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情報化社会は貨幣の自由競争をもたらすか 
～ 電子マネーの普及拡大と新たな影響 ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

電子マネーの利用が拡大している。総務省「家計消費状況調査」によると、電子マネーを保有してい

る世帯の割合が年々上昇するとともに、平均利用金額も増加している。全ての地方・都市、全ての世代

で観察できる傾向であり、今後も拡大することが予想される。電子マネーは主に小口決済手段として活

用されているため、小額貨幣である硬貨の発行量は年々減少している。総体としての額は極めて限定的

であるものの、貨幣発行という行為そのものに限定して考えた場合、政府の政策に影響を与えていると

評価される。 
電子マネーは、カード、携帯情報端末等に現金に相当する貨幣価値を移し替えたものである。従前は、

消費者の利便性の向上や不正の防止を主な目的として導入が進められ、特にその効果が発揮できる交通

機関での利用を中心に普及が進んできた。交通機関に加え、コンビニエンスストア、スーパーマーケッ

ト等の小売業での発行と利用も拡大しており、商品・サービスの交換の媒介手段としての適用範囲が拡

大している。これら量的拡大の変化の他、情報化社会の進展に伴う電子マネーを取巻く新たな動向が、

経済活動における新たなインパクトをより本質的な意味合いで与える可能性がある。 
第一に流動性の向上である。現在、上位５社の電子マネー決済件数のシェアの合計は 99％近くに達し、

１つの店舗で多数の電子マネーが利用できるとともに相互利用が可能となっており、電子マネーが使え

ない場面が減少している。利用場面の拡大と普及に伴い、都市部を中心に小口決済については、ほぼ現

金と同様に利用することが可能となっている。第二に従来の貨幣にはない新たな価値の提供である。多

くの電子マネーでは、ポイント制度の導入により利用額に応じたプレミアムを提供している。従前は、

ポイント制度そのものの持続可能性が懸念されるとともに、利用範囲もその会社が規定する極めて限定

的なものであったため、積極的に電子マネーを利用するインセンティブにはなりにくかったが、流動性

の向上に伴い、決済手段として電子マネーを選択する消費者が増加している。地方部などでは中高年層

がスーパーマーケット等、より高額な決済に関し現金より電子マネーを選択するなどの現象が観察され

ており、一部ではあるものの利便性以外の部分で、現金との選好関係に変化の兆しが見られる。第三に

グローバル化への対応である。現在、実店舗における国内上位５社の電子マネーは独自技術を採用して

おり、その利用範囲も国内に閉じているが、NFC と呼ばれる国際標準規格として承認された近距離通

信技術の登場に伴い、国内外で同様に電子マネーを活用できる技術基盤が整備されつつある。爆発的に

普及しているスマートフォンへの搭載が予想されており、海外旅行などの際に現地通貨への交換より共

通的に利用できる電子マネーへの交換を選好する日が現実のものとなる可能性がある。 
我が国における電子マネーの決済総額は２兆円程度と極めて限定的であり、その影響範囲も限定され

ている。しかし、注目すべきこととして、民間企業とりわけ金融機関ではない組織が発行する貨幣が、

政府が発行する貨幣に近しいものとして消費者に定着し、今後も拡大する傾向にあることがあげられる。

かつてハイエクは、貨幣発行の自由化論を展開し、グローバル化と価値の安定化をその条件に掲げてい

た。情報通信技術の進展に伴い、電子マネーはその条件を満たす可能性があり、今後の展開によっては

一定の範囲ではあるものの、ハイエクの予言が現実のものとなる可能性がある。電子マネーを便利な道

具として捉えるだけでなく、新たな通貨制度として今後の動向と影響を観察する必要がある。 

羅羅針針盤盤  
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国家公務員制度改革の課題と地方自治 

北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 
 行政刷新会議等による政策見直しが政策体系全体の中での整合性・有効性の問題を生じさせているの

と同様に、国家公務員制度改革が政治の中で混沌とした状況にある。2009 年に国会提出された「国家

公務員改革基本法案」は依然として国会審議が進んでいない。国家公務員改革基本法は、単に国家公務

員給与や国家公務員数等に関わる事項に限定されず、政治と行政、国と地方の基本的構図にも大きな影

響を与える内容である。ポピュリズム的な公務員批判の延長線上で本法案を議論することは不適切であ

り、日本の根幹にかかわる政治と行政の体系の問題として認識し議論して行く必要がある。 
 
2.国家公務員制度改革の経緯 
 まず、戦後の国家公務員制度改革を巡る大きな流れについて概観する。行政改革に伴う国家公務員制

度改革は、1980 年代に始まる第二次臨時行政調査会（いわゆる「土光臨調」）を境にその性格を大きく

転換している。1970 年代までの行政改革、国家公務員制度改革は政府と経済界との協議の中で、企業

側が法人税等増税を認める理由としての行政コスト抑制の視点から主に展開されてきた。その背景には、

1970 年代が高度成長期よりも成長率は低下したとは言え中成長を維持する中で企業側にも一定の増税

を受け入れる体力があり、増税を受け入れる理由づけとしての行政スリム化努力の一環としての国家公

務員制度改革の性格を有していたことが挙げられる。 
 しかし、1970 年代後半の石油危機を契機とした日本経済の低成長への移行は、行政改革の姿にも影

響を与える。企業の増税を受け入れる体力は大きく低下し、政府に対して行政の領域を縮小させ民間領

域に移行する民営化政策が強く求められ、日本国有鉄道、日本電信電話、日本専売などの民営化が進め

られることになる。コスト抑制から公的部門の領域見直しへと行政改革の姿が深化している。さらに、

2001 年の中央省庁再編に向けた橋本内閣における行政改革では、内閣府、内閣官房などの設置に代表

される内閣機能の強化、政治主導の行政体制の確立などの取組みが展開され、独立行政法人制度の創設

などによる公的部門の民間化政策の中で国家公務員の非公務員型への移行なども進められた。続く2000
年代初頭では民間化の進展と共に人的資源の面でも官民間の交流の必要性が高まり、官民人事交流法等

が制定されている。 
民間と公的部門の活動領域の見直し問題、すなわち官民関係で議論されて来た流れから 2000 年代に入

った行政改革の問題は経済との関係以上に政治と行政の関係を如何に再構築するかの視点が強まって

いる。その背景には経済活動のグローバル化が進み企業の関心が国内の公的部門の問題以上に海外との

競争力確保の問題に焦点が移行したことがある。 
 こうした中、2001 年の中央省庁再編で取り組まれた政治主導の実現、内閣府、内閣官房設置による

重要案件を通じた縦割りの弊害是正は政治の混沌状態も加わり、その実において期待した通りの成果は

発揮できずその壁を克服するため 2007 年には新たな人事評価制度等を導入する国家公務員法の改正、

そして 2008 年には「国家公務員制度改革基本法」が制定されている。この改革基本法に基づき国家公

務員法改正法案が 2009 年に国会に提出され審議が続いているのである。そして、2012 年には国家公務

政策論説 
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員法改正案の内容が基本的に地方公務員制度にも導入する方向性が国から打ち出されている。 
 
3.国家公務員法改正法案 
 2009 年に国会提出された「国家公務員制度改革基本法案」は、内閣機能、政治主導強化に向けた幹

部公務員人事の一元管理に関する制度創設、国家公務員の協約締結権等の創設と人事院の廃止などが柱

となっている。その趣旨は、「時代の変化に対応して、国民のニーズに合致した、効率的で質の高い行

政サービスを実現し、縦割り行政や天下りの弊害を除去するとともに、公務員がやりがいを持って存分

に能力を発揮できる環境をつくるため、公務員制度の全般的かつ抜本的な改革を推進する」とし、具体

的には①幹部人事の一元管理その他の人事制度の改革、②退職管理の一層の適正化、③自律的労使関係

制度の措置を柱としている。 
中核となる幹部人事の一元管理では、内閣の人事管理機能の強化を図るため幹部人事の一元管理を行い、

次官、局長、部長級を同一の職制上の段階とみなす幹部人事弾力化措置を講ずることとしている。こう

した幹部人事制度の導入は縦割り行政の弊害を克服する大きな柱となっているものの、政治側の根底に

は2001年の中央省庁再編以降続く課題が横たわる。2001年の中央省庁再編では、府省の統廃合を行い、

建設省と運輸省の統合による国土交通省、自治省・郵政省・総務庁の統合による総務省等新たな枠組み

の形成があったと同時に、前述したように内閣機能強化による政治主導の実現に向けて内閣総理大臣の

機能強化と共に、内閣官房、そして内閣府を設置する制度改革が行われている。 
 日本経済社会のグローバル化・少子高齢化が進む中、戦前から続く有能官僚による強力支配の限界が

顕在化しそれを克服することが必要との認識の下で、①中央省庁の大括り再編と行政のスリム化、②透

明性・簡素性・効率性の向上を目的に再編は実施された。具体的な制度改革としては、専門化・高度化

する行政への民主的統制たる政治主導の強化のため、①内閣総理大臣の発議権設定（内閣法 4 条）、②

内閣総理大臣補佐体制の整備（同法 19 条）、③総合調整としての内閣官房機能・組織の強化（同法 12
条）、④内閣重要政策への補助機能を担う内閣府設置（内閣府設置法）、⑤内閣府特命大臣制度の導入（同

法 9 条）などである。 
 この中で③総合調整としての機能・組織の強化（同法 12 条）として内閣官房の強化と内閣府の創設

が実施された。政策・制度の調整機能は、「内閣官房」、「内閣府」、「各府省間」で展開されるものの、

とくに内閣官房と内閣府の総合調整機能の強化に取り組むことで政治主導を実現することを意図した

ものである。このため、内閣府を内閣及び内閣官房を支えるスタッフ的「知の提供」場所と位置づけて

いる。こうした政治主導の目的は、今日に至っても残念ながら達成されていない。その最大の理由は内

閣官房、内閣府の肥大化にある。内閣官房は内閣法 12 条で、内閣府は同府設置法 3 条でそれぞれ内閣

の重要案件を取り扱うことになっている。しかし、現状はさまざまな案件が優先順位を政治側が十分に

明確化しない中で、内閣官房、内閣府に投入される結果となっている。こうした実態を受け、内閣官房

及び内閣府の組織図や予算定員等を時系列に比較してもその肥大化が進んでいる。肥大化すれば行政組

織に限らず民間組織でもいわゆる「官僚体質」を強めざるを得ない。その結果、政治主導の実現は遠の

いている。政治自らが投入する政策の優先順位を明確化できない結果、内閣官房や内閣府を肥大化させ

政治主導の実現を後退させる実態を生みだしているのである。内閣官房、内閣府の総合調整機能は劣化

し、府省間調整と同列のレベルに止まる状況も生み出している。こうした状況を克服するには、まず、

政治側で政策の優先順位を明確にするリーダーシップ力の発揮が不可欠となる。 
 
4.国家公務員制度改革の課題 
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 今回の国家公務員制度改革の大きな課題として、第 1 に行政に対する政治主導の基本が整っていない

ことが挙げられる。現代の先進国の政治体制とその下での公務員制度は、政治的政策意思決定に関与す

るいわゆる「政務職の公務員」と決定に基づいて安定的・継続的に行政執行を行う「職能行政職の公務

員」とを機能的に分化し、それを前提とした政治的影響力の強化を行っている。これにより、行政の公

正性、中立性、持続性を担保し、それを侵害する可能性を否定する仕組みが担保される。しかし、今回

の日本の国家公務員制度改革では幹部公務員という枠組みは設定しているものの、職能行政職公務員の

枠組みの延長線上で設定されおり、以上の原理を極めて不明確にしている。そのことは、職務行政職に

対しても政治的影響をもたらし、行政の公正性、中立性、持続性の担保を難しくする一方で、政務職の

公務員の位置づけに職能行政職の公務員の性格を組み込み、政治主導の意味合いを劣化させる原因とな

っている。この点は、人事院や地方自治体における人事委員会の存在意義にも密接に関係していると言

える。 
 第 2 に現行の官僚組織の体系と人員枠を前提として組織階級、職位等の体制を維持しており、能力主

義を導入することと結果的に矛盾する構造を内包している。能力評価を行う際には国家公務員に求めら

れる能力の要件を明確にしたうえで、絶対評価で行う必要がある。絶対評価とは、国家公務員間の相対

的評価ではなく予め示された能力の要件をどこまで満たしているかで判断することが基本となってい

る。絶対評価を実施したくても官職体系における人員枠に拘束されて評価後の処遇や任用に反映されず、

国家公務員のモティベーションと能力評価制度自体の信頼性を低下させる結果となる。 
 第 3 に給与決定についてもいくつかの問題点が指摘できる。①内閣等の労働協約締結能力が不完全な

ことである。労働協約を締結しても最終的に国会の承認だけでは実現せず、労使合意の自律性が担保で

きない。議会が否決した際には労働協約の効力は失われ、議会議決が一部において労働協約と異なった

場合、議決と抵触する範囲で効力を失うことになる。 
 ②団結権を有する職員が全ての組合員の過半数を占めることなどを要件とすれば労働組合としての

認証を受けることが可能であり、複数の労働組合との協議となり統一的結論に至ることが極めて難しく

なる可能性がある。 
 以上、主な課題について整理したものの、こうした国家公務員制度の改革が法案成立後には地方公務

員にも適用されることが明確となっている。 
 
5.地方公務員制度に対する適用 
 今回の国家公務員制度改革は法案成立後には速やかに地方公務員制度にも適用する方針が示されて

いる。その理由として、協約締結権そのものの有無が地方公務員制度の基本的事項であり国家公務員制

度と均衡を図る必要があること、地方公務員の労働基本権の在り方について、国家公務員制度の労使関

係の措置に合わせて、整合性を持って検討することが国家公務員制度改革基本法附則で規程されている

ことなどが指摘されている。 
 労働基本権が国家公務員、地方公務員の違いに関係なく担保されることの重要性はもちろんであるも

のの、地域主権の取組の中で地方自治体の特性等を如何に考慮すべきか慎重な検討が必要となる。加え

て、自律的労働関係を担保するためにも国と地方自治体の財政関係、権限関係の見直しが必要となる。

地方公務員制度のあり方は団体自治を支える重要な要因であり、そのことを十分に踏まえた上での検討

を進める必要がある。 
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地域活性化政策の四要素 

                     北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 
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インターネット社会によ
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地域の経済社会の活性化、持続的発展を支える基本的要素・パワーは、労働力・資本力・技術力・情

報力である。もちろん、この四要素は十分条件ではなく必要条件に過ぎない。地域のコミュニティー力、

文化力など四要素以外にも重要な要素がある。しかし、その他の要素も以上の四要素が基礎として存在

することでその力を強く発揮することが可能となる。21 世紀の四要素の方向性は以下のとおりとなる。 

第 1 の労働力は、少子化の下で従来豊富だった国内の労働力が量的に極めて限定的になると同時に、

高齢化の下で生産年齢人口も制約的とならざるを得ない。この点は、都市部、非都市部を問わず時間そ

してスピードの差はあるものの進む。自分の地方自治体のみ人口増加すると考えることは東京の地方自

治体といえども非現実的であり、外国人労働力等の導入に伴う補完等が必要となる。そのことは、基礎

自治体としての参政権のあり方、すなわち内なるグローバル化問題にも密接に結びつく。 

第 2の資本力は、グローバル化の中で海外との流動性が著しく高まり、財政の借金などを支える国内

資金の安定的確保に制約が強まる。地方財政の運営にも国内資金、外国資金を問わず幅広く資金調達で

きる可能性が高まる一方で常に借換えと市場に対する信頼性の確保が求められる。財政運営においても

金融的視点が不可欠となる。加えて、グローバル化に伴う地元企業の海外進出が進めば、地方銀行の海

外進出同様、地方自治体が海外との政策的連携を展開することも不可欠となる。 

第 3の技術力に関して新興国の台頭から既存産業の付加価値力低下の構造が明確となっている。単に

製造業を誘致しただけではデフレ圧力が強い中で持続性を確保することは難しく、地域資源に根差した

第一次産業に関する加工業等付加価値を高めると共に地域資源と組み合わせた戦略、そして今後、高齢

化が進む中国等アジア地域への社会福祉、流通などに関する社会ソフトシステムとの一体的展開が重要

となる。 

第 4の情報力もインターネットの進化、クラウド化などにより情報の質・量ともにグローバルな競争

が激化する。常にアンテナを広く張り埋もれた情報を発掘すると同時に、差別化された情報発信戦略が

必要となる。

政策シグナル 

 

地域活力
の基本要素

労働力

資本力

技術力

情報力

少子・高齢化による生
産年齢人口の減少

グローバル化に伴う流
動性の高まり

新興国の台頭に伴う高
付加価値化競争激化

インターネット社会によ
る情報価値の変革

 

地域活性化に向けた政策思考の接近法 
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過剰流動性と輻輳する経済・財政 

北海道大学公共政策大学院教授・院長  宮脇 淳 

 
景気減速に苦しむ欧米先進国の金融緩和政策によって、世界経済の資金供給量は膨れ上がっている。

リーマンショック後の世界各国での金融緩和政策、財政刺激策の拡大は世界経済の急速な回復を実現し

たものの、一方で新興国を中心に激しいインフレを生じさせる原因ともなった。今回の景気減速では、

欧米先進国はいずれも財政危機による制約を抱えており、金融緩和政策に多くを依存せざるを得ない状

況にある。こうした金融面で過剰流動性を抱えた状態は、実体経済の回復が鈍い中で過剰資金を新興国

や資源・農産物等のリスク領域に過度に流す圧力となりかねない。新興国への資金流入は、新興国の内

需を刺激し先進国への需要を回復させるだけでなく、新興国の景気減速の要因となっている対新興国輸

出を回復させる要因となる。しかし、同時に新興国内の不動産価格等を再び高騰させる要因ともなるほ

か、リスク許容度の拡大から資源やエネルギー市場への資金流入も拡大し、景気低迷期での世界的な物

価上昇を招く危険性を内包している。とくに主要先進国が財政問題を深刻に抱えていることから、当面、

実需拡大による先進国輸出の増加を期待することは困難であり、新興国に流入した過剰資金は国内投資

に向かい不動産、賃金などの上昇を加速させる。 
中国等で景気減速を認識しながらも本格的な景気浮揚策ではなく、構造改革に政策の中心をおいてい

るひとつの理由はこうした内在的インフレ圧力への対処の存在が指摘できる。なお、過剰流動性により

流入したリスクマネーは、経済環境の悪化によってすぐに移動する資金であり、経済運営そのものの安

定性を弱める危険性があることにも留意しなければならない。 
こうした中で、今後の外国為替市場に影響を与える要因として、第 1 に 10 月下旬をターゲットとし

た日本の一段の金融緩和政策の動向がある。日本銀行による外債購入政策の拡大が加われば円安に向け

た要因が増大する。第 2 として、米国経済の動向である。減税の終了と歳出削減が重なり合う、いわゆ

る「財政の崖」問題の影響がその焦点となる。この財政の崖が深刻化するかもしれないとする不透明感

がドル相場の上昇を抑制する強い要因となっている。米国経済の減速動向が深まる中で、財政の崖の問

題はより大きくなっているものの、一方で世界的な超金融緩和状況にも関わらず原油等エネルギー価格

の上昇が比較的抑制されている点は米国経済にとってプラス材料となっている。第 3 はユーロ問題であ

る。欧州中央銀行による国債買い入れプログラムの展開により、ユーロ通貨への不信感は緩和している。

この緩和状況がどこまで維持できるかがカギを握ることになる。 
そうした中、スペインの財政問題、とくに地方自治体の財政が大きな課題となっている。スペインの

欧州中央銀行に対する支援要請は時間の問題となっており 10 月中にも実施される可能性がある。しか

し、同時に財政状況が地方自治体で悪化しており、とくにカタルーニャ自治州が深刻化した状況にある。

カタルーニャ自治州は、スペイン政府の欧州中央銀行への支援要請に伴う緊縮財政路線を強めることに

反対の姿勢を高めており、独立問題にも発展しつつある。スペインの自治州は日本と異なり、国と道府

県の中間に位置する州政府である。自治州の権限は外交などにも及ぶ場合があり、財政自主権の確立を

強く求める傾向がある。政治リスクを抱えながら財政金融そして経済運営に取り組むことが求められて

おり、不安定な状況が続かざるを得ない。

アアジジアアリリンンクク  
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地域経済活性化に向けた 
地方自治体における包括的エネルギー政策 

北海道大学公共政策大学院 専任講師 若生 幸也 

 
はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、福島第一原子力発電所での事故等による影響もあり、

エネルギーを取り巻く環境が激変している。今までは、再生可能エネルギーに対して積極的な取組みを

行う自治体や企業はコスト等の高さのため限定的であった。しかし東日本大震災の発生以降は、原子力

発電所の再稼働問題などを含めて今後のエネルギー比率をどのように構築するかという問題も絡んで、

再生可能エネルギー導入の機運が高まっている。 
ただ再生可能エネルギーを単純に導入するだけでは、地域経済にとってほとんどプラスに働かないお

それがある。地域に賦存するエネルギーを価値化し、その価値を地域内に循環させる取組みが必要にな

る。このような状況を踏まえて、地域経済活性化に向けた包括的なエネルギー政策を構想したい。 
 
１．エネルギーを取り巻く環境変化 
 エネルギーを取り巻く環境変化を、エネルギー供給側と需要側に分けて整理する。 
（１）エネルギー供給側の環境変化 
 東日本大震災では、地震そのものの影響もさることながら、津波による甚大な被害をもたらした。東

京電力の福島第一原子力発電所の事故原因は、地震そのものによる被害と津波による被害に分けられる。

この事故を踏まえ、関西電力大飯原子力発電所 3 号機・4 号機の再稼働に関しては、以下のような安全

性と必要性の基準が設けられた 1。 
（ａ）安全性の観点 
基準１）安全対策の実行（地震対策・津波対策） 
基準２）安全性の総合評価（ストレステスト 2） 
基準３）安全性向上へ向けた事業者の事業計画・姿勢の明確化 
（ｂ）必要性の観点 
 ・再稼働なしでの節電のみによる対応可能性 
 ・再稼働なしでの電力料金の見通し（値上げの可能性） 
 これらの基準を満たした上で、立地自治体における理解を得て、政府が再稼働判断を行った。各原子

力発電所の再稼働にあたって、原子力規制委員会の発足等もあり、政府は個別に判断するとしているが、

おおむね安全性と必要性、そして立地自治体の理解は必須であり、再稼働は依然として厳しい状況であ

る。再稼働が難しくなれば今後のエネルギー構成を段階的に変更する必要もある。 
このような状況も踏まえつつ、再生可能エネルギーの導入拡大を企図して、固定価格買取制度が 2012
                                                   
1 首相官邸ウェブサイト「大飯原子力発電所３、４号機の再起動について」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/genshiryoku.html 
2 原子力発電所に設計時の想定を超える地震や津波など（＝発電所にとってのストレス）が発生し

た場合を想定し、どのような影響があるのか、どこまで耐えられるか、弱点はどこかを個々の機

器ごとに評価（北海道電力ウェブサイト「ストレステストとは」

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/stress_test/description.html） 

事事例例研研究究  

 

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/genshiryoku.html
http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/atomic/stress_test/description.html
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年 7 月より開始された。この制度は、太陽光発電は 42 円/kWh（買取期間 10kW未満 10 年、10kW以上

20 年）、風力発電は 20kW未満で 57.5 円/kWh、20kW以上で 23.1 円（ともに買取期間 20 年）などの

価格で電力会社に買取を義務づけるものである（図表１参照）。なお、買取価格は、年度ごとに調達価

格等算定委員会の意見を聴取し見直しが行われる 3。固定価格買取制度の開始により、民間企業を含む

様々な事業体が再生可能エネルギーの導入を図る見込みである。 
 
図表１．固定価格買取制度での 2012 年度電源別買取価格一覧 

電源

買取区分 10kW未満 10kW以上 20kW未満 20kW以上 200ｋW未満
200kW以上
1000kW未満

1000kW以上
3万kW未満

買取価格（1kWh） 42円 42円 57.75円 23.1円 35.7円 30.45円 25.2円
買取期間 10年 20年 20年 20年 20年 20年 20年

電源

買取区分 1.5万kW未満 1.5万kW以上
メタン発酵

ガス化
未利用
木材

一般木材
（パーム

やし殻含）

廃棄物
（木質以外）

リサイクル
木材

買取価格（1kWh） 42円 27.3円 40.95円 33.6円 25.2円 17.85円 13.65円
買取期間 15年 15年 20年 20年 20年 20年 20年

太陽光 風力

地熱 バイオマス

中小型水力

 
参照：資源エネルギー庁ウェブサイトより 
 
（２）エネルギー需要側の環境変化 
 東日本大震災以降、電力会社の電力供給側能力が低下したため、2011 年 3 月には計画停電が東京電

力管内で実施された。これ以降も夏期需要による需給ひっ迫等を受け、エネルギー需要側には節電が求

められた（図表２参照）。2012 年夏期に節電の数値目標が設定されたのは、北海道電力・関西電力・四

国電力・九州電力であった。特に関西電力及び九州電力は対一昨年比 10％以上の削減を求められた。 
政府も、節電のため個人・事業者両面に向けて、「節電.go.jp」4のウェブサイトを構築し、需給状況・節

電方法・補助金制度等の情報提供を行っている。企業も操業時間の変更（夜間操業・土日操業等）によ

るピークシフトに協力し、最大電力需要量を抑制している。なお北海道電力は、冬期需要が大きくなる

見込みであり、2012 年冬期の節電も要請される見込みである。 
 
図表２．2012 年夏期の各電力管内別の節電目標  

電力会社 北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 北陸電力

時期

7月23日（月）～9月14日
（金）の平日

（8月13日～15日を除く）
9:00～20:00[7/23～9/7]

17:00～20:00[9/10～9/14]

7月2日（月）～9月28日
（金）の平日9:00～20:00

7月2日（月）～9月28日
（金）の平日9:00～20:00

7月26日（木）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

7月26日（木）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

節電目標 対一昨年比 ▲7％以上 数値目標を伴わない節電 数値目標を伴わない節電 数値目標を伴わない節電 数値目標を伴わない節電

電力会社 関西電力 中国電力 四国電力 九州電力

時期
7月26日（木）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

7月26日（木）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

7月26日（木）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

7月2日（月）～9月7日
（金）の平日9:00～20:00
（8月13日～15日を除く）

節電目標
対一昨年比 ▲10％以上

※生産活動に支障が生じる
場合は、▲5%以上

数値目標を伴わない節電 対一昨年比 ▲5％以上 対一昨年比 ▲10％以上

 
参照：電気事業連合会ウェブサイト「今夏の電力需給と節電のお礼」 
 
このような状況下で地方自治体には、（１）エネルギー供給側の環境変化と（２）エネルギー需要側

                                                   
3 資源エネルギー庁ウェブサイト「買取価格・期間等」

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html 
4 http://setsuden.go.jp/ 

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html
http://setsuden.go.jp/
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の環境変化を踏まえた上で、地域経済活性化に寄与する包括的なエネルギー政策の確立が求められる。

単にエネルギー供給施設を誘致するのみでは、地域に賦存するエネルギーを活用しているにもかかわら

ず、資金が地域から流出するおそれもある。そのため、以下で示す地域経済活性化の要素を踏まえた政

策が必要となる。 
 
２．地域経済活性化の要素 
地域経済活性化の要素は、大まかに分けて以下の 3 つである（図表３参照）。これらの要素を念頭に

置くことで、地域内資金循環を増加することができる。ただし、地域内に需要が少ない場合、他地域へ

の投資を行い、投資所得を得る仕組みも想定する必要がある（本稿では対象外）。 
（１）地域外資金の獲得 
 地域外資金の地域での投資・消費を促進すること 
（２）地域内資金の循環促進 
 地域内に入った資金を地域内で早く投資・消費し、その資金循環を促進すること 
（３）地域内資金の流出防止 
 地域内に入った資金を地域内で投資・消費し、その資金循環を維持すること 
 
図表３．地域経済活性化の要素 

（１）地域外資金
の獲得

（２）地域内資金
の循環促進

（３）地域内資金
の流出防止  

 
なお、（１）地域外資金の獲得については留意が必要となる。一般には、地域外から投資された資金

は、地域に施設等整備・維持管理需要を創出し、一定の雇用増加等が見込まれる。ただし、その利益分

はすべて地域外に流出する構造にある。 
特に再生可能エネルギーでは、地域外企業の投資により再生可能エネルギー施設の立地が進んだとし

ても、発電を開始した段階から得られる固定価格買取制度下での利益は地域外に流出する。さらに一般

的に再生可能エネルギー施設の維持管理需要（雇用等）の押し上げ効果は低く、再生可能エネルギーが

地域経済活性化に結びつかないという事態も十分に想定される。 
これらの要素を踏まえないまま、再生可能エネルギー施設の誘致等を行っても、施設等整備に係る需

要増加のみが地域経済に寄与し、その後の持続的な需要増加や収入確保にはつながらない。地域に賦存

する資源を活用するからこそ、持続的な地域経済活性化につながる政策が求められる。 
 
３．地域経済活性化に向けたエネルギー政策 
 まず実施すべきは、エネルギーに係る地域内の主要アクターや必要に応じて地域外の専門家等を招き、

エネルギー政策の推進体制（協議会等）を確立することである。また地域における供給側及び需要側の
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情報を推計することである。さらに、エネルギー供給側政策と需要側政策に分けて、地域経済活性化に

向けた取組みを整理することが求められる。 
（１）エネルギー政策の推進体制の確立と供給側及び需要側情報の把握 
 まず地方自治体における供給・需要両面のエネルギー政策の推進体制（協議会等）を確立する必要が

ある。この協議会ではエネルギーに係る地域内の主要アクターや必要に応じて地域外の専門家を加える

ことが望ましい。例えば、地域全体のエネルギー需給等を管理するスマートコミュニティの実現にあた

っては、地域内に知識・ノウハウを有する事業者・専門家が少ないことが想定されるため、地域外から

事業者・専門家を招く必要があろう。また地域の資金循環を促すために、地域金融機関の役割も重要に

なるだろう。ここでは地方自治体及び地域全体のエネルギー政策を統括するため、エネルギー統括管理

者を設置することが想定される 5。 
特にエネルギー政策については、具体的な対象地域等を定める上で、利害の一致しやすい単位で分科会

を形成する必要があると想定される（例：工業団地等）。分科会単位で対象地域にアンケート調査等を

実施し、需要量を推計し再生可能エネルギーで対象地域の需要量をどの程度まかなえるかを把握するこ

とができる。 
 その上で、地域内に賦存する供給側エネルギー量（期待可採量：技術的・社会的制約条件を踏まえた

再生可能エネルギー量）と、対象地の需要側エネルギー量を大まかに推計する必要がある（図表４参照）。

特に供給側エネルギー量は、具体的に立地可能な場所等を特定し、日射量や風況等から大まかな供給エ

ネルギー量を特定することが重要である。再生可能エネルギーの場合、時間帯・日次・月次等によって

供給エネルギー量が変化するため、その把握が求められる。それらの供給エネルギー量を踏まえた上で、

固定価格買取制度での売上を算出し、設置・運用コストの回収期間を把握することが望まれる。 
 
図表４．月次のエネルギー供給及び需要変動情報（例） 
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（２）エネルギー供給側政策 
  エネルギー供給側政策としては、再生可能エネルギー生産事業モデルの確立と対応する自治体の役

割が求められる。各モデルを整理すると以下の図表５のようになる 6。 

                                                   
5 松井英章「ピーク対策に市民向けメール有効―全域見るエネルギー統括者設置を」『日経グローカル』

No.200、2012 年 7 月、8 頁。 
6 モデルの分類は、吉田文和『脱原発時代の北海道―これからのエネルギーの話をしよう』北海道新聞
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図表５．エネルギー生産事業モデル  

大項目 小項目 説明

（ａ） 農林畜産・漁業等の副業型
林業・畜産業・漁業の副業として、農地・牧場・港湾等にクリー
ンエネルギー生産施設を整備し、銀行ローン等を活用するモ
デル（デンマーク・ドイツ等）

（ｂ）
地域外からの
大規模事業者参入型

地域外から大規模事業者の参入を図りつつも、立地計画に地
域が関与し、株式保有・雇用など地域へ利益還元を図るモデ
ル（デンマーク等）

（ｃ） 市民参加型
市民参加型の組合を立ち上げ、クリーンエネルギー施設を組
合で所有し、出資に応じて売電収入から市民に配当するモデ
ル（デンマークや北海道グリーンファンド等）

（ｄ） 地域分散型 地産地消＋売電型
各家庭等でクリーンエネルギー設備を整備し、エネルギーを生
み出した上で、自らエネルギーを消費しつつ、余剰電力を売電
するモデル（北海道浜中町農協等）

売電事業型

 
参照：吉田文和『脱原発時代の北海道―これからのエネルギーの話をしよう』より筆者改変 
 
（ａ）農林畜産・漁業等の副業型 
 デンマーク・ドイツなどで見られるように、農林業・畜産業・漁業の副業として、農地・牧場・港湾

等に再生可能エネルギー生産施設を整備し、銀行ローン等を活用するモデルである。林業・畜産業には

バイオマスエネルギー施設等、農業には太陽光及び風力エネルギー施設等、漁業には洋上風力エネルギ

ー施設等が親和的である。地域経済活性化の要素で分類すると、（２）地域内資金の循環促進や（３）

地域内資金の流出防止に有効な手段となる。 
地方自治体の役割は、農林畜産・漁業事業者等に対する設備投資補助金の整備や再生可能エネルギー

導入コンサルティング業者のあっせん、設備導入・運用業者のあっせん等が想定される。なお副業とい

う観点からは、地方自治体が造成・運営する工業団地等に立地する企業に対して、協議会等の設置・コ

ーディネート、再生可能エネルギー導入コンサルティング業者のあっせんや設備導入・運用業者のあっ

せん等も想定できる。 
（ｂ）地域外からの大規模事業者参入型 
 デンマーク等で見られるように、地域外から大規模事業者の参入を図りつつも、立地計画に地域が関

与し、株式保有（地域に一定比率の株式保有させる仕組みの構築）・雇用などを通して地域へ利益還元

を図るモデルである。このモデルには、太陽光・風力・地熱エネルギー施設等が親和的である。地域経

済活性化の要素で分類すると、（１）地域外資金の獲得や（２）地域内資金の循環促進、（３）地域内資

金の流出防止に有効な手段となる。 
地方自治体の役割は、立地計画策定にあたっての協議会等の設置・コーディネート、地域貢献要素で

ある大規模事業者の株式保有等の枠組み構築等が想定される。特に再生可能エネルギーの適地と言われ

る地域では、多くの大規模事業者が参入を目指しており、本モデルにおける地域関与方式の確立は急務

であると言える。 
 
（ｃ）市民参加型 
 デンマークや北海道グリーンファンド等で見られるように、市民参加型の組合を立ち上げ、再生可能

エネルギー施設を組合で所有し、出資に応じて売電収入から市民に配当するモデルである。このモデル

には、太陽光・風力エネルギー施設等が親和的である。地域経済活性化の要素で分類すると、（２）地

                                                                                                                                                                         
社、2012 年、112-117 頁。を参考に筆者が一部改変している。その他、村田武・渡邉信夫編『脱原発・

再生可能エネルギーとふるさと再生』筑波書房、2012 年。を参考にしている。 
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域内資金の循環促進、（３）地域内資金の流出防止に有効な手段となる。 
地方自治体の役割は、市民参加型組合等の設置・NPO 等との協働の枠組み形成・コーディネート、

ファンド造成等が想定される。地方自治体が工業団地等の遊休地に、主体的に再生可能エネルギー設備

を導入する場合、市民参加型の枠組みを形成することも市民の再生可能エネルギーに対する関心を高め

るために有効な手段となろう。 
この市民参加型で特に先進的なモデルとして、滋賀県東近江市の「東近江モデル」が挙げられる（図

表６参照）7。東近江モデルは、市民が共同で出資し太陽光発電所を設置し、発電から得られる売電収

入を地域商品券として出資者に配分する仕組みを指す。その特徴は第 1 に、設置スペースや購入資金の

制約から太陽電池を自前で設置できない場合でも、小口の出資が可能な点である。第 2 に、売電収入を

市内限定・期間限定の商品券として配分することで、地域経済活性化の要素である（２）地域内資金の

循環促進（期間限定が寄与）、（３）地域内資金の流出防止（市内限定が寄与）の仕組みを構築している

点である。 
 
図表６．東近江モデル概念図（平成 21 年 3 月時点） 

 
参照：「緑の分権改革」推進会議第 2 分科会 
「緑の分権改革の推進に係る取組の経済効果等の分析に関する調査業務」報告書 
 
（ｄ）地産地消＋売電型 
 北海道浜中町農協（酪農家 105 戸に合計 1.05MW（1 戸あたり 10kW）の太陽光発電システムを導入

し、年間電力料金を 1 戸あたり 20 万円削減 8）が実施しているように各農家・家庭等で再生可能エネル

ギー設備を整備し、エネルギーを生み出した上で、自らエネルギーを消費しつつ、余剰電力を売電する

モデルである。このモデルには、太陽光エネルギーが親和的である。地域経済活性化の要素で分類する

と、（２）地域内資金の循環促進、（３）地域内資金の流出防止に有効な手段となる。 
地方自治体の役割は、再生可能エネルギー設備導入者に対する設備投資補助金整備や再生可能エネルギ

ー導入コンサルティング業者や設備導入・運用業者のあっせん等が想定される。 
 

                                                   
7 「緑の分権改革」推進会議第 2 分科会「緑の分権改革の推進に係る取組の経済効果等の分析に関する

調査業務」報告書、2011 年 3 月、6 頁。その他、椎川忍『緑の分権改革―あるものを生かす地域力創造』

学芸出版社、2011 年、73-76 頁。を参考にしている。 
8 浜中町農業協同組合ウェブサイト「太陽光発電」

http://www.ja-hamanaka.or.jp/modules/content02/index.php?id=3 

http://www.ja-hamanaka.or.jp/modules/content02/index.php?id=3
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（３）エネルギー需要側政策 
 エネルギー需要側政策としては、節電・省エネ対策の確立が求められる。地方自治体の取組む対策を

整理すると以下の図表７のようになる 9。エネルギー供給側政策と比較すると、地域経済活性化と連動

を図ることのできる対策は少ないが、意識的に事業化することが望まれる。 
 
図表７．地方自治体における主なエネルギー需要側対策  

大項目 小項目 説明

（ａ） 家庭向け節電要請メール
冷房の温度設定を高めに設定することやテレビ・パソコンの使
用を控える節電行動を促すメールを一斉送信する（京都市・神
戸市等）

（ｂ）
企業向けの省エネ設備導入コン
サルあっせん

省エネ設備導入前の省エネ診断コンサルタント等を派遣する
（新宿区等）

（ｃ）
企業向けの省エネ設備導入補助
金

電力監視装置やスマートメーター等の設備導入にあたって補
助金を交付する（大分県等）

（ｄ）
美術館・博物館などの料金割引
（クールシェア）

空調の効いた施設を開放することで住宅等での個別空調利
用を抑制する（堺市・草津市等）

（ｅ） プールの無料開放
プールを無料解放することで住宅での個別空調利用を抑制す
る（京都府等）

（ｆ） クールビズ（アロハビズ） 夏期アロハシャツで執務を行う（神奈川県茅ヶ崎市）

（ｇ）
LED導入・エレベータ停止等公共
施設の省エネ化

庁舎等公共施設のLED導入・エレベータ停止等の省エネ化を
行う（滋賀県等）

市民・企業を
対象とした

省エネの取組み

公共施設を活用した
クールシェアの取組み

自治体自身の
省エネの取組み

 
参照：松井英章「ピーク対策に市民向けメール有効―全域見るエネルギー統括者設置を」を筆者改変 
 
特に以下の（ｂ）、（ｃ）、（ｇ）の取組みは、地域経済活性化との連動を図ることが可能となる。 
（ｂ）企業向けの省エネ設備導入コンサルあっせん 
 省エネ設備導入前の省エネ診断コンサルタント等を派遣する制度である。事業者に対するあっせんの

際には、契約関係法令や技術面等の支障のない範囲で、地域内事業者を優先的にあっせんする仕組みを

構築することが望まれる。地域経済活性化の要素で分類すると、（２）地域内資金の循環促進や（３）

地域内資金の流出防止につながる取組みである。 
（ｃ）企業向けの省エネ設備導入補助金 
企業向けに省エネ設備導入補助金を交付する制度である。省エネ設備の補助金交付にあたっては、契

約関係法令や技術面等に支障のない範囲で、地域内事業者設備等を優先的に補助対象とする仕組みを構

築することが望まれる。 
これと並行して地域事情に合致した技術開発等も進める必要がある。札幌市では、札幌発の環境産業

創出事業を通して、大学等の持つ省エネ化シーズを市内企業とともに事業化する取組みを進めている 10。

地域経済活性化の要素で分類すると、（２）地域内資金の循環促進や（３）地域内資金の流出防止につ

ながる取組みである。 
（ｇ）LED 導入・エレベータ停止等公共施設の省エネ化 

地方自治体の所有する公共施設の電力需要量は大きく、その対策は需要側として重要である。省エネ

化を行うにあたっても契約関係法令や技術面等の支障のない範囲で、地域内事業者等を活用し、省エネ

化を行うことが望まれる。地域経済活性化の要素で分類すると、（２）地域内資金の循環促進や（３）

地域内資金の流出防止につながる取組みである。 
 
おわりに 
                                                   
9 地方自治体が取組む対策は、松井前掲書、8-9 頁。を参考に筆者が一部改変している。 
10 札幌市経済局「経済情報さっぽろ」No.159、2012 年 10 月、3 頁。 
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今まで論じてきたように、地域経済活性化に向けた地方自治体におけるエネルギー政策の立案にあた

っては、地域のアクターのヒト・カネ・情報を含めた関与が必要不可欠となる。地方自治体の財政状況

が厳しい中で、エネルギー政策の優先順位等は考慮する必要がある。ただし、地域のアクターによる関

与がないまま地域外の大規模事業者の誘致を図っても、地域的な価値はほとんど向上しないと言える。 
特に再生可能エネルギーの適地と言われる北海道等では、大規模事業者の進出が相次いでいる。（ｂ）

地域外からの大規模事業者参入型モデルを踏まえて、地域的価値を高める仕組みを地方自治体が構想し

ない限り、地域に賦存するエネルギーの価値化ができたとしても、その利益は地域外に流出するおそれ

がある。この点に留意しつつ、地方自治体における包括的エネルギー政策を構築することが望まれる。 
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