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持続可能な社会に向けたパラダイムシフト
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経済の課題 社会の課題

環境の課題

相互に連関・
複雑化

環境・経済・社会の
統合的向上が求められる！

○温室効果ガスの大幅排出削減
○資源の有効利用
○森林・里地里山の荒廃、野生鳥獣被害
○生物多様性の保全 など

○少子高齢化・人口減少
○働き方改革
○大規模災害への備え など

○地域経済の疲弊
○新興国との国際競争
○AI、IoT等の技術革新への対応

など

ニホンジカによる被害
（環境省HPより）

H29年7月九州北部豪雨
（国交省HPより）

我が国人口の長期的推移
（国交省HPより）

平均地上気温変化分布の変化（H29環境白書より）

商店街の空き店舗率の推移
（中企庁HPより）

人工知能のイメージ（産総研HPより）

我が国が抱える環境・経済・社会の課題
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第五次環境基本計画
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地域循環共生圏
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域内の再エネがエネルギー需要を上回り
、地域外に販売し得る地域
（エネルギー需要の約20倍にも及ぶ
再エネポテンシャル）

【一人あたりGDP 315万円】

域内の再エネでほぼ自給できる地域

【一人あたりGDP 334万円】

再エネを他地域から購入する地域

【一人あたりGDP 681万円】
小

再
エ
ネ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

大

出典：環境省（「平成27年版環境白書」より抜粋）
※再エネポテンシャルからエネルギー消費量を差し引いたもの。実際に導入するには、技術や採算性などの課題があり、導入可能量とは異なる。
※今後の省エネの効果は考慮していない。

再エネポテンシャルと域内一人当たりGDPの関係

 日本全体では、エネルギー需要の1.7倍の再エネポテンシャルが存在。

 2050年80％削減に向けて、再生可能エネルギーのポテンシャルは豊富だがエネルギー需要密
度が低い地方と、エネルギー需要密度が高い都市との連携は不可欠になると考えられる。

 これにより、資金の流れが、「都市→中東」から「都市→地方」にシフト。

再生可能エネルギーの地域別導入ポテンシャル

5



• 都市圏及び市町村単位で、地域の所得（お金）の流れを生産、分配、支出（消費、投
資等）の三面で「見える化」することで、地域経済の全体像と地域からの所得の流出
入を把握することが可能。

• 特に、地域経済の衰退原因は「稼ぐ力」が小さい場合だけでなく、地域からの「所得
の漏れ」に影響されることも多いため、所得の循環構造を把握することが重要。

• この分析によって、「地域に稼ぐ力があるか？」「地域住民の所得がいくらか？」
「地域からどの段階で所得がどの程度漏れているか？」「地域の産業構造は？」「地
域からエネルギー代金の流出はどの程度か？」などの地域の経済の特徴（長所・短
所）を分析することが可能。

• 「内閣官房 まち・ひと・
しごと創生本部」におけ
る地域経済分析システム
（RESAS）にも搭載。
(https://resas.go.jp)

地域経済循環分析（地域の「家計簿」ツール）
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支払い

エネルギー輸入

地域でお金が回る仕組み

収入

エネルギー提供

雇用

日本全体で約20兆円/年＝
5万人の自治体で約75億円/年

食料品, 7.2, 9%

原料品, 5, 6%

鉱物性燃料, 
19.3, 23%

化学製品, 
8.6, 10%

原料別製品, 
7.5, 9%

一般機械, 
7.9, 10%

電気機器, 
12.3, 15%

輸送用機器, 
3.5, 4%

その他, 
11.4, 
14%

財務省貿易統計2018
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～ドイツ・オスナブルック市（20万都市）を例に～

電力事業
販売量： 1,100 GWh/年
契約戸数: 37,113戸
所有配電網全長: 2,323 km

ガス事業
販売量: 2,900 GWh/年
契約戸数: 30,138戸
ガス管全長: 807 km

地域熱供給事業
販売量: 56 GWh/年
契約戸数: 305戸
熱供給管全長: 9 km

上水道事業
販売量: 10,0 Mio. m³/年
契約戸数: 32,339戸
水道管全長: 635 km

公営プール事業
プール数: 3
利用者: 125万人/年

バス交通事業
バス台数: 156台
延べ乗客数: 3600万人/年

下水道事業
下水量: 21,5 Mio. m³/年
処理場数: 3

ホールディング会社

各事業会社

 ホールディング会社の下に、各事業会社が存在。事業会社間の損益は相殺することが会計上可
能。赤字のバス事業を黒字のエネルギー事業で賄う。

 バス事業の存続のために市民はシュタットベルケと電力契約。8割の契約率。
 地域の雇用にも貢献（900人の職員）。
 ドイツでは全国に約900社、ドイツの電力の50％を供給。

ドイツの事例：総合インフラ企業シュタットベルケ

8



■都市と農山漁村の交流・連携

• 都市圏と地方圏がそれぞれの特性を活かして、農林
水産品や生態系サービス、人材や資金などを補い合
いながら、地域を活性化。

都市住民が農村の再エネを購入（世田谷区・川場村）

東京都世田谷区と群馬県川場村は縁組協定を結び古くから
交流。2016年に発電事業に関する連携・協力協定を締結。
川場村の木質バイオマス発電の電力を世田谷区民が購
入。

資料：東京都世田谷区、群馬県川場村

■再生可能エネルギー資源の活用

• 地域の自治体・企業が連携して、再エネ資源等を活
用し、地域にエネルギーを供給することで、地域内経
済循環を拡大し、雇用を創出。

自前の需給管理で地域内のエネルギー活用（米子市）

鳥取県米子市と地元企業5社で地域エネルギー会社「ローカル
エナジー㈱ 」を設立し、地域内の再エネ等を最大限活用。エネ
ルギーの地産地消、新たな資金循環に加え、自前の需給管理
により地域に新たな雇用を創出。

国内で進んでいる取組事例
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発電事業者
（地域資源の活用）

電力小売事業

太陽光発電

風力発電

地域新電力会社

電気の使用者

公共施設

家庭

工場等

電力供給

電気代

電力供給

地域の生活
支援サービス

電気代

地域に合った形に改良

営業利益

地域のための電力供給事業による様々な地域還元

新たな事業開発による

雇用創出と
税収増加

利益を財源とした

地域の生活支援
サービスの充実

エネルギー需給管理による

再エネ導入
可能量拡大

電気代の割引や災害時の電力供
給等による

魅力度向上

バイオマス発電

出典：E-konzal榎原氏

地域新電力（自治体新電力）
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上記のほかにも新電力は583事業者（令和元年7月1日現在）が存在。また、特定送配電事業も兼ねる事業者は計26事業者（令和元年7月1日現在）が存在。

No. 自治体新電力所在地 自治体新電力名称 資本金 うち自治体 主な共同出資者 設立時期
1 東京都 東京23区 東京エコサービス 2億円 59.8%東京ガス ※既存法人
2 群馬県 中之条町 中之条電力（中之条パワー） 300万円 60%V-Power 2013年8月
3 大阪府 泉佐野市 泉佐野電力 300万円 33.3%パワーシェアリング 2015年
4 宮城県 東松島市 東松島みらいとし機構 不明 不明- ※既存法人
5 福岡県 みやま市 みやまスマートエネルギー 2,000万円 55%筑邦銀行、九州SC 2015年4月
6 鳥取県 鳥取市 とっとり市民電力 2,000万円 10%鳥取ガス 2015年8月
7 山形県 - やまがた新電力 7,000万円 33%山形パナソニック、山形銀行、NTTファシほか 2015年9月
8 静岡県 浜松市 浜松新電力 6,000万円 8.3%遠州鉄道、NECキャピタル、NTTファシほか 2015年10月
9 鹿児島県 日置市 ひおき地域エネルギー 240万円 4%太陽ガス、鹿児島銀行ほか 2015年11月
10 福岡県 北九州市 北九州パワー 1億円 24%安川電機、富士電機、福岡銀行ほか 2015年12月
11 鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野電力 1,000万円 51%パスポート、鹿児島銀行、鹿児島信用金庫ほか 2016年2月
12 鳥取県 米子市 ローカルエナジー 9,000万円 10%中海テレビ放送、山陰酸素工業 2016年4月
13 滋賀県 湖南市 こなんウルトラパワー 900万円 37%パシフィックパワー、滋賀銀行ほか 2016年5月
14 鳥取県 南部町 南部だんだんエナジー 970万円 41%パシフィックパワー、美保グループ３社 2016年5月
15 千葉県 睦沢町 CHIBAむつざわエナジー 900万円 56%パシフィックパワー、千葉銀行ほか 2016年6月
16 島根県 奥出雲町 奥出雲電力 2,300万円 87%パシフィックパワー 2016年6月
17 千葉県 香取市、成田市 成田香取エネルギー 950万円 各40％洸陽電機 2016年7月
18 熊本県 小国町 ネイチャーエナジー小国 900万円 38%パシフィックパワー、熊本銀行、肥後銀行ほか 2016年8月
19 福島県 相馬市 そうまIグリッド合同会社 990万円 10%パシフィックパワー、IHI 2017年3月
20 岩手県 久慈市 久慈地域エネルギー 1,000万円 不明久慈商工会議所ほか 2017年1月
21 鹿児島県 肝付町 おおすみ半島スマートエネルギー 500万円 67%みやまパワーHD 2017年1月
22 静岡県 磐田市 スマートエナジー磐田 1億円 5%JFEエンジニアリング、磐田信用金庫 2017年4月
23 福岡県 田川市 Cocoテラスたがわ 910万円 27%パシフィックパワー、NECｷｬﾋﾟﾀﾙ、田川信金ほか 2017年6月
24 奈良県 生駒市 いこま市民パワー 1,500万円 51%大阪ガス、生駒商工会議所、南都銀行ほか 2017年7月
25 三重県 松阪市 松阪新電力 880万円 51.1%東邦ガス、第三銀行、三重信用金庫 2017年11月
26 大分県 豊後大野市 ぶんごおおのエナジー 2,000万円 55%デンケン、大分銀行、県信用組合、豊和銀行 2017年11月
27 京都府 亀岡市 亀岡ふるさとエナジー 800万円 50%パシフィックパワー、亀岡商工会議所ほか 2018年1月
28 宮城県 加美町 かみでん里山公社 900万円 66.70%パシフィックパワー 2018年4月
29 埼玉県 深谷市 ふかやeパワー 2,000万円 55%みやまパワーHD、深谷商工会議所、ふかや市商工会、埼玉りそな銀行 2018年4月
30 埼玉県 秩父市 秩父新電力 2,000万円 80～90%みやまパワーHD 2018年4月
31 千葉県 銚子市 銚子新電力 999万円 55%Looop、エックス都市研究所、銚子信用金庫、銚子商工信用組合 2018年5月
32 埼玉県 所沢市 ところざわ未来電力 1,000万円 51%JFEエンジニアリング、飯能信用金庫、所沢商工会議所 2018年5月
33 長野県 伊那市 丸紅伊那みらいでんき 5,000万円 10%丸紅株式会社 2018年6月
34 群馬県 太田市 おおた電力 500万円 60%V-Power、太田都市ガス 2015年3月
35 大分県 由布市 新電力おおいた 2,000万円 0.25%(株)大分銀行 (株)豊和銀行ほか 2015年8月
36 北海道 上士幌町 かみしほろ電力 840万円 60%(株)北海道ガス、(株)ＣＭＣ、(株)北海道宝島旅行社、帯広信用金庫ほか 2018年5月
37 長野県 飯田市 飯田まちづくり電力株式会社 1,000万円 不明おひさま進歩エネルギー、飯田ケーブルテレビ、飯田まちづくりカンパニーほか 2018年3月
38 長野県 小布施町 ながの電力 1,000万円 1%(株)自然電力、Goolight（CATV)、 2018年8月
39 石川県 加賀市 加賀総合サービス 5,000万円 100%- 2019年4月
40 熊本県 熊本市 スマートエナジー熊本 1億円 5%JFEエンジ 2018年11月
41 新潟県 新潟市 新潟スワンエナジー 5,000万円 10%JFEエンジ、第四銀行 2019年11月

自治体出資のある地域新電力の事例（2019年7月時点）
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自立分散型エネルギーシステムのイメージ
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横浜市・東北12市町村の連携事例①
エネルギー×地域ビジネス×イノベ×食
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横浜市・東北12市町村の連携事例②
エネルギー×地域ビジネス×イノベ×食
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業（一部 総務省・経済産業省・国土交通省 連携事業）

事業イメージ

委託事業 ／ 間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

（１）脱炭素型地域づくりモデル形成事業

① 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業（FS・地域協議会支援）

② 脱炭素型地域づくりに向けた地域のネットワーク構築事業

（２）地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築支援事業

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業

② 地域の再エネ自給率向上を図る自立・分散型地域エネルギーシステム構築支援事業

③ 配電網の地中化による再エネの推進と防災能力の向上支援事業

（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

① 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

② グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業

③ 交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業

• 地域循環共生圏の構築に資する取組の実現の蓋然性を高めるとともに、地域の実施体制の構築を行う。

• 地域の自立・分散型エネルギーシステムや脱炭素交通モデル構築に向けた事業を支援し、将来的な地域循環共生圏の

構築を目指す。

2050年温室効果ガス総排出量80%削減の実現に向けた、地域循環共生圏の構築を目指します。

【令和２年度要求額 9,650百万円（6,000百万円）】

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339/55 大臣官房総合環境政策統括官グループ環境計画課ほか:03-5521-8233

水・大気環境局自動車環境対策課：03-5521-8303

■委託先及び補助対象

再エネ等の
地域資源の活用による
脱炭素型地域づくり

＝経済・社会の課題にも対応

再エネ拡大・買取期
間終了後の再エネ由
来電力の活用／資源
生産性向上に係る事
業の実現可能性調査

協議会・情報
発信を通じた
地域の合意形
成・理解醸成

地方公共団体 国

取組の
評価・
全国展開

自立・分散型地域エネルギーシステム
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R1地域の多様な課題に応える脱炭
素型地域づくりモデル形成事業

令和元年度地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業における採択自治体をマッピングしたもの（新規・継続）

①１号事業（再エネFS） ２９事業
②２号事業（循環資源FS）２０事業
③３号事業（地域協議会） １７事業

計６６事業・５１団体

【北海道】（6事業・４団体）
①士別市（太陽光・風力・水力）
①石狩市（太陽光・風力・

木質バイオマス・雪氷）
①八雲町（主にバイオガス）
①興部町（主にバイオガス）
③士別市
③興部町

【福島県】（７事業・５団体）
①郡山市（廃棄物発電・太陽光）
①喜多方市（バイオガス）
①二本松市（太陽光・木質バイオマス）
①新地町（風力）
③二本松市
③三島町
③新地町

【秋田県】（１事業・１団体）
②大潟村（稲わらのバイオガス化）

【山梨県】（１事業・１団体）
①甲斐市（木質バイオマス）

【長野県】（１事業・１団体）
①飯田市（太陽光）

【熊本県】（２事業・２団体）
①小国町（地熱）
①山江村（太陽光・水力）

【群馬県】（１事業・１団体）
①上野村（木質バイオマス・太陽光）

【東京都】（１事業・１団体）
②府中市（剪定枝の活用）

【新潟県】（１事業・１団体）
①新潟市（太陽光）

【鹿児島県】（３事業・３団体）
②志布志市（使用済紙おむつ再資源化施設から発生する

廃プラスチックの固形燃料化）
②大崎町（し尿処理施設におけるメタン発酵）
③肝付町

【大分県】（１事業・１団体）
②国東市（農業残稈の堆肥化）

【滋賀県】（１事業・１団体）
①湖南市（太陽光、バイオガス、木質バイオマス）

【岩手県】（３事業・２団体）
①陸前高田市（木質バイオマス・バイオガス）
③陸前高田市
③久慈市

【神奈川県】（３事業・３団体）
①逗子市（主に太陽光）
②川崎市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②秦野市（里地里山の木質バイオマスの活用）

【富山県】（１事業・１団体）
①富山市

（太陽光、小水力、地中熱 他）

【山口県】（２事業・２団体）
①宇部市（太陽光、風力）
①美弥市（木質バイオマス）

【福岡県】（４事業・２団体）
②福岡県（業務用冷蔵冷凍庫のリファービッシュ）
②北九州市（IoTを活用した収集運搬の効率化）
②北九州市（小型二次電池のリサイクル拠点化）
③北九州市

【栃木県】（１事業・１団体）
①宇都宮市（太陽光）

【兵庫県】（２事業・２団体）
②宝塚市（家畜糞尿を活用した

バイオガス発電）
②西脇市（廃棄物、バイオマス資源の

エネルギー化）

【長崎県】（５事業・３団体）
①対馬市（木質バイオマス）
②長崎県（液肥の活用）
②壱岐市（木質バイオマスの燃料利用）
③対馬市
③壱岐市

【佐賀県】（３事業・２団体）
①唐津市（太陽光）
③唐津市
③佐賀市

【山形県】（３事業・２団体）
①長井市（太陽光・水力）
②飯豊町（家畜糞尿のバイオガス化）
③長井市

【奈良県】（２事業・１団体）
①生駒市（太陽光）
②生駒市（資源回収ステーションを

中心とした地域づくり）

【沖縄県】（６事業・３団体）
①宮古島市（風力）
②名護市（家畜糞尿や食品残渣のバイオガス化、

消化液の堆肥化）
②竹富町（生ごみの広域処理）
③名護市
③竹富町

【千葉県】（２事業・１団体）
①山武市（木質バイオマス、太陽光）
③山武市

【福井県】（１事業・１団体）
①坂井市（木質バイオマス）

【石川県】（１事業・１団体）
①加賀市（小水力、風力、

太陽光、廃棄物発電）

【宮城県】（１事業・１団体）
②仙台市（食品ロス削減に向けた

フードドライブの活用）

【岡山県】（１事業・１団体）
②真庭市（可燃ごみ50％削減のための

組成調査、収集運搬の効率化）

17



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業費

事業イメージ

共同実施／請負事業

「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）では、地域の活力を最大

限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱した。これを受け、地

域循環共生圏づくりプラットフォームを構築し、①～④の業務を行う。

①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の

核となるステークホルダーの組織化や、事業計画策定に向けた構想の具体化

などの環境整備を推進する。

②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定するにあたっ

て、

必要な支援を行う専門家のチームを形成し派遣する。

③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治体に対して

フィードバックすることにより、取組の充実を促す。

④都市部のライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動（シンポジウム

の開催、国内外への発信）等を実施することにより、取組の横展開を図る。

① 地域循環共生圏創造に向けた環境整備

② 地域循環共生圏創造支援チーム形成

③ 総合的分析による方策検討・指針の作成等

④ 戦略的な広報活動

地域循環共生圏の創造を強力に推進するため、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築します。

【令和２年度要求額 500百万円（500百万円）】

地方公共団体／民間事業者・団体

令和元年度～令和５年度（予定）

環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8328

■共同実施先・請負先

地域循環共生圏

民間団体
地域循環共生圏づくり
プラットフォーム

地域
・

自治体

事業スキーム

環境省

NPO/NGO 等経営の専門団体 …

請負 支援

派遣指示登録

【参考】
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R1地域循環共生圏づくりプラット
フォームの構築に向けた地域循環
共生圏の創造に取り組む活動団体
の選定団体（計３５団体）

【北海道】
・長沼町（北海道夕張群長沼町）

【宮城県】
・一般社団法人 Reborn-Art Festival
（宮城県石巻市）
・一般社団法人 サスティナビリティセンター
（宮城県本吉郡南三陸町）

【静岡県】
・浜松市（静岡県浜松市）
・伊豆半島ジオパーク推進協議会
（静岡県伊豆半島15市町（沼津市、熱海市、三島市、
伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡函南町、
駿東郡長泉町、清水町））
・富士宮市（静岡県富士宮市）
・裾野市深良地区まちづくりコンソーシアム（静岡県裾野市）

【長野県】
・根羽村
（長野県下伊那郡根羽村）
・一般社団法人 スマート・テ
ロワール協会
（長野県上高井郡小布施町）

【熊本県】
・小国町〈熊本県〉
（熊本県阿蘇郡小国町）
・熊本県、南阿蘇村
（熊本県阿蘇郡南阿蘇村）

【岡山県】
・真庭市（岡山県真庭市）
・エーゼロ 株式会社
（岡山県英田郡西粟倉村）

【鹿児島県】
・奄美市（鹿児島県奄美市）
・徳之島地区自然保護協議会
（鹿児島県大島郡徳之島町）

【徳島県】
・コウノトリ定着推
進連絡協議会
（徳島県徳島市）

【大阪府】
・環境アニメイティッドやお
（大阪府八尾市）

【滋賀県】
・認定特定非営利活動法人 まちづくりネット
東近江〈東近江市環境円卓会議事務局〉
（滋賀県東近江市）

【岩手県】
・特定非営利活動法人仕事人倶楽部
（岩手県北岩手９市町村(久慈市、二戸市、

九戸郡軽米町、洋野町、九戸村、野田村、二
戸郡一戸町、岩手郡葛巻町、下閉伊郡普代
村））

【神奈川県】
・小田原市（神奈川県小田原市）

【富山県】
・国立大学法人 富山大学
（富山県富山市）

【島根県】
・AMAホールディングス株式会社
（島根県隠岐郡海士町）

【福岡県】
・宗像国際環境会議実行委員会
（福岡県宗像市）
・一般社団法人 九州循環共生協議会
（福岡県朝倉市）

【三重県】
・おわせSEAモデル協議会
（三重県尾鷲市）

【京都府】
・亀岡市
（京都府亀岡市）

【兵庫県】
・公益財団法人 地球環境
戦略研究機関〈IGES〉
（兵庫県宝塚市、川西市、
川辺郡猪名川町）

【佐賀県】
・鹿島市ラムサール条約推進協議会
（佐賀県鹿島市）

【和歌山県】
・みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会
（和歌山県田辺市、日高郡みなべ町）
・那智勝浦町（和歌山県東牟婁郡那智勝浦町）

【福島県】
・会津森林活用機構 株式会社、
会津地域森林資源活用事業推進協議会
（福島県会津地域13市町村（喜多方市、会津若松市、
耶麻郡西会津町、磐梯町、猪苗代町、北塩原村、
河沼郡会津坂下町、柳津町、湯川村、大沼郡三島町、
金山町、会津美里町、昭和村））

【奈良県】
・奈良市（奈良県奈良市）

【沖縄県】
・宮古島市（沖縄県宮古島市）
・国頭村（沖縄県国頭郡国頭村）

【石川県】
・七尾街づくりセンター株式会社
（石川県七尾市）
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地域循環共生圏づくりプラットフォームのイメージ
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