
ゼロカーボンシティと脱炭素化イノベーション

環境省 脱炭素化イノベーション研究調査室長

中島 恵理



「気候危機」と「コロナ」と２つの危機に直面

▲令和元年東日本台風による被害の様子
＜長野県長野市千曲川＞

国内外で深刻な気象災害が多発、更に気象災害のリスクが高まる
６月１２日、環境省として「気候危機宣言」を実施。
新型コロナウイルスによる世界中の経済社会、健康等に甚大な影響
菅総理が臨時国会の所信で2050年までにカーボンニュートラル実現を目指すこ
とを宣言

▲2019-nCoVの電子顕微鏡写真（資料：国立感染症研究所）



三．グリーン社会の実現

菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限
注力してまいります。

我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年
カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。

もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うこと
が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要で
す。

鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションで
す。実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を総動員し、グ
リーン投資の更なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う
新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。環境関連分野のデジタル化により、効率
的、効果的にグリーン化を進めていきます。世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環
を作り出してまいります。

省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力
政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続けてきた石炭火力発電に
対する政策を抜本的に転換します。

第203回国会における菅内閣総理大臣所信
表明演説（令和2年10月26日）（抄）

第203回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説（令和2年10月26日）（抄）



2050年カーボンニュートラルに向けた取組について議論が行われ、菅総理は、議論を踏ま
え、次のように発言。

「2050年カーボンニュートラルへの挑戦は、日本の新たな成長戦略です。この挑戦を産業
構造や経済社会の発展につなげ、経済と環境の好循環を生み出していきたいと思います。

梶山大臣には、成長戦略策定の中心となって、厳しい課題でありますが、世界市場獲得の
可能性のあるエネルギー・産業分野の変革という大きな課題を背負っていただきたいと思いま
す。

小泉大臣には、新たな地域の創造や国民のライフスタイルの転換など、カーボンニュート
ラルへの需要を創出する経済社会の変革や、国際的な発信に取り組んでいただきたいと思いま
す。

各閣僚には、それぞれの所掌分野の排出削減策、脱炭素技術の開発や実装、グリーンファ
イナンス促進、関連規制の改革などを検討いただきたいと思います。そして世界をリードする
外交も進めていただきたいと思います。

このような課題について、成長戦略会議や、国と地方で検討する新たな場、こうしたとこ
ろにおいて議論を重ね、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、パリ協定に基づく長期戦
略の見直しを加速していただきたいと思います。

全閣僚一丸となって取り組んでいただきますようお願いします。」

地球温暖化対策推進本部における菅内閣総理大臣指示（令和2年10月30日）
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（出典）「2019年度の温室効果ガス排出量（速報値）」
及び「地球温暖化対策計画」から作成
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排出量
（億トンCO2換算）

2030年度
2013年度比

26%減
（10.42億トン）

2019年度（速報値）

12.13億トン
〈2013年度比14.0％減〉

今世紀後半の
できるだけ早期に

「脱炭素社会」
(実質排出ゼロ)を実現

・約束草案（NDC）（平成27年7月17日地球温暖化対策本部決定）

・長期戦略
（令和元年６月11日閣議決定）

・地球温暖化対策計画
（平成28年５月13日閣議決定 現在見直し中）

2050年までに
80%減

中期目標

（ターゲット：積上げ）

長期目標
（ゴール）

基準年度 排出量
2013年度 14.08億トン

※削減目標決定時の数値

2014年度以降
6年連続削減

2050年までに
実質排出ゼロ

令和２年10月26日
総理所信演説

我が国の温室効果ガス削減の中期目標と長期目標



総合資源エネルギー調査会

中央環境審議会・産業構造審議会

地球温暖化対策推進本部

成長戦略会議

国と地方で検討を行う新たな場

グリーンイノベーション戦略推進会議

●エネルギー基本計画、エネルギーミックス

●コロナ後を見据えた「地球温暖化対策計画」の見直し
●日本の削減目標の検討

2016年5月 地球温暖化対策計画（毎年フォローアップを行い、3年ごとに見直し）

●地球温暖化対策計画
●長期戦略、NDC

●地域における脱炭素の具体的実現方策

●重要分野※について年内に実行計画を策定
●技術課題の進捗管理、革新的環境イノベーション戦略の見直し

2020年1月に策定された革新的環境イノベーション戦略に基づき設置

2018年7月、第5次エネルギー基本計画（3年ごとに見直し）
その際、エネルギーミックス (2015年7月)は基本的な方針を堅持。

 菅総理から2050年カーボンニュートラルを目指し、全閣僚一丸となった取組、成長戦略会議や、
国と地方で検討する新たな場での議論を重ね、地球温暖化対策計画・エネルギー基本計画・
長期戦略の見直しの議論の加速化等を指示

※水素・蓄電池・カーボンリサイクル・洋上風力

●カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略などの
検討

2050年カーボンニュートラル実現の具体的方策の検討加速



表明市区町村 (3,583万人)

北海道 山形県 群馬県 茨城県 千葉県 富山県 静岡県 奈良県 佐賀県

　札幌市 　山形市 　太田市 　潮来市 　千葉市 　魚津市 　静岡市 　生駒市 　佐賀市

　石狩市 　米沢市 　藤岡市 　守谷市 　成田市 　南砺市 　浜松市 和歌山県 　武雄市

　ニセコ町 　東根市 　神流町 　常陸大宮市 　八千代市 　立山町 　御殿場市 　那智勝浦町 熊本県

　古平町 　朝日町 　みなかみ町 　那珂市 　山武市 石川県 愛知県 鳥取県 　熊本市

岩手県 　高畠町 　大泉町 　筑西市 　野田市 　金沢市 　岡崎市 　北栄町 　菊池市

　久慈市 　庄内町 茨城県 　坂東市 　我孫子市 　加賀市 　半田市 　南部町 　宇土市

　二戸市 福島県 　水戸市 　桜川市 　浦安市 山梨県 　豊田市 島根県 　宇城市

　葛巻町 　郡山市 　土浦市 　つくばみらい市 　四街道市 　南アルプス市 　みよし市 　松江市 　阿蘇市

　普代村 　大熊町 　古河市 　小美玉市 東京都 　甲斐市 三重県 岡山県 　合志市

　軽米町 　浪江町 　結城市 　茨城町 　世田谷区 　笛吹市 　志摩市 　真庭市 　美里町

　野田村 栃木県 　常総市 　城里町 　葛飾区 　上野原市 　南伊勢町 広島県 　玉東町

　九戸村 　大田原市 　高萩市 　東海村 　多摩市 　中央市 滋賀県 　広島市 　大津町

　洋野町 　那須塩原市 　北茨城市 　五霞町 神奈川県 　市川三郷町 　湖南市 　尾道市 　菊陽町

　一戸町 　那須烏山市 　取手市 　境町 　横浜市 　富士川町 京都府 香川県 　高森町

　八幡平市 　那須町 　牛久市 埼玉県 　川崎市 　昭和町 　京都市 　高松市 　西原村

　宮古市 　那珂川町 　鹿嶋市 　さいたま市 　相模原市 長野県 　宮津市 　善通寺市 　南阿蘇村

　秩父市 　鎌倉市 　小諸市 　大山崎町 愛媛県 　御船町

　所沢市 　小田原市 　佐久市 　与謝野町 　松山市 　嘉島町

　三浦市 　軽井沢町 大阪府 福岡県 　益城町

　開成町 　池田町 　大阪市 　北九州市 　甲佐町

新潟県 　立科町 　枚方市 　福岡市 　山都町

　新潟市 　白馬村 　東大阪市 　大木町 宮崎県

　佐渡市 　小谷村 　泉大津市 長崎県 　串間市

　粟島浦村 　南箕輪村 兵庫県 　平戸市 鹿児島県

　妙高市 　神戸市 　鹿児島市

　十日町市 　明石市 　知名町

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体

表明都道府県 (7,235万人)

（2020年10月26日時点）

＊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188自治体（25都道府県、105市、２特別区、46町、10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8,662万人※、GDP約395兆円。
※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。 （2020年12月11日時点）
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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. 

(３)地域再エネ事業の持続性向上のための
地域人材育成（ネットワーク構築、相互
学習等）

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ジリエントな地域社会実現支援事業

事業イメージ

(1)間接補助(定額), (2)間接補助（定率）, (3)委託事業

新型コロナウイルス感染症による地域経済のダメージや気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえ、地域経済の活性化・新

しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導

入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や合意形成に関する戦略策定の支援を行うととも

に、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援や持続性向上のための地域人材育成の支援を行う。

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年度要求額３,０３０百万円（新規）】

(1), (2)地方公共団体, (3)民間事業者・民間団体等

令和３年度～令和５年度（予定）

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

■補助対象

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携し
て、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ消費
先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要があるた
め以下の事業を実施する。
（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
（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再エネ導入促進エリア等において地域再エネ事業を実
施・運営するための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、自治体関与）までを
支援

（３）地域再エネ事業の持続性向上のための地域人材育成（ネットワーク構築、相互学
習等）

地域再エネ事業の実施に必要な専門人材を育成し、官民でノウハウを蓄積するため
の地域人材のネットワーク構築や相互学習等を行う
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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. 事業イメージ

間接補助（定額）

① 2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援

中長期的に脱炭素化を図り持続可能でレジリエントな地域を実現し、地域循

環共生圏を構築するため、長期目標として2050年を見据えて、どの再エネ

を、どれくらい、どのように導入し、有効活用するかについて、地域全体で

合意された目標を定めるための調査検討や合意形成を支援する

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

地域が主導し、地域が裨益する円滑な再エネ導入が期待できるエリアである

促進エリア設定等に向けたゾーニング等の取組と、それに向けた調査検討

や、地域住民等による合意形成等を支援する。

≫

地方公共団体における2050年までの二酸化炭素削減目標を見据えて地域への再エネ導入のプランを明確にすることに

加えて、再エネ導入を促すエリアの設定に係る合意形成等を支援することで、地域再エネの最大限の導入を図る。

地域への再エネ導入目標の策定や再エネ導入促進エリアの設定における合意形成等を支援します。

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

地方公共団体

令和３年度～令和５年度（予定）

■補助対象

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ジリエントな地域社会実現支援事業のうち

出典:長野県気候危機突破方針

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



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. 

間接補助（定率）

地域再エネの地産地消とそこで得られた収益を地域再エネ電源の開発

等に還元することによって、地域の脱炭素化と地域活性化に貢献し、地

域エネルギー収支の改善に資する事業実施・運営体制を構築するため、

以下の業務について支援を行う。

・事業スキーム検討（例：再エネ調達方法（自社開発、地域内企業との

協定締結による調達など）、地域内での需要確保、収益の地域還元

方法）

・事業性検討（例：事業の採算性評価、出資主体間の合意）

・事業体（地域新電力等）設立（例：需給管理、顧客管理体制の構築）

・専門人材確保（例：事業運営に必要な人材の専門分野の特定、人材確

保）

地方公共団体、地域金融機関、地元企業、市民等の地域のステークホルダーが参画・関与して、地域雇用による内発

的な再エネ開発により、「地域の稼ぎ」を生み出し、さらにその稼ぎを再エネに再投資する持続的な事業実施・運営

するための体制構築（事業スキーム、事業性等に係る検討、事業体（地域新電力等）の設立及び専門人材確保を含

む。）を支援する。

地域の内発的な再エネ導入事業を持続的に行うための実施・運営体制の構築を支援します。

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

地方公共団体

令和３年度～令和５年度

■補助対象

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ジリエントな地域社会実現支援事業のうち

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

事業イメージ

事業体設立
（地域新電力等）

域内再エネ

市民
地域

金融機関
地元企業

地方
公共団体

参画・関与
（出資等）

事業スキーム検討
（再エネ調達、収益還元）

事業性検討
（事業採算性、合意形成）

域内需要家

専門人材確保

電力供給

再エネ
開発等

料金

電力供給

地産地消

地域への還元



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8月末現在 152自治体が表明 人口規模約7,115万人）

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年度要求額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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ゼロカーボンシティを目指す地方公共団体が抱える課題に対し情報基盤整備、計画等策定支援、設備等導入支援
の３つの類型の支援を段階的に実施することで、地域における温室効果ガスの大幅削減と、地域主導の再エネ導入
拡大による地域経済循環の拡大やレジリエントな地域の構築を図る。

計画立案 合意形成
実施・運営体制

支援
設備等導入

課 題

対応策

取 組
フロー

各地域におけるゼロカーボンシティ等の検討 ゼロカーボンシティの実現と地域課題の解決

•現状把握や計画策定に関する
知見・人員の不足

•合意形成プロセスの不在

•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

•地域に裨益する形での再エネ
事業の推進

•地域主導での再エネ導入拡大

•気象災害に備えたレジリエン
トな地域の構築

•経済社会の変化やニーズを捉
えたモデル地域の創出

•自治体の現状把握（見える
化）ツールの整備【LAPSS・
自治体排出量カルテ】

•ゼロカーボン実現に向けた計
画策定のガイドライン整備

•ポストコロナを見据えたシナ
リオ検討

•合意形成に資する情報基盤の
整備【地域経済循環分析、
EADAS（環境アセスメント
データベース）】

•防災拠点における再エネ設備
等の導入支援

•地域の自立･分散型エネルギー
システム構築等支援

•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

•地域再エネ事業の持続性向
上のための地域人材育成

•地域の関係主体におけるゾー
ニングを含めた形での合意形
成等の支援

•地域ごとの特徴・課題等を踏
まえた再エネ導入目標（マス
タープラン）の策定支援

ツール提供
知見の集積

地域の再エネ
電源

地域内外の
需要家

電力供給

地域新電力等

料金電源調達

再エネ
開発

ゼロカーボンシティの実現に向けた環境省の施策概要



都市炭素マッピング：活動回復シナリオ評価

○携帯位置情報をAI手法で解析し、オフィス・住宅でのエネルギー消費、自動車交通による直接CO2排出量を可視化
○ 2020年1月～3月のコロナ影響による移動活動量とCO2排出量の減少を推定（１月と比較し３月は１６％減）
○アフターコロナにおけるテレワークなどの活動回復のシナリオについて、予想される排出量変化をシミュレーション分析

2020年1月 2020年2月:コロナ禍 2020年3月:コロナ禍

CO2排出量
建築物 道路

大

小
羽田空港

東京駅

品川駅

新宿駅

②分散化シナリオ ③在宅勤務シナリオ ほとんどの人（90％）
がテレワークとなるケース

一定の割合（20％）の人
がテレワークとなるケース

①集中シナリオ 一部のテレワーク（10％）を
除いて通勤が回復するケース

[2月] / [1月]
総CO2排出量の変化：-4.2%
（内訳 交通： -3.4%；業務：-1.3%；住宅：+0.3%）
総交通活動量の変化：-6.1%
（内訳 車：-4.8%; 電車: -8.1%; 歩行: -4.2%)

[3月] / [1月]
総CO2排出量の変化：-16.0%
（内訳 交通：-13.1%；業務：-18.1%；住宅：+1.1%）
総交通活動量の変化：-18.3%
（内訳 車：-16.8%; 電車: -25.1%; 歩行: -15.3%)

[分散シナリオ] / [1月]
総CO2排出量の変化：-19.9%
（内訳 交通：-15.2%；業務：-22.2%；住宅：+7.2%）
総交通活動量の変化：-20.8%
（内訳 車：-21.2%; 電車: -28.4%; 歩行: -17.2%)

[集中シナリオ] / [1月]
総CO2排出量の変化：-9.1%
（内訳 交通：-7.7%；業務：-12.5%；住宅：+6.6%）
総交通活動量の変化：-10.3%
（内訳 車：-11.0%; 電車: -15.7%; 歩行: -6.9%)

[脱炭素化シナリオ] / [1月]
総CO2排出量の変化：-90.0%
（内訳 交通：-84.2%；業務：-91.5%；住宅：+5.9%）
総交通活動量の変化：-91.1%
（内訳 車：-92.9%; 電車: -94.1%; 歩行: -89.5%)

Yamagata and Yoshida (2020) A “Smart Lifestyle” for the Re-Design of the “After Corona” Urban Forms. 

Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science（accepted）
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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①

テレワーク率：70% テレワーク率：30%現状

炭素排出量

小 大

シナリオ別の炭素排出量メッシュマップ

自治体における炭素排出量（１kmメッシュ、日単位の建築物、交通・輸送の排出量）をマッピングすることで、
ゼロカーボンシティの実現にむけて自治体が削減するべき炭素排出量を可視化することを検討、
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②建築・交通統合シミュレーション
建物による太陽光パネル導入、EV（スマートモ
ビリティ）の導入、再エネ電力シェアリング（需
給マッチング）実現による脱炭素化等の環境改
善効果と経済便益向上を統合シミュレーションを
用いてシナリオごとに評価（詳細は次頁参照）

③計画策定支援システムのプラットフォーム

①都市デザインの社会転換シナリオ構築

シナリオごとの持続可能性
・環境改善・アクセス等の
シミュレーション結果を可
視化して、地域ステークホ
ルダーらに提示し、協議に
よる評価結果をシナリオ
設計にフィードバックしてシ
ステムデザインを最適化

次世代居住スタイル
やモビリティシステムを
想定して多様な都市
デザインシナリオを構
築

東京都：街区X対象範囲周辺

総合評価： A

災害への強靭性

持続可能性

エネルギー効率性環境改善の余地が大きいエリア

総合評価
▻ 概要
▻ 災害への強靭性
▻ 持続可能性
▻ エネルギー効率性

街区概要
▻ 人口

社会経済

建築

交通

土地利用

目次

計画策定支援システム

入力

評価

フィードバック
（シナリオの修正）

建物エネルギーシミュレーション 交通シミュレーション

相互作用

グリーン電力
シェアリング

PV発電量 交通流

炭素排出量

統合シミュレーション

ビッグ
データ

自治体
保有
データ

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。

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①



16

建物エネルギーシミュレーション 交通シミュレーション

相互作用

グリーン電力
シェアリングPV発電量 交通流

炭素排出量

統合シミュレーション

分析例

脱炭素化技術導入：ビル屋上や壁面で
の太陽光発電による（炭素排出量ゼ
ロ）グリーン電力は、地下駐車場の自
動運転電気自動車に充電され、非常時
には周辺地域に電力供給

1. シナリオ設定

地下

２. シミュレーション

ビッグ
データ

自治体
保有データ

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③



（脱炭素プロシューマー化）
・ＺＥＢ，ＺＥＨ （太陽光発線設置）
・高効率な家電、住設設備等の柔軟性確保
・ＥＶ（動く蓄電池）

→個別住宅又は街区・地域レベルでのトータル
マネジメント
エネルギー・モビリティのセクターカップリン
グ

→普及のためには初期投資軽減の仕組み
第３者設置・導入

（地域エネルギー会社等）
サービサイジング・リース・シェアリング
共同購入によるコスト削減

→クレジット化によるメリット提供
→ナッジによる行動変容

ＭＡＡ
Ｓ

一定の街区で
面的に実践。
または小学校区、中
学校句単位等で実践

ＰＶ＆ＥＶ電力シェア＆モビリティモデル

炭素都市マッピングを活用したゼロカーボンシティ・ライフスタイルの転換に向けた
一つのモデル



② ＥＶの電力供給に係る官民連携事業

③ ＥＶバスの導入促進事業

災害時、避難所等で電気自
動車を給電車として活用。

熊本大学開発のEVバスに改造し、熊本市
が熊本城周遊バスとして運行。

EV充電拠点 避難所や病院など

自営線

大規模災害時⇒充電拠点からＥＶ、ＥＶバスを避難所等へ

①地域エネルギーの地産地消の発展

地域エネルギー会
社

熊本市

「熊本市省エネルギー等推進基金」

ZEH EV 中小企業

電力の
域内循環

蓄電池

電気料金削減分を原資

18

熊本市でのSDGｓ未来都市としての取組

資料：熊本市



夜間余剰分を
昼間に有効活用

ピークシフト
平準化＝最適利用

平常時

19

大型蓄電池設置及び省エネ事業

防災拠点候補２０箇所に
大型蓄電池設置予定

BCP（事業継続計画）に寄
与

非常時

蓄電池

2日間業務継続可能

照明・情報機器
空調設備等使用

熊本市での取組の核となる地域エネルギー事業の展望

全庁的エネルギー
マネジメント

環境工場電力に
よる自給率

現在40%

60％を目指す

資料：熊本市



自営線設置及びＥＶ充電拠点整備

各ご家庭避難所や病院など

EV1台で各家庭の3日分

×

○

EVバス
（しろめぐりん）

ＥＶ

系統電力

EV充電器

EVバス1台で各家庭の1週間分

城山公園

自営線設置
ＥＶ充電
拠点整備

20

熊本市での取組の核となる地域エネルギー事業の展望

資料：熊本市



小田原・県西エリアにおける脱炭素型地域交通モデル構築事業

小田原市はこれまでに、地域特性や地域資源も踏まえつつ、市民参加型の地産電源の創出、地産電力の供給
体制の構築、さらには将来を見据えたVPP事業などモデル的な取組も含め、段階的に実施。

これをさらに発展させ、株式会社REXEV（レクシヴ）、湘南電力と連携し、多くのプレーヤー(ホテル、商
業施設、公共施設等)を巻き込んだ分野横断的なアプローチとして、新たにEVを活用し、カーシェアリング
と再エネ自給率を最大化させるための制御システムからなる脱炭素型の地域交通モデル構築事業を実施。地
域観光資源のアクセス・リンクの創出、交通渋滞の分散、再エネ導入の好循環の創出、地域防災性の向上、
関係人口の増加を図る。

※ 2020年6月サービス開始予定

脱炭素型地域交通モデルに求められる４要素

ＥＶ特化型カーシェアリングの概要

地域新電力・脱炭素型交通モデルを切り口とした
地域循環共生圏（市町村）の社会実装の例 –神奈川県小田原市–

○社会のイノベーション

地元民：車の所有  利用
旅行者：旅行手段の変容（二次交通ツールとして）

○技術のイノベーション

EVを活用し、カーシェアリングと再エネ自給率を最大化
させる制御技術、モビリティと再エネをセクターカップリング

（出典）REXEV資料より環境省作成 7



カーボンニュートラルの実現に向けて

行政、住民、企業、大学、ＮPＯに加
え、研究者、技術者、投資家など
様々な分野の人たちのオープンイノ
ベーションがその実現を支える

コロナ危機・気候危機に対応するための

経済社会のRedesignに向けた３つの移行：
脱炭素社会、循環経済、分散型社会への移行

実現のための実践は地域から


