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地域循環共生圏（日本発の脱炭素化・SDGs構想）

－ サイバー空間とフィジカル空間の融合により、地域から人と自然のポテンシャルを引き出す生命系システム －

Ver. 25

「自立分散」 × 「相互連携」 × 「循環・共生」 ＝ 活力あふれる「地域循環共生圏」 ⇒ 「脱炭素化・SDGsの実現、そして世界へ」
「オーナーシップ」

「ネットワーク」

「サステナブル」

「人間の安全保障、次世代・女性のエンパワーメントを基盤に」

新たな価値とビジネスで成長を牽引する地域の存立基盤
「オーナーシップ」と「ネットワーク」
からなる生命系システム社会
地域循環共生圏

地域循環共生圏

「モノ消費」から「コト消費」への
シフトで健康と豊かさと楽しさを

（グリーンスローモビリティ、電動バス）

（電動、シェアリング、自動、接続）

（体に優しくおしゃれなオーガニック素材衣服）
（自分と地球に優しいオーガニック・コスメ）
（オーガニック農産物・水産物等の地産地消・産地直送）
（地元材で人に優しくロングライフな住宅）
（地元オーガニック産品で地域商店街の活性化）

物流の地域拠点
化・防災対応
グリーンインフラ
Eco-DRR
適応ビジネス

防災・景観・再エネの
ための配電網地中化

(エコツーリズム、温泉、
祭り、文化・歴史)

高齢者向け
配車サービス

老朽インフラの
活用・更新

再エネビジネス（風力）

再エネ活用による
防災・減災拠点整備

熱融通ビジネス
再エネ熱ビジネス

ZEH・ZEB

地域間エネルギー流通ビジネス

CO2フリーガス
(水素メタネーション技術)

エネルギーの地産地消
と地域間融通

（廃棄物、食料、プラ等の先進的リサイクル）

地域グリッドと基幹グリッド双方が
支えるハイブリッド電力システム

ソーラー
シェアリング

電力アグリゲートビジネス

配電・小売りビジネス

IoT活用による
低炭素物流

（次世代育成・教育、世代間交流）

地域金融・ESG金融・地域
ファンドによるビジネス支援

多様なビジネスの創出
新たなバリューチェーンの創造
再エネビジネス
（バイオマス）

中小企業の
環境経営

CO2の原料化

廃プラスチックからの再生

再エネビジネス（太陽光）
蓄電池・水素貯蔵

CO2フリーガスコジェネ

デジタル技術による次世
代・高品質 基幹送電網

地域循環共生圏

資源循環ビジネス

廃棄物発電
＆熱利用

日本の基幹
ものづくり産業

暗黙知・技や地域価値の再発見

働きがいと生きがい
を感じる仕事

場所を問わない働き方

災害に強い「まちづくり」

災害時でも安心感のある
インフラ・エネルギーシステム

健康・未病ビジネス

（地域包括ケアシステム、農福連携）

地域循環共生圏

「知の源泉」となる地域の
大学・高専・研究機関

地域課題解決型のビジネス

（既存施設や耕作放棄地等の活用によるビジネス
拠点化・観光資源化、地域教育・地域人材育成）

（テレワーク、VR、ワーケーション）

まちづくりと交通が統合
され活気あるコミュニティ

空き家・空き
スペース活用

地域経営型のエネルギービジネス
地域資源活用型観光ビジネス

野遊び

（地域の豊かな自然・
景色・文化を味う）

サステイナブルファッション

観光ビジネス

気候変動影響による被害
の回避・軽減（適応）

地域循環共生圏

地域交通ビジネス

CASE

共感・感動創造（文化・芸
術・歴史・スポーツ）

子育て・介護世
代支援サービス

衣・食・住にわたるオーガニック・ビジネス

防災インフラと自然の
防災力の相乗効果

ストックとしての豊かな自然
とその恵みでグッドライフ

健康で自然とのつながりを感じる
「ライフスタイル」

人に優しく魅力ある
「交通・移動」システム

地域循環共生圏

水の循環と調和する
地域コミュニティ

地域循環共生圏

地域の魅力を引き
出す交通システム

安心と利便性で高齢者や
子育て世代に優しい移動手段

人々が健康で活き活きと暮らし幸せを実感することで、地域が自立し誇りを持ちながらも、
他の地域とも有機的につながることにより、国土の隅々まで豊かさが行きわたる。

自律分散型の
「エネルギー」システム

クラスターEV充
放電管理ビジネス

地域再エネビジネ
スを支えるシステム

IoT等による経営資源・製
品等の次世代流通網

イノベーティブ
なものづくり

「Society 5.0」と人の生産性向上が創る「地域循環共生圏」
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目次

（☆：エネ特または一部エネ特）

⒈自律分散型の「エネルギー」システム
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち

１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業★
①レジリエンス強化型ZEB実証事業

8
9

②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業

10

③既存建築物における省CO2改修支援事業

11

④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業

12

⑤上下水道施設の省CO2改修支援事業

13

設備の高効率化改修支援事業☆

14

水素を活用した社会基盤構築事業☆

16

廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業☆

17

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☆

18

廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業☆

19

木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業☆

20

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業☆

21

(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

22

(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

23

(3)地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

24

地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業☆

25
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目次（２）

（☆：エネ特または一部エネ特）

(1)公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業☆

26

(2)再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

27

(3)平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支援事業

28

地域脱炭素化推進事業体設置モデル事業☆

29

廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業☆

30

⒉人に優しく魅力ある「交通・移動」システム
水素を活用した社会基盤構築事業☆（再掲）

32

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業☆（再掲）

33

(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

34

(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

35

(3)地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

36

⒊災害に強い「まちづくり」
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☆（再掲）

38

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業☆（再掲）

39

(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

40

(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

41

(3)地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

42
4

令和２年度版 地域循環共生圏創造に関連する支援メニュー

目次（３）

（☆：エネ特または一部エネ特）

廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業☆（再掲）

43

廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業☆（再掲）

44

⒋多様なビジネスの創出
地域脱炭素化推進事業体設置モデル事業☆（再掲）

46

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業☆（再掲）

47

(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

48

(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

49

(3)地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

50

環境金融の拡大に向けた利子補給事業☆

51

⒌健康で自然とのつながりを感じる「ライフスタイル」
浄化槽の整備（循環型社会形成推進交付金（浄化槽分））

53

省エネ型浄化槽システム導入推進事業

54

地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業☆

55

一般廃棄物処理施設の整備

56

海岸漂着物等地域対策推進事業

57

自然公園等事業等

58

指定管理鳥獣捕獲等事業費

59
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目次（４）

（☆：エネ特または一部エネ特）

生物多様性保全推進支援事業

60

生物多様性保全回復整備事業費

61

熱中症予防対策ガイダンス策定事業

62

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）（うち、地域の子育て世代との対話事業）

63
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１．自律分散型の
「エネルギー」システム

7

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち

１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業
【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（5,000百万円）】

業務用施設のZEB化・省CO2化に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

① 業務用建築物におけるZEB化・省CO2改修の普及拡大
② 2030年度の業務その他部門からのCO2排出量約４割削減（2013年度比）に貢献

4. 事業イメージ

2. 事業内容
①レジリエンス強化型ZEB実証事業 （※他の②～⑤のメニューに優先して採択）
災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設（地方公共団体庁舎等）
において、レジリエンスを強化したZEBに対して支援。
②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）
地方公共団体所有施設及び民間業務用施設等に対し省エネ・省CO2性の高いシス
テム・設備機器等の導入を支援。
③既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）
既存の民間建築物、テナントビル及び業務用施設として利活用を行う空き家に対
し、省CO2性の高い設備機器等の導入を支援。
④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業
自然公園法に基づき国立公園内で宿舎事業を営む施設（ホテル、旅館等）に対し、
省CO2性の高い機器等の導入を支援。
⑤上下水道施設の省CO2改修支援事業（厚生労働省、国土交通省連携）
上下水道施設における省CO2化に資する設備等の導入・改修を支援。

①レジリエンス強化型ZEB実証事業
（補助イメージ）

水害等の災害に配慮した設計で
あって、再生可能エネルギー設
備や蓄電池等を導入し、停電時
にもエネルギー供給が可能な
ZEBの実現と普及拡大を目指す

③既存建築物等における省CO2改修支援事業
設備改修等により既存建築物の省CO2化を推進する

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（メニュー別スライドを参照。）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

メニュー別スライドを参照。

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

改修

電話：03-5521-8355
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１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業のうち、

①レジリエンス強化型ZEB実証事業

【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（新規） 】

激甚化する災害時において自立的にエネルギー供給可能な災害時活動拠点施設となるZEBを支援します。
1. 事業目的

①災害時にもエネルギー供給が可能となる先進的な脱炭素建築物（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、ZEB）の実証を
目指す。
②災害時の活動拠点となる建築物を中心に、エネルギー自立化が可能なZEBの普及を図る。

4. 補助対象

2. 事業内容
①レジリエンス強化型ZEB実証事業
災害発生時に活動拠点となる、公共性の高い業務用施設（市役所、役場庁舎、公
民館等の集会所、学校等）及び自然公園内の業務用施設（宿舎等）において、停
電時にもエネルギー供給が可能となるZEBに対して支援する。
○他の②～⑤のメニューに優先して採択する。
○補助対象建築物：災害時に活動拠点となる公共性の高い業務用建築物であって、
延べ面積10,000㎡未満の新築民間建築物、延べ面積2,000㎡未満の既存民間建築
物、及び地方公共団体所有の建築物（面積上限なし）
○補助要件：水害等の災害時における電源確保等に配慮された設計であること、災
害発生に伴う長期の停電時においても、施設内にエネルギー供給を行うことがで
きる再エネ設備等を導入すること等
○以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・被災等により建替え・改修を行う事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業

１．レジリエンス強化型ZEB支援事業
再生可能エネルギー設備や蓄電池等の導
入により、ZEBのレジリエンスを強化

レジリエンス
強化

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（2/3）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

令和2年度～令和5年度（予定）

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

電話：03-5521-8355
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１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業のうち、

②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）

【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（5,000百万円の内数） 】

業務用施設のZEB化に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①先進的な業務用施設等(ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)) の実現と普及拡大を目指す。
②将来の新築建築物の平均におけるZEB化（2030年）を促し、将来の業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 補助対象

2. 事業内容
②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業
(経済産業省連携)
ZEBの実現とさらなる普及拡大のため、ZEBに資するシステム・設備
機器等の導入を支援。なお、今後ZEB化を促進させる上でさらなる実
証・普及が必要なZEB（CLT等の新たな木質部材を用いるZEB等）につ
いて優先採択枠を設ける。
○補助対象建築物：延べ面積10,000㎡未満の新築民間建築物、延べ面積
2,000㎡未満の既存民間建築物、及び地方公共団体所有の建築物（面積
上限なし）

補助率等
延べ面積

2,000m2
未満

2,000m2
～
10,000m2

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（㎡単価定額、1/3、1/2、2/3）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成31年度～令和5年度（予定）

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

10,000m2
以上

新築
『ZEB』
補助率 2/3
Nearly ZEB
補助率 1/2
ZEB Ready
2,000㎡未満
補助率 ㎡単価定額
2,000m2～10,000m2
補助率 1/3

既存建築物
『ZEB』 補助率2/3
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready 補助率1/3

地方公共団体のみ対象
『ZEB』 補助率2/3
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready 補助率1/3

地方公共団体のみ対象
『ZEB』 補助率2/3
Nearly ZEB 補助率1/2
ZEB Ready・ZEB Oriented 補助率1/3

電話：03-5521-8355
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１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業のうち、

③既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）

【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（5,000百万円の内数） 】

既存建築物の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①テナントビル、既存の業務用施設等の省CO2化を促進し、普及拡大を目指す。
②既存の業務用施設等の脱炭素化促進を促し、将来の業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 補助対象

2. 事業内容
③既存建築物における省CO2改修支援事業（一部国土交通省連携）
既存の民間建築物及び地方公共団体所有施設において、省CO2性の高い設備
機器等の導入を支援。
(1)民間建築物等における省CO2改修支援事業：既存民間建築物において省エ
ネ改修を行いつつ、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制
を構築する事業を支援。【補助率：1/3（上限5,000万円）】
(2)テナントビルの省CO2改修支援事業（国土交通省連携事業）：オーナーと
テナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書（グリーンリース
（GL）契約等）を結び、協働して省CO2化を図る事業を支援。【補助率：
1/3（上限4,000万円）】
(3)空き家等における省CO2改修支援事業：空き家等を業務用施設に改修しつ
つ省CO2化を図る事業に対し、省CO2性の高い設備機器等の導入を支援。
【補助率：2/3】

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/3、2/3）

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成31年度～令和5年度（予定）

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

補助
申請者

補助対象
経費

補助要件

(1)民間
建築物等
建築物を所
における
有する民間
省CO2改
企業等
修支援事
業

改修前に比べ
30％以上の
CO2削減に寄
与する空調、
BEMS装置等の
導入費用

・既存建築物において
改修前に比べ30％以上
のCO2削減
・運用改善によりさら
なる省エネの実現を目
的とした体制の構築

(2)テナ
ントビル
の省CO2
改修支援
事業

改修前に比べ
20％以上の
CO2削減に寄
与する省CO2
改修費用（設備
費等）

・テナントビルにおい
て改修前に比べ20％以
上のCO2削減
・ビル所有者とテナン
トにおけるグリーン
リース契約の締結

テナントビ
ルを所有す
る法人、地
方公共団体
等

改修前に比べ
(3)空き
・空き家等において改
15％以上の
家等にお
修前に比べ15％以上の
空き家等を CO2削減に寄
CO2削減
ける省
所有する者 与する省CO2
・空き家等を改修し、
CO2改修
改修費用（設備
業務用施設として利用
支援事業
費等）
電話：03-5521-8355
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１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業のうち、

④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業

【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（5,000百万円の内数） 】

国立公園内宿舎施設の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①国立公園内の宿舎事業施設の省CO2改修を促し、CO2排出量の大幅削減を目指す。
②国立公園内の宿舎事業施設の脱炭素化を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
④国立公園宿舎施設の省CO2改修支援事業
国立公園内宿舎は、自然条件が厳しい場所に多く立地し、
冷暖房・空調等のエネルギー消費が多く、施設更新を迎える施設も多い。
国立公園内で宿舎事業を営む施設（ホテル、旅館等）に対する省CO2性
能の高い機器等の導入に係る費用を支援。
○補助対象者：国立公園事業者（宿舎事業者）
○補助対象施設：自然公園法に基づき国立公園内で宿舎事業を営むホテル、
旅館等の施設
○補助対象経費：再エネ設備、省CO2改修費用（設備費等）
○補助対象要件：インバウンド対応改修（トイレ洋式化、和洋室等の整備、
英語による案内表記、Wifi整備等）を併せて実施（※補助対象外）

3. 事業スキーム

【例】

空調

+
【補助要件】

【例】

■事業形態

間接補助事業（1/2（太陽光発電設備のみ1/3））

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体一般

■実施期間

平成30年度～令和5年度（予定）

お問合せ先： 環境省自然環境局国立公園課

省CO2設備等の導入補助

電話：03-5521-8278

トイレ 和洋室
洋式化 整備

給湯

インバウンド対応
の改修も実施。
(補助対象外)

国立公園内の宿
舎の大幅な脱炭
素化を実現し、
「2030年CO2削減
目標」を達成
2020年国立公園
を訪れる訪日外国
人旅行者を｢年間
1,000万人｣達成及
び継続的なインバ
ウンド受入環境整
備
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１．業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業のうち、

⑤上下水道施設の省CO2改修支援事業（厚生労働省、国土交通省連携）

【令和２年度予算（案） 9,850百万円の内数（5,000百万円の内数） 】

上下水道施設の省CO2改修に資する高効率設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

①上下水道施設の脱炭素化を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
⑤上下水道施設の省CO2改修支援事業
上下水道施設における小水力発電設備等の再エネ設備、高効率設備や
インバータ等の省エネ設備等の導入・改修を支援する。
○補助対象経費：上下水道施設における小水力発電設備等の再エネ設
備及び附帯設備、高効率設備やインバータなど省CO2
性の高い設備機器等の導入・改修にかかる費用（設備
費等）

上水道システムにおける事業例
太陽光発電

（水道施設に設置するもの）

水源

圧力有効活用

インラインポンプ
小水力発電
浄水場
（又は､配水池） インライン浄水処理

下水処理場における事業例
下水処理場の常用電
源として整備する太
陽光発電設備等

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/2（太陽光発電設備のみ1/3））

■補助対象

民間事業者・団体／地方公共団体等

■実施期間

平成28年度～令和5年度（予定）

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

省CO2促進に資する設備、省CO2効果の高い最新技術を導入
流入負荷

機器稼動状況

電話：03-5521-8355

放流水質

省エネ化
モデルの
確立

温度・酸素濃度等
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設備の高効率化改修支援事業
【令和２年度予算（案） 716百万円（1,100百万円）】

設備改修、熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備導入等を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

① 2030年度において、温室効果ガスを2013年度比26.0％減との中期目標に向けて、民生部門等を中心にCO2排出量
削減を着実に実行する。
② そのため、熱利用をはじめとする脱炭素型社会の実現や民生部門における省エネ手法等を一般化し、普及を図る
ことを目指す。

4. 事業イメージ

①．設備の高効率化改修による省CO2促進事業
設備のエネルギー効率の改善とCO2排出削減に寄与する部品・部材の

②

①

〈 CO2削減効果分析 〉
熱利用設備の低炭素・脱炭素化を
図った場合のCO2削減効果を分析

交換・追加を支援。
②．熱利用設備の低炭素・脱炭素化による省CO2促進事業
熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設備導入を支援。

部分的な部品交換・追加により設
備の稼働効率を回復させ、導入エ
ネルギーの効率的利用に貢献。
例）冷温水２次ポンプ

③．温泉供給設備高効率化改修による省CO2促進事業
温泉供給事業者等の温泉供給設備更新時の省エネ設備導入を支援。

③

④

④．中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
PCB使用照明器具からLED照明器具への交換等を支援。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率１／３、１／２、２／３、定額）

■補助対象

地方公共団体・民間事業者、温泉供給事業者等

■実施期間

事業メニュー一覧参照

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

＜熱利用設備の低炭素・脱炭素化＞
熱利用を低炭素・脱炭素化する設備
を新増設

高断熱配管
に更新

照明器具の10
年間使用時の
コスト比較
（照明器具１
灯当たり）

電気料
金等
写真：富士化工(株)、新那須温泉供給(株)

交換しない場合

電話：03-5521-8355

FAX：03-3580-1382

低炭素型製
品導入費
廃棄物撤去・
運搬料金
廃棄物処分料
金
電気料金
電気料金
省エネ分等
交換する場合

支援対象
製品導入費
1/3

調査
費
支援
対象
(調査
費の
1/10)
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設備の高効率化改修支援事業
事業メニュー一覧
事業メニュー
（事業実施期間）

事業概要

補助対象者

補助率

１．設備の高効率化改修によ
る省CO2促進事業
（平成２９年度～令和２年度）

地方公共団体、民間事業者が所有する施
設等の設備の部品・部材のうち、交換・
追加によりエネルギー効率の改善、CO2
の削減に直結するものに対して、部品等
の交換・追加に必要な経費の一部を支援。

地方公共団体・
民間事業者等

・地方公共団体（政令指定都市未満）
・民間事業者（小規模事業者）
１／２＜２／３＞
・都道府県、政令指定都市及び特別区
・民間事業者（その他）
１／３＜１／２＞
※＜＞内の補助率は再生可能エネル
ギー由来の設備に限る

２．熱利用設備の低炭素・脱
炭素化による省CO2促進事
業

熱利用の低炭素・脱炭素化に寄与する設
備の新増設に必要な経費及びCO2削減効
果分析に係る経費の一部を支援。

民間事業者・
エネルギーサー
ビスプロパイ
ダー等

① 熱利用設備のCO2削減効果分析
定額（100万円を上限に補助）
② 熱利用の低炭素・脱炭素化を図る
設備の新増設
１／3（中小企業は1／2≪２／３≫）
※ ≪≫内の補助率は平成31年度の
２カ年採択事業のみ適用

３．温泉供給設備高効率化改
修による省CO2促進事業

温泉供給事業者等において温泉供給設備
を更新するにあたり、よりエネルギー効
率の改善とCO2削減の実現が見込まれる
高断熱配管等の導入に必要な経費の一部
を支援。

温泉供給事業
者・民間事業
者・地方公共団
体等

① 省エネに寄与する部材・装置への
改修事業
１／２
② ①に係る計画策定
定額（1,000万円を上限に補助）

４．中小企業等におけるPCB
使用照明器具のLED化による
CO2削減推進事業

中小企業等において使用中のPCB使用照 中小企業等
明器具をLED照明器具に交換することに関
し、発生するPCB使用安定器の早期処理
が確実な場合に限り、PCB使用照明器具
の有無に係る調査費及びPCB使用照明器
具をLED照明器具に交換する事業費の一部
を補助（リースによる導入も補助対象）。

（平成３１年度～令和５年度）

（平成３１年度～令和５年度）

（令和２年度～令和４年度）
※北九州、大阪、豊田事業対象
地域については令和２年度のみ

① 調査事業
１／１０（５０万円を上限に補助）
② LED照明器具への交換に係る事業
１／３
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水素を活用した社会基盤構築事業

（一部国土交通省連携事業）
【令和２年度予算（案）3,000百万円（ 600百万円）】

水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム及び産業車両等への支援を行います。
1. 事業目的

① 再生可能エネルギーを地域で最大限活用する将来像を見据え、自立型水素エネルギー供給システムの導入・活用方策
を確立する。
② 水素社会の実現に向けて産業車両等の燃料電池化を促進する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
1. 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
地域の実情に応じた、水素による再生可能エネルギーの貯蔵・利用モデル
を確立し、再生可能エネルギーの導入とCO2排出削減を可能とする事業を支
援します。具体的には、再生可能エネルギー発電設備とともに、①蓄電池
②水電解装置③水素貯蔵タンク④燃料電池⑤給水タンク等、を組み合わせ、
再生可能エネルギー由来の電気・熱（温水を含む）又は水素をオンサイトで
供給するシステムを導入する事業の一部の補助を行います。
2. 水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業
水素社会実現に向け、利用機会拡大を図るため、環境優位性の高い燃料電
池バスや燃料電池フォークリフトの導入を支援します。
3. 地域再エネ水素ステーション保守点検事業
燃料電池車両等の活用促進に向け、稼働初期における再エネ由来電力によ
る水素製造ステーションの保守点検を支援します。

電気
熱

給水タンク

空気
蓄電池ユニット
（O2）
燃料電池ユニット H2
H2
H2
水電解水素
製造装置ユニット
水素貯蔵タンク

3. 事業スキーム
■事業形態

補助事業（補助率：1/3,1/2,2/3）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和2年度

燃料電池バス

お問合せ先： 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話: 03-5521-8339
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課

電話: 03-5521-8302

燃料電池
フォークリフト
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廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業
【令和２年度予算（案）25,950百万円（25,950百万円）】

自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

① 廃棄物処理施設で得られるエネルギーを有効活用し、エネルギー起源CO2の排出抑制を図りつつ、当該施設を中心
とした自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進める。
② 廃棄物処理施設で生じた熱や電力を地域で利活用することによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資す
る取組を支援する。

4. 事業イメージ

東日本大震災と原子力発電所の事故を起因としたエネルギー需給の逼迫を背景として、再生可
高効率ごみ発電設備等の導入により、周
辺施設への電気・熱供給を可能とする。
能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入や省エネ効果に優れ
た先進的設備の導入支援が必要である。具体的に、以下の事業の一部を補助します。
（１）交付金
電
・新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3交付
気
・
・改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設）：1/2交付
熱
・計画・調査策定（計画支援・長寿命化・集約化）：1/3交付
の
（２）補助金
供
・新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3補助
給
・改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2補助
・電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備：1/2補助
廃棄物処理施設を中心とした自立・分散型の
（災害時の非常用電源となるEV収集車：差額の2/3補助、蓄電池：1/2補助）
「地域エネルギーセンター」「災害時のレジリエンス強化」
・熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備：1/2補助
の構築
ごみ
・廃棄物処理施設による未利用熱及び廃棄物発電の有効活用に係るFS調査：定額補助
平常時
処理施設
災害時
充電設備

■事業形態

交付金・間接補助事業（交付・補助率1/2、1/3、定額）

■対象

市町村等・民間事業者

■実施期間

平成27年度～
環境再生・資源循環局

熱のカスケード利用

生産(温室への低温利用等）
●熱需要施設の組み合わせ利用

●工場等への大規模熱供給
産業へのエネルギー供給

ごみ処理施設

市役所

充電設備

充電済電池

充電済電池

EVパッカー車

お問合せ先： 環境省

製造、加工
(高温利用）

公共施設への
エネルギー供給

送電

送 電

3. 事業スキーム

熱供給(プール、
浴場、冷暖房等)

公園

ごみ収集
例 EVパッカー車によ
る収集運搬低炭素化

ごみ収集
廃棄物発電電力を災害時の非常用電源として有効活用

廃棄物適正処理推進課

電話：03-5521-9273
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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
【令和２年度予算（案）

11,600百万円（3,400百万円）】

災害時にも避難施設等へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月閣議決定）に基づき、平時の温室効果ガス排出
を抑制すると同時に、災害時の避難施設等へのエネルギー供給等の機能発揮が可能な再生可能エネルギー設備等を整備
する緊急対策を実施し、災害に強い地域づくりを推進する。

4. 支援対象

2. 事業内容
地域防災計画又は地方公共団体との協定により災害時に避難施設等と
して位置づけられた公共施設又は民間施設に、再生可能エネルギー設備
等の導入を支援し、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエ
ネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
① 公共施設（避難施設、防災拠点等）に防災・減災に資する再生可能エ
ネルギー設備、未利用エネルギー活用設備及びコジェネレーションシ
ステム並びにそれらの附帯設備（蓄電池、自営線等）等を導入する事
業
② 民間施設（避難施設、物資供給拠点等）に防災・減災に資する再生可
能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コージェネレーショ
ンシステム及び蓄電池等を導入する事業

災害時にも活用できる再エネ設備等

再エネ

蓄エネ

コジェネ
レーション

高効率空調

公共施設（避難施設、防災拠点）
民間施設（避難施設、物資供給拠点等）

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率１／２、２／３、３／４）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和２年度

お問合せ先： 環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8233 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：03-5521-8355
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廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業（一部農林水産省連携事業）
【令和２年度予算（案） 1,281百万円（1,600百万円）】

廃熱・未利用熱等を有効活用し、地域の脱炭素社会づくりを推進します。
1. 事業目的

① 廃熱・未利用熱等を有効活用し、脱炭素化に向けた社会システムのモデルケースを創出。
② 農業分野における地域の特性を活かしたエネルギー利用及び地域連携によるCO2削減対策の導入。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
一度整備されると長期にわたりCO2排出が懸念される社会システムは、
構築のタイミングで脱炭素型のものへと政策誘導をすることが不可欠で
ある。また、地域の特性を活かした資源の最大限の活用が重要であるこ
とを踏まえ、本事業では、地域の廃熱・未利用熱等の未利用資源の活用
システムや高効率エネルギー供給システム等を構築する事業に対し、必
要な設備等の経費を支援する。
例）
①

事業所空調等の廃熱地域利用
オフィス

病院

地中熱・下水熱等活用型空調

事業所空調やコジェネ、温泉等の廃熱地域利用

地中 熱・ 下水 熱等 の 温度 差エ ネル
ギーをオフィス等の空調に活用する
ことによりCO2排出削減を実現。ま
た、ヒートアイランド現象の抑制に
も貢献。

地中熱・下水熱等活用型空調、高効率な地域熱供給システムの導入
地中熱・下水熱等を活用した融雪設備の導入
②

営農地等での再エネ設備導入

営農地での再エネ導入

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（1/2、2/3）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成２９年度～令和３年度

お問合せ先： 環境省

地球環境局

地球温暖化対策課

事業所の空調等の廃熱を
病院、オフィス等に二次
利用することにより更な
るCO2排出削減を実現。

農地周辺に存在する農林漁
業関連施設・地方公共団体
の設備（動力設備、冷蔵冷
凍設備）等への供給

地球温暖化対策事業室

電話：03-5521-8339
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木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業（農林水産省連携事業）
【令和２年度予算（案）

600百万円（1,200百万円）】

新たな木質部材「CLT」の断熱性能を検証し、脱炭素建築物の普及促進を図ります。
1. 事業目的

① 高い省エネ・省CO2につながる脱炭素建築物等の普及を促進するため、CLT （Cross Laminated Timber）等を用
いたモデル建築物を建設し、その断熱性能をはじめとする省エネ・省CO2効果について定量的に検証を行う。
② 脱炭素建築物としてのCLT建築物の更なる普及を通じて、業務その他部門のエネルギー起源CO2を大幅削減する。

2. 事業内容

4. 活用事例

1.

補助事例：九州旅客鉄道

CLT建築物の断熱性能効果検証事業＜委託＞
CLT建築物の断熱性や省CO2性能について既往の事例を対象とした
調査や、既存建築物を対象とした定量評価等を行い、効果的なCLT等
の活用方法の検討を行うことで、木材を用いた脱炭素建築物の普及促
進に資する知見を得る。
2. 木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業＜補助＞
CLT等の部材を用いた建築物の省エネ・省CO2効果を定量的に評価
するため、CLT等を用いた建築物等の建設に必要な設計費、工事費、
設備費、省CO2効果等の定量的評価に係る計測費の一部を補助する。
・補助対象経費：設計費、工事費、設備費、実証に係る計測費等
・補助率
：２／３ (上限額：５億円) ※継続事業のみ実施

3. 事業スキーム
■事業形態

委託事業／間接補助事業

■委託先：民間事業者・団体 ■補助対象：民間企業／地方公共団体等
■実施期間

平成29年度～令和2年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

熊本支社（熊本県熊本市）

CLT （Cross Laminated Timber）とは、ひき板を繊維
方向が直交するように積層接着したパネル。欧米を中心
に住宅や商業施設などの壁や床の材料として普及。
同面積のコンクリートと比較して軽い、施工が早いと
いった特徴を有する。
電話：03-5521-8355

20

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）

【令和２年度予算（案） 8,000百万円（6,000百万円）】
【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

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。
1. 事業目的 • 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。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（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
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
②
③
④

地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
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
激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業

（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

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

取組の
評価・
全国展開

地方公共団体

国

3. 事業スキーム
■事業形態

委託事業 ／

間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象 民間事業者・団体、地方公共団体等
■実施期間

令和元年度～令和５年度

自立・分散型地域エネルギーシステム

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339 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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

地域循環共生圏構築の土台となる脱炭素型地域づくりを推進します。
1. 事業目的

•
•
•

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。
地域資源の最大限の活用や地域間連携、さらに民間資金の活用により、地域の自律・分散型エネルギーシステムや
脱炭素交通モデル構築などの事業を支援し、野心的な脱炭素社会の実現を目指す。
地域の中核となる団体が軸となり、脱炭素地域づくりに向けたネットワークの構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

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
・FIT買取期間終了後の再エネ由来電力の活用など地方公共団体と地元企業が連携した
再エネの拡大／防災減災効果の向上を図る都市機能集約／高齢化社会に対応した都市部
の交通転換や地域公共交通の脱炭素化等の事業検討を支援を行う。
・各地域の既存リソースを持続的に活用し、地域の資源生産性向上、地域経済の活性化
を図る地域づくりを実現するための事業検討を支援を行う。
・地方公共団体が中心となり地域関係者と合意形成等を行う取組や、必要な情報や知見
を周知する取組の支援を行う。
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
・地域の中核となる団体等が当該地域の脱炭素型地域づくりの先進例となるような取組
に係る情報を収集し、全国に向けた情報発信を行う。また、脱炭素型地域づくりに向け
て、地域に潜在するニーズと企業等のシーズとのマッチングを行う。

持続可能な地域づくり
を進める地方公共団体

脱炭素社会に向
けた地域づくり
の検討を支援

脱炭素社会構築
を後押し

3. 事業スキーム
■事業形態

①：間接補助事業（定額）／

■補助対象及び委託先
■実施期間

②：委託事業

民間事業者・団体、地方公共団体等

地域課題に悩む
地方公共団体

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（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

地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
•

1. 事業目的

•
•

再生可能エネルギー自給率の高い自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量
80%削減のトリガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
災害時はエネルギーの自給が可能であり、気候変動の緩和にも貢献するエネルギー自給エリアを形成します。
温泉熱等の利活用を通じて経済好循環と地域活性化を図る地域づくりを促進します。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
・補助事業による設備等導入が、地域循環共生圏の構築に確実につながっているか評価し、
持続的な運用管理に向けた助言を行う。
・地域循環共生圏及び脱炭素社会を実現するために、自立分散型エネルギーシステムに求め
られる要素技術やシステム等を調査・整理し、支援、制度等の検討を行う。
・補助事業による実現可能性調査や地域関係者と合意形成等の取組について、分析・検証を
行い、助言を行いつつ、横断的・体系的に整理し、普及・展開に向けた制度等の検討を行う。
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
計画策定、設備等導入支援を行う。
③ 激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
計画策定、設備等導入支援を行う。
④ 温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業
・温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用する事業に対して支援を行う。
・全国温泉地自治体首長会議等で発信や、温泉熱等の利活用の促進を図る。

3. 事業スキーム
■事業形態

①、④の一部：委託事業 ②、③、④の一部：間接補助事業（定額,2/3）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

自立・分散型地域エネルギーシステム
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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

地域の脱炭素交通モデルの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
1. 事業目的

•
•

自動車CASE等を活用した地域の脱炭素交通モデル構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量80%削減のトリ
ガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
グリーンスローモビリティやLRT・BRTの導入、鉄道事業等の省CO２化を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
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
・計画策定、設備等導入支援を行う。
②グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業
・CNF、IoT技術等の先進技術を活用したグリーンスローモビリティの導入方法
の実証及び、グリーンスローモビリティの導入支援を行う。
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
・マイカーへの依存度が高い地方都市部を中心に､CO2排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進するため､LRT及びBRTの車両等の導入支援を行う。
・鉄道事業等における省CO2化を促進するため、エネルギーを効率的に使用する
ための先進的な省エネ設備・機器の導入を支援する。

自動車CASEのイメージ

※電動で時速20㎞未満で公道を
走る4人乗り以上のモビリティ

グリーンスローモビリティ（※）

3. 事業スキーム
■事業形態

②の一部：委託事業
①、②の一部、③：間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度（③のうちLRT・BRT導入支援は令和３年度まで）

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室:03-5521-8339

LRT・BRT

鉄道事業等の省CO2化

水・大気環境局 自動車環境対策課：03-5521-8303
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地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
【令和２年度予算（案）

4,000百万円（新規）】

地域内調整力や直流給電システムの構築により、再エネ主力化とレジリエンス強化を同時に向上させます。
1. 事業目的
2. 事業内容

• 公共施設の有する制御可能な設備を活用して地域の再エネ主力化を図る。
• オフサイトからの指令により運転制御可能なエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等への支援により、変動
性再エネ（太陽光、風力等）の主力電源化を推進する。
• 建物間での直流給電システムを構築することで、再エネ等のエネルギーの電力変換ロスを低減し、地域における再エネ主力化
を推進する。

（１）公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業

① 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業
② 公共施設等における先進的CO2排出削減対策モデル構築事業（継続分限り）

4.事業イメージ

需要家側の運転制御による需給バランスの調整
運転制御

再エネ比率向上

（２）再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

① オフサイトから運転制御可能な需要家側の設備、システム等導入支援事業
② 再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備、
システム等導入支援事業

供給側

（３）平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支
援事業

需給調整

需要家側

＊EVについては、(1)-➀・(2)-➀・(3)のメニューにおいて、通信・制御機器、充放電設備又は充電設
備とセットで外部給電可能なEVに従来車から買換えする場合に限り、蓄電容量の1/2(電気事業法上
の離島は2/3)×2万円/kWh補助する。（上限あり）

＊継続分を除く事業は組み合わせて行う事も可能

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率、定額、２／３※、１／２※、１／３）(※一部上限あり)

■委託・補助先 地方自治体、民間事業者・団体等

■実施期間

(１)-①・(２)・(３)令和２年度～令和６年度 、(1)-②令和２年度

お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

電話：03-5521-8339
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地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(１)公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業
再生可能エネルギーを導入するとともに、公共施設等の調整力を活用することで、地域の再エネ主力化を図ります。
1. 事業目的

•
•

地域に再生可能エネルギーを導入していくに当たっては、再エネ電力供給事業者における調整力の確保が重要であ
るため、公共施設の有する制御可能な設備の運転方法について実証を行う。
これにより、地域の再エネ電力を有効活用し、公共施設等の再エネ比率を高めるモデルを構築する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
パリ協定等を踏まえ全ての分野における脱炭素化が求められる中で、自
治体は、率先して再エネの最大限の導入に取組む必要がある。このため、
本事業では、地域全体でより効果的なCO2排出削減対策を実現する先進的
モデルの構築を目指す。
①公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業
廃棄物発電所や上下水道などの公共施設の有する制御可能な設備を活
用して地域の再エネ電力を有効活用できるようにし、公共施設の再エ
ネ比率をさらに高めるモデルを構築。
②公共施設等における先進的CO2排出削減対策モデル構築事業（継続分
限り）
複数の公共施設等の間で、再エネや自営線を活用し、電気や熱を最適
に融通し合う自立・分散型エネルギーシステムのモデルを構築する。

地域内で
相対取引
（調整可）

廃棄物発電

自家消費分
地域内で相対取引
地域の非FIT電力
自営線等
自家消費

■事業形態
■委託・補助先

地方自治体・民間事業者等

■実施期間 ①令和２年度～令和６年度 ②令和２年度
お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

下水処理場
ｶﾞｽ発電量のｺﾝﾄﾛｰﾙや、
ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾌﾞﾛｱ類のｺﾝﾄﾛｰﾙ

供給

地域内で
相対取引

地域
新電力

小売
（調整可）

ﾊﾞｲｵｶﾞｽ
発電機

小売
導水 （調整
送水

3. 事業スキーム

間接補助事業（補助率２／３※、１／２※）(※一部上限あり)

再エネ発電

系統
（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ）

発電総量をｺﾝﾄﾛｰﾙ、または
場内利用の割合をｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾎﾟﾝﾌﾟ
浄水場 小水力発電
貯水池・配水池を利用し
た、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転のｺﾝﾄﾛｰﾙ

電話：03-5521-8339

小売

自家消費

小売
（調整可）

蓄電池

車載型
蓄電池
通信機やエネマネ
システムを駆使し
全体の司令塔
下線が補助対象例
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地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(２)再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業
変動性再エネ（太陽光、風力等）の主力電源化に向け、需要側の運転制御可能な省CO2型需要側設備等を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

• 出力が変動し、予測誤差が生ずる太陽光、風力などの変動性再エネを大量に導入し、主力化を図っていくためには、
出力の変動や予測誤差に応じて需要側の設備等の運転を迅速に変更し、需給調整する体制を社会全体で構築していく
必要がある。オフサイトからの指令により運転制御可能なエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等
への支援を行うことで、変動性再エネの主力電源化を推進する。

4. 事業イメージ

出力が変動し、予測誤差が生じる太陽光、風力などの変動性再エネを主力化していくためには、
オフサイトより運転制御可能な省CO2型需要側設備
出力の変動や予測誤差に応じて需要側の設備等の運転状況をモニタリングし、オフサイトからで
も運転制御できる体制を構築していくことが必要となる。
再エネ設備設置者
運転制御を行う者
需要側設備設置者
このため、オフサイトから運転制御可能で平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる
需要側設備等を整備し、稼働状況の報告を行う事業者に対し支援を行う。
通信・制御機器
通信・制御機器
（支援対象機器：実証段階のものを除き、実用段階のものに限る。）
①オフサイトから運転制御可能な充放電設備又は充電設備、一定要件を満たす車載型蓄電池＊、
電力需給や
蓄熱槽、EMS、通信・遠隔制御機器等の需要側に設置する省CO2・エネルギーマネジメントに
需要に応じた
資する設備及び設備同士を結ぶ自営線、熱導管等。（離島に限り、省CO2化が図れる需要側設
利用の増減
備等、及び、蓄電システム、再エネ発電設備についても補助対象とする。）
＊通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEVに従来車から買換えす
る場合に限る。（上限あり）
②再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備、システム等

3. 事業スキーム

間接補助事業 補助率 ①１／２(一部上限あり)、②１／３
■事業形態
(電気事業法上の離島は、補助率 ①２／３(一部上限あり)、②１／２)

制御可能な需要側
省CO2設備

■補助対象 地方公共団体、民間事業者・団体等（設備設置者）

■実施期間 令和２年度～令和6年度
お問合せ先： 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室

電話：03-5521-8339
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地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(３)平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支援事業
省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる直流給電による建物間電力融通に係る設備等の構築を支援します。
1. 事業目的

• 建物間での直流給電システム構築に係る設備等の導入により、平時の省CO2と災害時の自立運転を両立するシステム
を構築し、地域における再エネ主力化とレジリエンス強化を同時に推進する。

2. 事業内容

4. 事業イメージ

一般的に直流給電システムは交流給電システムと比べて電力変換段数が少なく、電
力変換時のエネルギーロスを低減できるため省CO2とすることが可能であり、さらに
太陽光発電設備や蓄電池を給電線に直接接続できるため災害時に系統がブラックアウ
トした際にも効率的に自立運転させることが可能である。
このような直流給電システムを複数の建物間でつなぎ、構築することで、一定エリ
ア内で平時は省CO2を図りつつも、災害時には核となる避難拠点を形成できる。
そこで、複数の建物間をつなぎ、直流給電システムとすることで、一定エリア内で
平時の省CO2を図り、災害時に核となる避難拠点を形成する事業者に対して設備等の
導入に係る計画策定や導入支援を行う。

建物間をつなぐ直流給電システム
直流給電システムの構築

交
流

直
流

蓄電池やPV

3. 事業スキーム
■事業形態 間接補助事業（計画策定：定額、設備等導入：２／３※、１／２※）(※一部上限あり)
■補助対象 地方公共団体、民間事業者・団体等

隣接建築物

直流給電

直
流

隣接建築物
直
流

直
流

直
流

CPU

直流
機器

蓄電池やPV

■実施期間 令和２年度～令和6年度
お問合せ先： 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室

データセンターの排熱利用等

拠点中核建築物

電話：03-5521-8339
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地域脱炭素化推進事業体設置モデル事業
【令和２年度予算（案） 100百万円（100百万円）】

地方公共団体の参画・関与の下、地域の脱炭素化事業を展開する事業体づくりを支援します。
1. 事業目的

① 再生可能エネルギーの活用等による地域の脱炭素化を持続的に展開する事業体の自立的な普及を促す。
② 事業体の自立的な普及に向け、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、地域金融機関の資金や事業性評価等のノ
ウハウを最大限に活かして、市民や地元企業等の地域の資金による出資を促す。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
地域の再生可能エネルギーの活用は、地域の脱炭素化に資すると同時
に、地域経済循環の拡大を促すため、地域循環共生圏の鍵となる。
特に、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、地域における面的な
脱炭素化を推進する事業体には、脱炭素化や地域経済循環への効果に
加え、多様な地域課題の解決に向けた事業への展開も期待できる。
こうした事業体が自立的に普及するには、地域金融機関の資金や事業
性評価等のノウハウを最大限に活かしつつ、市民や地元企業等の地域
の資金による出資を促すことが必要である。
このため、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、市民、地元企業、
地域金融機関等が出資する事業体が展開する地域の脱炭素化の事業化
（事業体の設置又は強化・拡充）に係る費用の一部を補助する。

3. 事業スキーム
■事業形態

直接補助事業（補助率１／３、１／２、２／３）

■補助対象

地方公共団体、非営利団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和２年度

お問合せ先： 環境省大臣官房環境計画課

電話03-5521-8233

地域の再エネ電源
電源調達
地方公共
団体

地域内外の需要家

事業体
地域
金融機関

電力供給
出資

地元企業

市民
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廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業
【令和２年度予算（案）1,950百万円 (新規)】

地域循環共生圏構築（脱炭素化・災害廃棄物処理体制構築・地域活性化等）に資する廃棄物処理施設の整備を支援します。

1. 事業目的

① 廃棄物エネルギーを有効活用（発電等）することで化石燃料の使用量を削減し、社会全体での脱炭素化を進める。
② 災害廃棄物の受入に関する地元自治体との協定の締結や地元産業へのエネルギー供給を交付の条件とすることなど
により、低炭素化以外の政策目的の達成を図り、地域循環共生圏の構築を促進する。

4.事業イメージ

2. 事業内容
環境基本計画や循環型社会形成推進基本計画等では脱炭素社会の実現、万全な
災害廃棄物処理体制構築及び地域内での資源循環等の実現等による地域循環共生
圏の構築の重要性について指摘している。廃棄物焼却施設における熱回収（発電
及び熱利用）は未利用エネルギーの活用による化石燃料消費抑制に資するにもか
かわらず、産業廃棄物焼却施設のうち、発電設備を導入している施設は約18％、
熱利用設備を導入している施設は約27％という状況にあり、廃棄物の焼却熱の有
効利用の余地は大きい。
本事業では、廃棄物エネルギーを有効活用し社会全体での脱炭素化に資する事
業のうち、地元自治体と災害廃棄物受入等に関する協定を結ぶことで地域のレジ
リエンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による
地域の活性化や地域外への資金流出防止等に資する事業を支援する。

地域循環共生圏の構築

マルチベネフィットの達成
脱炭素化

補助内容 ① 廃熱を高効率で熱回収する設備（高熱量の廃棄物の受入量増加に係る設備を
含む）の設置・改良（熱や電気を施設外でも確実に利用すること）
② 廃棄物から燃料を製造する設備（製造した燃料が確実に使用されること）及
び廃棄物燃料を受け入れる際に必要な設備の設置・改良
③ 低炭素型廃棄物処理支援事業の交付対象設備（継続のみ。令和２年度まで）

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率１／３）

■対象

民間事業者・団体

■実施期間

令和２年度から令和６年度

お問合せ先： 環境省環境再生・資源循環局

廃棄物規制課（03-5501-3157）

災害廃棄物
処理体制構築

地域活性化・
資金流出防止

廃棄物エネルギーの有効活用

又は

廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273）
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２．人に優しく魅力ある
「交通・移動」システム
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水素を活用した社会基盤構築事業

（一部国土交通省連携事業）
【令和２年度予算（案）3,000百万円（ 600百万円）】

水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム及び産業車両等への支援を行います。
1. 事業目的

① 再生可能エネルギーを地域で最大限活用する将来像を見据え、自立型水素エネルギー供給システムの導入・活用方策
を確立する。
② 水素社会の実現に向けて産業車両等の燃料電池化を促進する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
1. 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
地域の実情に応じた、水素による再生可能エネルギーの貯蔵・利用モデル
を確立し、再生可能エネルギーの導入とCO2排出削減を可能とする事業を支
援します。具体的には、再生可能エネルギー発電設備とともに、①蓄電池
②水電解装置③水素貯蔵タンク④燃料電池⑤給水タンク等、を組み合わせ、
再生可能エネルギー由来の電気・熱（温水を含む）又は水素をオンサイトで
供給するシステムを導入する事業の一部の補助を行います。
2. 水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業
水素社会実現に向け、利用機会拡大を図るため、環境優位性の高い燃料電
池バスや燃料電池フォークリフトの導入を支援します。
3. 地域再エネ水素ステーション保守点検事業
燃料電池車両等の活用促進に向け、稼働初期における再エネ由来電力によ
る水素製造ステーションの保守点検を支援します。

電気
熱

給水タンク

空気
蓄電池ユニット
（O2）
燃料電池ユニット H2
H2
H2
水電解水素
製造装置ユニット
水素貯蔵タンク

3. 事業スキーム
■事業形態

補助事業（補助率：1/3,1/2,2/3）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和2年度

燃料電池バス

お問合せ先： 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話: 03-5521-8339
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課

電話: 03-5521-8302

燃料電池
フォークリフト
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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）

【令和２年度予算（案） 8,000百万円（6,000百万円）】
【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

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。
1. 事業目的 • 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。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（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
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
②
③
④

地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
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
激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業

（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

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

取組の
評価・
全国展開

地方公共団体

国

3. 事業スキーム
■事業形態

委託事業 ／

間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象 民間事業者・団体、地方公共団体等
■実施期間

令和元年度～令和５年度

自立・分散型地域エネルギーシステム

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339 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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

地域循環共生圏構築の土台となる脱炭素型地域づくりを推進します。
1. 事業目的

•
•
•

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。
地域資源の最大限の活用や地域間連携、さらに民間資金の活用により、地域の自律・分散型エネルギーシステムや
脱炭素交通モデル構築などの事業を支援し、野心的な脱炭素社会の実現を目指す。
地域の中核となる団体が軸となり、脱炭素地域づくりに向けたネットワークの構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

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
・FIT買取期間終了後の再エネ由来電力の活用など地方公共団体と地元企業が連携した
再エネの拡大／防災減災効果の向上を図る都市機能集約／高齢化社会に対応した都市部
の交通転換や地域公共交通の脱炭素化等の事業検討を支援を行う。
・各地域の既存リソースを持続的に活用し、地域の資源生産性向上、地域経済の活性化
を図る地域づくりを実現するための事業検討を支援を行う。
・地方公共団体が中心となり地域関係者と合意形成等を行う取組や、必要な情報や知見
を周知する取組の支援を行う。
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
・地域の中核となる団体等が当該地域の脱炭素型地域づくりの先進例となるような取組
に係る情報を収集し、全国に向けた情報発信を行う。また、脱炭素型地域づくりに向け
て、地域に潜在するニーズと企業等のシーズとのマッチングを行う。

持続可能な地域づくり
を進める地方公共団体

脱炭素社会に向
けた地域づくり
の検討を支援

脱炭素社会構築
を後押し

3. 事業スキーム
■事業形態

①：間接補助事業（定額）／

■補助対象及び委託先
■実施期間

②：委託事業

民間事業者・団体、地方公共団体等

地域課題に悩む
地方公共団体

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（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

地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
•

1. 事業目的

•
•

再生可能エネルギー自給率の高い自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量
80%削減のトリガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
災害時はエネルギーの自給が可能であり、気候変動の緩和にも貢献するエネルギー自給エリアを形成します。
温泉熱等の利活用を通じて経済好循環と地域活性化を図る地域づくりを促進します。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
・補助事業による設備等導入が、地域循環共生圏の構築に確実につながっているか評価し、
持続的な運用管理に向けた助言を行う。
・地域循環共生圏及び脱炭素社会を実現するために、自立分散型エネルギーシステムに求め
られる要素技術やシステム等を調査・整理し、支援、制度等の検討を行う。
・補助事業による実現可能性調査や地域関係者と合意形成等の取組について、分析・検証を
行い、助言を行いつつ、横断的・体系的に整理し、普及・展開に向けた制度等の検討を行う。
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
計画策定、設備等導入支援を行う。
③ 激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
計画策定、設備等導入支援を行う。
④ 温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業
・温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用する事業に対して支援を行う。
・全国温泉地自治体首長会議等で発信や、温泉熱等の利活用の促進を図る。

3. 事業スキーム
■事業形態

①、④の一部：委託事業 ②、③、④の一部：間接補助事業（定額,2/3）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

自立・分散型地域エネルギーシステム
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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

地域の脱炭素交通モデルの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
1. 事業目的

•
•

自動車CASE等を活用した地域の脱炭素交通モデル構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量80%削減のトリ
ガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
グリーンスローモビリティやLRT・BRTの導入、鉄道事業等の省CO２化を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
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
・計画策定、設備等導入支援を行う。
②グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業
・CNF、IoT技術等の先進技術を活用したグリーンスローモビリティの導入方法
の実証及び、グリーンスローモビリティの導入支援を行う。
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
・マイカーへの依存度が高い地方都市部を中心に､CO2排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進するため､LRT及びBRTの車両等の導入支援を行う。
・鉄道事業等における省CO2化を促進するため、エネルギーを効率的に使用する
ための先進的な省エネ設備・機器の導入を支援する。

自動車CASEのイメージ

※電動で時速20㎞未満で公道を
走る4人乗り以上のモビリティ

グリーンスローモビリティ（※）

3. 事業スキーム
■事業形態

②の一部：委託事業
①、②の一部、③：間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度（③のうちLRT・BRT導入支援は令和３年度まで）

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室:03-5521-8339

LRT・BRT

鉄道事業等の省CO2化

水・大気環境局 自動車環境対策課：03-5521-8303
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３．災害に強い「まちづくり」
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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
【令和２年度予算（案）

11,600百万円（3,400百万円）】

災害時にも避難施設等へのエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。
1. 事業目的

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月閣議決定）に基づき、平時の温室効果ガス排出
を抑制すると同時に、災害時の避難施設等へのエネルギー供給等の機能発揮が可能な再生可能エネルギー設備等を整備
する緊急対策を実施し、災害に強い地域づくりを推進する。

4. 支援対象

2. 事業内容
地域防災計画又は地方公共団体との協定により災害時に避難施設等と
して位置づけられた公共施設又は民間施設に、再生可能エネルギー設備
等の導入を支援し、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエ
ネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
① 公共施設（避難施設、防災拠点等）に防災・減災に資する再生可能エ
ネルギー設備、未利用エネルギー活用設備及びコジェネレーションシ
ステム並びにそれらの附帯設備（蓄電池、自営線等）等を導入する事
業
② 民間施設（避難施設、物資供給拠点等）に防災・減災に資する再生可
能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コージェネレーショ
ンシステム及び蓄電池等を導入する事業

災害時にも活用できる再エネ設備等

再エネ

蓄エネ

コジェネ
レーション

高効率空調

公共施設（避難施設、防災拠点）
民間施設（避難施設、物資供給拠点等）

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率１／２、２／３、３／４）

■補助対象

地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和２年度

お問合せ先： 環境省大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8233 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：03-5521-8355
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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）

【令和２年度予算（案） 8,000百万円（6,000百万円）】
【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

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。
1. 事業目的 • 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。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（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
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
②
③
④

地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
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
激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業

（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

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

取組の
評価・
全国展開

地方公共団体

国

3. 事業スキーム
■事業形態

委託事業 ／

間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象 民間事業者・団体、地方公共団体等
■実施期間

令和元年度～令和５年度

自立・分散型地域エネルギーシステム

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339 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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

地域循環共生圏構築の土台となる脱炭素型地域づくりを推進します。
1. 事業目的

•
•
•

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。
地域資源の最大限の活用や地域間連携、さらに民間資金の活用により、地域の自律・分散型エネルギーシステムや
脱炭素交通モデル構築などの事業を支援し、野心的な脱炭素社会の実現を目指す。
地域の中核となる団体が軸となり、脱炭素地域づくりに向けたネットワークの構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

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
・FIT買取期間終了後の再エネ由来電力の活用など地方公共団体と地元企業が連携した
再エネの拡大／防災減災効果の向上を図る都市機能集約／高齢化社会に対応した都市部
の交通転換や地域公共交通の脱炭素化等の事業検討を支援を行う。
・各地域の既存リソースを持続的に活用し、地域の資源生産性向上、地域経済の活性化
を図る地域づくりを実現するための事業検討を支援を行う。
・地方公共団体が中心となり地域関係者と合意形成等を行う取組や、必要な情報や知見
を周知する取組の支援を行う。
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
・地域の中核となる団体等が当該地域の脱炭素型地域づくりの先進例となるような取組
に係る情報を収集し、全国に向けた情報発信を行う。また、脱炭素型地域づくりに向け
て、地域に潜在するニーズと企業等のシーズとのマッチングを行う。

持続可能な地域づくり
を進める地方公共団体

脱炭素社会に向
けた地域づくり
の検討を支援

脱炭素社会構築
を後押し

3. 事業スキーム
■事業形態

①：間接補助事業（定額）／

■補助対象及び委託先
■実施期間

②：委託事業

民間事業者・団体、地方公共団体等

地域課題に悩む
地方公共団体

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（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

地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
•

1. 事業目的

•
•

再生可能エネルギー自給率の高い自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量
80%削減のトリガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
災害時はエネルギーの自給が可能であり、気候変動の緩和にも貢献するエネルギー自給エリアを形成します。
温泉熱等の利活用を通じて経済好循環と地域活性化を図る地域づくりを促進します。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
・補助事業による設備等導入が、地域循環共生圏の構築に確実につながっているか評価し、
持続的な運用管理に向けた助言を行う。
・地域循環共生圏及び脱炭素社会を実現するために、自立分散型エネルギーシステムに求め
られる要素技術やシステム等を調査・整理し、支援、制度等の検討を行う。
・補助事業による実現可能性調査や地域関係者と合意形成等の取組について、分析・検証を
行い、助言を行いつつ、横断的・体系的に整理し、普及・展開に向けた制度等の検討を行う。
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
計画策定、設備等導入支援を行う。
③ 激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
計画策定、設備等導入支援を行う。
④ 温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業
・温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用する事業に対して支援を行う。
・全国温泉地自治体首長会議等で発信や、温泉熱等の利活用の促進を図る。

3. 事業スキーム
■事業形態

①、④の一部：委託事業 ②、③、④の一部：間接補助事業（定額,2/3）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

自立・分散型地域エネルギーシステム
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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

地域の脱炭素交通モデルの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
1. 事業目的

•
•

自動車CASE等を活用した地域の脱炭素交通モデル構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量80%削減のトリ
ガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
グリーンスローモビリティやLRT・BRTの導入、鉄道事業等の省CO２化を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
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
・計画策定、設備等導入支援を行う。
②グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業
・CNF、IoT技術等の先進技術を活用したグリーンスローモビリティの導入方法
の実証及び、グリーンスローモビリティの導入支援を行う。
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
・マイカーへの依存度が高い地方都市部を中心に､CO2排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進するため､LRT及びBRTの車両等の導入支援を行う。
・鉄道事業等における省CO2化を促進するため、エネルギーを効率的に使用する
ための先進的な省エネ設備・機器の導入を支援する。

自動車CASEのイメージ

※電動で時速20㎞未満で公道を
走る4人乗り以上のモビリティ

グリーンスローモビリティ（※）

3. 事業スキーム
■事業形態

②の一部：委託事業
①、②の一部、③：間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度（③のうちLRT・BRT導入支援は令和３年度まで）

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室:03-5521-8339

LRT・BRT

鉄道事業等の省CO2化

水・大気環境局 自動車環境対策課：03-5521-8303
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廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業
【令和２年度予算（案）25,950百万円（25,950百万円）】

自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

① 廃棄物処理施設で得られるエネルギーを有効活用し、エネルギー起源CO2の排出抑制を図りつつ、当該施設を中心
とした自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進める。
② 廃棄物処理施設で生じた熱や電力を地域で利活用することによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資す
る取組を支援する。

4. 事業イメージ

東日本大震災と原子力発電所の事故を起因としたエネルギー需給の逼迫を背景として、再生可
高効率ごみ発電設備等の導入により、周
辺施設への電気・熱供給を可能とする。
能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入や省エネ効果に優れ
た先進的設備の導入支援が必要である。具体的に、以下の事業の一部を補助します。
（１）交付金
電
・新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3交付
気
・
・改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設）：1/2交付
熱
・計画・調査策定（計画支援・長寿命化・集約化）：1/3交付
の
（２）補助金
供
・新設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2、1/3補助
給
・改良（エネルギー回収型廃棄物処理施設）：1/2補助
・電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備：1/2補助
廃棄物処理施設を中心とした自立・分散型の
（災害時の非常用電源となるEV収集車：差額の2/3補助、蓄電池：1/2補助）
「地域エネルギーセンター」「災害時のレジリエンス強化」
・熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備：1/2補助
の構築
ごみ
・廃棄物処理施設による未利用熱及び廃棄物発電の有効活用に係るFS調査：定額補助
平常時
処理施設
災害時
充電設備

■事業形態

交付金・間接補助事業（交付・補助率1/2、1/3、定額）

■対象

市町村等・民間事業者

■実施期間

平成27年度～
環境再生・資源循環局

熱のカスケード利用

生産(温室への低温利用等）
●熱需要施設の組み合わせ利用

●工場等への大規模熱供給
産業へのエネルギー供給

ごみ処理施設

市役所

充電設備

充電済電池

充電済電池

EVパッカー車

お問合せ先： 環境省

製造、加工
(高温利用）

公共施設への
エネルギー供給

送電

送 電

3. 事業スキーム

熱供給(プール、
浴場、冷暖房等)

公園

ごみ収集
例 EVパッカー車によ
る収集運搬低炭素化

ごみ収集
廃棄物発電電力を災害時の非常用電源として有効活用

廃棄物適正処理推進課

電話：03-5521-9273
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廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業
【令和２年度予算（案）1,950百万円 (新規)】

地域循環共生圏構築（脱炭素化・災害廃棄物処理体制構築・地域活性化等）に資する廃棄物処理施設の整備を支援します。

1. 事業目的

① 廃棄物エネルギーを有効活用（発電等）することで化石燃料の使用量を削減し、社会全体での脱炭素化を進める。
② 災害廃棄物の受入に関する地元自治体との協定の締結や地元産業へのエネルギー供給を交付の条件とすることなど
により、低炭素化以外の政策目的の達成を図り、地域循環共生圏の構築を促進する。

4.事業イメージ

2. 事業内容
環境基本計画や循環型社会形成推進基本計画等では脱炭素社会の実現、万全な
災害廃棄物処理体制構築及び地域内での資源循環等の実現等による地域循環共生
圏の構築の重要性について指摘している。廃棄物焼却施設における熱回収（発電
及び熱利用）は未利用エネルギーの活用による化石燃料消費抑制に資するにもか
かわらず、産業廃棄物焼却施設のうち、発電設備を導入している施設は約18％、
熱利用設備を導入している施設は約27％という状況にあり、廃棄物の焼却熱の有
効利用の余地は大きい。
本事業では、廃棄物エネルギーを有効活用し社会全体での脱炭素化に資する事
業のうち、地元自治体と災害廃棄物受入等に関する協定を結ぶことで地域のレジ
リエンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による
地域の活性化や地域外への資金流出防止等に資する事業を支援する。

地域循環共生圏の構築

マルチベネフィットの達成
脱炭素化

補助内容 ① 廃熱を高効率で熱回収する設備（高熱量の廃棄物の受入量増加に係る設備を
含む）の設置・改良（熱や電気を施設外でも確実に利用すること）
② 廃棄物から燃料を製造する設備（製造した燃料が確実に使用されること）及
び廃棄物燃料を受け入れる際に必要な設備の設置・改良
③ 低炭素型廃棄物処理支援事業の交付対象設備（継続のみ。令和２年度まで）

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率１／３）

■対象

民間事業者・団体

■実施期間

令和２年度から令和６年度

お問合せ先： 環境省環境再生・資源循環局

廃棄物規制課（03-5501-3157）

災害廃棄物
処理体制構築

地域活性化・
資金流出防止

廃棄物エネルギーの有効活用

又は

廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273）
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４．多様なビジネスの創出
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地域脱炭素化推進事業体設置モデル事業
【令和２年度予算（案） 100百万円（100百万円）】

地方公共団体の参画・関与の下、地域の脱炭素化事業を展開する事業体づくりを支援します。
1. 事業目的

① 再生可能エネルギーの活用等による地域の脱炭素化を持続的に展開する事業体の自立的な普及を促す。
② 事業体の自立的な普及に向け、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、地域金融機関の資金や事業性評価等のノ
ウハウを最大限に活かして、市民や地元企業等の地域の資金による出資を促す。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
地域の再生可能エネルギーの活用は、地域の脱炭素化に資すると同時
に、地域経済循環の拡大を促すため、地域循環共生圏の鍵となる。
特に、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、地域における面的な
脱炭素化を推進する事業体には、脱炭素化や地域経済循環への効果に
加え、多様な地域課題の解決に向けた事業への展開も期待できる。
こうした事業体が自立的に普及するには、地域金融機関の資金や事業
性評価等のノウハウを最大限に活かしつつ、市民や地元企業等の地域
の資金による出資を促すことが必要である。
このため、地方公共団体の戦略的な参画・関与の下、市民、地元企業、
地域金融機関等が出資する事業体が展開する地域の脱炭素化の事業化
（事業体の設置又は強化・拡充）に係る費用の一部を補助する。

3. 事業スキーム
■事業形態

直接補助事業（補助率１／３、１／２、２／３）

■補助対象

地方公共団体、非営利団体、民間事業者・団体等

■実施期間

平成30年度～令和２年度

お問合せ先： 環境省大臣官房環境計画課

電話03-5521-8233

地域の再エネ電源
電源調達
地方公共
団体

地域内外の需要家

事業体
地域
金融機関

電力供給
出資

地元企業

市民
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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）

【令和２年度予算（案） 8,000百万円（6,000百万円）】
【令和元年度補正予算（案） 600百万円】

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。
1. 事業目的 • 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。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
（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
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
②
③
④

地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
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
激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業

（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

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

取組の
評価・
全国展開

地方公共団体

国

3. 事業スキーム
■事業形態

委託事業 ／

間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象 民間事業者・団体、地方公共団体等
■実施期間

令和元年度～令和５年度

自立・分散型地域エネルギーシステム

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339 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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、(1)脱炭素型地域づくりモデル形成事業

地域循環共生圏構築の土台となる脱炭素型地域づくりを推進します。
1. 事業目的

•
•
•

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。
地域資源の最大限の活用や地域間連携、さらに民間資金の活用により、地域の自律・分散型エネルギーシステムや
脱炭素交通モデル構築などの事業を支援し、野心的な脱炭素社会の実現を目指す。
地域の中核となる団体が軸となり、脱炭素地域づくりに向けたネットワークの構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

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
・FIT買取期間終了後の再エネ由来電力の活用など地方公共団体と地元企業が連携した
再エネの拡大／防災減災効果の向上を図る都市機能集約／高齢化社会に対応した都市部
の交通転換や地域公共交通の脱炭素化等の事業検討を支援を行う。
・各地域の既存リソースを持続的に活用し、地域の資源生産性向上、地域経済の活性化
を図る地域づくりを実現するための事業検討を支援を行う。
・地方公共団体が中心となり地域関係者と合意形成等を行う取組や、必要な情報や知見
を周知する取組の支援を行う。
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
・地域の中核となる団体等が当該地域の脱炭素型地域づくりの先進例となるような取組
に係る情報を収集し、全国に向けた情報発信を行う。また、脱炭素型地域づくりに向け
て、地域に潜在するニーズと企業等のシーズとのマッチングを行う。

持続可能な地域づくり
を進める地方公共団体

脱炭素社会に向
けた地域づくり
の検討を支援

脱炭素社会構築
を後押し

3. 事業スキーム
■事業形態

①：間接補助事業（定額）／

■補助対象及び委託先
■実施期間

②：委託事業

民間事業者・団体、地方公共団体等

地域課題に悩む
地方公共団体

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（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

地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
•

1. 事業目的

•
•

再生可能エネルギー自給率の高い自立・分散型エネルギーシステムの構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量
80%削減のトリガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
災害時はエネルギーの自給が可能であり、気候変動の緩和にも貢献するエネルギー自給エリアを形成します。
温泉熱等の利活用を通じて経済好循環と地域活性化を図る地域づくりを促進します。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

① 地域循環共生圏の構築に向けた取組の評価改善事業
・補助事業による設備等導入が、地域循環共生圏の構築に確実につながっているか評価し、
持続的な運用管理に向けた助言を行う。
・地域循環共生圏及び脱炭素社会を実現するために、自立分散型エネルギーシステムに求め
られる要素技術やシステム等を調査・整理し、支援、制度等の検討を行う。
・補助事業による実現可能性調査や地域関係者と合意形成等の取組について、分析・検証を
行い、助言を行いつつ、横断的・体系的に整理し、普及・展開に向けた制度等の検討を行う。
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
計画策定、設備等導入支援を行う。
③ 激甚化する災害に対応したエネルギー自給エリア等構築支援事業
計画策定、設備等導入支援を行う。
④ 温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進実証事業
・温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用する事業に対して支援を行う。
・全国温泉地自治体首長会議等で発信や、温泉熱等の利活用の促進を図る。

3. 事業スキーム
■事業形態

①、④の一部：委託事業 ②、③、④の一部：間接補助事業（定額,2/3）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室ほか:03-5521-8339

自立・分散型地域エネルギーシステム
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
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脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、（３）地域の脱炭素交通モデルの構築支援事業

地域の脱炭素交通モデルの構築を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。
1. 事業目的

•
•

自動車CASE等を活用した地域の脱炭素交通モデル構築を通じて、2050年温室効果ガス総排出量80%削減のトリ
ガーとなる先導的モデルを構築し、ひいては地域循環共生圏の構築を図ります。
グリーンスローモビリティやLRT・BRTの導入、鉄道事業等の省CO２化を通じて地域循環共生圏の構築を図ります。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
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
・計画策定、設備等導入支援を行う。
②グリーンスローモビリティの導入実証・促進事業
・CNF、IoT技術等の先進技術を活用したグリーンスローモビリティの導入方法
の実証及び、グリーンスローモビリティの導入支援を行う。
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
・マイカーへの依存度が高い地方都市部を中心に､CO2排出量の少ない公共交通
へのシフトを促進するため､LRT及びBRTの車両等の導入支援を行う。
・鉄道事業等における省CO2化を促進するため、エネルギーを効率的に使用する
ための先進的な省エネ設備・機器の導入を支援する。

自動車CASEのイメージ

※電動で時速20㎞未満で公道を
走る4人乗り以上のモビリティ

グリーンスローモビリティ（※）

3. 事業スキーム
■事業形態

②の一部：委託事業
①、②の一部、③：間接補助事業（定額,2/3,1/2,1/3,1/4）

■委託先及び補助対象
■実施期間

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和元年度～令和５年度（③のうちLRT・BRT導入支援は令和３年度まで）

お問合せ先： 地球環境局地球温暖化対策事業室:03-5521-8339

LRT・BRT

鉄道事業等の省CO2化

水・大気環境局 自動車環境対策課：03-5521-8303
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環境金融の拡大に向けた利子補給事業
【令和２年度予算（案） 1,100百万円（1,219百万円）】

地域循環共生圏の創出に資するESG融資を通じた脱炭素設備投資を促進します。
1. 事業目的

① SDGsや脱炭素社会の実現に向けては、民間資金の大量動員が必要。我が国において圧倒的ウエイトを占める間接金
融の担い手、特に地域金融機関の融資行動にアプローチすることにより、“Ｅ”に着目したインパクトのある地域
ESG融資を拡げるとともに、民間資金による地球温暖化対策の促進を図り、地域循環共生圏の創出に繋げる。

2. 事業内容

4. 事業イメージ

○ 環境配慮型融資促進利子補給事業（159百万円）※継続案件のみ

①
Ｅ
Ｓ
Ｇ
融
資
目
標
設
定
型

○ 環境リスク調査融資促進利子補給事業（583百万円）※継続案件のみ
○ 地域ESG融資促進利子補給事業（358百万円）
地域循環共生圏の創出に資するESG融資であって、地球温暖化対策
のための設備投資等に対する融資を行う金融機関に対し、当該融資に
ついて、年利１％を限度に利子補給を行う。
① ESG融資目標設定型
※ 利子補給金は、交付対象融資の利子に充当。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（利子補給率 年利1％又は1.5％を限度）

■補助対象

金融機関

■実施期間

平成25年度～令和6年度

お問合せ先： 環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室

電話：03-5521-8240

② ＣＯ２削減目標設定支援型

② CO2削減目標設定支援型

“E”に着目したESG融資に関する
数値目標を設定
地域循環共生圏の
創出に資する
脱炭素事業へ融資

金融
機関

脱炭素事業
脱炭素事業
脱炭素事業

利子補給（年利１％を上限）

⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇

金融
機関
EMS
事務局

コンソーシアム
内での知見・
情報の共有
地方公
共団体

CO2削減に係る
野心的な目標設定
・計画策定を支援
金融
機関

地域循環共生圏の
創出に資する
脱炭素事業へ融資

融
資
先
事
業
者

利子補給（年利１％を上限）

⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇
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５．健康で自然とのつながりを感じる
「ライフスタイル」
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浄化槽の整備（循環型社会形成推進交付金（浄化槽分））
【令和２年度予算（案） 9,613百万円（9,577百万円）】

単独処理浄化槽を災害に強く早急に復旧可能な合併処理浄化槽へ転換する事業等の支援を行います。
1. 事業目的
2. 事業内容

① 全国に約400万基の単独処理浄化槽が残存しており、昨年度実施した緊急点検の結果として老朽化し破損している浄化槽が多数残存。浄化槽
法が改正され、特定既存単独処理浄化槽の制度もできたことから、早期に合併処理浄化槽への転換を行う必要がある。
② また、浄化槽法が改正され、行政による浄化槽情報や指定検査機関、民間業者（保守点検、清掃）の有する情報を統合・整理した浄化槽台帳
の整備が義務づけられたため、設置、保守点検、清掃、法定検査の受検状況を一元的に管理できる浄化槽台帳システムを整備する必要がある。
③ 更に、令和元年台風15号及び19号等の災害を踏まえ、早期に復旧できる災害に強い合併処理浄化槽の整備を進め、防災機能の向上、国土強
靱化に資する。

4. 補助対象、事業イメージ

●浄化槽設置整備事業(個人設置型）(交付率1/3）
改 環境配慮事業の要件見直し(｢浄化槽処理促進区域｣を設置要件に付加)(交付率1/2)
改 改正浄化槽法に基づく「公共浄化槽」として市町村が管理する個人設置型事業による浄化
槽整備を事業対象に拡大（管理組合等が行う共同浄化槽（100人以内）の整備（流入管を
含む）） (交付率1/3､1/2)
●公共浄化槽整備推進事業（市町村設置型）(交付率1/3）
改 環境配慮事業の要件見直し(｢浄化槽処理促進区域｣を設置要件に付加)(交付率1/2)
改 商業地域等で通常よりも多量の汚水排出が見込まれる地域における共同浄化槽の人槽規模
の特例の設定(交付率1/3､1/2)
改 市町村が行う市町村整備推進事業により整備された既設の浄化槽の災害に伴う改築事業を
補助メニューに追加(交付率1/3)
新 浄化槽整備効率化事業(交付率1/3)
浄化槽処理促進区域の設定、PFI等の民間活用及び共同浄化槽の設置に資する調査・測量・
設計など効率的な浄化槽整備に要する費用への補助。
新 地方公共団体(都道府県及び市町村)が行う、浄化槽整備を効率的に実施するにあたり必要な、
設置・維持管理情報等のデータの電子化に要する費用（悉皆調査、電子化）及び既に浄化槽台帳
を整備している自治体（都道府県及び市町村）が行う、既存の台帳システムを環境省が省令等で
求める内容に沿って改修する事業に要する費用への補助。(交付率1/3)

3. 事業スキーム
■事業形態
■交付対象
■実施期間

交付金（補助率1/3（一部1/2））
地方公共団体
平成17年度～

お問合せ先： 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室

○浄化槽設置整備事業（個人設置型）

助成対象額（４割）

2/3(1/2)
市町村

個人負担（６割）

○ 公共浄化槽整備推進事業（市町村設置型）
個人負担
（１割）

１７(１２)／３０
市町村負担

1/3(1/2)
国

１０(１５)／３０
国

国庫助成対象額（１０割）

○浄化槽台帳の整備を通じた管理の向上
浄化槽台帳の電子化・システム化

悉皆調査

都道府県等
・設置届
・廃止届

クラウドサーバー

現地調査

紙媒体

電子媒体

検査機関
・7条検査
・11条検査

清掃業者
保守点検業者
・保守点検結果 ・清掃結果

システム整備

（参考）風水害にも対応力のある浄化槽
・浸水し水没した浄化槽は、土砂を引き抜き機材交換することで、
早期復旧が可能。長期停電の場合も、最低限の処理（沈殿と消
毒）は行われ衛生的な処理が可能であった。
・今回の風水害においても避難所の浄化槽は稼働することで、ト
イレの利用が可能であった。

電話：03-5501-3155
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省エネ型浄化槽システム導入推進事業
【令和２年度予算（案）1,800百万円（2,000百万円）】

浄化槽の改修又は更新による低炭素化を支援します。
1. 事業目的 既設の中・大型浄化槽に付帯する機械設備の省エネ改修や古い既設合併処理浄化槽の交換を推進することにより、浄化
槽システム全体の大幅な低炭素化を図るとともに老朽化した浄化槽の長寿命化を図る。

4. 補助内容

2. 事業内容
① 51人槽以上の既設合併処理浄化槽にかかる、省CO₂型の高度化設備
（高効率ブロワ等)の改修費用について、1/2を補助する。
② 改正 建築基準法に定める旧構造基準及び新構造基準の浄化槽（ブロ
ワを使用するものに限る）のうち60人槽以上の既設合併処理浄化槽
から構造や本体のコンパクト化によってエネルギー削減効果の高いと
見込まれる浄化槽への交換及び平成12年度より販売の性能評価型の
浄化槽のうち、初期型の合併処理浄化槽から60人槽以上の最高水準
の省エネ技術を用いた先進的省エネ浄化槽への交換に係る費用につい
て、 1/2を補助する。

3. 事業スキーム
■事業形態

間接補助事業（補助率1/2）

■補助対象

民間事業者・団体、地方公共団体等

■実施期間

平成29年度～令和3年度

お問合せ先： 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室

○省エネ型浄化槽システム導入支援
・浄化槽設備では浄化槽本体の入替え

・大型浄化槽の機械設備の例

（高効率ﾌﾞﾛﾜ)

電話：03-5501-3155

(ｽｸﾘｰﾝ)

(ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置)
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地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業
【令和２年度予算（案） 842百万円（842百万円）】

市町村の首長が先頭に立ち、地域の企業・民間団体等と連携して、 「COOL CHOICE」を推進する通年に渡る活動
を支援します。
・地域の様々な活動主体が連携し、きめ細かな地域単位での取組を促進させることで、地域住民の積極的かつ自発的な行
1. 事業目的 動・定着につなげるとともに、地域の特色に合った地球温暖化対策を効果的に推進する。
・本事業の実施により、国民の地球温暖化防止の取組の必要性についての理解度（関心度）90％以上、「COOL CHOICE」
の認知率50％以上、個人賛同600万人、企業賛同40万団体を得る。

4. 事業イメージ

2. 事業内容

（１）地方公共団体等と連携したCO2排出削減促進事業
（１）地方公共団体等と連携したCO2排出削減促進事業（672百万円）
【補助対象 定額・定率（上限あり）】
地域の企業・団体や家庭・個人の自発的な地球温暖化対策への取組を
環境省→非営利団体
促すため、自治体の首長が先頭に立ち、企業・民間団体等と連携して、
→市区町村・地方公共団体と連携して事業を行う
「COOL CHOICE」を通年に渡り展開する活動に対して支援を行う。
民間企業・団体等
（２）地域コミュニティを活用した地球温暖化対策事業（170百万円）
地域コミュニティの地域に密着した発信力を最大限活かし、地球温暖化 【実施数】
約1,700自治体に対して100箇所程度、民間企業10
に対する関心を高め自発的な取組を促す。
箇所程度
具体的には、身近な地域における地球温暖化の現状や影響、更には対策
の取組み状況、課題等に関する取材や情報をもとに、地域住民の関心を高
め、多くの人が一緒に考え、自発的な取組の輪が広がることを目的とした
番組を、地域内の若年層が企画・制作する事業に支援を行う。

3. 事業スキーム
■事業形態

（１）間接補助事業（定額（中核市以上は総事業費の３／４の定率））
（２）間接補助事業（定額）

（１）市区町村・民間事業者・団体

■補助対象
（２）民間事業者・団体
■実施期間 平成26年度～（地球温暖化対策計画の見直しに合わせて見直し）
お問合せ先： 環境省

地球温暖化対策課

国民生活対策室（03-5521-8341）

（２）地域コミュニティを活用した地球温暖化対策啓発事業
【補助対象 定額（上限あり）】
環境省→非営利団体→民間企業等
【実施数】30か所程度

55

一般廃棄物処理施設の整備
【令和２年度予算（案） 59,123百万円（61,500百万円）】

一般廃棄物処理施設の整備を支援します。
1. 事業目的
2. 事業内容

①市町村等が廃棄物の３R（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工
夫を活かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援する。
②平成当初以降にダイオキシン類対策のために整備した廃棄物処理施設の老朽化による、ごみ処理能力の不足や事故リ
スク増大といった事態を回避し、生活環境保全・公衆衛生向上を確保し、地域の安全・安心に寄与する。
③災害時のための廃棄物処理施設の強靱化及び地球温暖化対策の強化を推進する。

4. 予算額の推移、補助対象の例

市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備には一時的に莫大な費用を要す
るため、本交付金、補助金による支援が不可欠である。具体的には、以下の
施設整備事業の一部を支援する。
・エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設、メタンガス化施設等）
・最終処分場
・マテリアルリサイクル推進施設
・有機性廃棄物リサイクル推進施設
・上記に係る調査・計画支援事業 等

3. 事業スキーム
■事業形態

交付金、間接補助事業（補助率１／３（一部１／２））

■交付対象

市区町村等、民間事業者

■実施期間

平成１７年度～

お問合せ先： 環境省

環境再生・資源循環局

廃棄物適正処理推進課

電話：03-5521-8337

老朽化及び対策不
足のため、災害時
の事故リスクが懸
念されている施設
の整備
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海岸漂着物等地域対策推進事業
【令和２年度予算（案） 3,695百万円（400百万円）】
（平成30年度補正予算額 3,100百万円）

海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）の回収・処理や発生抑制対策を推進するため、地方公共団体を支援します。
1. 事業目的

近年、海洋ごみによる海岸機能の低下や環境・景観の悪化、船舶航行の妨げ等が懸念されている。都道府県や市町村等
が実施する海洋ごみ対策への支援を通じて海洋ごみの削減を図り、もって海洋環境保全に資する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
国内外で関心が高まっているプラスチックを始めとする海洋ごみ問題への対策のた
め、海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海洋ご
みに関する地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に関する事業に対
し、補助金による支援を実施する。補助率は、地域の実情に合わせ、離島や過疎、半
島地域等において嵩上げを実施する。また法改正により海底・漂流ごみが対象になっ
たことを踏まえ、その回収・処理を促進するため定額補助メニューを新規で設ける。
（補助率）
○地域計画策定事業（都道府県のみ） ・・・補助率 １／２、定額※①
※①流域圏を含む地域計画を策定する場合は10百万円を上限とする補助。
○回収・処理事業、発生抑制対策事業 ・・・補助率 ９／１０～７／１０、定額※②
※②新規メニュー：漁業者等が行うボランティアにより回収された海底・漂流ごみ
の処理を行う場合は10百万円を上限とする補助。
さらに、自治体負担分の８割が特別交付税で措置。

環境省
事業計画

補助金

事業実績報告

都道府県、市町村などによる回収処理事業等の実施
漂流・漂着・海底ごみ

海洋ごみの回収処理

の及ぼす様々な影響

事業等の推進

海洋環境、沿岸居住環境、
観光・漁業、船舶航行

重機やボランティアに
よる海洋ごみの回収処
理活動

3. 事業スキーム
■事業形態

補助事業

■補助対象

都道府県（市町村事業は都道府県を通じた間接補助事業）

■実施期間

平成２7年度～

お問合せ先： 環境省

水・大気環境局

水環境課

海洋環境室

電話：03-5521-9025

全国の漂流・漂着・海底ごみ対策の推進により、
海洋環境の保全等を図る。
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自然公園等事業等
【令和２年度予算（案）10,394百万円（ 11,641百万円）】

国立公園等の優れた自然風景地等の保護及び利用の推進と、中長期的な視点による効率的な施設管理を図ります。
①国立公園等の保護及び利用上重要な事業の実施並びに国民公園等の施設の整備・維持管理の実施
1. 事業目的 ②「明日の日本を支える観光ビジョン構想（平成28年3月）」を踏まえた国立公園等における、外客受入環境整備
③国立公園等での自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生
④施設の予防保全型管理水準の向上、中長期的な視点に立った効率的な施設の管理の実施

2. 事業内容

4. 事業イメージ

政府の重要課題である「自然と人間が共生する社会」の実現のためには、国立公園等 事例１：利用施設の整備
の優れた自然風景地等の保護と利用を図り、安全で快適な自然とのふれあいの場の提供が
国立公園の利用拠点におけ
必要。そのために、国立公園、国民公園等における施設整備や自然再生等の事業、長寿命
るビジターセンターの整備。
化対策を実施し、国立・国定公園等において地方公共団体が行う施設整備等の事業につい
（阿蘇山上ビジターセン
て支援します。
ター）
・ 自然公園施設等の整備事業
事例２：気候変動ならびに防災・減災対策の実施
・ 自然公園施設等の緊急対策【国土強靱化】事業
・ 自然公園等施設における気候変動、防災・減災対策の実施
・ 国立公園での自然再生事業、生態系維持回復事業、国指定鳥獣保護区の保全事業
利用施設における再生可能エネ
ソーラーパネル
・ 国が整備した施設等の維持管理
ルギーの利用の促進と蓄電池の
・ 国立・国定公園等で地方公共団体が実施する施設整備等の支援（交付金）
設置による非常用電源の確保
・ 自然環境等施設長寿命化対策に係る計画策定、改修工事
・ 国立公園で地方公共団体が実施する自然環境等施設長寿命化対策の支援
事例３：長寿命化対策

3. 事業スキーム
■事業形態

施設の長寿命化
計画に基づく対
策（外壁補修）
の実施

請負事業/交付金事業（国立公園50% 国立公園以外45%）

①請負事業：■民間、③補助事業：■（地方自治体）
■実施期間

平成６年度～

対策前

お問合せ先： 環境省自然環境局自然環境整備課、総務課、国立公園課、自然環境計画課、野生生物課

対策後

電話：03-5521-8281
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指定管理鳥獣捕獲等事業費

【令和２年度予算（案） 2,300百万円（500百万円）】
【令和元年度補正予算（案） 400百万円】

都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲等を支援します。
1. 事業目的

○ニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目標の達成に向けて、都道府県等が行うニホンジカ・イノシシの
捕獲事業等を交付金により支援する。

4. 事業イメージ

2. 事業内容
ニホンジカ及びイノシシによる自然生態系への影響及び農林水産業被害が
深刻化しており、平成25年度に策定した「抜本的な鳥獣捕獲対策」において
10年後の令和５年度末までにニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目
標の達成に向けて捕獲数の大幅な増加を図ることとしています。
また、平成30年９月以降に拡大しているＣＳＦのウイルス拡散防止を図
るため、野生イノシシの捕獲を強化することとしています。
今後、ニホンジカ及びイノシシの半減目標の達成及びＣＳＦウイルスの
拡散防止に向けて、なお一層の捕獲を行う必要があることから、都道府県等
が行う以下の取組の一部又は全部について、交付金により支援します。
・指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画策定等
・指定管理鳥獣の捕獲等
・効果的な捕獲の促進（捕獲手法の技術開発・市町村連携による捕獲）
・認定鳥獣捕獲等事業者等の育成（捕獲技術向上のための研修会等）
・ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成（食肉衛生の講習会等）
・ジビエ利用拡大のための狩猟捕獲支援（捕獲個体の搬入への支援等）

3. 事業スキーム
■事業形態

交付金（補助率１／２、２／３、定額）
都道府県、協議会

■実施期間
お問合せ先：

平成26年度～令和５年度（予定）

半減目標の達成・ＣＳＦの拡散防止

国

都道府県等
ニホンジカ・イノシシの捕獲促進

交
付
金
に
よ
る
支
援

・実施計画の策定
・ニホンジカ・イノシシの捕獲
・ＣＳＦ発生地域における野生イノシシの捕
獲の強化
・認定鳥獣捕獲等事業者等の育成
狩猟者に対する支援
ジビエ利用拡大に関する取組
年度

事業概要

Ｒ２

半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

Ｒ３

半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

Ｒ４

半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 電話：03-5521-8285
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生物多様性保全推進支援事業
【令和２年度予算額 136百万円（136百万円）】

地域における生物多様性の保全・再生に資する取組を支援します。
1. 事業目的

① 地域の自然特性に応じた、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動の支援により、国土全体の生物多様性
の保全・再生を推進。
② 地域による自立的・効果的な取組の継続を促進、早期対策により被害等の拡大を抑制し将来の取組コストも低減。

4. 活用事例

2. 事業内容
・「生物多様性地域連携促進法（平成23年施行）」「生物多様性国家戦略2012
-2020（平成24年閣議決定）」において、地方公共団体や事業者、民間団体、
地域住民等の多様な主体の連携・協働による活動の促進が必要とされている。
・法に基づく指定種や保護地域に係る取組、法定計画の策定とそれに基づく取組
等、国としても促進すべき下記事業を地域が行う場合に、短期的に支援。
1.地域における生物多様性の保全再生に資する活動（交付率1/2、原則2年）
①特定外来生物対策
②重要地域の保全・再生
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築
④地域・民間の連携促進活動
2.動植物園等による生息域外保全（定額:上限200万円、原則3年）
3.国内希少種の保全活動（定額:上限250万円又は上限150万円、原則3年）
4.地域における特定外来生物の早期防除計画策定（定額:上限250万円、原則1年）

3. 事業スキーム
■事業形態
■交付対象
■実施期間

交付金（間接交付による。交付率は1/2又は定額）
非営利団体、地方公共団体一般、民間事業者 等
平成20年度～

お問合せ先： 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室

事例1 能勢の里山活力創造推進事業（H30～R1)
（能勢の里山活力創造推進協議会）
生物多様性地域連携促進法に基づく「地域連携保全活
動計画」を策定。また同計画に基づき、観光や農林業、
住民等との連携による里山資源の保全と活用を推進。
事例２ 明石・神戸アカミミガメ対策事業（H29～R1）
（明石・神戸アカミミガメ対策協議会）
ハッチョウトンボ、イシガメ、オニ
バスなどの野生生物に悪影響を与える
アカミミガメの調査及び防除や市民
向けの啓発活動の実施等。
事例3 ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘの住み続ける草原の生息環境保全
（H30～R2）（岡山県真庭市）
日本固有種で生息地が極めて限られる
草原性の希少昆虫「ﾌｻﾋｹﾞﾙﾘｶﾐｷﾘ」の
生息環境維持・改善（火入れ等）。

電話：03-5521-9108
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生物多様性保全回復整備事業費
【令和２年度予算額 31百万円（81百万円）】

生態系の保全・回復を図るための施設又は生物の生息空間の整備に関する事業を支援します。
① 地域の生物・生態系の有機的なつながりの確保による一体的な生物多様性の保全・回復の促進。

1. 事業目的

2. 事業内容

4. 活用事例

○生物多様性保全のための物理的・生態学的なつながりの健全性の確保が課題。
・生物多様性基本法において、国は、生物多様性保全上重要な地域について、
地域間の生物の移動その他有機的なつながりを確保しつつ、一体的に保全す
るために必要な措置を講ずる等とされている。
・生物多様性条約COP10で採択された愛知目標を受け、保全区域のみならず、
これと連続する地域も含めた生物多様性保全の必要性が指摘されている。
○この対応に必要な下記の事業に対し、事業費の1/2を支援。
対象地域：生物多様性保全上重要と認められる地域と生態学的に密接な関連
を有する地域で、条例等に基づき指定された保護地域その他重要
な自然環境を有する地域として選定された里地里山、湿地等
（※国立・国定公園、国指定鳥獣保護区等を除く）
事業内容：生態系の保全・回復を図るための植栽、水路の整備、その他生物
の生息空間の整備

3. 事業スキーム
■事業形態

交付金（交付率1/2）

■交付対象

都道府県

■実施期間

平成25年度～継続

お問合せ先： 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室

荒瀬ダム地区生物多様性保全回復整備事業
（熊本県、H24～R1）
・役割を終えた荒瀬ダムの撤去により、河川の生物の生息
空間を整備し、生物多様性の保全を図るもの。

撤去前

撤去後

・ダムの撤去により、瀬（浅く流れが速い）や淵（深く流
れが緩い）、中洲や河原など本来の河川構造が回復。
・河川構造の回復にしたがい、生物（水生昆虫の幼虫等の
底生動物）の種数もダム貯水時に比べて増加。

03-5521-9108
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熱中症予防対策ガイダンス策定事業
【令和２年度予算額 75百万円（75百万円）】

地域・社会の仕組みに対応し創意工夫に富んだ熱中症対策を推進することを目指します。
地方公共団体や民間企業等においては、熱中症対策を、普及啓発のみならず、イベントの主催者、公民館や高齢者施設
の管理者、企業等の幅広い主体による様々な熱中症対策の取組が見られる。優良な事例を抽出したものを分析・公表し
、各々の地域・社会の仕組みに対応し創意工夫に富んだ熱中症対策を広く水平展開するためのガイダンスを策定・公表
することを目指す。

1. 事業目的

2. 事業内容

4. 事業イメージ

（１）地方公共団体や民間企業等においては、熱中症対策を、普及啓発の
みならず、高齢者等熱中症の弱者への公共サービス（福祉見守り、廃
棄物ふれあい収集等）と連動させる等の取組が見られる。こうした優
良事例について、全国の自治体・民間企業等から情報収集する他、効
果検証まで含めた実証事業として公募で実施し、全国の他の団体が参
考にできるような手法や課題を抽出する。
（２）（１）で実施した優良事例の収集や実証事業を通じて得られた情報
を、全国の自治体・民間企業・各種法人等に水平展開できるようにガ
イダンスとしてとりまとめ、公表、全国説明会等を実施することで、
熱中症対策の一層の推進を目指す。
令和元年度の実証事業の例：官民が連携した高齢者宅への熱中症対策推進事業（事
業実施者：静岡ガスリビング株式会社、静岡市）

3. 事業スキーム
■事業形態

請負事業

■対象

民間事業者・団体等

■実施期間

令和元年度～令和３年度

お問合せ先： 環境省大臣官房環境保健部環境安全課

発
注

環境省
（事例の分析・施策の検討）

請負事業者
（調査等の実施）

とりまとめ報告

自治体・民間企業等
（実証事業の実施）
※国負担100%

発注
成果報告

・実証事業における熱中症対策効果検証
・優良事例の調査を通じた課題の抽出・
特徴の分析等
・ガイダンスとしてとりまとめ・公表
・全国の自治体・民間企業・各種法人等
でガイダンスを参考に、普及啓発だ
けでなく、様々な効果的な熱中症対
策を実施
熱中症対策に係るソフト施策及びハード施策を含めた
社会システムの変革

03-5521-8261
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子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）（うち、地域の子育て世代との対話事業）
【令和２年度予算額 62百万円（49百万円）】

子育て世代に対して安全・安心な子育て環境の実現に向けたリスクコミュニケーションを実施します。
1. 事業目的

・身の回り物に含まれる化学物質に漠然とした不安を抱えている子育て世代が、化学物質のリスクについて向き合うこと
が可能な機会を広げるための取組を行う。

2. 事業内容

4. 事業イメージ

エコチル調査の研究成果として、今後学術雑誌での掲載の増加が見込まれる中、
実際に地域における対話を実践しつつ、子育て世代やキーパーソンに対して化学物
質のリスクと上手に向き合うため以下の取り組みを行います。
① パンフレットやQ&A等の対話の基本情報の作成
基本情報として、化学物質やその健康影響の一般的な内容を伝えるパンフレッ
トや、エコチル調査の研究成果をわかりやすく伝えるQ&A等の素材を作成
② 対話の実践に向けた事例集・ガイドラインの作成
化学物質のリスクとの上手な向き合い方について、子育て世代と、地域での双
方向性の対話を行いながら、効果的な対話手法を開発し、全国に取組を拡大する
ために、事例集としてとりまとめるとともに、ガイドラインを策定
③ キーパーソン（インフルエンサー）に対する研修の実施
化学物質に健康影響に関する地域における対話を促進するため、キーパーソン
（インフルエンサー）に対する研修手法を開発

既存の親子教室等を活用した30分からの2時間
程度の講義・意見交換を実施
子育ての悩み等から始まり、対話しながら、化
学物質の健康影響等に関する理解を深める
講師との意見交換が中心となるセミナーや、参
加者同士の車座で意見交換を行う形式を想定
セミナー等の試験的な実施に協力を頂ける地域
において対話を実施

イメージ

3. 事業スキーム
■事業形態

請負事業

■請負先

民間事業者・団体

■実施期間

令和元年度～３年度（予定）

お問合せ先： 環境省大臣官房環境保健部環境安全課環境リスク評価室

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/shiencenter/study_group.html

電話：０３－５５２１－８２６２
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