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１. 市民意識調査結果

(1) 調査概要
① 調査の目的
市民の新エネルギーに関する認知度、導入意向、今後の導入推進にむけて望まれていること
などを把握することを目的として、アンケート調査を実施しました。
② 調査対象
18 歳以上の館山市民から無作為に 1,000 人を抽出し、郵送でアンケート票を送付しました。
③ 回収状況と回収率
サンプル配布数 1,000 のうち、回収数及び有効票数は 357、回収率は、35.7％でした。
サンプル配布数

サンプル回収数

回収率（％）

1,000

357

35.7

(2) 調査結果
① エネルギー資源の枯渇について
化石燃料エネルギーの枯渇について市民
その他
2.0%

がどのような考えを持っているか伺ってみ

無回答
3.6%

不安に感じて
いない。
4.8%

たところ、「不安を感じている」人が 47％
と半数近くを占めました。一方、「別のエ
ネルギーを使えば問題はない」「不安に感
じていない」「当分はなくならないので、

やがて枯渇し、近
い将来、影響が現
れるものと不安を
感じている。
46.8%

将来は枯渇する
が、別のエネル
ギー源を使えば問
題はないと思う。
28.9%

不安はない」を合わせて全体の約５割を占
めたことから、不安を感じている人と感じ
ていない人の割合がほぼ同数であることが

将来は枯渇する
が、当分はなくな
らないはずなの
で、不安はない。
14.0%

わかります。
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図 6.1 エネルギー枯渇についての意識
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② 新エネルギーの認知度
新エネルギーの認知度は、『太陽熱利用』が最も多く 39％の人が「よく知っている」と答え
ました。風力発電については 25％、太陽光発電は 18％、クリーンエネルギー自動車は 16％が「よ
く知っている」と回答しました。
一方、『コジェネレーション』、『下水熱利用』、『バイオマスエネルギー』は、「知らな
い」と「聞いたことはあるがよくは知らない」を合わせ約８割（無回答を除いた回答率）にな
り、認知度は低いことがわかり

よく知っている

少しは知っている

聞いたことはあるがよく知らない

知らない

無回答

（ｎ＝357）

ました。
太陽や風力、また多くの自動

36.7

17.9

太陽光発電
太陽熱利用

ーンエネルギー自動車（以下、
ＣＥＶ）は、テレビや新聞など

コージョネレーション

4.8

廃棄物発電

7.3

宅でも導入が可能なものもある

14.6

ため、認知度が高くなったと考

9.2
0%

えられます。

14.8

54.6
30%

40%

50%

12.3
15.1

43.4

23.8

20%

13.7
9.5

55.7

19.3
10%

14.6
16.0

24.6

21.8

廃熱利用
バイオマスエネルギー

28.6
30.5

37.3

5.0

下水熱利用

14.0
18.5

29.7
27.5

16.2

クリーンエネルギー自動車

28.0
61.6

19.9

6.4
10.1
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13.7

12.3
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の媒体から情報が得やすく、自

16.8

9.8

燃料電池

11.5

9.8

42.9

24.9

風力発電

車メーカーが開発しているクリ

7.8
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図 6.2 新エネルギーの認知度

③ 新エネルギー設備の普及率
自宅での新エネルギー設備の使用の有無について伺ったところ、「使用している」が 10％、
「使用していない」が 87％と、９割近くが使用して
無回答
2.8%

いないことから、新エネルギー設備の普及率が低い

使用している
10.1%

ことが伺えました。
新エネルギー施設や設備を使用していると回答し
た人
（ｎ＝36 人）
に設備の種類について伺ったところ、
「太陽熱温水器」が 72％と最も多く、「太陽光発電設
使用していない
87.1%

備」が 17％、「クリーンエネルギー自動車」が６％で
した。一方、「風力発電設備」や「バイオマスエネル

ｎ＝357

ギー」を取り入れている人はいませんでした。
図 6.3 新エネルギー設備の普及率
ｎ＝36
72.2%

太陽熱温水器
16.7%

太陽光発電設備（太陽電池）
風力発電設備

0.0%
5.6%

クリーンエネルギー自動車
バイオマスエネルギー

0.0%
5.6%

その他
0%
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図 6.4 導入している新エネルギー施設や設備
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④ 新エネルギー設備の普及に必要なこと
各家庭や各事業所が新エネルギー施設を積極的に導入するために必要なことを伺ったところ、
「設備が安くなること」を挙げた人が最も多く 78％、次いで「補助制度の充実」が 53％、「新
エネルギーに関する普及啓発」が 31％でした。
「設備が安くなること」や「補助制度の充実」など費用に関わる項目に、多くの回答が集ま
りました。

30.5%

新エネルギーに関する普及啓発

26.6%

情報提供の充実

17.6%

相談窓口の設置

52.9%

補助制度の充実
30.8%

新エネルギー設備への税制優遇

24.1%

新エネルギー設備機能の向上

78.2%

設備費が安くなること
2.5%

その他
0%
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図 6.5 新エネルギー施設の普及に必要なこと

⑤ 新エネルギー導入についての考え
無回答
3.4%

館山市が新エネルギー導入に向けてビジ
ョンを策定していることについて、市民は

わからない
21.8%

どのように考えているか伺ったところ、
「このようなことは、大いに進めて欲しい」
が 74％、「このようなことは、必要ない」

このようなこと
は、必要ない
1.1%

はわずか１％でした。
市の新エネルギー導入に対する積極的な

このようなこと
は、大いに進め
て欲しい
73.7%

姿勢に、賛同意思を表している市民が多い
ことが伺えます。
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図 6.6 市の新エネルギー導入に対する評価
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⑥ 新エネルギー導入に向けて市に期待すること
新エネルギーに関しての市への要望を伺ったところ、「各家庭への導入に対する助成制度の
充実を図る」が 50％と最も多い回答を集めました。次いで「学校施設など、公共施設への新エ
ネルギーの積極的な導入を進める」が 41％、「新エネルギー設備などの助成制度に関する情報
提供や相談窓口の設置」37％、「新エネルギーに関する普及・啓発活動に力を入れる」が 36％
でした。
一方、「エネルギーについて学習できる施設の設置」や「新エネルギーや環境問題に関する
市民活動への支援」はともに 20％以下の低い回答率でした。
新エネルギー施設は費用がかかるため、購入しやすくなるような助成制度の充実を求める意
見が多くみられたことが特徴的でした。

48.3%

新エネルギーに関する普及・啓発活動に力を入れる

学校や公民館などで、新エネルギーなどの環境学習を積極的に
取り入れる

39.5%

企業誘致など、産業の発展、経済の活性化につながるような
新エネルギーの導入を進める

38.4%

新エネルギー設備などの助成制度に関する情報提供や相談窓口
の設置

49.0%

33.8%

各事業所への導入に対する助成制度の充実を図る

66.9%

各家庭への導入に対する助成制度の充実を図る

44.1%

新エネルギー設備への優遇税制の導入

学校施設など、公共施設への新エネルギーの積極的な導入を
進める

54.0%

今後予定している公共事業への新エネルギーの積極的な導入を
進める

34.2%

37.6%

公用車へのクリーンエネルギー自動車の導入を進める

14.1%

エネルギーについて学習できる施設の設置

39.9%

風力などを活用した街路灯、モニュメントなどの設置を進める

22.1%

新エネルギーや環境問題に関する市民活動への支援

企業や行政、市民との協働による新エネルギーへの取り組みを
進める

28.1%

17.1%

その他
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図 6.7 新エネルギー導入に際し、市に期待すること

－71－

80%

90% 100%

館山市

地域新エネルギービジョン

第６章 意識調査結果

２. ヒアリング調査結果
本ビジョンの策定に当たり、市民、事業者、組合及び庁内における業務等の現状を把握し、新
エネルギーの導入に係る意見、要望を把握するためにヒアリング調査を実施しました。
調査対象は、教育機関、組合、事業者等から成る民間事業者等と、館山市が今後、新エネルギ
ーの導入を推進するためには庁内の組織横断的な連携が必須であるため、庁内各部課を対象と
しました。以下に、ヒアリング結果を取りまとめます。

(1) 農業分野
花卉農家や耕種農家から発生する残渣は、既に耕畜連携による有効活用が行われています。菜
の花エコプロジェクトのような農産系バイオマスの利用については、耕作放棄地が少なく散在
しているため、スケールメリットが活かされません。
家畜糞尿は、すでに耕畜連携の資源循環システムが構築されています。畜産農家は市内に散在
しているため、今後の処理形態は一括集中型のエネルギープラントより、既存ネットワークの
拡充による有機肥料の利用促進が望まれます。
農業分野におけるエネルギー利用は、現時点では量的、分布的側面より難しいと思われます。

■農水産課
・現況では、耕作放棄地が少なく散在している。
・廃棄物の処理では、畜産糞尿は個別に対応している。
・導入が想定される新エネルギーでは、バイオマスエネルギー。
・新エネルギー導入方策のうち、菜の花プロジェクトは地理的に困難。
■ＪＡ安房北条支店
・農業の現況としては、主産物は稲作。花卉は輸入花卉との価格競争による単価下落、収入
減少。
・現況への対策としては、生産コストの削減。
・導入が想定される新エネルギーは、バイオマスエネルギー。
・新エネルギーの導入方策としては、ハウスの熱需要へ木質ボイラーの活用。
■レタス組合Ａ
・現況としては、水稲の裏作として栽培。有機肥料（し尿汚泥利用の堆肥）を使用している
全体的にエネルギー消費量は少ない。後継者不足。
・現況への対策としては、後継者対策。
・廃棄物の処理としては、近隣の農家へ残渣を提供。農地還元。廃プラ※１は処理委託。
※１：廃プラは、ビニールハウスに使用した覆いやマルチ等の農業用廃プラスチック
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■花卉生産組合Ｂ
・現況としては、栽培形態はハウスと露地。兼業農家が多い。有機肥料（科学肥料を抑制）や
液肥を使用。
・廃棄物の処理は、山林投棄。
・導入が想定される新エネルギーは、バイオマスエネルギー。
・新エネルギーの導入方策としては、木質ボイラー、アルコール発酵等。
■畜産農家Ｃ
・現況としては、出荷乳量は近年増加。今後は畜舎容量により横ばい傾向になる予定。電力
消費量の削減。
・廃棄物の処理としては、90％を自家消費し、10％を販売。糞尿処理に要する時間は１～２
時間／日程度。
・導入が想定される新エネルギーは、太陽光発電、風力発電。
・新エネルギーの導入に際しては、導入コストの低減。
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(2) 漁業・港湾分野
漁業においては海洋及び水産資源の保全と育成が必要です。新たな海洋資源の活用方法として、
海洋深層水事業の実施や、洋上風力発電の導入と基礎部の漁礁利用についての研究と事業実施
が海洋資源の確保と漁業の活性化として期待されます。
漁港や港湾施設は、観光漁港化や港湾施設の背後地の施設整備における新エネルギーの導入が
想定され、太陽光発電や小型風車によるＰＲ効果や、海とエネルギーの情報発信拠点としての
利活用が期待されます。
また、市内それぞれの沿岸地域に適した新エネルギーの導入可能性があり、地域特性に応じた
導入形態が期待されます。

■観光農漁業推進室（伊戸漁港）
・伊戸漁港で観光農漁業拠点整備事業を実施中。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風車。
・新エネルギーの導入方策としては、街路灯やサイン灯へのハイブリッド照明。
■海辺のまちづくり推進室
・観光客の流入増加対策。海路と陸路のネットワーク化。大型客船の寄港（観光客の増加）
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風車。
・新エネルギーの導入方策としては、港湾施設整備との連携。
■漁業組合Ｄ
・現況としては、半農半漁。水揚げ高減少。乱獲による資源枯渇。組合経営では、信用事業
が衰退傾向。
・現況への対策としては、海洋環境、前浜の保全。海洋深層水等、海洋資源の有効活用。漁
礁の研究、設置地域の拡充。密猟者対策。レジャー利用者の活動区域制限。
・導入が想定される新エネルギーとしては、風力エネルギー。
・新エネルギーの導入方策としては、海洋深層水事業との連携。
■漁業組合関係者Ｅ
・導入が予想される新エネルギーとしては、洋上風車。
・新エネルギーの導入方策としては、風車基礎部分を漁礁として利活用。
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(3) 商工業
商店街における新エネルギーの導入は、地域通過等を組み合わせた方策による商店街の活性か
と、空き店舗等を利用したイベントの開催による市民への啓発効果が期待されます。小規模店
舗においても、マイクロガスタービンは導入効果と可能性があります。
産業分野では大規模事業者においては、エネルギー消費量の削減とエネルギーコストの低減が
求められており、ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業※1 を導入検討している企業もあり、
天然ガスコージェネレーション（以下、天然ガスＣＧＳ）の導入が期待されます。ただし、館
山市は天然ガスインフラが未整備のため、燃料輸送に掛かるコストと燃料貯蔵に要する用地確
保の点から、入念な検討を要します。また、民間企業Ｆでは、エネルギーコストの削減手法と
して、ＩＰＰ（独立発電事業者）からの電力購入も選択肢として想定しており、市事業として
の発電事業に対する期待が寄せられています。
■商工課
・現況としては、計画中の工業団地への進出企業がない。
・新エネルギーの導入方策としては、企業誘致にあたり、エネルギー利用に関する応募条件
の設定。市民向けイベントの開催。
■商工会議所
・現況としては、組合が減少。大手企業の撤退。
・現況への対策としては、経営研究会を実施。省エネ診断。ＥＳＣＯ勉強会（県）への参加。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、天然ガスＣＧＳ。
・新エネルギーの導入方策としては、空き店舗を活用した市民向けイベントの開催。
■民間企業Ｆ
・現況としては、エネルギー消費の熱電比は電力過多。エネルギー消費量の削減。自家発電
導入の際には燃料の貯蔵施設が必要。
・現況への対策としては、ＥＳＣＯ事業による省エネを検討中（重油ＣＧＳ）。
・導入が想定される新エネルギーとしては、ＣＧＳ、クリーンエネルギー自動車。
・新エネルギーの導入方策としては、ＩＰＰからの電量購入を想定。ＣＥＶ導入計画あり。
■民間企業Ｇ
・現況としては、自家発電導入を検討したがコスト面で否決。
・現況への対策としては、遊休地の有効活用（経営効率化対策の一環）。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電。

※１：ESCO 事業とは、従来の利便性を損なうことなく、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、
その顧客の省エネルギーメリットの一部を報酬として享受する事業
資料：ＥＳＣＯ推進協議会ＨＰ
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(4) 学校・教育関連
学校教育や生涯学習におけるエネルギー教育は、生徒や市民のエネルギーに対する意識が向上
し、間接的に省エネルギーや新エネルギー効果が期待される有効な啓発活動です。
すでに館山市では、平成 14 年度より那古小学校が省エネルギーのモデル校に指定されており、
総合学習で年間 10 時間の枠を確保し、学年毎のエネルギー関連の取り組みが行われています。
エネルギー分野は教職員にとって新しい分野のため、教職員へのエネルギーに関する勉強会の
実施した上で、学内、ＰＴＡや父母との連携や調整が必要であり、新エネルギーのモデル校を
設定することが人的ネットワークを円滑に進める上でも有効です。
学校施設は環境教育の面以外においても、災害時の避難場所に指定されているため、災害拠点
としての自家発電施設の導入が期待されます。太陽光発電の導入に当っては、建物の耐震性を
考慮した屋上空間の利用や、校庭の余剰空間等を利用する導入方法があります。
■学校教育課
・現況としては、総合学習のメニューが多い。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風車。
・新エネルギーの導入方策としては、教職員等へのエネルギー教育。エネルギー関連教材の
調達。保護者の理解を得つつ、エネルギー学習を実施。
■庶務施設課
・現況としては、災害時対応のエネルギー供給施設がない。学校施設の耐震性に配慮する必
要がある。
・現況への対策としては、建築物の耐震基準の達成。教職員等の内部調整。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風車。
・新エネルギーの導入方策としては、エコスクール事業等を活用し、太陽光発電等を導入。
■生涯学習課・中央公民館
・体験学習の実施。
・新エネルギーの導入方策としては、卒業記念に植樹等に替えて太陽光パネルを導入。エネル
ギーの出前講座の実施。
■那古小学校
・現況としては、省エネモデル校に指定され、本年 10 月より総合学習で取り組み開始。ＰＴ
Ａ等の父母の活動は活発。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、風力発電。
・新エネルギーの導入方策としては、教職員の内部調整を要する。ＰＴＡ等の父母への協力要
請。市として新エネモデル校を設定。
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(5) 廃棄物分野
廃棄物発電や廃棄物熱利用は安価な新エネルギーであり、すでに館山市においても清掃センタ
ーにおいて福祉センターへの給湯利用や場内利用が行われています。将来的には広域処理へ転
換する予定であり、一括集中処理によりエネルギー面では更なる高度利用が期待されます。
館山市の平成 13 年度の清掃センターでの焼却量は 24,006 ㌧、厨芥類の含有率は 23.1％（平
成 13 年度分析値の平均）であり、生ごみの分別収集を行うことにより 18 ㌧/日程度をエネルギ
ーや堆肥化へ利用出来る可能性があります。
ただし、生ごみのエネルギー転換や堆肥化に当たっては、現在市内の耕種農家が独自に畜産農
家と連携して資源循環を行っているため、市民による生ごみの分別精度や堆肥等の流通までを
総合的に検討する必要があります。
また、ごみ収集車両は走行範囲が決まっており、日常的に市民が見掛ける機会が多く、アイド
リングストップが出来ないため、ＣＥＶへの代替による市民への啓発効果やエネルギー代替と
環境負荷の低減が期待されます。ＣＥＶの導入にあたっては、ＣＥＶを導入する収集業者がコ
スト面で不利にならないよう、周辺自治体との統一的な入札規定の策定等が必要です。
清掃センター前面の建替え用地は、ごみ処理の広域化により今後の有効活用化が模索されます
が、一つの手法として民間資本による風力発電事業のための用地提供を行う案が想定されます。
■環境保全課
・現況としては、福祉センターへ給湯利用を実施。清掃センター全面に建替え用地あり。
・現況への対策としては、未利用空間の有効活用。
・導入が想定される新エネルギーとしては、風力エネルギー、廃棄物熱利用。
・新エネルギーの導入方策としては、民間資本活用の風力発電事業。民間による事業展開の
用地面等の支援。廃熱の有効活用。
■下水道課
・現在の処理形態は活性汚泥法。電力エネルギー消費量が多い（2,000kwh／日程度）。
・現況への対策としては、エネルギー消費量の削減。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電。
・新エネルギーの導入方策としては、未利用空間への太陽光発電の大規模導入。
■民間企業Ｉ
・現況としては、エネルギー消費は 80 万円／月程度。
・導入が想定される新エネルギーとしては、クリーンエネルギー自動車。
・新エネルギーの導入方策としては、収集車輌の入札要件の周辺自治体を含む統一的な制度
設計。
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(6) 自動車・公共施設・市民
館山市の公用車は約 130 台あり、ＣＥＶへの転換導入によるエネルギー代替と市民への新エネ
ルギーの普及啓発が期待されます。ＣＥＶ転換の先導役として市長車のＣＥＶ化をはじめ、短
距離移動用車輌の電気自動車（以下、ＥＶ）への代替や、域内で走行するごみ収集車輌への天
然ガス自動車（以下、ＮＧＶ）やディーゼル代替ＬＰＧ車両の導入が期待されます。
また、ＣＥＶの種類によっては車輌の導入と合わせて燃料供給のためのインフラ整備を必要と
するため、インフラ整備の事業主体や施設配置計画についても検討が必要です。
また、太陽エネルギー資源に恵まれた館山市では、市民による太陽光発電や太陽熱利用の導入
による新エネルギ－の導入と、普及促進が期待されます。住宅への太陽光発電については、ア
ンケート調査結果から市民の導入希望と、市による助成制度への期待が高い案件です。
設備導入のコストダウンや導入促進を進める手段として、従来型の補助（ＮＥＦ・住宅用太陽
光発電導入基盤整備事業）に上乗せする館山市独自の補助事業の策定が有効です。

■財政課
・現況としては、多くの施設で耐震基準が達成されていない。
・現況への対策としては、建築物の耐震対策。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、天然ガスＣＧＳ、クリーンエネル
ギー自動車。
■都市計画課
・現況としては、ＮＰＯ主導で桟橋へハイブリッド街路灯を導入。課題としては、照度不足。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風車。
■環境保全課
・現況としては、ＥＶ、ＮＧＶ等のＣＥＶに対応する燃料供給設備がない。
・導入が想定される新エネルギーとしては、太陽光発電、クリーンエネルギー自動車。
・新エネルギーの導入方策としては、住宅への太陽光発電上乗せ補助。使途に応じたＥＶや
ＮＧＶ等の導入。
・燃料供給設備等のインフラ整備。
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