
表明市区町村 (3,703万人)

北海道 山形県 栃木県 茨城県 千葉県 富山県 岐阜県 兵庫県 佐賀県

　札幌市 　山形市 　鹿沼市 　水戸市 　千葉市 　魚津市 　大垣市 　神戸市 　佐賀市

　石狩市 　米沢市 　大田原市 　土浦市 　成田市 　南砺市 静岡県 　明石市 　武雄市

　ニセコ町 　東根市 　那須塩原市 　古河市 　八千代市 　立山町 　静岡市 奈良県 熊本県

　古平町 　南陽市 　那須烏山市 　結城市 　山武市 石川県 　浜松市 　生駒市 　熊本市

岩手県 　朝日町 　那須町 　下妻市 　野田市 　金沢市 　富士宮市 和歌山県 　菊池市

　久慈市 　高畠町 　那珂川町 　常総市 　我孫子市 　加賀市 　御殿場市 　那智勝浦町 　宇土市

　二戸市 　川西町 群馬県 　高萩市 　浦安市 山梨県 　牧之原市 鳥取県 　宇城市

　葛巻町 　飯豊町 　太田市 　北茨城市 　四街道市 　南アルプス市 愛知県 　北栄町 　阿蘇市

　普代村 　庄内町 　館林市 　取手市 東京都 　北杜市 　岡崎市 　南部町 　合志市

　軽米町 福島県 　藤岡市 　牛久市 　世田谷区 　甲斐市 　半田市 島根県 　美里町

　野田村 　郡山市 　神流町 　鹿嶋市 　葛飾区 　笛吹市 　豊田市 　松江市 　玉東町

　九戸村 　大熊町 　嬬恋村 　潮来市 　多摩市 　上野原市 　大府市 岡山県 　大津町

　洋野町 　浪江町 　みなかみ町 　守谷市 神奈川県 　中央市 　みよし市 　真庭市 　菊陽町

　一戸町 　大泉町 　常陸大宮市 　横浜市 　市川三郷町 三重県 広島県 　高森町

　八幡平市 　那珂市 　川崎市 　富士川町 　志摩市 　広島市 　西原村

　宮古市 　筑西市 　相模原市 　昭和町 　南伊勢町 　尾道市 　南阿蘇村

　坂東市 　鎌倉市 長野県 滋賀県 香川県 　御船町

　桜川市 　小田原市 　小諸市 　湖南市 　高松市 　嘉島町

　つくばみらい市 　三浦市 　佐久市 京都府 　善通寺市 　益城町

　小美玉市 　開成町 　東御市 　京都市 愛媛県 　甲佐町

　茨城町 新潟県 　松本市 　宮津市 　松山市 　山都町

　城里町 　新潟市 　軽井沢町 　京丹後市 福岡県 宮崎県

　東海村 　柏崎市 　池田町 　大山崎町 　北九州市 　串間市

　五霞町 　佐渡市 　立科町 　与謝野町 　福岡市 鹿児島県

　境町 　粟島浦村 　白馬村 大阪府 　大木町 　鹿児島市

埼玉県 　妙高市 　小谷村 　大阪市 長崎県 　知名町

　さいたま市 　十日町市 　南箕輪村 　枚方市 　平戸市

　秩父市 　東大阪市 　五島市

　所沢市 　泉大津市

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体

表明都道府県 (7,670万人)

＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体

 東京都・京都市・横浜市を始めとする208自治体（28都道府県、119市、２特別区、48町、11村）が

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。表明自治体人口約9,045万人※、GDP約410兆円。
※表明自治体人口（各地方公共団体の人口合計）では、都道府県と市区町村の重複を除外して計算しています。 （2021年1月19日時点）
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再生可能エネルギーの地域別導入ポテンシャル

 日本全体では、電力需要の約２倍の再エネポテンシャルが存在。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がある。

 再エネを地域資源として活用することで、エネルギー収支改善等に貢献。今後、再エネの最大限導入に
向けて、地域に貢献する再エネの活用促進が必要。

出所）環境省「令和元年版及び令和２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。

地域内の再エネ供給力がエネルギー需要を
上回り、地域外に再エネを販売できる地域

域内の再エネで地域内のエネルギー需要を
ほぼ自給できる地域

域内の需要が再エネ供給力を上回り、再エネ
を他地域から購入する必要がある地域

再生可能エネルギーの導入ポテンシャル
（市町村別）
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地域の再エネ導入に当たっての課題（地域における合意形成）

 地域住民の懸念等により地域への再エネ導入が停滞している状況が多く見られる。大きな要因として、

 周辺住民等との合意形成を経ない形で再エネが導入されることにより、景観悪化や騒音等の環境トラ
ブルや地滑り等の災害が発生し、又はその懸念があること

 上記の結果、再エネが土地に依存する事業であるにもかかわらず地域に利益が生じていない（地域経
済循環に寄与していない）こと

が挙げられる。

 その結果、再エネ設備の導入を条例で制限する自治体が急増している（2017年度から約３倍）。

出所）名古屋大学大学院 環境学研究科 丸山康司教授（2019年）
講演資料より環境省作成

太陽光発電への反対運動

出所：東京工業大学環境・社会理工学院 錦澤滋雄准教授（2019年）講演資料

出所）認定NPO法人環境エネルギー政策研究所（ISEP）
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地域循環共生圏

○各地域がその特性を生かした強みを発揮
→地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成
→地域の特性に応じて補完し、支え合う

地域循環共生圏

第五次環境基本計画（平成30年4月17日閣議決定）
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脱炭素化の観点から見た地域循環共生圏

※ネットゼロエネルギービル、
ネットゼロエネルギーハウス

エネマネ

省エネ

再エネ

蓄エネ

再エネ 蓄エネ

再エネ省エネ

蓄エネ断熱

＜地域が取り組むメリット・意義＞
 レジリエンス向上
 地域経済への貢献
 その他の地域課題の解決
 他のセクターとの連携
 他の地域との連携・交流
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脱炭素化の取組がもたらす企業・地域のメリット
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３．環境省の支援策について
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環境省による需要サイドの脱炭素化・再エネ等の活用支援

 環境省は、企業や地域など需要サイドの脱炭素化を後押しすることにより、再エネ需要を掘り起こし、再エネ
市場の拡大を図り、再エネ主力電源化へ貢献していく。

 具体的には、①RE100を始めとした脱炭素経営の支援や環境省自身のRE100化、②地域における自立
分散型エネルギーの導入支援、③需給一体型のPPAモデル等の支援、④ZEH・ZEBへの支援、⑤ゼロカー
ボンシティの推進、⑥全国・地域別の再エネ導入ポテンシャル情報システム（REPOS）の提供などの取組を
進めている。

 こうした取組は、脱炭素化に加え、レジリエンス向上や経済活性化など地域課題の同時解決にもつながる。

＜①RE100等の脱炭素経営の支援＞

＜②自立分散型エネルギーの導入支援＞

ZEHイメージ図

CHIBAむつざわエナジーの例
台風15号時にも迅速に電力復旧

＜④ZEH・ZEBの支援＞＜③需給一体型のPPAモデル等の支援＞

サプライチェーン改革・生産拠点の国内投資も踏
まえた脱炭素社会への転換支援事業（令和2
年補正50億円）

事業会社・個人

ＰＰＡ事業者

・再エネ電気を購入

・RE100に活用可能

・長期固定価格

・電気代上昇リスク低減

・電力使用分のみ支払い

電気利用料

パネル設置等

（利用料の低減等に
より需要家が裨益）
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環境省における脱炭素経営の支援プログラム

 パリ協定を契機にESG金融の動きなどと相まって、TCFD, SBT, RE100といった企業の脱炭素経
営の取組が進展。

 環境省では、我が国企業による脱炭素経営の取組を積極的に促進。

気候変動リスク・チャンスを
織り込む経営戦略の支援

TCFDに沿った気候変動に
関連する企業のリスクやチャ
ンスなどを財務情報に落とし
込み、開示を目指す取組を
支援（シナリオ分析実践ガ
イドの策定 +コンサルティン
グ）

企業と投資の対話を支援す
るためESGプラットフォームの
運営 等

野心的な脱炭素経営の
目標設定の支援

SBT認定を目指す企業
を対象に、説明会の開
催や個社別コンサルティ
ングを実施

中小企業に特化した中
長期の削減目標設定や
RE100に関する助言を
実施 等

脱炭素に向けた
実践行動の支援

SBT目標等の達成に向
けた削減行動計画の策
定を支援

脱炭素経営に取り組む
企業と、それを支援する
再エネ関連企業のネット
ワークの運営 等



9

地域の脱炭素化に向けた環境省の施策概要

 地域の脱炭素化を目指す地方公共団体に対し、情報基盤整備、計画等策定支援、設備等導入を一気通貫で支援

 地域における温室効果ガスの大幅削減と、地域経済循環の拡大(地域に裨益する形での再エネ事業の推進）、レジリエ
ンス向上を同時実現

計画立案 合意形成
実施・運営
体制支援

設備等導入

課
題

取

組

フ
ロ
ー

•現状把握や計画策定、再エネ導入に
関する知見・人員の不足

•環境影響や経済効果等の情報不足

•合意形成プロセスの不在

•地域主導の再エ
ネ事業のノウハ
ウ・人材の欠如

•災害時のエネ
ルギー確保

•地域再エネ事業の実施・
運営体制の構築及び人材
育成支援

•地域関係主体の合
意形成支援

•地域脱炭素シナリオ
や再エネ目標の策定
支援

•防災にも資する
自立･分散型エネ
ルギーシステム
導入支援等

支
援
策

ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケージ（補正200億円、 当初204億円）
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ゼロカーボンシティの実現に向けた環境省の施策の内容

• （新）ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業8億円

• （新）再エネの最大限導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でﾚｼﾞﾘｴﾝﾄな

地域社会実現支援事業12億円【3次補正25億円】

• （新）地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設

備等導入推進事業50億円【3次補正55億円】

• PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業50億

円（40億円)【3次補正80億円】

• 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業80億円（80億円）【3次補正40億円】

• 浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業4億円（5億円）



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. 

ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業

事業イメージ

委託事業

気象災害の激甚化や「新たな日常」への移行等を踏まえ、自治体が活用できる気候変動対策に関する基礎情報・ツールを

整備し、地域における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）を促進する 。
※ゼロカーボンシティ：｢2050年までにCO2排出量実質ゼロ｣を表明した自治体（令和2年12月15日現在 192自治体が表明 人口規模約8,986万人）

自治体における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）のための基礎情報を整備・提供します。

【令和3年度予算（案）８００百万円（新規）】

ゼロカーボンシティ実現や再エネ導入のための情報基盤整備

民間事業者・団体／研究機関

令和３年度～令和7年度

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話：03-5521-8235、
地球環境局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室：03-5521-8247

■委託先

現

状

把

握

計

画

策

定

合

意

形

成

地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム
温室効果ガスインベントリ

自治体の政策立案や再エネ導入の円滑な推進に活用

実行計画ガイドライン

自治体の現状の見える化

地域経済循環分析

EADAS

（環境アセスメントデータベース）

地域への再エネ導入等のための合意形成

①自治体の気候変動対策や温室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）支援

ゼロカーボンシティ実現のため、地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム

の整備や地域の温室効果ガスインベントリの提供により、自治体の気候変動対策や温

室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）を支援する。併せて環境省としても自治

体の施策の実施状況を把握する。

②ゼロカーボンシティの実現に向けたシナリオ等検討支援

ゼロカーボン実現に向けた長期目標･シナリオ、具体的対策に関する調査検討や、統

合モデル・シミュレーション開発を通じた経済活動回復と脱炭素化を両立するための

転換シナリオ検討等を踏まえつつ、自治体向けの計画策定ガイドライン等として取り

まとめ、自治体等へフィードバックを行う。

③ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の合意形成等の支援

ゼロカーボンシティ実現のために必要となる地域における徹底した省エネと再エネ

の最大限の導入を促進するため、地域経済循環分析やEADAS（環境アセスメントデー

タベース）等を地元との合意形成ツールとして整備する。

地域におけるゼロカーボンに向け
た計画策定
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