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平成 30年度 エコモデルタウン事業の事業実績評価について 

1.田子西地区 

（1）エネルギーマネジメントの実績 

(ア) 太陽光発電の実績 

平成 29 年度の太陽光発電の年間累積発電量は 51,913[kWh]でした。図 1 は月毎の太陽光発

電量と日射量の推移を表していますが、8 月には悪天候が続いたことにより日射量が落ち、それ

により発電量も大きく下がっています。表 1 は太陽光発電の実績をまとめたものですが、発電

量、日射量ともに同水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

   

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

年間累積発電量[kWh] 54,395 51,964 51,913 

日射量[MJ/㎡] 1,747 1,678 1,688 

CO2 排出係数[kg-CO2/kWh]※ 0.559 0.553 0.523 

ＣＯ2 削減量[ｔ-CO2] 30.41 28.74 27.15 

買電抑制効果[円] ¥1,196,680 ¥1,143,203 ¥1,142,089 

再エネ比率[%] 11.0% 10.2% 10.2% 

表 1.太陽光発電の実績 

図 1.太陽光発電量と日射量の推移 
※各年度の再生可能エネルギーの固定価格買取制度による調整等を

反映した調整後 CO2 排出係数（東北電力(株)ホームページより） 
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表 2.CGS の実績 

 

(イ) CGS（ガスコージェネレーションシステム）の運用実績について 

過去の CGS の運用実績を踏まえ、電気需要のピークカットを意識した下記の運用を実施しま

した。 

・平成 29 年度の運転状況 

12/12～1/23 ： 6:30-8:00、18:30-22:00 

1/24     ： 6:30-8:00、18:00-22:00 

1/25     ： 6:30-8:00、16:30-22:30 

1/26～2/8  ： 6:30-8:30、16:30-22:30 

2/9      ： 6:30-8:30、18:30-22:00 

2/10～3/21  ： 7:00-8:30、18:30-22:00 

 

平成 29 年度の田子西復興公営住宅の電気需要の最大電力は、平成 30 年 1 月 24 日 20：00

に 151.9kW を記録したが、CGS 運転時間にあたっていたこともあり、ピークカット効果が得

られました。 

 次年度は、ピークカット効果が最大限に得られるよう、気温や平日・休日の需要変化を加味

した運転計画を策定し、経済性と環境性を勘案した運用方法の検討を引き続き実施いたします。 

図 2 に CGS 発電量の推移、表２に年間の実績値を示します。 

 

  

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

ガス消費量[m3] 5,425  4,170 4,117 

ガス料金[円] ¥876,966 ¥590,796 ¥613,784 

ガス燃焼によるＣＯ2 排出[ｔ-CO2] 12.42  9.55 9.43 

年間累積発電量[kWh] 19,358  14,982 14,592 

買電抑制効果[円] ¥425,883  ¥329,601 ¥321,017 

図 2.CGS の発電量の推移 
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(ウ) 田子西復興公営住宅居住者の電気の使用状況 

図 3 は、田子西復興公営住宅の全体の月別電気使用量です。夏（7・8 月）は平均外気温の上

昇とともに、冬（12 月から 2 月）は平均外気温の低下とともに電気使用量が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 田子西復興公営住宅居住者の都市ガスの使用状況 

図 4 は、田子西復興公営住宅の月別都市ガス使用量です。外気温が最も高い 8 月から気温の

低下とともに、都市ガスの使用量が増加する傾向があります。 

 

 

  

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

田子西復興公営住宅居住者の 

電気使用量[kWh] 
496,846 511,080 507,237 

世帯あたりの電力使用量[kWh] 2,931 3009 2977 

世帯数（年度末時点） 169 169 173 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

田子西復興公営住宅の居住者の 

都市ガス使用量[m3] 45,174 （41,236） （38644） 

世帯あたりの都市ガス使用量[m3] 266 （272） （260） 

世帯数（年度平均値）※ 160 （152） （148） 

図 3.復興公営住宅の電気の使用状況 

図 4.復興公営住宅居住者の電気使用量の推移 

表 3.復興公営住宅居住者の電気使用量 

表 4.復興公営住宅居住者の都市ガス使用量 

図 4.復興公営住宅のガスの使用状況（世帯当たり） 

※ 都市ガスの使用量は、各世帯の HEMS（見える化システム）

のトラブルによりデータ収集できる世帯が減っていました

が、平成 30 年 3 月よりデータ収集を再開しました。 

※ ※ 
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(オ) 田子西復興公営住宅の水道（水道・ぬるま湯（※）含む）の使用状況 

図 5 は、世帯あたりの水道使用量（水道・ぬるま湯含む）の年間推移です。世帯あたりの水

道使用量（水道・ぬるま湯含む）は昨年度と同様の推移となっています。 

※ぬるま湯・・・ＣＧＳ運転の際に発生するガス燃焼の排熱を利用することにより、加温さ

れた水のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 29 年度の世帯あたりのぬるま湯使用量の推移を図 6 に示します。気温の上下にと

もない、ぬるま湯使用量の増減がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

田子西復興公営住宅の居住者の 

水道（水道・ぬるま湯）の使用量[m3] 26,870  26,914 27,134 

世帯当たりの水道使用量[m3] 158 158 160 

世帯数（年度末時点） 169 169 173 

図 5.復興公営住宅の水道（水道・ぬるま湯）の使用状況（世帯あたり） 

表 5.復興公営住宅居住者の水道使用量 

図 6.復興公営住宅のぬるま湯使用状況（世帯あたり） 
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（2）外部有識者の意見を踏まえた事業に対する評価（抜粋） 

① 事業運営の安定化を図るために、事業者側が具体的に踏み込んだアクションを起こしており、取り組みが

大きく進展した点は高く評価できる。 

② 事業性についての検討を行い、「エコモデルタウン」を事業として推進する場合の必要条件、事業推進

上の課題を明確にする必要がある。 

③ エネルギーマネジメントについては、CGS のピークカットへの活用や需要予測の精度向上に対する取組な

ど、昨年度からさらなる進歩がみられている。収集したデータの解析を進めることで、エコモデルタウンの展

開に有用な知見が得られることが期待できる。 

④ 田子西町内会と連携した避難訓練などのイベント時に、住民へ設備の利活用等についての説明や操作

手順の確認を行うなど、防災・環境意識の醸成に努めるとともに地域コミュニティの形成を推進しているこ

とは高く評価できる。実施内容の効果を明らかにする上でも、継続的に実施していただきたい。 

（3）エネルギーに関する環境性と経済性について 

エネルギーに関する環境性と経済性（※）については、下記の通りでした。平成 29 年度につ

いては環境性・経済性ともに前年度と比較すると増加（＝悪化）しました。 

 環境性は、購入電力量が増加していることと、東北電力の排出係数（単位電力当たりの CO2

排出量）が減少したことによるものであり、経済性は、ピーク電力の増加によって契約電力が

昨年より上昇したことで、購入電力料金が上昇したことが主な要因と考えられます。 

 今後、省エネ啓発やデマンドレスポンスにより電力使用量を減らし、蓄電池や CGS の活用に

よるピークカットを実現することで、環境性・経済性の向上を目指します。 

 平成27年度 平成28 年度 平成 29 年度 

世帯数 169 169 173 

エネルギーに関する環境性 90.66% 74.10% 77.72％ 

エネルギーに関する経済性 79.48% 68.35% 75.14％ 

※田子西復興公営住宅の居住者が使用する電気について、従前の一般電気事業者が電気を供

給した場合と、複数電源（太陽光発電・CGS・蓄電池・系統電力）を活用した本事業の事

業者が電気を供給した場合の、二酸化炭素排出係数や電気供給にかかる費用を比較したも

の。値が低いほど、環境性や経済性が良いと判断する。なお、HEMS 等のシステム維持費

や算出が難しい HEMS 活用や CGS の排熱活用による居住者側のエネルギー削減分は上記

から除いている。 
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2.荒井東地区 

（1）エネルギーマネジメントの実績 

(ア) 太陽光発電の実績 

平成 29 年度の太陽光発電の年間累積発電量は 14,813[kWh]でした。図 7 は太陽光発電と日

射量の月別の推移を表したものです。田子西地区と同様、8 月には悪天候が続いたことにより日

射量が落ち、それにより発電量も大きく下がっています。表６は太陽光発電の実績をまとめた

ものですが、発電量は前年度と比較し約１％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年 

年間累積発電量[kWh] 
15,499 14,970 14,813 

ＣＯ2 削減量[ｔ-CO2] 8.66 8.28 7.75 

CO2 排出係数[kg-CO2/kWh]※ 
0.559 0.553 0.523 

買電抑制効果[円] 
¥340,978 ¥329,340 ¥325,886 

再エネ比率[%] 
2.2% 2.1% 2.0% 

表 6.太陽光発電の実績 

図 7.太陽光発電と日射量の推移 

※各年度の再生可能エネルギーの固定価格買取制度による調整等を

反映した東北電力の調整後 CO2 排出係数 
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(イ) 荒井東復興公営住宅居住者の電気の使用状況 

図 8 は、復興公営住宅の全体の月別電気使用量です。夏（7・8 月）は平均気温の上昇ととも

に電気使用量が増加し、冬（12 月から 2 月）は平均外気温の低下とともに電気使用量が増加し

ています。外気温と電気使用量が相関関係にあることがわかります。 

 図 9 は世帯当たりの 1 日の電気使用量と外気温の関係を表しています。1 日平均の外気温が

20℃前後を境に、上昇もしくは低下により電気使用量が増加する傾向にあることが分かります。 

 

 

 

  

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

復興公営住宅居住者の 

電気使用量（年間）[kWh] 711,129  808,253 816,947 

世帯あたりの 

電気使用量（年間）[kWh] 2,688 2,814 2,856 

表 7.復興公営住宅居住者の電気使用量 

図 8.電気使用量と外気温の関係 

図 9.世帯当たりの電気使用量と外気温の関係 
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(ウ) HEMSの利用状況について 

平成 26 年４月より１棟入居者へ、平成 27 年６月より２棟入居者への HEMS タブレットの配

布を開始しました。平成 26 年度の 1 棟入居者へは入居後に HEMS タブレットの配布を行い、

平成 27 年度は入居説明会時にエネルギーマネジメント事業について説明し、説明会にて HEMS

タブレットの配布を行いました。 

 図 10 は、世帯あたりの HEMS 閲覧数の推移です。2 棟入居者へは平成 27 年度に説明会と同

時に配布も行ったこともあり、世帯あたりの HEMS 閲覧数が一時的に増加しましたが、その後

は減少し、平成 29 年度も低いまま推移しております。説明会の開催やイベントでの普及啓発に

よる周知等により利用促進を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）外部有識者の意見を踏まえた事業に対する評価（抜粋） 

 

① エネルギーマネジメントに留まらず、公園維持管理業務の受託などエリアマネジメント事

業を積極的に展開している点は高く評価できる。 

② 「エネルギーマネジメント事業」の運営に他の事業が与える影響を把握するためにも、事

業ごとの事業計画や収支計画などを作成するなどのリスクマネジメントを検討しておく必

要がある。 

③ より正確な実態を把握するため、住民へのアンケート等を実施することにより、多面的な

実態把握を試みようとしている点は評価できる。この取り組みを継続して行い実態把握を

進めるとともに、これをもとに HEMS 利用促進の検討を進めていく必要がある。 

  

図 8.復興公営住宅居住者の電気使用量の推移 

図 10.世帯あたりの HEMS 閲覧数の推移 
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（3）エネルギーに関する環境性と経済性について 

平成 29 年度のエネルギーに関する環境性と経済性（※）については、下記の通りでした。前

年度と比較すると、環境性・経済性ともに増加（＝悪化）しました。 

 環境性は、購入電力量が増加していることと、東北電力の排出係数（単位電力当たりの CO2

排出量）が減少したことによるものであり、経済性は、ピーク電力の増加によって契約電力が

昨年より上昇したことで購入電力料金が上昇したことが主な要因と考えられます。 

 今後、タブレット等を活用し、電力使用量の総量の低減とピークシフトにより契約電力を減

らすための取り組みにより、環境性・経済性の向上を目指します。 

 平成 27 年度 平成28年度 平成 29 年度 

世帯数 291 世帯 285 世帯 286 世帯 

エネルギーに関する環境性 97.90% 98.22% 98.26% 

エネルギーに関する経済性 75.57% 74.70% 76.88% 

※荒井東復興公営住宅の居住者が使用する電気について、従前の一般電気事業者が電気を供

給した場合と、複数電源（太陽光発電・系統電力）を活用した本事業の事業者が電気を供

給した場合の、二酸化炭素排出係数や電気供給にかかる費用を比較したもの。値が低いほ

ど、環境性や経済性が良いと判断する。なお、HEMS 等のシステム維持費や算出が難しい

HEMS 活用による居住者側のエネルギー削減分は上記から除いている。 

 

 

 

（エネルギーに関する環境性・経済性の指標について） 

＜環境性の指標＝（イ）／（ア）の割合が１００％未満＝ 環境性がある電源＞ 

（ア）従前の電力供給による単位電力当たりの CO2 排出量 

（イ）エコモデルタウン事業で運用した電源の単位電力当たりの CO2 排出量 

＜経済性の指標＝（イ）／（ア）の割合が１００％未満＝ 経済性がある電源＞ 

（ア）従前の電力供給による電力料金  

（イ）エコモデルタウン事業で運用したエネルギー料金 

 


