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防犯灯とは 

 防犯灯とは、夜間不特定多数の方が通行する生活道路で、暗くて通
行に支障がある場所や、通学路、防犯上不安のある場所に設置する
蛍光灯タイプの灯りのこと。自治会が管理。市町村からの補助金がでる
場合が多い。 

防犯灯（20W） 道路照明 

写真：岩手県滝沢村HPより 

道路照明灯は、夜間の道路
交通の安全確保のために設
置するもの。水銀灯・ナトリウム
灯が使用される。国道は国土
交通省、県道は都道府県、市
道は市町村が管理している。 
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防犯灯の料金体系 
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種別・区分 単位 料金（税込） 

需要家料金 1契約 47.25 

電灯料金 

10Wまで 1灯 65.84 

10Wをこえ20Wまで 1灯 97.02 

20Wをこえ40Wまで 1灯 159.39 

40Wをこえ60Wまで 1灯 221.76 

60Wをこえ100Wまで 1灯 346.50 

100Wをこえる1灯 1灯 346.50 
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ESCO事業とは 

 ESCO（Energy Service Company)は、省エネルギー改修にか
かわる初期費用を光熱水費等の削減分で賄う事業のこと。
ESCO事業者は、省エネ診断、設計・施工・運転・維持管理な
どのサービスを提供する。省エネルギー効果の保証を含むパ
フォーマンス契約をとることで、利用者の利益を最大化できる
特長をもつ。 

 ESCOでは、利用者（会社、自治体など）の新たな財政支出を
必要とせず、契約期間終了後の光熱費等の削減分は全て利
用者の利益になる。同時に、省エネルギーを推進し、温室効
果ガス排出削減を実現することが可能である。 
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事業の一貫した 

ESCO事業の特長 

通常の省エネ改修工事 

設計契約 

既設設備調査 

設計・見積 

契約 

改修・導入工事 

工事契約 

設備の運転 

運転 

省エネ効果の保
証を考慮しない 

工事業者まかせ 

省エネ効果の確
認や保証を行わ

ない 

個
別
契
約 

個
別
契
約 

個
別
契
約 

事業の一貫した 

ESCO事業の場合 

予備診断 

省エネ効果の 
合意 

工事管理 

省エネ効果の 
確認と保証 

詳細診断 

実施計画の立案 

ESCOサービス契約 

改修・導入工事 

効果検証 
保守管理 

一
括
契
約 

事業の一貫した流れがない 
全てのサービスをひとつの業者が行う 
包括的なエネルギーサービスの提供 
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維持管理費 

電気料金 

ESCOサービス料 

自治体・自治会 
費用削減額 

ESCO事業 年間の支出イメージ 

年間の支出イメージ図 
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ESCOの応用例 

栃木県は、ESCO事業を使って多目的ダムに水力発電を導入しようとしている。対象は那珂川の支流である宮川にかか
る寺山ダム（栃木県矢板市）だ。寺山ダムの目的は洪水調整や不特定揚水、上水道用水などであり、そもそも水力発
電をしていない。 
 ここに水力発電設備を導入しようとすると、栃木県の出費が必要だ。そこで、ESCO事業を利用した。事業者が自ら
の資金で水力発電設備を含む設備の設計、改修、運転、維持管理を行う（図1）。エネルギー削減の計測や検証、保
証なども事業に含まれる。ESCO事業者は売電益を得て、これから初期投資を償却し、維持管理費や電気料金を支払う。 
図1では県の委託料が桃色で示されているが、実際にはゼロで契約を締結した。栃木県によればゼロ予算事業として
は全国初の事業だという。 
 県のメリットは複数ある。寺山ダムの施設自体が年間294万円の電気料金を必要としていたが、この支出が不要に
なる。設置後27年が経過した空調設備の更新料や管理費もなくなる。さらに、寺山ダムが一般家庭約170世帯分の電
力を供給する。 

 なお、ESCO事業者が設置した設備
の所有権は県に残る。 
 栃木県は2012年10月に日本工営の
子会社であるNKダムESCO栃木を事業
者として決定。2013年5月に寺山ダ
ム発電所建設工事の起工式を行った。
2013年9月からの発電サービス開始
を予定する。今後は、2031年8月3日
まで18年間ESCO事業を継続する計画
だ。18年間のダム電気料金の削減効
果は5290万円にも上るという。 
 

図1 （出典）ＩＴメディア スマートジャパンＨＰより掲載 
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防犯灯・ESCO事業 まとめ 

電気料金の大幅な削減ができる（LED化により） 

ESCOサービス期間中、修繕費の必要がない 
（ESCO事業者負担となるため） 

ESCO事業者による包括的なエネルギーサービスの提供
が可能 

防犯灯の管理がリスト化でき、スリム化する 
（全ての交換を行うため） 

CO2を削減し、地球環境保護活動に貢献できる 

10年間交換の必要がないため、地域の方への手間が
省ける（自治体や業者への連絡） 
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尾張旭市における防犯灯 
蛍光灯とLED照明化後の電気料金 

蛍光灯 

使用ワット数 設置灯数 
1灯/月額単

価 
電気料金(1年) 

需要家料金 
（下記＋） 

5,000 ¥47.25 ¥2,835,000 

10Wまで 0 ¥65.84 ¥0 

10Wをこえ 
20Wまで 

0 ¥97.02 ¥0 

20Wをこえ 
40Wまで 

5,000 ¥159.39 ¥9,563,400 

合計 5,000  ¥12,398,400 

LED照明 

使用ワット数 設置灯数 1灯/月額単価 電気料金(1年) 

需要家料金 
（下記＋） 

5,000 ¥47.25 ¥2,835,000 

10Wまで 5,000 ¥65.84 ¥3,950,400 

10Wをこえ
20Wまで 

0 ¥97.02 ¥0 

20Wをこえ
40Wまで 

0 ¥159.39 ¥0 

合計 5,000  ¥6,785,400 

LED灯に 
変更すると 

単位：円 

¥5,613,000 削減！ 



9 

尾張旭市における防犯灯 
電気料金の負担割合・管理運営費 

尾張旭市・自治会電気料金負担割合 

現行の電気料金/年額 LED化後の電気料金/年額 電気料金差額 

尾張旭市負担 ¥10,910,592 ¥5,971,152 ¥4,939,440 

自治会負担 ¥1,487,808 ¥814,248 ¥673,560 

合計 ¥12,398,400 ¥6,785,400 ¥5,613,000 

維持管理運営費 計算根拠 金額（年間） 

尾張旭市負担 
尾張旭市事務事業評価表を基に、年間修繕費＝1灯1,300円で計算 

 
¥4,500,000 

自治会負担 
一灯あたりの電球交換費用を2,000円、2年半に一回、10年間で計

4回交換すると計算し10年間に按分、年間の維持費用を算出 
¥4,000,000 

維持管理費合計 ¥8,500,000 

※1灯につき2,200円の市補助金を基に 
 負担割合 尾張旭市 88％、自治会 12％で計算 

単位：円 
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防犯灯ESCO事業シミュレーション 

現状のランニングコスト 

1 電気料金    

  月額支払額 年間支払額 

尾張旭市負担 909千円 10,911千円 

自治会負担 124千円 1,488千円 

2 維持管理費   

尾張旭市負担   4,500千円 

自治会負担   4,000千円 

3 ランニングコスト計    

尾張旭市負担 909千円 15,411千円 

自治会負担 124千円 5,488千円 

  

尾張旭市全体の 
ランニングコスト計（年間） 

20,898千円 

LED ESCO事業開始化後のランニングコスト 

1 電気料金    

  月額支払額 年間支払額 

尾張旭市負担 498千円 5,971千円 

自治会負担 68千円 814千円 

2 維持管理費   

尾張旭市負担   0千円 

自治会負担   0千円 

3 ランニングコスト計    

尾張旭市負担 498千円 5,971千円 

自治会負担 68千円 814千円 

  

尾張旭市全体の 
ランニングコスト計（年間） 

6,785千円 

ランニングコスト削減額 
14,113 千円 

単位：千円 
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防犯灯ESCO事業シミュレーション 
ESCO事業開始後の市の利益・環境への貢献 

ESCO事業開始後の市の利益 

ESCOサービス料支払額（年額） 10,500千円 
（10年間お支払い） 

尾張旭市の利益額 -1,601千円 

自治会の利益額 4,674千円 

・ESCOサービス料を市が全額負担する場合 

利益合計 3,613千円 

削減されるCO2排出量（年間） 
 

154トン 
 

杉の木に換算すると…11,010本相当 

削減される電力量（年間） 
 

363,540 kwh 
 

一般家庭使用電力…66件分相当 
※50年育成された杉の木が1年間に吸収する二酸化炭素量を元に計算 ※一般家庭平均、年間5,500Kwhで計算 

単位：千円 
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防犯灯ESCO事業シミュレーション 
初期投資（ESCO事業者負担） 

LED ESCO事業に必要な初期投資（ESCO事業者負担） 

項目 数量 単価 合計 備考 

1 防犯灯灯具A 5,000 ¥10,269 ¥51,345,000 10VA以下 

2 防犯灯灯具B 0 0 20VA以下 

3 防犯灯灯具C 0 0 40VA以下 

4 工事費 5,000 ¥5,250 26,250,000 

5 廃棄処分費 5,000 ¥315 1,575,000 リサイクル費 

6 その他費用 5,000 ¥525 2,626,000 

初期投資費用合計（防犯灯LED化に必要な費用） ¥81,795,000 

単位：円 


