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主な地域新電力／再エネ事業者のマッピング
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●おいでんエネルギー
（豊田市。市内事業者）

●みの市民エネルギー
（美濃市。個人、丸重製紙企業組合、
ﾀｶｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、小川電気商会、ﾜﾀﾐﾌｧｰﾑ&ｴﾅｼﾞｰ等）

●奥飛騨自然エネルギー
（高山市。新平湯温泉、
一重ケ温泉、シン・エナジー）

●三河の山里コミュニティパワー
（豊田市。三河の山里課題解決ファーム、
あいちトヨタ農協、豊田信金等）

●岡崎さくら電力
（岡崎市。岡崎市、NTTアノードエナジー、
中部電力、東邦ガス、岡崎信金)

●かけがわ報徳パワー
(掛川市。掛川市、
ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ等)

●多気バイオパワー
（多気町。中部プラントサー
ビス）

浜松新電力
（浜松市。NTTｱﾉｰﾄﾞｴﾅｼﾞｰ、NECキャピタル
ソリューション、浜松市、遠州鉄道、サーラエ
ナジー、静岡銀行、浜松岩田信金等）

穂の国とよはし電力
(豊橋市。JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、
豊橋市、豊橋信金)

松阪新電力
(松阪市。松阪市、東邦ガス、
三十三銀行)

＜参考＞［小売電気事業者登録状況］（R3年3月5日現在）
全国７０９社／東海（３県）４６社（６．５％）、静岡県１１社）

ゼロカーボンシティ宣言等の多くの自治体、事業者等で事業が計画され、また、稼働。
→ 自治体、事業者等ヒアにより発掘し、地域活性化を目指す意欲を前提に、事業計画段階からもアプローチしていく。

2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の自治体
（ゼロカーボンシティ宣言の自治体） 1
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地域分散型エネルギー事業者からの主な支援ニーズは、次の４ニーズに整理できる。

① 認知度向上を含めた 地域主体の形成
② 顧客獲得、資金調達を含めた 経営強化
③ エネルギーの地域循環
④ 地域活性化に 貢献する事業

これらに対する支援手法として、地域のステークホルダーの巻き込み、事業計画のブラッシュ
アップ、出会いの場。

当地域において関係する多様な事業主体やサポーターが、主要課題への対応や前提とな
る施策情報の共有し、これら支援策の推進役の受け皿として、

「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」（仮称）を提案。
（略称：中部ぐるりんエネルギープラットフォーム）

〇目的：中部地域において、再生可能エネルギーによる地産地消型の分散型エネルギーシステムを構築
し、発電によって得られる電気や熱、さらに収益を地域課題の解決に活かすことで、エネルギーや
資金の域外流出を防ぎ、地域産業の振興や雇用創出、地域の魅力向上に繋げる。

〇中部地域における支援策の提案

に対する支援

(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

「エネルギーを核とした地域活性化」調査を取りまとめ、公表（令和３年４月）



3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



4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



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）]

エネルギーを核とした地域活性化に向けた支援手法

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

連携勉
強会・
マッチング

マッチン
グ・ハン
ズオン

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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中部ぐるりんエネルギープラットフォームの連携・勉強会をシリーズ化して展開

〇最新情報：脱炭素ロードマップ・地域先行事例の創出等
〇ガイダンス(勉強会の回し方等)
〇テーマ：地域新電力事業等の事業戦略の強化

・先進事例 ローカルエナジー(株)（米子市）、(株)三河の山里コミュニティパワー（豊田市）

〇最新情報：Ｒ４ＦＹ予算・事業
〇テーマ：電力事業・再生可能エネルギーに係る外部環境変化への対応

（電力市場制度の変化、マイクログリッド 等）

R4FY
～

R3FY

（第1回勉強会でのガイダンスや参加者のニーズを踏まえ、次回以降のテーマ、先進事例を精査。）

62クール目を展開。

実施事業者に限定した
意見交換

実施事業者に限定した
意見交換

〇最新情報：
〇テーマ：地産地消の実現・地域貢献事業

・先進事例 先進事例、新エネ大賞受賞者等から選定 実施事業者に限定した
意見交換

〇最新情報：- - -
〇テーマ：地域が関与する事業主体の形成（自治体ニーズも加味）

実施事業者に限定した
意見交換

連携勉
強会・
マッチング
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連携・勉強会の主なテーマと先進事例の特徴・ポイント (1/2)

テーマ ： 地域新電力事業等の事業戦略の強化
・ 事業計画、収益計画の構築、電力需給管理の自営化、地域貢献事業を含めた中期的な経営計画・収益事業
・ 事業拡大、新規事業実施に必要な資金計画、資金確保

＜先進事例における特徴・ポイント＞
○事業立上げの試算段階から、公共部門への売電確保の確約を取り、初年度から黒字を実現している。地元CATVの巻き込みや小
中校生向けの環境教育により親の認知度を高め、売電契約先を確保し、収入増、事業拡大に取り組んでいる。

〇協定価格により電力会社から電力供給を受け、電気小売を任されている。市内700カ所以上の公共施設への電力は市との随意契
約で自社から供給している。

○工業会と福祉法人の協力による倉庫等への屋根置き太陽光とソーラシェアリング事業や、省エネ診断事業と省エネ設備施工事業を
展開し、事業収益の幅を拡大している。

○中山間地域でも可能な地熱発電の廃熱を利用した錦鯉の養殖事業を展開し、収益と雇用を拡大している。

＜新エネ大賞における特徴・ポイント＞
〇コージェネ、太陽光による電気・熱を地域エネマネシステムにより制御・最適化し、工業団地内の企業、植物工場等へ供給する事業に
より採算性を確保。非常時は需要家が最低限必要な電力が供給できるようコジェネ事業を設計。

〇エルギー地産地消業務を民間委託し、電力は自治体が利用。その電力供給益で受託者の設備投資を補うビジネスモデルを確立。

1st勉強会
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テーマ ： 電力事業・再生可能エネルギーに係る外部環境変化への対応
・ 電力市場の制度改正・運用変更、容量市場への対応、ＦＩＴ終了後への対応、卸電力価格の急騰等外部経済変
化への対応
・ 系統連携への接続環境の改善（損失の削減）、マイクログリッドの構築

＜先進事例における特徴・ポイント＞
○電力卸市場（JEPX）に頼らず、地域のバイオマス、太陽光、地熱、小水力の再エネ電源をバランス良く確保し、需給管理を自社で

行うことで、市場価格の変動に対応している。

＜新エネ大賞における特徴・ポイント＞
○卒FITになる住宅用太陽光の電力を地域に回すため、電力を寄付（買い取る）プラットフォームを構築。寄付量に応じてポイント付
与し、地域特産物と交換。
〇自治体と共同で太陽光発電やエネマネを導入し、自営線を介して下水処理場等に電力を供給。
〇自営線で結ばれた8つのマイクログリッドでの自家消費、災害時のレジリエンスも向上。
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連携・勉強会の主なテーマと先進事例の特徴・ポイント (2/2)

テーマ ： 地産地消の実現・地域貢献事業への展開
・ 地域資源に基づく産地価値・環境価値のみえる化・意義づけ、事業信用力・知名度の向上や地域市場（市民等）
への訴求方法

＜先進事例における特徴・ポイント＞
○地域貢献事業は市の高齢者サービス事業と一体であり、地域中核病院を核とすることで中山間地の課題解決事業に的確につなげ、
また、区長会など地域会合にも積極的に参加し、関係者間の確認を同時に取っている。
○中山間地域でも可能な地熱発電の廃熱を利用した錦鯉の養殖事業を展開し、収益と雇用を拡大している。(再掲）
○地元や周辺自治体等の間伐材から木質チップを製造してバイオマス発電を行い、排出されるCO2と熱を隣接会社に供給し、航空機
用バイオジェット燃料の製造に活用されており、地域での知名度が高まっている。

＜新エネ大賞における特徴・ポイント＞
〇地域通貨券で調達した未利用材によるバイオマス発電の売電と、排出される燃焼灰の地元林業への還元、地域通貨の域内利用
により地域活性化。

〇メガソーラーの収益でEVを導入し、災害時移動型電源としても利用しレジリエンスを強化。
〇売電収入を基金に積立て、公共施設のLED化や市民の省エネ・創エネ機器等導入補助に活用。

(参考) 新エネ大賞(地域共生部門)の評価ポイント
新エネルギーを活用し、自治体が事業として関わっていることや自治体の計画に位置付けられているなど、地域と密着した地域共生型の発電・熱供給等事業を行ってお

り、エネルギーの地産地消、地域活性化、レジリエンス向上に寄与する点を評価。 https://www.nef.or.jp/award/kako/r02/index.html

テーマ ： 地域が関与する事業主体の形成
・ 行政の理解・事業参加、地域の主要機関（地域の事業者、金融機関等）の巻き込み・関係づくり（頼れるﾈｯﾄﾜｰｸづくり）
・ 電力事業＆地域貢献事業の立案、計画、運営・マネジメント。外部専門人材の活用・ネットワーク化の促進

＜先進事例における特徴・ポイント＞
〇複数自治体・複数企業が出資する地域新電力を立ち上げ。
○首長の強いリーダーシップにより、再エネに関する戦略・計画が策定され、自治体からも出資を受けている。
○市民出資型の太陽光発電事業による資金調達や出資に伴ない、住民意識が啓発されている。
〇市・大学等で展開してきた高齢者サービス事業がベースとなり、その運営費を賄うため新電力事業に取り組んでいる。

＜新エネ大賞における特徴・ポイント＞
〇市、商工会議所、信用金庫等の出資で新電力会社を設立し、県内の清掃工場・太陽光発電所から大部分の電源を調達している。
市内公共施設で利用し、市は約40％のCO2削減を達成している。



機関名 エネ分野 支援領域 ソリューション内容（例示） 実績

○○社 太陽光、〇 ××× （コメント） ○○社、△△事業

△△機関 バイオマス発電、〇

〇支援機関の支援コンテンツを見える化して整理（地域エネルギー事業者、自治体と共有。）
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マッチン
グ・ハン
ズオン

地域エネルギー事業者（Ａ社、Ｂ自治体）の課題解決とマッチング（設計中）

事業者間での秘密保持（ＮＤＡ）、事業内コンプライアンスの
厳守を前提。

ビジネスモデ

ル構築

投資計画、

収支計画、

財政戦略

プラント設

計、設備仕

様

系統連携
電力市場制

度
事業運営

市・地域企

業との地域

貢献事業

法令、規制

緩和・支援

策

(随時、

領域

追加)

経産局・先

進事例
出先機関

(随時、

発掘追

加)

Ａ

事

業

者

事業

課題

Ｂ

自

治

体

事業

課題

　中部地域の外部リソースの活用：ソリューション領域

事業者

の

課題

支援機関

の

支援領域

マッチング・ハンズオン支援

⇒ 局職員が一つ一つ

繋げていく。

電力事業者、ガス事業者、商社、設計・施工、プラントメーカー、

金融機関 等



エネルギーを核とした地域活性化に係る事業 R3年度の展開
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（参考）
「エネルギーを核とした地域活性化」調査報告書

中部経済産業局ＨＰ https://www.chubu.meti.go.jp/d11shiekan/index.html


