
平成 29 年度概要要求における福島新エネ社会構想関係予算について 

 

各事業に付された記号が示す内容は以下のとおり。 

◆：エネルギー特別会計 

●：復興特別会計（要求は復興庁が一括して要求。省庁名は執行省庁。） 

■：一般会計 

 

福島新エネ社会構想関係平成 29 年度概算要求額  
754 億円の内数 

 

 

１．福島県内で事業を実施するもの       160 億円 
 

 ＜再生可能エネルギーの導入拡大＞ 160.3 億円 

【経済産業省】 

◆ 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費

補助金…100億円 

◆ 福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業委託費…24 億円 

● 福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業…10.8億円 

 

【農林水産省】 

● 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業（うち放射性物質対処型

林業再生対策）…25.5億円 

● 福島再生加速化交付金（うち木質バイオマス施設等緊急整備事業） 

 

 

２．福島県内の事業について加点等の優遇措置を行うもの、
福島県内における事業・支援を検討するもの 

593.8 億円の内数 
 

 ＜再生可能エネルギーの導入拡大＞ 341.8 億円の内数 

 【経済産業省】 

◆ 電力系統の制約に対応するための設備導入等に係る利子補給金 

…3億円の内数 

◆ 再生可能エネルギーの導入促進のための設備導入支援事業費補助金 

…55億円の内数 

◆ 水力発電の導入のための事業費補助金…27億円の内数 

◆ 地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための

実証事業…20.6億円の内数 

◆ ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業…20億円の内数 

◆ 微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業費補助金 

…3億円の内数 

  

 

 

資料３ 
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 【総務省】 

■ 分散型エネルギーインフラプロジェクト（調査委託費）…2.6億円の内数 

 

 【文部科学省】 

■ 未来社会創造事業（ハイリスク・ハイインパクトな研究開発の推進（異

次元エネルギー技術創出））…12億円の内数 

■ 公立学校施設整備費（太陽光発電等導入事業） 

 

 【農林水産省】 

■ 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業（事業化サポート事業）

…0.5億円の内数 

■ 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業（事業化推進事業） 

…0.5億円の内数 

■ 農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業…0.6億円の内数 

 

 【環境省】 

◆ 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業…75億円の内数 

◆ 地域低炭素投資促進ファンド事業…80億円の内数 

◆ 上下水道システムにおける省 CO2化推進事業…34億円の内数 

◆ 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画

策定事業…8億円の内数 

 

 

＜水素社会実現のモデル構築＞ 197 億円の内数 

【経済産業省】 

◆ 未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 

…55億円の内数 

◆ 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 

…52億円の内数 

 

 【環境省】 

◆ 再エネ等を活用した水素社会推進事業（うち地域再エネ水素ステーショ

ン導入事業及び水素社会実現に向けた産業車両の燃料電池化促進事業） 

…90億円の内数 

 

 

＜スマートコミュニティの創出＞ 55 億円の内数 

 【経済産業省】 

◆ 地域の特性を活かした地産地消型エネルギーシステムの構築支援事業

費補助金…55億円の内数 

 

 【総務省】 

■ 分散型エネルギーインフラプロジェクト（調査委託費）（再掲） 
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＜参考＞省庁別平成 29年度概算要求額 

 

（億円） 

 １．福島県内で事業を

実施するもの 

 

２．福島県内の事業

について加点等の優

遇措置を行うもの、

福島県内における事

業・支援を検討する

もの 

 

 

 

合  計 

 

総 務 省 

 

 
- 

 
2.6 

 
2.6 

 

文部科学省 

 

 
- 

 
12.0 

 
12.0 

 

農林水産省 

 

 
25.5 

 
1.6 

 
27.2 

 

経済産業省 

 

 
134.8 

 
290.6 

 
425.4 

 

環 境 省 

 

 
- 

 
287.0 

 
287.0 

 

合   計 

 

 
160.3 

 
593.8 

 
754.2 

（注）下線は内数 
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福島県における再生可能エネルギーの 
導入促進のための支援事業費補助金 
平成29年度概算要求額 100.0億円（新規） 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 

事業目的・概要 
福島県においては復興の柱のひとつとして、福島を「再生可能エネル
ギー先駆けの地」とすべく、再生可能エネルギーの拡大、関連する産業
の集積、研究開発が進められています。 

 また、こうした取組を加速し、エネルギー分野からの福島復興の後押しを
一層強化していくため、国、県、関連企業などによる「福島新エネ社会
構想」の検討が進められているところです。 

本事業では、福島における新エネ社会の実現に向け、再生可能エネル
ギー発電設備の導入や蓄電池・送電線の整備、県内の再生可能エネ
ルギー関連技術の実用化・事業化に向けた実証研究を支援します。 

成果目標 
本事業を通じて、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を図り、福
島新エネ社会構想の実現を推進します。 

県内再生可能エネルギー関連技術の実証研究支援 

再生可能エネルギーの導入支援 

福島復興に資する再生可能エネルギー導入拡大に向け、阿武隈山地や
県沿岸部における風力発電、避難解除区域等における太陽光発電等の
事業に係る再生可能エネルギー発電設備やそれに付帯する蓄電池・送電
線の導入事業を支援する。（補助率：発電設備1/10、蓄電池・送電線
等1/2） 

補助 
（定額） 

福島県 

補助 
（2/3,1/2,1/10） 

民間事業者等 国 

再生可能エネルギー発電設備 

あ ぶ く ま 

東日本大震災後新たに研究開発が進められてきた福島県内の再生可能
エネルギー関連技術について、その事業化・実用化のための実証研究を支
援し、福島県発の技術による事業創出、関連産業の集積を図る。（補助
率：2/3 ） 

資源エネルギー庁  
省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギー課 
03-3501-4031 
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未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業           
平成29年度概算要求額 55.0億円（28.0億円） 

省エネルギー・新エネルギー部 
水素・燃料電池戦略室 
03-3501-7807 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間 
企業等 

交付金 

事業イメージ 

事業目的・概要 
 水素を本格的に利活用する「水素社会」の実現を目指すためには、水
素発電等で大規模に水素を利用するとともに、安価かつ安定的に水素
を調達するための技術が必要です。 

 有機ハイドライドや液化水素等の水素の輸送・貯蔵技術の基礎が確
立されつつある中、官民において褐炭や副生水素等の海外の未利用エ
ネルギーを活用した水素調達や、再生可能エネルギーを活用した水素
製造（Power to Gas：P2G）が検討されています。 

 こうした状況を踏まえ、以下の実証により将来の大規模な水素サプライ
チェーンの構築等を目指します。 
① 海外の未利用エネルギーからの水素製造、輸送・貯蔵、利用に至るサプ

ライチェーン構築実証 
② 水素発電等に関する技術実証 
③ 系統安定化や再エネ導入拡大に資するP2G技術実証 

成果目標 
平成27年度から平成32年度までの6年間の事業であり、本事業を通
じて、将来的に未利用エネルギー等から製造された水素の調達コスト
（国内輸送に係るコストを除く）として330円/kg（Nm3(※)換算で
30円）を目指します。 
※ 標準状態（１気圧、０℃）における気体体積を表す単位 

新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO） 

委託、補助(1/2,2/3) 

海外の未利用エネ由来 
水素サプライチェーン構築 

系統対策 

余剰電力の吸収と 
再利用 

既存インフラと
の協調 

電気・熱・水素の最
適運用 

 
 
 

国内の 
水素利用 

水素発電 

プラント 
利用 

燃料電池 
自動車 

純水素型 
燃料電池 

液化水素(※1)、有機ハイドライド(※2) 
に変換して輸送・貯蔵 

海外の 
未利用エネ 

褐炭 

副生水素 

余剰再エネ 

Power to Gas技術の活用 

 
 
 

国内の 
余剰再エネ 

水電解 

※2  水素をトルエン等の有機物と化合させ、メチルシクロヘキサン等の形で 
輸送・貯蔵する方法 

※1  水素を-253℃まで冷却し、液化した状態で輸送・貯蔵する方法 
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事業イメージ 

地域の特性を活かした地産地消型エネルギーシステムの 
構築支援事業費補助金  平成29年度概算要求額 55.0億円（45.0億円） 

省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギーシステム課 
03-3580-2492 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業目的・概要 
東日本大震災後、従来の大規模集中電源に依存した硬直的な供給シ
ステムを脱却するとともに、急速に普及する再生可能エネルギーをはじめとし
た分散型エネルギーを安定的かつ有効に活用していくことが喫緊の課題と
なっています。 

 こうした中、地域に存在する分散型エネルギーを域内で効率的に活用する
「地産地消型」のエネルギーシステムが注目を集めています。エネルギーマネ
ジメントシステム等を通じて、域内の需給を最適に制御しつつ、分散型エネ
ルギーを複数の需要家で融通する面的利用を進めることで、全体として省
エネルギーやエネルギーコストの低減が可能です。 

一方、事業性の観点からは、エネルギー機器や設備の導入等にかかる初
期費用に対し、十分なエネルギーコストの削減を確保することが必要であり、
地域の需給の特性に応じて適切にエネルギーシステムを構築することが重
要です。 

本事業では、地域の実情に応じた先導的な地産地消型エネルギーシステ
ムの構築を支援し、他地域への展開を促進します。 

成果目標 
平成28年度から平成32年度までの5年間の事業を通じて、省エネ効果

20%以上の達成等を可能とする、先導的な地産地消型のエネルギーシス
テムの構築を目指します。 

 
 

再エネ等を活用する事業化可能性調査の実施やマスタープランの策定を支援 
 
 

 
エネマネシステムを用いて再エネ等発電設備や熱利用設備、蓄エネルギー設
備等を最適に組み合わせ、エネルギーを面的に利用する地産地消型エネル
ギーシステムの構築を支援 
 

※「固定価格買取制度」において設備認定を受けない設備が対象 

（１）構想普及に関する支援  【３/４】 

（２）エネルギーシステムの構築に関する支援 【２/３,１/２] 

国 民間事業者等 
補助 

民間団体等 
補助（3/4,2/3,1/2） 

【地産地消型エネルギーシステムの普及拡大における課題】 
 経済性の向上（費用対効果の向上） 
 固定価格買取制度に依存しない再生可能エネルギーの自立的な導入の促進 
 より高効率なエネルギーシステムの構築 

6



㉖14団体、㉗14団体でマスタープランを策定 

関係省庁タスクフォース 
（資源エネルギー庁、林野庁、環境省、総務省） 

 
 

案件の掘り起こし、マスタープラン策定へのアドバイス等の支援強化 

エネルギーマネジメントシステム 

蓄電池 

バイオマス 
コジェネ 

太陽光 

蓄電池やセンサーネットワーク技術の活用等により、エネルギー需給を 
総合的に管理し、エネルギーの利活用を最適化するシステム 

・蓄電池の群制御 
・センサーネットワーク 
 技術の活用 等 

分散型エネルギーインフラプロジェクト 

○ 自治体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄 
 物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援 
○ 一定のエリア内でのエネルギーマネジメントシステムの確立に向けた取組をマスタープランに盛り込むこと 
 により、事業性・モデル性を向上（蓄電池の群制御やセンサーネットワーク技術等の活用） 
○ マスタープラン策定に当たって、関係省庁タスクフォース（資源エネルギー庁、林野庁、環境省、総務省）に 
 よる助言等の支援強化。                      
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【文部科学省】 平成29年度概算要求における福島新エネ社会構想に関する主な内容 
【再生可能エネルギーに関する研究開発の推進】 
○未来社会創造事業（ハイリスク・ハイインパクトな研究開発の推進
（異次元エネルギー技術創出））      12億円の内数（新規） 

 エネルギー・環境イノベーション戦略等を踏まえ、2050年の抜本
的な温室効果ガス削減に向けて従来技術の延長線上にない異次元の
革新的エネルギー技術の研究開発を強力に推進する。 

・COP21における「パリ協定」を踏まえた「地球温暖化対策計画」で掲
げられた2050年の温室効果ガス大幅削減目標の達成に向け、「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」等を踏まえ、従前にない異次元の革新
的エネルギー技術の研究開発加速・早期の社会への導入が必要。 

 

・企業が担いにくい基礎研究のボトルネックをアカデミアが打破すること
による産業競争力の強化が必要。 

【背景】 

概要 

【研究開発テーマ】 
 エネルギー・環境イノベーション戦略において特定された技術分野等
を踏まえ、2050年の温室効果ガス大幅削減というゴールに資するテーマ
を設定。 

プリンタブル太陽電池（イメージ） 

接合構造 ナノワイヤー構造 

○テーマ例：次世代太陽電池 
＜エネルギー変換効率60％を目指す技術開発＞ 

＜どこでも使える太陽電池＞ 

【再生可能エネルギーの導入に向けた支援】 
 

○公立学校施設整備費  1,787億円の内数（788億円の内数） 
※公立学校施設整備費全体の額であり、太陽光発電等設置のほか、新増改築・改修等の事業費を含む 

 太陽光発電等を設置する際に必要な経費の一部を国庫補助し、地
球温暖化対策の推進や環境教育への活用を図る。 
 また、太陽光発電設置校を対象に蓄電池単体整備を補助対象とし
、防災機能の強化を図る。 

概要 

【対象施設】 
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課
程）、特別支援学校、高等学校 (産業教育施設のみ）、共同調理場 

【国庫補助率】 
１／２ ※工事費が４００万円以上の事業が対象 

【工事内容】 
・太陽光発電、太陽熱利用、風力発電の設置に必要となる工事一式 
・太陽光発電既設置校への蓄電池単体整備（上限額1,000万円） 
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農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 
 

【平成２９年度予算概算要求額  １０３（１０３）百万円】 

（１）事業化推進事業（継続分のみ） 

（２）事業化サポート事業 

農林漁業者の方々やその組織する団体（農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、 

土地改良区等）等が行う再生可能エネルギー事業について、構想づくりから運転開 

始・利用に至るまでに必要となる様々な手続や取組を総合的に支援します。 

[ 補助率：定額 ] 

 発電事業に意欲を有する農林漁業者の方々やその組織する団体（農業協同組合、森林組合、漁業協
同組合、土地改良区等）が行う事業構想の作成、導入可能性調査、地域の合意形成、事業体の立ち上
げ、資金計画の作成等の取組を支援します。 
 

 ※発電施設の整備（詳細設計を含む。）は、支援の対象となりません。また、実証事業ではありません。 

このような方々のために、以下の支援を用意しています。 

再生可能エネルギーの導入・利用により地域を元気にしたい 
という意欲をお持ちの方への支援です！ 

再生可能エネルギーに取り組もうとする農林漁業者等をサポートするため、研修会の実施、専門家 
 

による指導・助言、再エネ関連事業者とのマッチング、セミナーの開催等を支援するとともに、再生
可能エネルギーを活用して農山漁村の活性化に取り組もうとする者にとっての共通のプラットフォー
ムの構築を推進します。 
 

（※事業実施主体：農林漁業と再生可能エネルギーの両方に専門的知見を有している民間団体） 

【５４（７１）百万円】 

【４８（３１）百万円】 

畜舎の暖房費を抑
えるために再エネ
を導入したいけど 
 

どんな設備が必要
なのかなあ・・・ 

 ○ 再生可能エネルギーの取組に向けた研修会の開催 
 

再生可能エネルギーの取組に必要な技術、法令、制度等の知見・ノウハウを習得するための研 
修会を開催します。 

 

 ○ 専門家によるサポートの実施 
 

専門家による指導・助言を行うとともに、農林水産業の現場で抱える課題解決に向け、再エネ 
関連事業者とのマッチングを行います。 

 

 ○ 再生可能エネルギーの導入・利用の理解醸成 
 

電気・熱の利用や未利用資源の活用など、総合的な再生可能エネルギーの取組について、農林 
漁業における導入・利用のメリットを理解して頂くために、コスト削減や収益増、地域活性化 
が図られた事例等の紹介・解説、啓発セミナーを開催します。 

もみ殻をエネル
ギーとして利用
できないかしら 
・・・ 

地域のために、再エネ
に取り組みたい！ 
 

でも、電気が売れるよ
うになるまでのハード
ルが高そうだなあ・・ 

[ 補助率：定額 ] 

9



放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 

放射性物質の影響がある被災地では、森林所有者の経営意欲の減退、被ばくへの不安等から、自主的・計画的な森林整備を期待することが極めて困難。 
  

 

 森林・林業の再生を通じた被災地の復興を推進 

現状 

(1) 森林内における放射性物質の実態把握 

(2) 森林施業等による放射性物質拡散防止、低減効果の検証 

樹木に沈着した放射性セシウムは
雨による溶脱や落葉などで地表へ
移動し、森林内の分布は４年間で
大きく変化。 

2011年 2015年 

 川内村
（スギ林） 

(4) 放射性物質対処型林業再生対策 
  
 ①実証に係る事前調査等 

森林の放射線量等の概況調査・詳細調査、 
森林所有者への説明・同意取付等を実施 

関係者の同意取付 概況調査等 

②放射性物質への対処方策の実証 
枝葉等の破砕・運搬等、放射性物質の拡
散抑制のための木柵の設置等を実施 

拡散抑制対策(木柵) 

熱供給施設等 

③副産物等の利用円滑化のための実証 
放射性物質への影響に対処するため、木質
バイオマス関連施設等の整備や新技術の導
入等を実施 

(3) 避難指示区域等における林業再生に向けた実証等 

枝葉等の破砕 

④ほだ木等原木林再生のための実証 
放射性物質の影響を受けているほだ木等
の原木林の再生に向けた取組を実施 

伐採等による再生実証 

チップによる林床被覆 

①避難指示区域等における実証等 ②情報の収集・整理と情報発信等 

土砂移動量の測定 ぼうが更新木の濃度測定 

被災地における森林・林業の再生を円滑に進めるためには、今後の森林・林業施策の対応に必要な知見を継続的に収集するとともに、通常の森林整備の手法
に加えて、林業者と住民の不安を取り除くための放射性物質への対処などの対策を総合的に講じていく必要。 

葉
0.9%

枝
1%

樹皮
2%

材
0.5%

落葉層
9%

土壌
87%

葉
32%

枝
9%

樹皮
4%

材
0.2%

落葉層
32%

土壌
23%
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 再生可能エネルギー導入事業のうち、地方公共団体等の積極的な参
画・関与を通じて各種の課題に適切に対応するものについて、事業化に
向けた検討や設備の導入に係る費用の一部を補助する。 
 支援の対象とする事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く
応用可能な課題対応の仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費用対効果
の高いものに限定する。 

背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

  平成28年５月、我が国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標を2013年度
比で26.0％減とする「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、これを実現す
るための対策として、再生可能エネルギーの最大限の導入が盛り込まれた。 

  一方で、再生可能エネルギーについては、固定価格買取制度の利用拡大が困
難となる中、持続可能かつ効率的な需給体制の構築、事業コストの低減、社会
的受容性の確保、広域利用の困難さ等に関する課題が生じており、地域の自然
的社会的条件に応じた導入拡大は必ずしも円滑に進んでいない状況にある。 

  このため、こうした状況に適切に対処できる、自家消費型・地産地消型の再
生可能エネルギーの自立的な普及を促進する必要がある。 期待される効果 

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（経済産業省連携事業） 

事業目的・概要等 

実施期間：平成28年度～32年度（最大5年間） 

国 非営利法人 

（補助率） 
定額、1/2、2/3 地方公共団体等 

（補助率）
定額 

補助金 補助金 
※民間事業者への補助は経済産業省（資源エネルギー庁）が実施。 
（系統連系されていない離島における民間事業者への補助は環境省が実施）  

事業イメージ（木質バイオマスの例） 導入拡大への課題と地方公共団体による対応の例 
課題と具体例 課題対応の例 

持続可能かつ
効率的な需給
体制の構築 

バイオマス、小水力、地
熱・温泉熱等の持続可能
な調達・利用、需要施設
とのマッチング 

供給元から需要家までの供
給一貫体制の構築、まちづ
くりと一体となった需要と
供給の一致・調整 

事業コストの
低減 

事業適地の減少、土地賃
借料の上昇 

公共施設への率先導入、公
共用地の提供、事業に係る
出資や固定資産税の減免 

社会的受容性
の確保 

周辺住民の理解の醸成、
農林水産業者や温泉事業
者等との調整 

地域協議会の設置・運営を
通じた関係者の理解・協力
の増進、離島の自然環境や
地理的制約を考慮した適切
な導入 

自然環境との
調和 

太陽光発電、風力発電、
地熱発電の導入に伴う景
観の保全 

設備補助対象は、エネルギー起源CO２
の排出抑制に資する設備と付帯設備 

平成29年度要求額 
 7,500百万円（6,000百万円）
（うち要望額1,500百万円） 

 再生可能エネルギーの課題に適切に対応する、費用対効果の高い優
良事例を創出することで、同様の課題を抱えている他の地域への展開
につなげ、再生可能エネルギー電気・熱の将来的な自立的普及を図る。 
（本事業によるCO2排出削減見込量は800,090t-CO2） 

供給側の対策 供給側の対策 ボイラーの対策 需要側の対策 

◆長期的な見通しに立 
 ち、年間を通した安 
 定した燃料需要を有 
 する需要家を地域内 
 で確保し、維持する 

◆チップ供給業者の条件 
 とボイラー側の条件を 
 合致させる 
◆最新のチップ規格に適 
 合したチップの供給体 
 制の確立を促す 
◆地域内でのチップ等の 
 安定的な需要を確保し、 
 小口供給を可能とする 

◆ボイラーの出力規模等を集 
 約化する 
◆チップ規格に対応したボイ 
 ラーの生産等を促す 
◆設備コストの高止まりを是 
 正するためボイラー等設備 
 のコスト上限を設ける 
◆灰の処理など維持管理の容 
 易なシステムを導入する 

◆福祉施設の給湯など高い稼働 
 率が見込める施設を対象 
◆導入前に熱需要等の適切な把 
 握と設計を行う 
◆チップ等供給事業者を分散し、 
 安定した燃料供給を確保する 
◆初期コストの適正価格を共有 
 するとともに複数施設での一 
 括導入等によりコストを低減 

燃料供給者 

原木 
（チップ用材） 

原料 
（チップ等） 

チップ等製造機 山元 

需要家 

給湯･暖房 

給湯･暖房 

文化教育施設 

福祉施設 

病院 給湯･暖房 

バイオマスボイラー 
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背景・目的 事業概要 

 低炭素社会を創出するには、必要な温室効果ガス削減対策に的確に
民間資金が供給されことが不可欠。地域資源の活用拡大は、地域経
済循環を通じた地域活性化にも資する。 

 

 地域において低炭素化プロジェクトを実施しようとする事業者は、
資金調達面で苦慮。資金調達を円滑化することにより、優良なプロ
ジェクトの実現を推進することが必要。 

 

 国際的にも、低炭素投資促進のための「グリーン投資銀行」による
投資促進が重要な政策テーマとして注目されている。 

 
 

 一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び
込むため、これらのプロジェクトを出資により支援する。 
 地域金融機関や地方公共団体等との連携をさらに強化して地域型サブファン
ドの組成を進めることにより、本事業の出資を効果的に実施するとともに、地
域人材の「目利き力」の育成・向上を図る。また、地域活性化効果の高い案件
への手厚い支援等を行う。 

 金融メカニズムを活用して、地域における低炭素化プロジェクトへの投融資を
促進することにより、温室効果ガス排出削減を加速化し、同時に、地元経済へ
の波及効果や雇用創出等、様々な形で地域活性化に貢献する。 

 また、平成３２年度までに２０都道府県において地域型サブファンドを組成す
る。 

 これらにより、地域人材の「目利き力」の育成・向上、地域の資金循環の拡大
を図り、低炭素化プロジェクトが自律的・積極的に実施される土壌を醸成する。 
 

平成25年度予算 
○○百万円       地域低炭素投資促進ファンド事業 

期待される効果 

イメージ 

事業スキーム 

 補助事業（基金事業） 非営利法人 
（基金設置法人） 

（補助率） 
定額 

補助金 
国 

平成29年度要求額 
8,000百万円（6,000百万円） 

【これまでの出資決定案件】            

※本事業は平成25年度より実施。 

国 
基金設置法人（一般社団法人グリーンファイナンス推進機構） 

  

民間 
資金 

出資 

SPC等 
対象事業：低炭素化プロジェクト  

基金 

回収・ 
配当 

回収・ 
配当 投資 

投資 

補助金 

サブファンド 
出資 

出資 回収・ 
配当 

※平成28年３月末時点。公表ベース。 
 

 太陽光：５件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件） 
 風力：４件 
 バイオマス：５件 
 中小水力：３件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件） 
 地熱（温泉熱）：２件 
            （うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ２件） 
 複数種：１件 （うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ１件） 
          ※その他未公表案件３件 
 

    合計：２３件（うちｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ５件） 
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（１）再エネ設備導入促進事業 
 補助対象経費：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 

（２）IoT等を用いた下水処理場の省エネ化モデル事業 
 補助対象経費： 

平成25年度予算 
○○百万円 
 平成27年度要求額 
       億円 

事業目的・概要等 

イメージ 

平成29年度要求額 
2,400百万円（2,400百万円） 

平成25年度予算 
○○百万円 
 平成27年度要求額 
       億円 上下水道システムにおける省CO2化推進事業（一部厚生労働省・国土交通省連携事業） 

Ⅰ.上水道システムにおける省CO2モデル促進事業 Ⅱ.下水処理場における省CO2化推進事業 

浄水場 
（又は､配水池） 

小水力発電 

水源 

用水供給 

太陽光発電 
（水道施設に設置するもの） 

圧力有効活用 

インラインポンプ 
（用供からの受水の場合） 

インライン浄水処理 流入負荷 機器稼動状況 放流水質 温度・酸素濃度等 

•（２）IoT等を用いた下水処理場の 
•省エネ化モデル事業 

（１）再エネ設備導入促進事業 

★水処理負荷等に応じた省エネ型
制御技術の既存処理場への導入 

省エネ化 
モデルの確立 

 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 

●未利用圧力等の有効利用による 
省エネ・再生可能エネルギー設備導入例 

●ポンプへのインバータ導入による省エネ例 

Ｐ 
ＩＮＶ バルブの開度で 

流量制御 インバータ 
導入 

ポンプ回転数で 
流量制御 

 上水道部門においては年間約74億kWh（全国の電力の約0.8%）を消
費している。上水道施設は小水力発電のポテンシャルを有しており、
近年では小水力発電設備の低コスト化が進展している。本事業では、
水道施設への小水力発電設備等の再エネ設備や、ポンプへのインバー
タ等の省エネ設備の導入をなお一層推進する。 

 一方、下水道部門は、我が国のCO2排出量の約0.5％を占める。平成
28年には排出抑制等指針（下水道部門）が策定されたほか、IoT等を
活用したCO2削減技術の実証等の下水処理場での省CO2化技術の開発
が進展している。本事業では、下水処理場の施設更新における省CO2
技術の導入促進及び維持管理における低炭素化を図る。 

背景・目的 

期待される効果 

 再エネ・省エネ技術の導入促進による上下水道施設の低炭素化、
IoT等を用いた制御技術の普及展開による下水処理施設の低炭素化 

国 水道事業者・ 
下水道管理者等 非営利法人 

（補助率） 
1/2以下 

 

（補助率）
定額 

補助金 補助金 

Ⅰ.上水道システムにおける省CO2促進モデル事業 

Ⅱ.下水処理場における省CO2化推進事業 

 補助対象経費：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 

事業概要 

平成29年度要求額 
3,400百万円（2,400百万円） 
（うち要望額1,000百万円） 

下水処理場の省エネ化のために付加的に設置する
監視システム等の設備､運転制御システム等の改修 
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背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

【実施期間】平成28年度～平成30年度 

 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画等の確実な実施を図る
ため、特に森林等に賦存する木質バイオマス資源を持続的に活用することを目標とした地方
公共団体が行う計画策定に対して支援を行う。これにより、地域の低炭素化を実現するとと
もに、地域内で資金を循環させることにより森林等の保全・再生を可能にし、自然共生社会
の構築の実現も図る。 

○我が国は、2030年までの温室効果ガスの削減目標を2013年度比で
26％減としており、あらゆるエネルギーの効率的な活用が求められて
いる。また、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団
体は実行計画を策定することとされ、この中で温室効果ガスの削減目標
を定める等している。 
○この目標達成に向けて再生可能エネルギーの更なる導入促進が求めら
れており、荒廃した森林や里地に過剰に蓄積されているバイオマス資源
を有効利用することにより、森林等の保全・再生活動を通じた地球温暖
化対策（CO2削減）を推進することが期待される。 
○一方で、地域にある木質バイオマス資源量を超えたバイオマス発電所
が計画される例もあり、再生可能エネルギーの導入段階から、資源の持
続的活用を基本とした計画策定が求められている。 

期待される効果 
 木質バイオマスの賦存量に応じた再生可能エネルギー使用設備の導入等の計画を策定
し、その計画に基づき設備を導入することでCO2排出量の削減を図る。 

 （平成32年度までに19万トン削減見込み） 
 地域内で資源・資金が循環することで、地域の活性化が図られるとともに、森林等の保
全・再生活動も促進され、「低炭素・循環・自然共生」の総合的達成を図る。 

平成25年度予算 
○○百万円 
 平成27年度要求額 
       億円 

     木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー 
          導入計画策定事業（経済産業省連携事業）  

事業目的・概要等 

イメージ 

平成29年度要求額  
 800百万円（400百万円） 

【事業内容】 
 森林等に賦存する木質バイオマス資源を
持続的に活用することを目標とした地方公
共団体が行う計画策定に対する支援 

石油ボイラーの代替等に
より、CO２削減 

スポーツ施設 

宿泊施設 温浴施設 

福祉施設 

バイオマス発電施設 

木質バイオマス資源の供給源を検討 

燃料供給に対する対価等の支払い 

地域の木質バイオマス賦存量の把握 

木質バイオマス資源の活用・ポテンシャル量の把握 地域資源の循環計画 
二酸化炭素排出削減目標 

薪 

竹 

枝・葉 持続可能な供給源の確定 

国 非営利法人 地方公共団体 

＜間接補助事業＞ 
 

補助金 
 

（補助率）定額 

 

補助金 
 

（補助率）定額 
都道府県：上限2000万円 
市  町  村 ：上限1500万円 
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背景・目的 
 水素は、利用時においてCO2を排出せず、再生可能エネルギー等のエネ
ルギー貯蔵にも活用できることから、地球温暖化対策上重要なエネル
ギーである。 

 一方、水素は化石燃料から製造する場合が多く、製造の過程等でCO2が
排出されている。そのため低炭素な水素の利活用を推進する必要がある。 

 また、水素設備単体の導入が先行し、本格的な水素市場の拡大に不可欠
な水素サプライチェーン及びそれを低炭素化する技術が確立していない。 

 このため、地球温暖化対策の観点からは、再生可能エネルギー等を活用
した波及効果・事業性の高い水素サプライチェーンの確立が重要。 

 さらに、低炭素な水素社会を実現し、燃料電池自動車の普及・促進を図
るため、再エネ由来の水素ステーションの導入及び産業車両における燃
料電池車両の導入の加速化が必要。 

事業概要 
（１）水素利活用CO2排出削減効果等評価・検証事業 
 水素の製造から利用までの各段階の技術のCO2削減効果を検証し、サプライ 
チェーン全体で評価を行うためのガイドラインを策定する。また、CO2削減を 
実現するための地域の特性を活かした水素の利活用方策等について調査を行い、 
低炭素な水素利用の推進を図る。 

（２）地域連携・低炭素水素技術実証事業 
 地方自治体と連携の上、地域の再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用 
した水素サプライチェーンを構築し、先進的かつ低炭素な水素技術を実証する。 
そして、低炭素な水素サプライチェーンのモデルを確立させる。 
（３）地域再エネ水素ステーション導入事業【経済産業省連携事業】 
 低炭素な水素社会の実現と、燃料電池自動車の普及・促進のため、再エネ由来 
の水素ステーションを導入する。 
（４）水素社会実現に向けた産業車両における燃料電池化促進事業 
 燃料電池車両の普及・促進のため、空港等へ燃料電池産業車両を導入する。 期待される効果 

 今後導入拡大が予想される水素のCO2削減効果の評価手法確立及び低炭素
化促進によるCO2排出削減対策の強化 

 地域における低炭素な水素サプライチェーンの水平展開 
 100箇所程度の再エネ由来水素ステーションの導入とともに、燃料電池産
業車両を導入することによる低炭素な水素社会の実現と燃料電池車両の普
及・促進 

平成25年度予算 
○○百万円 
 平成27年度要求額 
       億円   再エネ等を活用した水素社会推進事業（一部経済産業省連携事業） 

事業目的・概要等 

イメージ 

事業スキーム 

平成29年度要求額 
9,000百万円（6,500百万円) 
（うち要望額2,000百万円） 

低炭素な水素社会の実現と、 
燃料電池自動車の普及・促進のため、 
再エネ由来の水素ステーション、 
燃料電池フォークリフトを導入 

気体圧縮貯蔵 
液化貯蔵 化学貯蔵 

燃料電池バス 

燃料電池 燃料電池自動車 

製造 輸送・貯蔵 利用 

H2 

低炭素な水素サプライチェーンを地域に実装し、 
CO2削減効果の検証、先進的技術の確立と 

普及拡大に必要なコスト・技術条件等の洗い出しを行う 

再生可能エネルギー
＋ 

水電解 

風力発電 

小水力発電 

使用済プラスチック 
⇒ガス化 

未利用エネルギー 

H2 H2 

(1)(2) (3)(4) 
国 民間団体等 

委託 国 民間団体等 
（補助率） 
3/4、1/2 

補助 

非営利
法人 

（補助率） 
定額 

補助 

実施期間：(1) (2) (3) 平成27年度から平成31年度まで 
      (4)               平成28年度から平成30年度まで  
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