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１．平成26年度エネルギー特別会計概算要求概要 

 「地球温暖化対策のための税」の税収も活用し、平成26年度においては、低炭素社会の創造と同時に循環、自然共生を達成して
環境や生き物の生命を大切にする社会（環境・生命文明社会）の実現に向け、地域から世界までを視野に入れた政策展開を図る。 

①民間活力を引き出す環境ファイナンス 
◆地域低炭素投資促進ファンド創設事業 
◆環境金融の拡大に向けた利子補給事業 

◆家庭・事業者向けエコリース促進事業 
 
                  
 
 

平成26年度エネルギー特別会計要求額 1,367億円（770億円） 

②未来のあるべき社会・ライフスタイルを実現する技術 
 イノベーション 
◆CO2排出削減対策強化誘導型技術開発 
 ・実証事業 
◆(新)未来のあるべき社会・ライフスタイルを 
 創造する技術イノベーション事業 
◆エネルギー起源CO2排出削減技術評価・ 
 検証事業(国土交通省等連携事業) 

③地域主導の魅力あふれる地域づくり 
◆(新)地域主導による先導的「低炭素・循環・自 
 然共生社会」創出事業 
◆(新)地熱・地中熱等の利用による低炭素社会 
 推進事業 
◆低炭素価値向上に向けた社会システム構築 
 支援基金(国土交通省等連携事業) 
◆再生可能エネルギー等導入推進基金事業 
 

④アジア太平洋地域における日本のリーダーシップの 
 発揮 
◆ “一足飛び”型発展の実現に向けた資金支援 
◆二国間クレジット制度(JCM)基盤整備事業 
◆アジア地域におけるコベネフィット型環境汚染 
 対策推進事業 
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連 携 

⑤再エネによる自立・分散型低炭素エネルギー社会の 
 創出 
◆(新)離島の低炭素地域づくり推進事業   
◆洋上風力発電実証事業 
◆(新)潮流発電技術実用化推進事業 
◆木質バイオマスエネルギーを活用したモデル 
 地域づくり推進事業(農林水産省連携事業) 
◆地域循環型バイオガスシステム構築モデル 
 事業（農林水産省連携事業） 

⑥豊かな暮らしの実現に向けた「減エネ」の推進 
◆先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅 
 削減事業 
◆木材利用推進・省エネ省CO2実証事業 
 (農林水産省連携事業) 
◆(新)低炭素交通システム構築事業 
 (国土交通省・警察庁連携事業) 
◆(新)低炭素ライフスタイルイノベーションサポート推進事業 
◆低炭素社会の構築に向けた国民運動事業 

地産地消の再エネ資源を
最大限活用 

BRT 

低炭素な住まい方 1 



課題 

○低炭素社会の実現のためには、地域主導の取組による低炭素化等の効果の見える化が必要。 
○日本が有する環境技術を経済活力につなげるためには実装事例をつくることが不可欠。 

○地域主導による再生可能エネルギー等導入事業化支援事業 15億円【新】 
 （地域資源を活用した再エネ・再エネ熱・減エネ等の低炭素化事業等の計画策定等の支援） 

○地域主導による先導的「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業 50億円【新】 
 （地域資源を活用した再エネ・再エネ熱・減エネ等の低炭素化事業等の支援） 

○地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業 20億円【新】 

○地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業 30億円【新】 

〇地方公共団体実行計画を核とした地域の低炭素化基盤整備事業 0.8億円【新】 

○環境・生命文明社会の実現に向け、自治体と地域が取り組む低炭素化事業を支援し、低炭素化とともに防災性や経済 
 性向上などの相乗効果を見える化し、地域主導の低炭素化事業を促進。 
○尖った取組を行う先進地域の取組支援による日本のモデルとなる地域づくりを進める。 

〇再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金） 245億円(245億円)  

戦略４．地域の防災拠点への再エネ導入等支援 

戦略１．地方公共団体実行計画の策定・実施推進 

地域創造力活用プログラム 
～地域主導の低炭素・循環・自然共生の実現による魅力あふれる地域づくり～ 

戦略２．地域における自治体等による事業化の支援 

○低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金 125億円(76億円) 
 （交通体系、災害等対応型ライフライン施設、次世代型社会インフラ等の社会システムの整備に当たっての 
  ＣＯ２排出抑制技術等の導入の支援） 

戦略３．地域拠点からの業種別モデル事業 

戦略目標 
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廃熱 
オフィス 

事業所空調等の廃熱地域利用 

病院 

平成26年度予算要求額 511億円(363億円) 



 大規模集中型の電力供給システムのため、災害時に停電等
の障害が広域化（東日本大震災で浮き彫りに） 

 電力系統がぜい弱又は調整電源が十分にない地域では、再
エネの導入が進まない 

現状のエネルギーシステムが抱える課題 

再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金） 245億円(245億円) 
離島の低炭素地域づくり推進事業 31億円 【新】 
地域主導による再生可能エネルギー等導入事業化支援事業 15億円 【新】 

 CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 48億円(33億円) 

洋上風力発電実証事業 14億円(16億円) 
風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 17億円(10億円) 

 
地熱 

バイオマス 

風力 

 自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業 8億円 【新】 

災害への耐性と柔軟性を併せ持つエネルギーシステム 
エネルギー供給の役割を地域や住民が担う社会 
再エネを最大限導入・活用可能な電力システム 
需要と供給を一体的・効率的に管理可能なシステム 

未来のあるべきエネルギー社会の姿 

自立・分散型の低炭素なエネルギー社会への移行 

地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業 20億円 【新】  
風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 17億円(10億円) 

海洋エネ 潮流発電技術実用化推進事業 6億円 【新】 

戦略１ 自立・分散型エネルギーシステムの技術実証及び導入促進 

戦略２ 自立・分散型低炭素エネルギー社会を支える再生可能エネルギー導入拡大支援 

戦略３ 自立・分散型低炭素エネルギー社会を支える基盤づくり 

システム実証 

地域主導 

技術開発 

地産地消の再エネ資源を 
最大限活用 
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戦略目標 

現在のエネルギー社会の課題を克服し、「環境・生命文明社会」としての「未来のあるべきエネルギー社会」を実現する
ため、地域の活力を引き出し、防災性の強化をもたらす再生可能エネルギーを中核とした「自立・分散型低炭素エネル
ギー社会」を構築する 

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業（農水省連携） 18億円(12億円) 
地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業（農水省連携） 15億円(5億円) 
廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業 12億円(8億円) 

 
再エネによる自立・分散型低炭素エネルギー社会創出イニシアティブ 

  
平成26年度予算要求額 139億円(73億円) 



豊かな暮らしの実現に向けた「減エネ」プログラム 
～社会システムのイノベーション～  

 

〇経済性を重視した減エネ・ＣＯ２削減対策支援事業 8億円(2億円) 

〇低炭素社会の実現に向けた中長期的温室効果ガス排出削減工程検討及びボトルネック 

 解消等調査費 5億円【新】 

〇先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器等普及促進事業（一部国交省・経産省連携）62億円【新】 

〇モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流モデル事業（国交省連携） 4億円【新】 

〇低炭素交通システム構築事業（一部国交省・警察庁連携） 23億円【新】 

 

〇国として貿易赤字・悪性インフレを招く恐れ（年約24兆円のエネ輸入） 

〇従来の省エネだけでは不十分（年１％の原単位改善）、年１％以上の絶対量削減（減エネ）が必要 

〇産業・業務部門で費用対効果の高い対策でも実施されていない現状。削減余地は大規模事業所で5% 

課題 

〇先進対策の効率的実施によるＣＯ２排出量大幅削減事業 30億円(12億円) 

〇エコチューニングビジネスモデル確立事業 2億円【新】 

戦略２．エネルギー消費絶対量を削減させる実効的対策の実証 

〇グリーンビルディング普及促進に向けたＣＯ２削減評価基盤整備事業 9億円(9億円) 

○温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度基盤整備事業 2億円(1億円) 

〇「環境・生命文明社会」の実現に向け、少ない資源で豊かな暮らしを実現する低炭素社会システムを示す国

こそ世界をリード 

〇2020年以降の温暖化対策の目標・計画に反映するため、効果的な減エネ方策を集中的に洗い出す 

〇ソフト・ハード両面で技術導入を促進、知的生産性の向上も実現 

戦略目標 

戦略１．対策重点化のためのCO2排出実態把握の精緻化 

戦略３． 低炭素社会システムの推進・普及による大幅な減エネ 

超低温冷蔵保管庫 

BRT 

ビルの 
ＣＯ２ 
評価 
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平成26年度予算要求額 188億円(41億円) 



〇Ｊ－クレジット創出及びカーボン・オフセット推進事業 14億円(14億円)  

〇低炭素社会の構築に向けた国民運動事業 17億円(17億円) 

〇地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業 9億円(9億円) 

豊かな暮らしの実現に向けた「減エネ」プログラム 
～ライフスタイルのイノベーション～ 

〇「環境・生命文明社会」の実現に向け、生活の質の向上（快適・健康性等）にもつながる 

 減エネ・低炭素ライフスタイルをデザイン 

〇2015年採択予定の温暖化の国際的枠組みを見据え、家庭向けに着実なCO2削減効果のある 

 施策パッケージを集中整備 

〇地域の主体と連携し、新しいライフスタイルの展開により家庭の低炭素化を促進 

戦略目標 

〇20世紀型のエネルギーを大量消費する暮らし方では、22世紀の展望は開けない。 

〇2050年の温室効果ガス８割削減には現状から約4割エネルギー消費量の削減が必要だが、 

 家庭部門では90年比で逆にエネルギー消費量が23％増 

〇組織的対応が困難、機器の環境性能・効果的な省CO2行動の情報不足等の阻害要因 

課題 

戦略３．新しい低炭素ライフスタイルの推進・展開 

〇低炭素ライフスタイルイノベーションサポート推進事業 6億円【新】 

〇低炭素ライフスタイルイノベーションを展開する評価手法構築事業 3億円 (0.8億円) 

戦略２． 低炭素ライフスタイルへの転換に向けた実効的モデルの実証 

○家庭部門における二酸化炭素排出構造詳細把握業務 2億円 (0.6億円) 

戦略１．ライフスタイルとCO2排出実態との関係の精緻化 

交流・つながり方 

住まい方 
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平成26年度予算要求額 52億円(47億円) 

働き方 

買い方 



• 2050年までに80%削減という温室効果ガスの大幅削減を実現し、低炭素社会を創出していくには、巨
額の追加投資が必要であり、民間資金の活用が不可決。 

• 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」により支援する基金を造成。特に、地域の「目利き力」を活用して優良なプロジェ
クトに対する支援を展開するため、地域金融機関等と連携してサブファンドの組成の拡大を図る。 

• 民間資金による投資を更に呼び込み、低炭素化プロジェクトへの投資の一層の拡大を図る。 

国 
（エネ特） 

基金設置法人 （一般社団法人等） 
 

 

民間資金 

出資等 

SPC等 
対象事業： 低炭素化プロジェクト  

出融資等 

基金 

回収・ 
配当 

回収・ 
配当 

補助金 

CO2削減効果を 
審査・評価 

出資 

出資 
サブファンド サブファンド サブファンド サブファンド サブファンド 

回収・ 
配当 出資 
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地域低炭素投資促進ファンド創設事業 

 

平成26年度概算要求額  
7,000百万円（1,400百万円） 
支出予定先：民間団体等 



背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

期待される効果 

平成25年度予算 
○○百万円 

 地域主導による先導的「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業 26年度要求額 
4,960百万円（新規） 

○第４次環境基本計画では、目指すべき持続可能な社会の姿として、「低炭
素」・「循環」・「自然共生」の統合的達成を挙げており、そのためには、
地域特性を活かした地域づくりが不可欠とされる。 

○その際、環境負荷を低減するとともに、将来世代のために森林・農地等の国
土を保全し、かつ、地域経済やコミュニティ活性化を図るため、特に中小自
治体における地域主導の地域資源を最大限活用した統合的取組が必要。 

○関係府省とも協力しつつ、事業計画策定等を支援する他事業と連携して設備
等の導入に支援を行うことにより事業の立ち上げへの体系的な支援プログラ
ムを提供する。 

 地域資源や資金等を活用し「低炭素・循環・自然共生社会」を創出する地域
の地球温暖化対策事業に対して設備等の導入支援を行う。 
○先導的事業に必要な設備補助   地方公共団体、民間団体等 
（補助率：地方公共団体 1/2～2/3 民間団体等 1/3～ 1/2 ） 

環境省 補助 
地域主導による 

先導的「低炭素・循環・自然共生社会」創出事業 

補助 
 
 

地域主導による先導的事業の支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 補助対象：民間団体等（定額）      
 （当該団体から、地方公共団体、民間団体等へ間接補助） 

○地域の中で資源や資金が活用・循環される仕組みが形成され、地域経済やコ
ミュニティと一体となった自立的かつ持続的な低炭素社会づくり。 
○事業経験の蓄積による、環境政策を担う地域の人材・組織育成 
○全国の範となる低炭素・循環・自然共生一体型で地域住民や地域コミュニ
ティの「社会や生活の豊かさ」につながる持続的な取組が実現する。 

対象事業の要件（一部） 
・地方公共団体実行計画に位置づけられた又は将来的に位
置づけられる予定の取組に関連する事業であること、若し
くは生物多様性地域戦略、公園計画等地域の環境に係る計
画に位置づけられた又は将来的に位置づけられる予定の事
業であること 

■再生可能エネルギー関係（FITとの併用は不
可） 
・発電：小水力、風力、バイオマス、太陽光 
・蓄電池 
・熱利用：太陽熱、バイオマス熱 雪氷熱等 

 
■減エネルギー関係 
・地域冷暖房などの面的エネルギー利用設備の
導入 
・建築物：建築物の低炭素化（断熱材）、高効
率機器・設備の導入 
・交通：低炭素自動車の導入 等 

補助対象となる設備の例 

②自然豊かな地域における低炭素・自然共生型低炭素地域づくり事業 
• 自然公園における再エネ等導入への支援 
• 里地里山等地域の自然シンボルと共生した先導的な低炭素地域づくり事業に必要な
設備導入等への支援 

①地域のニーズや特性を活かした地域協働による低炭素地域づくり事業 
• 地方公共団体と民間団体等の連携による地域の低炭素化に効果的な先導的事業に必
要な設備導入等への支援（農林水産省や文部科学省等関係各省と協力して実施） 

地方公共団体・民間団体等 
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イメージ 

背景・目的 

事業概要 

事業スキーム 

(1)国からの補助  補助対象：非営利型法人、補助割合：定額 
(2)基金からの補助 
  補助対象：地方公共団体、民間団体等 
  補助割合：1/3、1/2、定額 等 

 今後、公共事業の多面的な展開が想定される中、21世紀型の
国際規範となりつつある「低炭素社会」としての付加価値を
合わせて創出することが必要。 

 社会システム構築は公共性が高く投資回収の考え方に馴染ま
ない一方で、今を逃すと長期にわたりCO2大排出型システム
のロックインが懸念されることから、低炭素価値向上のため
の国による財政支援が不可欠。 

 今後国際交渉の主戦場と想定される2020年以降の目標を検討
する際には、社会システムとしてどれだけCO2が削減可能か
を分析し国際交渉カードとして最大限活用することが戦略的
対応。 

 日本の優れた・尖った技術を用いることで経済活性化を狙う。 

 低炭素価値向上基金を造成し、同基金を活用して、公共性が高い社
会システムの整備に当たりエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制の
ための技術等を導入する事業に対して補助金を交付する事業を実施す
る。 

期待される効果 
 社会システムの構築に当たっての「低炭素社会」としての付加価値

の創出 

平成25年度予算 
○○百万円 

   低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金 平成26年度要求額 
  12,500百万円（7,600百万円） 

【対象事業の基本的要件】 
    ① 低炭素化に効果的な規制等対策強化の検討に資する事業 
      （規制等対策強化につなげる成果目標を設定） 
    ② 公益性が高く資金回収・利益を期待することが困難な事業 
    ③ モデル・実証的性格を有し、他事業への波及効果が大きい事業 
    ④ 波及効果も含めたCO2削減効果の定量化が可能である事業 
    ⑤ 日本型の先端技術の戦略的な活用・展開が期待できる事業 

 
低炭素価値向上基金 環境省 

補助金 補助金 

交通体系整備に当たっての 
低炭素価値向上 

災害時等対応型ライフライン施設等 
整備に当たっての低炭素価値向上 

次世代型社会インフラ整備に当 
たっての低炭素価値向上 

＜具体的な事業＞ 
●鉄道活用型の低炭素物流事業(国交省連携) 

●物流システム低炭素化事業(国交省連携) 

●鉄道輸送システム低炭素化(ｴｺﾚｰﾙﾗｲﾝ)事業 
 (国交省連携) 

 

＜具体的な事業＞ 
●病院等の低炭素化･災害時対応型事業(厚労省連携) 

●再エネ等を活用した自立分散型地域づくり事業 
●信号機の省電力化等推進事業(警察庁連携) 

●地域における街路灯等へのLED照明導入促進事業 

 ●港湾地域の低炭素化・災害時対応型事業(国交省連携) 

環境省ガイドラインに基づき､補助事業の当初段階＆終了段階でCO2削減効果を分析･定量化(規制等による対策強化につなげる) 

 

＜具体的な事業＞ 
●省エネ型データセンター構築事業(総務省連携) 

●上水道システムにおける革新的技術導入事業 
 (厚労省連携) 

要件に基づく厳
格な審査 
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背景・目的 

平成25年度予算 
○○百万円     自立・分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業 

平成26年度要求額 
750百万円（新規） 

 東日本大震災により浮き彫りとなった、現在の大規模集中型の電
力システムが抱える災害時の脆弱性や再生可能エネルギーの導入
困難性などの課題を克服し、低炭素社会を創出することが極めて
重要。 

 地域においても、東北の被災地をはじめとして、災害に強いエネ
ルギーシステムの構築へのニーズが高まっている。米国エネル
ギー省と協力し、米国が有する知見を活用しつつ、本事業を通じ
て、災害に強く低炭素な自立・分散型エネルギー社会の構築に貢
献することを目的とする。 

事業スキーム 

 補助対象：地方公共団体・民間団体等 
 補助割合：3/4 
 実施期間：最大３年間 

事業概要 

 基幹系統からの電力供給が止まった場合でもエネルギーを供給できる
防災性の高い地域づくりと再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に
よるエネルギーの低炭素化を実現するため、コミュニティや住居レベ
ルでエネルギーを「創り、蓄え、融通し合う」システムの本格実証を
行う。 

 環境省・米国エネルギー省(DOE)間でパートナーシップを結び、日米両
国の協力により、世界最先端の自立・分散型低炭素エネルギーシステ
ムの確立を目指す。 

期待される効果 

地域資源である分散型の再生可能エネルギーをベースとする自立・分散型
低炭素エネルギーシステムの導入を全国的に展開し、防災性を向上させつ
つ、地域活性化と低炭素化を同時に実現。 

災害に強く低炭素な自立・分散型エネルギーシステムの技術実証により、低炭素社会の創出と地域活性化を同時実現 

パートナーシップの構築 
知見の共有 

地方公共団体 
民間事業者 

委託・補助 技術的協力 

環境省 

目指すべき自立・分散型低炭素エネルギー社会の実証 

DOE 
附属研究所等 

実施体制 

 日米協力イニシアティブに基づき、DOEのマイクログリッド
（小規模系統システム）に関する知見を共有。 

 既存の電力系統より防災性と省CO2の強化を実現する給配蓄
電システム及び制御技術等の実証を行う。 

 （主要公共施設や大規模住居コミュニティ等での実証を想定） 

本
格
実
証 
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イメージ 

背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

委託対象：民間団体等 
実施期間：最大５年間 

 我が国は、海洋再生可能エネルギーの大きなポテンシャルを有す
るが、技術的にも未確立で国内の実用化の例はない。 

 一年中安定した発電が見込まれる潮流発電は、欧州では商用規模
の実証実験の段階。日本での早期実用化を見据え、海洋再生可能
エネルギーの導入拡大を目指す必要。 

漁業や海洋環境への影響を抑えた、日本の海域での導入が期待できる潮
流発電システムの技術開発を行う。更に、商用スケールの潮流発電の実
証を行い、国内の導入に向けた自立・分散型かつ環境負荷低減型の潮流
発電技術及び発電システムを確立する。 

潮流発電は、太陽光等と異なり、一定した潮汐力により年間を通じ
て安定した発電が可能で、系統に与える影響も少ない 

日本では海峡・瀬戸を中心として沿岸域に適地が存在。 
欧州等の海外で開発・実証が先行。日本での早期の商用化を見据え、
国内外での知見を集積する必要。 

期待される効果 

 技術開発から実証まで一気通貫の支援による潮流発電の国内での早期
実用化 

 潮流発電の導入による再エネ導入拡大及び導入地域における自立・分
散型低炭素エネルギー社会への移行 

 潮流発電技術実用化推進事業（経済産業省連携事業）  平成26年度概算要求額 
600百万円（新規） 

基礎研究 

応用研究 

技術開発 

技術実証 

システム
実証 

 要素技術の確立 
 耐久性能・発電

効率の向上 

 実海域での実証 
 更なる要素技術の

向上 

１～２年目 

２～４年目 潮流発電は世界で大きな期待を集める海洋再生可能エネルギー 

潮流発電イメージ 

事業計画 2014 2015 2016 2017 2018 

要素技術開発 

環境影響等調査 

技術実証 

事業性の評価 

 システムの確立 

４～５年目 

現時点の 
技術成熟度 

本事業により 
 我が国の海象に適した潮流発電技術・メンテナンス手法 
 自立・分散型かつ環境負荷低減型の発電システム、建設方法等 
 環境負荷の低減及び環境アセスメント手法 
の確立を目指す。 

安定した発電 

漁業協調 

環境負荷低減 

導入加速化 Source: guardians 10 



事業目的・概要等 

背景・目的 

事業概要 

事業スキーム 

（１）及び（２） 
   補助対象：地方公共団体、民間団体等  
   補助割合：（１）定額（上限1000万円）（２）２／３ 
（３）補助対象：民間事業者等 
   補助割合：３／４ 

 本土と系統連系されていない離島（オフグリッド）はCO2排出量が大きく
高コストのディーゼル発電に依存。更に、系統が脆弱のため、再エネの大
幅な導入拡大が極めて困難。 

 自立・分散型低炭素エネルギー社会に不可欠な再エネの大幅な導入拡大の
ためには、離島の特性を踏まえた新たな蓄電池の効果的な活用方法の実証
により、蓄電池の導入促進が必要。 

 再エネに加え、需要側のエネルギー消費削減（減エネ）、系統対策等もパ
ッ ケージで導入し、離島の活性化、防災性の向上にも寄与する低炭素地域
づくりを加速。低炭素な離島のモデルを確立し、他地域や海外の島嶼国へ
の展開を図る。 

(1)  再エネの導入や減エネの強化等離島の低炭素地域づくりに向けた事業化
計画策定や実現可能性調査（FS調査）を補助する。(1億)  

(2)  離島の特性を踏まえた先導的な再エネの導入や減エネの強化等、低炭素
地域づくりのために不可欠な設備の導入を補助する。(11億) 

(3)  離島の短周期及び長周期変動の両方の特性に対応する新たな蓄電池の活
用方法を確立し、効率的管理･制御による再エネ導入量の最大化と蓄電池
容量の削減による経済性の向上を同時に実現する技術実証を行う。(19億) 

期待される効果 

 離島における再エネ導入拡大・減エネの強化により、CO2排出削減のみ
ならず、地域活性化や防災性の強化等の効果が期待される。 

 蓄電池の効果的・効率的な活用方法の普及により、他の離島や海外の島
嶼国等における再生可能エネルギーの導入可能量の更なる拡大が期待さ
れる。 

        離島の低炭素地域づくり推進事業 
平成26年度概算要求額  

3,100百万円（新規） 

支える技術の確立 

イメージ 

離島特有の短周期（再エネの出力変動）・長周期（余剰電力等）変動に対
処するため、特性の異なる蓄電池の組み合わせ・協調制御等と全体として
の蓄電池容量の削減により、再エネ導入可能量の更なる拡大と経済性の向
上を図る。 

離島まるごと自立・分散型低炭素エネルギー社会構築 

離島向けハイブリッド蓄電池システム技術実証 

海洋 

洋上風力 

地熱 

太陽光 

離島の地域資源を活用した再エネ導入 

減エネルギーの加速化 

民生・需要
の減エネ 

水素利用 

電気自動車 

 低炭素地域づくり事業化計画策定支援 
 再エネ・減エネ等設備導入支援 

蓄電池 

 蓄電池の活用等を含めた地域資源の再エネ導入、主要
施設への減エネ設備の導入等により、地産地消の自
立・分散型低炭素エネルギー社会を構築 
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   イメージ 

背景・目的 

事業概要 事業スキーム 
①委託対象：民間企業等  実施期間：平成24年度開始 
②補助対象： 

①ASSETシステムの運用、削減量の検証業務 
 1.1億円  （1.2億円） 
②対象BAT設備の導入補助業務                              
 28.7億円（11.2億円） 

期待される効果 

○先進対策と運用改善による 
 大幅排出量削減 
○ベストプラクティスの共有 

平成25年度予算 
○○百万円     先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 

平成26年度要求額 
2,981百万円（1,240百万円） 
（うち要望額1,500百万円） 

 低炭素社会実行計画では、設備の新設・更新時に“利用可能な最高水準の技術”（BAT）を最大限導入することを前提に、
2020 年のCO2 削減目標を設定することが掲げられている。 

→ ただし、BATは通常、費用が高いため、導入支援及び費用効率性向上を促す仕組みが必要。 
  また、BAT導入に取り組む事業者の裾野を広げていくことも必要。 

対象BAT設備の 
導入補助 

（採択基準: 
 削減の費用対効果） 

大幅削減の 
目標達成 

（クレジット
活用等を含
む） 

共同購入で安く導
入できるわ！一緒
に頑張りましょう！ 

費用を抑えて大幅削減するぞ！ 

グループ参加 

創意工夫 

電気代が高くなったけど 
設備更新ができない… 

○○％削減！ 

店舗や工場で目
標を立てて  削
減しましょう！ 

環境省 事業者 

高効率設備の 
情報は少なく、 

高コスト 

•リジェネバーナー（燃焼装置） 
•ターボ冷凍機 
•氷蓄熱型パッケージエアコン 
•潜熱回収型真空ボイラー 

など 

環境省BATリスト 

国 民間企業等 公益法人 

（補助率） 

1/3 
（補助率）定

額 

補助金 補助金 
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背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

期待される効果 

平成25年度予算 
○○百万円 

低炭素ライフスタイルイノベーションサポート推進事業 
平成26年度要求額 

600百万円（新規） 

○家庭からの温室効果ガス排出量は2011年度に1990 年度比で約５
割も増加しており、環境・生命文明社会の実現のためには低炭
素ライフスタイルを推進することが必要不可欠。 

〇一方、各家庭での意識向上からＣＯ２削減行動へつなげるため
には、ライフスタイルに応じた具体的・効果的なアドバイスが
必要。 

〇本事業では、家庭における着実な減エネを実行するためのサ
ポート事業を行い、低炭素ライフスタイルへの転換を促進する。
民間企業や地域主体のネットワークを活用し、各家庭において
現状から２０％以上のＣＯ２削減を実現する。 

【事務局への補助】 
 補助対象：民間団体等 補助割合：定額 
【事務局から事業実施機関への補助】 
 補助対象：地方公共団体・民間団体等 補助割合：１／２ 

・家庭における温室効果ガス削減の着実な促進とそれを支援する
人材の育成により低炭素ライフスタイルのイノベーションを実
現し、環境・生命文明社会の創出に資する。 

・低炭素機器の市場拡大・家庭向けの減エネコンサルティングビ
ジネスの普及を通じて持続可能な地域経済社会を実現する。 

 

 

〇事業運営 

・事業実施機関の認定 

・診断ソフト管理 

〇効果のモニタリング 

・CO2削減効果 

・受容性の高い対策の選定 

〇ソフトを含む運用課題改善  

 検討 

 

〇診断の実施 

・診断員の養成 

・診断員の派遣 

・診断の管理 

 

 

 

 

〇ガイドライ  

 ン作成 

・運営体制 

・診断方法 

・診断機関/ 

   診断員の 

   認定方法 

〇診断ソフト 

 作成 

事務局 

認定ガイドライン 
に基づく実施 

民間企業 
（拡張サービスで活用） 

自治体・地域機関等 
（地域の家庭向け対策 
 改善・計画へ反映） 

認定 
ソフト管理 

実行把握 
制度改善 

診断結果 
実施対策 

診断 

家庭 

着実にCO2削減 
※診断ソフト・診断方法等のガイドラインは、
平成25年度までに基盤整備予定 

※個別の診断員については、資格試験におい
て認定 

 

環境省 実施機関 

補助 
家庭温暖化対策サポート 

のための体制整備 
実施機関への 

補助 

 家庭で低炭素ライフスタイルを進めるためのサポート事業とし
て診断員を派遣し、家庭に応じた温室効果ガス排出削減行動を促
すアドバイスを行う事業への補助を行う。 
 運営事務局は、環境省の示すガイドラインに従い、診断ソフト
の管理・改善、事業機関の認定等を行う民間企業や地方自治体・
ＮＧＯ等にサポートを行う。 
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CO2削減 
ポテンシャル診断 
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２．平成25年度エネルギー特別会計補正予算概要 
 

◆温室効果ガス排出削減による中小事業者等経営強化促進事業 
  中小事業所を対象に、温室効果ガス排出抑制等指針に基づく減エネ診断・対策提案とともに、提案  

 に基づく設備更新や運用改善等を支援。 
 

◆離島の再エネ・減エネ加速化事業 
  離島における再エネの導入や減エネの強化等に向けた事業計画策定、実現可能性調査、設備の導入 
 を支援。 
 

◆低炭素型の融雪設備導入支援事業 
  中小企業等を中心に、地中熱や下水廃熱等を利用した低炭素型の融雪設備の導入を支援。 

 


