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2021.3.19 改訂 

グリーン成長戦略で地方圏を元気に 

～地域のグリーン金融（ESG投資）による循環型経済の活性化～ 

                    総括支援アドバイザー兼教授 奥原 英彦 

 

「グリーン成長=環境と経済の両立」による地方圏の活性化戦略 

地方圏における地域活性化にとって「地域での循環経済の形成（地域経済循環率の向上）」

がポイントである（注 1）との観点から、筆者は、その地域の循環経済構造を生かして「グ

リーンなインフラや産業」に投資すること（「グリーン成長戦略」）（注 2）が、ゼロカー

ボン時代を迎えた地方圏における活性化戦略の１つであると考えます。 

（注1） 「経済循環が乗数的（multiplier）に回るのが活性化の条件」（別稿 「地域活性化の３条件」） 

「地域の活性度は「地域経済循環率」でわかる」（別稿 「地域経済循環率 100％超の地域づくり」） 

（注2） 国による「グリーン成長戦略」（2020年 12月） 20201225012-2.pdf (meti.go.jp)  

日本に先行する類似なものとしては、下記がある。 

・EU欧州委員会（2015年 12月）「循環経済（サーキュラーエコノミー）パッケージ：CEP」 

（ヨーロッパ経済を循環経済システムへと移行させる政策パッケージ）、 

・米国バイデン政権（2020年 7月）「グリーン・リカバリー」 

（新型コロナ禍で停滞した社会を脱炭素の循環型社会にする投資で復興させる政治公約） 

 

〇 グリーン成長は、日本の公害克服経験がルーツ 

グリーン資源を無駄にせず環境保全（グリーン化、リサイクル化）に配慮することが、

社会、地域、企業の持続的成長にとって大事であるとの認識（注 3）。 

更には、「グリーンと GDP（環境保全と経済成長）」は二律背反ではなく、グリーン化に

よる循環経済構築こそが成長の源泉である（注 4）（注 5）との国際潮流のルーツは、実は、

日本の公害克服過程での経済成長経験でした（注 6）。 

（注3） 国（2000）「循環型社会形成推進基本法」：環境省_循環型社会形成推進基本法 (env.go.jp) 

福島県（2005）「循環型社会形成推進基本条例」：福島県循環型社会形成に関する条例 - 福

島県ホームページ (fukushima.lg.jp) 

（注4） （注 2）における EU「循環経済（サーキュラーエコノミー）パッケージ：CEP」で示された「タク

ソノミー規則」は、シェアリング、再生エネルギー、長寿命化、製造業のサービス化などにより、

新たな産業や雇用を生み出す「市場創造型」のガイドラインであり、全世界の企業ビジネスモデ

ルさえも変容させつつある（注 5）。 

（注5） 東レ経営研究所 川野研究員に詳しい：センサー201804月号_CS5.indd (toray.co.jp) 

（注6） 環境省（旧）国立公害研究所での左記研究成果などに詳しい。国立環境研究所公開シンポジウム

2002講演発表（増井） (nies.go.jp) 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012-2.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/circul/recycle.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/junkanjourei.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/junkanjourei.html
https://cs2.toray.co.jp/news/tbr/newsrrs01.nsf/0/B9B50176890CC8F649258326004DC2E0/$FILE/sen_201_02.pdf
http://www.nies.go.jp/event/sympo/2002/lecture/02masui/02masui.pdf
http://www.nies.go.jp/event/sympo/2002/lecture/02masui/02masui.pdf
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〇 地方圏での循環経済の主役（稼ぎ頭）は農林水産業 

地域の循環経済構造は、全国画一的ではなく地域ごとに異なります。従って、国によるグ

リーン成長戦略は大方針であり、各地域でそのまま実行しても、実効性が上がらないばか

りか、かえって成長を阻害（循環経済が崩壊）する可能性すらあります（注 7）。 

地域がどのような産業によって稼いでいる（黒字）かは、「移出輸入収支額」（注 8）に

よって見える化（分析）されます（注 9）が、地域の立場から見ると、わが国において稼い

でいる産業のトップは、自然資本や森里川海の恵みを生かすグリーン産業である「農林水

産業」なのです（注 10）（注 11）。 

（注7） 国の縦割り事業が、地域が長い時間をかけて培ってきた固有の循環経済構造を破壊し断ち切って

しまうことで、その後実施される施策が乗数効果を生まなくなり、ついには寂れてしまうことが

ある。地域の循環経済構造は、水脈や伝統文化に似て、完全に破壊されてしまうと、二度と回復

しない。このため、地域活性化のために、国の事業を導入する際には、自地域の経済循環構造を

理解した上で、総合的に行う必要がある（別稿「地域活性化の 3条件」より）。 

（注8） 地域外への移輸出額と地域外からの移輸入額の差引額。プラス側（純移輸出）に大きいほど稼い

でいることになる。 

（注9） 移出輸入収支額分析の例（下） 

 

出所：「地域経済循環マップについて」（内閣官房 2015） 
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（注10） 地域で最も稼いでいる産業が農林水産業である地域が最も多く全国の約 2割超を占める（下図）

 

出所：「地域経済循環分析とは」環境省（2015年 12月 4日）」 

 

（注11） 農業の純移輸出額（＋側に移出輸入収支額）が大きい（＝稼いでいる）都道府県（下図）（2015） 

 

「RESAS」により筆者作成 

 

〇 インフラ（建設）業が稼いでいる地域のグリーン化も有効 

わが国では景気対策や災害対策としての公共投事業が多く、循環経済の観点から見ると、

「建設業」が「稼いでおり（純移輸出額が大きく）、かつ、生産額の構成比率も高い（経済

効果が高い）」タイミングの地域（注 12）もあります。このため、このタイミングを逃さず

に、インフラ投資をグリーンに向ける（「グリーンインフラ」化する）こと（注 13）は、こ

の地域に「地域経済循環率」の大きな増加（＝地域活性化）をもたらします。 
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（注12） 福島県における稼いでいる（純移輸出額の大きい）産業のランキング（2015） 

 

「RESAS」により筆者作成 

 

（注13） グリーンインフラの内容：環境：グリーンインフラポータルサイト - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

 

 

地域金融による地域循環経済の「信用創造」 

 近代日本資本主義の父といわれる渋沢栄一が、「国立第一銀行」の設立を振り出しに多数

の企業や事業を創出した（注 14）ように、地方圏における内発的・自律型の地域循環経済

（グリーン成長戦略）の投資（資金）は、その地域の「蔵や懐」の資金を集めた地域金融

が担うことが正しい「素性」（注 15）と考えられます。 

 何故ならば、地域外からの投資（資金）により生まれた利益（余剰）は、地域外に流出

してしまい、地域に新たな投資-循環経済を生まない（注 16）からです。 

 

（注14） 「銀行は大きな川のようなものだ。役に立つことこの上ない。資金は、蔵の中や懐の中に潜んで

いるが、それを集めることで多額な資金になる」（渋沢栄一―日本のインフラを作った民間経済の

巨人）木村昌人（著）（ちくま新書） 

（注15） 「（地域の）富を成す根源は何かといえば、社会の基本的な道徳を基盤とした
．．．．．．．．

正しい素性（推譲）

の富なのだ。そうでなければ、その富は完全に永続することが出来ない
．．．．．．．．．．．

。」渋沢栄一（現代語訳 論

語と算盤（ソロバン）ちくま新書） 

（注16） 「地域活性化に必要な社会資本ストックは「推譲」で整備」（別稿（地域活性化の 3 条件）） 

 

〇 金融機関によるグリーン金融 

世界的には「グリーン金融（SDGS/ESG金融）」は直接金融が中心となって推進されていま

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000015.html
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すが、日本では間接金融による資金調達の割合が高いことから、グリーン成長戦略の成功

のカギは、金融機関によるグリーン金融が握っている（注 17）といっても過言ではないで

しょう。 

このため、わが国の金融機関においても「グリーン金融（SDGS/ESG金融）」への取組は一

般化してきています（注 18）。 

（注17） 環境省（2020年 4月）PowerPoint プレゼンテーション (env.go.jp) 

（注18） 全国銀行協会加盟の 8 割以上がグリーン金融に取り組んでいる：SDGs/ESG金融を巡る最近

の動向 (boj.or.jp) 

 

〇 地方圏におけるグリーン金融は地方銀行が主役 

地方圏におけるグリーン成長戦略を一過性のブームで終わらせないためにも、地域にお

けるグリーンインフラや産業への投資が循環拡大していくサイクルを生むことです。 

その観点から見ても、地域活性化への金融貢献の主軸である地方銀行（注 19）への役割

と期待は高い（注 20）（注 21）と考えられます。 

（注19） 地方圏のメインバンクは地方銀行が担っている（下図） 

 

（資料）東京商工リサーチ「2020年企業のメインバンク調査」 

（注20） 全国地方銀行協会による発表（2020年 3月）：PowerPoint プレゼンテーション (env.go.jp) 

（注21） 福島県では、県庁、東邦銀行、東京海上日動グループが、地方創生、SDGs推進にむけ連携深化

させた（2020年 3月）：PowerPoint プレゼンテーション (fukushima.lg.jp) 

http://www.env.go.jp/policy/ESG%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf
https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/data/aft201222a1.pdf
https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/data/aft201222a1.pdf
http://www.env.go.jp/policy/%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%96%20%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8D%94%E4%BC%9A%E6%8F%90%E5%87%BA%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/376209.pdf
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地方圏におけるグリーン成長プロジェクトのイメージ 

 前述したように、ゼロカーボン時代における持続的（サステナブル）な経済成長はグリ

ーン金融（SDGｓ/ESG投資）（前掲 注 18）により生まれるグリーン経済循環によって得ら

れる（グリーン成長）（前掲 注 4、5）との認識が、国際的な政治および経済（企業）界の

コンセンサスになりつつあります。 

わが国においても、「グリーンインフラ」や「グリーン産業」に対して「グリーン金融」

が行われることで地域経済循環が高まった地方圏のイメージ（注 22）は次のとおりです。 

（注22） 別図参照 

 

〇 地域づくり会社による自然共生型循環経済の活性化 

地方圏のＦ県では、県内の建設業、林業、農業、水産業などに関連した企業に加え「地

域の金融機関が出資」（注 23）して「株式会社地域づくり F」（注 24）が設立されており、F

県におけるグリーン成長戦略の中核として、下記の活動をしています。 

(1) Ｆ県や県内自治体からの多自然型公共事業（「グリーンインフラ事業」）の企画・提案・

請負（受注） 

(2) Ｆ県内や県外における朝市（マルシェ）、道の駅広場などの「産直イベント」の企画・

運営 

(3) 農林水産物の付加価値を向上させる六次化商品の開発、（県内外への）販売 

 

（注23） 飲食などの複合サービス等を運営する「報徳仕法 株式会社（小田原市）」への横浜銀行の

出資例などがある：南町に観光・交流の拠点 「箱根口ガレージ」開業 | 小田原・箱根・湯河原・

真鶴 | タウンニュース (townnews.co.jp) 

（注24） 再開発などを契機として市街地（特定地区）での不動産（資産）価値向上を主たる目的と

した地域型デベロッパータイプの「まちづくり会社」は全国に多数設立されている。 

その実態は右記に詳しい：report20121001.pdf (mizuho-ri.co.jp) 

 

〇 流域治水型グリーンインフラへの取組みを積極化 

ゼロカーボン時代を迎え県内の公共事業は、コンクリ堤防やダムなどの自然克服型の「グ

レーインフラ」から、石や田んぼなどの自然機能を賢く利用する「グリーンインフラ」へ

と大きく変わりました。 

特に、F県では大型台風による洪水被害の影響が甚大であったことから、洪水リスク対策

として「流域治水型グリーンインフラ」（注 25）（注 26）への取組みが積極化され、その事

業のほとんどを「株式会社地域づくり F」への発注がなされることで、県内の地域経済循環

率の向上に大きな貢献（前掲 注 12参照）をしています。 

（注25） 流域治水の考えと実例：流域治水プロジェクト - 国土交通省水管理・国土保全局 (mlit.go.jp) 

 

https://www.townnews.co.jp/0607/2021/03/13/565743.html
https://www.townnews.co.jp/0607/2021/03/13/565743.html
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/working_papers/pdf/report20121001.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/index.html


 7 

（注26） 特に、山林、田んぼなどの自然の貯水力を水害抑止に活用するもの：siryou5.pdf (cas.go.jp) 

●山林の貯水機能の解説例（林野庁） 

 

●「霞提（二線提）」の解説例（国交省）：霞堤 (mlit.go.jp) 

 

●「田んぼダム」の解説例（農水省）： MAFF TOPICS（1）：農林水産省 

 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/dai56/siryou5.pdf
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/enc/words/02ka/ka-001.html
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1107/mf_news_01.html
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〇 朝市広場（道路）で賑わう町 

県内の市町村道の多くが通過交通を排除し、子供の遊び場、コミュニケーション交流の

場へと「回帰」（注 27）しています。道路も「グリーンインフラ」として変化しました。 

そこでは、「朝市（マルシェ）」が立ち、町や近隣の市町村の住民、更には観光客も交じ

って、周辺の農家から持参された朝採れ野菜、海・山・川からの新鮮な恵み、などを買い

求める人々で賑わっています。 

実は、この朝市（マルシェ）の企画・提案・運営も「株式会社地域づくり F」によって行

われており、消費面からの県内の地域経済循環率が向上するとともに、県民の歩行数増大

により「健康な町民」が増える（注 28）などのうれしい効果も出ています。 

（注27） 「道路は古来、子供が遊び、井戸端会議を行う等の交流の場」：2040 年道路の景色が変わる

（国交省）：道路：ビジョン：意義・目的 - 国土交通省 (mlit.go.jp) 

（注28） 毎日8,000歩が健康の秘訣（高齢者5000人の歩数と有病率の関係（％）） 

（注）群馬県中之条町の65歳以上を対象に、13年間に渡って調査。 

（資料）東京都健康長寿医療センター研究所 

 

〇 農水路整備で小電力発電 

Ｆ県では、ほとんどの農水路整備に合わせて、「株式会社地域づくり F」が小電力発電（注

29）を行っており、再生エネルギーの有力な電源を成しています。 

 この事業は、「耕作放棄地の圃場（農水路）・田んぼダム・小電力発電」の一体整備パッ

ケージとして、F県が全国に先駆けて始めたもので、その農業経営基盤整備の事業資金（注

30）は、地域行政と連携した地域金融機関（前掲 注 21参照）からのグリーン金融によっ

て賄われています。 

 最近では、「株式会社地域づくり F」のエネルギー部門が持つ、小水力、太陽光、風力、

バイオマスなどグリーン電力は、全国の SDGs企業に再エネ型グリーン電力として販売（注

31）され、安定的な収益をもたらしています。 

（注29） 農業農村整備における小電力発電についての解説例（農林水産省）： 小水力等再生可能エネ

ルギー導入の推進：農林水産省 (maff.go.jp) 

（注30） 類似の制度金融としては、日本政策金融公庫による「スーパーL資金」がある。 

（注31） 「三菱地所は2022年にも東京・丸ノ内の約30棟のビルを再生エネルギー仕様に切替」（日本経済

新聞 2021.1.18付） 

https://www.mlit.go.jp/road/vision/index.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/shousuiryoku/rikatuyousokushinn_teikosuto.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/shousuiryoku/rikatuyousokushinn_teikosuto.html
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〇 酒蔵レストラン経営で、新たな六次産業化 

また、民間の視点で「株式会社地域づくり F」が経営されているため、一次産業の六次産

業化も、今までにない高付加価値型のサービスが生まれ、若者に魅力ある雇用の場を提供

しています。 

例えば、全国でも有数の酒どころである F県ですから、各酒蔵と提携して始めている「酒

蔵レストラン F1～F30」（注 32）には県内外から多くの利用客が訪れ、ミシュラン F県版で

紹介されているため、欧米からの観光客にも人気となっています。 

このため、F 県の一次産品による乗数効果（注 33）は極めて高く、日本型グリーン成長

戦略の成功例として、世界から注目されています。 

（注32） 酒蔵の空間と麹を生かした食事で人気がある「酒蔵レストラン」の事例 

神奈川県寒川町：MOKICHI TRATTORIA - 熊澤酒造株式会社 (kumazawa.jp) 

東京都福生市：石川酒造について | 石川酒造株式会社 (tamajiman.co.jp) 

（注33） 「乗数効果を高めるように」ヒト・モノ・カネ（ｻｰﾋﾞｽ）の流通を循環させることが、地域活性

化にとって大事」（別稿 「地域活性化の３条件」より） 
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※ このコラムは執筆者の個人的見解であり、公益財団法人ふくしま自治研修センターの 

公式見解を示すものではありません 

https://www.kumazawa.jp/mokichi/trattoria/
https://www.tamajiman.co.jp/about/

