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中部経済産業局は、エネルギーを核とした地域活性化を目指し、再生可能エネルギーによる地産地消型
のエネルギーシステムを構築し、経済と環境の好循環を地域で創出するプラットフォームとして、地域のス
テークフォルダーが一堂に会する「中部地域課題解決型エネルギー地産地消推進連携プラットフォーム」
（愛称：中部ぐるりんエネルギーＰＦ）を形成します。

• 中部地域の新電力や再生可能エネルギー事業者等の地域エネルギー事業者が、エネルギー事業者にとどまることなく、地域におけ
る課題解決型ビジネス等の中核的な存在として次々と事業を起こして、地域の活性化や地域雇用の創出につなげることにより、サ
ステナブルな地域の経済循環（ぐるりん）を目指し、地域の関係者(ステークフォルダー)からなる緩やかなネットワークを形成します。

• 本趣旨に賛同する地域新電力や再生可能エネルギー事業者や、関係する自治体、支援機能を有する事業者等が集い、相互に
研鑽、連携、共助、協働することにより、参加事業者が抱える事業課題解決ができる自己実現の場であり、また、新たな地域エネ
ルギー事業者の創出を目指す場です。

※アグリゲーター ：エネルギーリソースを統合制御し、VPP（バーチャルパワープラント）やDR（ディマンドリスポンス）からエネルギーサービスを提供する事業者
※バランシンググループ ： インバランス（計画と実績の差異）の精算を実施する事業者の集団（単位）。

出典：「エネルギーを核とした地域活性化」調査報告書 (令和3年4月、中部経済産業局) https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/chousa/index.html

1．趣旨・目的
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2出典：「エネルギーを核とした地域活性化」報告書（2021.4 中部経済産業局）より抜粋

地域新電力等

・エネルギーの製造、流通・販売

・CB、SB関連事業
・デジタル化関連事業
・地域商社機能
・行政サポート

＜エネルギーの地産地消による地域活性化の将来像＞

⚫ 地域新電力等が、地域のエネルギー事業者にとどまることなく、地域のCB・SB等の中核的な存在
として、地域課題解決や地域活性化へ自立的に取り組んでいく。

行政
地域金融機関 地域住民

出資、協定、連携など
（実情に合わせて選択） （デジタル事業：例）

スマートメーターのシステム等を活用した
オンデマンド交通、見守り、ゴミ処理、
配食・買い物サービス
古民家を活用したテレワーク拠点

（リアル事業：例）
発電熱を利用した温浴施
設・鯉の養殖、古民家・空き
店舗を活用したコミュニケー
ション・賑わい拠点 など

住民に必要なサービスを提
供

地域関係者の共通
認識の下で事業展開

エネルギーの地産地消はあくまでも手段の一つ
地域貢献に着目した取組を応援する!！

５G等を活用した遠隔医療サービス、
アグリゲーター等による省エネ監視サー
ビス など

地域企業

地域エネルギーの活用
（エネルギー費用の流出防止、カーボンニュートラルの推進、レジリエンスの強化 など）

【キーワード】

① グリーン
② デジタル

（参考）中部経済産業局が目指す姿
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連携・勉強

の場の提供

ハンズオン

支援

マッチング

の場の提供

事業戦略、外部環境変化への対応、地産地消の実現・地域貢
献事業への展開など地域エネルギー事業者の課題を解決していく
テーマを取り上げ、参加者の学びや相互研鑽の機会を提供する。

地域エネルギー事業者が、他の地
域エネルギー事業者や地域エネル
ギー事業者の課題解決や事業成長
を支援ができる機関、団体の支援
機関等が出会い、連携するきっかけ
となる場を提供する。

地域エネルギー事業者や地域エネル
ギーを活用した地域課題の解決等
の施策紹介、地域プロジェクトの組
成・支援、支援機関の紹介・仲介
等を行う。

２．主な活動内容

事業者の自己実現、新たな地域エネルギー事業者の創出を目指し、次の３つ活動を展開します。

(1) 連携・勉強の場の提供 (2) マッチングの場の提供 (3) ハンズオン支援



全国のモデル事例
(全国約100か所)へ

集中支援(環境事務所・経産局等)

[国地方脱炭素社会実現会議（R3.6）]

（参考）中部ぐるりんエネルギーＰＦの事業展開手法

Early stageSeed stage

モデル事例の波及効果を受ける地域プロジェクトを同時に
発掘・育成

⇒ エネルギー地産地消事業の加速（次々と事業展開）

支援機関群

Middle・Later stage

支援可能領域での
ソリューション提示

各ステージ事業者の
個別事業課題

ぐるりんPF【中部経済産業局資源エネルギー環境部】

波 及 波 及

キャッチアップ キャッチアップ

事業運営・地域連携の
ノウハウの共有

⇒横連携の加速

＜アプローチ①
内発的相互支援＞

多くの顕在・潜在的事
業課題のクリアー・支援

⇒ビジネスベースの拡大
(自治体×企業の
組成を加速)

＜アプローチ②
外部リソース活用＞

[中部経済産業局]

国の出先
機関

[全てのステージを支援]
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連携・勉強
の場の提供

マッチング
の場の提供

ハンズオン
支援
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3．メンバーの構成

② ①の事業者の課題解決に必要な知見、ノウハウを有し、事業や技術等の提案、アドバイス、事業化
の支援等のサポートを行うことができる者
（例．電力事業者、ガス事業者、熱供給事業者、金融機関、商社、設備メーカー、ディベロッパー、ＩＴ、大学

等研究機関、経済団体、支援団体 等 ）

① 地域エネルギー循環を活用し、地域で課題解決等の地域貢献事業を実施、又は事業計画を有する者
（例．民間地域新電力、自治体新電力、再生可能エネルギー事業者、アグリゲーター 等）

③ 行政機関
（例. 国の地方支分部局、自治体）

・ メンバー参加を希望する者は、規約(別紙1)をご理解して頂いたうえで、事務局に参加申込書(別紙2)を提
出します。

・ 参加費は無料です。
・ 退会はいつでも可能です。

４．参加方法・参加費

６．事務局・問い合わせ先
中部経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課カーボンニュートラル推進室（中部ぐるりんエネルギーＰＦ事務局）

名古屋市中区三の丸2-5-2 052-951-2566 exl-chb-gururin@meti.go.jp
Web https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index.html

５．その他

エネルギーの地域内循環等により地域の活性化や地域雇用の創出など、地域課題を解決する事業活動を行っ
ている又はこれを支援することに、誠意と情熱をもって取り組んでいる者から構成します。

事業環境の変化に適切に対応していくため、当面の活動期間は2年間とし、期限到来時にプラットフォームの
改廃を含め活動内容等を再構築することとしています。

https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index.html
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（規約(概要)） （別紙1)

＜目的＞
本プラットフォームは、中部地域の新電力や再生可能エネル
ギー事業者等の地域エネルギー事業者が、エネルギー事業者に
とどまることなく、地域における課題解決型ビジネス等の中核的な
存在として次々と事業を起こして、地域の活性化や地域雇用の
創出につなげていくための地域の関係者からなる緩やかなネット
ワークを形成し、共創の精神の下に活動を行うことで、持続可能
な地域の経済循環を目指すことを目的とします。

＜活動＞
(１)連携・勉強の場の提供
事業戦略、外部環境変化への対応、地産地消の実現・地
域貢献事業への展開など地域エネルギー事業者の課題解決
につながるテーマを取り上げ、参加者の学びや相互研鑽の機
会を提供します。

(２)マッチングの場の提供
地域エネルギー事業者が、他の地域エネルギー事業者や地域
エネルギー事業者の課題解決や事業成長を支援できる事業
者、機関、団体(以下、「支援機関」という。)等と出会い、連
携するきっかけとなる場を提供します。

(３)ハンズオン支援
地域エネルギー事業者や地域エネルギーを活用した地域課題
の解決等支援施策の紹介、地域プロジェクトの組成支援、支
援機関の紹介等します。

(４)その他、プラットフォームとして必要な活動を行います。

＜構成員＞
〇本プラットフォームの構成員は、本規約の内容を十分理解し、
次の全てに該当する者です。

(１)中部地域に事業拠点を有するなど中部地域で事業展開す
る新電力、エネルギー供給事業者、支援機関、地方公共団
体、国の出先機関等

(２)地域の活性化や地域雇用の創出など地域課題を解決、
又はこれを支援することに取り組んでいる者

(３)個人では無く、所属する組織（企業、団体等）の者として
活動する者

(４)必要に応じ当事者間でＮＤＡ(秘密保持契約)を結ぶこと
ができる者

〇構成員は、任意に加入・脱退することができます。

〇構成員は、本プラットフォームの活動・運営上知り得た機密情
報、個人情報を適切に管理し、コンプライアンスを厳守し、外部
に漏らし、又は無断で使用してはなりません。退会後も同様とし
ます。

〇本プラットフォームの参加費は、無料とします。

＜その他＞
事務局は、事業環境の変化に適切に対応していくため、当面
の活動期間は２年間とし、期限到来時にプラットフォームの改廃
を含め活動内容等の見直しをします。

「中部地域課題解決型エネルギー地産地消推進連携プラットフォーム」に
係る規約の概要

規約は、中部経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課のWebに掲載していますので、そちらをご確認下さい。
https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index.html
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（申込方法と申込書）

〇 Webページから、申込様式をダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、事務局あてメールにて送付してください。

✓ 「事業者名」は当局WEBで掲示します。

✓ 「所在地」、「参加代表者」に記載内容は、プラットフォーム参加
者名簿に掲載し、メンバー間だけで共有しますので、必ず「共有
名簿の掲載の可否」の欄に〇、×を付してください。

✓ 「一言コメントの記入」に記載内容も、同様にメンバー間だけ共
有しますので、少なくとも一つを選択し、必ずご記入ください。な
お、事業者であり、支援機関としても参加を希望する場合は、
両項目に記入ください。

〇 メール送付先
資源エネルギー環境課 カーボンニュートラル推進室
（中部ぐるりんエネルギーＰＦ事務局）
exl-chb-gururin@meti.go.jp

〇 申込書を掲載のWEB
https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index
.html

(中部経済産業局トップページ > 施策のご案内 > エネル
ギーを核とした地域活性化)

（別紙2)

中部地域課題解決型エネルギー地産地消連携プラットフォーム

（愛称　中部ぐるりんエネルギーＰＦ）の参加申込書

●申し込み日 2022年　　月　　日

●申し込み事項

事業者名(公表)
共有名簿への

掲載の可否

所在地

参加代表者(＊)

所属部署

連絡先(電話)

　同(メール)

他の参加者

所属部署

他の参加者

所属部署

(＊)活動における窓口となる方をご記入ください。

●一言コメントの記入　(少なくとも一つを選択。100文字程度。共有名簿に掲載します。)
該当項目

に”〇”印

地域エネルギー事業

者等（事業概要や

事業計画を簡潔に

記入）

支援側の機関(主な

支援内容を簡潔に

記入)

送付先：中部経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課　ぐるりん事務局

メールアドレス exl-chb-gururin@meti.go.jp

「中部地域課題解決型エネルギー地産地消連携プラットフォーム」の規約を十分理解し、以下のとおり、参加

を申し込みます。

　ご記入頂きました情報は、本プラットフォーム事業及び当局のエネルギーを核とした地域活性化に関係する事業のみに使用

し、その他の目的で使用することはありません。

mailto:exl-chb-gururin@meti.go.jp
https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index.html

