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 基本目標Ⅱ 自立分散型エネルギー24のまちをつくる 

 

私たちの日常生活や事業活動に伴う環境負荷が、地域のみならず地球温暖化という形で地

球環境に対して影響を与えていることを認識し、足元から行動を起こし、広げていくことが

大切です。 

省エネルギー・省 CO2 の取組、再生可能エネルギー25を含む分散型エネルギーの利用を促

すための仕組みづくりにより、身近な暮らしや事業活動を環境負荷の少ない持続可能なスタ

イルに転換していくことをめざします。 

エネルギーのベストミックスと省エネルギーを両輪として、地域全体のエネルギーセキュ

リティ26の確保と、効率的で低炭素なエネルギーの確保を実現した地域社会をめざします。 

 

《平成 40 年代初頭にめざす練馬区における自立分散型エネルギー社会の将来像》 

 

出典：練馬区エネルギービジョン 

 

 

                                                  
24 個別の需要家や地域等の単位で調達・管理できる電気や熱等のエネルギーのこと。 
25 自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。 
26 家庭や事業所、避難拠点等において必要とされるエネルギーが安定的に得られるようにすること。 
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環 境 指 標 

 

環境指標 平成 27 年度 平成 31 年度 

住宅・事業所の再生可能エネルギー・ 

省エネルギー設備設置補助件数（累計） 
5,320 件 8,404 件 

区内のエネルギー消費量※ 22,391 TJ 20,824 TJ 

※ 区内のエネルギー消費量が確定するのは、概ね 2 年後になります。平成 27 年度、平成 31 年

度に記載した数字は、それぞれ平成 25 年度、平成 29 年度のエネルギー消費量となります。 

 

 

重 点 事 業 

 

●地域コジェネレーションシステム27の創設 

災害拠点病院 2 か所と近隣の医療救護所がそれぞれ一体となった地域コジェネレー 

ションシステムの創設をめざし、エネルギーの総合的・効率的な利用を推進します。 

 

●避難拠点などでの緊急電源利用の推進 

電気自動車・燃料電池自動車28・プラグインハイブリッド自動車29の避難拠点などで

の緊急電源利用を推進します。 

 

●区民・事業者に対する分散型エネルギーシステムの導入支援 

燃料電池や蓄電池などの分散型電源設備、太陽光発電や太陽熱利用などの再生可能エ

ネルギー設備の導入を支援します。また、国や東京都の補助制度を周知します。 

 

●水素エネルギーへの理解促進 

水素エネルギーへの理解促進に向け、区所有の燃料電池自動車のイベントでの展示な

ど、水素エネルギーになじみのない多くの区民・事業者への普及啓発を進めていきます。 

 

●公園灯・街路灯の省エネルギー化 

区道や公園に設置されている照明器具について、省エネルギー型への切り替えを促進

します。 

 

  

                                                  
27 天然ガス、LP ガス、石油等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池などにより発電し、その際に生じる

廃熱も同時に回収し利用する熱電併給システムのこと。 
28 燃料電池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。 
29 バッテリーにコンセントから直接充電できる機能（プラグイン）を持つハイブリッド車のこと。基本走行時は

電気を動力として燃費を向上させ、長距離走行時は補助用動力としてガソリンエンジンを使用する。 
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基本施策Ⅱ-1 災害時のエネルギーセキュリティを確保する 

 

災害時であっても、家庭や事業所、避難拠点等において必要とされる 小限のエネルギー 

が得られるよう、平時から備えをしておくことが重要です。 

区は、避難拠点である区立小中学校に当面の避難生活を支える資器材として小型発電機

と一定量の燃料を配備しています。 

災害時におけるエネルギーセキュリティをさらに高めることをめざし、区民・事業者の

協力のもとに、避難拠点等におけるエネルギーの確保に取り組みます。 

 

(1) 避難拠点等におけるエネルギー確保の充実 

 

 

① 地域コジェネレーションシステムの創設【重点】 

災害拠点病院 2 か所と近隣の医療救護所がそれぞれ一体となった地域コジェネ

レーションシステムの創設をめざし、エネルギーの総合的・効率的な利用を推進

します。 

 

② 避難拠点などでの緊急電源利用の推進【重点】 

電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイ 

ブリッド自動車の避難拠点などでの緊急電源利用 

を推進します。 

 

 

 

 

③ 避難拠点等におけるエネルギー確保の充実 

避難拠点となる小中学校に蓄電設備と組み合わせた太陽光発電の設置を進めま

す。 

 

(2) 家庭や事業所におけるエネルギー確保の充実 

 

 

① 区民・事業者に対する分散型エネルギーシステムの導入支援【重点】 

燃料電池や蓄電池などの分散型電源設備、太陽光発電や太陽熱利用などの再生

可能エネルギー設備の導入を支援します。また、国や東京都の補助制度を周知し

ます。 

事 業 

事 業 

外部給電器と接続した 

燃料電池自動車 
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基本施策Ⅱ-2 分散型エネルギーの普及を拡大する 

 

全国を先導する地域コジェネレーションシステムの創設をめざすとともに、区民・事業

者による分散型エネルギーシステムの導入を支援し、普及拡大を進めます。 

区における自立分散型エネルギー社会の将来像として、再生可能エネルギーやコジェネ

レーションを活用し、ICT（情報通信技術）で地域全体のエネルギー利用の 適化を図るス

マートコミュニティ30の形成をめざします。 

 

(1) 分散型エネルギーの導入推進 

 

 

① 地域コジェネレーションシステムの創設【重点】※再掲 

災害拠点病院２か所と近隣の医療救護所がそれぞれ一体となった地域コジェネ

レーションシステムの創設をめざし、エネルギーの総合的・効率的な利用を推進

します。 

 

② 区民・事業者に対する分散型エネルギーシステムの導入支援【重点】※再掲

燃料電池や蓄電池などの分散型電源設備、太陽光発電や太陽熱利用などの再生

可能エネルギー設備の導入を支援します。また、国や東京都の補助制度を周知し

ます。 

 

(2) 再生可能エネルギーのさらなる活用 

 

 

① 再生可能エネルギーのさらなる活用 

太陽光発電などの再生可能エネルギーの 

さらなる活用について、区民・事業者に呼 

びかけ、現場の実態に即してともに考え、 

推進に努めます。 

  

                                                  
30 太陽光、太陽熱などの再生可能エネルギーを活用したシステムや、コジェネレーションなどの分散型電源を活

用し、街区単位で家庭やビルなどをＩＣＴ（情報通信技術）で結ぶことにより、地域全体でエネルギー利用の最

適化を図るシステムを導入した区域のこと。 

事 業 

事 業 

太陽光発電設備 
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基本施策Ⅱ-3 省エネルギー化を推進する 

 

省エネルギー化の推進は、エネルギー対策の重要な柱です。エネルギーそのものを多く

必要としない効率的な社会をめざすことで、エネルギー消費に伴うコスト負担や CO2 排出

量の低減を図ることができます。 

省エネルギー機器・設備導入に対する補助、省エネルギー住宅の普及啓発などに努めま

す。 

なお、区立施設の省エネルギー化促進については、練馬区公共施設等総合管理計画に基

づき、区立施設の建築や大規模改修時等に、分散型エネルギー設備、省エネルギー設備等

の導入に取り組みます。 

 

(1) 環境配慮行動への支援 
 
 

 

① 事業者における温暖化対策の促進 

温対法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例への事業者の対応を促進するため、制度の情報提供を行い

ます。また、事業所における地球温暖化防止に関する取組や対策を紹介し、広め

ていきます。 

 

② 環境にやさしい自動車利用の推進 

低公害車の PR を進め、低公害車の普及を促進

します。燃料電池自動車等を活用したイベント、

エコドライブの PR、アイドリングストップの

PR により、環境にやさしい自動車利用を広めま

す。 

 

③ 省エネ型ライフスタイルへの誘導 

省エネルギー住宅の普及啓発に取り組むとともに、 新の省エネルギー設備や 

技術に関する情報を、広く区民に提供します。環境啓発事業や環境教育事業と連 

携して、省エネルギーの普及啓発に取り組みます。 

 

④ 事業者における環境対策への支援 

区内の小規模事業者を対象に、高効率給湯器や燃料電池システム等の設置費用

の一部を補助し、省エネルギー設備の導入を促進します。また、区内の中小企業

を対象とする区の産業融資あっせん制度により、環境対策や省エネ対策を目的と

する産業融資について、利子補給を行います。 

事 業 

ねりま・エコスタイルフェアにおける

燃料電池自動車による外部給電デモ 
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(2) 区の環境配慮行動の率先実行 
 
 

 

① 国や他自治体が行う温暖化対策との連携および積極的な参加 

国や東京都が行う温暖化対策施策との連携を図り、都内 62 市区町村が協力し

て進める“オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェ

クト」”へ積極的に参加します。 

 

② 区の事務事業における環境配慮行動 

温対法に基づく「練馬区環境管理実行計画」の取組により、区の事務事業にお

ける温室効果ガスの排出量を削減します。その点検・評価は、練馬区環境マネジ

メントシステム31（EMS）を活用します。また、環境配慮の取組を推進していく

ため、今後も職員研修を実施します。 

 

③ 区立施設等における省エネルギー・省資源の推進 

練馬区公共施設等総合管理計画に基づき、区立施設の建築や大規模改修時等

に、分散型エネルギー設備、省エネルギー設備等の導入に取り組みます。また、

区立施設における節水効果を調査し、節水装置の導入に取り組みます。 

 

④ 水素エネルギーへの理解促進【重点】 

水素エネルギーへの理解促進に向け、区所有

の燃料電池自動車のイベントでの展示など、水

素エネルギーになじみのない多くの区民・事業

者への普及啓発を進めていきます。 

 

 

⑤ 公園灯・街路灯の省エネルギー化【重点】 

区道や公園に設置されている照明器具について、省エネルギー型への切り替え 

を促進します。 

 

  

                                                  
31 企業や自治体の組織が、運営や経営の中で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

針や目標を自ら設定し、目標達成に向けた取組を継続的に進めるための仕組みのこと。 

事 業 

練馬水素ステーションと燃料電池自動車 

LED 街路灯 夜の LED 街路灯 


