ha、延床面積：408,497 ㎡（2008 年） 

・地区内の住宅棟及び総合福祉センター、商業施設等の年間熱需要（約 170TJ）

の 94％を工場排熱で賄っている。 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 （社）日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/10.html 
（財）天然ガス導入促進センター 
 http://www.cgc-japan.com/web/chp/chp_0080.html 
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施設配置図 

屋上緑化等による表面温度分布シミュレーション 

 

事例№ E-055 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー６「エネルギー負荷を削減するための対策」 

 ①老朽建築物の面的な建替 

施策分類  

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 ＵＲ荻窪団地の建替事業 

地区、所在地 荻窪団地（シャレール荻窪） 東京都杉並区 

事業主体 (独)都市再生機構 

事業期間 2008～2011 年度（事業期間、予定） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・入居開始から約 50 年を経過し、

老朽化した団地の建替に際し、

以下の環境関連の取組を積極

的に取り入れ、環境に配慮した

まとしての再生を図っている。 

－緑のネットワーク形成：団地

で育った樹木の保存・移植等

により、周辺の緑地とともに

緑豊かなまちをつくる 

－生物多様性の継承：雨水利用

のバードバスづくり、蝶が好

む柑橘系樹木の保存など、生

物系保護に貢献する屋外環

境を形成 

－風の通り道の確保：近隣の河川上空の涼風を団地内に通す住棟配置とし、

住戸内にもその風を取り組む 

－ヒートアイランド減少の緩和：屋上緑化、ヒートスポットとなる平面駐車

場を少なくし、保水性舗装を行うことで夏の暑さを軽減 

－環境にやさしいライフスタイルの支援：落ち葉コンポストや、交流が生ま

れる共同花壇など、居住者が自然と親しみ暮らせるよう支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 (独)都市再生機構 ＨＰ 
 http://www.ur-net.go.jp/toshin/urbanr/project/ogikubo.html 
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①プラント ②中心商業施設 ③光が丘清掃工場 ④光が

丘第五小学校、光が丘第三中学校 ⑤光が丘第四小学校、光

が丘第二中学校 ⑥光が丘第七小学校、光が丘第四中学校

⑦光が丘第八小学校 ⑧光が丘第三小学校 ⑨光が丘第六

小学校 ⑩光が丘第二小学校、光が丘第一中学校 ⑪光が丘

第一小学校 

供給区域 

 

事例№ E-056 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー⑦「エネルギーの利用効率を高めるための対策」 

 ①エネルギーの面的利用 a.地域冷暖房 

メニュー８「未利用エネルギーを活用するための対策」 

 ①清掃工場排熱 

施策分類 地域冷暖房 

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 清掃工場排熱を活用した地域熱供給 

地区、所在地 光が丘団地地区 東京都練馬区、板橋区 

事業主体 東京熱供給(株) 

事業期間 1982～1983 年（事業期間） 

関連事業 
(基盤整備、市街地整備等) 

 

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・光が丘団地（光が丘パークタウ

ン）は、地区内に大規模な公園

を配置し、「自然と調和した明

るい街」として建設された、住

戸数約 12,000 の住宅団地であ

り、地区内の清掃工場の発電後

の復水排熱を利用して、地区内

の住宅や学校、商業施設、公益

施設等に熱供給を行っている。 

－供給区域面積：約 184.7ha、

延床面積：993,606 ㎡（2008

年） 

－清掃工場の発電後の復水排

熱（55℃）を熱源として、ヒ

ートポンプにより暖房・給湯

用の 60℃または 45℃の温水

と施設への冷房用として

７℃の冷水を供給 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

 

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果  

事業に係る課題  

参考資料出典等 （社）日本熱供給事業協会 ＨＰ 
 http://www.jdhc.or.jp/area/tokyo/11.html 
東京都 ＨＰ 
 http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/yukoriyou/dhc/detail/R0112009.html 
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クールヒートトレンチの仕組み 

クールヒートトレンチの内部 

 

事例№ E-057 

大分類 エネルギー 

環境対策メニュー メニュー９「再生可能エネルギーを活用するための対策」 

 ②地中熱の利用 

施策分類  

市街地分類 中密度市街地 

 

事業・取組 クールヒートトレンチ 

地区、所在地 戸山高校 東京都新宿区 

事業主体 東京都 

取組開始時期  

関連事業  

事業・取組の概要 
（写真、図面なども添付） 

・外気を校舎屋上にある２ヶ所の取入

れ口から取り込み、校舎床下のトレ

ンチ（細長い濠）を通すことにより

地中熱との温度差を利用して、夏は

冷気を、冬は暖気を、全 24 教室、延

床面積 14,591 ㎡に供給するシステ

ム。 

・地熱の温度は、表面付近では夏と冬

とで異なり、夏は気温より低く冬は

気温より高いが、比較的安定してお

り、外気温に対して、冬は 大 9.0℃

高く、夏は 大 6.7℃低い空気を供

給。 

・トレンチのスペースは、6.85ｍ×1.8

ｍ×81ｍで２系統あり、合計約 1,800

㎥の容積で空地を処理。教室に供給

可能な空気量は約 26,000 ㎥/h。 

 

 

 

 

 

 

環境機器・施設の維持

管理方法 

  

取組の技術、工夫、ア

イデア等 

 

事業費  

維持管理費等  

活用した補助制度等  

事業による効果 ・推定される温度効果や約４～５℃、冷暖房費年間約 20％（約 70 万円）削減。

・CO2 排出削減量は約 5.8ｔ／年。 

事業に係る課題 ・トレンチ内に湿気が滞留し、カビ発生の可能性があるため、こまめな清掃等

の対策が必要。 

参考資料出典等 東京都立戸山高校 ＨＰ 
 http://www.toyama-h.metro.tokyo.jp/shisetu/coolheat.html 
都有施設省エネ・再エネ等導入指針（H21 東京都） 

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kentikuhozen/eizen/210330_press/210330_05_s
aienesetubidounyuuhen.pdf 

 

 


