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● 本市においては、平成17年に「環境都市・日立」を宣言し、豊かな自然を守り環境問題に取り組む姿勢を明らか
にしており、平成19年度に策定した日立市地域新エネルギービジョンに基づき、新エネルギーの導入促進に取り
組んできました。

● しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故等により、国のエネル
ギー政策が大きく転換され、再生可能エネルギー導入の積極的な推進、水素をエネルギー源とする“水素社会”
の実現に向けた取組の加速の方向性などが示されました。

● 茨城県においても、国のエネルギー政策の見直し等を踏まえ、平成26年5月に「いばらきエネルギー戦略」をま
とめ、新たなエネルギー施策に取り組んでいます。また、平成28年3月には、県の水素エネルギーに係る取組の指
針となる「いばらき水素戦略」を策定し、水素先進県いばらきの実現に向けた取組を進めています。

● 平成27年末には、国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）で、新たな地球温暖化対策の枠組
み「パリ協定」が採択され、平成28年11月に発効されました。

日立市の地域特性を活かした、今後の新エネルギーの導入促進に関する取組の
方向性を明らかにするために、「日立市新エネルギービジョン」 を策定しました。

（期間は、平成29年度から概ね10年間）

策定にあたって1

日立市の地域特性3

本ビジョンでは、以下の項目を検討の対象とします。

日立市新エネルギービジョンの対象2

再生可能エネルギー

革新的なエネルギー高度
利用技術

その他

太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、バイオマス、
中小水力発電、地中熱利用、波力 ・潮力発電

クリーンエネルギー自動車、ガスコージェネレーション、
水素エネルギー

蓄電池、エネルギー管理システム （ＥＭＳ）、
新エネルギーの普及啓発

1 自然特性

・本市は、全国的にみても比較的日照時間（年間で1,929.1時間）が長くなっています。
・太平洋に面しており、33kmにもおよぶ海岸線を有しています。
・山林は、市の総面積の58．3％を占めています。
・本市域を流れる河川は、20数河川を数えます。
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2 社会特性

・高度なものづくり産業と技術の集積した都市です。
・市内に、風力発電設備やマイクロ小水力発電機、コージェネレーション機器などの新エネルギー機器を製
造する企業が存在しています。

・茨城港日立港区に「日立ＬＮＧ（液化天然ガス）基地」が整備され、都市ガスを製造しています。
・本市は都市ガスの普及率が高く、全世帯の約42％に都市ガスが供給されているほか、市内の企業に対し
て工業用等の都市ガスが供給されています。

・鉄道路線跡地に、新交通の「ひたちＢＲＴ」（バス高速輸送システム）を導入しています。
・市営の「かみね動物園」は、茨城県で唯一の動物園であり、環境教育の場にもなっています。
・市内に、茨城大学工学部、茨城キリスト教大学などの教育機関が立地しており、産学官の連携による新た
な製品、技術開発が可能な環境にあります。

新エネルギー導入に関する日立市の地域資源

茨城大学工学部

茨城キリスト教大学

新エネルギー導入に関する日立市の地域資源

茨城キリスト教大学

電機・機械産業の集積
（出所：㈱日立製作所ＨＰ）

かみね動物園
（出所：日立市ＨＰ）

ひたちＢＲＴ
（出所：日立市ＨＰ）

日立ＬＮＧ基地
（出所：東京ガス㈱）

㈱日立製作所日立事業所埠頭工場
（出所：㈱日立製作所ＨＰ）
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日立市の取組方向4

1 基本的な考え方

本市独自の優れた地域特性や資源を活用し、新エネルギー
の導入促進を図ることで、地球温暖化の防止、環境にやさしく
安全・安心なまちづくりを推進していくとともに、市民の生活
環境の向上、さらには地域活性化を目指していきます。

2 基本方針

地球温暖化防止に向けて、その原因となる二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量が少ない、新エネルギーの導入を促
進します。

3 日立市の取組の方向性

1 太陽光発電

①自家消費型の住宅用太陽光発電の導入支援の検討
住宅用太陽光発電は、太陽光発電単体ではなく、蓄電池などを

併せた自家消費型のシステムを含めて普及促進するため、導入に
係る費用の支援を検討します。

②事業用太陽光発電の適正な導入を促す
事業用太陽光発電は、周辺環境などに与える影響が大きいこと

から、本市のガイドライン等に基づき、事業者による自主的で適正
な発電設備の導入及び管理の取組を促します。

③市施設への太陽光発電の積極的な導入推進
災害時の非常用電源の確保に繋がることなどから、市施設の新

設等の機会を捉えて、太陽光発電の設置を積極的に推進します。

①民間施設への太陽熱利用設備の設置事例の紹介
給湯や暖房等を多く必要とする福祉施設などへの導入が有効であるため、設置事例を紹介するなどにより、太

陽熱利用設備の導入を促進します。

日立メガソーラー発電所
（出所：ＪＸエネルギー㈱ＨＰ）

2 太陽熱利用

1 地球温暖化防止への貢献

新エネルギーを利活用・導入することにより、生活の質を高め、「住んでみたい、住み続けたい」と思うような
良好な住環境を構築し、魅力的なまちづくりを進めます。

2 定住促進に繋がる魅力的なまちづくり

災害時の非常用エネルギーとしても、積極的に新エネルギーの導入促進を図ります。
3 安全・安心な市民生活への寄与

新エネルギーに関連する分野は成長産業として見込まれるため、産業の振興や雇用の拡大にも繋がることが
期待されます。新エネルギーに関連するエネルギー産業・研究を支援・育成することにより、地域活性化を目
指します。

4 産業振興、地域活性化への貢献

環境問題やエネルギー問題に対する市民の意識の高揚を図る観点から、新エネルギーの普及啓発を図ります。
5 環境・エネルギー教育の推進
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3 風力発電

①山間部における風力発電の建設可能性の検討
比較的風況のよい市内の山間部で、民間事業者等による風力発電の建設可能

性について検討します。

②沿岸部における洋上風力発電の導入可能性の調査検討
本市の長い海岸線を活かした洋上風力発電の導入可能性について調査検討し

ます。

③地元企業の参入拡大による新たな雇用創出や地域振興
風力発電産業への地元企業の参入を促進することにより、新たな雇用創出や地

域振興に結びつけます。

4 バイオマス

①中里地区の未利用木材を活用する研究の推進
本市が実施している、中里地区の未利用木材をバイオマスエネルギーとして活

用する研究を推進し、地域活性化や地域振興につなげます。

②民間事業者等による木質バイオマス発電所等誘致の検討
木質バイオマス発電所等の立地は、産業振興や雇用創出、地域活性化に繋がる

ため、民間事業者等による施設の誘致を検討します。

5 中小水力発電

①農業用水路などへの小水力発電の導入可能性の検討
農業用水路などの未利用エネルギーの活用を中心に、水利権者との調整や利

用状況も考慮しながら、小水力発電の導入可能性について検討します。

②公共施設への小水力発電の導入検討
公共施設における小水力発電の導入を検討します。

③街路灯や防犯灯などの電源としてのマイクロ小水力発電
　導入方策の検討
街路灯や防犯灯などの電源として、小河川や農業用水路などを活用したマイク

ロ小水力発電導入の方策を検討します。

7 波力・潮力発電

①沿岸における波力・潮力発電の導入可能性の調査検討
国・大学等における実用化に向けた研究開発、技術開発の動向を

注視しながら、本市の沿岸での波力・潮力発電等の海洋エネルギーの
導入可能性について調査検討します。

6 地中熱利用

①一般家庭や事業所への地中熱利用設備の設置事例の紹介
一般家庭や事業所へ設置事例を紹介するなどにより、地中熱利用設備の導入を促進します。

②市施設への地中熱利用設備の導入検討
県内の公共施設に地中熱利用設備の設置事例があることから、市施設の更新・改修時に、地中熱利用設備を導入

することを検討します。

㈱日立パワーソリューションズ
大沼工場の風力発電機

（出所：㈱日立パワーソリューションズ）

たかはら自然体験交流施設
木質バイオマスボイラー

小水力発電機
（出所：㈱茨城製作所ＨＰ）

波力発電の実証実験施設（大洗港区）
（出所：環境省・三井造船㈱）

5



①国の導入支援制度を活用したクリーンエネルギー自動車の普及促進
災害時の非常用電源としても活用できる、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）、超小型モビリティ

などの普及促進のため、国の導入支援制度を紹介する取組を進めます。

②国の補助制度を活用した電気自動車充電器の普及促進
事業者等に有利な補助率が適用される、茨城県の「電気自動車等充電インフラ整備ビジョン」を紹介します。

③市公用車へのクリーンエネルギー自動車の率先導入
市の公用車の更新時に、クリーンエネルギー自動車を率先して導入します。

①民間施設へのガスコジェネの普及啓発
工場や病院、ホテルなどを中心にガスコージェネレーションの導入を促進するた

め、防災・減災の観点も含めその有効性を広く普及啓発します。

②公共施設へのガスコジェネの積極的な導入推進
ガスコージェネレーションは、省エネ・省ＣＯ２を実現し、非常時のエネルギーセ

キュリティも向上するため、公共施設への積極的な導入を推進します。

①家庭用燃料電池（エネファーム）の普及促進のための導入支援
本市は都市ガスの普及率が高いため、エネファーム設置の優位性が高いといえ

ます。エネファームの普及を促進するため、導入に係る費用の支援を行います。

②日立ＬＮＧ基地を活用した水素ステーションの誘致
本市の地域資源である「日立ＬＮＧ（液化天然ガス）基地」を活用した、民間事

業者による水素ステーションの整備を働きかけます。

③再生可能エネルギーを活用した小型水素ステーション設置の検討
太陽光発電など再生可能エネルギーからの電気で水素製造が可能な小型の水

素ステーションを設置することを検討します。

④燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及促進、市公用車への導入検討
ＦＣＶの普及促進のため、国の支援制度を紹介するとともに、ＦＣＶの普及啓発を
図るため、市公用車への導入を検討します。

⑤ひたちＢＲＴへの燃料電池バス導入方策の検討
本市の地域資源である新交通システム「ひたちＢＲＴ」に燃料電池バスを導入

する方策を検討します。

⑥事業者等への業務・産業用燃料電池の導入事例紹介
工場や病院、ホテルなどを中心に燃料電池の導入を促進するため、先進事例を

紹介します。

⑦日立港区への水素輸入基地誘致の検討
水素発電等に必要となる水素の輸入基地を茨城

港日立港区に誘致する取組について検討します。

日立市新庁舎
ガスエンジン発電機

エネファームの仕組み
（出所：燃料電池普及促進協会ＨＰ）

水素ステーション
（出所：東京ガス㈱ＨＰ）

燃料電池自動車　ＭＩＲＡＩ
（出所：トヨタ自動車㈱ＨＰ）

燃料電池バス
（出所：トヨタ自動車㈱ＨＰ）

8 クリーンエネルギー自動車

9 ガスコージェネレーション

10 水素エネルギー

6



①家庭用蓄電池の積極的な導入促進
蓄電池は非常時にも有効な設備となるため、導入を積極的に促進します。

②Ｖ２Ｈの導入促進
電気自動車等と住宅を接続し、相互に電気を供給できる設備である

「Ｖ２Ｈ」は、太陽光発電の有効活用、電力のピークシフトへの貢献、停電
や非常時の電力供給などのメリットがあることから、導入を促進します。

①ＨＥＭＳの導入支援の検討
エネルギー利用の効率化に効果のある住宅用エネルギー管理システム（ＨＥＭ

Ｓ）の普及を促進するため、導入に係る費用の支援を検討します。

②国の導入支援策を活用した「ＺＥＨ」の導入促進
年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロになる住宅である「ＺＥＨ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス）」の導入を促進するため、国の導入支援制度を紹介し
ます。

③民間事業者等によるゼロエネルギー住宅街区の形成促進
太陽光発電、蓄電池、燃料電池、ＨＥＭＳなどを導入した住宅街区の形成に向け、

事業者との勉強会を開催するなどして形成促進に努めます。

④地産地消型エネルギーシステムの構築の促進
市内の工場間や地域において、ＩＣＴ（情報通信技術）

やＩｏＴ（モノのインターネット）などのネットワーク化によ
りエネルギーを広域に利用することで、エネルギーを総
合的・効率的に活用したり、地域の余剰電力を地域内で
最大活用するシステムの構築を促進します。

①環境イベントでの新エネルギーの情報発信
市民・事業者への新エネルギーへの関心を高めるため、県内最大級の本市の

環境イベント「エコフェスひたち」などにおいて積極的に情報を発信していきます。

②子供たちへの新エネルギーに関する学習の機会の提供
企業や専門家、学校と連携して、子供たちへの新エネルギーに関する学習の機

会を提供します。

③国道２４５号を新エネルギーロードとして情報発信
市内を縦断する国道２４５号の沿道には、新エネルギーに係る施設が点在して

いるため、「新エネルギーロード」として情報発信することを検討します。

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）のイメージ
（出所：経済産業省ＨＰ）

（出所：経済産業省ＨＰ）

V２Hの仕組み
（出所：埼玉県ＨＰ）

11 蓄電池

12 エネルギー管理システム（ＥＭＳ）

13 新エネルギーの普及啓発
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エネルギー・環境問題を自分自身に身近なものとして認識し、次世代へ豊かな環境を引き継いでいくために、
本市においても、市民が日常生活の中で、新エネルギーの導入を省エネルギーと併せて自らの役割ととらえ率先
して取り組んでいくことが必要です。

本ビジョンの推進のために、技術開発や設備導入などにおいて、地元の事業者が積極的に関わることが望まれ
ます。地元で生産した新エネルギー設備を地元の施設に導入することで、産業振興や地域経済の活性化にも繋げ
ることができます。

高度なものづくりの産業と技術が集積し、茨城大学工学部、茨城キリスト教大学が立地する本市の特性を活か
し、大学と企業の連携により、大学の知識や技術の蓄積を活かした技術開発、共同研究、人材育成等の先進的な取
組が期待されます。

新エネルギーの導入を促進するため、支援制度の検討や調査研究を行うとともに、新エネルギーの率先導入、
市民・事業者への新エネルギーに関する情報提供などに努めていく必要があります。

ビジョンの推進に向けて5

1 取組の主体と役割

本ビジョンに掲げた取組の実現に向け関係者の具体的な理解が高まった段階で、市民、事業者、大学、市等で構
成する「日立市新エネルギー推進協議会（仮称）」を創設し、国庫補助事業の活用も含め、連携・協働して事業を
推進することを検討します。

茨城県が設置している「いばらき水素利用促進協議会」、国が組成して
いる「広域関東圏水素・燃料電池連携体」、「関東スマコミ連携体」などに
参加し、新エネルギーの導入を推進していきます。

2 推進方法

日立市新エネルギービジョン （概要版）
 平成29年3月

日立市 生活環境部 環境政策課 
日立市助川町１－１－１

TEL: 0294-22-3111 （代表）
e-mail kansei@city.hitachi.lg.jp

URL http://www.city.hitachi.lg.jp/
※ビジョンの詳細を掲載しています

2 事業者の役割

3 大学の役割

4 日立市の役割

1 日立市新エネルギー推進協議会（仮称）の創設

2 国・県が設置する協議会などへの参加

新エネルギーの導入の推進に向けては、市民、事業者、大学、県、本市がそれぞれの立場で主体的に継続
して取り組むとともに、相互に積極的に連携・協力を図りながら各種取組を推進していくことが重要です。

1 市民の役割
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