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国・地方脱炭素実現会議

構成メンバー︓
＜政府＞
内閣官房⻑官（議⻑）、 環境大臣（副議⻑）、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

＜地方公共団体＞
⻑野県知事、軽⽶町⻑、横浜市⻑、津南町⻑、大野
市⻑、壱岐市⻑

第1回 国・地方脱炭素実現会議（令和２年12⽉25⽇）
●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１回国・地方脱炭素実現会議ヒアリング視聴URL https://youtu.be/TigFjrpul7s
●第２回国・地方脱炭素実現会議ヒアリング視聴URL https://youtu.be/HQZhyEKDN4s

○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
と国⺠のライフスタイルに密接に関わる分野を中⼼に、国⺠・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（第1回︓2⽉16⽇、第2回︓2⽉22⽇、第3回︓3⽉11⽇、
第4回︓3⽉19⽇に実施。）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。
○ 5⽉下旬〜6⽉上旬頃に開催予定の第３回会議で取りまとめ、成⻑戦略等に反映。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/
https://youtu.be/TigFjrpul7s
https://youtu.be/HQZhyEKDN4s


地域脱炭素ロードマップ骨子案の主なポイント

ロードマップの基本シナリオ
地域の豊富な再エネポテンシャルを最大限活用し、2050年脱炭素と、経済活性化、防災等の地域課題
の同時解決を目指す。

①今後5年間に対策を集中実施し、
② 100カ所以上の「脱炭素先⾏地域※」の創出
③屋根置き太陽光や省エネ住宅など重点対策を全国で実施
により、地域の脱炭素モデルを全国そして世界に広げる。

※脱炭素先⾏地域︓脱炭素に向かう先⾏的な取組
として、⺠⽣部⾨（家庭やビル等）の電⼒消費
に伴うCO2排出を実質ゼロに。2025年までに道
筋をつけ、2030年までに達成。

＜１＞地域と国が一体で取り組む
地域の脱炭素イノベーション

①⾃治体、⾦融機関、中核企業等
が主体的に参加した体制構築。
脱炭素に関する課題把握・事業
検討・合意形成・進捗確認の一
連実施

②地域の脱炭素の取組に対して、
国の地方支分部局が水平連携し
ながら、人材派遣や資⾦の継続
的・包括的な支援を提供

ロードマップ実現のための具体策

＜２＞ グリーン×デジタルで
ライフスタイルイノベーション

①製品・サービスへのCO2排出量
の⾒える化

②企業や地域のポイントを活用
し、脱炭素な製品サービスの選
択へのインセンティブを付与

③ナッジを活用し、日常シーンの
中の変化をそっとひと押し

＜３＞社会を脱炭素に変える
ルールのイノベーション

①温対法改正法案に基づく地域再
エネの目標と促進地域を設定

②⾵⼒発電等促進のための環境ア
セスメント最適化

③科学調査による地域共⽣型地熱
発電の開発加速化

④住宅・建築物の脱炭素化に関す
るロードマップの作成

4⽉20⽇に国・地方脱炭素実現会議第2回会合を開催し、本⾻⼦案を議論。

⇒5⽉下旬〜6⽉上旬頃に地域脱炭素ロードマップを取りまとめる予定。 3
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具体策② 「⾒える化」によるライフスタイルイノベーション

CO2排出の⾒える化

 製品・サービスのCO2排出量の⾒える化の
環境整備
（参考例）⾷品のカロリー表⽰。

 SDGs度合いも⾒える化（例︓再エネ電気の産
地、住宅建築物（ZEH/ZEB)の⽊材利⽤度合い）

 ICタグや電⼦レシートも活⽤。

モノやサービスの脱炭素度合いを⾒せます
脱炭素アンバサダーの率先⾏動

 影響⼒ある脱炭素アンバサダーが率先⾏動
 ゼロカーボンエネルギー（再エネ電気スイッチ）
 おうち快適（住居の断熱性・気密性を向上）
 ゼロカーボン・ドライブ（再エネ×EV/PHEV/FCV）
 サステナブルファッション

何をすればいいか、伝えます

CO2削減ポイントやナッジの普及拡大
 企業の発⾏ポイントについて、脱炭素な製品やサービスの利⽤へのポイント上乗せなど
 地域のCO2削減ポイント（環境配慮⾏動にポイントを付け、地域で使える仕組み）
 ナッジを活用し、⽇常シーンの中に、省エネ・公共交通利⽤・環境配慮製品の選択をそっと後押し
 地域再エネを購⼊する都市住⺠に対して、地域産品を返礼品で送るなどの絆づくり

後押ししてきっかけを作ります

国⺠の皆様が脱炭素⾏動に動き出していただくため、①「⾒える化」や
ナッジによる日常化、②ポイント等のメリットづくり、③身近なアンバサ
ダーの率先⾏動により、ライフスタイルイノベーションを起こす
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2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体 2021年５⽉11日時点

 東京都・京都市・横浜市を始めとする385自治体（40都道府県、225市、６特別区、95町、19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1億1,011万人※。

※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。

表明都道府県（1億72万人） 表明市区町村（5,665万人）

：都道府県表明済
：都道府県未表明・市区町村表明有
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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

北海道 山形県 茨城県 埼玉県 東京都 新潟県 山梨県 ⻑野県 三重県 兵庫県 広島県 佐賀県
 古平町  東根市  ⽔⼾市  秩父市  葛飾区  佐渡市  南アルプス市  白馬村  志摩市  明石市  尾道市  武雄市
 札幌市  米沢市  土浦市  さいたま市  多摩市  粟島浦村  甲斐市  池田町  南伊勢町  神⼾市  広島市  佐賀市
 ニセコ町  山形市  古河市  所沢市  世田谷区  妙高市  笛吹市  小谷村  桑名市  ⻄宮市  大崎上島町 熊本県
 石狩市  朝日町  結城市  深谷市  豊島区  十日町市  上野原市  軽井沢町  多気町  姫路市 香川県  熊本市
 稚内市  高畠町  常総市  小川町  武蔵野市  新潟市  中央市  ⽴科町  明和町  加⻄市  善通寺市  菊池市
 釧路市  庄内町  高萩市  飯能市  調布市  柏崎市  市川三郷町  南箕輪村  大台町  豊岡市  高松市  宇土市
 厚岸町  飯豊町  北茨城市  狭山市  ⾜⽴区  津南町  富士川町  佐久市  大紀町 奈良県  東かがわ市  宇城市
 喜茂別町  南陽市  牛久市  入間市  国⽴市 富山県  昭和町  小諸市  紀北町  生駒市  丸⻲市  阿蘇市
 ⿅追町  川⻄町  ⿅嶋市  日高市  港区  魚津市  北杜市  東御市  度会町  天理市 愛媛県  合志市
 羅⾅町  鶴岡市  潮来市  春日部市  狛江市  南砺市  甲府市  松本市 滋賀県  三郷町  松山市  美⾥町
 富良野市  尾花沢市  守谷市  久喜市  中央区  ⽴山町  富士吉田市  上田市  湖南市 和歌山県 高知県  玉東町
 当別町 福島県  常陸大宮市  越谷市 神奈川県  富山市  都留市  高森町 京都府  那智勝浦町  四万十市  大津町
岩手県  郡山市  那珂市  草加市  横浜市 石川県  山梨市  伊那市  京都市 鳥取県  宿毛市  菊陽町
 久慈市  大熊町  筑⻄市  三郷市  小田原市  加賀市  大月市  飯田市  与謝野町  北栄町  南国市  高森町
 ⼆⼾市  浪江町  坂東市  吉川市  鎌倉市  ⾦沢市  韮崎市 静岡県  宮津市  南部町 福岡県  ⻄原村
 葛巻町  福島市  桜川市  八潮市  川崎市  白山市  甲州市  御殿場市  大山崎町  米子市  大木町  南阿蘇村
 普代村  広野町  つくばみらい市  松伏町  開成町 福井県  早川町  浜松市  京丹後市  鳥取市  福岡市  御船町
 軽米町  楢葉町  小美玉市  川越市  三浦市  坂井市  身延町  静岡市  京田辺市  境港市  北九州市  嘉島町
 野田村  本宮市  茨城町  本庄市  相模原市  福井市  南部町  牧之原市  ⻲岡市  日南町  久留米市  益城町
 九⼾村 栃木県  城⾥町  美⾥町  横須賀市  大野市  道志村  富士宮市  福知山市 島根県  大野城市  甲佐町
 洋野町  那須塩原市  東海村 千葉県  藤沢市  ⻄桂町  御前崎市 大阪府  松江市  鞍手町  山都町
 一⼾町  大田原市  五霞町  山武市  厚木市  忍野村  藤枝市  枚方市  邑南町 ⻑崎県  荒尾市
 八幡平市  那須烏山市  境町  野田市  秦野市  山中湖村  焼津市  東大阪市  美郷町  平⼾市 大分県
 宮古市  那須町  取手市  我孫子市  葉山町  鳴沢村  伊豆の国市  泉大津市 岡山県  五島市  大分市
 一関市  那珂川町  下妻市  浦安市  茅ヶ崎市  富士河口湖町  島田市  大阪市  真庭市  ⻑崎市 宮崎県
 紫波町  ⿅沼市  ひたちなか市  四街道市  寒川町  小菅村  富士市  阪南市  岡山市  ⻑与町  串間市
宮城県 群馬県  笠間市  千葉市  真鶴町  丹波山村 愛知県  豊中市  津山市  時津町 ⿅児島県
 気仙沼市  太田市  成田市  松田町 岐阜県  豊田市  吹田市  玉野市  ⿅児島市
 富谷市  藤岡市  八千代市  大垣市  みよし市  高石市  総社市  知名町
 美⾥町  神流町  木更津市  郡上市  半田市  能勢町  備前市  指宿市
 仙台市  みなかみ町  銚子市  羽島市  岡崎市  河内⻑野市  瀬⼾内市 沖縄県
秋田県  大泉町  船橋市  中津川市  大府市  堺市  赤磐市  久米島町
 大館市  館林市  田原市  八尾市  和気町  竹富町
 大潟村  嬬恋村  武豊町  和泉市  早島町

 上野村  犬山市  久米南町
 千代田町  蒲郡市  美咲町
 前橋市  吉備中央町


