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1.国地方脱炭素実現会議

１．国地方脱炭素実現会議

○国と地方が協働・共創して2050年までのカーボンニュートラルを実現するため、特に地域の取組と国民のライ
フスタイルに密接に関わる分野を中心に、国民・生活者目線での実現に向けたロードマップ、及び、それを実現
するための国と地方による具体的な方策について議論する場として、「国・地方脱炭素実現会議」を開催。
○令和２年12月25日の第１回では、ロードマップの趣旨・目的と各省・地方公共団体の取組を元に議論。関
係各方面からのヒアリングを通じて、ロードマップの具体化とその実現の方策について検討を行い、令和３年４
月20日の第２回では、ロードマップの骨子案を議論。
○令和３年６月９日の第３回において、「地域脱炭素ロードマップ」を決定。

●構成メンバー
＜政府＞ 内閣官房長官（議長）、 環境大臣（副議長）、
総務大臣（同）、内閣府特命担当大臣（地方創生）、
農林水産大臣、経済産業大臣、 国土交通大臣

＜地方自治体＞ 長野県知事、軽米町長、横浜市長、
津南町長、大野市長、壱岐市長

●開催経緯
第１回 令和２年12月25日 ロードマップの趣旨・目的と各

省・地方自治体の取組
第２回 令和３年４月20日 ロードマップ骨子案
第３回 令和３年６月９日 ロードマップ決定。
※そのほか、自治体・企業等からのヒアリング（４回）や関係

団体との意見交換等を実施。
●内閣官房HP（会議資料・議事録等掲載）：
国・地方脱炭素実現会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/

第3回 国・地方脱炭素実現会議（令和3年6月9日）(出典：首相官邸HP）



2.地域脱炭素ロードマップ

地域脱炭素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への移行戦略～

地域脱炭素は、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献
① 一人一人が主体となって、今ある技術で取り組める
② 再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現できる
③ 地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる

経済・雇用
再エネ・自然資源
地産地消

快適・利便
断熱・気密向上
公共交通

循環経済
生産性向上
資源活用

我が国は、限られた国土を賢く活用し、面積当たりの太
陽光発電を世界一まで拡大してきた。他方で、再エネを
めぐる現下の情勢は、課題が山積（コスト・適地確保・
環境共生など）。国を挙げてこの課題を乗り越え、地域
の豊富な再エネポテンシャルを有効利用していく

一方、環境省の試算によると、約9割の市町村で、エネル
ギー代金の域内外収支は、域外支出が上回っている
(2015年度)

豊富な再エネポテンシャルを有効活用することで、地域内
で経済を循環させることが重要

防災・減災
非常時のエネル
ギー源確保
生態系の保全



2.地域脱炭素ロードマップ

地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像

今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極支援
①2030年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」をつくる
②全国で、重点対策を実行（自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など）
３つの基盤的施策（①継続的・包括的支援、②ライフスタイルイノベーション、③制度改革）を実施
モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成（脱炭素ドミノ）

2020 2030 20502025
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①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施
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2050年を
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「みどりの食料システム戦略」「国土交通グリーンチャレンジ」「2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等
の政策プログラムと連携して実施する



３．地域脱炭素ロードマップ実現のための支援

（１）地域の実施体制構築と国の積極支援



３．地域脱炭素ロードマップ実現のための支援

（２）東北地方での脱炭素支援の体制（案）

脱炭素先行地域

①ゼロカーボンシティ宣言など※１

②脱炭素先行地域への応募を
検討している団体

③脱炭素先行地域の候補地
相談

情報提供・助言
伴走支援

※１：「みどりの食料システム戦略」、「国土交通グリーンチャレンジ」、「2050年カーボ
ンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等に関連する団体など。

※２：採択されなかった案件に対しても、今後の採択に向け、地方支部分局が連携
して助言。

応募※２

国の機関等の取組

地方支分部局は、地方環境事務所を中心に水平連携し、各地域からの案件形成に関する相談に対し、
情報提供・助言。
脱炭素先行地域への支援状況等は、エネルギー・温暖化対策会議の枠組みを活用し、管内関係機関
に対しても適宜共有。

地方公共団体等の取組

検
討
の
流
れ



4.ゼロカーボンシティの状況

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明の東北地方の自治体 2021年11月30日時点

北海道 宮城県 茨城県 栃木県 埼玉県 東京都 新潟県 山梨県 長野県 愛知県 大阪府 鳥取県 徳島県 熊本県

 古平町  気仙沼市  水戸市  那須塩原市  秩父市  葛飾区  佐渡市  南アルプス市  白馬村  豊田市  枚方市  北栄町  阿南市  熊本市

 札幌市  富谷市  土浦市  大田原市  さいたま市  多摩市  粟島浦村  甲斐市  池田町  みよし市  東大阪市  南部町  北島町  菊池市

 ニセコ町  美里町  古河市  那須烏山市  所沢市  世田谷区  妙高市  笛吹市  小谷村  半田市  泉大津市  米子市 香川県  宇土市

 石狩市  仙台市  結城市  那須町  深谷市  豊島区  十日町市  上野原市  軽井沢町  岡崎市  大阪市  鳥取市  善通寺市  宇城市

 稚内市  岩沼市  常総市  那珂川町  小川町  武蔵野市  新潟市  中央市  立科町  大府市  阪南市  境港市  高松市  阿蘇市

 釧路市  名取市  高萩市  鹿沼市  飯能市  調布市  柏崎市  市川三郷町  南箕輪村  田原市  豊中市  日南町  東かがわ市  合志市

 厚岸町 秋田県  北茨城市  宇都宮市  狭山市  足立区  津南町  富士川町  佐久市  武豊町  吹田市 島根県  丸亀市  美里町

 喜茂別町  大館市  牛久市 群馬県  入間市  国立市  村上市  昭和町  小諸市  犬山市  高石市  松江市  坂出市  玉東町

 鹿追町  大潟村  鹿嶋市  太田市  日高市  港区  新発田市  北杜市  東御市  蒲郡市  能勢町  邑南町  宇多津町  大津町

 羅臼町 山形県  潮来市  藤岡市  春日部市  狛江市  胎内市  甲府市  松本市  小牧市  河内長野市  美郷町 愛媛県  菊陽町

 富良野市  東根市  守谷市  神流町  久喜市  中央区  小千谷市  富士吉田市  上田市  春日井市  堺市  出雲市  松山市  高森町

 当別町  米沢市  常陸大宮市  みなかみ町  越谷市  新宿区 富山県  都留市  高森町  常滑市  八尾市 岡山県  新居浜市  西原村

 小樽市  山形市  那珂市  大泉町  草加市  荒川区  魚津市  山梨市  伊那市  知多市  和泉市  真庭市 高知県  南阿蘇村

 紋別市  朝日町  筑西市  館林市  三郷市  北区  南砺市  大月市  飯田市  稲沢市  熊取町  岡山市  四万十市  御船町

 苫小牧市  高畠町  坂東市  嬬恋村  吉川市  江東区  立山町  韮崎市 岐阜県  豊橋市  岸和田市  津山市  宿毛市  嘉島町

 足寄町  庄内町  桜川市  上野村  八潮市  墨田区  富山市  甲州市  大垣市 三重県  太子町  玉野市  南国市  益城町

 更別村  飯豊町  つくばみらい市  千代田町  松伏町  利島村 石川県  早川町  郡上市  志摩市  泉佐野市  総社市  高知市  甲佐町

 清水町  南陽市  小美玉市  前橋市  川越市  中野区  加賀市  身延町  羽島市  南伊勢町 兵庫県  備前市  黒潮町  山都町

 沼田町  川西町  茨城町  本庄市  杉並区  金沢市  南部町  中津川市  桑名市  明石市  瀬戸内市  本山町  荒尾市

 旭川市  鶴岡市  城里町  美里町  千代田区  白山市  道志村 静岡県  多気町  神戸市  赤磐市 福岡県  球磨村

 室蘭市  尾花沢市  東海村  上尾市  府中市  小松市  西桂町  御殿場市  明和町  西宮市  和気町  大木町 大分県

 名寄市  白鷹町  五霞町  鴻巣市 神奈川県 福井県  忍野村  浜松市  大台町  姫路市  早島町  福岡市  大分市

青森県 福島県  境町  桶川市  横浜市  坂井市  山中湖村  静岡市  大紀町  加西市  久米南町  北九州市  宇佐市

 八戸市  郡山市  取手市 千葉県  小田原市  福井市  鳴沢村  牧之原市  紀北町  豊岡市  美咲町  久留米市  日田市

 七戸町  大熊町  下妻市  山武市  鎌倉市  大野市  富士河口湖町  富士宮市  度会町  芦屋市  吉備中央町  大野城市 宮崎県

 つがる市  浪江町  ひたちなか市  野田市  川崎市  鯖江市  小菅村  御前崎市 滋賀県  三田市  倉敷市  鞍手町  串間市

 深浦町  福島市  笠間市  我孫子市  開成町  敦賀市  丹波山村  藤枝市  湖南市  尼崎市  奈義町  小竹町  宮崎市

 佐井村  広野町  浦安市  三浦市  越前市  焼津市  近江八幡市  宝塚市  西粟倉村  太宰府市  都農町

岩手県  楢葉町  四街道市  相模原市  伊豆の国市 京都府  高砂市 広島県  みやま市  五ヶ瀬町

 久慈市  本宮市  千葉市  横須賀市  島田市  京都市  淡路市  尾道市  篠栗町 鹿児島県

 二戸市  喜多方市  成田市  藤沢市  富士市  与謝野町 奈良県  広島市  宗像市  鹿児島市

 葛巻町  白河市  八千代市  厚木市  磐田市  宮津市  生駒市  大崎上島町  古賀市  知名町

 普代村  木更津市  秦野市  湖西市  大山崎町  天理市 山口県 佐賀県  指宿市

 軽米町  銚子市  葉山町  裾野市  京丹後市  三郷町  下関市  武雄市  薩摩川内市

 野田村  船橋市  茅ヶ崎市  京田辺市  田原本町  佐賀市  瀬戸内町

 九戸村  佐倉市  寒川町  亀岡市 和歌山県 長崎県  肝付町

 洋野町  館山市  真鶴町  福知山市  那智勝浦町  平戸市  南大隅町

 一戸町  南房総市  松田町  綾部市  日高川町  五島市  錦江町

 八幡平市  君津市  伊勢原市  城陽市  長崎市  阿久根市

 宮古市  長与町  長島町

 一関市  時津町  日置市

 紫波町  西海市 沖縄県

 釜石市  久米島町

 竹富町

 沖縄市

表明都道府県（1億72万人） 表明市区町村（6,843万人）

：都道府県表明済
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7883万人
166自治体

1億1,227万人
492自治体

1956万人
4自治体

自治体人口・数の推移

＊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、市区町村の表明のない都道府県名は省略

東京都・京都市・横浜市を始めとする492自治体（40都道府県、295市、14特別区、119町、24村）が
「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。表明自治体総人口約1億1,227万人※。

※表明自治体総人口（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。



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. 事業イメージ

交付金（交付率３／４～１／２等）

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対し複数年度にわたり継続的かつ包

括的に交付金により支援します。

１．脱炭素先行地域への支援

（交付要件）

脱炭素先行地域内の民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成 等

（事業メニュー）

再エネ等設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備（蓄電

池、自営線等）や省CO2等設備の導入、これらと一体となってその効果を高めるため

に実施するソフト事業を対象。

２．重点対策に取り組む地域への支援

（交付要件）

地域脱炭素ロードマップに基づく重点対策を先進的※に実施
※ 先進的の例：国基準や国目標を上回るレベルの対策、複数の重点対策の組み合わせ 等

我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する目標の実現に向けて、再生可能

エネルギーの主力電源化が求められている。本事業は、「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決定）に基づき、脱

炭素事業に意欲的に取り組む地方自治体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームとして交付金を設け、改正地球温暖化対策推進法と一体

となって、集中的・重点的に支援するため、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取

組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行し、合わせて、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを目的とする。

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により支援します。

【令和４年度要求額 20,000百万円（新規） 】

地方公共団体等

令和４年度～令和１２年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進総括官グループ地域脱炭素事業推進調整官室 電話：03-5521-8233

■交付対象

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施
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快適・利便

断熱・気密向上
公共交通

循環経済

生産性向上
資源活用

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を向
上させる地方創生へ

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2030年度までに
実行

（参考）「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 ～事業概要～



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. 事業イメージ

(1)間接補助（定率）, (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、2030年度46%削減目標の達成と2050年脱炭素社会の実現に貢献するため、改正地球

温暖化対策推進法と一体となって、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献する取組として実施するこ

とが求められている。地域に根ざした再エネ導入には、地方公共団体が地域の関係者と連携して、地域に適した再エネ設備導入

の計画、住民との合意形成、再エネ需要の確保、持続的な事業運営など多様な課題の解決に取り組むことが不可欠であり、その

支援を全国的・集中的に行う必要がある。

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します。

【令和３年度補正予算（案）1,650百万円】

(1)①②地方公共団体、③地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）
(2)地方公共団体, 民間事業者・団体等(3)民間事業者・団体等

令和３年度

環境省大臣官房 環境計画課 電話：03-5521-8234、環境影響評価課 電話： 03-5521-8235

■補助対象

地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・合意形成に関する戦略策定、官民連携
で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築、地域の脱炭素化実装に向けた支援を行う。
（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援

①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援
②円滑な再エネ導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
③公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援

（２）官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域再エネ導入目標に基づき、地域再エネ事業を実施・運営するため官民連携で行う事業
スキーム（電源調達～送配電～売電、需給バランス調整等）の検討から、体制構築（地域
新電力等の設立）、事業性確認のための現地調査を支援

（３）太陽光発電設備等設置に係る第三者所有モデル活用促進支援事業
太陽光発電設備等の設置促進にあたり、地域特性に応じて必要となる調査等を実施すると
ともに、得られた情報を整理し、第三者所有モデル活用など太陽光発電設備等の設置促進
方策についてガイド等として取りまとめることで、全国各地・自治体への普及展開を図る。

（３）太陽光発電設備等設置に係る第三者所有モデル活用促進支援事業

2050年カーボンニュートラルの実現

（１）地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援
①2050年を見据えた地域再エネ導入目標策定支援 （１）②円滑な再エネ導

入のための促進エリア設
定等に向けたゾーニング
等の合意形成支援

（１）③公共施設等へ
の太陽光発電設備等の
導入調査支援

（２）官民連携で行
う地域再エネ事業の
実施・運営体制構築
支援

（参考）地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業


