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はじめに

本資料は、脱炭素先行地域づくりガイドブックの参考資料です。地方公共団体とステークホル
ダーの皆様が、脱炭素先行地域を検討・アプローチする際の入門的なスタディガイド資料として作
成したものであり、本資料に用いられる用語や算出方法等は、本制度の実施にあたり参考とする
もので、それ以外の用途に広く適用するものではございません。

Act１で地域資源の洗い出しについて、Act２で地域課題の洗い出しについて、Act３で対象
地域の選定について、Act４で実施体制・ステークホルダーの検討について、それぞれその手順や
方策を示すとともに、Act５で地域課題の解決方策事例を、Act６で資金調達の検討について
記載していますのでご参考下さい。

本編に記載の数値等は例示として示したものであり、実際の数値とは異なります。
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概 脱炭素先行地域づくりの進め方（検討の流れ）
Act１ 地域資源の洗い出し

• 地域資源(再エネポテンシャル等)の洗い出しの進め方
• 再エネポテンシャルの洗い出における算出イメージ

Act２ 地域課題の洗い出し
• 地域課題の洗い出しの進め方
• 地域の将来ビジョンを踏まえ、地域経済循環へ貢献する地域課題解決の例
• 地域の課題解決に向けた脱炭素化によるアプローチ例

Act３ 対象地域の設定／対象地域の規模の検討
• 対象地域選定の考え方
• 需要量・供給量からの検討
• 脱炭素先行地域の設定パターン
• 再エネ供給パターン
• 活用する技術の導入方法の検討
• 他地域展開の検討

実施体制・ステークホルダーの検討
• 多様なステークホルダーとの連携・体制

Act５ 地域課題を解決する取組の検討
• 脱炭素化による地域課題の解決事例

Act６ 資金調達の検討
• 各資金調達方法の特徴
• 事業ステップ別に求められるアクション

参 考 ：取組事例
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関心を持ち始めて
いる地方公共団体

脱炭素先行地域づくりの進め方（検討の流れ）

計
画
策
定
・
実
施

既に検討している
地方公共団体

地域資源(再エネ
ポテンシャル）
の洗い出し

地域課題
の洗い出し

対象地域
の選定

地域課題を
解決する取組
の検討

資金調達
の検討

• どの地域の社会課題
を、脱炭素化により、
どのように解決に向け
後押しするか

• その地域内で民生電
力由来CO2ゼロは実
現できるか

Why/Where
どの地域で、どの課題解決を脱炭素で後押しするのか?

Who/What
誰が誰に何を提供するか?

How
どのように実現し/事業の持続性をどう組み込むか?

実施体制・ス
テークホルダー
の検討

• 地域の課題解決
のためにはどのよう
なステークホルダー
との連携が必要か
（プロジェクトリー
ダー、関係者の役
割分担、外部協
力者等）

• どこにどれだけの再
エネ資源があるのか

• 各地域はどのような
課題を抱えているの
か、着眼すべき地域
の課題は何か

Act1

Act2

Act3

Act4 Act6Act5

• 解決方策は何か。
どのような価値を提
供することになるか

• 取組を実現するた
めにいつ、どのような
資金が必要か

• それをどう調達する
か

地域のステークホルダーに呼びかけ、初期の検討から巻き込み/
取組の視点(脱炭素による地域課題の解決視点)を幅出し

まずは現状(資
源、課題)の認
識から始めて、
候補となりそう
な地域を探っ
てみる
＊地域全体の
脱炭素化とい
う視点で幅広
に現状把握す
ることも効果的

☆ Act1~3では、地域の資源や課題を洗い出しつつ、脱炭素先行地域として、どのよ
うな地域を対象地域として選定するか検討します。
☆ Act4～６では、脱炭素を推進する実施体制、ステークホルダーを検討した上で、
地域課題を解決する取組について検討するとともに、必要な資金の調達について検討
します。
＊ステークホルダーは固定せず、状況に応じたプレイヤーの追加も効果的

脱炭素地域づくりにあたっては、幅広いステークホルダーと連携し、地方公共団体の状況に応じて柔軟に進めることが効果的です。
再エネ・省エネの技術や制度等は日々進展しており、一度策定した計画も事業の進捗や取り巻く環境等の進展に応じて、新たなステーク
ホルダ－との連携や取組の追加など必要に応じた見直しを行っていくことも重要となります。
また、地域循環共生圏づくりや地方創生などの各施策との有機的な連携も脱炭素の推進にあたり重要となります。

概要
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脱炭素先行地域づくりの進め方（検討の流れ）
参考：脱炭素地域づくり支援サイトについて

概要

脱炭素地域づくり支援サイトは、脱炭素地域づくりに取り組む地方公共団体やステークホルダーに向けた各種支援情報
（脱炭素先行地域概要や募集情報・結果、交付金、各種支援メニュー等）を公表しています。
特に「支援メニュー等」のページでは、設備導入支援や計画策定支援、人的支援といった、脱炭素地域づくり検討の際に
活用できる関係府省庁の主な支援ツール・枠組みについて、概要や想定される活用例などを取りまとめています。

【掲載情報】 【脱炭素地域づくり支援サイト（トップページ）】

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/脱炭素地域づくり支援サイト

脱炭素先行地域
• 概要
• 募集情報
• 選定結果
• 評価委員会
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
• 概要
• 脱炭素先行地域づくり事業
• 重点対策加速化事業
• 規程
支援メニュー等
• 設備導入支援
• 計画策定支援
• 人的支援
• 情報提供等支援
• その他支援
• 地方財政措置 等
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【現状把握】
地方公共団体内で発
電されている再エネの種
類・量を把握するよう努
める

再エネ熱・未利用熱を
把握する

太陽熱、地中熱、温泉熱、雪氷熱、下水熱等が、誰によりどこでどのくらい創出されているか、又はその予定がある
か、需要エリアとの位置関係を含め把握する．

再エネの種類 発電主体 場所 出力規模 算定方法 自家消費等又は売電
太陽光発電 ○○地域住宅 ■■地区 ０.1MW 推計 自家消費等

風力発電 ○○エナジー △△地区 ５MW 実測 売電(3年後に卒FIT)

小水力発電 ○○市 ▲▲地区 １MW 実測 売電(卒FIT)

バイオマス発電 ○○組合 ○○地区 ５MW 実測 売電(FIT)

例）

民生部門以外の地域と暮ら
しに密接に関わる自動車・交
通、農林水産業等の分野の
温室効果ガスの排出削減ポ
テンシャルの要素を把握する

自動車・交通、農林水産業等の分野について、CO2排出量・エネルギー使用量、産業構成、活動規模等の状
況を整理しつつ、現在及び将来のニーズ等も踏まえ、対策を検討する。

Act1 地域資源の洗い出し
地域資源（再エネポテンシャル等）の洗い出しの進め方

地域の再エネ資源等について、今あるものや今後の創出可能性、他から提供を受けられる量などを最大限把握します。

再エネ
(電力)
資源

【今後の可能性検討】
追加で創出・供給される
再エネ (ポテンシャル含む)
を把握する

2-1 再エネ発電の計画中の
整備予定量の把握

• 情報入手先を検討し、効果的に情報を収集する。
例) 条例等による届出、農地の一部転用許可申請、電力会社等から情報を得る。

2-2 再エネ発電の
導入可能量の把握

2-3 他の地方公共団体エリア
から供給を受けることので
きる再エネの把握

• 地方公共団体間の連携を含め、他地域で創出された再エネを相対契約等により供
給する方法等の検討。

再エネ(熱)
資源

1 稼働中

• 何を、誰が、どこで、どのくらい発電し、自家消費等又は売却 (FIT／非FIT) をしているか

余地

1

2

3

1 稼働中11MW
2-1 整備予定12MW
2-2 導入可能50MW
2-３ 外部調達40MW

11MW

既存

• ヒアリングやREPOS等を活用して発電整備が可能な場所を探すなどして再エネ発電ポ
テンシャル把握。幅広に「可能性」のある場所をリストアップする。
例) 「地方公共団体所有の遊休地」、「埋立完了した最終処分場」、「営業を中止したゴルフ場」、

「物流倉庫等大規模施設の屋根」、「新興住宅地の屋根」「小水力発電候補となる用排水路」
「バイオマス発電の候補となる廃棄物処理施設」等

• その上で、経済合理性、合意形成の見通しも踏まえ導入可能量を算出する。
• なお、追加的な再エネ整備の検討に当たっては、他地域への波及・先進性などを考慮。

その他

Act1

4
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各地域で活用可能な再エネ種別ごとに導入可能量を積み上げつつ、再エネの需要エリアとの位置関係も整理します。

内訳

電力
20.0MW

熱利用

33TJ

再エネ導入可能量の算出結果イメージ

4.1MW

6TJ
現状 2030年度

＝導入可能量

算出結果

0.6[MW]

• 太陽光発電 14.8[MW]

0.2[MW]

• 地熱発電 0.3[MW]

• 太陽熱 5.1[TJ]

• 地中熱等 7.7[TJ] 想定件数 26施設
公共施設をはじめ一般住宅にも普及

• バイオマス 20.5[TJ]

小水力発電 6ヶ所
導入可能地全てで実施

屋根置太陽光等2,000件
全ての建物に屋根置ソーラー

想定件数 1件
全域でバイオマス利用
想定件数 1件
地熱ポテンシャルを最大限活用

想定件数 281件
屋根ソーラー温水器
想定件数 360件
灯油ストーブから薪・ペレットストーブへ転換等

• 小水力発電

• バイオマス発電

（追加導入分）

（既存導入分） 4.1[MW]

15.9[MW]

Act1

試算の前提

Act1 地域資源の洗い出し
再エネポテンシャルの洗い出しにおける算出イメージ
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【掲載情報】
・全国・地域別の再エネ導入ポテンシャ
ル情報を掲載
・導入に当たって配慮すべき地域情
報・環境情報も整備・可視化（景観、
文化財、鳥獣保護区域、国立公園
等）
・「気候変動×防災」の観点から、ハ
ザードマップとも連携表示 (国交省等
が整備する防災関連情報を反映）

【対象とする再エネ】
・太陽光(公共系・住宅用）
・風力(陸上・洋上）
・中小水力
・地熱
・地中熱
・太陽熱

【REPOSE提供情報例】

再生可能エネルギー情報提供システム

Act1

再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS：Renewable Energy Potential System））は、デジタルで誰で
も再エネポテンシャル情報を把握・利活用できるシステムで、環境省が制作・公開しているものです。これまで報告書情報で
しかなかった再エネの導入ポテンシャル情報を、デジタルな地図データとして一元表示しつつ、地域ごとの情報が、特殊なソフ
トを使わずに、誰でも、ビジュアルで閲覧可能にしています。
対象は太陽光や風力、中小水力など６種類で、導入にあたって配慮すべき地域情報や防災関連情報などとの連携表示
も可能としており、地方公共団体別に再エネポテンシャル情報や実績を表示することができます。

再
エ
ネ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

メ
ニ
ュ
ー

地
域
脱
炭
素
促
進

メ
ニ
ュ
ー

Act1 地域資源の洗い出し
参考：再生可能エネルギー情報提供システム「REPOS(リーポス)」について
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Act2 地域課題の洗い出し
地域課題の洗い出しの進め方

【地域課題への解決方策例】
○ 分散型エネルギーの導入は、非常時のエネルギー源確保となり、災害に強い地域づくりにつながります。
○ 住宅の断熱性等の向上や、再エネを活用したMaaS等の新しいサービス形態による交通システムの整備等は、将来世代を含む地域住民の健康の維持と暮らしの改善

につながります。
○ 再エネ等の地域資源を活かす自立分散型の地域づくりは、勤務地や住居が大都市圏から地方へと分散移住（一極集中の解消）することにつながります。
○ 森林や里地里山を手入れしながら、木材や自然資源（バイオマス）として活用することは、豊かで美しい自然を守り、共生する人間らしいライフスタイルの再構築につながります。

既存計画やステークホルダーからのヒアリング等を通じて、地域の課題の洗い出しや地方創生のあり方を検討します。

地域脱炭素の取組は、新たな産業と雇用を生み地域内で経済を循環させることができるとともに、以下の例のように、
防災・減災や暮らしの質の向上等、様々な地域の課題の解決にも貢献し得ると考えられます。

脱炭素化

地方創生

地域課題

脱炭素化により
解決を後押し

脱炭素による地方創生 対象とする地域課題の洗い出しと深掘り

課題の洗い出し 課題の深掘り

一極集中
の解消

自然との
共生

暮らしの質の
向上

経済循環 レジリエンス
向上

• 既存計画等の担当者との意見交換を通
じ、課題を深掘りするなどして、地域課題
の同時解決、取組の相乗効果を探る。
➡ それを通じ、ステークホルダーの今後

の計画作成プロセスへの巻込みを図
る。

主たる協力者、多様な関係者による
地域課題の洗い出し

 ＜地元の視点＞
 ➡住民、企業、金融機
関、NPO等からの協議
会や地域コミュニティの
会議等を通じた多様な
意見の把握

 ＜地域外の視点＞
 ➡観光客、地域外の有
識者、事業者、就業者
等からのアンケート調査
等による多様な意見の
把握

• 協議会等の会議やアンケート調査等を
通じ、課題の背景状況等を把握し、課
題の深掘りへとつなげ、地域課題の同時
解決、取組の相乗効果を探る。
➡ それを通じ、再エネ事業の実施主体

となりうる者の発掘など地元や地域外
の方々の計画作成プロセスへの巻込
みを図る。

・・・

総合計画など既存の計画等から
地域の課題を抽出

➡既存の計画担当部署や関係者からの
ヒアリングにより把握

Act2
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地域脱炭素の取組に伴う地域課題の解決とともに、①地域の将来ビジョン、 ②地域経済循環への貢献を意識することが重
要です。

②地域経済循環へ貢献する地域課題解決の例

・再エネ電力供給によって公共施設のエネルギー支出
や公的補助費を減らして捻出した財源を市民サービ
スの向上に活用。

利益の社会的投資
取組
例

・林業従事者の高齢化・後継者不足による従事者の減少。
・森林の手入れが放棄されている地域の拡大。

・木質バイオマス発電設備の導入
- 地元事業者の再エネ設備導入と脱炭素先行地域の
需要家への電力供給（再エネの地産地消）

- 資源の利活用により、林業のさらなる活性化。
- 新たな雇用創出や林業の後継者育成。

・安定した供給体制を保つための林業サプライチェーン
増強が必要であるため、発電にとどまらない、木材加
工品や建築等の地域材を使用した関連産業の活性
化にも取り組む。

林業活性化、地域の雇用

①地域の将来ビジョンを踏まえた地域課題解決の例（既存計画等との連携）

地域課題
・中心市街地の商店街の店舗数、通行量の減少。
・閉店する店舗の増加による地域の魅力低下。

・商店街を活性化する方策として、地産の再エネ電
気の契約者に地域通貨を発行し、商店街の利用
促進と活性化に取り組む。

・商店街を含む中心市街地の活性化を図り、2030年以降も
商店街を地域の核として活用する。
（20XX年策定｢中心市街地活性化基本計画｣）

2030年以降の当該地域の人口、世代構成、産業構造、各施設のあり方
等を踏まえて、明確なコンセプトに基づき、計画を策定することが重要ですPoint!

地元事業者の参画と育成を前提とし、特定の事業者のみに資金が回る形で
はなく、取組の成果がしっかりと地域に裨益することが重要ですPoint!

地域
課題

取組例

Act2
Act2 地域課題の洗い出し
地域の将来ビジョンを踏まえ、地域経済循環へ貢献する地域課題解決の例
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Act2 地域課題の洗い出し
地域の課題解決に向けた脱炭素化によるアプローチ例 1/3

各地域の状況に応じて、暮らしを豊かにする上での様々な課題を整理します。
一見、脱炭素化に関係しない課題であっても、脱炭素化が解決の推進力になり得る地域課題も多いことを念頭に置き、
既存の支援ツール等も活用しながら整理・検討ください。

Act2

地域課題

経済循環・
雇用の創出
に着眼する場合

 域外への資金の構造的な流出
• エネルギー費用の流出（電力・燃料の地

域外からの購入）

脱炭素化による解決へのアプローチ
 「消費する地域」から「生みだす地域」へ

• 未利用地等を有効活用した再エネ発電
例）遊休地や農地、壁面等を太陽光発電スペースとしたエネルギーの地産地消

脱炭素化ビジネスの機会創出・地域活性化
• 未利用材を活用したバイオマス発電による地域活性化

例）地方公共団体がけん引役として、連携の仕組みや未利用材の買取制度を
構築して事業化し、農林業を活性化し、異業種交流を創出する

• 地域新電力の設立等によるエネルギーの地産地消の推進
例）バイオマス発電を核とした地域新電力を立ち上げ、数百の施設に電力を

供給
• 再エネ発電の副産物の活用による新たな事業展開

例）地熱発電で発生する温水を養殖など地域振興・ブランド創出に活用
• 再エネ事業への地域企業の参入による地域の雇用創出/コスト削減

例）再エネ設備の分割発注を含め再エネ発電事業を地元企業で行いつつ、メン
テナンスもノウハウを蓄積するなどして地元企業で行う

産業の縮小・地域雇用の減少
• 地元産業の縮小、雇用の流出
• 地元産業の受注機会の減少

＞

＞

 再エネ電力100％の供給可能なエリアを魅力にした企業の誘致等
 例）RE100加盟など、カーボンニュートラルの取組を重視する企業の誘致
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Act2 地域課題の洗い出し
地域の課題解決に向けた脱炭素化によるアプローチ例 2/3

地域課題 脱炭素化による解決へのアプローチ

各地域の状況に応じて、暮らしを豊かにする上での様々な課題を整理します。
一見、脱炭素化に関係しない課題であっても、脱炭素化が解決の推進力になり得る地域課題も多いことを念頭に置き、
既存の支援ツール等も活用しながら整理・検討ください。

脱炭素型の快適なライフスタイルを通じた健康維持
例）家の断熱性向上による快適な住まいによるヒートショックの低減
例）歩きやすい(ウォーカラブルな)街の整備等による、健康増進と脱炭素に貢

献する徒歩移動の推進

高齢化の進展と医療財政の悪化
• 日々の暮らしの健康リスク
• 健康増進による医療費負担

暮らしの質の
向上
に着眼する場合

＞

＞

 都市インフラの老朽化と財政の悪化
• 都市インフラの老朽化
• 人口減少による公共インフラ収支の圧迫

＞

脱炭素化×都市インフラによる都市の魅力向上・持続可能な経営
例）ニュータウンにおける老朽化したインフラの更新や公的賃貸住宅の再編に

あわせた再エネ導入・ZEB化推進によるブランド力向上
例）下水汚泥を原料としたバイオガス発電電力の自家消費による電力経費

削減・市民が負担する水道料金への還元

 移動の制約等による日常生活の快適性
低下

• 地域交通の縮小(バス減便・タクシー減少)

電動化×新しい交通サービス形態による移動手段の確保
例）事業収益を原資に乗り合いバスの運行、配車システムの導入、自動運

転バスやe-bike・グリーンスローモビリティ等による地域の移動確保

レジリエンスの確保等災害対応
• 災害発生時の停電等への対応
• 猛暑、大型台風、局地的豪雨などの高頻度

化・被害深刻化

防災・減災
に着眼する場合

 脱炭素化×防災・減災機能の実装
• 分散型エネルギーによる非常時エネルギー確保

例）公共施設や避難所等に導入した再エネ・蓄エネの停電時の活用
例）離島での再エネ設備導入による災害時にも安定した電源の確立

• 生態系を活用した防災・減災機能
例）炭素吸収源となる生態系を適正管理し、災害時の緩衝材として機能

＞

Act2
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Act2 地域課題の洗い出し
地域の課題解決に向けた脱炭素化によるアプローチ例 3/3

地域課題 脱炭素化による解決へのアプローチ

各地域の状況に応じて、暮らしを豊かにする上での様々な課題を整理します。
一見、脱炭素化に関係しない課題であっても、脱炭素化が解決の推進力になり得る地域課題も多いことを念頭に置き、
既存の支援ツール等も活用しながら整理・検討ください。

 廃棄物のエネルギー資源としての活用
例）産廃処理していた鶏糞や樹皮をバイオマス発電の原料として活用することに

よる産廃処理費の削減と周辺の生活環境の改善

自然共生・
循環利用等へ
のライフスタイル
転換
に着眼する場合

 自然資源の未利用や農地等の耕作放棄
• 林業の衰退による人口減少、森林の荒廃
• 耕作放棄地による周辺生活環境の悪化

＞

 廃棄物処理の負担増加
• 廃棄処理費による収支の圧迫
• 畜産ふん尿による周辺生活環境の悪化

 豊かな森林資源を核とした総合産業化によるまちづくり
例）公共施設の熱源を木質バイオマスボイラーに転換。従来の灯油燃料費の削

減コストを医療費無償化等として地域に還元するとともに、熱源を利用した
シイタケ栽培により雇用も創出

例）森林資源を活用した木質バイオマス発電による再エネ電力を需要家に供給
し、林業における収入の安定化と作業環境の整備

例）耕作放棄地を活用したソーラーシェアリング事業を実施することで未利用農
地の有効活用につなげ周辺生活環境を改善

＞

都市から地方
への分散(一極
集中の解消）
に着眼する場合

地域の担い手不足
• 労働人口の減少による地域の機能が不全

 再エネ事業を通じた地元還元
例）事業収益を地元の高齢者や学生への移動の援助費用に活用するなど、

担い手不足の解消に向けた施策を展開
＞

Act2

電力の需給バランスの不一致
• 都市部：電力需要が再エネポテンシャルを

上回り、脱炭素化が停滞
• 地方：再エネポテンシャルが電力需要を上

回り、地域資源の活用が不十分

 地域をまたいだ需要と供給のマッチング
• 地方公共団体間による再エネ融通

例）再エネポテンシャルが高い地域と電力需要が大きい都市部が再エネの需給契
約を締結し、再エネを介した財の都市から地方への移転

＞
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Act2 地域課題の洗い出し
参考：「地域経済循環分析ツール」の活用について

地域経済循環分析は、「産業連関表」と「地域経済計算」を中心とした複合的な分析により、地域経済の長所と短所を分析し、
地域のお金（所得）の流れを生産、分配、支出(消費、投資等)の三面の視点から「見える化」、地域経済の全体像や、所得の流
出入（お金を稼ぐ力・流出額）、地域内の産業間取引（循環構造）を把握することができるシステムです。
地域のエネルギー代金収支等を把握し、環境施策の立案に生かすだけではなく、経済・社会的課題の同時解決に向け、地方創生

関連等の業務などに活用できます。

定量的なデータに基づく分析により、各市区町村のお金の流れ（生産・分配・支出）を「見える化」
エネルギー消費量当たりの生産額、産業別CO2排出量などにより、産業分野ごとの省エネの進捗状況の把握
再エネ等の導入によりもたらされる経済波及効果をシミュレーションすることが可能

「地域経済循環分析ツール」の概要

前ページのような課題について、より定量的に把握・分析する方法として、地域経済循環分析ツールの活用も効果的です。

地域経済の全体像と域外からの所得の流出入を「見える化」し、お金の流れ、産業間のつながり、
経済構造を簡単に把握が可能
・地方公共団体を選ぶだけの簡単操作
・関係者への説明資料として活用可能
＜利用手順＞
①ツールを起動 ➡ ②市区町村を選択 ➡ ③資料がPPTで出力

＜利用手順＞
①ツールを起動 ➡ ②市区町村を選択 ➡ ③導入する再エネ等の情報入力
➡ ④分析資料がPPTで出力

再エネ等の導入により地域にどれだけの経済波及効果が生まれるかシミュレーションが可能
・条件を入力するだけの簡単操作。標準設定により詳細施策がなくても試算可能
・関係者への説明資料として活用可能

「地域経済循環分析ツール」のシステム構成・手順

地
域
経
済
循
環
分
析
Ｄ
Ｂ

国民経済計算

県民経済計算

産業連関表

経済センサス

独自
推計

・
・
・

自
動
作
成
ツ
ー
ル

経
済
波
及
効
果

ツ
ー
ル

https://www.env.go.jp/policy/circulation/

※現在のシステムは、2018年データ（最新版）に基づき構成されています。

Act2
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Act2 地域課題の洗い出し
参考：地域循環共生圏（ローカルSDGs）と地域裨益型再エネ事業

脱炭素の推進には、地域課題の解決や、地域経済への貢献といった、地方創生を後押しする「地域裨益型再エネ事業」
となっていることが重要です。そのような事業は、地域での合意形成も円滑に進むことが期待できます。
地域と共生するためには、地域循環共生圏（ローカルSDGs）の考え方を踏まえて事業を構築する必要があります。

環境で地域を元気にする地域循環共生圏（ローカルSDGs）
「地域循環共生圏」とは、自分たちの足元にある地域資源を活用し、環境・経済・社

会を良くしていくビジネスや事業（ローカルSDGs事業）といった形で社会の仕組みに組み
込むとともに、例えば都市と農村のように地域の個性を活かして地域同士で支え合うネッ
トワークを形成していくという、「自立・分散型社会」を示す考え方で、2018年4 月に閣議
決定した第五次環境基本計画で提唱しました。
地域循環共生圏は、地域でローカルSDGs事業をたくさん生み出すことで、地域を持続

可能にします。

ローカルSDGs事業とは
収益性の高いビジネス、公益性の高い事業（公共事業、CSR、ボランティア活動）
など様々ですが、エコでソーシャルなものであり、経済的に持続可能なものです。以下
の５つの要素を持ちます。

環境側面 地域資源の持続的活用を基本としています。また、脱炭素・資源循環・自然共生
に貢献しています。（※地域資源＝モノ、再生可能エネルギー、人材など）

社会側面
環境への貢献と合わせて、地域社会の課題の同時解決に貢献しています。（※
地域社会の課題＝耕作放棄地、空き家、教育、地域交通、防災減災、社会的
包摂など）

経済側面
地域経済循環を強くするスキームで立ち上げ、運営しています。（※地域内雇用、
地域資本、地域資源活用、利益の地域還元、モノ・エネルギーの地産地消、地
域事業者による整備・維持管理など）

主体性 地域の人が、ワクワク感とやりがいを大切にしながら、主体的に事業を立ち上げ、運
営しています。

協働 地域内の多様な分野の人による協働、地域外の人とのつながり・支えあいによって、
事業を立ち上げ、運営しています。

【地域裨益型再エネ事業のポイント】
地域循環共生圏の考え方を踏まえた、地域
裨益型再エネ事業のポイントは以下の5つです。
① 地域の雇用・資本
② 利益の社会的投資
③ 熱等の副産物、地域内未利用資源の活用
④ 地域事業者による施設整備・維持管理
⑤ 再生可能エネルギーの地産地消

Act2
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Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の検討
対象地域選定の考え方

地域資源の洗出し

Act2 地域課題の特定

経済循環・
雇用の創出

一極集中
の解消

防災・減災

暮らしの質
の向上

自然との
共生

地域A 地域B 地域C
エネルギー
収支はXX円

○○川の氾
濫時には・・・

買い物難民
といわれる層
が〇人規模・・

林業従事者が〇〇人
規模に減少し・・・

コロナ禍以降
は〇〇%の・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

例

Act1

Act2

Act1、Act2で特定した地域資源と地域課題に基づき、どの地域の課題解決を脱炭素化により後押しするかを検討しつつ、
P15の「需要量・供給量からの検討」を行い、先行地域として対象とする民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを
実現する地域を選定します。
なお、検討に当たっては、P16の「脱炭素先行地域の設定パターン」、P17の「再エネ供給パターン」を参考ください。

稼働中
整備予定
導入可能
外部調達

地域A 地域B 地域C

例

豊富であり追加的導入

地域C

再エネポテンシャルが

地域B

◆地域資源
再エネポテンシャルが豊富であり追加的導入余地は〇〇MWhであ
る。

◆地域課題
・エネルギー収支は〇〇円/年のキャッシュアウトとGDPの〇〇%下
押ししており、再エネ導入拡大の経済面でのインパクトは大きい。

・交通面では、〇〇の減便により、経済活動にとどまらず生活機能
の維持にも支障をきたすようになっており、・・・・

アウトプット例地域A
・・・

・・・

どこが”実質ゼロ”を達成できそうか？
どの地域課題の解決を脱炭素化で後押しできるか？

地域C 地域E

• 地域としての広がりがある
• より早く”実質ゼロ”を達成

できそう
• 注目度が高い、広報効

果が大きな地域となりそう
• ・・・・

脱炭素先行地域の
対象として選定

（有力候補が複数ある場合）
どこがインパクトや広がりが期待できそ
うか？

地域C

⇒次ページ以降参照 Point!
選定した地域と類似の特性や課題を持つ地域が複数ある場合、
将来的にそれらの地域に展開することも検討してください

Act3



16

Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の検討
需要量・供給量からの検討

民生部門における電力需要規模が大きく、かつ、当該市区町村からの追加的な再エネ供給量等が大きいなど、地域にお
ける再エネ供給量が大きくなるよう地域を選定してください。

• 脱炭素先行地域内の民生部門の
電力需要量の規模が大きいこと

• 対象となる電力需要家との合意形
成の見通しを踏まえた電力需要量
となっていること

• 脱炭素先行地域内の民生部門の
電力需要量に占める当該脱炭素
先行地域のある地方公共団体で
発電する再エネ電力量の割合を、
可能な限り高くすること

• 脱炭素先行地域の民生部門の電
力消費に伴うCO2排出を実質ゼロ
とするための追加的な再エネ導入量
が大きいこと

1

2

3

先行地域の規模の考え方 規模の考え方のイメージ（先行地域内外から再エネを調達した例）
(民生部門の電力)

需要 供給

電力需要量

既存(稼働中)

追加的な導入

外部から調達

1

3

4

先行地域のある地方
公共団体内からの調達

※ 地域外からの調達について、その調達先が先行地域に設定されている場合は
調達先の先行地域の需要量を除いた部分のみ供給量に算入可能

(先行地域内)

(先行地域内)

(先行地域内)

(凡例) 先行地域内
先行地域のある地方公共団体内からの調達（先行地域外）
外部（先行地域のある地方公共団体以外の地方公共団体等）

4

2

Act3
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Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の検討
脱炭素先行地域の設定パターン

脱炭素先行地域の設定のあり方

先行地域1

A村
地方公共団体全域を設定する場合

C町
複数の地域を設定する場合

先行地域2

B市
一部の地域を設定する場合

先行地域3

D市 E町

先行地域4

F市 G村

先行地域5

複数の地方公共団体で連携して地域を設定する場合
隣接する地方公共団体で設定する場合 離れた地方公共団体で設定する場合

複数の地域を対象地域として設定する場合は、地域同士の関係性（共通の地域課題を有する）や一体性（経済圏が同一である）にも注目してください
Point!

Act3
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相対契約自家消費（自ら設置した再エネ発電設備で発電したもの）

Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の事前検証
再エネ供給パターン

対象施設の敷地

需要家

敷地内に設置

• 対象施設の敷地内に発電設備を需要家が自ら
設置

敷地外に設置

需要家

発電設備

環境
価値

自営線等

• 需要家の土地（敷地外のオフサイト）に、
発電設備を需要家が自ら設置

環境
価値

需要家

対象施設の敷地

需要家

オンサイトPPA

• 施設の敷地内に、ESP等の第三者が発電設備
を設置

オフサイトPPA

指定電源

環境
価値

• 需要家の土地（敷地外のオフサイト）に、
ESP等の第三者が発電設備を設置

自営線等

環境
価値

自家消費（PPA）
B

• 需要家が再エネ電源（非FIT・卒FIT）を指定
• 小売電気事業者等から電気と環境価値が付加さ

れた状態で調達

小売電気事業者等の再エネメニュー
D

再エネ等電力証書によるオフセット
E

• 需要家が、小売電気事業者等から
非再エネ電力や再エネ電力
（FIT）を環境価値が付加された
状態で調達

C

化石燃料
由来電源

環境
価値

オフセット

• 需要家が、再エネ等電力証書を活用
してCO2排出量を相殺（オフセット）

– Ｊ－クレジット、グリーン電力証書、
ＪＣＭ、非化石証書等

• 対象施設の電力使用量のうち、オフ
セット調整に使用する量のみが対象需要家

凡例 : 対象施設の敷地 : 対象施設以外の敷地 : 再エネ等電力証書

オフサイト活用を想定する場合は、土地所有者や送配電事業者等
との合意形成を早めに実施することが重要になります

再エネ供給の際には、自家消費の割合を可能な限り高くする工夫をしてくださいPoint!

Point!

A

Act3

環境
価値

需要家

指定電源
(非FIT)

小売電気事業者等

買い戻し

需要家
環境
価値

再エネ電源
(FIT)

小売電気
事業者等
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Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の事前検証
活用する技術の導入方法の検討

Act3

￥

特定地域

蓄電池

省エネ

￥
￥￥

電力系統

自営線

民間裨益型自営線マイクログリッド

検討項目 検討内容

①経済性の確保
• 地域の事業者が政府の支援も活用
してイニシャルコストを低減し、収益化
の予見可能性を高めながら導入を図
り、採算性を確保する

②導入規模と新
たな需要創出の
可能性

• 需要の半分以上を民間事業者が占
めるエリアを対象とすることで、スケール
メリットを実現する

• 先行地域における取組を契機に、系
統接続が困難で新たな再エネ発電
設備を導入できない市内他地域にも
導入を検討する

③地域経済循環
への貢献

• 地域の事業者がマイクログリッドの施
工、維持管理、運用等を行うことで、
雇用創出や資金の域内循環に貢献
する

• マイクログリッドにより、高い再エネ自家
消費率と価格変動に影響を受けにく
い電力調達を実現する

• 災害等で系統が使用できない場合に
も再エネ電力を供給し、レジリエンス
向上に資する

活用する技術と検討内容の例

活用する技術として、再エネ・蓄電池、ZEB/ZEH・断熱改修、自営線マイクログリッドなどが想定されますが、事業を着実に
推進し、更なる拡大を図るためには、①収益化の見通しを立て、経済性を確保すること、②導入規模を大きくし、また、他地
域も含めて新たな需要創出の可能性を探ること、③地域の事業者が主体となって設備の施工・維持管理・運用等を行うな
ど、地域経済循環に貢献する導入方法とすること等を念頭に検討することが重要です。

電力融通や需給調整など
により、導入する設備等を
最大限に活用

災害等で系統が使えない場合も、
再エネや蓄電池の電気を需要家
に供給可能

接続する需要家への
再エネ供給等により、
地域経済を活性化

系統連系が困難な地域におい
ても再エネの設置が可能

自営線マイクログリッド：地方公共団体や事業者が自ら敷設する電線（自営線）に、
需要設備、再エネ設備、蓄電池等を接続することにより構築される、地域の小規模な面的
エネルギーネットワーク

マイクログリッドの施
工、維持管理、運用
等の雇用創出

対 象 地 域 脱炭素先行地域内において、民間事業者が裨益する自営線マイクログリッドを構築する地域（特定地域）
交 付 期 間 概ね５年程度、最長で2030年度まで。
交 付 率 原則２／３（物品によっては定額）。
交 付 上 限 50億円（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金との合計額は最大60億円(全期間総額)）

＜参考＞｢民間裨益型自営線マイクログリッド｣の場合は下記の支援対象となります。
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Act3 対象地域の設定/対象地域の規模の検討
他地域展開の検討

他地域展開検討の具体例

脱炭素先行地域は2050年カーボンニュートラルに向けた「実行の脱炭素ドミノ」のモデルであるため、取組を他地域に展開する方法について
も検討する必要があります。
検討する取組を展開できる可能性がある類似地域（モデル性：対象地域の特性上、展開可能性のある類似地域等がどの程度あるか）
を具体的に示した上で、「波及効果・アナウンス効果」及び「類似地域への展開に向けた具体策」について、定量的な指標（例：類似地
域の数）も踏まえて検討してください。

モデル性
展開可能性のある

類似地域

波及効果・
アナウンス効果

展開に向けた
具体策

• 当該地域は人口集中地区であり、全国に約800の地方公共
団体において約1,300の人口集中地区があることから、本市の
取組のモデル性は高いと考えられる。

• 当該地域は市の中心地であり再エネポテンシャルは限られること
から、自家消費に加え、再エネポテンシャルの高いエリアと連携し
て再エネ電力を調達する。

• エネルギー事業者はA地方の全地方公共団体でサービスを提
供しているため、本市の取組のモデル性は高いと考えられる。

• 本市の対象地域は、鉄道のターミナル駅があることから市内外の
往来も活発であり、対象施設の利用者も2.4万人／日と多い。

• 連携するエネルギー事業者は、A地方において約5%のシェア
（新電力の中では1位）を持つため、大きな波及効果が期待
できる。

• 対象地域のB社の店舗を利用する年間約50万人の顧客に対
し、本取組についてアピールできる。

• 先行地域での取組を紹介する映像資料を公開するとともに、イ
ベント開催により類似市区町村へ広く情報提供を行う。

• 他の地方公共団体からの定期的な視察の受入れを行う予定
である。

地方都市の中心市街地の取組 ため池や耕作放棄地を活用した取組

Act3

検討視点

• ため池は全国で約15万箇所存在し、ため池が多い西日本を
中心に展開の可能性がある。特に県内で約1万箇所、隣町C
町は600箇所存在し、ため池を活用した取組のモデル性は高い。

• 耕作放棄地は農業従事者の高齢化及び担い手不足等により
全国の農村部で拡大すると見込まれるため、耕作放棄地を活
用した取組も展開の可能性が高い。

• 本町の耕作放棄地は7haほどだが、D県では耕作放棄地の面
積6,000haと報告があがっており、展開の可能性がある。

• ため池や耕作放棄地に太陽光発電設備を設置することにより、
町の再エネ発電量を増大させるものであり、これまで放置されて
いた土地を活用するため、地域課題の解決にもつながる。同様
の土地が多く存在する他市区町村への波及効果は大きい。

• ため池の太陽光発電の収益より、ため池の安全対策の整備や
災害リスクに係る調査を進める取組は、周辺地域のため池で同
様の課題をかかえており、波及効果が望める。

• 県の農政部局と連携して県内他市区町村への情報提供を積
極的に実施し、視察も受け入れる。

• 農業協同組合等の協力も得ながら県内の農家や地権者への
研修を県内５箇所で定期的に実施する。
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Act4 実施体制・ステークホルダーの検討
多様なステークホルダーとの連携・体制

脱炭素先行地域づくりにあたっては、多様なステークホルダーとの連携・協働が必要となります。
地方公共団体が中心になるなどして、地方公共団体の内外から多種多様な方々を巻き込みます。
協議会など対話の場を作り、ディスカッションから、地域の課題解決への道を探り、脱炭素先行地域をデザインしていきます。
なお、このようなステークホルダーの人材確保にあたり、国の派遣制度や人材育成事業を活用することも効果的です。

事業者 金融機関

コンサル 地方公共団体

地元企業

メーカー

地権者

地域住民地方
事務所

• 出資／補助
例）地域新電力である合同会社に出資

• 事業化に必要な機能の仲介
例)  地域新電力の事業化に際して、電力
会社との連携を提案

• 円滑な立上げを支援
例) 既存制度を活用し円滑に事業化するた
めの相談・協議・支援

• 大口電力需要者
例) 公共施設の電力の購入先を地元の地
域新電力に切り替えることで、地域新電力
が事業を円滑に開始

• ノウハウ、データ、実証フィールドの提供
例) 産学官の協議会にて、まちづくりのノウハ

ウや公的なデータ、実証フィールドを提供

• 多様な主体の連携の場の提供
例) プラットフォームを設立、市民・企業・

NPOなどと多様な主体が連携しイベント
等の普及啓発

• 企業体の設立を主導
例) 地元企業団体に呼びかけ、複数の者が

出資するエネルギー株式会社を立上げ

事業の構想 事業の立ち上げ 事業の運営・拡大

多様なステークホルダーとの連携例

体制づくりへの地方公共団体の役割

各組織の体制例

協議会

地方公共団体

地方公共団体
横断的組織/会議体

ま
ち
づ
く
り
課

産
業
課

交
通
政
策
課

福
祉
課

・
・
・

法人
(地域電力等）

地方公共団体内の体制 協議会・法人の体制例

連携・支援

金融機関

地元企業 地域住民

地権者

首長
任命

農
林
水
産
課

出資
・支援

金融
機関

地元
企業

地方公
共団体

⇒地方公共団体内の各部局の統括、各ステークホルダーとの連携の中核となる人材に
ついてはP21,22のような制度での補完も選択肢

各ステークホルダーの役割・スケジュールを早期に明確化することが事業推進の
カギとなるため、金融機関など幅広いステークホルダーと早めにコンタクトを取る
ことが重要になります。また、地域脱炭素の担い手を増やすため、地域の事業
者の参画・育成の可能性も含めて検討してください

Point!

事業を継続的に推進するためには、地方公共
団体の中でもノウハウの継承が重要になりますPoint!

Act4

電力供給・需要規模や自家消費率だけでなく、インバラン
スによる事業性悪化の回避方法（近隣の新電力と協力
して新たにBGを構築する 等）についても検討してください

Point!



22

Act4 実施体制・ステークホルダーの検討
参考：合意形成の流れについて
ステークホルダーの洗い出し タスクの洗い出し・スケジュール策定 合意形成のステータス整理

• 需要側
地方公共団体
（先行地域内・周辺部など）
地元企業
地域住民
地権者 等

• 供給側
地域新電力
小売電力事業者
再エネ発電事業者
PPA事業者
送配電事業者
再エネ設備メーカー

• その他
金融機関（資金調達先）
EMS運用者 等

• 先行地域として設定した地域に
おける事業のステークホルダーを
洗い出します。

ステークホルダー（例）

• ステークホルダーごとに、合意形成に向けたタスクを洗い出します。
• 洗い出したタスクを基に、初期スケジュールを策定します。
• タスクやスケジュールは、各ステークホルダーとの協議の中でより詳

細に更新して行きます。

需要側との合意形成の流れ（例）

事前
説明会

実地調査

契約
説明会

交渉・契約

• 事業に係る地域住民・自治会・地権者への説明
会の開催（必要に応じて複数回実施） 等

• 用地の測量・現地立会 等

• 契約に向けた地域住民・自治会・地権者への
説明会の開催 等

• 地権者との個別交渉・契約 等

• ステークホルダーにコンタクトを取り、検討したスケジュール
に合わせ、合意形成のステータスを整理しながら協議を
進めます。

• ステータスが協議中となっているものは、どのタスクが協議・
調整中なのかを明確にします。

需要側の合意形成のステータス管理（例）

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 施設/設備 ステータス

事務所 協議中
（実地調査）

駐車場 合意済

マンション 協議中
（個別交渉）

地元企業A

地権者B

供給側との合意形成の流れ（例）

計画策定

事前相談

詳細協議

交渉・契約

• 再エネ発電事業者、PPA事業者や再エネ設備メ
ーカー、地権者との協議(調査・供給計画策定)

• 送配電事業者（系統連系）への事前相談 等

• 送配電事業者との詳細協議（系統連系）、再エ
ネ発電事業者との詳細協議（発電設備）等

• 各事業者・地権者等との個別交渉・契約
• 送配電事業者への接続検討申込 等

系統 協議中
（事前相談済）

送配電
事業者E

再エネ発電
事業者D 太陽光発電 一部合意

役割

太陽光導入・
自家消費

所有物件で
の再エネ利用

系統連系

発電事業

農地 合意済地権者C 太陽光用の
土地提供

供給側の合意形成のステータス管理（例）

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 施設/設備 ステータス役割

・・・

・・・

Act4
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地方創生人材支援制度 企業版ふるさと納税
（人材派遣型）

地域活性化起業人 地域力創造アドバイザー

概要 地方創生に積極的に取り組む市
町村に対し、国家公務員、大学
研究者、民間専門人材を市町村
長の補佐役として派遣。市町村か
らの派遣受入の希望申請に基づ
きマッチングを支援する制度
※令和4年度よりグリーン専門人材を
派遣予定
※派遣者に対する研修会、情報交換会
等のサポートあり

地方公共団体が行う地方
創生の取組に対して、企
業が寄附した場合に法人
関係税を軽減する企業版
ふるさと納税の仕組みを活
用して、当該寄附企業が
専門的知識・ノウハウを有
する人材を派遣することを
促進する制度

地方公共団体が、三大都市圏に
所在する民間企業等の社員を一
定期間受け入れ、そのノウハウや
知見を活かしながら地域独自の魅
力や価値の向上等につながる業務
に従事してもらい、地域活性化を
図る取組に要する経費について特
別交付税措置を行う制度

地域力を高めようとする市町村が、
地域活性化の取組に関する知見
やノウハウを有する外部専門家を
招聘し、指導・助言を受けながら
取組を行う場合の外部専門家に
する情報提供をする制度。また、
招聘に要する経費について特別
交付税措置を行う制度

派遣元 国家公務員、大学研究者（リス
ト掲載者）、民間企業・団体（リ
スト掲載企業）

民間企業・団体 三大都市圏に所在する民間企
業・団体

先進地方公共団体、民間専門
家（地域人材ネット登録者）

派遣先 国家公務員・大学研究者の派
遣：原則人口10万人以下の市
町村
民間企業の派遣：指定都市でな
い市町村

地域再生計画の認定を
受けた道府県・市町村等

①三大都市圏外の市町村
②三大都市圏内の市町村のうち、
条件不利地域を有する市町村、
定住自立圏に取り組む市町村及
び人口減少率が高い市町村

①三大都市圏外の市町村
②三大都市圏内の市町村のうち、
条件不利地域を有する市町村、
定住自立圏に取り組む市町村及
び人口減少率が高い市町村

派遣期間 原則半年以上２年以下 原則制限なし 半年以上３年以下 最大３年間
（市町村外在住の外部専門家を年度
内に延べ１０日以上又は５回以上招
へいした場合、特別交付税措置）

人件費等
費用負担

・原則、派遣先の地方公共団体
で負担(派遣元と協議によって決定)
・財政措置なし

・派遣先の地方公共団体
等で負担
・財政措置なし(派遣元企
業からの寄付を活用)

・派遣先の地方公共団体が負担
した費用に対して、特別交付税措
置(上限あり)

・派遣先の地方公共団体が負担
した費用に対して、特別交付税
措置(上限あり)

所管 内閣府地方創生推進事務局 内閣府地方創生推進事
務局

総務省地域力創造グループ地域
自立応援課

総務省地域力創造グループ地域
自立応援課

Act4 実施体制・ステークホルダーの検討
参考：専門人材の地方公共団体への派遣制度について

Act4
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Act4 実施体制・ステークホルダーの検討
参考：地域再エネのための地域中核人材育成事業

お問合せ先：環境省大臣官房 地域政策課 再エネ人材育成担当 電話：03-5521-8328

Act4

令和3年度事業
【地域選定型】 34地域

セミナー、OJT、現地調査、参加者のネット
ワーキング等を伴走型で実施

【オンライン連続講座型】 5回×2クール
地域再エネ事業のノウハウを地域人材に移転
＋参加者のネットワーキング

682人をトレーニング
:自治体,地域企業,農林業団体,新電力事業者等

事業概要
• 地域に裨益する形での脱炭素社会実現を実施していくために、地域への再エネ導入の主体となる事業体

運営に必要な専門人材の育成や、他地域の中核人材とのネットワーク構築や相互学習を行います。

事例集作成

地域による 地域のための 地域新電力連続講座（オンライン連続講座型）
（提供：ローカルグッド創生支援機構 https://localgood.or.jp/news/221）

http://chiikijunkan.
env.go.jp/pdf/shiru
/r3-human-
resource-
development.pdf

地域主導による木質バイオマス熱利用推進に向けた
「地域コーディネーター・地域中核人材育成研修」（地域選定型）
（提供：日本木質バイオマスエネルギー協会 https://jwba.or.jp/topics/training/topics20220722/）

令和４年度事業
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地域課題について、脱炭素の活動ごとに、実際の取組事例をもとにその課題解決方策の例を以下に示します。

地域課題
 経済循環・雇用

• 域外への資金の構造
的な流出

• 産業の縮小・地域雇
用の減少

Act5 地域課題を解決する取組の検討
脱炭素化による地域課題の解決事例 1/3

Act5

解決方策の事例
• 木質バイオマスによる熱を30の公共施設や定住促進住宅に供給しつつ、椎茸栽培にも活用し雇用を創出。さらに熱源

を再エネにすることにより得られた灯油燃料削減費を子育て支援にも充当するなど、再エネで地域を潤す。
• 都市と複数の地方市町村との間で、再生可能エネルギーに関する連携協定を締結。「再エネの供給」や、住民・企業等

との交流活性化による「地域活力の創出」を検討し、都市と地方の地域循環共生圏の新たなモデルの構築を図る。
• 地熱発電で発生する温水をエビの養殖に活用。発電事業のために設立した地域会社が運営するレストランでの提供や、

カフェでのエビ釣り体験に活用するなど新たなビジネス機会を創出。
• 長年営農が行われていなかった農地に営農型太陽光発電を導入。小売電力事業者を介して、公共施設に再エネ電力

を供給しつつ、太陽光発電設備の下でブルーベリーやワイン用食用ぶどうを栽培するなど発電事業と農業を両立するビジ
ネスモデルを構築。地域の活性化と雇用の創出に貢献。

• 漁港に風力発電を設置して電力消費量の約9割を占める製氷施設の電力を賄うとともに、事業収益を稚魚・稚貝放流
の経費補助に充てるなどして漁業活動を支援。さらに、漁協組合に漁協業務と発電業務を兼務する常勤担当者や電
気主任技師を配置するなどして設備の毎日点検を可能にすることで、異音等への早期対処を実現し、発電機の長期間
停止を未然防止し設備利用率を向上させた。

• 再エネ電力を100％供給する地域を設定し、同地域内の情報サービス関連企業のRE100を実現。これらにより再エネ地
産地消のまちとしてのブランド力を高め、再エネ電力100％の供給可能なエリアを重視する企業のさらなる誘致を促進。

防災・減災
• レジリエンスの確保等

災害対応

• 再エネ100％供給モデル(不足分に非化石証書）によるレジリエンス機能の強化。EVカーシェアリングや超小型モビリティ等
のマルチモビリティシェアリングサービスにより住民、観光者の移動の課題も解決。

• 太陽光、コジェネを取り入れた再エネによるマイクログリッドと電柱地中化によりレジリエンス機能を強化。
• 離島特有のエネルギー脆弱性を踏まえ、太陽光発電や蓄電池など再エネ設備を導入。島内におけるエネルギー自給率を

最大限高めることで、海上輸送される化石燃料への依存度を低くし、災害時にも安定した電源の確立とエネルギーコスト
の域内循環による地域経済の活性化を実現。

選定した地域内で既に脱炭素に関連する事業に取り組んでいる場合、具体的な事業内容を
検討する際には、既存事業と新規事業の対象範囲を明確に分けてください
更に、既存事業と新規事業の相互連携についても検討してくださいPoint!
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地域課題について、脱炭素の活動ごとに、実際の取組事例をもとにその課題解決方策の例を以下に示します。

Act5 地域課題を解決する取組の検討
脱炭素化による地域課題の解決事例 2/3

Act5

地域課題 解決方策の事例
 暮らしの質の向上

• 高齢化の進展と医療
財政の悪化

• 都市インフラの老朽化
と財政の悪化

• 移動の制約等による
日常生活の快適性低
下

• 小水力発電の事業収益を活用して、公民館が担う農村歌舞伎の維持資金に充当。世界農業遺産の認定につなが
る基礎を築くとともに、視察を含めた交流人口を創出。

• 地元企業、商工会議所、旅館組合等が立ち上げた組織で、小水力発電により温泉街を周遊する低速電気バスの運
行しつつ、未利用温泉熱による無散水融雪システムや福祉施設とも連携する流木を利用した薪ボイラー等を導入。

• 高齢者をはじめ全ての住民が安心して住み続けられるよう、老朽化した公共インフラや公的賃貸住宅の再編とあわせ、
太陽光や蓄電池を導入した次世代ZEH+化を推進。住宅個々の電力自給率向上・レジリエンス強化、断熱性能向
上による健康増進。

• 地域冷暖房を活用した、高効率大型コージェネレーションシステム、高効率大型空調熱源機等を導入し、地域全体の
省エネ化の実現。

• 下水処理施設において発生する下水汚泥をメタン発酵させてバイオガス発電を行い、その電力を当該施設で利用する
ことで、電気使用料として従来市外へ流出していた経費を削減。これらの経営改善により下水道使用料に係る住民負
担の軽減と施設の設備更新を実現。

• 事業収益を原資にEV乗り合いバスの新規運行、グリーンスローモビリティの導入等、高齢者等の交通弱者の移動手段
の確保を実現。

• 地元企業が主導してバイオマス発電のサプライチェーンを構築、川上の林業振興や川下の農業・ゴルフ場等の産業
振興にも貢献。

• 集落がなくなるとの危機意識から産業と雇用を創出する思いで地熱発電事業を実施。廃熱による温水を地区の家
庭や旅館等で活用するとともに、事業収益の一部で高校の通学バスの提供や部活動経費の補助、公園整備を実
施するなど地域に還元。

• 再エネポテンシャルが高い地域と電力需要が大きい都市部が再エネの需給契約を締結し、再エネを介した財の都市
から地方への移転を実現。

都市から地方への分散
• 地域の担い手の不足
• 電力の需給バランスの

不一致
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Act5 地域課題を解決する取組の検討
脱炭素化による地域課題の解決事例 3/3

Act5

自然共生・資源循環
等ライフスタイル転換

• 自然資源の未利用や
農地等の耕作放棄

• 廃棄物処理の負担
増加

• 養鶏事業者共通の課題である鶏糞をバイオマス発電の燃料として活用し、肥料加工経費を含めた多額の処理
費用の削減を実現。発電事業では半数を地元から雇用、自家消費分以外を売電。町や地元消防団への寄付
や美化活動、地域の小中学校や関係行政機関等の視察の受け入れなどを実施。

• 山林環境を損ねることなく搬出可能な未利用材の量からバイオマス発電規模を設定。発電した電力の一部は小
売電気事業者を介して、市庁舎や学校に供給。発電に伴う温水を、地域外の県内の事業者と連携して、錦鯉
の養殖事業に活用し、一定の収益の創出に成功。

• バイオマスの熱供給施設について、市の事業者間マッチングにより、椎茸栽培ハウス60棟で熱を活用。さらに余剰
熱で生チップを乾燥（蓄熱）させ重油等の代替として市内施設で利用するなどして熱の面的利用を実現。装置
の改良により、処理に苦慮していた樹皮を原料として活用することに成功。

• 木質バイオマス発電所を整備することにより、一定規模の安定的な木材需要が創出され、森林における作業環
境の整備や収入の安定化といった林業のさらなる活性化につながり、林業の後継者育成や雇用創出にも貢献。

• 市域内に点在する耕作放棄地において、太陽光発電設備の導入やソーラーシェアリングを実施することにより、雑
草による景観悪化や害虫の発生といった地域課題の解消と再エネ電源の確保を同時実現し、地域のブランド力
を向上。

• 畜産ふん尿の処理過程で得られるバイオガスを活用し、バイオマス発電を進めることで周辺の生活環境（臭気
等）の改善や再エネの安定供給を同時実現し、農業の持続的な成長を促進。

地域課題について、脱炭素の活動ごとに、実際の取組事例をもとにその課題解決方策の例を以下に示します。

地域課題 解決方策の事例
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分類・手法 特徴

出資

自己資金、
知人からの投資

調達額は様々だが、手続きや条件などの縛りがない為、スピーディに事業を開始できる。
当面は単体での収益化は難しくとも、別の事業で収益を補うという方法もある。

投資家・
ベンチャーキャピタル(VC)
からの投資

まとまった資金を得られるケースが多く、追加調達の際の手段として有効である。資金だけでなく、ノウハウや人的ネット
ワークなどの点で事業化に向けてのサポートを得られる。
そうした支援を得られる投資家を見極めたうえで打診することが望ましい。

地域住民からの出資 素人でもわかる丁寧な説明が必要だが、地域からの信頼や長期的な応援を得られる。
資金負担を軽減、かつ地域との結び付けを強めるため、配当でなく現物商品・サービスで株主還元する方法もある。

地域外一般市民からの出資（社
会的投資
・クラウドファンディング等）

素人でもわかる丁寧な説明が必要だが、自社事業に込められた背景・ストーリーを伝えたり、その想いをWeb上に残す
ことで、全国の顧客候補との強い関係を構築できる。
地域住民出資と同様、結び付けを強めるための現物による株主還元もある。

金融機関からの出資 地元の金融機関に株主になってもらい、同時に融資枠を得る、または関係を深める。

融資 銀行や各種機関
からの融資

まとまった資金を獲得できるケースが多い。
事前調整や相談が求められるものの、中長期的な金融機関との関係性づくりや金融機関に蓄積するノウハウ・ネット
ワークを活かした支援を得られる可能性がある。

その他
資金
獲得

助成制度・
補助金の活用

各種手続きが必要だが、まとまった資金を獲得でき、設備投資や開発資金の際に有効。
ただし、継続的に頼りすぎないよう注意が必要。また、対象にできる補助制度がないか、関連機関や専門家に相談する
などして情報を収集することが有効である。

企業版ふるさと納税による寄付 地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について法人関係税を税額控除をする制度。地方公共団
体が地方版総合戦略及び地域再生計画を策定し、内閣府による計画認定後に企業からの寄付が受けられる。

ビジネスコンテスト等の
賞金

入賞すればまとまった資金を獲得できる。入賞できなくとも、投資家や事業会社からの注目を得て認知度・信頼性評価
が高まる。メンターからのサポートを獲得できることもある。
スタートアップが対象のコンテストが主流のため、シーズ段階での調達方法として有効である。

大企業や地方公共団体の事業
（開発受託）

大企業や地方公共団体の事業に参加、開発費を受け取りながら、技術開発・ノウハウ蓄積を行う。
日常的な公募情報の収集や人脈をとおした案件情報把握が重要となる。

＊ローカルSDGs「地域循環共生圏」ビジネス実践の手引き（環境省）の資料について一部追記

Act6 資金調達の検討
各資金調達方法の特徴（ローカルSDGs「地域循環共生圏」ビジネス実践の手引き（環境省）編集）

各資金調達方法を比較する際には、人との関係性や社会的信用度など、資金以外で得られるものにも目を向けましょう。

Act6

補助金の活用を予定している場合も、自己負担分の調達方法
を検討することが重要になりますPoint!

事業コスト低減についても併せて検討してください
Point!
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Act6 資金調達の検討
事業ステップ別に求められるアクション（ローカルSDGs「地域循環共生圏」ビジネス実践の手引き（環境省）引用）

事業ステップや事業規模に応じた資金調達が行えるよう、ビジョンや事業計画の明確化、早めの相談・コンタクトが重要です。

計画的な資金調達にあたり、推奨するアクションや留意すべき点は以下のようなポイントが挙げられます。

(2)
事業立上初期

(1)
事業準備期

(3)
事業推進・拡大期

事業・組織の拡大にあわせて
金融機関との関係を見直し

必要資金はもちろん、社会からの見え
方、組織ガバナンスのあり方も意識して、
資金調達方法を改めて検討する。

例）ファーメンステーション：初期は自己資金で賄った
がビジョン実現に向けた事業展開のスピードアップにあ
たり、ベンチャーキャピタルからの資金調達を実施
例）うなぎの寝床：すぐ借入を必要とする状況では
なかったが、透明性高いガバナンスや世の中からの信
頼を構築するために金融機関との付き合いを開始

Point!

共感獲得に向けビジョン等を整理
最初から好印象を得られるようビジョンは
十分に練り上げる。その他もできれば。

・問題意識、解決する課題、将来の姿
・解決策（サービス、ソリューション）
・狙う市場、競合有意性や差別化
・事業モデル、事業体制、事業計画 など

例）WATALIS：ビジネスコンテストへの出場にあたり、
自身の想いや目標といった考えを整理、その後の事業
推進に大いに役立った

Point!

調達規模から方法や相手を検討
必要とする資金の規模を算出、手法や
相談する相手を判断する。

例）あわえ：自社事業は多額の投資が必要ないコン
パクトな事業であったため、政府系ファンドの投資規模と
しては見合わないことを早期に把握

Point!
必
要
な
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
ト 担当部局へは早期に相談・コンタクト

事業準備期においては、キャッシュフロー
や事業採算性など具体的な計画を立
案する必要がある。担当部局によっては、
メンターや担当者がつき、計画策定等
のサポートを得られる場合もある。早め
にファーストコンタクトを実施する。

例）土居真珠：新事業の際、まずは地方公共団体
や商工会へ問合せし、活用できる制度がないか相談

Point!

事業ステージやアプローチ先に合わせ
訴求ポイントを転換・使い分け

投資する側からは、以下のような点を
問われる。事業ステージやアプローチ先
に合わせて、推しだす点を使い分ける。
・事業の成長性
・事業に対する熱意、想い
・継続的に取り組む覚悟 など

例）サグリ：初期に地元金融機関に対しては地域に
貢献するビジョンを、その後、機関投資家に大規模出
資を依頼する際は成長性・IPO時のインパクトを訴求

Point!

利益・別事業・受託事業などを活用、
運転資金を確保

1つの事業だけで収益化できなくても、
企業全体として収益化を狙う。
蓄積したノウハウを活かして委託事業を
受注し運転資金を確保する。

例）MYパワー：電力小売で福祉サービスを維持
例）フィッシャーマン・ジャパン：事業立上時は助成
制度を活用、推進時は受託事業で運転資金を確保
例）ファーマーズ・フォレスト：利益分を投資へ回すと
いう、手元流動性の高い資金循環で事業を推進

Point!

ビジョンに共感する出資・融資者との
関係を活用し事業拡大

機関投資家や金融機関のネットワーク
をとおして取引先を拡大する
地域内外との住民出資者との取引に
よって事業を安定させる

例）みんなの奥永源寺：株主得点として地域資源
を活用した化粧品を提供、固定ファンを得る
例）フィノバレー：株主である信用金庫と一緒に、
新たな地域通貨利用方法を企画・実施する

Point!

※ 本手引き内で(例)として挙げている事例について、詳細版やⅢ章で未紹介の事例は、以下をご参照ください。
【環境ビジネスの先進事例集】https://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/frontrunner/

Act6
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取組事例（概要）

地域経済循環 レジリエンス

移動・モビリティ

エネマネ 風力・水力・地熱発電

ZEB・ZEH

マイクログリッド

施策間連携観光・文化

木質等バイオマス

コジェネ 水素技術

地域裨益・課題解決のポイント、施策間連携・地域間連携

特徴的な再エネ設備導入、温室効果ガス削減の方法

地域雇用・資本

福祉

地域間連携

高齢化・人口減少利益の社会的投資

ソーラーシェアリング

バイオガス

農林水産業

熱利用

参考：取組事例

地方公共団体が主体となり、
地域課題を解決する取組事例
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地域課題を解決する取組事例 [沖縄県与那原町] ※脱炭素先行地域（第2回）選定事例
与那原版シュタットベルケにより、脱炭素事業で得た収益を用いて地域住民の生活の質を向上

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

PPAによる再エネ開発や省エネなどの電力事業における収益を他の公共サービスに活用し、地域住民の生活
の質を向上させる“与那原版シュタットベルケ”を実現する。

• 与那原版シュタットベルケにより、地域経済や住民への裨益に貢献
– 新電力事業によりエネルギー収支を改善し、地域から資金（所得）の

流出を防ぎ、足腰の強い地域経済を構築する。その過程で、地域での
エネルギー産業と雇用を創出する。

– エネルギー収支を改善することで域内循環により生まれた脱炭素マネジ
メント事業の収益をもとに、地域内の公共交通体系の整備や災害対策
などの地域課題の解決に取り組む。

– このような、地域循環による住民の暮らし向上のモデルを形成し、一連の
手法をパッケージ化することで、町内、沖縄県全域及び全国に広め、脱
炭素社会の形成を目指す。

○所在
与那原町内のマリンタウン東浜エリア、公共施設群

○エネルギー（2022年12月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：6,675.75 kW（9,026,876 kWh）
小型風力発電：15 kW（131,400 kWh*）
波力発電：350 kW（3,066,000 kWh*）
*導入予定設備のみを対象に算出

与那原町脱炭素社会実現組織

コンソーシアム
おきなわPHD
（代表幹事）

外部有識者

：代表・共同提案者
：協力事業者

先行地域自治会

金融機関

学生

需要家

金融機関

国・沖縄県沖縄女子短大

与那原町役場

与那原商工会
商工会青年部

おきなわコープ
エナジー

Re-BORN パナソニック

みやまPHD

地域経済循環 利益の社会的投資地域雇用・資本 エネマネ

エネ
マネ
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地域課題を解決する取組事例 [北海道奥尻町] ※脱炭素先行地域（第2回）選定事例
メインネットワーク・サブネットワークにより離島におけるエネルギーコスト低減と電力供給安定化に寄与

 基本情報

地域課題を解決する取組

地熱・太陽光・木質バイオマス等の多様な再エネ電源を活用して島全域の脱炭素化を進めるとともに、人口や公共施設等
が集中するエリアに自営線によるサブネットワークを構築し、離島におけるエネルギーコストの低減と電力供給の安定化を図る。

• 地熱バイナリー発電、水力発電などのベースロード電源を確保し、離島特有のエネルギー
コストやレジリエンスの課題に対応
– 北海道電力ネットワークの既設配電網(メインネットワーク)を活用し、主に住宅・民間事業所へEMS

で出力監視・制御しながら再エネ電力を供給する。また、レジリエンスの観点から人口や公共施設が
集中するエリアには自営線(サブネットワーク)から当該公共施設に電力を供給する。

• 養殖施設や園芸栽培施設への地熱バイナリー発電排湯の利用
– 産業振興策として養殖施設や園芸栽培施設に温熱を供給して新たな農水産品を産出し、加えて

水産加工品やワインなど特産品の生産ラインを脱炭素化することによる付加価値向上・新たな特産
品の創出など、経済の好循環を生む対策を実施する。

• 木質バイオマスボイラー導入による島内木質バイオマスサプライチェーンの構築
– 製材工程で発生する端材による木質バイオマス燃料化事業の拡大を図りつつ、端材の発生量も

増加することから、従来どおり町公共施設へのチップ供給のほか、家庭向けペレット製造を拡大、
島内木質バイオマスサプライチェーンを大規模に展開して雇用の創出を目指す。

○所在
奥尻町全域

○エネルギー（2022年12月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：3,000 kW（3,942,000 kWh* ）
風力発電：900 kW （2,365,200 kWh* ）
地熱発電：1,000 kW （7,008,600 kWh）
中小水力発電：170 kW （1,191,360 kWh）
*導入予定設備のみを対象に算出

 体制等 ：代表・共同提案者
：協力事業者

サスティナブル・アイランド奥尻推進協議会

連携
道南うみ街
信用金庫

三井住友
信託銀行㈱

㈱ドーコン

北海道
経済連合会

連携

連携

奥尻島観光協会

北海電気工事㈱
(一社)オフショアウィンド
ファーム事業推進協会

奥尻建設協会

北海道商工会連合会

㈱ダイヘン

奥尻商工会

三井物産㈱

㈱北海道エアシステム

北海道電力
ネットワーク㈱

㈱エイチ・アイ・エス

奥尻町

エル電㈱㈱越盛石油電器商会

共同提案者

代表者

支援 支援

助言
金融アドバイザー

金融支援者

事業アドバイザー

事業支援者

北海道電力㈱

ハートランドフェリー㈱

地域経済循環 レジリエンス地域雇用・資本 農林水産業 エネマネ 水力・地熱発電 木質等バイオマス 熱利用
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地域課題を解決する取組事例 [北海道鹿追町] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
畜産ふん尿由来のバイオガスを有効利用し、脱炭素・農業の持続的成長・防災対策等を同時に推進

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

畜産ふん尿の処理過程で得られるバイオガスを活用して町の脱炭素化を図ると共に、農業の持続的な成長、臭気や水質
等の良好な生活環境確保、エネルギー自給率向上、防災対策を同時に推進する。

• 畜産ふん尿の活用により、脱炭素だけでなく、農業の持続的な成長や良好
な生活環境確保を推進
– 既存の中鹿追バイオガスプラントに加え、北鹿追バイオガスプラント（1,500kW）

を新たに導入し、畜産ふん尿の処理過程で得られるバイオガスを利用して町の脱炭
素化を図るとともに、農業の持続的な成長・臭気等の良好な生活環境確保・エネ
ルギー自給率向上等を推進する。

– 中鹿追バイオガスプラントで水素を製造し、カードルで役場周辺エリアまで運搬・燃
料電池に供給し、通常時に加え非常時にも電力・熱供給を可能とする。

• 地域新電力の電力供給により、資金の流出抑制や新規雇用の創出を実現
– 地域新電力を介して全公共施設に再エネ電力を供給し、電力の地産地消や域

外へのエネルギー資金の流出抑制、新規雇用の創出を実現する 中鹿追バイオガスプラント（出所：鹿追町）

○所在
鹿追町内の役場周辺エリア、瓜幕エリア、然別湖エリア、エネルギー供給エリア
（中鹿追バイオガスプラント、瓜幕バイオガスプラント、北鹿追バイオガスプラント
等）、その他公共施設群

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：637 kW（735 MWh）
バイオガス発電：2,540 kW （18,376 MWh）
水素燃料電池： 20 kW（88 MWh）
メタンコジェネ：10 kW（44 MWh）

エリア 連携先

然別湖

エネルギー供給

その他

風水
(既存ホテル事業者)

福原
(休業ホテル事業者)

然別湖
ネイチャーセンター

上士幌管理官
事務所

(株) しかおい水素ファーム 地域新電力会社

第3プラント設置バイオガス
プラント利用組合 酪農家

町民 ＪＡ鹿追、農家

商工会 ジオパーク

地域経済循環 レジリエンス地域雇用・資本 農林水産業 バイオガス コジェネ 水素技術
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地域課題を解決する取組事例 [新潟県佐渡市] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
自立分散型再エネの導入・EMSでの一元管理により、離島特有のエネルギー供給の課題解決に寄与

地域課題を解決する取組

防災・観光・教育施設や耕作放棄地等に再エネ発電設備・蓄電池を導入し、EMSによる一元管理によって脱炭素化を
図るとともに、災害時等の電源喪失など離島特有のエネルギーの災害脆弱性への対応する。

• 自立分散型再エネの導入・EMSでの一元管理により、離島におけるエネルギー供給
の課題を解決
– 佐渡市全域におけるにおける官民の防災・観光・教育施設（125施設）について、屋上等

を活用した太陽光や蓄電池、耕作放棄地等を活用したオフサイトの太陽光、木質バイオマス
発電等を導入し、特に主要防災拠点には大型蓄電池を導入する。

– 導入した設備をEMSにより一元管理し、再エネの供給や需要調整、施設間の電力融通を
行うことで脱炭素化を図る。

– 本土と系統連系しておらず島外からの化石燃料に依存している離島において、災害時の電
源喪失など離島特有のエネルギー供給の課題解決に貢献する。また、脱炭素・生物多様性
の島づくりにより、環境ブランドによるエネルギー代金の流出抑制、再エネ関連の産業振興に
よる雇用拡大、地域経済の活性化等を実現する。

脱炭素先行地域の取組概要（出所：佐渡市）

○所在
佐渡市内の防災・観光・教育関連公共施設および
民間施設（125施設）

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含
む）
太陽光発電：10,992 kW（12,251 MWh）
バイオマス発電：380 kW （2,964 MWh）

佐渡市脱炭素推進会議（仮）

関係行政機関

 基本情報  体制等

金融機関(調整中) 外部専門家

関東地方
環境事務所

新潟県 (株)第四北越銀行

(株)三井住友銀行

(公財)地球環境
戦略研究機関

東京大学未来
ビジョン研究センター

佐渡市総合戦略
アドバイザー コンサル企業等 等 等

再エネ等関連事業者(調整中) 島内関係団体・企業等
建設業協会 不動産業者

佐渡連合商工会 商工業者
佐渡観光交流機構 交通、自動車業者

東北電力
ネットワーク(株)

東北電力ソーラー
eチャージ(株) 佐渡ガス(株)

佐渡市
企画課

庁内
推進本部

佐渡市循環社
会推進協議会 コンサル企業 PPA事業者 等 等

情報
共有

調整・連携 調整・連携 調整・連携

：代表・共同提案者
：協力事業者

地域経済循環 レジリエンス地域雇用・資本 エネマネ 木質等バイオマス
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地域課題を解決する取組事例 [秋田県] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
下水由来バイオマスの有効活用等により、エネルギーコストの地域循環や下水道の経営改善にも寄与

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

県内2か所の下水道関連施設に消化ガス発電・太陽光発電・風力発電を導入し、需給制御を行いながら自営線で近隣の
公共施設に電力を供給。下水道事業の経営改善による水道料金の軽減・雇用の創出などを実現する。

• 下水由来バイオマスを有効活用し、下水道事業の経営を改善
– 消化ガス発電など下水由来バイオマスの利活用により、下水道事業の

経営を改善し、住民が負担する下水道料金軽減や新たな雇用の創出、
下水汚泥のコンポスト化等の資源利用による農業振興・資源の地域循
環を実現する。

• 公共施設に再エネ発電設備を導入・融通することで、県民負担の
エネルギーコストの地域循環を実現
– 秋田臨海処理センターの敷地内に、消化ガス発電、風力発電、太陽

光発電を、汚泥再生処理センターの敷地内に太陽光発電を導入し、
蓄電池とエネマネシステムにより需給制御を行いながら、同地域内の公
共施設等に自営線で再エネ電力を供給する。

– 県内でもエネルギーコストが高い公共施設群への再エネの積極的な活
用により、県民・市民が負担するエネルギーコストの地域循環を実現する。 秋田臨海処理センターの再エネ設備のレイアウト（出所：秋田県）

○所在
秋田県県央部の西側、秋田市向浜地域に立地する公共施設群

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：5,500 kW （6,002 MWh*）
風力発電発電：3,800 kW （6,174 MWh *）
消化ガス発電：800 kW（6,073 MWh *）
*導入予定設備のみを対象に算出

脱炭素先行地域関係者連絡協議会（仮称）
• 会長：事業者代表者 副会長：県建設部長
• 構成員：需要家（県建設部、県観光文化スポーツ部、県産業労働部、市環境部）

指定管理者（需要施設の維持管理指定管理受託企業）
事業者（公募で選定した再エネ事業実施企業）

相対契約
電力供給者 地元金融機関 東北電力(株) ウェイク・ロス*

発生事業者

連携 連携 連携 協議

*：風エネルギーの損失

地域経済循環 エネマネ地域雇用・資本 バイオマス
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木質バイオマスの熱供給

地域課題を解決する取組事例 [北海道下川町]
木質バイオマスの熱の域内供給により、産業・雇用の創出と育児支援の充実化を実現

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

木質バイオマスの熱を30の公共施設や定住促進住宅に供給しつつ、椎茸栽培にも活用し雇用を創出。さらに熱源を再エ
ネにすることにより得られた灯油燃料削減費を子育て支援にも充当するなど、再エネで地域を潤す。

下川町

• 再エネ熱を公共施設や住宅、椎茸栽培など様々に活用し、雇用も創出
– 未利用間伐材をペレットに加工したものを燃料とする10基のバイオマスボイラーで

30の公共施設や定住促進住宅等に再エネ熱を供給。
– 公共施設の熱需要量の７割を再エネ由来とするとともに、再エネ熱を菌床シイタ

ケ栽培にも活用し、30名の雇用を創出。

・公共施設
・温泉施設
・栽培施設
・促進住宅

等

• 節約した燃料費を子育て支援等に活用するなど、若い世代の定住を促進
– 化石燃料からの転換により約3,800万円削減、一部を保育料補助や子供の医療

費無償化などに活用するとともに、幅広い世代の町民に対して森林環境教育や森
林セルフケア等のプログラムを実施。若い住民が増え、当該地区の人口構成が大
幅に改善している。

熱

チップ製造
下川エネルギー
供給協同組合

チップ
○所在
北海道下川町

○エネルギー
発熱量 10GJ（ギガジュール）／h（kW換算：2,800kW/年）

保育料補助
子供の医療費無償化
森林環境教育等
の実施

削減経費の活用

一の橋バイオビレッジ（出所：下川町）

地域雇用・資本 高齢化・人口減少利益の社会的投資 農林水産業 木質等バイオマス
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地域課題を解決する取組事例 [福島県福島市]
地熱発電の副産物(温水）を活用したエビの養殖など新たな観光資源と雇用の創出

 基本情報

地域課題を解決する取組

○所在
福島市土湯温泉

○エネルギー規模
・小水力発電：140kW（800Mwh/年）
・熱バイナリー発電：440kW（3,000Mwh/年）

 体制等

地熱発電で発生する温水をエビの養殖に活用。発電事業のために設立した地域会社が運営するレストランでの提供や、カフェ
でのエビ釣り体験に活用するなど新たなビジネス機会を創出。

地熱発電設備
出典:元気アップつちゆHP

カフェでのエビ釣り体験の様子
出典:元気アップつちゆHP

（株)元気アップつちゆ

小水力
発電

地熱
発電

(株)パルシステム電力

売電 売電

近隣旅館

温泉

冷却水
つり体験

エビ
養殖

レストラン
エビの活用

高齢者・高校生バス定期代支給
（株)元気アップつちゆ

湯遊つちゆ
温泉協同
組合

土湯温泉
観光協会

出資

2012年10月設立

旅館経営者、町内会、
観光協会等のメンバー
で協議会結成し検討

• 温泉街の活性化に向けた地域ぐるみの再エネ発電事業の開始と地元雇用の創出
– 温泉街の活性化につながる新たなコンテンツの創出に向け、旅館経営者や町内会等のメンバーで土湯温

泉町復興再生協議会を結成し、新たなまちづくりに取り組むプロジェクトを開始。翌年、 (株)元気アップつ
ちゆを設立し計画の具体化を進め、2015年に小水力発電と地熱発電を設置・開始した。

– 発電所の建設やメンテナンスに地元企業を可能な限り活用し雇用を創出するとともに、技術者3人を雇用
して自社で日常のメンテナンス作業を実施することにより1500万程度の経費を削減。

• 地熱発電後のエネルギー2次利用で新たな観光資源を創出、近隣旅館等にも活用
– 地熱発電後の温水を観光資源の創出にも役立てたいという思いから、視覚的にも楽しめ、成長も早いオ

ニテナガエビの養殖に活用。カフェでの釣り体験やレストランでの提供を行い、年間5千人の来客を創出。
– 温水は近隣旅館に供給するとともに、発電所展望デッキの融雪にも活用。

• 事業収益を地元の高齢者や高校生のバス定期代として還元、人口流出を間接的に抑制
– 福島市街地までのバス定期代が月額２～3万となるなど定住しにくい環境があることから、事業収益で地

元の高齢者や高校生のバス定期代を支給し、人口の流出を間接的に抑制。

温泉街

地域雇用・資本 農林水産業利益の社会的投資 観光・文化 地熱発電
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地域課題を解決する取組事例 [(株)十文字チキンカンパニー]
多額の経費をかけて肥料化していた鶏糞をバイオマス発電の資源として活用し、地域に貢献

 基本情報

地域課題を解決する取組

養鶏事業者共通の課題である鶏糞をバイオマス発電の燃料として活用し、肥料加工経費を含めた多額の処理費
用の削減を実現。発電事業では半数を地元から雇用、自家消費分以外を売電。町や地元消防団への寄付や美
化活動、地域の小中学校や関係行政機関等の視察の受け入れなどを実施。

○所在
岩手県軽米町

○エネルギー
バイオマス発電設備： 6,250kＷ

売電量：36,000MWh/年
（家畜排泄物）

• 鶏糞を活用したバイオマス発電の事業化による経費削減と地域貢献

JA全農、肥料メーカー等

 体制等

バイオマス発電施設（(株)十文字チキンカンパニーHP）

• 年間で13万トンもの鶏糞が発生していた養鶏事業。肥料や融雪剤として
販売するものの採算が取れない状況を改善するため、鶏糞を活用したバイオ
マス発電事業を開始し、肥料販売の持ち出し分（赤字）の削減を実現。

• 発電により発生した焼却灰は、リン酸等を多く含む肥料原料として、JA全農
や肥料メーカー等へ販売。

• バイオマス発電事業従事者（約30名）の半数を軽米町内で雇用するとと
もに、収益の一部を町や地元消防団に寄付。

• 地域の小中学校や行政機関からの視察受け入れなども実施している。

(株)十文字チキンカンパニー

発電事業 養鶏事業

(株)パルシステム電力

焼却灰

鶏糞
売電 鶏肉販売

町や地元消防団への寄
付

地域の小中学校、行政
機関の視察受け入れ

パルシステム生協
小売 産地視察交流

地域雇用・資本 農林水産業利益の社会的投資 木質等バイオマス
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地域課題を解決する取組事例 [滋賀県湖南市・滋賀県] ※脱炭素先行地域（第2回）選定事例
林福連携事業として、木質バイオマスボイラー・ストーブを設置し、障がいのある人の雇用を創出

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

太陽光発電導入済みの住宅への蓄電池設置を促進するとともに、自営線によるマイクログリッドを構築し、非常時の電源を
確保。また林福連携事業として、木質バイオマスボイラー・ストーブを設置し、障がいのある方の雇用を創出する。

• 木質バイオマスボイラーの燃料づくりによる林福連携を進め、障がいのある方の雇用を創出
– 市域内の障がいのある人の働く場のモデルとして、レクリエーション場へ木質バイオマスボイラーを設置し、

林福連携により製造された木質バイオマス燃料の供給を行う。
– 障がいのある方が作業するための指導員となる人材育成を合わせて実施することにより、障がいのある

方の働く場の創出を行う。
• エネルギーを一括管理して地産地消エネルギーを創出することにより、地域経済を活性化

– 脱炭素先行地域において、新たに福祉施設、運輸・産業部門の企業への自然エネルギー設備、省
エネルギー設備を導入し、脱炭素化・エネルギーの地産地消に取り組む。

• 太陽光発電導入済みの住宅への蓄電池導入の無償設置や、特定エリアへの自営線による
マイクログリッド構築により、非常時の電源を確保
– 既存住宅へのPPA事業や蓄電池無償設置サービスにより、住宅団地における脱炭素化のモデルを

構築する。
– 福祉施設等への太陽光発電・蓄電池の導入やマイクログリッドの構築により、レジリエンスを強化する。

林福連携実証の様子

○所在
湖南市内のじゅらくの里エリア、サンヒルズ甲西エリア、福祉施設群、公共施設
エリア、工業団地・未利用エリア

○エネルギー（2022年12月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：10,357.57 kW（11,331,042 kWh）
木質バイオマス発電：4 kW（2,000 kWh*）
*導入予定設備のみを対象に算出

再エネ需要

金融機関

地域新電力

自治体 ：代表・共同提案者
：協力事業者

湖南市

湖南市事業者

こなんウルトラパワー

滋賀銀行 ・脱炭素経営の啓発、
再エネ調達ニーズのヒアリング

・こなんウルトラパワーのPPA事業紹介
・面談調整

・PPA事業の設備投資に
かかる資金の供給（融資）

・PPA契約の締結

・PPAによる再エネ導入提案
・脱炭素先行地域の参画提案

地域雇用・資本 農林水産業レジリエンス 福祉 マイクログリッド 木質等バイオマス



40

その他支援

市内企業

石狩湾新港地域

再エネ供給データセンター
モデル事業

地域課題を解決する取組事例 [北海道石狩市] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
データセンター等に再エネを供給し、再エネポテンシャルを地域の優位性として産業集積を促進

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

産業拠点である石狩湾新港エリアにおいて、太陽光発電の導入と木質バイオマス発電を活用した特定送配電事業により、
集積が見込まれるデータセンター等に再エネを供給し、脱炭素化を図りながら更なる産業集積を目指す。

• 産業拠点において再エネを供給することで産業集積を推進
– 石狩湾新港エリアにおいて、太陽光発電の導入と地域内の木質バイオマス発電を

活用した特定送配電事業により、地域内に新設予定のデータセンター群と周辺
施設に再エネ電力を供給する。

– 電源の新規導入や卒FIT電源の受入れなどで再エネの供給力を増強し産業集
積を推進。また、水素や大型蓄電池、デマンドレスポンスによる地域の調整力拡
大も計画している。

• 公共施設や地域交通の脱炭素化・レジリエンス向上
– 5つの公共施設に太陽光発電を導入し自家消費を進め、蓄電池等の設置により

5施設間の電力融通を行い、将来的に再エネ電力の地域での自給率を更に向
上する。

– 公用車のEV化等とカーシェアリングの実施による運輸部門の温室効果ガスの削
減と共に、車載蓄電池を防災活用することでレジリエントな行政機能を実現する。

○所在
石狩市域のうち、石狩湾新港地域内エリア及び花川北地区の公共施設群
（石狩市中心核）

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：2,669 kW（3,080 MWh*）
風力発電：4,050 kW
バイオマス発電：151,500 kW （469,539 MWh * ）
*導入予定設備のみを対象に算出

石狩市

：代表・共同提案者
：協力事業者

北海道電力(株)京セラコミュニケーション
システム(株)

(株)日本総合
研究所

住友商事(株)
さくらインターネット(株)

地域交通事業者

連携 連携
連携

連携
連携

地域雇用・資本 木質等バイオマスレジリエンス 水素技術

脱炭素先行地域位置図（出所：石狩市）
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地域課題を解決する取組事例 [埼玉県所沢市]
営農型太陽光発電による遊休農地活用とエネルギー地産地消の実現

 基本情報

地域課題を解決する取組

長年営農が行われていなかった農地に営農型太陽光発電を導入。小売電力事業者を介して所沢市の公共施設に再エネ
電力を供給しつつ、太陽光発電設備の下でブルーベリーやワイン用・生食ぶどうを栽培するなど発電事業と農業を両立するビ
ジネスモデルを構築。地域の活性化と雇用の創出に貢献。

○所在
所沢北岩岡太陽光発電所

○エネルギー
太陽光発電：989kW（1,119MWh/年）

• 遊休農地の活用
– 長年営農が行われていなかったエリアに自家消費型太陽光発電

設備との営農型太陽光発電設備を導入。設備下でブルーベリー
およびワイン用・生食ぶどうを栽培。
すべての面積（農地全体：約 1.7ha、うち太陽光発電システ
ム下：約 1.3ha）を用いて栽培すると、8 年目には年間約1万
3,600kg の収穫量となる見込み。

• エネルギーの地産地消とCO２削減
– 株式会社ところざわ未来電力に全量を売電し、所沢市の公

共施設に供給。
供給量は、市役所本庁舎の使用電力の約 42%にあたり、
年間約 500t-CO2eの二酸化炭素の排出を削減可能。

 体制等

太陽光発電システム

ブルーベリーの苗

出典：三菱ＨＣキャピタル株式会社・株式会社西武ホールディングス報道発表資料（令和３年７月９日）

営農
*1 

太陽
パネル
*２

地域新
電力
*３

所沢市
公共施設

*1西武アグリ株式会社
*2 HGE 株式会社
*3 ところざわ未来電力

所沢北岩岡太陽光発電所

ぶどう栽培

地域雇用・資本 ソーラーシェアリング農林水産業
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地域課題を解決する取組事例 [大分県日田市]
山林未利用材を活用したバイオマス発電利用による林業振興

 基本情報

地域課題を解決する取組

○所在
日田市

○エネルギー
バイオマス発電：5,700kW（45,000MWh/年）

 体制等

日田市では、地元企業が主導してバイオマス発電のサプライチェーンを構築、川上の林業振興や川下の農業・ゴルフ場等の
産業振興にも貢献。

• 発電事業を通じた林業振興
– 地元企業が自ら木質バイオマス発電を整備、捨てられてしまう間伐材を買い支えることで、木

材価格を維持。山林の環境保全にも寄与。

• 発電時の排温水の地域産業での活用
– 発電の過程で排出される温水を農業法人に安価（1日1円）で供給、イチゴの栽培に利用
– 焼却灰はゴルフ場に販売、バンカーや芝の目砂として安価で販売。

（処理費用従来年間4～5千万円⇒2千万円程度に削減）
• 電力の地産地消を実現

– 地元の間伐材で発電した電力を、市内公共施設と全小中学校に供給。
– 小中学校への出張学習も実施。 バイオマス発電所

出典：(株)グリーン発電大分HP

• 発電サプライチェーンにおける地域雇用の創出
– グリーン発電大分では15人を地域から雇用。地域の林業関係者では100名程度の雇用創出。

• 事業者使用電力の再エネ100％ 達成（非化石証書活用）
– 事業運営にかかる電力に非化石証書を、工場や車輌からのCO2排出はJｰクレジットを活用。

(株)グリーン発電大分
＊(株)モリショウ100出資

発電事業

木材
チップ

売電

九州電力送配電(株)
公共施設(市庁舎、
公民館、学校）

日田グリーン電力(株)
＊(株)モリショウ100出資

売電
売電

(株)日本フォレスト
＊(株)モリショウ100出資

日田木質資源
有効利用協議会木材

イチゴ栽培温水

ゴルフ場
焼却灰

小中学への出張学習
社会貢献

地域雇用・資本 木質等バイオマス農林水産業 熱利用
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地域課題を解決する取組事例 [千葉県睦沢町]
マイクログリッドによる災害時の継続的なエネルギー供給

 基本情報

地域課題を解決する取組

○所在
睦沢町 むつざわスマートウェルネスタウン

○エネルギー規模
・太陽光発電：20kW（20Mwh/年）
・ガスコジェネ発電：160kW（500Mwh/年）

 体制等

太陽光発電、コジェネを取り入れた再エネによるマイクログリッドと電柱地中化によりレジリエンス機能を強化。

町 ｴﾈﾙｷﾞｰ
会社*1

(株)CHIBAむつざわエナジー

地域新電力設立

商工会
*2

*1 パシフィックパワー、(株)合同資源、関東天然瓦斯開発(株）
*2  睦沢町商工会
*3 (株)千葉銀行、房総信用組合

地銀等
*3

• 電気のみでなく、熱も面的供給
– コジェネによる温水を温浴施設、道の駅に供給

• 事業収益を原資とした地元還元
– 事業で得た収益は、街の健康促進事業に還元

＜災害時の対応例 / 2019年9月台風15号＞
9日午前3時頃 > 大規模な停電が発生、むつざわスマートウェルネスタウンも一時的に停電

その後、電線の地中化を行っていたためほとんど被害がないことを確認
9日午前9時頃 >  ガスコジェネを立ち上げ、道の駅及び住宅への送電を開始
10日午前10時頃 > ガスコジェネの廃熱等により温水シャワーを無料提供
(停電が復旧する9月11 日まで供給を継続）

マイクログリッドシステムの概要
出典：「自治体新電力「CHIBAむつざわエナジー」の 地域資源を

生かした防災エネルギー拠点づくり」（パシフィックパワー）

地産地消の
小売電気事業

マイクログリッド
事業

省エネ事業
健康促進事業

住宅
道の駅
温泉施設

• マイクログリッドシステムによる災害時の継続的な地域電力供給
– 町内の太陽光発電とガスコジェネにて電気と熱を創出し、自営線で住宅33戸や道の駅等

に供給。
– 自営線は景観と防災性の観点から全て地中化し、無電柱化された住宅ゾーンを創出

利益の社会的投資 マイクログリッドレジリエンス コジェネ 熱利用
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地域課題を解決する取組事例 [宮崎県日之影町]
水力発電事業により、地域の伝統歌舞伎を維持し交流人口を創出するなど地域の活性化に貢献

 基本情報

地域課題を解決する取組

○所在
宮崎県日之影町（大日止昴小水力発電所）

 体制等

小水力発電の事業収益を活用して、公民館が担う農村歌舞伎の維持資金に充当。世界農業遺産の認定につながる基
礎を築くとともに、視察等を含めた交流人口を創出。

○エネルギー
小水力発電： 49.9kW（317ＭＷh/年）

• 小水力発電を通じた用水路の適切な維持管理の実施
– 高齢化によって維持が困難になりつつあった大人地区の農業用

水路に大人発電農業協同組合が小水力発電設備を設置。
– 用水路組合へ水路使用料（毎年80万円）が支出されること

により、農業用水路の適切な維持管理に寄与、田畑の次世代
への継承を可能としている。

小水力発電施設(宮崎県に
おける再生可能エネルギーの
取組事例)

出典：宮崎県ホームページ

大人神楽

• 事業利益を原資とした地域文化資源地元還元
– 事業収益の自治公民館への助成を通じて、九州唯一の農村歌

舞伎「大人歌舞伎」等を維持。世界農業遺産に認定された山
村の景観や文化が維持され、視察を含め交流人口獲得に貢献
している。

公民館

大人発電農業協同組合

小水力発電事業

九州電力送配電(株)

売電

大人(おおひと）
用水路組合

農村歌舞伎や
神楽等の維持

水路使用料

農業用水

助成
おおひとすばる

大人歌舞伎

利益の社会的投資 水力発電観光・文化
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地域課題を解決する取組事例 [大阪府堺市] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
次世代ZEH＋住宅の導入等を通し、ニュータウン問題（高齢化やインフラの老朽化）の解決に貢献

地域課題を解決する取組

ニュータウン問題(著しい高齢化とインフラの老朽化)に直面する泉北ニュータウンへの次世代ZEH＋住宅180戸の導入等
を進め、将来的には脱炭素化によるニュータウン問題解決のモデルケースとして全国へ横展開する。

• ZEH＋の供給等によりニュータウン問題解決のモデルケースを創出
– 泉北ニュータウンで府営住宅の建替等による集約と併せて創出される活用地において、新たに供給される住宅全戸(180戸)を次

世代ZEH+の高性能住宅化し、個々の住宅の電力自給率向上・レジリエンス強化、断熱性能向上による健康増進などを図る。
将来的には、日本全国で直面しているニュータウン問題(著しい高齢化とインフラの老朽化)の脱炭素による解決モデルケースとして、
全国へ横展開を想定。

– 地域冷暖房によりエリア全体の省エネを図っている泉ヶ丘駅周辺において、高効率大型コージェネレーションシステム、高効率大型
空調熱源機等を導入するとともに、再開発に合わせて公共施設の省エネ改修、太陽光発電設備・ガスコージェネレーション等の導
入を推進する。

活用地の取組イメージ（出所：堺市）

○所在
堺市域のうち都心エリア、泉北ニュータウンエリア

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：9,666 kW（13,295 MWh*）
*導入予定設備のみを対象に算出

「堺市カーボンニュートラル推進コンソーシアム（仮称）」
＜役割＞
• 脱炭素に関する取組の検討・実施を行う。
• 脱炭素に資する技術（製品及びサービス等）開発、企業投資の促進、

雇用の創出、地域の活性化に関する情報交換等を行う。
• 脱炭素の推進に係る調査・検討を行う。
＜構成主体＞

都心エリアWG 泉ヶ丘エリアWG 公的賃貸住宅
活用地エリアWG

 基本情報  体制等

境港市 大阪府 学識経験者
交通事業者 住宅事業者 金融機関

エネルギー事業者市民団体

：代表・共同提案者
：協力事業者

等

レジリエンス ZEB・ZEH高齢化・人口減少 コジェネ
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地域課題を解決する取組事例 [埼玉県さいたま市]
新興住宅街での太陽光発電によるマイクログリッドの構築、ＥＶカーシェア、レジリエンス強化の実現

 基本情報

地域課題を解決する取組

再エネ100％供給モデル(不足分に非化石証書）によりレジリエンス機能を強化。EVカーシェアリングや超小型モビリ
ティ等のマルチモビリティシェアリングサービスにより住民、観光者の移動の課題を解決。

○所在
さいたま市浦和地区（第3街区）

○エネルギー
太陽光発電：229kW（約4.485kW×51戸）（280MWh/年）
蓄電池：125kwh

• 街区エネルギー供給を常時継続可能に
– PV等設備を導入、地中化した自営線により系統遮断時

にも自立するマイクログリッド構築。EV車載蓄電池を街区
のエネルギーリソースとして非常用電源活用可能としたこと
で、街区のエネルギー供給を常時継続可能な環境を創出。

• 地産の再生可能エネルギーEVのシェアリング
– EVカーシェアリング、超小型モビリティ、EVバイク、サイクルシェア

リング等のワンストップシェアリングサービスにより、住民、観光者
の移動の課題を解決。

住宅
開発
*1 

太陽
パネル
*２

蓄電池
EMS
*３

共同
さいたま市

株式会社Looop

変電
送配電

*４

EV
リース
*５

*1 中央住宅、高砂建設、アキュラホーム
*2 LOOOP ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.
*3 ダイヘン
*４東電タウンプランニング
*５日産フィナンシャルサービス

自立・分散エネ 脱炭素交通

 体制等

出典：環境省報道発表資料（令和元年9月26日）

レジリエンス 観光・文化移動・モビリティ マイクログリッド
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地域課題を解決する取組事例 [北海道札幌市] ※脱炭素先行地域（第2回）選定事例
都心地域における電力・熱の脱炭素化と水素社会の実現により、寒冷地の脱炭素モデルを構築

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

熱供給ネットワークの転換と連動した取組の展開により、都心地域における電力・熱の脱炭素化を進める。
公共施設への再エネ設備導入により災害時のBCP対策を講じ、環境性と防災性に優れた都市へリニューアルする。

○所在
札幌都心民間施設群、水素モデル街区、北海道大学北キャンパス、
公共施設群、オリパラ施設群

○エネルギー（2022年12月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：35,635 kW（52,063,371 kWh）
バイオマス発電：51,760 kW （112,528,794 kWh）
中小水力発電：400 kW （3,338,020 kWh）

民間施設群

大学連携・水素関連事業
北海道大学

北海道電力

ノーステック財団

公共施設群
PPA事業者・

アグリゲーター等
北海道ガス

北海道熱供給公社

民間施設

コープさっぽろ
北海道経済連合会民間企業

北海道電力 GPI(石狩市) 民間企業

NTT東日本

札幌市 DXによるエネルギー見える化検証

再エネ導入省エネ・再エネ技術導入誘導

インフラ整備支援

水素
供給 水素

供給
車両提供

水素需要の創出

：代表・共同提案者
：協力事業者

• 熱供給ネットワークの拡充と連動した取組展開により、環境性と防災性を向上
– 事業者との協議やインセンティブとしての容積率緩和などにより、都市の強靭化に寄与する取組を誘

導。環境性と防災性に優れた魅力ある都心を形成し、国内外から投資や企業を呼び込む。
– エネルギーネットワークの整備を推進し、熱需要の大きい札幌における熱エネルギーの効率的利用や、

厳寒期の災害時も熱の供給継続が可能な体制を構築する。
• エネルギー需要が供給能力を上回る大都市の特性を踏まえ、水素利活用社会を構築

– 道内初となる大型車両に対応した定置式水素ステーションを整備して水素モデル街区とするとともに、
石狩市で建設中の洋上風力発電の余剰電力等で製造されたグリーン水素を活用する。

– 水素モデル街区を起点として積雪寒冷地におけるFCトラック実証事業を行い、普及を目指す。

• ロードヒーティングの整備により、冬期の生活利便性を向上
– 地下鉄駅エレベーターとタクシー・バス乗り場間の乗換経路において、積雪期でも歩行しやすい快適

な空間を確保するため、下水熱を利用したロードヒーティングを設置する。
– 冬期の生活利便性向上の実現し、年間を通じてバリアフリーな移動環境を確保することを目指す。

レジリエンス 熱利用木質等バイオマス 水素技術
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地域課題を解決する取組事例 [鳥取県米子市] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
荒廃農地におけるオフサイトPPAにより、再エネ電源の確保と共に雑草・害虫といった地域課題を解消

地域課題を解決する取組

民間企業等が連携してPPA事業者を設立し、米子市・境港市の公共施設や荒廃した農地に太陽光発電を導入することで
公共施設の脱炭素化を図るとともに、農地の景観悪化や害虫といった地域課題の解決が期待される。

• 荒廃農地におけるオフサイトPPAにより、景観悪化等を解消
– ローカルエナジー社・山陰合同銀行が連携してPPA事業者を設立し、米子

市・境港市の荒廃農地をオフサイトPPAで活用することで、公共施設に供
給する再エネの確保だけでなく、雑草による景観悪化や害虫被害といった
地域課題の解決を図る。

– 将来的には、荒廃農地を抱える他地域への横展開も可能。
• 米子市水道橋施設に太陽光発電・蓄電池を導入し、BCPを強化

– 水道局の施設用地に太陽光発電と蓄電池を設置することにより、災害時
にも水道施設へ電力供給が可能となり、BCP強化を図るとともに、水道施
設のゼロカーボンと電気代削減を目指す。

○所在
米子市の中心市街地、境港市の観光地、両市の公共施設群
及び荒廃農地

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：14,000 kW（16,979 MWh/年）
ごみ発電：4,000 kW（12,624 MWh/年）
消化ガス発電：49 kW（360 MWh/年）

 基本情報

レジリエンス バイオガス

蓄電池事業者
（ 会社設⽴ ）

PPA事業者
（ 会社設⽴ ）

地域新電⼒
（ ローカルエナジー）

再エネ施設

⽶ ⼦市⽔道局
（ オンサイト PPA）

公共・ ⺠間施設
（ オンサイト PPA）

荒廃した農地
（ オフサイト PPA）

⽶ ⼦市クリーンセンター
⽶ ⼦市内浜処理場

蓄電池設置

連携

再エネ供給

PV設置

⾃ ⼰託送

需給
調整

⾃ ⼰託送
＋再エネ供給

脱炭素先⾏地域

中⼼市街地
（ ⽶ ⼦市）

公共施設群
（ ⽶ ⼦市・ 境港市）

観光地
（ 境港市）

荒廃した農地
（ ⽶ ⼦市・ 境港市）

取組の全体像（出所：米子市）

荒廃農地・害虫被害（出所：米子市）

米子市・境港市
脱炭素先行地域

推進協議会

事務局

ローカルエナジー(株)

米子市 ：代表・共同提案者
：協力事業者

境港市

境港管理組合

鳥取県

中国四国
地方環境事務所

㈱山陰合同銀行

ローカルエナジー
株主企業

民間企業
（地域内外）

ローカルグッド
創成支援機構

連携

連携

連携

助言

助言

連携

支援

必要に応じて
連携

成果を
横展開

 体制等
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地域課題を解決する取組事例 [岡山県真庭市] ※脱炭素先行地域（第1回）選定事例
未利用資源を活用した木質バイオマス発電等により、木材関連産業活性化やレジリエンス強化を実現

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

木質バイオマス発電所を増設し、耕作放棄地の早生樹など未利用の地域資源を活用した再エネを市内に供給するとともに、
木材需要の創出による産業を活性化。また、太陽光など含めた新たな電源導入によるレジリエンス強化を推進する。

• 未利用地域資源を木質バイオマス発電に活用し、木材関連産業を活性化
– 広葉樹林や耕作放棄地における早生樹など、未利用の地域資源を活用した木質バイオマス発

電所の増設により一定規模の安定的な木材需要を創出し、真庭市の製造業の30％を占める
木材関連産業の活性化を促進する。

• 生ごみ・し尿等からメタンガス・バイオ液肥を製造・活用することで、可燃ごみの削減・低
コスト農業を実現
– 生ごみ等資源化施設で、生ごみ・し尿・浄化槽汚泥等をメタン発酵させてメタンガスとバイオ液

肥に再生し、可燃ごみの削減に繋げる。
– バイオガスは、生ごみ等資源化施設に導入するバイオガス発電設備を使って自家消費を進める。
– バイオ液肥は、市内農地で活用することで、低コスト農業を実現し、地域資源循環システムを

構築する。

生ごみ等資源化施設のイメージ図(出所：真庭市)

○所在
真庭市内の公共施設群

○エネルギー（2022年6月時点で導入予定の設備を含む）
太陽光発電：2,295 kW（2,205 MWh*）
木質バイオマス発電：20,000 kW （162,200 MWh）
バイオガス発電：250kW（1,293 MWh*）
小水力発電：4.7 kW
*導入予定設備のみを対象に算出

※全体事務局
•各地方局との連携
•各種相談の受付
•補助金等による支援

•業界団体レベルでの調整
•地域企業への情報発信

• ESGに係る人材育成
•技術的助言・支援等

•県の全体戦略/計画の検討
•総合調整(⾃治体進捗管理)
•市町村同士の連携支援 各地域社会

自治体・地域金融機関・
企業・団体

岡山県

学術研究機関
(岡山大学等)

国(中四国地方
環境事務所)

経済団体
(岡山経済同友会等)

• コンサルティング支援
（計画策定、セミナー開催）

外部コンサルタント
（PwC等）

※全体事務局サポート
• ESG投融資支援
• ビジネスマッチング

地域金融機関
（中国銀行等）

支援

参画・支援

農林水産業 バイオガス木質等バイオマス
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地域課題を解決する取組事例 [栃木県宇都宮市・芳賀町] ※脱炭素先行地域（第2回）選定事例
LRTを中心としたエネルギーマネジメントにより、コンパクトシティにおけるゼロカーボンムーブを構築

 基本情報

地域課題を解決する取組

 体制等

LRTの沿線に太陽光発電・蓄電池等を最大限導入し、自家消費を推進。また、地域新電力会社による再エネの一括調
達と大規模蓄電池を活用した高度なエネルギーマネジメントを行うとともに、LRTへの再エネ電力100％供給を実現する。

○所在
宇都宮市域、芳賀町域内の「LRT沿線」における公共・民間施設群

（公共施設、民間施設（商業、金融、事業所等）、大学、一般家庭）
○エネルギー（2022年12月時点で導入予定の設備を含む）

太陽光発電：10,046 kW（11,002,800 kWh）
バイオマス発電：3,750 kW （13,000,000 kWh）

：代表・共同提案者
：協力事業者

公共施設

民間施設

大学

一般家庭
宇都宮ライトレール㈱

【LRT運行】

関東自動車㈱
【電気バス導入】

地産地消
推進

宇都宮市 【総合的な事業推進】 芳賀町 【LRT事業推進】

NTTアノードエナジー㈱
【エネマネ支援】

宇都宮ライトパワー㈱
【再エネ地産地消】

東京ガスネットワーク㈱栃木支店
【事業運営支援】

東京電力パワーグリッド㈱栃木総支社
【一般送配電事業者・技術協力】

民生需要家 民生以外の取組

地産地消
推進

• 再エネ一括調達と高度なエネルギーマネジメントによりLRT沿線の脱炭素化を実現
– LRT沿線の民間施設、住宅、大学等へ太陽光発電・蓄電池を導入し、自家消費を推進。
– LRTの受電箇所に大規模蓄電池を導入し、地域新電力が最適なマネジメントを行うとともに、

太陽光発電量の予測精度を高め、需要側蓄電池の自律制御を行うことでインバランスリスク
を回避。

– EVバスを調整電源としても活用し、中心市街地のエネルギーマネジメントと連携。
• LRTとEVバスを中心とした「ゼロカーボンムーブ」を構築

– 公共交通インフラとして再エネ100％で運行するLRTと、バス運行とエネルギー管理を一体化
したエネルギーマネジメントシステムEVバスを導入。

– ゼロカーボンムーブの構築により公共交通全体の利便性向上を図り、地域の活性化や交流機
会が増加し、都市機能が集積した拠点を形成することによって自動車依存からの脱却を推進。
運輸部門のCO2排出量の削減、ウォーカブルなまちづくりなど、市民の暮らしの質の向上が期
待される。

移動・モビリティ エネマネ施策間連携
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地域課題を解決する取組事例 [横浜市×東北13市町村]
首都圏の都市と地方都市を再エネ連携でつなぎ、都市と地方の新たな循環共生モデルを構築

 基本情報

地域課題を解決する取組

横浜市と東北13市町村との間で、再生可能エネルギーに関する連携協定を締結。「再エネの供給」や、住民・企業等との
交流活性化による「地域活力の創出」を検討し、都市と地方の地域循環共生圏の新たなモデルの構築を図る。

○所在
横浜市/東北13市町村
（青森県横浜町、岩手県久慈市、二戸市、葛巻町、
普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町）、
福島県会津若松市、郡山市、秋田県八峰町）

○エネルギー
電力供給を開始している４地方公共団体の
発電出力
横浜町 風力発電：32MW
八峰町 風力発電：５MW
軽米町 風力発電：２MW
会津若松市 風力発電16MW

• 地方公共団体連携による再生可能エ
ネルギー供給が実現
– 連携先地方公共団体の再生可能エネ

ルギーのポテンシャルは、横浜市の年間
電力消費量の4倍以上と推計されてい
る。

– 連携により、連携地方公共団体に立地
する発電所からの横浜市への再生可能
エネルギーの供給が開始されている。

 体制等

地域間連携 風力発電

横浜市 東北１３市町村連携協定
締結

・H31年に12市町村でスタート
R２年に1町追加

・連携事項
1)再生可能エネルギーの創出・
導入・利用拡大に関すること

2)脱炭素化の推進を通じた住
民・地域企業主体の相互の地
域活力の創出に関すること

3)再生可能エネルギー及び地域
循環共生圏の構築に係る国等
への政策提言に関すること

＜供給契約事例（公表順＞
⓵横浜町×市内賛同６事業者
②横浜町×市内賛同９事業者
③八峰町×市内賛同６事業者
④軽米町×市内賛同３事業者
⑤会津若松市×市内賛同７事業者

供給スキーム⓵の事例)
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取組事例（概要）

再生可能エネルギーに関する
取組

Fujisawaサスティナブル・スマートタウン 53
余剰再エネ電力の自己託送（オンサイト型PPA） 54
自己託送による太陽光発電余剰電力の有効活用 55
埋没した環境価値の活用・ポイント化 56
風力発電の売電収入の地域還元 57

モビリティを活用した取組
環境配慮型・観光MaaS 58
商業施設における太陽光発電・蓄電池・EVのAI最適制御 59

地域のレジリエンス向上に資
する取組

公共施設のレジリエンス強化(宮城県美里町) 60
公共施設のレジリエンス強化(福島県桑折町) 61

地域新電力に関する取組 卸電力市場価格高騰時の対応 62

地域資源を活用した取組
地域森林資源を活用したバイオマス発電 63
可燃ごみを活用した固形燃料の製造 64

参考：取組事例

個別の再エネ技術等による
取組事例紹介



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

都市のスマート化、エネルギーの⾃産⾃消、レジリエ
ンス強化

• Fujisawa サスティナブル・スマートタウン（Fujisawa SST）
は、パートナー企業と神奈川県藤沢市の官⺠一体型プロ
ジェクトとして、パナソニックの工場跡地を活用して開発さ
れた複合型スマートタウン

• 「生きるエネルギーがうまれる街。」をコンセプトに、全ての
住宅に太陽光・蓄電池を設置し、HEMSやBEMSによるエ
ネルギーマネジメントを実施

• 住宅の太陽光発電の余剰分は蓄電池に一定量貯めた
上で全量売電し、取組への住人の理解を促進

• 非常時には地域電源として設置された「コミュニティソー
ラー」を携帯電話やEV等を充電できるよう解放

事業化済み（2014年3月入居開始）

• スマートコミュニティ構想普及支援事業（経済産業省）
• 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（環境省）
• 住宅・建築物省CO2先導事業（国土交通省）

非公表
(住人に対しては開示)

• Fujisawa SST 協議会
（代表幹事：パナソニック グループ）

再生可能エネルギーに関する取組

HEMSなどによるエネルギーマネジメントに取り組みつつ、
将来的には街全体を対象とした地域エネルギーマネジメントを目指す

Fujisawa サスティナブル・スマートタウン

プロジェクト体制（50音順）

代表幹事

幹事会員

一般会員

アドバイザリ

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果 Fujisawa SST（戸建・商業施設街区） コミュニティソーラー

出所：Fujisawa SST協議会提供 53



事例概要 事業スキーム・体制

レジリエンス強化

• 東京建物は、物流施設において、省エネ化の推進
と再エネの活用によるZEB認証の取得を目指し、環
境配慮型物流施設の開発を推進

• 物流施設7カ所で太陽光発電設備をPPAで設置・
電⼒供給を⾏い、余剰電⼒は東京建物の商業施
設「SMARK伊勢崎」（群馬県）に⾃⼰託送
（TGESと協業）

• 新たに福岡で1施設、オフィスビルへの⾃⼰託送を
2022年10月より開始（⾃然電⼒と協業）

事業化済み（2022年2月1日開始）

ー

2,839t-CO2／年

•東京建物株式会社
•東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社(TGES)
•⾃然電⼒株式会社

オンサイト型PPAを利用して物流施設で太陽光発電電力を自家消費し、
余剰電力を他地域の施設に自己託送することで再エネを有効活用

余剰再エネ電力の自己託送（オンサイト型PPA）
再生可能エネルギーに関する取組

事業者

事業概要

実施状況
（2022年12月現在）

地域課題

補助事業の
利用

CO2
削減効果

物流施設（神奈川）

物流施設（千葉等） 商業施設（群馬）
電⼒系統

自家消費 余剰電力

余剰電力

自家消費

余剰電力の自己託送

PV

PV

T-LOGI習志野（千葉） 屋上太陽光パネル

関東エリア管内

54



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

エネルギーコスト抑制

• 下⽔道施設（沢田前処理場）の敷地内に
太陽光発電設備を導入し、⾃家消費

• 余剰電⼒は、関西電⼒送配電を通じて同市
内にある別の下⽔道施設（松原前処理場）
に⾃⼰託送することで、FITに頼ることなく発電
電⼒全量を管轄施設内で消費

• 本事業により、電気代を従来より数百万円/
年削減

事業化済み（2019年4月稼働開始）

• 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業
（上下⽔道施設・ダム施設の省CO2改修支援事
業）（環境省）

約140t-CO2／年

• 兵庫県たつの市

再生可能エネルギーに関する取組

市内下水道施設に太陽光発電を設置して自家消費し、
余剰電力を他の下水道施設に自己託送することで発電電力全量を消費

自己託送による太陽光発電余剰電力の有効活用

沢田前処理場

PV

松原前処理場

自家消費

余剰電力の自己託送
（関西電力送配電サービス提供）

電力系統

処理場

処理場

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

余剰電力

設置した太陽光パネル パワーコンディショナー

55



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

埋没している環境価値の活用

• グリッドシェアジャパン（伊藤忠商事100%出資）は、
家庭用蓄電池システム「Smart Star 3」のユーザー向けに
環境価値のポイント還元サービスを実施

• スマートメーターで計測された太陽光発電の⾃家消費
電⼒量に応じて、ギフト券や電⼦マネーに交換できる独
⾃のポイントを利用者に付与

• これまで“埋没価値”となっていた家庭で⾃家消費され
た太陽光発電の環境価値は、グリッドシェアジャパンが
まとめてグリーン電⼒証書発⾏事業者へ売却

事業化済み（2021年5月）

ー

• グリッドシェアジャパン株式会社
• 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ

再生可能エネルギーに関する取組

家庭で自家消費された太陽光発電の環境価値を有効活用し、
利用者にポイントで還元するサービスを実施

埋没した環境価値の活用・ポイント化

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

利用者（家庭）

自家消費

環境価値 独⾃
ポイント

ドットマネー

ポイント交換

グリーン電⼒証書
発⾏事業者

環境価値

環境価値
販売収入

￥

ポイントを現金やギフト券、
電⼦マネー等に交換可能

ー

P

P

￥

Smart Star 3の製品イメージ

出所：伊藤忠商事プレスリリース（2021.3.3） 56



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

産業振興等

• 寿都町は1989年に全国の⾃治体で初めて町
営風⼒発電事業を開始、現在は11基の風⼒
発電施設を保有（出⼒合計：約17MW）

• 風⼒発電事業で得られた売電収益は、観光
誘致宣伝事業や密漁対策補助、診療所運
営資金、磯焼け対策など、必要に応じて様々
な形で町⺠に還元

• 昨今は、基金化や学校のICT環境の整備、⼦
育て環境の整備などに活用

事業化済み（2003年12月開始）

• 地域新エネルギー等導入促進事業（NEDO）

17,000t-CO2／年
（但し、FIT売電）

• 北海道寿都町

再生可能エネルギーに関する取組

風力発電事業の売電収益を町の地域･環境・産業施策に活用し、
「山づくり」「海づくり」「まちづくり」で町民に還元

風力発電の売電収入の地域還元

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

産業振興
• 藻場造成事業
• 密漁対策補助
• 観光誘致宣伝事業等

まちづくり
• 診療所運営資金
• 基金積⽴金等

町民還元
• プレミアム商品券
• 学校ICT化事業 等

売電収益￥

風太
風力発電所

寿の都
風力発電所

寿都町

寿都町風力発電施設
出所：寿都町Webサイト 57



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

交通渋滞緩和、地域活性化につながる観光の循
環サイクル構築（周遊観光の振興）

• 「NIKKO MaaS」では、スマートフォン一つで日光地域
における交通系WEBフリーパスや体験コンテンツ、入
場チケット、EV・PHVカーシェアなどが検索・購入・利
用できるワンストップサービスを提供

• 同システムの活用により、日光への観光において、マ
イカーから公共交通への転換と、地域内のエコモビリ
ティの利用を促進し「環境にやさしい観光地づくり」を
推進

• 将来的には、日光地域における脱炭素化の拡充や
他地域への横展開もニーズや採算性をもとに検討

事業化済み（2021年10月）

• 地域の脱炭素交通モデル構築支援事業（⾃動車
CASE活用による脱炭素型地域交通モデル構築支
援事業）（環境省）

589.30t-CO2
（2022年10月までの累計）

• 東武鉄道株式会社
• 株式会社JTB
• 栃木県

モビリティを活用した取組

スマートフォンから交通系WEBフリーパスやEVカーシェアなどが
購入・利用できるワンストップサービスを提供し、環境にやさしい観光地づくりを推進

環境配慮型・観光MaaS

• 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
• 株式会社トヨタレンタリース栃木
• オリックス⾃動車株式会社

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

• ルート検索
• 公共交通・観光商品・
カーシェアの予約・決済

MaaSシステムの構築運用

利用者

交通・観光商品情報提供 データ連携

設置情報
提供

サービス
提供

東武鉄道 充電器設置
・運用

JTBコミュニ
ケーション
デザイン、
栃木県

入場・体験コンテンツ販売

提携
観光施設

提携
体験事業者

JTB

EV・PHV車両設置・
カーシェア運用

EV EV PHV

トヨタレンタリース栃木、
オリックス⾃動車

出所：東武鉄道Webサイト
「NIKKO MaaS」サイト利用イメージ

交通系
デジタルフリーパス販売

バス 鉄道

東武鉄道

58



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

再エネ活用最大化、レジリエンス強化

•伊藤忠とアイ・グリッドは2021年6月より、スーパーマーケッ
ト・ヤオコーの川越的場店・鶴ヶ島店において、EMSを用
いた分散型電源プラットフォーム構築を進め、⾃家消費
太陽光・蓄電池・EVを最適制御する実証実験を実施

• 2022年1月からは、ネットスーパー配送用車両の一部を
EVに置き換えて分散型電源プラットフォームに組み込み、
AIを活用して⾃動制御するEMSの実証実験を⾏い、EV
活用の有効性を検証

• EVは配送時間外はV2H充放電器を通じてプラットフォー
ムに常時接続し、店舗用の蓄電池として活用

実証段階（2021年6月開始）

ー

CO2削減量：93.8t/年
（2021年7月～2022年6月）

• 伊藤忠商事株式会社
• 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ
• 株式会社ヤオコー

モビリティを活用した取組

スーパーの配送用車両をEVに置き換え、
太陽光発電・蓄電池・EVをAIで自動・最適制御

商業施設における太陽光発電・蓄電池・EVのAI最適制御

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

ヤオコー（川越的場店）

AI制御

蓄電池

PV

V2H

電⼒供給

充放電 充放電

⾃家用EV

配送用EV

AI予測による各設備の
⾃動・最適制御

配送スケジュールに
応じた充放電制御

充電

顧客向け
EVパワーステーション蓄電池太陽光パネル

出所：伊藤忠商事プレスリリース（2021.6.4）、伊藤忠商事提供資料 59



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

レジリエンス強化

• 美里町では、避難施設である町営施設3カ所
に太陽光発電設備および蓄電池を整備

• 「令和4年福島県沖を震源とする地震」により
町内全域で約7時間にわたる停電が発生した
際は、日中に太陽光発電より蓄電池に充電し、
蓄電池より電⼒供給を⾏い、円滑に避難者
の受入準備を実施

事業化済み（2020年度稼働開始）

•令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助
金 (地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する⾃⽴
・分散型エネルギー設備等導入推進事業) (環境省)

73.56t-CO2／年

地域のレジリエンス向上に資する取組

避難施設である町営施設に太陽光発電と蓄電池を設置することで、
地震など災害発生時にも安定したエネルギー供給を実現

公共施設のレジリエンス強化

• 宮城県美里町

公募採択

町営施設

委託事業者

導入
コンサルティング・施工

健康福祉センター
さるびあ館

蓄電池PV
駅東地域交流
センター

蓄電池PV
中央コミュニティー

センター

蓄電池PV

国際航業 東北電化工業

美里町

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果 太陽光発電

（健康福祉センターさるびあ館）
蓄電池

（駅東地域交流センター）
出所：株式会社エクソルWebサイト 60



事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

レジリエンス強化

• 桑折町では、災害対策本部となる町役場庁
舎に太陽光発電設備および蓄電池を整備

• 「令和4年福島県沖を震源とする地震」により
町内全域で約3時間の停電が発生した際、蓄
電池より電⼒供給を⾏い、災害対策本部の
機能を維持

• また、町役場へ避難してきた住⺠の受け入れに
必要な照明の確保、携帯電話など充電スポッ
トを提供

事業化済み（2020年度稼働開始）

•令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助
金 (地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する⾃⽴
・分散型エネルギー設備等導入推進事業) (環境省)

11.26t-CO2／年

地域のレジリエンス向上に資する取組

災害対策本部となる町役場庁舎に太陽光発電と蓄電池を設置し、
地震など災害発生時にも安定したエネルギー供給を実現

公共施設のレジリエンス強化

• 福島県桑折町
• 株式会社ACDC

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

公募採択

導入・施工
町営施設

町役場庁舎
蓄電池PV

委託事業者

ACDC

桑折町

町役場へ避難した住民の受入状況
出所：内閣官房Webサイト 61



地域新電力に関する取組

2020年度の卸電力市場価格の高騰時において、
緊急省エネキャンペーンによる電力需要削減分の金額還元を実施

卸電力市場価格高騰時の対応

• 設立：2012年10月
• 出資者：宮城県東松島市（100%）
• 事業内容：①東松島市地域新電⼒事業、②ふるさと納税業務一括代⾏事業、③パークゴルフ場運営事業、

④市⺠住宅管理センター運営事業、⑤定住化促進事業 他

電⼒使用量
（kWh）

2020年1月 2021年1月

需要削減分 × 20円/kWh

還元金額

• 一般社団法人東松島みらいとし機構「HOPE」事業者

法人概要

卸電力市場価格
高騰への対応

• 2020年度冬季の卸電⼒価格高騰時、手作りのチラシを需要家に配布して節電を呼びかけ、前年同月の電力使
用量と比較した削減分に対して20円/kWhを還元する「緊急省エネキャンペーン」を実施し、赤字幅を縮小

• 緊急対応のためシステム改修等の準備時間が取れないこと、体制上人手をかけられないこと等を踏まえてキャンペー
ンの内容を検討

• 前年度にほぼ同じ内容で簡易的なキャンペーンを行った実績があったため、本キャンペーンの企画は1～2日程度で対
応
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事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

地域資源の有効活用

• 2015年4月から発電出⼒約1万kWの「真庭バイオマ
ス発電所」を稼働

• 発電した電⼒は、地元の新電⼒「真庭バイオエネル
ギー」をはじめとした新電⼒にFITで売電しており、真
庭バイオエネルギーはその電⼒を公共施設等に供給

• これまで山林に放置されていた枝葉や、有償処分さ
れていた製材所から出る端材・樹皮といった未利用
材を含めて燃料とし、発電に活用することで、林業の
活性化とエネルギー・経済の循環を実現

事業化済み（2015年4月開始）

• 森林整備加速化・林業再生事業（農林⽔産省）
• 産業団地⽴地補助（岡山県）

ー

• 真庭バイオマス発電株式会社
（銘建工業株式会社、真庭市、真庭木材事業協
同組合など10団体で構成）

地域資源を活用した取組

これまで未利用・産廃処理されていた地域の森林資源を活用した
バイオマス発電を通じて、エネルギーと経済の地域循環を実現

地域森林資源を活用したバイオマス発電

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

山林所有者

￥ 用材代金委託

林業事業体

燃料加工会社

販売 未利用木代金￥

￥燃料代

燃料販売

￥

未利用木代金
（500円/t）木質資源安定

供給協議会

￥燃料代
（証明手数料等
差し引いた分）

真庭
バイオマス発電

原木
市場￥

用木代金

出荷

真庭バイオマス発電所

出所：真庭市Webサイト

間伐材を燃料用チップに破砕

真庭バイオエネルギー
（地域新電⼒）

その他
新電⼒ 真庭市公共施設等

￥
￥

電⼒料金電⼒
料金
￥
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事例概要 事業スキーム・体制

事業者

事業概要

地域課題

補助事業の
利用

地域資源の有効活用、産業界のエネルギー転換

• 2017年4月に、家庭や事業所から出る可燃ごみを発
酵・乾燥させて固形燃料の原料としてリサイクルする日
本初の「トンネルコンポスト方式」の工場である「バイオ
マス資源化センターみとよ」が稼動開始

• 三豊市の可燃ごみ1万t/年を収集し、バイオトンネルで
発酵・乾燥させた後、紙･プラスチックなどを固形燃料
工場へ搬送して固形燃料4,500tを生産

• 供給先として、近隣の大手製紙会社と確約書を締結
しており、製造したごみ由来の固形燃料が石炭の代替
として使用されることでCO2排出量を削減

• 焼却施設の新設が困難な⾃治体などを対象に今後、
日本全国で展開を想定している

事業化済み（2017年4月）

• 平成27-28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等
補助金（廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業、
低炭素型廃棄物処理支援事業）（環境省）

10,171.6 t-CO2
（2021年度実績）

• 株式会社エコマスター
（エビス紙料株式会社と株式会社パブリックの共同出
資）

地域資源を活用した取組

ごみを燃やさず資源化できるトンネルコンポスト方式を導入し、
地域の可燃ごみから固形燃料の原料を製造

可燃ごみを活用した固形燃料の製造

実施状況
（2022年12月現在）

CO2
削減効果

バイオマス資源化センターみとよ

選別

可燃ごみの
破砕混合

バイオトンネル
（発酵乾燥）

異物
（最終処分場）

エコマスター

固形燃料製造

製造工場エビス紙料・
パブリック

供給先(製紙工場等)

施設運営

固形燃料用
原料

燃料製造

燃料販売

発酵物の返送

バイオマス資源化センターみとよ 固形燃料
出所：株式会社エコマスターWebサイト 64


