
再生可能エネルギー導入促進行動計画における平成28年度の実施状況

鹿児島市が取り組む
具体的項目

導入促進に向けた
取組策 事務・事業名 事務・事業の概要 28年度 関係課

建築物エネルギー消費性能向上計画
の認定（新築、増築）
（H28.4～）

建築物省エネ法に基づき、建築物の新築又は増築等に係
る建築物エネルギー消費性能向上計画が、基準に適合し
ている場合、認定を行う。認定を受けた建築物は、省エ
ネ性能向上のための設備について、容積率の特例を受け
ることができる。

・建築物の新築または増築等に係る建築物エネルギー消費性能
　向上計画が基準に適合している場合、認定を行う。

建築指導課

建築物のエネルギー消費性能に係る
認定（既築）
（H28.4～）

建築物省エネ法に基づき、既存の建築物が建築物エネル
ギー消費性能基準に適合している場合、認定を行う。認
定を受けた建築物は、認定を受けている旨の表示をする
ことができる。

・既存の建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合してい
　る場合、認定を行う。

建築指導課

低炭素建築物新築等計画の認定

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、低炭素化
に資する建築物の新築等に関する計画が基準に適合する
場合、認定を行う。認定を受けた建築物については、省
エネ性能向上のための設備についての容積率の特例や、
税制の優遇等を受けることができる。

・低炭素化のための建築物の新築等に関する計画が基準に適合
　する場合、認定を行った。
　（認定件数：41件）
・ホームページにて制度の周知を図った。

建築指導課

(2)農業分野におけ
   る再生可能エネ
   ルギーの利活用
   の推進

農業分野における再生可能エネル
ギーの産学官による調査・研究事業
（仮称）

農業分野において、産学官連携による再生可能エネル
ギーの活用策について調査・研究等を行う。

他都市での農業分野における再生可能エネルギーの活用等について情報
収集を行った。

再生可能エネルギー
推進課

①設置可能な公共
　施設等への導入

太陽光発電導入促進事業（メガソー
ラー発電所計画）

太陽光発電システムを、市が率先して公共施設に導入す
る。

・2施設に太陽光発電システムを設置
　本庁舎別館（30kW）
　高齢者福祉センター伊敷・西部親子つどいの広場
　(20kW）
・H8年度～H28年度 合計 79施設 2,053.16kW

再生可能エネルギー
推進課
各施設所管課

太陽光発電の発電量、温室効果ガス
の削減効果等の広報・啓発

導入した太陽光発電の発電量、温室効果ガスの削減効果
等を広報・啓発する。

ホームページにて導入した太陽光発電の発電量、温室効果ガスの削減効
果等の広報・啓発を行った。

再生可能エネルギー
推進課

環境を考慮した学校施設を活用した
環境教育

各学校において、太陽光発電装置などの環境を考慮した
学校施設を活用した環境教育を実施する。

各学校が作成する環境教育の全体計画に、環境を考慮した学校施設を活
用した取組を位置付けるよう指導した。

学校教育課

風力発電
風力発電導入可能性調査（平成26年度実施）を踏まえ、
小型風力発電の導入を検討する。

小型風力発電の導入を検討した。
再生可能エネルギー
推進課

小水力発電
新南部清掃工場に、機器冷却水の落差を利用したマイク
ロ水力発電を導入する。

事業者選定・工事発注に向けた要求水準書の作成・検討を行い、マイク
ロ水力発電の導入を盛り込んだ。

南部清掃工場

小水力発電導入可能性調査結果の事
業者への情報提供

小水力発電導入可能性調査結果（平成25年度実施）につ
いて、引き続き、事業者等へ情報提供を行う。

小水力発電導入可能性調査結果について、事業者等へ情報提供を行うこ
ととした。

再生可能エネルギー
推進課

②導入効果、利用
  状況等の情報発
  信

導入効果等の情報発信
風力発電、小水力発電の導入後、関係団体等と連携しな
がら、導入効果や利用状況等を情報発信する。

南部処理場の小水力発電（平成27年度導入)を記載したリーフレットを
作成するとともに、施設見学者に施設見学の場で環境学習として情報を
発信した。

下水処理課

１．産業活動と創エ
　　ネルギーの共生

(1)事業場、オフィ
　 スビル等への再
   生可能エネル
   ギー設備導入に
   よるエネルギー
   コストの削減
 （ゼロ・エネル
   ギー化）

２．公共施設等を活
    用した太陽光発
　　電の導入

②導入効果の広
　報・啓発

３．風力発電、小水
　　力発電の公共施
　　設へのモデル的
　　導入

①公共施設へのモ
　デル的導入
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再生可能エネルギー導入促進行動計画における平成28年度の実施状況

鹿児島市が取り組む
具体的項目

導入促進に向けた
取組策 事務・事業名 事務・事業の概要 28年度 関係課

①最新の技術開発
　動向の把握

国内外の技術開発の動向及び民間事
業者によるバイナリー発電の実証実
験などを踏まえた地熱エネルギー活
用方策検討

・国内外における技術開発の動向を把握する。
・民間事業者によるバイナリー発電の実証実験など
　も踏まえ、活用策を検討する。

②産学官連携によ
  る研究等

産学官連携による将来的な地熱活用
新たな技術開発などの時宜を捉え、産学官連携による研
究等を行い、本市における地熱の将来的な活用を図る。

①家庭における
　創・蓄・省エネ
　設備の導入促進

ゼロエネルギー住宅等整備促進事業
住宅用太陽光発電システムとホーム・エネルギー・マネ
ジメント・システム（HEMS）の併置や家庭用燃料電池等
の設置を行う市民等に対して助成する。

①住宅用太陽光発電システム
〔補助単価〕・個人住宅：20,000円/kW
　　　　　　・共同住宅：28,000円/kW
〔補助上限金額〕・個人住宅：80,000円
　　　　　　　　・共同住宅：280,000円
〔補助件数〕・個人住宅：385件
②リチウムイオン蓄電池
〔補助金額〕100,000円/件
〔補助件数〕82件
③HEMS
〔補助金額〕機器費の1/3（上限30,000円）
〔補助件数〕384件
④家庭用燃料電池
〔補助金額〕100,000円/件
〔補助件数〕36件

再生可能エネルギー
推進課

環境管理事業所サポート事業
環境管理事業所に環境の専門家を派遣して環境活動に対
する助言等を行うとともに、LED照明等の環境配慮設備の
設置費用の一部を助成する。

①専門家派遣事業
【専門家派遣】2事業所
②環境配慮設備設置補助事業
【補助金額】補助対象経費の2分の1（上限200,000円）
【補助件数】12件

環境保全課

中小企業資金融資事業
（環境配慮促進資金）

新エネルギー設備の導入やISO14001認定取得等に資金を
利用する場合、融資の際の信用保証料の一部を助成す
る。

チラシ等による広報活動に取り組んだ。
〔融資件数〕2件
〔融資額〕35,200,000円
〔保証料補助〕1,179,545円

産業支援課

③地中熱等の再生
　可能エネルギー
  熱の利用促進

地中熱等の再生可能エネルギー熱に
係る国の施策の動向把握及び導入効
果の情報発信

地中熱等の再生可能エネルギー熱に係る国の施策の動向
を把握するとともに、導入効果等を情報発信する。

地中熱等の再生可能エネルギー熱に係る情報収集を行った。
・地中熱利用促進協議会実施の現地見学会、講演会への参加

再生可能エネルギー
推進課

再生可能エネルギー
推進課

４．桜島等における
　　地熱を活用した
　　発電（低温バイ
　　ナリー発電等）
　　の調査・研究等

バイナリー発電等について情報収集を行った。
・県内のバイナリー発電所視察
・県実施のセミナーへの参加

５．エネルギー利用
　　の効率化・最適
　　化の推進

②事業所における
  創・蓄・省エネ
　設備の導入促進
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再生可能エネルギー導入促進行動計画における平成28年度の実施状況

鹿児島市が取り組む
具体的項目

導入促進に向けた
取組策 事務・事業名 事務・事業の概要 28年度 関係課

市営住宅ストック総合改善事業

「市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的で効率的な
修繕等の維持保全を行うとともに、住宅毎に全面的改善
及び個別改善等に区分し、計画的に実施することで、建
物の長寿命化・事業量の平準化を図り、ライフサイクル
コストの縮減に取り組む。

○個別改善による効率的かつ効果的な修繕の実施
・桜ケ丘住宅50戸の完成
・照明器具のLED化
・屋根の防水シートに高反射型を採用し、熱負荷を軽減

住宅課

公共建築物ストックマネジメント事
業

市有の既存公共建築物について、中長期的な視点に立っ
た保全計画を作成し、計画的で効率的な維持保全を行
う。

【ストックマネジメントの推進】
○保全計画の作成等
　・保全計画作成：53棟
　・計画に基づく改修：38棟
○公共建築物インハウスエスコへの取組
　・水道メーター口径見直し実施：2件

【公共建築物への環境対策の推進】
○他の環境対策事業等との連携
　設備課、再生可能エネルギー推進課の省エネ関連事業へ改修
  計画等の情報提供

建築課

学校施設建築物ストックマネジメン
ト事業

施設の良好な状態の確保と長寿命化を図るとともに、維
持保全費の縮減と平準化を図るため、施設の状況調査及
び分析を行い、対応策を検討する。

・保全計画を作成しているシステムについて、保守管理を行った。
・児童生徒数と学校施設を調査し、適正な学校施設のあり方を
  検討するため、学校施設有効活用基礎調査を行った(2年目）。

施設課

市立保育所のLED化
市立保育所の照明器具の更新時期や保全計画の空調改修
に併せ、LED化工事を行う。

三和保育園の全面LED化工事を実施した。 保育幼稚園課

保健・急病センターのLED化
保健・急病センター内にある白熱球を全てLEDに取り換え
る。

LED照明器具への取り換えを実施
・1階・4階・5階の給湯室白熱球3個
・1階レントゲン室の電球型蛍光灯6個

保健環境試験所

公共建築物省エネルギー推進事業
省エネルギー運転の支援及び環境対策技術導入に取り組
み、省エネルギーを推進する。

○省エネルギー25％（22年度比）を目指す取組み
　・対象施設：7施設
　・効果：約31％の電気使用量削減

○省エネルギー50％（22年度比）を目指す取組み
　・対象施設：1施設
　・効果：約54％の電気使用量削減

設備課

①産学官連携によ
　る体制づくり

木質バイオマス熱利用の事業スキームの構築に向けた調
査・研究を行うため、学識経験者や事業者等で構成する
組織を設置する。

②事業スキーム構
　築に向けた調
　査・研究

本市における熱需要と燃料供給の状況を踏まえ、木質バ
イオマスボイラーの導入を促進するためのシステム構築
に向けた取組を研究するとともに、その研究結果をふま
え、関係者と連携し、木質バイオマス熱利用の事業ス
キームを構築する。

木質バイオマス熱
既存の化石燃料ボイラーの更新時期に併せて木質バイオ
マスボイラーをモデル的に導入する。

スパランド裸･楽･良において、木質バイオマスボイラーの導入診断調査
を実施した。

太陽熱
既存の化石燃料ボイラーの更新時期に併せて太陽熱利用
システムをモデル的に導入する。

太陽熱利用システムの導入を検討した。

温泉排湯熱
未利用の温泉熱を有効活用するため、温泉排湯をヒート
ポンプの熱源として、給湯や冷暖房に利用する温泉排湯
熱システムの導入を検討する。

温泉排湯熱利用について情報収集を行った。

再生可能エネルギー
推進課

再生可能エネルギー
推進課

木質バイオマス熱導入促進事業

７．再生可能エネル
　　ギー熱の公共施
　　設へのモデル的
　　導入

調査・研究を行う産学官の研究会設置に向け、関係者と協議を行った。

５．エネルギー利用
　　の効率化・最適
　　化の推進（続
　　き）

④公共施設におけ
　る省エネ・グ
　リーン化の推進

６．木質バイオマス
　　熱利用の事業ス
　　キームの構築

①公共施設へのモ
　デル的導入
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再生可能エネルギー導入促進行動計画における平成28年度の実施状況

鹿児島市が取り組む
具体的項目

導入促進に向けた
取組策 事務・事業名 事務・事業の概要 28年度 関係課

８．新南部清掃工場
　　（ごみ焼却施
　　設・バイオガス
　　施設）の整備推
　　進

平成33年度稼働に
向けた新工場の整
備推進

新南部清掃工場（ごみ焼却施設・バ
イオガス施設）整備・運営事業

新南部清掃工場を、生ごみ等からバイオガスを発生させ
る施設と併せて建替用地に一体整備する。

基本設計や事業手法選定調査等を踏まえ、事業者選定・工事発注に向け
た要求水準書の作成・検討を行った。

南部清掃工場

①公共施設への自
　立・分散型エネ
　ルギー設備の導
　入検討

公共施設への自立・分散型エネル
ギー設備の導入検討

再生可能エネルギー設備や蓄電池等の自立・分散型エネ
ルギー設備の導入について、地域防災計画等との整合を
図りながら検討する。

自立・分散型エネルギー設備について、情報収集を行った。

②避難所周辺への
  独立電源型街灯
  のモデル的導入
  の検討

避難所周辺への独立電源型街灯のモ
デル的導入の検討

避難所周辺（進入路等）への太陽光発電及び蓄電池を備
えた独立電源型街灯のモデル的導入について検討する。

過去の避難所開設回数の情報収集を行った。

③電気自動車の非
　常用電源として
　の活用検討

電気自動車の非常用電源としての活
用検討

公用車の電気自動車の駆動用バッテリーから電力供給す
るシステムの導入を検討し、災害時等における非常用電
源として、また、平常時は、環境関連イベント等におけ
る電力供給のデモンストレーションとして活用する。

電気自動車の駆動用バッテリーから電力供給するシステムについて情報
収集を行い、導入を検討した。

①再生可能エネル
　ギーに対する理
　解促進

再生可能エネルギーの普及啓発・導
入促進

再生可能エネルギーの普及・啓発・導入促進を行うた
め、再生可能エネルギーに対する理解促進を図る。

・市民等を対象としたセミナーを実施した。
・ホームページを充実した。

再生可能エネルギー
推進課

②再生可能エネル
　ギービジネスへ
　の参加促進

新産業創出支援事業

ヘルスケアビジネスなど新たな産業を創出するため、新
商品等の開発に向けた取組に対し、助成等の支援を行う
とともに、新たにヘルスケアサービスの実用化検証に対
する助成制度を設け、健康分野の取組を充実する。

①新産業創出研究会の開催（3回）
②新産業創出研究会　健康部会・新事業展開部会の開催（2回×2部会＝
4回）
※「新事業展開部会」：「かけ算から生まれる」をコンセプトに、異業
種連携など、既存分野と新たな分野等とのかけ合わせによる、食分野、
健康分野又は環境分野での新たな取組を支援
③新産業創出研究会　健康部会分科会の開催（2回×2分科会＝4回）
④共同研究開発及び製品化等支援事業補助金（1年目：2件・2年目：3
件、補助上限額：250万円（2か年度の合計）、補助率：2/3以内）
⑤産業振興アドバイザーの配置（2人）
⑥専門家の派遣（9回）
⑦マーケティング調査の支援（6件）

産業創出課

③本市における市
　民ファンドのあ
　り方についての
　調査・研究

本市における市民ファンドのあり方
についての調査・研究

市民、事業者、金融機関等と連携しながら、市民ファン
ドのあり方について調査・研究する。

県及び地元金融機関等が設立したファンドの情報収集を行った。
再生可能エネルギー
推進課

再生可能エネルギー
推進課

１０．再生可能エネ
　　　ルギーの拡大
　　　に向けた多様
　　　な主体による
　　　参加促進

９．再生可能エネル
　　ギー等の活用に
　　よる災害に強い
　　安心安全なまち
　　づくりの推進
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