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政策論説

基本構想・総合計画議論の質的進化
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

1.はじめに
基本構想・総合計画は、地方自治体、地域、そして自治体経営の羅針盤である。その策定プロセスに
おいては、首長をトップとする地方自治体の執行部はもちろんのこと、立法・チェック機関たる議会の
審議、自治会・商工会をはじめとした地縁団体の代表、公募住民も参画し審議会等機関を設け検討、パ
ブリックコメント、議会議決を経る流れが多い。しかし、ほとんどが「策定することが目的」となり、
策定後に自治体経営のガバナンスの基軸として実質的に活用されることに乏しい実態にある。こうした
実態の原因としては、策定後の経済社会情勢や国の政策等外部要因の変化はあるものの、本質的な原因
として第 1 に策定過程自体が抱える課題、第 2 にリスク認識の欠如が挙げられる。
2.策定過程問題
第 1 の策定過程自体が抱える課題とは、トップダウンとボトムアップのミスマッチが生み出す計画自
体の混沌化である。総合計画の多くの策定では、首長等からの大きな理念がトップダウン方式で設定さ
れる一方で、現場の部局からは具体的に従来から展開してきた事業をボトムアップ方式で積み上げる形
態が設定される。この両者の接点が「施策レベル」であり、トップダウンとボトムアップが構造的にぶ
つかり合い「表面的な妥協」
、すなわち、実質的に「言葉の調整」や「事務事業と施策レベルの目標の混
在と捻じれ」でバランスをとる場ともなる。このバランス、すなわち調整が従来から施策レベルでの政
策策定や評価の難しさとして指摘される一因となっている。全体を取りまとめる総務や企画等の部局は
「ホチキス留め」的性格が強まり、新たな政策形成に結び付きづらい構図も生じる。その結果、本来は
長期的な視点の自治体経営を明示する羅針盤であるはずの総合計画がパッチワーク的に個々の事務事
業を並べるにとどまり、完成後の体系的活用や地域との共有が実務的に困難となる実態に陥りやすい。
策定過程では、地域の実現すべき大きな姿を示し、そこから具体的な事業等を結びつける演繹的方法
によるアプローチと、個別の事業や課題解決方法を検討し、計画として体系化していく帰納法的方法に
よるアプローチの二つが有機的に結び付く必要がある。
「政策は現場に宿る」という政策思考の原則、そして、法令や国の予算等の強い影響を受け自由度が
低い個別事務事業ごとのボトムアップ型、すなわち、帰納法的方法たる個別の要望を積み上げる方法の
流れが主流とならざるを得ない。しかし、それだけでは、自治体経営自体がパッチワーク的となり全体
としての戦略性に乏しく、地域間競争が激しくなる時代に劣位となりやすい構図を生み出す。政治的に
地方自治体が進むべき方向性を明確に提示し、自治事務等限られた範囲ではあっても、その方向性を共
有し実現に必要な事業や視点とは何か体系的に描くことが極めて重要となっている。このことは、住民
参加等による審議会方式の策定においても、まず、トップダウン方式による方向性を明確に共有し議論
を進めていくことが必要となる。それなしでは、総合計画の策定自体が「ゴミ箱化」する危険性を持つ。
庁内の検討体制や住民参加の体質的課題を認識する上で有用なモデルが、
「ゴミ箱モデル」である。政
策形成過程をゴミ箱に見立てて、そこに無秩序に投げ込まれる問題点や解決策がどのような状況にある
かを説明したモデルである。その中核は、実際の政策あるいは計画の形成は合理的に行われるのではな
く、問題点と解決策が無秩序なゴミ箱の中で選択される過程に過ぎないとしている点にある。ゴミ箱モ
デルの本質は、政策形成を単なる混沌状態に止めず「組織化された無秩序」と捉える点にある。組織化
された無秩序となる原因は、
「不明確な選好」
、「不明確な技術」、「流動的参加」の三要素にある。
第 1 の不明確な選好とは、政策や計画の形成に参加する人々が予め前提となる選好の基準、理想への
目標を明確に認識し共有していることが少なく、むしろ何を達成しようとするのかの選好基準を曖昧に
しておくことで、参加者自らの利害関係や視点で行動しやすい環境を形成する傾向にあることを意味す
る。さらに、選好基準を不明確にしておくことで他者との間の対立を表面化させないことや、意思決定
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に対する自分の柔軟な位置を確保しようとする傾向がある。こうした実態は、議論の無秩序を深め合理
的形成を困難化させる。その回避には、トップダウン方式による選考基準の共有が不可欠となる。
第 2 の不明確な技術とは、政策や計画の形成への参加者が政策や計画自体の意思決定プロセスの全体
像を十分に理解していないことを意味する。参加者は自分自身の認識した事実に基づく課題や手法につ
いては認識し理解しているものの、その事実や手法が経済社会の中でどのような位置づけにあり、如何
にその解決策が形成されるかについては断片的にしか理解していない場合が多い。断片的認識では、政
策や計画の意思決定に際して合理的な判断ができず、試行錯誤と先例重視を繰り返す結果になる。
第 3 の流動的参加とは、政策や計画の形成への参加者が行政職員、住民を問わず議論する課題によっ
て実質的に参加したりしなかったり、あるいは議論への注目度が異なることを意味する。自分の認識し
た課題には関心を払うものの、それ以外の課題への関心は低下する。同一問題であっても時間の経過に
よって参加者が投入する労力も変化する。以上の点から、①トップダウン方式による目標や選好基準を
明確にまず共有すること、②議論の結果が政策や計画の形成全体に如何に反映されるかを共有すること、
③自らの関心事だけにとらわれず政策や計画の議論全体に参加することの姿勢がまず重要となる。
3.リスク認識
加えて、総合計画は、単なる予定ではなく、自治体経営の羅針盤である。自治体経営の羅針盤に対し
て、当然のことながらガバナンスによる内部統制を機能させる必要がある。内部統制の要素としては、
①統制環境の把握、②リスク認識と対応、③統制活動、④モニタリング機能がある。このうち②リスク
認識と対応は、従来の地方自治体等行政機関では十分に認識し行動されてこなかった点である。リスク
認識と対応は、組織目標の達成に影響を与える阻害要因を識別・分析・評価し、当該リスクへの適切な
対応を行う一連のプロセスの形成を意味し、リスクの可視化もこの中に位置している。そこでは、①取
巻くリスクについて適時・的確に把握し対応すると同時に、リスクが顕在化した時、早期の対策を選択
できる体制とすること、②事業に関係するリスクを適切にコントロールするプロセスを確立すること、
③リスクには、内部で発生するリスクと外部の要因により発生するリスクがあり、いずれのリスクに対
してもその内容と発生原因を洗い出し識別し、見つけ出したリスクは顕在化する可能性が高いリスク及
びそれが組織や活動に与える影響の度合いの観点から評価する。自治体経営の実効性とは、リスクを管
理しつつ本来の政策目的を達成することである。
リスクを踏まえた実効性を確保のための自治体経営の対応は、逸脱型、未来型、探索型、設定型に分
けられる。①逸脱型は、目的の達成を維持しつつ、その接近プロセスが何らかの原因によって維持でき
ない場合、原因を明確にして新たな接近プロセスを選択する。②未来型は、目的の達成を維持しつつ、
その接近スピードの維持が何らかの原因で困難となった場合、原因を明確にして且つプロセスを維持し
つつ、目標値への接近スピードとそれに基づく手段の新たな設定を行う。③探索型は、目的の達成を維
持しつつ水準の見直しと目標変更を優先して行い、そのギャップを埋める接近プロセスや手段の最適化
を図る。④設定型は、目的自体の再検証を行い、目的の新たな設定の中で目標などのプロセスと水準を
設定する。最終的に実効性そのものの確保を断念する「終結型」の選択も重要となる。
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政策シグナル

議会議論の進化
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

地方議会で展開される議論は、主に質疑・質問・討論に形式的に分けられる。しかし、重要なのは質
疑・質問等の形式的区分ではなく、質疑・質問等が果たす実質的機能である。質疑・質問等を問わず、
実質的機能は「批判」にある。批判は、民主主義を充実させる議会の基本的機能であり、執行部に対す
る批判を通じて、政策や行政機能・組織、そして地域を進化させる役割を果たす。問題は「批判」の質
にある。批判は、本来は議案・出来事等の評価を行い、可否を見極める材料とすることである。しかし、
実際に議会で展開される質疑・質問は「非難」に止まることが多い。住民からの関心が低下する要因の
ひとつは、この「非難」にある。非難は、議案や出来事の欠点を取上げて攻めることであり、価値観だ
けによる主張となる。こうした非難は議会議論をシャットダウン型にさせる。政策議論においてもっと
も避けなければならないシャットダウン議論とは、価値観の違いを理由に議論を終わらせる姿勢である。
議論を打ち切り、当初から論点として排除するのではなく、議論を重ねる中で相互の価値観の矛盾点や
整合性の確認を行うことが優先されるべきである。
こうした「非難」の姿勢から脱しても、次に避けなければならないのが「否定的批判」である。否定
的批判とは、不十分あるいは不明確な根拠・証拠による批判を繰り返すことである。政策議論では、よ
く「国民は・・・」
、
「住民は・・・」といった表現が使われる。しかし、国民全員、住民全員がその議
論に賛成あるいは反対していることはあり得ない。こうした表現によって、国民など全員が同様の考え
や行動を選択しているかのように表現することを「みんなの罠」と言う。
「みんなの罠」の表現がとられ
る背景にも、希望的観測が潜んでおり、せいぜい「多数」あるいは「何人か」を意味するに過ぎないの
に、安易に全員を意味する言葉を使用する。不十分な根拠による批判につながる流れである。議会の議
論において本来求められるのは、
「創造的批判」である。創造的批判とは、十分あるいは明確な根拠・証
拠による批判であり、その証拠・根拠に基づきさらに良い内容の政策を生み出していくことである。
そして、政策議論には、①「主張型」
、②「伝聞型」、③「引き出し型」
、④「エビデンス型」がある。
①主張型は、自分自身の独自の考え方・自ら思うことを一方的に提示する「自己主張型」と社会におけ
る特定の主義や主張に基づく「運動型」がある。この類型の議論は、キャッチボールによってより良い
政策内容を求める議論とは乖離しやすく、一方的に考え方を伝える演説型となりやすい。②伝聞型は、
他者の考え方のコピーや特定利害集団の代弁等を基本とした議論である。前者は、
「性急な一般化」
、す
なわち一部の限定された他者の意見を引用し自分のものとして提示する形であり、考え方の根拠が弱く、
他者、マスコミ、インターネットなどの影響を受けて内容が変動しやすい。自らの基本的考え方が希薄
な場合も多く、それだけにコミュニケーションによって認知と理解を深めることが、議論展開の基盤形
成となる。これに対して後者の「利益誘導型」の場合は、特定の業界や集団の利害を背景とするため、
議論者自身の自主的な意思は弱く、背後に存在する利害集団の主張や特性を踏まえた内容となっている。
③引き出し型は、
「ない物ねだり政策」とも呼ばれ、自ら考えるのではなくどこかの地方自治体、地域、
さらには民間組織や海外の取組として先行して良い政策はないか探り出し、そのまま自らの考えとする
ものである。先行事例を調べて活用することは、重要である。しかし、単純にコピーし活用するのは地
域ごとの特性を軽視し有効性の高い政策とはなりづらい。以上の類型に対して、地方自治法の内部統制
の面、住民等への説明責任の充実の面からの重視されるのが④エビデンス型の政策議論である。価値観
だけでなく、実証としての根拠・証拠に基づく議論である。特定の利害関係者間の調整や政治的パワー
ゲームによる調整ではなく、なぜ、当該の選択肢を選んだか、その理由を明確に住民や納税者等にプロ
セスも含めて説明することを担保した議論となる。
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インフレ圧力と日本

アジアリンク

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳
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（資料）日本銀行「企業物価指数」による作成。
コロナ感染抑制と共に大きな政策課題となっていた経済社会活動の回復に対して、インフレ圧力の世
界的な増大が高い壁となり始めている。労働力のミスマッチによる製造業、流通業などの活動制約、そ
してゼロカーボン政策の推進などとも関連した原油価格の高騰などが需給のミスマッチを深刻化させ、
国によっては需要低迷下でのインフレたるスタグフレーションの危険性をも抱え始めている。日本経済
もその中に位置しており、原油価格上昇と円安が重なった企業物価の足元での持続的上昇(上図)、一方
で円安による輸出企業の収益増大は、労働力のミスマッチや半導体生産のボトルネックによるサプライ
チェーン問題の深刻化などから限定的なレベルにとどまっている。こうした状況を反映し、IMF の世界
経済見通しではインフレ圧力からの実質 GDP の減速など将来に向けた課題が浮き彫りとなっている(下
図)。インフレ圧力増大への政策選択肢として金融政策の転換、いわゆるこれまでの超緩和の金融政策
を転換することが挙げられる。しかし、これまでの超緩和金融政策が住宅ローンをはじめとした国民生
活に浸透するだけでなく、国や地方自治体の財政運営の基盤として組み込まれてきた現状に対する対処
等深刻な課題を注視する必要がある。加えて、米国 FRB の段階的金融緩和政策の縮小たるテーパリング
の実施による為替相場の変動、一段の円安リスクも抱えており、日本経済のインフレ圧力、スタグフレ
ーション回避に対する政策展開は、内需の実質的拡大と表裏一体の課題となっている。

(資料)IMF https://www.imf.org/ja/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlookoctober-2021、2021.10.17 参照。
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事例研究

自治体におけるゼロカーボンシティの推進方法
株式会社富士通総研 行政経営グループ 島久美子

はじめに
2018 年に気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が公表した「1.5℃特別報告書」では、地球温暖化
を 1.5°C に抑えれば、人間と自然生態系にとって利益となり、より持続可能な世界を確保することに
資する可能性があるとした一方で、地球温暖化を 1.5°C 以内に抑えるためには、社会のあらゆる側面
で急速かつ広範な、これまでに例を見ない変化が必要だとしている。
世界では、Climate Ambition Alliance（2050 年カーボンニュートラルを宣言した国の同盟）の加盟
国は 2021 年 9 月時点で 136 カ国に及び、カーボンニュートラルに向けた各国の取組がより一層加速す
るものと考える。加えて、市場の動きとしては、グリーン電力や低炭素・脱炭素技術への投資が拡大
し、RE100（企業の自然エネルギー100％を推進する国際ビジネスイニシアティブ）の加盟企業も拡大
している。
国内に目を向けると、2020 年 10 月に菅政権（当時）において 2050 年カーボンニュートラルを目指
すことが宣言され、2050 年ゼロカーボンシティを表明する自治体は、2021 年 8 月末時点で 444 自治体
（40 都道府県、268 市、10 特別区、106 町、20 村）と右肩上がりで増加している状況である（図表
１）
。
日本の 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けては、国と地方がそれぞれの役割を明確にし、そ
の役割を果たしていくことが求められる（例えば、国はエネルギー政策やカーボンプライシング等の
方向性の検討、自治体は家庭や中小事業者に向けた働きかけ等）
。本稿では、自治体におけるゼロカー
ボンシティの取組に着眼し、その立案や実施する際の体制など推進方法について考察する。
図表１ 2050 年ゼロカーボンシティ表明自治体人口・数の推移

出典）環境省ホームページ「地方公共団体における 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
１．2050 年ゼロカーボンシティを目指す自治体の現状と課題
2050 年ゼロカーボンシティ表明を行った自治体は全国の自治体の約 4 分の 1 に上るが、弊社がこれ
までに行った各種調査や自治体へのヒアリング等を踏まえると、自治体が 2050 年ゼロカーボンシティ
の実現に向けて取組を推進する上では、以下に示すような自治体の現状と課題がある。
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（１）2050 年ゼロカーボンシティ表明はしたものの、具体的対策の検討はこれから
首長等が 2050 年ゼロカーボンシティ表明をすることで、温室効果ガス排出削減に向けた取組を加速
させることができると考えるが、現状の取組の延長線上では 2050 年ゼロカーボンシティの達成は困難
である。2050 年に温室効果ガスを実質排出量ゼロとするために、今後 20 年間の段階的な数値目標とそ
の達成に向けた家庭部門、業務部門、産業部門、運輸部門などターゲット毎の具体的対策の検討と実
行が求められる。
（２）ゼロカーボンシティ関連施策を担う環境部局はリソース不足
ゼロカーボンシティ関連施策は環境部局の所掌業務であることが多いが、多くの自治体では厳しい
財政状況や定員管理を背景として、これまでの業務に加えて新たな取組を行うだけの財政的・人的余
裕が乏しい状況にある。弊社が過年度に実施した総務省の「政策効果の把握・分析手法の実証的共同
研究（地域経済循環分析自動作成ツールの普及啓発活動の効果測定）
」における全国の自治体を対象と
した調査では、小規模の自治体ほど地域循環共生圏の取組を行うことが体制的に厳しい状況であるこ
とがうかがえる。また、ゼロカーボンシティ関連施策はエネルギーや温室効果ガス排出量の把握等に
関する専門的な知見が求められるが、このような専門人材の確保もゼロカーボンシティ関連施策を推
進する上で課題となる。
（３）温室効果ガス排出源を多く抱える都市部自治体は単独でのゼロカーボンシティ実現は困難
多くの企業や人口を抱える都市部の自治体では、再生可能エネルギー創出のための太陽光パネル等の
設置に適した場所が乏しく、また、吸収源となる森林等も少ないことから、たとえ省エネ対策を推進し
たとしても、自治体単独でのゼロカーボンシティの実現は困難な状況である。このため、吸収源の豊富
な地方の自治体と連携して温室効果ガス排出削減に取り組むことが重要となる。例えば、自治体間の姉
妹都市提携を活かして、カーボン・オフセットを行う事例などがみられるものの、ゼロカーボンシティ
の実現を見据えた場合に、より計画的な取組が求められる。一方で、地方の自治体は先述のとおり、財
政的・人的余裕が乏しく、新たな取組を行うことが困難な状況にある。都市部の自治体と地方の自治体
が連携する際には、このような地方の自治体の実情も踏まえた実施体制等の工夫も求められる。
２．2050 年ゼロカーボンシティの実現に向けた取組事例
上記で示した、2050 年ゼロカーボンシティに向けた自治体の現状と課題に対して、いくつかの自治
体で課題解決の参考となる取組が始まっている。ここでは、各課題への対応として参考となる自治体の
取組事例を紹介する。
（１）バックキャスティング手法による着実な目標の達成に向けた計画策定
2050 年に温室効果ガスを実質排出量ゼロとするためには、これまでの取組の延長線上で考えるので
はなく、家庭部門、業務部門、産業部門、運輸部門など各部門の排出量をどの程度削減する必要があり、
そのためにどのような施策を講ずるのかを検討し、具体的な数値目標と達成期限を設定し、PDCA サイ
クルを回していくことが重要である。
長野県では 2021 年度から 2030 年度までの 10 年間を計画期間とする「長野県ゼロカーボン戦略」を
バックキャスティング手法で策定し、2050 年ゼロカーボンに向けて、2030 年に温室効果ガス排出量を
6 割減（2010 年比）とし、各部門の削減目標と具体的な対策を示している（図表２）
。具体的な数値目
標と達成期限を設定することで、より着実に 2050 年ゼロカーボンの目標に近づけていくことができる。
加えて、長野県では家庭や事業者に向けて、2050 年ゼロカーボンの必要性やその実現に向けた具体的
な取組を分かりやすく示した『信州ゼロカーボン BOOK』
（県民編・事業者編）を作成している。2050 年
ゼロカーボンの達成に向けては、自治体の努力だけでは実現せず、家庭や事業者の取組が不可欠であり、
いかに家庭や事業者の行動変容を促していくかということが重要となる。
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図表２ 長野県ゼロカーボン戦略【概要版】

拡
大

出典）長野県ホームページ「長野県ゼロカーボン戦略」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/keikaku/zerocarbon/index.html
（２）部局間連携による効果的な計画（施策）の実行
ゼロカーボンシティ関連施策の実施に当たっては、小規模自治体ほど環境部局だけでは人的余裕が乏
しいことや専門人材の不足等により、推進していくことが困難な状況にある。そのため、環境部局だけ
ではなく他部局の協力を得て進めることが重要であり、他部局との連携により施策の効果も得られやす
くなると考える。例えば、家庭における ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の推進については
住宅局との連携を図ることで窓口となる住宅局から各家庭への働きかけを行うことができる。また、事
業所における省エネや再エネ設備の導入については産業局との連携を図ることで、窓口となる産業局か
ら各事業所への働きかけを行うことができる。
京都府では、令和 3 年 4 月 1 日より「建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説
明義務制度」が施行されており、同制度は建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の再生可能
エネルギーに対する理解を促し、建築物への再エネ設備の導入に対する意識を高めることを目的として
いる（図表３）。このような制度は、過剰な予算を使うことなく、家庭の再エネ導入に関する理解を促
進することができるため、自治体の規模を問わず、効果的な手段の 1 つであると考える。また、同制度
によってハウスメーカーや施工会社の ZEH ビルダーとしての意識啓発にもつながると考えられる。加え
て、同制度の運用に際しては、環境局と住宅局が連携して制度の普及啓発を図ることで、より効率的・
効果的に制度を浸透させることができると考える。
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図表３ 京都府「建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度」
情報提供用リーフレット

出典）京都府ホームページ「建築物における再生可能エネルギーの導入等に係る建築士の説明義務制度」
http://www.pref.kyoto.jp/energy/architect-explanation.html
（３）都市と地方の連携による目標達成に向けた取組の推進
温室効果ガスの排出源となっている都市部の自治体において、2050 年ゼロカーボンシティの達成に
向けては吸収源の豊富な地方の自治体と連携して温室効果ガス排出削減に取り組むことが重要となる。
横浜市では、2018 年 10 月に改定した「横浜市地球温暖化対策実行計画」においてゴールとして掲げ
る 2050 年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」に向けて、再生可能エネルギー資源を豊富に有
する東北 13 市町村と再生可能エネルギーに関する連携協定を締結するとともに、
取組を推進するため、
2020 年 12 月に株式会社まち未来製作所との連携協定に基づき、まち未来製作所が構築した再生可能エ
ネルギーの都市間流通による地域活性化モデル「グッドアラウンド」を活用し、東北の連携先に立地す
る再エネ発電所の電気を横浜市内に供給する実証を開始している。同事業は、需要家に電気を供給する
小売電気事業者を入札方式により決定するとともに、電気代の一部を地域活性化資金として、電源が立
地する自治体に還元し、その活用方法を関係自治体等との協議により決定している（図表４）
。この「グ
ッドアラウンド」の取組は、2050 年ゼロカーボンシティを目指す都市部の自治体のみならず、地方の自
治体においても資金が還元される仕組みとなっており、両者にとってメリットのある取組であることか
ら実現可能性が高く、このようなフレームは今後の都市部の自治体と地方の自治体との連携において参
考となる事例である。
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図表４ 横浜市における「グッドアラウンド」の実証事業イメージ

出典）横浜市ホームページ「
【記者発表】国内初！再エネ発電由来の電気の利用が東北の地域活性化に
つながる実証事業を開始～電気をご利用いただく事業者を募集します～」
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/ondan/2020/press1204.html
おわりに
地域における 2050 年脱炭素社会の実現に向けて、関係府省・自治体で構成される国・地方脱炭素実
現会議で示された「地域脱炭素ロードマップ」
（2021 年 6 月 9 日）では、
「地方自治体による 2050 年
カーボンニュートラルの決意・コミットメント（ゼロカーボンシティ宣言）は、一昨年 9 月時点の 4
自治体を起点に全国に急拡大し、本年 6 月時点で 400 自治体（人口 1 億 1 千万人相当）を超えた。こ
の「決意・コミットメントの脱炭素ドミノ」を基に、意欲と実現可能性の高い地域から全国に広げる
「実行の脱炭素ドミノ」を起こす。
」としている。この脱炭素ドミノを全国の自治体に拡大する上で
は、国がエネルギー政策やカーボンプライシング等の方向性を示した上で、成功事例の情報共有に加
えて、本稿で示したような自治体の現状と課題を踏まえ、小規模自治体も含めてゼロカーボンシティ
関連施策に取り組めるような立案方法や実施体制の整備など推進方法の工夫が求められる。
参考文献
国・地方脱炭素実現会議「地域脱炭素ロードマップ」（2021 年 6 月 9 日）
株式会社富士通総研「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究（地域経済循環分析自動作成ツール
の普及啓発活動の効果測定）報告書」
（20202 年 3 月）
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