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本計画に記載されているデータ及び情勢については、現状のもの
です。今後の動向等を考慮するとともに、精査のうえ、答申の際に
は、最新のデータ等とした内容とします。
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第１部 基本事項
第１節 計画策定の趣旨
長野県は、2002（平成 14）年度に「長野県地球温暖化防止県民計画」
（以下「県民計画」という。
）
を策定しました。その後、2005（平成 17）年度に国で策定された「京都議定書目標達成計画」を踏
まえて、2007（平成 19）年度に県民計画を改定し、地球温暖化対策を推進してきました。
長野県の温室効果ガス総排出量は、京都議定書の第１約束期間の初年度の 2008（平成 20）年度に
は、基準年度（1990（平成２）年度）比で 7.2％減となり、基準年度比６％削減という県民計画の目
標を達成しました。しかし、森林吸収源を除く温室効果ガス総排出量でみると、この間増大傾向を
示し、2008（平成 20）年度は、基準年度比 6.3％増となるなど、この間の温室効果ガスの排出抑制の
取組が十分ではないことが明らかになっています。また、地球温暖化の影響が県内で顕在化しつつ
ある可能性もあります。
加えて、2011（平成 23）年３月 11 日の東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故、その後の浜
岡原子力発電所の停止措置等により、国全体のエネルギーの供給体制及び長野県におけるエネルギ
ーをめぐる情勢が大きく変化しています。エネルギーの供給状況を見据えながらエネルギー使用の
過度の集中を抑制するなど、エネルギー量的バランスに配慮すると同時に、エネルギー利用に際し
て適切なエネルギー源を用いることなど、エネルギー利用の効率性に配慮することの重要性が高ま
っています。
このようなことから、より実効性の高い地球温暖化対策を展開するとともに、省エネルギーと自
然エネルギーの推進に加え、エネルギーの適正利用を図る施策や過度な集中的利用（ピーク）の抑
制を図る施策、地域主導のエネルギー事業による地域の自立を図る施策（以下「環境エネルギー政
策」という。
）を統合的に実施することが喫緊の課題となっています。
そこで、長野県は、地球温暖化対策と環境エネルギー政策を統合して推進するため、現行の第二
次県民計画の計画終了時期である本年度に、第三次の県民計画として「長野県環境エネルギー戦略」
（以下「本計画」という。
）を策定することにしました。
図表 1-1 地球温暖化対策と環境エネルギー政策の関係

フロン類等対策

エネルギー適正利用

省エネルギー
吸収・固定化

ピーク抑制

自然エネルギー

適応策

エネルギー自立地域

地球温暖化対策

環境エネルギー政策

Climate Change Policy

Sustainable Energy Policy
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第２節 計画根拠
本計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）
」
（以下「地球温暖化対
策推進法」という。
）第 20 条の３第３項に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）です。
また、
「長野県地球温暖化対策条例（平成 18 年長野県条例第 19 号）
」（以下「条例」という。
）第
８条に基づく地球温暖化対策を推進するための計画です。
「長野県中期総合計画」及び「長野県環境
基本計画」の下位計画として位置付けられています。

第３節 計画期間
本計画の期間は、2013（平成 25）年度から 2020（平成 32）年度までの８年間です。

第４節 定義
１ 温室効果ガス
本計画における温室効果ガスとは、地球温暖化対策推進法第２条第３項で規定する次の物質です。
① 二酸化炭素（CO2）
② メタン（CH4）
③ 一酸化二窒素（N2O）
④ ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）
⑤ パーフルオロカーボン類（PFCS）
⑥ 六ふっ化硫黄（SF６）

２ 自然エネルギー
本計画における「自然エネルギー」とは、次の「自然エネルギー資源」を利用して得られるエネ
ルギーです。
① 太陽光
② 風力
③ 中小水力（発電規模３万ｋW未満）
④ 太陽熱
⑤ 地熱その他の自然界に存する熱
⑥ バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる
もので、化石燃料を除く。）
※ 中小水力の規模については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法（平成23年法律第108号）
」（以下「再生可能エネルギー促進法」という。
）に基づく
調達対象となる規模

３ 再生可能エネルギー
本計画における「再生可能エネルギー」とは、前項で規定する「自然エネルギー」に、再生可能
エネルギー促進法の対象に含まれない規模の既存の一般水力発電を加えたものです。
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第２部 現状と課題
第１章 国際社会
第１節 地球温暖化対策をめぐる状況
１ 地球温暖化の現況と見通し
2007（平成 19）年の「気候変動に関する政府間パネル第４次評価報告書」
（以下「ＩＰＣＣ報告書」
という。
）によると、世界の平均地上気温は 1906（明治 39）年から 2005（平成 17）年の 100 年間に
0.74（0.56〜0.92）℃上昇し、平均海面水位は 20 世紀を通じて 17（12〜22）cm 上昇しました。最近
50 年間の気温上昇の速度は過去 100 年間のほぼ２倍に増大し、海面上昇の速度も近年ではより大き
くなっています。
ＩＰＣＣ報告書は、気候システムに地球温暖化が起こっていると断定し、20 世紀半ば以降に観測
された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃度の増加によってもたらされ
た可能性が非常に高いと指摘しています。
ＩＰＣＣ報告書では、世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造などの動向
についての複数のシナリオに基づく 21 世紀末（2090 年〜2099 年）の平均気温上昇は、環境の保全
と経済の発展を地球規模で両立させた社会で約 1.8（1.1〜2.9）℃とする一方、今のような高度成長
を続ける化石エネルギー源を重視した社会で約 4.0（2.4〜6.4）℃と予測されています。

２ 国連気候変動枠組条約に基づく地球温暖化対策の取組
1997（平成９）年に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）」では、
日本を含む先進各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力をもつ削減約束を定めた「京都議
定書」が採択されました。京都議定書では、2008（平成 20）年から 2012（平成 24）年まで、先進国
が各年の温室効果ガスの排出量の平均を基準年（1990 年）から削減する割合を定められ、日本の削
減割合は６％とされました。
日本は 2002（平成 14）年に京都議定書を締結し、京都議定書は 2005（平成 17）年に発効しまし
た。
地球温暖化対策の取組として、2009（平成 21）年にデンマーク・コペンハーゲンで開催された「気
候変動枠組条約第 15 回締約国会議（ＣＯＰ15）
」における「コペンハーゲン合意」に基づき、2011
（平成 23）年６月末までに、日本を含む 90 か国（世界全体のエネルギー由来の排出量の 80％以上
に相当）が、削減約束若しくは削減行動を条約事務局に提出しています。
京都議定書の次の法的枠組については、2011（平成 23 年）年に南アフリカ・ダーバンで開催され
た「気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（ＣＯＰ17）」において、すべての国に適用される将来の
法的枠組を構築するための「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」
を新たに設立し、2015（平成 27）年までに作業を終え、2020（平成 32）年から発効させ、実施に移
すという道筋が合意されました。
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第２節 環境エネルギー政策をめぐる状況
１ 世界のエネルギー情勢
世界のエネルギー消費量（一次エネルギー）は、1965（昭和 40）年の 38 億 toe（原油換算トン、
tonne of oil equivalent）から年平均 2.6％で増加し続け、2008（平成 20）年には 113 億 toe に達して
います。近年では、先進地域（ＯＥＣＤ諸国）では伸び率が低く、開発途上地域（非ＯＥＣＤ諸国）
では高くなってきています。特に経済成長の著しいアジア大洋州地域でエネルギー消費量が伸びて
います。
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は「World Energy Outlook 2010」において、現行のエネルギー政
策が国際的に続いた場合、2009（平成 21）年に 60.4＄／バレルの国際石油価格が、2020（平成 32）
年に 110＄／バレル、2030（平成 42）年に 130＄／バレルに達し、今後も国際石油価格の上昇が続く
と予測しています。
（＄＝US）
「21 世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク（ＲＥＮ21）
」は、2010（平成 22）年の世界
の最終エネルギー消費において、化石燃料が 80.6％、自然エネルギーと水力が 16.7％、原子力が 2.7％
と推計しています。自然エネルギーと水力のうち、自然エネルギー熱利用が 3.3％、自然エネルギー
発電が 0.9％、水力発電が 3.3％、発展途上国の農村地域で主に調理や暖房に利用されている薪炭等
の伝統的バイオマスが 8.5％です。世界の電力供給においては同年、化石燃料と原子力を合わせて
80.6％、水力が 16.1％、自然エネルギーが 3.3％と推計しています。なお、電力供給については 2011
年（平成 23）年も示されていて、化石燃料と原子力を合わせて 79.7％、水力が 15.3％、自然エネル
ギーが 5.0％と推計しています。
図表 2-1 世界の最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合（2010 年）
（熱利用）

（水力）

（電力）
（再生可能エネルギー）

（バイオ燃料）

（世界全体のエネルギー）

（伝統的バイオマス）

（原子力）
（化石燃料）

図表 2-2 世界の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合（2011 年）

（化石燃料と原子力）

（水力）

（水力を除く再生可能エネルギー）

【出典】 RENEWABLES 2012 GLOBAL STATUS REPORT（REN21）（訳は長野県による。）
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２ 世界の自然エネルギー情勢
ＲＥＮ21 は、世界の自然エネルギー発電設備容量は、2010（平成 22）年で 312 ギガワット（ＧＷ）
と推計しています。そのうち、風力発電が 198ＧＷ、バイオマス発電が 62ＧＷ、太陽光発電が 40Ｇ
Ｗ、地熱発電が 11ＧＷ、その他が１ＧＷです。国別の上位５か国を見ると、アメリカが 56ＧＷ、中
国が 50ＧＷ、ドイツが 49ＧＷ、スペインが 26ＧＷ、インドが 16ＧＷです。なお 2011（平成 23）年
末までに、世界の自然エネルギー発電設備容量は 390ＧＷに拡大しています。
近年では、世界各地で自然エネルギーの導入が急速に進んでいます。ＲＥＮ21 は 2010（平成 22）
年に世界で新たに導入された総発電容量約 194ＧＷのうち、自然エネルギーと水力がおよそ半分を占
め、風力発電容量が約 39ＧＷ、太陽光発電容量が約 17ＧＷ増加したと推定しています。設備容量の
累積で見ると、風力発電では、2005（平成 17）年の 59.3ＧＷから 2010（平成 22）年の 198ＧＷまで
増加し、累積容量の年間平均成長率は 27％でした。太陽光発電では、2005（平成 17）年の 5.4ＧＷ
から 2010（平成 22）年の 40ＧＷまで増加し、累積容量の年間平均成長率は 49％を超えました。
国際連合環境計画（ＵＮＥＰ）の「自然エネルギー投資の潮流 2011」によると、自然エネルギー
への投資も伸びています。2010（平成 22）年の自然エネルギーへの投資総額（アセットファイナン
ス、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ投資、株式購入、研究開発投資を含む。）は 2,110
億＄と推計されています。これは、2005（平成 17）年の自然エネルギーへの投資総額 409 億＄の５
倍です。
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第３節 海外自治体の状況
１ 自治体主導による持続可能な地域づくり
世界の多くの自治体が、温室効果ガス排出量を削減し、自然エネルギーを促進するための取組を
しています。目標の設定や市民への啓発から、規制、税制、建築、交通、開発などの具体的な施策
や事業にまで、総合的に及ぶ計画・取組を進める例も多くあります。先進的な取組を進めている地
域・都市としては、東京・ロンドン（イギリス）・ストックホルム（スウェーデン）・フライブル
ク（ドイツ）・シンガポール・マスダール（UAE）・ポートランド（アメリカ）・クリチバ（ブラジ
ル）・サムソ島（デンマーク）・ギュッシング（オーストリア）などが知られています。
近年では国内外の自治体間で取組の知見を共有し、新たな施策や事業を展開するプログラムが増
えています。持続可能な地域・都市づくりの知見を総合化し、地域・都市の課題解決モデルとして
海外展開する例も出ています。例えば、中国・唐山市の人口 100 万人規模のエコタウン開発は、ス
トックホルムなど欧州の持続可能な地域づくりの知見を全面導入しています。

２ 先進自治体間の国際ネットワーク
代表的なものとしては「世界大都市気候先導グループ（The Large Cities Climate Leadership Group :
Ｃ40）
」があります。Ｃ40 は、世界の大都市が連携して温室効果ガスの削減に取り組むためのネット
ワークで、2005（平成 17）年にロンドンの提案によって創設されました。ロンドンのほか、東京・
ニューヨーク（アメリカ）・ロサンゼルス（アメリカ）
・トロント（カナダ）・パリ（フランス）・ベ
ルリン（ドイツ）
・モスクワ（ロシア）
・北京（中国）
・香港（中国）
・ソウル（韓国）・リオデジャネ
イロ（ブラジル）
・シドニー（オーストラリア）
・ヨハネスブルク（南アフリカ）など世界的な大都
市が参加しています。首長の参加するサミットを２年に１回開催し、低炭素都市を形成するための
情報及び意見交換を行っています。他にも自治体間の国際ネットワークとしては「イクレイ（ICLEI）
−持続可能性をめざす自治体協議会」などがあります。

３ 意欲ある自治体間での目標と取組の共有
欧州連合（ＥＵ）は 2009（平成 21）年の「エネルギー・気候変動政策パッケージ」で、2020（平
成 32）年までに温室効果ガスを 1990 年度比で 20％削減、最終エネルギー消費に占める再生可能エ
ネルギーの割合を 20％、エネルギー効率を 20％引き上げる「３つの 20（20・20・20）」を目標とし
ています。欧州での「市長誓約（the Covenant of Mayors）」は、このＥＵの政策目標を上回る取組
を地域で行うことをＥＵ域内の自治体が宣言するもので、欧州の 2000 以上の自治体が賛同署名して
います。署名した自治体は、地域での目標達成のために行動計画を策定します。

４ 持続可能な自治体の認定・支援プログラム
ドイツ環境省は、2007 年から「100％再生可能エネルギー地域」プログラムを実施しています。こ
れは、エネルギー自立地域を目指す地域を「100％再生可能エネルギー地域」と表彰し、自治体に対
して専門的なコンサルタントを提供するとともに、自治体間のネットワークを形成する施策です。
自然エネルギーへの完全移行という目標を議会等で決定していること、具体的な取組を実際に進め
ていること、中間目標を達成することが求められます。同様の施策は、オーストリア（気候エネル
ギーモデル地域プログラム）やスイス(エネルギー都市認証制度)においても実施されています。
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第２章 国内
第１節 地球温暖化対策をめぐる状況
１ 国内の温室効果ガス排出状況
日本の 2009（平成 21）年度の温室効果ガス総排出量は 12 億 900 万ｔ- CO2 でした。基準年度とな
る 1990（平成２）年度の総排出量（12 億 6,100 万ｔ- CO2）と比べ、4.1％下回りました。
温室効果ガスのうち、2009（平成 21）年度の二酸化炭素排出量は 11 億 4,500 万ｔ- CO2（基準年
度比 0.04％増）でした。排出量の部門別内訳は、産業部門３億 8,800 万ｔ- CO2（同 19.5％減）、運輸
部門２億 3,000 万ｔ- CO2（同 5.8％増）、業務その他部門２億 1,600 万ｔ-CO2（同 31.2％増）
、家庭部
門１億 6,200 万ｔ- CO2（同 26.9％増）でした。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平成 13 年法律第 64 号。
以下「フロン回収・破壊法」という。）で定義されているうちの温室効果ガス（HFCs）及び PFCs、
SF6 のフロン類、並びに CH4 と N2O（以下「フロン類等」という。）の 2009（平成 21）年度の排出量は、
HFCs が 1,670 万ｔ- CO2（同 17.5％減）
、PFCs が 330 万ｔ- CO2（同 76.7％減）
、SF6 が 190 万ｔ- CO2
（同 89.1％減）
、CH4 が 2,070 万ｔ- CO2（同 38.0％減）
、N2O が 2,210 万ｔ- CO2（同 32.2％減）とな
っていますが、量あたりの温室効果が二酸化炭素よりも極めて高く、漏出防止という新たな課題も
生じていることから、国は一層の対策強化を検討しています。
なお、２年前の 2007（平成 19）年度の温室効果ガス総排出量は 13 億 7,400 万ｔ- CO2 で、基準年
度と比べ 9.0％上回っていました。それまで、日本の温室効果ガス排出量は基準年度から増加傾向を
続けていましたので、2009（平成 21）年度の温室効果ガス排出量の大幅な減少は、地球温暖化対策
の効果ではなく、もっぱら 2008（平成 20）年の９月に発生した世界的な金融危機とその後の世界同
時不況による影響と考えられます。

２ 国の地球温暖化対策の枠組
国は、地球温暖化対策推進法に基づき、京都議定書目標達成計画を定め、各主体の対策や森林吸
収、京都メカニズムの活用により、同議定書第一約束期間の目標達成を目指しています。
2013 年度以降の取組に関しては、2009（平成 21）年の国連気候変動首脳会議において、すべての
主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提としつつ、温室
効果ガス排出量の中期目標として 2020（平成 32）年度までに 25％（基準年度比）削減、長期目標と
して 2050 年度（平成 62）年度までに 80％（基準年度比）削減を表明しました。
国は、2010（平成 22）年度に「新成長戦略」を策定し、地球温暖化対策を中心に環境と経済の持
続的な好循環を生み出していく基本方針を打ち出し、７つの戦略分野の筆頭として「グリーン・イ
ノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」を掲げました。新成長戦略は 2020（平成 32）年ま
でに「50 兆円超の環境関連新規市場」
「140 万人の環境分野の新規雇用」
「日本の民間ベースの技術
を活かした世界の温室効果ガス削減量を 13 億トン以上とすること（日本全体の総排出量に相当）
」
を実現するとして、再生可能エネルギーの急拡大、環境未来都市構想、森林・林業再生プランを国
家戦略プロジェクトとして位置付けました。
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故を受け、地球温暖化対策をめぐる大きな状況変化が
生じたとして、国は「エネルギー・環境会議」を設置し、エネルギー政策とともに地球温暖化対策
について、全般的な見直し及び検討を行っています。また、ＣＯＰ17 では、京都議定書第二約束期
間について、温室効果ガス排出削減義務を負わず、報告義務を引き続き行うと表明しました。
一方で、国は 2012（平成 24）年度に策定した「日本再生戦略」においても、11 の成長戦略の筆頭
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として「グリーン成長戦略」を掲げ、環境と経済の持続的な好循環を生み出していく基本方針の継
続を決定しています。

３ 国の地球温暖化対策の取組
国は、地球温暖化対策推進法に基づき、京都議定書目標達成計画の策定、都道府県や政令指定都
市などの主要な地方自治体による「地方公共団体実行計画」の策定の促進を行っているほか、大規
模な温室効果ガス排出事業者への排出量の算定・報告制度等を導入しています。また、エネルギー
の使用の合理化に関する法律に基づき、エネルギー使用量の多い事業者や運輸事業者に対する省エ
ネに係る中長期計画の提出、住宅・建築物における省エネの措置の届出などの省エネ対策を進めて
います。自然エネルギーについては、電気事業者に対する一定量以上の新エネルギー等による電気
の供給義務を課す電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS 法）などに基
づき推進を図ってきました。
2009（平成 21）年度に閣議決定した「地球温暖化対策基本法案」では、
「地球温暖化対策のための
税」
「国内排出量取引制度」
「固定価格買取制度」を地球温暖化対策に必要な主要３施策と位置付け
ています。
地球温暖化対策のための税については、広範な分野にわたりエネルギー起源の二酸化炭素排出抑
制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税に二酸化炭素排出量に応じた税率
が、2012（平成 24）年 10 月から上乗せされ、実施されます。
国内排出量取引制度については、産業に対する負担や雇用への影響、海外の同制度の動向と効果
などを見極め、慎重に検討を行うこととしています。
固定価格買取制度については、2012（平成 24）年７月から再生可能エネルギー促進法が施行され、
実施されています。これは、自然エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用い
て発電された電気を、国が定める一定の期間と価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもの
です。
以上のほか、国の主な取組は次のとおりです。
低炭素型の都市・地域構造への転換に関しては、総合的な取組を促進するため、意欲ある自治体
を「環境未来都市」
「環境モデル都市」として認定・支援する取組が行われています。都市・交通の
低炭素化及びエネルギー利用の合理化を推進するため、市町村による低炭素まちづくり計画の作成
及びこれに基づく特別の措置、低炭素建築物の普及促進のための措置を講ずる「都市の低炭素化の
促進に関する法律案」が第 180 回国会で成立しました。
自然エネルギーの普及に関しては、農林漁業の活性化と自然エネルギーの普及を両立させるため、
農地法等に基づく手続の簡素化、農林地の権利移転を促進する計画制度の創設等を講じる「農山漁
村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」
（以下「農山漁村再生可能エネル
ギー促進法」という。
）が第 180 回国会に提出され、衆議院で継続審議中となっています。
地球温暖化対策に関連する技術の開発については、日本再生戦略のグリーン成長戦略において、
自然エネルギーの発電設備や省エネルギー製品の製造に利用される高品質・高性能の素材である「グ
リーン部素材」
、電気自動車などの「次世代自動車」
、電気を大量に蓄える「蓄電池」、浮体式の大規
模な洋上風力発電「浮体式洋上ウィンドファーム」
、情報通信技術によるエネルギー管理システム「ス
マートコミュニティ」などの技術開発や普及を進めるとしています。
フロン類等の対策については、フロン回収・破壊法に基づき、推進しています。しかし、廃棄時
回収率は約３割と推計されており、低い水準で推移しています。また、使用中の冷蔵・冷凍・空調
機器からの冷媒フロン類の漏洩（使用時排出）などが従前の見込みより多いことが、国の調査結果
によって判明しました。今後、主に冷媒分野でオゾン層破壊物質から HFCs への転換が進むことで
HFCS・PFCS・SF６の排出量が増加し、2020（平成 32）年には約 56 百万ｔ- CO2（BAU ケース）まで
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増加する見込みです。
地球温暖化に関する研究では、
「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」など現象解明、
影響評価、将来予測及び対策に関する調査研究を進め、2009（平成 21）年度に「日本の気候変動と
その影響」を公表し、翌年度には自治体等の適応策実施を支援することを目的として「気候変動適
応の方向性」を公表しました。
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第２節 環境エネルギー政策をめぐる状況
１ 国内のエネルギー需給の状況
2009（平成 21）年度の日本のエネルギーバランスを俯瞰すると、インプットとなる一次エネルギ
ー供給は 20,893 1015Ｊで、発電や輸送等のエネルギー転換に伴い 6,499 1015Ｊが失われ、最終エネルギ
ー消費としては 14,394 1015Ｊのエネルギーをアウトプットとして利用しています。
一次エネルギー供給の内訳は、石油 8,797 1015Ｊ、石炭 4,388 1015Ｊ、天然ガス 3,979 1015Ｊ、原子力発
電 2,411 1015Ｊ、水力・自然エネルギー等 1,317 1015Ｊです。事業用と自家用を合わせた発電には 9,071
1015Ｊが投入され、3,744 1015Ｊが電力として産出され、自家消費や送電ロスを除いた 3,359 1015Ｊが最終

エネルギー消費として利用されています。平均の発電効率は 41.27％です。都市ガスには 1,615 1015Ｊ
が投入され、1,613 1015Ｊが産出され、そのまま最終エネルギー消費として利用されています。石油製
品及び輸送用燃料には 7,957 1015Ｊが投入され、エネルギー転換部門へ投入される分等を除き、輸送用
燃料として 3,333 1015Ｊ、産業用石油製品として 2,061 1015Ｊ、灯油等の民生用石油製品として 1,385 1015
Ｊが産出され、最終エネルギー消費として利用されています。

最終エネルギー消費の内訳は、産業 6,154 1015Ｊ、業務 2,800 1015Ｊ、運輸旅客 2,125 1015Ｊ、家庭 2,037
1015Ｊ、運輸貨物 1,278 1015Ｊです。

日本の年間発電電力量（実績）の構成で見ると、2009（平成 21）年度でおおよそ原子力 29％、天
然ガス（LNG）火力 29％、石炭火力 25％、石油火力７％、水力８％、水力を除く自然エネルギー等
１％となっています。
図表 2-3 日本のエネルギーバランス・フロー概要（2009（平成 21）年度）

【出典】 「エネルギー白書 2011」
（注） １ 本フロー図は、我が国のエネルギーフローの概要を示すものであり、細かいフローについては表現されていない。特に転
換部門内のフローは表現されていないことに留意。
２ 「石油」は、原油、NGL・コンデンセートのほか、石油製品を含む。
３ 「石炭」は、一般炭、無煙炭のほか、石炭製品を含む。
４ 「自家用発電」の「ガス」は、天然ガス及び都市ガス。
５ 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」から作成。
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２ 自然エネルギーの状況
自然エネルギー発電設備（小水力とバイオマスを除く。）の導入量（設備容量）は、2009（平成 21）
年末の累積で約 534 万ｋＷです。
太陽光発電の導入量は、2009（平成 21）年末の累積で 262.7 万ｋＷです。日本は 2004（平成 16）
年末まで世界最大の太陽光発電導入国でしたが、2006（平成 18）年度から３年間にわたり設置補助
金を廃止する一方、ドイツとスペインが固定価格買取制度によって普及を進めたため、2008（平成
20）年には世界第３位に低下しました。太陽電池の生産量でも 2007（平成 19）年まで世界第１位で
したが、国内市場の冷え込みと中国やドイツの企業の生産拡大により、生産量としては増加したも
のの、
日本企業が世界の太陽電池生産量に占める割合は 2007（平成 19）年の 25％から 2009 年の 12.6％
（世界第３位）へと低下しました。
太陽熱利用機器（温水器等）の 2010（平成 22）年の設置台数は、約 170 万台です。1979（昭和
54）年の第 2 次石油ショックを経て、1990 年代前半にピークを迎えましたが、円高や 1990 年代の石
油価格の低位安定、競合する他の製品の台頭等を背景に新規設置台数が年々減少してきました。
風力発電の導入量は、2009（平成 21）年末の累積で 218.6 万ｋＷ（1,683 基）です。世界の中では、
日本は 2010（平成 22）年末で第 12 位です。設置場所を国内の地域別に見ると、もっとも設置され
ているのが東北地方で 26％です。次に九州 16％、北海道 12％、関東 12％、中国 12％、中部 10％、
四国６％、近畿５％、沖縄１％となっています。
小水力発電を含む一般水力発電の導入量は、2005（平成 17）年末の累積で 2,061 万ｋＷです。2009
年度末の時点で、我が国の一般水力発電所は、既存発電所数が計 1,914、新規建設中が 28 です。未
開発地点は 2,464 地点ありますが、その多くが小規模若しくは奥地に所在するため、今後は小水力発
電の導入が主体になると考えられます。
2009（平成 21）年に利用されたバイオマスエネルギーは、原油換算 454 万ｋｌで、一次エネルギ
ー供給に占める割合は 0.81％です。なお、ここで計上されているバイオマスエネルギーは、廃棄物
の焼却によるエネルギーが主です。その他、製紙業等の過程で排出される黒液や木質廃材、農林・
畜産業の過程で排出される木くずやバガス（サトウキビの絞りかす）、家庭や事務所等から出るゴミ
等を燃焼させることによって得られる電力・熱を利用するものなどがあります。これまでは、パル
プ化工程からの廃液（黒液）や、製材工程から排出される廃材等を直接燃焼させる形態を中心に導
入が進展してきました。
地熱発電の導入量は、2009（平成 21）年末の累積で約 53 万ｋＷ（15 地点）です。世界の中では、
日本は 2010（平成 22）年末で第８位です。近年は、運転開始までのリードタイムが長いことや開発
コストが高いこと等から、設置が停滞しています。

３ 国のエネルギー政策
2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故を受け、国は
前年６月に改定した原子力重視の「エネルギー基本計画」を白紙とし、原子力発電所事故の反省を
踏まえてエネルギー・環境戦略を再構築するため、閣僚による「エネルギー・環境会議」を設置し、
「原発依存度を可能な限り低減し、再生可能エネルギー・省エネを最大限拡大することを基本」と
して「革新的エネルギー・環境戦略」の検討を行っています。こうした脱原発依存を実現するため
に「原発からグリーンへ」のエネルギー構造転換を強力に進める「グリーン成長戦略」を「日本再
生戦略において、最重要戦略として位置付けています。
これと並行して、経済産業省「電力システム改革専門委員会」が電力制度改革の検討を行いまし
た。同委員会が 2012（平成 24）年７月に決定した「基本方針」では、地域独占の撤廃、発電の自由
化、電力市場の活性化、送配電の広域化・中立性確保、地域間連携線の強化等、
「原子力発電への依
存度を極力低減させ、省エネルギー・節電対策を抜本的に強化し、再生可能エネルギーの開発・導
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入への資本投入を加速させ、化石燃料インプットを最適化し、大規模と分散型のバランスある競争
的な市場を創っていく」方針を打ち出しています。
以上のとおり、国はエネルギー政策を転換すべく「革新的エネルギー・環境戦略」を検討してい
るところですが、原子力発電への依存を低減させること、自然エネルギーと省エネルギー・節電を
強力に推進すること、地域分散型エネルギーの普及環境を整備することは、基底の方針となってい
ます。

図表 2-4 日本における再生可能エネルギーの導入状況
年間発電電力量の構成（2009（平成 21）年度）

石油
約7％

石炭
約25％

水力
約8％
再エネ等
約1％

LNG
約29％

原子力
約29％

原子力
LNG火力
石炭火力
石油火力
水力
水力を除く再生可能エネルギー等

注：「再生可能エネルギー等」の「等」には、廃棄物エネルギー回収、廃棄物燃料製品、廃棄物利用
熱供給、産業蒸気回収、産業電力回収が含まれる。
【出典】環境省「環境白書」より作成
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第３節 国内自治体の状況
１ 計画・条例
地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）は、2011（平成 23）年度末
までに、すべての都道府県で策定しています。
地球温暖化対策を推進するための条例は、2011（平成 23）年度末までにすべての都道府県が制定
しています。そのうち、他の環境条例とは別に、地球温暖化対策に特化した条例を制定しているの
は、長野県を含め 17 道府県です。
近年は、地方公共団体実行計画（区域施策編）とは別に、環境エネルギー政策の観点を重視した
戦略・方針等を独自に策定する例もあります。そのような戦略・方針としては「東京都再生可能エ
ネルギー戦略」
（2006 年度）
、
「山形県エネルギー戦略」
（2011 年度）
、
「自然エネルギー立県とくしま
推進戦略」（2011 年度）
、
「京都府地球温暖化対策プラン（再生可能エネルギー戦略）」
（2011 年度）
、
「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」
（2012 年度）などがあります。
東日本大震災で被災した岩手県、宮城県、福島県では、再生可能エネルギーの活用を復興の柱の
一つとして、それぞれの復興計画に位置付けています。

２ 産業・業務
2011（平成 23）年度末までに、事業者に対して温室効果ガスの排出を抑制するための計画書提出
を求めている都道府県は、長野県を含めた 30 都道府県です。
そのうち東京都は、2010（平成 22）年度より世界で初めてオフィスビルも対象に含む温室効果ガ
スの削減の義務付け及び排出量取引制度を導入しました。また、東京都（2005（平成 17）年度〜2009
（平成 21）年度）
、横浜市や京都市では、排出抑制計画の提出に加えて、事業者に対する指導、助言
を行う制度を導入しています。

３ 家庭
2011（平成 23）年度末までに、家庭の対策として家電の省エネラベルの掲出を販売事業者に義務
付けている都道府県は、長野県を含めた 11 都道府県です。
先駆的な取組としては「東京都家庭の省エネ診断員制度」があります。これは、都内各家庭にお
ける節電行動の徹底を図るため、統括団体のスタッフ約 4,000 人が「東京都認定節電アドバイザー」
として、家庭における節電・省エネ対策のアドバイスを実施するものです。

４ 建築物
2011（平成 23）年度末までに、建築主に対して建築物からの温室効果ガスの排出を抑制するため
の計画書の提出やラベリングを求めている都道府県は、長野県を含めた 15 都道府県です。
先進的な取組としては、東京都の新築建築物及び大規模開発における対策があります。これは、
建築物の新増築に際して環境配慮の取組を示した届出を計画時・完了時に提出することを義務付け
る「建築物環境計画書制度」
、大規模な新増築マンションの販売広告に５種の環境性能（建物の断熱
性、設備の省エネ性、太陽光発電・太陽熱、建物の長寿命化、みどり）を示すラベル表示を義務付
ける「マンション環境性能表示制度」
、大規模な開発事業に際してエネルギーの有効利用について必
要な措置を示した届出を計画時に提出することを義務付ける「地域におけるエネルギーの有効利用
計画制度」、ビル等の建築や売却、賃貸等に際して相手方に省エネルギー性能評価書の交付を義務付
ける「建築物省エネルギー性能評価書制度」からなります。
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５ 交通・まちづくり
2011（平成 23）年度末までに、自動車販売事業者に対して購入者へ自動車の環境情報の説明を義
務付けている都道府県は、長野県を含めた 14 都道府県です。
交通及びまちづくりにおける先進的な取組としては、富山市の公共交通を軸としたコンパクトな
まちづくりがあります。これは、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住、
商業、業務、文化等の都市機能を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパ
クトなまちづくりを理念とし、地域の拠点を「お団子」に、公共交通を「串」に見立てた「お団子
と串」の都市構造を目指すもので、ＬＲＴ（次世代型路面電車）ネットワークの形成や中心市街地・
地域拠点の活性化、居住誘導策、景観形成、自転車の市民共同利用などの施策をパッケージにして
推進しています。

６ 自然エネルギー
2011（平成 23）年度末までに、建築主に対して新築時に建築物への自然エネルギーの導入若しく
は導入検討を義務付けている都道府県は、東京都、京都府、神奈川県の３都府県です。
京都府は、2012（平成 24）年度から、床面積 2,000 平方メートル以上の新増築を行なう建築主が
建築確認申請をする際、一定規模（石油等の一次消費エネルギー換算で３万ＭＪ／年以上の設備を
導入するもの。太陽光発電施設の場合で 3.1ｋＷ程度が目安となる）以上の自然エネルギー設備（太
陽光発電、太陽熱利用、小型風力発電、バイオマスボイラーなど）の導入を義務付けています。

７ 環境未来都市・環境モデル都市
国は 2008（平成 20）年度、低炭素社会に向けて高い目標を掲げ、先駆的な取組にチャレンジする
「環境モデル都市」として、長野県飯田市をはじめとする全国 13 都市を指定し、その取組を推進し
ています。
さらに、2011（平成 23）年度には、環境や超高齢化の点で優れた成功事例を創出するとともに、
国内外に普及展開することで、需要拡大や雇用創出を目指す「環境未来都市」として、東日本大震
災の被災地を含む 11 の都市・地域を指定し、取組を進めています。
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第３章 長野県
第１節 地球温暖化の影響
温室効果ガス排出抑制の措置が国際的に取られず、高い経済成長が続いた場合、日本全国及び長
野県において 2100（平成 112）年までに年間平均気温が２℃から５℃上昇すると予測されています。
世界規模で最も厳しい排出抑制策を行ったとしても、今後、数十年間にわたって地球温暖化の影響
は避けられません。それに伴い、生物多様性や農林業、観光業、水利への影響のほか、災害の発生
状況の変化や新たな疾病の発生、熱中症などの健康への影響が懸念されます。
長野県の社会・経済は広く国内外とつながっており、他地域での地球温暖化の影響がサプライチ
ェーン（供給連鎖）を通じて、長野県に影響することも懸念されます。
長野・松本・飯田・軽井沢・諏訪における年平均気温や冬日日数、最大積雪深などの経年変化を
見ると、いずれの地点においても昇温傾向が確認され、冬日は減少、夏日は増加傾向にあります。
最大積雪深は、年による変動が大きく、単調に増加あるいは減少の傾向はみられません。
一方で、地球温暖化の影響の可能性が疑われている高温化現象に関連して、長野県内での熱中症
の疑いによる６月から９月までの救急搬送人員は、2007（平成 19）年度 274 人、2008（平成 20）年
度 329 人、2009（平成 21）年度 169 人、2010（平成 22）年度 809 人、2011（平成 23）年度 700 人
で、増加傾向が見られます。
影響評価については精緻な研究が必要であるものの、現在までの研究成果から、長野県の自然環
境への地球温暖化の影響は、既に顕在化しつつある可能性があるといえます。

図表 2-5 気温上昇量の将来予測（日本全域・長野県を囲む領域）
［長野県］

［日本全域］
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【出典】 国立環境研究所主任研究員 肱岡靖明 氏 作成
（注） １ 図「長野県」：経緯・経度で区切った長野県すっぽりと含まれる矩形の領域を設定。
１９９０年頃の気温を基準とし、その領域の平均気温の上昇量を計算。
２ 図「日本全域」：同じ予測を日本全域で実施。
３ MIRCO：東京大学・国立環境研究所・海洋研究開発機構が共同開発している大気海洋結合気候モデル。
空間解像度約１００㎞。IPCC A１B シナリオを基に計算。
４ RCM：気象庁 気象研究所が開発した水平空間解像度が２０㎞の地域気候モデル。
IPCC A２シナリオを基に計算。（２０３１〜２０５０年・２０８１〜２１００年）
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第２節 国際エネルギー動向の影響
日本の化石燃料の輸入総額は、新興国の需要増や中東情勢の不安定化等による国際価格の変動に
よって大きく変化する構造となっています。1998（平成 10）年度に 5.2 兆円であった化石燃料の輸
入総額は、2008（平成 20）年度に 25 兆 9,830 億円の過去最高額となり、翌年度は世界同時不況によ
る国際価格低下で 13 兆 3,720 億円に減少しましたが、2010（平成 22）年度には 16 兆 2,180 億円と
再び上昇傾向に転じています。この分だけ、国内の富が海外に流出したことになります。
長野県の化石燃料の輸入総額は、統計上の都合から実際の金額を示すことは困難ですが、都道府
県別県内総生産の割合から按分して試算すると、次のとおりです。
過去最大となった 2008（平成 20）年度を例にします。都道府県別県内総生産の総額（505 兆 160
億円）のうち、長野県は 1.59％（８兆 350 億円）を占めていました。そこで、同年度の化石燃料輸
入総額（25 兆 9,830 億円）に対し、長野県の県内総生産の割合（1.59％）で按分すると、4,157 億円
となります。
同年度の長野県の主な経済活動別の総生産を見ると、農林水産業が 1,573 億円、建設業が 3,709 億
円、金融・保険業 3,723 億円、卸売・小売業 5,407 億円、不動産業１兆 1,713 億円、サービス業１兆
8,799 億円、製造業２兆 702 億円でした。按分による試算ではありますが、相当な額の県民の富が化
石燃料の輸入代金として海外に流出していると考えられます。
また、国際エネルギー価格の高騰は、寒冷地である長野県では、県民生活への直接的な負担増に
もなります。
１人当たり県民所得（年間）は、2000（平成 12）年度の 313 万 1,000 円をピークに低下傾向にあ
り、2008（平成 20）年度には 273 万 1,000 円となっています。他方、１世帯当たりの光熱費（月額
×12 か月）は県庁所在地の長野市で見ると、2000（平成 12）年度 20 万 628 円から、2008（平成 20）
年度の 29 万 4,816 円に増加しています（総務省「家計調査年報」に基づきます。統計上の都合から、
県庁所在地の光熱費としました）
。
以上のとおり、長野県は国際エネルギー価格が経済及び家計に対して一定の影響を与える構造と
なっています。エネルギー費用を削減できる社会・経済構造に転換できれば、それだけ県民生活の
安定化と地域経済の活性化に資すると考えられます。
図表 2-6 化石燃料輸入総額の推移・国際石油価格予測
実績

予測
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化石 エネル ギー 輸 入額 とそ のG DP比 は、石油 連 盟統 計資 料「原 油・石 油製 品輸 入金 額」のよ り 原油 ・粗油 、
ナフサを 除 く石 油製 品、L NG、石 炭の 輸入 額 の合 算 から算 出。石 油価 格の 実 績は 、米国 エネ ルギ ー情 報局
資料 より。石 油価 格の 予 想 は、IEAのW EO2 010 の現行 政 策シナ リオ。

【出典】 石油連盟統計資料、国際エネルギー機関資料、米国エネルギー情報局資料より作成
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第３節 エネルギー制約状況の影響
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、伸び続ける需要を所与としつつ、エネルギ
ー供給を拡大していくという、従来の国のエネルギー政策及び供給事業者の方針は抜本的な見直し
を迫られています。新興国のエネルギー需要の急増や国際価格の高騰傾向も相まって、エネルギー
供給に一定の制約があるものと認識されています。
長野県を含む中部電力株式会社管内においても、2011（平成 23）年６月の国の要請による浜岡原
子力発電所の運転停止に伴い、エネルギー供給、とりわけ電力に一定の制約がある状況となりまし
た。その後、同管内では他の電力会社管内ほどではないものの、電力需要の抑制が求められていま
す。
エネルギー制約状況が認識される以前は、自然エネルギーの普及や省エネルギーの推進に比べ、
エネルギー使用の過度の集中を抑制することやエネルギー利用に際して適切なエネルギー源を用い
ることには、十分な関心と政策が向けられてきませんでした。そのため、突如としてエネルギー制
約状況が発生した東日本大震災の直後は、東京電力株式会社管内を中心に無理な節電や計画停電が
行われ、混乱しました。
中部電力株式会社管内における 2010（平成 22 年）年度の１時間単位の電力需要分布（電力ロード
カーブ）を見ると、100 万ｋＷが一年間（8760 時間）のうちわずか 50 時間（年間時間の 0.57％）の
需要のために必要となっています。この 50 時間分のエネルギー利用の一部（最大で約 2700 万ｋＷ
のうちの 100 万ｋＷ・約 3.7％）を別の時間帯に「シフト」できれば、その分だけ供給設備を整備す
る必要がなくなり、供給コストの抑制につながります。
また、発電効率（電気の生産効率）は 41.27％（2009 年度・全国）で、電気以外のエネルギーでも
賄える利用（例えば、暖房、給湯、煮炊きなど）を電気で行うことは、エネルギーの利用効率が高
くありません。電気以外のエネルギーでも賄える利用について、電気以外のエネルギーに「チェン
ジ」し、電気を使わなければならない利用に電気を集中させることができれば、一次エネルギー供
給から最終エネルギー消費までの全体プロセスの中で、エネルギー効率を高めることになります。
長野県内へのエネルギー制約状況の悪影響を抑制するためには、無理を重ねるやみくもな「がま
んの節電」ではなく、適切な情報や仕組みに基づくスマートな「エネルギーマネジメント」が求め
られます。
図表 2-7 中部電力（株）の夏のピーク電力

2010 年度
（H22）

2011 年度
（H23）

最大２５２０万kW
２０１０年夏比▲７%

電力[万kW]

年間[時間]

夏４ヶ月[時間]

2609〜2709

42

42

2559〜2709

88

88

2509〜2709

131

131

電力［万kW］

年間［時間］

夏４ヶ月［時間］

2420〜2520

14*

14*

2370〜2520

25

20

2320〜2520

53

35

*8/8〜10のみ
節電後も、ピーク需要は短時間

【出典】 長野県環境審議会 地球温暖化対策専門委員会 委員
（独立行政法人産業技術総合研究所 主任研究員） 歌川 学 氏 作成

- 19 -

第４節 地球温暖化対策等の地域への効果
日本経済は 10 年以上にわたりデフレから脱却できない状況が続いています。国は長期にわたるデ
フレの背景として「需給ギャップの存在、企業や消費者の成長期待の低下、デフレ予想の固定化と
いった要因」があり、そのため「需要不足や物価の下落が所得を減少させ、デフレ予想と成長期待
の低下を生み、更なる需要の下押しと物価の下落圧力をもたらすという状況」が続き、「原油等の輸
入価格上昇によるコスト増が生じても、新興国との厳しい競争に直面している分野などでは製品や
サービスの価格を引き上げることができず、賃金や収益が圧縮されてきた」
（日本再生戦略）と分析
しています。
長野県経済においても、県内総生産（名目）は、平成 12 年度の８兆 9,007 億円をピークに 2003（平
成 15）年度まで急激に減少し、その後は徐々に回復したものの、2008（平成 20）年の金融危機と世
界同時不況の影響により再び減少するなど、国内外の経済変動の影響を強く受けています。
こうしたなか、従来は経済と対立する概念と考えられていた環境、とりわけ環境エネルギー政策
の地域に対するプラスの効果が見直されています。需要増による需給ギャップ縮小が、デフレ対策
になるとも期待されています。環境エネルギー政策の地域への効果として、本来の目的である環境
保全のほか、大きく次の７つが期待できます。
第一に、地域の富が海外に流出することの抑制です。その分の富を地域での消費や投資に回すこ
とが可能になります。
第二に、取組に伴って生じる地域での消費や投資です。省エネルギーは設備投資や建築工事の増
加につながります。自然エネルギーの普及は製造だけでなく、地域での販売や設置工事の増加を意
味します。
第三に、地域への富の流入の増加です。国内の人や企業が、海外からの化石燃料ではなく、地域
からの自然エネルギーに切り替えることで、その分のお金が新たに地域へ流入します。
第四に、海外リスクへの耐性の強化です。エネルギーは経済変動や国際紛争の影響を強く受ける
物資です。エネルギー利用の効率化とエネルギー供給能力を高めることにより、海外リスクの影響
を抑制し、地域の生活・経済の安定力を増すことができます。
第五に、地域の魅力の増大です。低炭素まちづくりは、過度な自動車依存や冷暖房依存からの脱
却などを目指し、あらゆる人にとって快適なまちをつくることを意味します。国の環境未来都市構
想も同様の考え方に立脚しています。
第六に、イノベーションの誘発です。イノベーションは多様な知識・背景を持つ人々が協働して
課題解決に取り組むことから生まれます。自然エネルギーや省エネルギーはあらゆる分野で様々な
知恵を必要としていますので、イノベーション誘発の種になると考えられます。
第七に、地域の誇りを確かにすることです。生活や経済の必需品であるエネルギーについて、地
域の自己決定力、すなわち自治を強めることになるからです。
図表 2-8 ７つの期待と効果
区分

内

容

１の期待

地域への富の投資・消費の拡大 ⇒ 地域の富の海外流失の抑制

２の期待

省エネの設備投資等の増、自然エネの普及 ⇒ 地域での消費・投資の拡大

３の期待

自然エネへの切り替え ⇒ 地域への富の流入増加

４の期待

エネルギー利用の効率化・エネルギー供給能力の向上 ⇒ 海外リスクへの耐性強化

５の期待

あらゆる人とって快適な（低炭素）まちづくり ⇒ 地域の魅力の増大

６の期待

省エネ、自然エネに必要な知恵 ⇒ イノベーションの誘発

７の期待

地域の自己決定力（＝自治）の強化 ⇒ 地域の誇りの確立
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第５節 これまでの長野県の取組
１ 県内の温室効果ガス排出状況
長野県内の 2008（平成 20）年度の温室効果ガス総排出量は、基準年度の 1990（平成２）年度と比
較すると、6.3％増加しており、全国の温室効果ガス総排出量の同時期の伸び率 1.6％より高くなって
います。森林吸収量を加味すると、基準年度比で 7.2％減の 1,421 万 6 千ｔ- CO2 となりました。
長野県の特徴としては、温室効果ガスの約９割を占める二酸化炭素において、自動車を中心とす
る運輸部門からの排出割合が、全国値が 18.3％であるのに対し、長野県は 25.7％、また、家庭部門
からの排出割合についても、全国値が 13.3％であるのに対し、長野県は 18.0％と高くなっているこ
とがあげられます。
2008（平成 20）年度のフロン類等の排出は、1,105 千ｔ- CO2 でした。基準年度の 2,185 千ｔ- CO2
と比較すると、49.3％の削減となっています。
図表 2-9 県内の温室効果ガス総排出量の推移

（単位：万トン）

2,000

130%
森林吸収量

2012年度目標 1,438万トン
90年度比

125%
1,628

120%

1,746

1,732

1,500
115%

1,531
1,422

110%

1,000

105%
100%
95%

500
90%

森林吸収量を
加味した割合
（90年度比:92.8％）

85%

0

80%

（年度）

1990
（H2)

2006
（H18）

2007
（H19）

全国（2008（平成20）年度）

その他ＣＯ２
12.1%

2008
（H20）

長野県（2008（平成20）年度）
ＣＯ２以外
6.8%
その他ＣＯ２
1.0%

ＣＯ２以外
5.3%
産業
32.7%

産業
24.9%

家庭
18.0%

家庭
13.3%

運輸
18.3%

運輸
25.7%

業務
18.3%
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業務
23.6%

２ 取組の経緯
長野県の取組が始まったのは、1990（平成２）年度に庁内各部局が連携して地球規模の環境問題
に取り組む体制（長野県地球環境問題連絡会議）ができてからです。2000（平成 12）年度に改定し
た長野県環境基本計画からは、地球環境問題への対応を施策の重要な柱として位置付けました。
総合的な取組としては、県民計画と条例があります。
県民計画は、県内で排出される温室効果ガスを 2010（平成 22）年度までに基準年度と比べ６％削
減することを目標に、地球温暖化対策推進法に基づく計画として 2003（平成 15）年度に策定しまし
た。
しかし、県内の温室効果ガスは、2007（平成 19）年度で基準年度比 14.0％増加し、全国の伸び率
9.0％より高い状況でした。とりわけ、店舗やオフィス・家庭などからの温室効果ガス排出量の増加
が著しく、県内の電力販売量も当該年度まで増加し続けていました。そこで、全国有数の豊かな自
然環境に恵まれた長野県が先進的な温暖化対策を率先して実践するため、2007（平成 19）年度に県
民計画を改訂しました。
第二次県民計画は、県内の温室効果ガスの総排出量を、森林吸収量を加味した上で、2012（平成
24）年度までに基準度比で６％削減するという目標を掲げるとともに、産業・家庭・業務・運輸な
どの部門別の削減目標と対策を整理し、現在の長野県の施策根拠となっています。
条例は、地球温暖化の課題を解決するためには地域の一人ひとりの取組が必要との認識に立ち、
実効性のある地球温暖化対策を推進するために制定され、2007（平成 19）年２月 20 日から施行して
います。産業・業務部門、運輸部門、家庭部門からの温室効果ガスの排出抑制を促進するため、事
業者などに対し排出抑制計画等の作成、提出、公表や商品に関する適切な環境情報の説明などを求
めています。
2011（平成 23）年度には、第二次県民計画の期間が翌年度に終了すること及び東日本大震災に伴
う状況の変化が生じたことから、有識者による「長野県地球温暖化対策戦略検討会」を設置し、従
来の地球温暖化対策を全般的に見直すとともに、長期ビジョンや戦略、効果的な政策について、提
言書として取りまとめました。

３ 取組の課題
県内の温室効果ガスの排出抑制が大きく進んでいないことから、現在の地球温暖化対策は、実効
性に課題があると考えられます。これまでの対策は、普及啓発の手法を多用し、効果が不確かな面
がありました。分野ごとの課題は次のとおりです。
家庭部門では、家電省エネラベル掲出制度で省エネ法の努力義務規定を補完・強化するとともに、
省エネ診断事業で個々の家庭における省エネへの取組の支援や、信州エコポイント事業や減ＣＯ２ア
クションキャンペーンなどによって県民の環境意識をかん養してきました。一方で、診断事業は実
施規模が小さく、他は普及啓発を中心とするため実効性が十分でないという課題があります。
産業・業務部門では、排出抑制計画書制度によって大規模排出事業者の自主的な取組を促進する
とともに、省エネ診断や補助金などの支援施策によって中小規模排出事業者の自主的な取組を支援
してきました。一方で、排出抑制計画書制度において計画や取組の実効性を高める仕組みが不十分
で、フロン類等の対策を促す仕組みも十分でないという課題があります。
運輸部門では、自動車環境計画書制度によって運輸事業者の自主的取組を促進するとともに、自
動車環境性能説明制度で燃費に優れた自動車普及を促進したり、アイドリング・ストップ実施周知
制度や普及啓発事業によって県民意識を涵養したりしてきました。また、市町村を中心とした地域
協議会等による地域公共交通の確保維持への取組が広がっています。一方で、これらの取組の実効
性を高めていくことや、低炭素型まちづくりへの取組を推進していく必要があります。
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建築物の分野では、建築物環境配慮計画書制度によって、延べ床面積 2,000 平方メートル以上の新
増築に関して、環境配慮の建築を促進してきました。一方で、同制度は定量的なエネルギー性能を
客観的に評価、向上を促すような制度にはなっていないなど、実効性が十分でないという課題があ
ります。
自然エネルギーの分野では、再生可能エネルギー計画書制度によって電気事業者に計画的な導入
を求めるとともに、産官学民の協働で自然エネルギー信州ネット（以下「信州ネット」という。
）を
2011（平成 23）年度に立ち上げ、県民や事業者による自然エネルギー事業化や積極的導入を推進し
ています。一方で、再生可能エネルギー計画書制度の実効性が低いことや自然エネルギー事業に関
する諸課題（人材育成、立地場所、初期投資、規制など）
、建築物の新増築の際に設備設置を促す仕
組みがないことなどの課題があります。
適応の分野では、環境保全研究所が国の先端研究に積極的に参加し、県内の山岳生態系や産業へ
の影響評価や情報収集、防災対策をはじめとした適応策構築手法の開発を実施するなどの取組を進
めています。一方、広範な観測体制の構築や適応策の推進に関する専門機関の連携体制が十分でな
いなどの課題があります。
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第３部 目標
第１章 ビジョン
第１節 基本目標
１ 基本目標
本計画の最上位目標及び目指す社会の姿、そして全体を貫くコンセプトとしての「基本目標」を
「持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会をつくる」とします。

２ 基本目標の趣旨
「持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会」とは「経済は成長しつつ、温室効果ガス排出量
とエネルギー消費量の削減が進む経済・社会構造」を有する地域のことです。具体的には次の実現
を目指します。
① 県民生活及び事業活動におけるエネルギー利用の効率化が高度に進んでいます。
② 大半のエネルギー利用が地域に根ざした自然エネルギーによって賄われています。
③ 温室効果ガスの排出抑制とともに、森林の保全と活用による吸収が進んでいます。
④ 自然エネルギー事業や省エネルギー投資が地域経済の活力の源になっています。
⑤ 国際的なエネルギーリスクや地球温暖化の進行によるリスクへの耐性を備えています。

３ 基本目標の指標
2010（平成 22）年度を基準として、県内総生産（実質）
・県内温室効果ガス排出量・県内エネルギ
ー消費量の相関図を毎年作成・更新し、基本目標「持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会を
つくる」の進捗状況を評価する（傾向を見る）指標とします。

図表 3-1 日本・ドイツにおける GHG、GDP、エネルギー消費量のトレンド（1990-2009）
日本におけるＧＨＧ，ＧＤＰ及びエネルギー消費量の
［ 日本 ］
トレンド（１９９０年ー２００９年）
40%

ドイツにおけるＧＨＧ，ＧＤＰ及びエネルギー消費量の
［ ドイツ ］
トレンド（１９９０年ー２００９年）
40%

GDPとエネ、GHGが連動

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

GDPとエネ、GHGが分離

0%
199091 92 93 94 95 96 97 98 99200001 02 03 04 05 06 07 08 09

199091 92 93 94 95 96 97 98 99200001 02 03 04 05 06 07 08 09

-10%

-10%

-20%

-20%

-30%

-30%
GHG（日本）

GDP（日本）

エネルギー（日本）

GHG（ドイツ）

GDP（ドイツ）

エネルギ ー（ドイツ）

1

【出典】国立環境研究所、世界銀行資料により京都大学経済研究所 研究員 栗田郁真 氏 作成（説明書きは長野県による。）
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第２節 目指す具体的な姿
１ 県民生活

第２節「目指す具体的な姿」の記載は、平成 24 年３月 26 日「長
野県地球温暖化対策戦略検討会提言書」からの抜粋です。
今後、これを基本に環境審議会や県民などからの意見を踏ま
えて、イメージ図を作成し、それをもって代える予定です。

〈ライフスタイル〉
◇ 物質的な豊かさをひたすら求める暮らしではなく、豊かな人間関係とコミュニティ（地域社会）
、
地域の文化を大切にする簡素で心豊かな暮らしが実現しています。
◇ 仕事最優先の生活、24 時間活動型のライフスタイルから、仕事・家庭・地域・学び・遊びとい
うワークライフバランスの取れた健康的な生活を送っています。子どもたちは、野外保育などに
より身近な土や緑、自然の恵みと触れあいながら成長し、心身ともに充実した日々を送っていま
す。
◇ 知識を得ることや議論をすること、海外や他の地域との交流に積極的で、誰もが新たな知識を
創造し、地域の文化を発展させ、リスクマネジメント（リスク管理）への理解と取組ができ、自
然環境を守る担い手となっています。
◇ 米や野菜を育てたり（半農半Ｘ）
、山の手入れをしたり（半林半Ｘ）
、福祉活動をしたり（半福
祉半Ｘ）して、自らや地域で必要なものを少しずつでも自らつくり、提供しています。
◇ 自然環境に対する知識や理解が広く共有され、地域の農産物を旬産旬消で楽しんだり、県産材
の家具を愛用したりするなど、日々の暮らしのなかで、強く意識しなくても環境と地域に配慮し
た行動、製品、サービスを選んでいます。
◇ 地球温暖化に伴う疾病や熱ストレスなどの健康影響への理解が、行政や病院、事業者、研究機
関などの専門的な機関から、一般県民にまで広く共有され、備えができています。
◇ 常に国際社会への思いと共感を馳せ、輸入品を買う際にはフェアトレード（公正な貿易）の産
品を選んだり、地球温暖化によって発生した海外の自然災害に救援の志を示したりしています。
◇ 冷暖房や自動車利用などの生活に要していた光熱費・燃料費が大幅に減り、必要なエネルギー
も地域資源から調達されるようになり、県民の所得が増えると同時に、地域で働く場も増えてい
ます。
〈住まい〉
◇ 信州産の木製サッシや県産材などを利用した高断熱住宅が普及し、化石燃料をほとんど使わな
くても、夏は涼しく、冬は暖かい家に暮らしができています。地域の技術、資源で建てられた住
宅が増えていて、エネルギー性能情報を活用して住宅を建てたり、リフォームしたりしています。
冬の浴室やトイレの寒さも心配することなく、倒れて救急車で運ばれる人もほとんどいません。
◇ 住宅で使う暖房及び給湯の熱源は、たいていの場合、太陽熱、信州産の薪や木質ペレットなど
のバイオマス熱、地中熱をそれぞれ巧みに活用するようになっています。薪炊きの風呂や野菜の
保存する室など、伝統的な自然エネルギーや省エネの知恵も再評価され、新しい技術とも組み合
わされて暮らしのなかに取り入れることも行われています。
◇ エアコン（空調）
、給湯器、コンロ、冷蔵庫、テレビ、パソコン、その他の家の設備や家電製品
は、どれもわずかなエネルギーで機能するようになっています。
◇ どの家にもスマートメーターが付いていて、エネルギーの使い方やムダが簡単に分かるように
なっているだけでなく、電力供給が切迫した時には優先度の低い家電のスイッチが自動的に切れ
る設定により電力料金が安く抑えられるなど、需要側対応のできるシステムが導入されています。
◇ 駐車場に止めてあるＥＶ（電気自動車）は、普段から家とプラグでつながっていて蓄電池の機
能にもなり、電気をあまり使わない時間帯に充電し、電気をたくさん使う時間帯は、電力会社の
電気を買うのではなく、電気自動車のバッテリーに蓄えた電気を使ったり、売ったりしています。
それにより、電力のピークカットに貢献しています。
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２ 経済・エネルギー
〈ビジネススタイル〉
◇ 環境専門の企業だけでなく、すべての企業、事業者が、自らが製造、販売する製品・サービス
が発揮する環境性能に関心を払い、その向上によって利益を増進しようと試み、多くの企業が全
国の模範となる成功を収めています。長野県発の環境ビジネスが国内外で活況を呈して、長野県
経済の牽引力になっています。
◇ 環境ビジネスや自然エネルギー事業に対して、地域金融機関が積極的に融資を行ったり、市民
ファンドによる市民出資が盛んになったりして、地域の資金が地域で循環する新しい地域ファイ
ナンスの仕組みが拡大しています。
◇ ビルや施設・工場の建物は、化石燃料をほとんど使わないにもかかわらず、夏も冬も快適に仕
事できる環境になっています。
◇ 職場の建物にはたくさんの窓があり、光がたくさん入ってくるので、日中に照明を使うことは
少ないです。窓の外側にはひさしがあり、光は入ってきても直射日光は入ってきません。
◇ 地中熱・地下熱利用などにより、建物の屋上や側面にあった空調用の室外機や冷却塔はほとん
どなくなり、代わりに太陽光パネルが設置されたり、緑化がされたりしています。街なかの景観
もすっきりしたように見えます。
◇ 事業者は環境配慮とコスト削減の観点から、工場での生産機械に高効率タイプを選択したり、
トラックから鉄道などへのモーダルシフトを進めたりするなど、原料生産段階から輸送・物流段
階、そして廃棄段階までの環境負荷を最小化するよう努めています。地球温暖化の影響を考慮し
た事業活動も普及しています。
◇ 行政は、道路や河川・砂防施設の建設に当たって、環境に配慮した整備を推進するとともに、
鎮守の森、緑地公園、生け垣など、人の適切な維持管理により成り立った多様な環境を、つなが
りをもって形成しています。
◇ 職場の近くに住んでいる人は、徒歩や自転車で通勤しています。郊外に住んでいる人の多くは、
鉄道やバスなどの公共交通を使っています。
◇ 長寿命で質の高い製品販売や修理ビジネス、サービスを提供するビジネスが盛んになっていま
す。量り売りなどで商品の容器包装が少なく、飲料容器はリターナル瓶が増え、来客はマイバッ
クを持参し、ネオン広告は少なく、看板は地域の街並みと調和し、緑地が十分に確保された、地
域に密着した環境配慮型の店舗が増えています。
〈観光・交流〉
◇ 長野県には、身体と心の疲れを癒しに、国内の大都市だけでなく、アジアをはじめとする世界
中から、一年を通じて大勢の人が訪れ、長期滞在や個人旅行の人が多くいます。
◇ 豊かな自然環境、美しい景観、歴史を感じさせる街なみ、風情のある木造ホテル・旅館、伝統
ある祭り、人情と知性あふれる住民、地域の安全・安心な食べもの。それらが信州の魅力になっ
ています。
◇ 滞在者のニーズに応える観点からも、宿泊や移動、買い物、食べものなど、県内のあらゆる観
光関係者は、エネルギー、廃棄物、自然保護、化学物質の分野で環境配慮を徹底しています。温
泉施設などでは、地域のバイオマス資源が活用されています。
◇ 県内の自然エネルギー先進地には、世界中からの視察者が訪れます。必要なエネルギーの 100％
を自然エネルギーで供給するスキー場や環境負荷のないゼロエミッションのホテルなど、環境を
セールスポイントにして世界中から観光客を呼び込んでいる観光地もあります。
◇ 公共交通だけでなく、自然エネルギーを充電したＥＶなどの低炭素な車が利用でき、環境負荷
を最小限に抑えつつ、大自然を満喫できるエコな観光が定着しています。
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◇ 地球温暖化の影響による積雪の減少傾向について、スキー客を対象とした観光事業者が行政と
協力して必要な対策を進めています。
〈エネルギー〉
◇ ほとんどの建物の屋根には、太陽光発電パネルが設置され、たくさんの電力を供給しています。
昼間のピーク時の電力は、高く買ってもらえるだけでなく、使用料金が高いので節電も進んでい
ます。太陽熱温水器の普及も進んでいます。
◇ 用水路や河川、砂防ダムなどの落差を活用した小水力発電設備が各地に設置され、製材所では
端材や低質木を利用したバイオマスコジェネが稼動し、地域で使う以上のエネルギーを生み出し
ています。
◇ 戸建て住宅の人は、太陽光パネルで発電した電気を売り、若干の収入を得ています。集合住宅
の人はマンションに自らの太陽光パネルを設置したり、太陽光や小水力などの市民発電所・市民
ファンドに出資したりしています。
◇ 自らが使う（買う）エネルギーは、複数のエネルギーサービス会社から自分に合った会社とメ
ニューを選んでいます。少し割高だが、自然エネルギー100％のメニューが人気になっています。
◇ 電力市場が広域で需給を調整するなど、自然エネルギーによる電力を安心して全量売電できる
制度が整備され、県内では官民連携、企業、団体、ＮＰＯ（非営利団体）
、個人などによる小規模
発電事業が盛んになっています。
◇ 家庭及び業務における暖房や給湯といった熱需要に対しては、大半が太陽熱、バイオマス熱、
地中熱によって賄われています。

３ 都市・地域
〈都市〉
◇ 公共施設や商業施設、オフィス街が、鉄道の駅やバスターミナルの近くに集約され、歩行者や
自転車利用者にとって安全・快適・便利につくられ、ところによっては車の流入が制限されたト
ランジットモール（歩車共存道路）になっていたりし、賑わいのある街が形成されています。
◇ 都市の中心区域は、ＬＲＴ（軽量軌道交通）やＢＲＴ（バス高速輸送交通）など公共交通機関
の充実、自転車道の整備、交通流の円滑化などにより、通過交通がなくなり、自動車交通量も少
なくなっています。ロードプライシング（道路課金）や通過交通を排除する道路体系などにより、
中心部に流入する自動車は少なくなっています。
◇ 都市の集合住宅に住む多くの人は、自家用車を持たず、車を住民同士で共有して、必要なとき
だけ利用しています。車はすべてＥＶ、水素自動車、超低燃費車など次世代型の低炭素なものに
なっています。
◇ 再開発やエネルギーを多消費するビルや施設、工場の建設の際に、コジェネ（熱電供給）など
による熱供給、エネルギーの相互利用、排熱などの未利用エネルギーの活用が進んでいます。
◇ 住宅やビルの屋根のほとんどに、太陽光発電パネルや太陽熱温水器が設置されており、公共施
設やオフィスビル、集客施設にはたいてい地中熱/地下熱空調システムが設置されています。道路
には並木が、敷地には緑地が確保されています。
◇ ゲリラ豪雨や内水氾濫、斜面崩壊など、地球温暖化に伴う災害発生状況の変化に対し、行政や
事業者、県民の間で理解が進み、必要な対策が立てられているとともに、防災拠点などに自然エ
ネルギーを活用した、災害に強い環境まちづくりが進んでいます。
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〈郊外〉
◇ 公共施設や商店、オフィス、住宅が、鉄道の駅やバス停の近くに集まり、買い物や用事を済ま
せるにも、都市や他の地域へ行くにも便利になっています。また、通院や通学など生活に必要な
公共交通手段が地域内に確保されています。
◇ 多くの住宅が県産材で建てられ、リビングには薪ストーブがあり、庭には薪置き場と菜園があ
ります。駐車場には、低炭素な車と家族の人数分の自転車が置かれています。農を取り入れた食
やエネルギー面での自給自足的な暮らしを実践する人が増えています。
◇ 郊外や農山村に住む人が、低炭素な車で駅やバス停までやってきて、隣接した駐車場に車を止
めて、そこから公共交通で都市の中心部まで行く地域ができています。電車に自転車を持ち込め
るようになり、郊外でも中心部でも自分の自転車が利用できます。
〈農山村〉
◇ 農業では化石燃料をあまり使わず、自然エネルギーを農山村の活性化に利用した形態が広がっ
ています。林業は地域の主力産業となっていたり、必要な薪などを自ら調達する里山活動が活発
になっていたりするなど、木質バイオマス利用が盛んになっています。
◇ 地球温暖化に伴う松枯れ拡大や果樹環境変化などへの対策が進み、品種改良などによりそれに
適応した農林業が営まれ、地域全体で生物多様性も保全されています。
◇ 農山村集落において、利用する分に相当するエネルギーを生み出すことのできる「100％自然エ
ネルギーコミュニティ」が生まれています。
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第２章 目標
第１節 目標設定
本計画の目標として次の５指標を用います。それぞれ、短期：2020（平成 32）年度、中期：2030
（平成 42）年度、長期：2050（平成 62）年度の目標値を定めます。また、以下の目標を用いて「エ
ネルギー自給率」の図表を作成し、目標の進捗状況を分かりやすく示します。
①

温室効果ガス排出量

②

最終エネルギー消費量

③

最大電力需要

④

自然エネルギー導入量

⑤

自然エネルギー発電設備容量

第２節 温室効果ガス排出量
１ 基準年度
1990（平成２）年度

15,311 千ｔ-CO2

２ 排出係数及び森林吸収
目標の進捗状況をみる温室効果ガス排出量は、県内の排出抑制の取組の効果をより的確に評価す
るため、2010（平成 22）年度の中部電力の排出係数に固定します。毎年の排出係数及び森林吸収量
を反映させた温室効果ガス排出量については、参考として毎年の結果を示します。

３ 目標
短期：2020（平成 32）年度

10％削減

▲1,500 千ｔ-CO2（排出量 13,800 千ｔ- CO2）

中期：2030（平成 42）年度

30％削減

▲4,600 千ｔ- CO2（排出量 10,700 千ｔ- CO2）

長期：2050（平成 62）年度

80％削減

▲12,200 千ｔ- CO2（排出量 3,100 千ｔ- CO2）

図表 3-2 温室効果ガス排出量の削減目標
（千トン
-CO2）

16,000

1990年度比
▲10％
1990年度比
▲30％

12,000

1990年度比
▲80％

8,000

17,099
15,311

16,280
13,800
10,700

4,000

3,100
0
1990年度
（平成２年度）
［基準年度］

2000年度
（平成12年度）

2008年度
（平成20年度）
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2020年度
（平成32年度）
［短期目標］

2030年度
（平成42年度）
［中期目標］

2050年度
(平成62年度）
［長期目標］

４ 目標設定の考え方
短期、中期目標については、国の中央環境審議会の報告「2013 年以降の対策・施策に関する報告
書」
（以下「中環審報告」という。
）を基本に、本計画に盛り込まれる対策の内容と相当レベルの対
策を想定している中位ケース（合理的な誘導策や義務付け等を行うことにより重要な低炭素技術・
製品等の導入を促進することを想定したケース、国の対策・施策を強化・補完・上乗せ・横出し）
を基に目標を設定しました。その際、長野県に典型業種が所在しないエネルギー多消費産業を除く
など、長野県の実情に適合するよう補正を行い、試算しました。長期目標については、中環審報告
では低位・中位・高位いずれも同じ 80％削減となっていますので、国と同じ目標を設定しました。

５ 短期・中期・長期に関する部門別排出量
図表 3-3 短期・中期目標に関する部門別排出量及び削減目標
（単 位：千トン-ＣＯ２）
部門等

1990
(H2)
年度

2000
(H12)
年度

2020(H32)年度

2008
(H20)
年度

2030(H42)年度

削減目標
90年度比

削減目標
90年度比

産業部門

4,201

4,209

4,048

3,990

▲ 5.0 %

3,145

▲ 25.1 %

業務部門

2,578

3,355

3,850

2,046

▲ 20.6 %

844

▲ 67.3 %

運輸部門

3,870

4,843

4,177

3,557

▲ 8.1 %

3,312

▲ 14.4 %

家庭部門

2,317

2,834

2,933

1,983

▲ 14.4 %

1,390

▲ 40.0 %

その他CO2

160

184

167

134

▲ 16.3 %

114

▲ 28.8 %

CO2以外

2,185

1,674

1,105

2,090

▲ 4.3 %

1,895

▲ 13.3 %

合計

15,311

17,099

16,280

13,800

▲ 10.0 %

10,700

▲ 30.0 %

11.7%

6.3%

▲ 10.0 %

（90年度比）

-
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-

▲ 30.0 %

-

第３節 最終エネルギー消費量
１ 基準年度
2010（平成 22）年度

18.6 万ＴＪ

２ 目標
短期：2020（平成 32）年度

15％削減

▲2.8 万ＴＪ（消費量 15.8 万ＴＪ）

中期：2030（平成 42）年度

30％削減

▲5.6 万ＴＪ（消費量 13.0 万ＴＪ）

長期：2050（平成 62）年度

40％削減

▲7.4 万ＴＪ（消費量 11.2 万ＴＪ）

図表 3-4 最終エネルギー消費量の削減目標
（単位：TJ）
区分

2010

2020

2030

2050

（H22)

（H32)

（H42)

（H62)

［基準年度］ ［短期目標］ ［中期目標］ ［長期目標］

（万TJ）

電気

6.6

5.6

4.7

4.0

熱

5.2

4.4

3.6

3.1

燃料

6.8

5.8

4.7

4.1

計

18.6

15.8

13.0

11.2

電気

熱

燃料

20.0
2010年度比
▲15％

6.8
15.0

2010年度比
▲30％

2010年度比
▲40％

5.8

燃料

4.7
10.0

5.2

4.1

熱

4.4
3.6

5.0

6.6
5.6

電気
0.0
2010
（H22)
［基準年度］

2020
（H32)
［短期目標］

4.7

2030
（H42)
［中期目標］

3.1
4.0
2050
（H62)
［長期目標］
（年度）

３ 目標設定の考え方
温室効果ガス排出量の目標設定の考え方と同様の手法で最終エネルギー消費量を算出しました。
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第４節 最大電力需要
１ 基準年度
2010（平成 22）年度

293 万ｋＷ

２ 目標
短期：2020（平成 32）年度

30％抑制

▲88 万ｋＷ（最大需要 205 万ｋＷ）

中期：2030（平成 42）年度

50％抑制

▲147 万ｋＷ（最大需要 146 万ｋＷ）

長期：2050（平成 62）年度

75％抑制

▲220 万ｋＷ（最大需要 73 万ｋＷ）

図表 3-5 最大電力需要の削減目標
（万kW）
350
300
250

293

2010年度比
▲30％

2010年度比
▲50％

2010年度比
▲75％

200
205
150
146
100
50
0
2010
（H22)
［基準年度］

73

2020
（H32)
［短期目標］

2030
（H42)
［中期目標］

2050
（H62)
［長期目標］
（年度）

３ 目標設定の考え方
長野県の最終エネルギー消費量の削減率と 2011（平成 23）年度の東京電力管内における節電実績
から、対策中位ケースを実施すると想定して目標を設定しました。
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第５節 自然エネルギー導入量
１ 基準年度
2010（平成 22）年度

1.2 万 TJ（最終エネルギー消費量に占める割合 6.2％）

２ 目標
短期：2020（平成 32）年度

1.8 万 TJ（対基準年度増加率 52.4％）
（基準年度最終エネルギー消費量に占める割合 9.5％）

中期：2030（平成 42）年度

2.6 万 TJ（対基準年度増加率 120.7％）
（基準年度最終エネルギー消費量に占める割合 13.7％）

長期：2050（平成 62）年度

3.9 万 TJ（対基準年度増加率 237.2％）
（基準年度最終エネルギー消費量に占める割合 21.0％）

図表 3-6 自然エネルギー導入量の拡大目標
（単位：TJ）
区分

2010

2020

2030

2050

（H22)

（H32)

（H42)

（H62)

［基準年度］ ［短期目標］ ［中期目標］ ［長期目標］
電気
熱
自動車燃料
計
（ＴＪ）
40,000

10,786

12,208

14,752

18,876

814

5,473

10,167

19,547

2

6

689

697

11,602

17,687

25,608

39,119

電気

35,000

18,876

熱

30,000

自動車燃料
電気

25,000
14,752

20,000
15,000
10,000

19,547

12,208
10,786

5,000
814

0
2
2010
（H22)
［基準年度］

熱

10,167
5,473
689

6

2020
（H32)
［短期目標］

2030
（H42)
［中期目標］

自動車燃料

697

2050
（H62)
［長期目標］
（年度）

３ 目標設定の考え方
固定価格買取制度の導入、長野県内のポテンシャルや近年の導入動向等を踏まえて設定しました。
この目標は国のエネルギー・環境会議「エネルギー・環境に関する選択肢」
（以下「エネ環報告」と
いう。
）や EU の再生可能エネルギー普及シナリオに照らしても妥当なレベルと考えられます。
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第６節 自然エネルギー発電設備容量
１ 基準年度
2010（平成 22）年度

10 万ｋＷ（最大電力需要に占める割合 3.5％）（既設の中小水力発電を除く。）

２ 目標
短期：2020（平成 32）年度

30 万ｋＷ

（対基準年度増加率 200％ ・基準年度最大電力需要に占める割合 10％）

中期：2030（平成 42）年度

60 万ｋＷ

（対基準年度増加率 500％ ・基準年度最大電力需要に占める割合 20％）

長期：2050（平成 62）年度

90 万ｋＷ

（対基準年度増加率 800％ ・基準年度最大電力需要に占める割合 30％）
（新設の中小水力発電を含む。）
図表 3-7 自然エネルギー発電設備容量の拡大目標
（単位：万kW）
区分

2010

2020

2030

2050

（H22)

（H32)

（H42)

（H62)

［基準年度］ ［短期目標］ ［中期目標］ ［長期目標］
太陽光発電

9.9

25.5

47.1

59.1

小水力発電

0

1

5

14

バイオマス発電

0.65

3

6

12

その他

0.07

0.5

1.9

4.9

計

10.62

30

60

90

（万kW）
100
太陽光発電

90

小水力発電

80

59.1

バイオマス発電

70

その他
太陽光発電

60
50

47.1

40
30
25.5

20
10

9.9
0

5
1

0.65

0
2010
（H22)
［基準年度］

6

3

2020
（H32)
［短期目標］

2030
（H42)
［中期目標］

小水力発電

14

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

12

その他

2050
（H62)
［長期目標］
（年度）

３ 目標設定の考え方
固定価格買取制度の導入、長野県内のポテンシャルや近年の導入動向等を踏まえて設定しました。
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第７節 エネルギー自給率
１ エネルギー自給率について
本計画の目標（最終エネルギー消費量、最大電力需要、自然エネルギー導入量、自然エネルギー
発電設備容量）を基に県内におけるエネルギーの自給率（長野県内で自給することのできるエネ
ルギーは、自然エネルギー及び一般水力発電であることから、再生可能エネルギーの自給率を意
味します。
）を以下の考え方で算出します。
①

電力に関し「設備容量」で算出する指標
本指標は、本計画に基づき推進する「再生可能なエネルギーによる発電設備を拡大する」の
進捗状況を図る指標として活用するものです。

②

エネルギー消費量で算出する指標
本指標は、電力だけでなく、燃料等のエネルギー全体を含めて実際使用された量で算出する
もので、本計画に基づく「エネルギー需要を県民の手でマネジメントする」
「再生可能エネル
ギーの利用と供給を拡大する」を評価する指標として活用するものです。

③

既存の一般水力発電の状況
長野県の既存一般水力発電のうち、30,000ｋＷ以上の水力発電設備は、42 箇所、101.7 万ｋ
Ｗの発電設備容量であり、東京電力株式会社、関西電力株式会社、中部電力株式会社及び長野
県企業局の経営する発電所で占めています。
小水力発電に該当する 30,000ｋＷ未満の流込方式の水力発電設備は、143 箇所、67.4 万ｋＷ
の発電設備容量です。

- 35 -

２ エネルギー自給率の推計（目標が達成されたケースで試算）
① 発電設備容量でみるケース
「2010 年度の県内最大電力量（kW）
」をベースとして、再生可能エネルギーの発電設備容量
（kW）と省エネによる電力需要減の効果（KW）の合算値で目標達成を評価。

自然エネルギー発電設備容量（kW） ＋ 既存一般水力発電設備容量（kW）
エネルギー
自給率（％）

＝
2010年度の県内最大電力需要（kW）−最大電力需要の抑制分（kW）

図表 3-8 再生可能エネルギー自給率目標（発電設備容量）

年度

（単位：％）

2010

2020

2030

2050

（H22)

（H32)

（H42)

（H62)

［基準年度］ ［短期目標］ ［中期目標］ ［長期目標］
自給率

61.4

98.6

161.3

377.4

図表 3-9 最大電力需要・再生可能エネルギー発電設備容量の推移
（万kW）

350
300
250

既存水力

自然エネルギー

最大電力需要

最大電力需要

200

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ

150
100
既存一般水力

50
0
2010
（H22)
［基準年度］

2020
（H32)
［短期目標］

2030
（H42)
［中期目標］

2050
（H62)
［長期目標］
（年度）
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② エネルギー消費量でみるケース
「2010 年度の県内最終エネルギー消費量（ＴＪ）
」をベースとして、再生可能エネルギーの供
給量（ＴＪ）と省エネによるエネルギー消費需要減の効果（ＴＪ）の合算値の割合で目標達成を
評価。

エネルギー
自給率（％）

自然エネルギーの供給量（TJ） ＋ 既存一般水力発電（TJ）

＝

2010 年度の県内の最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（TJ） − ｴﾈﾙｷﾞｰ消費削減量（TJ）

図表 3-10 エネルギー自給率目標（年間消費量ベース）
（単位：％）
年度

2010

2020

2030

2050

（H22)

（H32)

（H42)

（H62)

［基準年度］ ［短期目標］ ［中期目標］ ［長期目標］
自給率

6.2

11.3

18.8

35.0

図表 3-11 最終エネルギー消費量・再生可能エネルギー供給量の推移
（万TJ）

20
18
最終ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

16
14
12
10
8
6

3.9

4
2
0
2010
（H22)
［基準年度］

2.7

1.8

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

2020
（H32)
［短期目標］

2030
（H42)
［中期目標］

2050
（H62)
［長期目標］
（年度）
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第４部 政策
図表 4-1 「長野県環境エネルギー戦略」政策体系
持続可能で低炭素な
環境エネルギー
地域社会をつくる

エネルギー需要を
県民の手でマネジメントする

エネルギーの消費量を
減らす

エネルギーを効率よく使用し、
省エネ型の家庭用機器や
産業機器を普及する

家庭
省エネ政策パッケージ

事業活動
省エネ政策パッケージ

快適な省エネまちづくりを
進める

建築物
省エネ政策パッケージ

交通・まちづくり
省エネ政策パッケージ

エネルギーを特性に応じて
適切に使う

再生可能エネルギーの
供給と利用を拡大する

再生可能なエネルギーによる
発電設備を拡大する

再生可能な熱・燃料を
拡大する

総合的な地球温暖化
対策を推進する

地球温暖化を抑制する

熱は熱で賄う

自然エネルギー
政策パッケージ

エネルギーを利用する
時間帯が過度に
集中することを避ける

電力需要抑制対策

自然エネルギー発電設備の
設置を拡大する

自然エネルギー
政策パッケージ

既存の一般水力発電
設備を維持、
有効利用する

長野県公営電気事業

自然エネルギー熱供給
設備の設置を増やす

自然エネルギー
政策パッケージ

電気自動車など次世代
自動車の普及と非化石
燃料への利用転換
を進める

交通・まちづくり
省エネ政策パッケージ

廃棄物の発生抑制、
再使用、リサイクルを進め、
フロン類の大気中への
漏出を防止する

長野県廃棄物処理計画

フロン類等対策

地球温暖化に適応する

木材利用の拡大や森林
整備による二酸化炭素
の吸収・固定化を促進する

長野県森林づくり
アクションプラン

地球温暖化の
影響把握と予測を行う

地球温暖化適応策
パッケージ

地球温暖化の影響への
適応策を様々な主体で
進める
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第１章 エネルギー需要を県民の手でマネジメントする
第１節 エネルギーの消費量を減らす
１ エネルギーを効率よく使用し、省エネ型の家庭用機器や産業機器を普及する
【指標】
電気・ガス・石油製品使用量

【家庭省エネ政策パッケージ】
〈家庭のエネルギー消費を効率化・抑制する〉
① 家庭用機器の高効率化
家電など家庭で使われる機器について、購入や買替の機会を捉えての高効率機器の選択・転換
を促進します。
そのため、従来から実施している「家電の省エネラベル掲出制度」
（販売店における省エネラ
ベルの掲出義務）を拡充し、電気使用量の多い現行の３機器（エアコン、冷蔵庫、テレビ）に加
え、電気便座と蛍光灯器具を対象とします。今後も、統一省エネラベルの対象が拡大次第、制度
の対象とする機器を追加します。
② 家庭用機器の効率的使用
県民に対して、夏季・冬季のキャンペーン「さわやか信州省エネ大作戦」などを通じて、省エ
ネ手法に係る情報を広く提供します。
また、県民の求めに応じて、ライフスタイルを診断し、環境に配慮できる手法を助言します。
そのため、広範に家庭の省エネ診断を実施する新たな「家庭の省エネ診断制度」を構築し、実施
します。
これは、実効性の高い省エネ行動の定着を目指すもので、企業や団体が県民との接点機会を活
用して行う診断員による個別の県民に対する助言・診断活動と、市町村等と協力して行う省エネ
講習会を連携させて実施します。県は、省エネ診断を担う統括団体の認定、診断員の研修、診断
ツールの作成等を担います。

図表 4-2 「家庭省エネ政策パッケージ」体系
家庭
省エネ政策パッケージ

家庭のエネルギー消費を
効率化・抑制する

家庭用機器の
高効率化

家庭用の高効率
機器への転換・選択を
促進する

家電の省エネラベル
掲出制度

家庭用機器の
効率的使用

省エネに係る情報を
提供する

家庭の
省エネ診断制度

生活様式を診断し、
助言する
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【事業活動省エネ政策パッケージ】
〈事業活動のエネルギー消費を効率化・抑制する〉
① 大規模事業者の対策促進
一定規模以上の温室効果ガスを排出している大規模事業者（エネルギーの需要サイド）につい
ては、事業者自身によるエネルギー使用状況の把握を確実に促すとともに、効率化と排出抑制を
計画的に進められるようにします。そのなかで、事業活動用の機器の効率的な使用の徹底や、高
効率な機器への転換を促進します。
そのため、従来から実施している「事業活動に係る計画書制度」
（事業者が目標や取組の計画
を作成し、結果を県に報告する制度）を拡充するとともに、現行の「自動車環境計画書制度」を
統合し、事業者対策の柱とします。
拡充の内容は、対象事業者の拡大（県内事業所で合計して 1,500ｋｌ／年以上のエネルギーを
使用している事業者等）
、計画年度の複数年化（現行は単年度）
、交通や物流等の視点の追加、県
による助言・指導・評価・表彰等の実施などです。
エネルギーの供給サイドに関しては、
電気やガス等のエネルギー供給事業者や団体などに対し、
エネルギー供給における低炭素化や再生可能エネルギーの普及・供給拡大に係る取り組みを促す
ため、現行の「再生可能エネルギー計画書制度」を発展させ、エネルギー供給事業者に対する「エ
ネルギー供給に関する計画書制度」を導入します。
② 中小規模事業者の対策促進
一定規模以下の温室効果ガスを排出している中小規模事業者については、意欲的な事業者の取
組が外部から見えるようにし、客観的に評価できるようにします。また、先進的な取組をしてい
る事業者の知見を、中小規模事業者に普及します。
意欲的な中小規模事業者の見える化・評価については、そうした事業者が「排出抑制計画書制
度」へ任意で参加できるようにします。任意参加することで、県による助言・指導・評価・表彰
などを受けられます。
事業者間の知見の普及については、従来から実施している「信州省エネパトロール隊への活動
支援」
「省エネセミナーの開催」
「事例集の作成・頒布」を引き続き実施します。
③ 他の事業者の模範となる先進的なモデルづくり
事業者が温室効果ガスの排出抑制について、一定の基準を満たす意欲的な取組を自主的に行う
ことを促進するため、県と事業者間での「協定制度」を設けます。
これは、省エネルギーやフロン類等の対策、未利用エネルギーの活用等について、意欲的な目
標を設定し、目標達成のための取組を実施する事業者を募集し、県と複数年度の協定を締結する
ものです。事業者は、県に対して取組状況・結果を報告し、県は、事業者に対して支援・優遇措
置を実施します。
④ 事業者間の連携・協力の促進
地球温暖化対策における事業者間の理解や知見の共有、切磋琢磨を促進します。
県は従来から設けられている病院、商業施設、宿泊事業者による「長野県地球温暖化対策病院
協議会」
「長野県地球温暖化対策商業施設協議会」
「長野県地球温暖化対策宿泊施設協議会」の活
性化や組織化を推進し、病院や事業者が取り組む自主的な温暖化対策の推進、宿泊事業者が取り
組むアメニティ軽減につながる取組や環境負荷軽減活動などを支援します。
また、県内の事業者の効果的な対策導入に資するため、得られた優良事例の情報は、差し支え
ない範囲で県から情報提供します。
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図表 4-3 「事業活動省エネ政策パッケージ」体系
事業活動
省エネ政策パッケージ

事業活動のエネルギー
消費を効率化・抑制する

大規模事業者の
対策促進

エネルギー使用状況を
把握し、効率化・抑制を
計画する

事業活動に係る
地球温暖化対策
計画書制度

事業活動用の機器を
効率的に使用する

事業活動用の機器を
高効率化する

意欲的な事業者の
取組を見える化、
評価する

地球温暖化対策
計画書の
任意提出制度

事業者間での知見の
普及を促進する

信州省エネパトロール隊の
支援

他の事業者の模範となる
先進的なモデルづくり

高度な目標を掲げ、
取り組む事業者を
支援する

事業者向け協定制度

事業者間の連携・協力の
促進

事業者間での知見の
普及を促進する

業種・業態別協議会

中小規模事業者の
対策促進

- 41 -

２ 快適な省エネまちづくりを進める
【指標】
エネルギー性能別の新築建築数
交通分担率

【建築物省エネ政策パッケージ】
〈環境エネルギーに配慮された建築物を普及する〉
① 新築建築物の対策促進
建築主が建築物の新築や購入を行う際、建築物のエネルギー性能を客観的に見える化し、建築
物の環境や省エネルギー性能に配慮して選択することを促進します。
高度な環境エネルギーを有
する建築物の普及方策を検討し、導入します。併せて、講習会の開催など建築事業者による環境
エネルギーに関する建築技術の向上を支援します。
建築主の選択促進に関しては、従来から実施している「建築物環境配慮計画書制度」を大幅に
拡充し、建築物における「環境エネルギー性能評価制度」を実施します。拡充の主な内容は、建
築事業者が建築主に建築物の環境エネルギー性能の説明をすること、
中規模以上の建築物につい
て建築主が環境エネルギー性能を建築物に掲示すること、
大規模建築物における建築物環境エネ
ルギー計画の県への届出を進めます。
県有施設に関しては、
県有財産のファシリティマネジメントにおける県有施設の省エネルギー
改修等に係る協議制度において、環境エネルギー性能に配慮した新築を促進するほか、県の協議
制度の仕組みや経験を市町村などに対しても発信していきます。
高度な環境エネルギー性能を有する建築物の普及については、ふるさと信州・環の住まい認定
制度の活用や、環境エネルギー性能の高い住宅、建築物の設計、技術、機能等を評価する仕組み
など、新たな知見を取り入れた施策を検討、導入していきます。
建築技術の向上促進については、県と主要な県内関係団体によって組織している「長野県住ま
いづくり推進協議会」
と連携し、
技術講習会の開催や評価ツールの普及などを実施するとともに、
国の 2020（平成 32）年度まで段階的に建築物の断熱性能を規制する方針（
「低炭素社会に向け
た住まいと住まい方」の推進方策について中間とりまとめ）に着実に対応できるよう取り組みま
す。
② 既築建築物の対策促進
所有者による既存の建築物の断熱性能向上の取組を促進します。
とりわけ既存住宅の断熱改修
を促進します。
ビルなどの事業用の建築物については、
「事業活動に係る計画書制度」を通じて対策を促しま
す。
県有施設に関しては、
県有財産のファシリティマネジメントにおける県有施設の省エネルギー
改修等に係る協議制度において、環境エネルギー性能に配慮した改築を促進するほか、県の協議
制度の仕組みや経験を市町村などに対しても発信していきます。
既存住宅については、
リフォーム助成制度等の活用や環境エネルギー性能の診断の仕組みなど、
環境エネルギー性能を高める改修を誘導できるよう、新たな知見を取り入れた施策を検討、導入
していきます。
「長野県住まいづくり推進協議会」との連携により、建築事業者の住宅リフォー
ム技術の向上への取組も支援します。

- 42 -

図表 4-4 「建築物省エネ政策パッケージ」体系

建築物
省エネ政策パッケージ

環境エネルギーに
配慮された建築物を
普及する

新築建築物の
対策促進

国による省エネ建築
規制を前提とする

既築建築物の
対策促進

環境エネルギーに
配慮された建築物の
選択を促進する

建築物に係る
環境エネルギー性能
評価制度

高度に配慮された
建築物の普及を
促進する

ふるさと信州・環の
住まい認定制度

建築事業者の
技術向上を促進する

長野県住まいづくり
推進協議会

既存住宅の断熱
改修を促進する

リフォーム助成制度等

【交通・まちづくり省エネ政策パッケージ】
〈環境エネルギーに配慮されたまちづくりを進める〉
① 環境負荷の低い交通・運輸への転換
環境エネルギーに配慮されたまちづくりにおいては、ＣＯ２排出割合が高い運輸、特に交通に
関する取組が重要であり、公共交通の維持・活性化、自動車から公共交通利用への転換促進、物
流の効率化の促進は、交通政策と環境エネルギー政策の両面から重要になります。したがって、
個別の施策レベルのみならず、交通政策全般で連携を図ります。
交通政策と環境の連携については、長野県の交通のあり方を示す「新たな総合交通ビジョン」
において、環境エネルギー政策の視点を盛り込みます。
公共交通の維持・活性化については、市町村が中心となり取り組んでいる地域協議会などにお
いて、地域の実情に応じた効果的な方策の検討を支援するなど、住民の生活に欠かせない地域公
共交通の確保維持を促進していきます。
自動車から公共交通利用への転換については、
事業所への通勤や商業施設等の来客の交通につ
いて、事業者が自主的に転換を促進するよう「通勤・来客交通計画書制度」を設け、「事業活動
に係る計画書制度」と一体で運用します。また、公共交通利用促進の取組として、従前から実施
している「バス・電車ふれあいデー」を継続して実施します。
物流の効率化については、事業者が自主的かつ関係事業者と連携して効率化を促進するよう
「物流計画書制度」を設け、
「事業活動に係る計画書制度」と一体で運用します。
② 自動車使用に伴う環境負荷の低減
長野県の地理的特性により今後も自動車の使用が続くと考えられることから、自動車使用に伴
う環境負荷の低減は重要です。そこで、環境負荷の低い自動車への転換や普及を促進します。運
転時の環境負荷を無理なく低減していくことも促進します。
環境負荷の低い自動車の普及については、従来から実施している「自動車環境情報提供制度」
（販売者に購入者への自動車の環境性能の説明を義務付け）について、販売事業者による環境マ
イスター認定の取組との連携を強化し、実効性を高めます。また、県と関係団体、事業者で構成
する「長野県温暖化対策次世代自動車推進協議会」を通じて、効果的な方策を検討・推進すると
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ともに、電気自動車の普及に資する環境の整備を進めます。
運転時の環境負荷の低減については、
「アイドリング・ストップ実施周知制度」
（駐車場へのア
イドリング・ストップ呼びかけ掲示の義務付け）を引き続き実施します。
③ 環境負荷の低いまちづくり・面的対策の推進
環境エネルギーに配慮されたまちづくりを計画的に進める観点から、
都市計画政策と環境エネ
ルギー政策の連携を図ります。大規模な開発に際しては、排熱や上下水の熱など、未利用エネル
ギーの面的な有効活用を促進します。
まちづくりの主体である市町村による環境まちづくりを促
進します。
都市計画と環境政策の連携については、県全体の「長野県都市計画ビジョン」
、広域単位の「圏
域マスタープラン」
、都市計画区域単位の「区域マスタープラン」の改定時を捉え、低炭素都市
づくりの視点を盛り込むよう努めます。
未利用エネルギーの活用については、大規模な建築（床面積 10,000 平方メートル以上の建築
物の新築等）に関して「未利用エネルギー活用検討制度」を設け、建築物における「自然エネル
ギー導入検討制度」と一体で運用します。
市町村の環境エネルギーに配慮されたまちづくりの促進については、県と市町村で構成する
「自然エネルギー・地球温暖化対策推進研究会」
（以下「市町村研究会」という。
）を通じて、
「都
市の低炭素化の促進に関する法律」
における低炭素まちづくり計画の策定に必要な情報や専門的
な知見を提供します。
長野県においては地理的特性から広域単位で都市機能等の集積や土地利用の在り方及び交通
体系を検討していくことが必要であることから、圏域レベルでの都市計画、交通政策及び環境エ
ネルギー政策が連携して施策を講じていく手法の研究についても検討します。

図表 4-5 「交通・まちづくり省エネ政策パッケージ」体系
交通・まちづくり
省エネ政策パッケージ

環境エネルギーに
配慮された
まちづくりを進める

環境負荷の低い
交通・運輸への転換

自動車使用に伴う
環境負荷の低減

交通政策と環境政策の
連携を図る

新たな総合交通ビジョン

公共交通を
維持・活性化する

長野県公共交通
活性化協議会

地域間幹線バス
路線補助

自動車から公共交通
利用への
転換を促進する

通勤・来客交通
計画書制度

公共交通割引

（事業活動計画書制度と一体）

環境負荷の低い
自動車を普及する

自動車環境情報
提供制度

運転時の環境負荷
低減を促進する

アイドリング・ストップ
実施周知制度

物流の効率化を促進する

環境負荷の低い
まちづくり・面的対策の
促進

都市計画と環境政策の
連携を図る

未利用エネルギーの
面的活用を促進する

市町村の
環境まちづくりを
支援する
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物流計画書制度
（事業活動計画書制度と一体）

長野県都市計画ビジョン

未利用エネ活用
検討制度
（自然エネ導入検討制度と一体）

自然エネルギー・
地球温暖化対策
推進研究会

長野県温暖化対策
次世代自動車
推進協議会

電気自動車の
普及環境整備事業

第２節 エネルギーを特性に応じて適切に使う
１ 熱は熱で賄う
【指標】
自然エネルギー熱導入量

【自然エネルギー政策パッケージ】
〈グリーン熱〉
電気以外のエネルギーでも賄うことのできる熱利用（暖房や給湯、煮炊きなど）について、そ
の利用を電気で行うことは、電気の発電効率（電気の生産効率）41.27％（2009 年度・全国）か
ら見て、エネルギー全体での利用効率が高くありません。
熱利用における自然エネルギーの活用は、発電よりも比較的簡易かつ安価な機器で可能である
ため、エネルギー効率や費用対効果の観点からも有効です。
そこで、長野県では自然エネルギーによる熱を「グリーン熱」として、普及を促進します。
（施
策体系については、第２章第２節を参照してください）

２ エネルギーを利用する時間帯が過度に集中することを避ける
【指標】
最大電力需要

【電力需要抑制対策】
〈エネルギー利用の分散化を促進する〉
① エネルギー需給情報の把握
環境エネルギー政策の推進や県民の取組の基礎とするために、正確なエネルギーの需給情報を
把握し、県民に提供することが必要です。
そのため、従来から実施している「再生可能エネルギー計画書制度」を拡充して「エネルギー
供給に係る計画書制度」へ発展させ、エネルギー供給事業者がエネルギー県内へのエネルギー供
給の実績を報告、公表することを促進します。
② 使用時間帯等の集中回避（シフト・チェンジ）
エネルギー需要が高まる夏季及び冬季を中心に、需要の時間帯が過度に集中しないよう、エネ
ルギーを利用する行動の時間帯をずらす（シフト）を促すとともに、エネルギー効率の良い機器
への買い替えや電気以外のエネルギー源の活用など（チェンジ）を進めるなど、事業者及び家庭
での需要を分散・抑制する行動を促進します。そのため、効果的な需要の分散・抑制を促しつつ、
無理な行動によって事業活動や生活に支障が生じないよう、
適切な情報提供と行動の呼びかけに
よる夏季・冬季のキャンペーン「さわやか信州省エネ大作戦」を引き続き実施します。
効果的な手法やエネルギーの特性に係る情報については、事業者に対しては「事業活動に係る
計画書制度」や「信州省エネパトロール隊への活動支援」
「省エネセミナーの開催」
「事例集の作
成・頒布」
「事業者協議会」を通じて、家庭に対しては「家庭の省エネ診断制度」を通じて普及
を進めます。
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図表 4-6 「電力需要抑制対策」体系

電力需要抑制対策

エネルギー利用の
分散化を促進する

エネルギー需給情報の
把握

エネルギー供給事業者
から情報提供を受ける

エネルギー供給事業
に係る地球温暖化
対策計画書制度

使用時間帯等
集中回避
（シフト・チェンジ）

事業者・家庭での
行動を促進する

さわやか信州
省エネ大作戦
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第２章 再生可能エネルギーの利用と供給を拡大する
第１節 再生可能なエネルギーによる発電を拡大する
１ 自然エネルギー発電設備の設置を拡大する
【指標】
自然エネルギー発電設備容量

【自然エネルギー政策パッケージ】
本政策パッケージの各施策は、再生可能エネルギー促進法（固定価格買取制度）の積極的な活用
と、非売電分のグリーンエネルギー証書化の推進を基本方針としています。
〈自然エネルギー普及の地域主導の基盤を整える〉
① 自然エネルギーの情報を広範な県民間で共有する体制
自然エネルギー資源の活用について、県民のなかから主体的な担い手が多く生まれるよう、基
礎となる情報や知見を県民、各地域で共有する場の設置や運営を促進します。2011（平成 23）
年度に県や事業者、ＮＰＯ、専門家等で結成された「自然エネルギー信州ネット」と連携し、自
然エネルギーに係る情報や知見を県民、各地域で共有する場づくりを提供します。また、より県
民に身近な場として、自然エネルギーに係る地域協議会の設置や活動を促進・支援し、地域の事
業者や行政、住民等の情報共有や事業化に向けた連携の場づくりを進めます。市町村との連携に
ついては、全市町村担当者に呼びかけて開催する市町村研究会の活用により行います。
自然エネルギー事業の基礎となる事項やデータ等については、長野県内の自然エネルギーポテ
ンシャル情報の提供の他、地域主導型の自然エネルギーの事業化に向けた手引き等の検討、整備
を行い、専門的な情報についての公表・提供を進めます。
② 自然エネルギー事業の知見を生み、改良し、普及する仕組み
県民の間で自然エネルギー事業に関する知見を広げていくために、
自然エネルギー信州ネット
や自然エネルギーに係る地域協議会などにおける自然エネルギー事業に関する人材育成や専門
家派遣等の中間支援機能の発展を支援します。
自然エネルギー事業の起業・事業化に対しては、地域主導型のビジネスモデルの開発や普及を
支援します。その際には、
自然エネルギー信州ネットや自然エネルギーに係る地域協議会と連携、
協働しながら進めていきます。先駆的なビジネスモデルの開発にあたっては、総合特区制度（規
制緩和・支援措置等をセットにした特区制度）等の国の制度も活用して、県内の関係団体や金融
機関などとの連携で進めていきます。 その他、新しい分野における自然エネルギーの事業化に
関して、地域金融機関からの融資や市民出資など多様な資金調達（ファイナンス）手法の構築を
含め、産官学民でともに取り組むモデル事業を推進します。また、自然エネルギーの起業・事業
化に際して資金調達を支援する中小企業向け融資制度の検討、活用するほか、地域主導型の自然
エネルギーの事業化を推進するため、県有施設の提供を積極的に進めていきます。
関連事業については、
「長野県ものづくり産業振興戦略プラン」などに基づき長野県の地域特
性に応じた費用対効果の高い自然エネルギー供給設備や関連機器等の開発を支援するとともに、
「Made in 信州」による自然エネルギーの事業化を進めるため、県内事業者によるサプライチェ
ーンの構築を促進します。
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③ 自然エネルギー事業の経験を促進し、リスクを軽減する取組
自然エネルギー普及の最大の壁が経験とノウハウの不足にあることから、
「１村１自然エネル
ギープロジェクト」の登録を通じて、ある程度の経験蓄積が進んでいる地域から、経験がほとん
どない地域に対してまで、地域のニーズにあった支援を行います。事業化支援や地域活性化の観
点からの自然エネルギーの活用支援、
災害に強い環境エネルギーに配慮したまちづくり支援など
により、
プロジェクトを支援するとともに、
取組間の経験交流、ネットワーク化の支援等を通じ、
地域での自然エネルギー事業の経験蓄積を支援します。
各種の規制が事業のリスクになっている面もあることから、現場の声を反映して、国に対して
政策及び規制改革を積極的に提言します。市町村や自然エネルギー信州ネット、地域協議会など
を通じて現場での支障事例や政策提案を適宜集約し、
国への要望や知事会等での提案に活かしま
す。特に、自然エネルギーの推進に積極的な道府県で構成する「自然エネルギー協議会」を国や
事業者への提案を行う場として活用します。
さらに、
供給サイドからの自然エネルギーの普及に係る環境整備が必要不可欠であることから、
「エネルギー供給に係る計画書制度」を通じて、エネルギー供給事業者が自然エネルギーの普
及・供給拡大のための取組を計画的に推進できるようにします。
〈自然エネルギー種別ごとの促進策を講じる〉
① 太陽光発電
太陽光発電については、固定価格買取制度を活用して、未利用地や建築物の屋根を活用したメ
ガソーラー事業や住宅における太陽光発電の導入を促進します。
太陽光発電を設置できる場所（資源）は、主に屋根と未利用地に分かれます。
(1) 屋根
新築建築物の屋根については、建築物における「自然エネルギー導入検討制度」により普及
を進めます。これは、建築事業者が住宅や建築物の建築主へ自然エネルギーの導入可能性を説
明すること、
一定規模以上の建築物について建築主が自然エネルギー設備の情報を掲示したり、
県に届けたりする制度です。
設備導入に必要な多大な初期投資が導入の最大の障害になっていることから、既築の住宅や
建築物については、屋根貸しモデルや初期投資ゼロで自ら導入するビジネスモデル（以下、
「初
期投資軽減モデル」という。
）を確立するとともに、地域主導の事業体による事業の展開を支
援します。県有施設については、積載荷重に問題のない県有施設の屋根貸しも積極的に進めて
いきます。
(2) 未利用地
未利用地については、市町村・所有者と、事業者との間で相互のニーズをマッチングさせる
情報ルートがほとんどなく、
事業の壁になっていることから土地の転用などに困難のない一般
的な未利用地について、市町村・土地所有者と、事業者との間をつなぐ「メガソーラーマッチ
ング窓口」によって、普及を進めます。耕作放棄地については、農業振興との両立を図りなが
ら進めるため、農山漁村再生可能エネルギー促進法（案）による計画や換地、規制変更手続の
仕組みを活用して、普及を進めます。
② 小水力発電
小水力発電については、事業を行う地域主導の事業主体を立ち上げていくこと、水利権を円滑
に取得し、費用対効果の高い設備を導入していくことが必要です。地域には小水力発電の専門的
な知見が十分でないことから、企業局で設ける「中小規模水力発電技術支援チーム」や民間の関
係団体と連携しながら、中間支援の仕組みを検討し、実践します。規制については、水利権など
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小水力発電推進に関する必要な改革を国に求めていきます。
小水力発電を設置できる場所（資源）は、主に河川と非河川に分かれます。
(1) 河川
一般河川については、大規模水力発電と同様に、数千ｋＷ級の小水力発電の新規建設は取水
などや環境への影響から合意が得られにくくなってきています。そこで、河川への影響が少な
い規模での小水力発電の普及を中心に推進します。
砂防堰堤については、土砂災害対策に影響を及ぼさず、河川への影響も少ないものについて
は小水力発電の普及を推進します。
既存ダムの放流水については、新たな環境負荷を与えない未利用落差であることから、小水
力発電での活用を推進します。
(2) 非河川
農業用水路については、
既存の土地改良施設を有効利用した小水力発電のモデル地区を立ち
上げ、その建設から運営の過程で明らかとなる課題を検証します。モデル地区で得られた検証
結果を、今後、導入を予定している地区にフィードバックすることにより、農業・農村におけ
る小水力発電の普及を推進します。
上下水道については、有効落差を利用した小水力発電の適地を市町村と連携して検討し、普
及を推進します。
③ バイオマス発電
バイオマス発電で用いる燃料（資源）は、主に木質バイオマスと非木質バイオマスに分かれま
す。
(1) 木質バイオマス
主に木質資源のうち、
建築に利用しない低質材を資源として用いる専業木質バイオマス発電
所については、燃料となる木材の安定供給が最大の課題であり、木材のカスケード（多段階）
利用と併せて供給側（山側）の体制を構築します。
主に製材端材を資源として用いる製材所併設発電所については、
燃料の調達が比較的容易な
ことから導入可能な箇所から導入を推進していきます。
発電で発生する余熱を有効に利用し、熱電併給の事業モデルを構築します。
(2) 非木質バイオマス
下水処理場については、
下水道処理人口普及率の向上に伴い安定的に発生する下水汚泥の有
効活用を図るため、バイオマス燃料への変換利用が有効とされています。
燃料化にあたっては、消化ガス（メタンガス）の生成や炭化燃料の製造などにより、資源と
して利用価値の高い下水汚泥のエネルギー利用を推進していきます。
畜産・食品廃棄物については、
水分量が多くこれまであまり利用が進んでいませんでしたが、
微生物の嫌気性発酵によるメタンガスを利用するなど発電と温熱利用を推進していきます。
④ その他
(1) 地熱発電
地熱発電については、
風致又は景観に及ぼす影響の予測や影響を軽減するための措置を実施
するなど、自然公園などの風致景観や生物多様性に対する影響に配慮しつつ普及を進めます。
本県は温泉が多く存在する地域であるため、温泉利用との共存を図りつつ、地域とのコンセン
サスを得ながら開発する温泉発電の普及を推進します。
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(2) 風力発電
風力発電については、
風致又は景観に及ぼす影響の予測や影響を軽減するための措置を実施
するなど、自然環境や景観等に配慮しつつ、適地に普及を推進します。特に、水源のかん養や
山地災害の防止等のため森林機能の保全が特に必要な地域、鳥の風車への衝突事故（バードス
トライク）をはじめ自然環境、生態系に少なからず影響を及ぼすおそれのある地域、希少野生
動植物の生息、生育に影響を及ぼすおそれがある地域、風力発電施設（関連施設を含む）の建
設により景観に少なからず影響を及ぼす稜線の地域では、慎重に検討します。
図表 4-7 「自然エネルギー政策パッケージ」体系

自然エネルギー
政策パッケージ

自然エネルギー
普及の
地域主導の
基盤を整える

自然エネルギーの
情報を広範な県民間
で共有する体制

自然エネルギー
事業の知見を生み、
改良し、普及する
仕組み
国の固定価格
買取制度の
積極的な活用を
前提とする

自然エネルギー
事業の経験を促進し、
リスクを軽減する取組

非売電分の
グリーン
エネルギー
証書化推進を
前提とする

太陽光発電

地域住民との
情報共有の場をつくる

自然エネルギー信州ネットとの
連携

地域協議会との連携

制度、技術、事業等に係る
情報を整備、提供する

自然エネルギー・
地球温暖化対策推進研究会

調査・研究成果の
広範な提供

人材育成、専門家派遣を担う
中間組織を支援する

自然エネルギー信州ネット等の
中間組織化支援

県民による起業・事業化を
支援する

自然エネルギー信州ネットを
通じたビジネスモデル普及支援

産官学民によるモデル事業を
推進する

総合特区によるモデル事業

県内事業者によるサプライ
チェーン構築を促進する

自然エネルギー信州ネットを
通じた構築支援

地域での経験蓄積を支援する

事業化に向けた支援施策
１村１自然エネルギー
プロジェクトの登録
中小企業向け制度融資

地域の活性化に向けた自然
エネルギー活用支援施策

現場とともに
政策・規制改革を提言する

自然エネルギー信州ネットや市
町村の政策調査活動との連携

自然エネルギー協議会を通じた
政策提言活動

エネルギー供給側からの
普及環境の整備を促進する

エネルギー供給事業に係る
地球温暖化対策計画書制度

屋根

自然エネルギー
種別ごとの
促進策を講じる

未利用地

小水力発電

バイオマス発電

河川

自然エネルギー導入検討制度
屋根貸しモデルの確立
（県有施設活用プロジェクト）

既存の住宅

初期投資軽減モデルの確立
（信州ネット部会との協働）

未利用地

メガソーラーマッチングの推進

耕作放棄地

農山漁村再エネ電気法（案）の
市町村による活用を支援

一般河川

導入可能箇所の調査・検討

砂防堰堤

導入可能箇所の調査・検討

既存ダムの放流水

導入可能箇所の調査・検討

農業用水路

土地改良施設エネルギー
活用モデル事業

上下水道

導入可能箇所の調査・検討

木質バイオマス

発電所・熱電併給所

県産材供給体制整備事業

安定的な燃料供給確保

総合的な林業再生事業
（造林・再生対策・高性能林業機械）

太陽熱

木質バイオマス熱

その他

新築建築物
既存の公共施設・事業所

非河川

非木質バイオマス

グリーン熱

環境エネルギーに配慮した災害
に強いまちづくりへの支援施策

下水処理場

導入可能箇所の調査・検討

畜産・食品廃棄物

導入可能箇所の調査・検討

新築建築物

自然エネルギー導入検討制度

既築建築物

初期投資軽減モデルの確立

新築建築物

自然エネルギー導入検討制度

森林資源活用による産業創造
モデルプロジェクト

既築建築物

初期投資軽減モデルの確立

普及環境の整備

森のエネルギー総合推進事業

長野県カーボン
オフセットシステム

安定的な燃料供給

薪・バイオマス燃料の
流通システムの構築

総合的な林業再生事業
（造林・再生対策・高性能林業機械）

面的な利用

森林資源活用による産業創造
モデルプロジェクト

県産材供給体制整備事業

地中熱

新築建築物

自然エネルギー導入検討制度

温泉熱

温泉地

情報提供

雪氷熱

雪室

情報提供

地熱発電

情報提供

風力発電

適切な場所・手法の検討

バイオ燃料

情報提供
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影響想定マップ・ガイドラインの
提供・検討

２ 既存の一般水力発電設備を維持・有効利用する
【指標】
長野県公営電気事業における発電設備容量

【長野県公営電気事業】
〈県にとって望ましい形態での電気事業によって能力を発揮する〉
① 効果的な電気事業の展開
国のエネルギー政策の全面的な見直しの中で、
発電と送電の分離などの電気事業に関する制度
改革の結果によっては、
一般水力発電による県の公営電気事業の役割が再び重要なものになる可
能性があります。そこで、国の制度改革を注視しつつ、長野県にとって望ましい電気事業のあり
方を積極的に検討します。
② 企業局ノウハウの自然エネルギー普及への活用
公営電気事業を通じて積み重ねてきた知見と経験は、
自然エネルギー事業の県内への普及にあ
たり、それを支援するため活用できると考えられます。そこで、企業局に「中小規模水力発電技
術支援チーム」を設け、市町村や事業者、ＮＰＯなど、県内で小水力発電事業に取り組む主体事
業に対し、専門的な助言による支援を実施します。

図表 4-8 「長野県公営電気事業」体系

長野県公営電気事業

県にとって望ましい形態
での電気事業によって
能力を発揮する

効果的な電気事業の
展開

電気事業の
あり方検討

企業局のノウハウを
自然エネルギー普及
への活用

中小規模水力発電
技術支援
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第２節 再生可能な熱・燃料を拡大する
１ 自然エネルギー熱供給設備の設置を増やす
【指標】
自然エネルギー熱導入量

【自然エネルギー政策パッケージ】
〈グリーン熱〉
① 太陽熱
新築建築物の屋根については、建築物における「自然エネルギー導入検討制度」により普及を
進めます。発電設備に優先して、熱利用について検討するように指針で定めます。
既築建築物の屋根については、
リース方式や直接熱供給事業等の初期投資軽減モデルを検討し、
普及を進めます。
② 木質バイオマス熱
新築建築物については、建築物における「自然エネルギー導入検討制度」により普及を進めま
す。
既築建築物については、リース方式等の初期投資軽減モデルを検討し、ペレットストーブや薪
ストーブなどの普及を進めます。
安定的な燃料供給確保については、薪の宅配システム・木質ペレットの販売網の拡大を推進し
ます。
面的な利用については、地域の森林整備や林業生産活動と密接に関係することから、地域の利
用者と供給者が連携し、
地域の木質バイオマス資源を地域で活用する地域資源循環システムの構
築を推進します。
③ 地中熱／地下熱
既築の建築物への設備設置は工事とコストの両面から見て困難であることから、地中熱／地下
熱については、
「自然エネルギー導入検討制度」により新築建築物を中心に普及を進めます。
④ 温泉熱
温泉地については、低・中温域（数 10〜百数 10℃）の温泉熱の利用が可能で、特に低温域（25
〜35℃）の排湯熱などは、ヒートポンプを活用した温泉熱利用システムの構築を推進します。
リース方式や場所貸し、熱供給事業などの初期投資軽減モデルも検討し、普及を進めます。
⑤ 雪氷熱
豪雪地では、
雪や氷の持つ冷熱を雪氷熱エネルギーとして冷蔵や冷房への活用が可能ですので、
冷熱で野菜などを保存する雪室・氷室や冷熱を室内に循環させる冷房システムなど、雪氷熱利用
システムの普及を推進します。
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２ 電気自動車など次世代自動車の普及と非化石燃料への利用転換を進める
【指標】
低公害車保有車両数

【交通・まちづくり省エネ政策パッケージ】
〈次世代自動車の普及〉
長野県では、化石燃料に直接的な依存をしていない自動車や依存の度合が低い環境に配慮した次
世代自動車について普及を進めます。

【自然エネルギー政策パッケージ】
〈バイオ燃料〉
廃食用油や菜種油等から生産されるバイオディーゼル燃料（BDF）などのバイオ燃料について、
関係法令等の規制や食料作物と競合等に配慮した適正な利活用を念頭に、利用を推進します。
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第３章 総合的な地球温暖化対策を推進する
第１節 地球温暖化を抑制する
１ 廃棄物の発生抑制、再使用、リサイクルを進め、フロン類等の大気中への漏出を防
止する
【指標】
廃棄物部門排出量
フロン回収量

【長野県廃棄物処理計画】
〈循環型社会の形成を推進する〉
県が 2011（平成 23）年２月に策定した「長野県廃棄物処理計画（第三期）」に基づき、３R
（Reduce/Reuse/Recycle）の推進による焼却量の抑制、燃やさざるを得ない廃棄物の焼却処分にお
ける熱回収・利用の推進により温室効果ガスの排出を抑制します。
① 廃棄物の排出抑制の推進
レジ袋削減から生活全般への３R の拡大、食べ残しを減らす取組、一般廃棄物処理の有料化制
度の推進、排出事業者の自主的な排出抑制の取組支援、環境マネジメントシステムの導入推奨に
より、廃棄物の排出抑制を推進します。
② 再使用の推進
リユースの優等生であるリターナブル容器の使用、学校給食におけるびん牛乳の利用、インク
カートリッジのリユース、県民・事業者が取り組むリユースにより、再使用を推進します。
③ リサイクルの推進
各種リサイクル法令の円滑な推進、容器包装廃棄物・家電・食品廃棄物・建設系廃棄物・使用
済み自動車・パソコン・小型充電式電池のリサイクル、安心して使えるリサイクル製品の普及、
市町村が取り組む一般廃棄物のリサイクル、県民・事業者が取り組むリサイクルにより、リサイ
クルを推進します。

図表 4-9 「長野県廃棄物処理計画」体系

長野県廃棄物処理計画

循環型社会の形成を
推進する

廃棄物の排出抑制の
推進

再使用の推進

リサイクルの推進
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総合的な３Ｒ対策の
推進

【フロン類等対策】
〈フロン類等の漏出防止と回収破壊を促進する〉
① ノンフロン製品等の普及の促進
既にノンフロン製品などが実用化している業務用冷凍・冷蔵機器分野、ダストブロワー、断熱
材などにおいては、普及を促進するための対策を促します。そのため、事業者との「協定制度」
においてフロン類等を対象とし、意欲的な事業者の取組を支援します。
② 事業活動におけるフロン類等の漏出防止
事業者が使用するフロン類等の管理を一層促進します。
意欲的な事業者による特別な漏出防止
等の取組を支援する仕組みも設けます。
ＣＯＰ17 で対象となった三ふっ化窒素（NF３）と一部の HFCS 及び PFCS については、国で定
める温室効果ガスの対象となった場合に、県の温室効果ガスの対象に含めるとともに、事業活動
に係る計画書制度の中で、事業者に使用量の報告を求めます。
フロン類等の管理促進については、
「事業活動に係る計画書制度」においてガス別の管理を行
うようにするとともに、指針において管理手法や漏出防止策を示し、対策を促します。
意欲的な事業者の取組を、事業者との「協定制度」においてフロン類等を対象とすることを通
じて支援します。また、国の動向を注視しつつ、効果的な実態把握の手法を検討します。
③ フロン類等の確実な破壊
フロン回収・破壊法の適正執行によって、フロン類等の確実な破壊を促進します。

図表 4-10 「フロン類等対策」体系

フロン類等対策

フロン類等の漏出
防止と回収破壊を
促進する

ノンフロン製品等の
普及の促進

ノンフロンの事業用機器の
導入を促進する

事業者向け協定制度

事業活動における
フロン類等の漏出防止

使用するフロン類等の
管理を促進する

事業活動に係る
地球温暖化対策
計画書制度

特別な漏出防止等の
取組を促進する

事業者向け協定制度

フロン回収・破壊法を
適正に執行する

フロン回収・破壊法の
執行

フロン類等の
確実な破壊

２ 木材利用の拡大や森林整備による二酸化炭素の吸収・固定化を促進する
【指標】
長野県森林づくりアクションプランにおける「民有林の間伐面積」
「用途別素材生産量」
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【長野県森林づくりアクションプラン】
〈森林の公益的機能の発揮と木材利用を推進する〉
県が 2011（平成 23）年７月に策定した「長野県森林づくりアクションプラン」に基づき、計画
的な間伐の推進、県産材需要の拡大を推進し、二酸化炭素の吸収・固定を促進します。
① 森林づくりによる温室効果ガスの吸収拡大
二酸化炭素の吸収源としての機能が十分に発揮されるよう、「長野県森林づくり県民税」など
を活用し、計画的な間伐を推進します。
② 県産材利用による温室効果ガスの固定化拡大
木造住宅や公共建築物等への県産材利用を基本とし、
土木用材や家具などの様々な用途での需
要拡大を推進します。カーボンオフセットの証書化も推進します。

図表 4-11 「長野県森林づくりアクションプラン」体系

長野県森林づくり
アクションプラン

森林の公益的機能の
発揮と木材利用を
推進する

森林づくりによる
温室効果ガスの
吸収拡大

計画的な間伐を
推進する

信州の森林づくり事業

県産材利用による
温室効果ガスの
固定化拡大

様々な用途での
県産材需要を
拡大する

県産材利用指針

証書化を推進する

長野県産材ＣＯ２固定量
認証制度
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長野県木質バイオマス
カーボンオフセット制度

第２節 地球温暖化に適応する
１ 地球温暖化の影響把握と予測を行う
【指標】
「気候変動モニタリング（観測）体制」参加機関・団体・個人数

２ 地球温暖化の影響への適応策を様々な主体で進める
【指標】
「信州・気候変動適応プラットフォーム」参加機関・団体数

【地球温暖化適応策パッケージ】
〈地球温暖化の影響による県内への被害を抑制する〉
① 地球温暖化の影響を把握し、予測する
地球温暖化の県内への影響を測るためのデータは、県内の様々な機関や団体、個人において
別々に収集されているため、それらの様々な情報やデータを収集・統合します。
そのため、長野県環境保全研究所を中心に、国や県、市町村の関係機関、県内に所在する研究
機関、大学、団体、専門家で構成する「気候変動モニタリング（観測）体制」を構築し、有益な
データを観測している機関等の間で、観測データの共有や融通を可能にし、恒常的な観測・研究
体制の構築を目指します。
② 地球温暖化の影響への適応策を進める
地球温暖化への適応を進めるための技術や手法は、県内の様々な機関において別々に研究・開
発が進められているため、
それらの機関の間で地球温暖化の影響に関する情報と認識の共有を進
めるとともに、適応の手法、技術、政策を分野連携で検討・推進します。
そのため、長野県環境保全研究所を中心に、国や県、市町村の関係機関、県内に所在する研究
機関、団体、大学等で構成する「信州・気候変動適応プラットフォーム」を、相互の情報交換、
情報共有を促進し、ネットワークの強化を図り、科学的情報に基づく長野県の地球温暖化対策の
ための施策の推進に寄与することを目的として構築します。これにより、防災対策の一層の推進、
農業分野での新たな品種の開発や工業分野での新技術の開発などが期待できます。

図表 4-12 「地球温暖化適応策パッケージ」体系
地球温暖化適応策
パッケージ

地球温暖化の
影響による県内への
被害を抑制する

地球温暖化の影響を
把握し、予測する

県内の様々な情報や
データを収集・統合する

気候変動
モニタリング（観測）
体制の構築

地球温暖化の
影響への適応策を
進める

適応の手法、技術、
政策を分野連携で
検討・推進する

信州・気候変動適応
プラットフォーム
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第５部 実行
本計画は、行政庁としての長野県の行政計画であると同時に、県内で地球温暖化対策等に取り組む
各主体の取り組みに対して方向性を示し、相互の連携・協働を推進するための計画でもあります。本
計画を実行し、基本目標を実現するためには、広範な県民の参加と取組が不可欠です。
そこで、県の実行体制を示すとともに、地球温暖化対策等に中心的に取り組む主体の役割、様々な
県民に期待される役割、並びに各地域に期待される方向性を示します。

第１章 関係主体の役割
第１節 国の役割
国には、次の役割が期待されます。県には、国に対して、様々な機会を捉えて要望を行ったり、
政策を提案したりすることが求められます。
環境先進国として地球温暖化対策等における国際合意の牽引
地球温暖化に関する影響予測や知見、対策技術等の研究及び開発の推進
国全体及び地域において温室効果ガス排出やエネルギー消費実態、削減余地、費用対効果など
を的確に把握するための統計情報の整備と提供
極めて多量の温室効果ガスを排出している事業所や大規模なエネルギー供給事業者等、
全国で
の展開が効果的な分野における実効性高い施策の実施
環境に係るコストを原因者が負担するための施策や税制の実施
自然エネルギー普及を促進するための施策や制度改革、環境整備の実施
地域における実効性のある取組に対する支援の実施

第２節 県の役割
県には、次の役割が期待されます。県民に対して、情報を公開し、説明責任を果たしながら役割
を果たすことが求められます。
環境先進県を目指す志と不断の努力
国内外の先進地域との交流と政策の研究
地球温暖化対策等の率先実行による県民への模範の提示
国等の情報を活用した県内の温室効果ガス排出等の的確な把握と情報提供
市町村や県民、事業者等の取組を促進するための情報提供や環境教育の推進
大規模な事業所や建築物、交通等、広域での展開が効果的な分野における実効性高い施策の実
施
家庭や自然エネルギー等における市町村や県民、事業者等の取組に対する支援の実施
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第３節 市町村の役割
市町村には、次の役割が期待されます。県には、市町村と密接に連携し、様々な機会を捉えて情
報や意見を交換したり、政策を共に研究したりすることが求められます。
環境に配慮した地域づくりを進めるための方針の提示
国内外の先進地域との交流と政策の研究
地球温暖化対策等の率先実行による住民への模範の提示
住民や事業者等の取組を促進するための情報提供や環境教育の推進
家庭や小規模な事業所、まちづくり等、地域での展開が効果的な分野における実効性高い施策
の実施
自然エネルギー事業における住民や事業者との協働の推進

第４節 関係団体の役割
１ 長野県地球温暖化防止活動推進センター
長野県地球温暖化防止活動推進センター（以下「県センター」という。
）には、国や県、市町村と
協力しつつ、県内での地球温暖化対策等の取組を支援する役割が求められています。とりわけ、地
球温暖化防止活動推進員や事業者、民間団体等と協力して、効果的な情報提供や専門的な助言をす
ることが期待されています。

２ 地球温暖化防止活動推進員
地球温暖化防止活動推進員には、国や県、市町村、県センターと協力しつつ、県内での地球温暖
化対策等の取組に参加する役割が期待されています。とりわけ、子どもたちや家庭、小規模な事業
所等の地球温暖化対策等に対して、情報提供や助言をすることが期待されています。

３ 自然エネルギー信州ネット
自然エネルギー信州ネットには、国や県、市町村と協力しつつ、県内での自然エネルギー事業の
普及展開に資する活動が期待されています。とりわけ、地域主導型の自然エネルギー事業における
共通の課題を解決したり、必要な人材を育成したりすることが期待されています。

４ 自然エネルギーに係る地域協議会
県内各地で活動している自然エネルギーに係る地域協議会には、国や県、市町村、関係団体等と
協力しつつ、地域での自然エネルギー事業の普及展開に資する活動が期待されています。とりわけ、
地域での連携体制を構築したり、地域主導の自然エネルギー事業を実施したりすることが期待され
ています。
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第２章 県民への期待
１ 生活者
家庭における小まめな省エネ行動、買い物のときのエコ製品（環境配慮型製品）・サービスの
選択、子どもへの環境教育、公共交通の利用などの日常生活におけるエコライフ
住宅の建設時における断熱、高効率機器及び自然エネルギーの導入など、中長期の費用対効果
を踏まえた取組の実践
自動車の購入時における低炭素な車選びとエコドライブ運転の心がけ
温室効果ガス排出等削減の必要性と地球温暖化の影響など、
環境について様々な機会を捉えて
の学習、地域の環境活動への積極的な参加

２ 事業者
本業により生産・提供する製品、サービスの環境性能の向上に努めるとともに、事業所におけ
る省エネ活動、調達の際の省エネ型機器やエコ製品・サービスの選択、従業員への環境教育、
ノーマイカー通勤の推奨などの事業活動における環境への配慮
自然エネルギー発電事業や環境配慮型製品・サービスの企画開発などの環境ビジネスの積極的
な展開
社屋や工場、施設の建設時における断熱と高効率機器の導入と自然エネルギーの導入検討
自動車の購入時における低炭素な車選びと運転者へのエコドライブ講習の実施
低炭素な物流手段の選択（モーダルシフト）
温室効果ガス排出等削減の必要性と地球温暖化の事業への影響を理解した事業活動
経営者と従業員でともに環境について学ぶ機会の設定と環境活動への積極的な参加・支援
事業のグリーン化のための経営戦略やグリーンテクノロジーの習得

３ 農業者
ハウス栽培の燃料をバイオマスに転換するなど、生産や流通段階での省エネや自然エネの活用
未利用地、用水路、施設の屋根、副産物を活用した売電収入を経営の副収入とする「半農半エ
ネ」の推進
温室効果ガス排出等削減の必要性と地球温暖化の農業への影響の理解と対応

４ 林業者
林業生産の効率化と県産材の安定的供給による二酸化炭素の固定化促進
林業生産や製材の過程で発生する利用困難な低質材や端材、おが屑などを活用し、木質バイオ
マスによる周辺地域への熱供給や系統への売電を経営の副収入とする「半林半エネ」の推進
地球温暖化対策としての林業の果たす役割と地球温暖化の進行による林業に与える影響を理
解した対応
木質バイオマスなど自然エネルギーの利用による持続可能な地域社会の指導に大きく貢献す
る産業として、林業の担う役割の大きさによる林業者の自発的・意欲的な活動の推進

５ 学生・子ども
家庭や学校における小まめな省エネ行動、買い物のときのエコ製品・サービスの選択、通学時
の公共交通の利用など、日常生活におけるエコライフ
幼少期から自然に親しむとともに、理科、社会および科目横断的な視点から、温室効果ガス排
出等削減の必要性と地球温暖化の影響など環境についての実践と知識の習得
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地域における環境活動への積極的な参加

６ 学校関係者
家庭や学校における小まめな省エネ行動の方法、エコ製品やサービスを選ぶときの目安、通学
路の安全確保など、学生・子どもがエコライフを送るための手助けの促進
あらゆる授業科目や地域活動への参加などを通じて、
持続可能で低炭素な環境エネルギー地域
社会を担う人材育成の推進

７ 建築事業者
建築・設計のときに、施主に対して省エネ型の建物や自然エネルギーの活用の積極的な提案
省エネ建築やエネルギーに関する知識を積極的に取り入れ、あらゆる建築・設計に際しての活
用

８ 交通事業者
公共交通の利便性・快適性・安全性の向上に向けて、さらなる積極的な取組の推進
鉄道・バス・タクシーなどの交通事業者と行政、住民の連携を強め、地域の実情に応じた公共
交通の確保と維持・発展
低炭素な車両の導入促進

９ 自然エネルギー事業者
できる限り多くの県内事業者による自然エネルギーに係る取組・事業への参画
機器の供給を行う事業者による県民との信頼関係を大切にした自然エネルギーの最大活用に
向けた県民の良きサポーターとなる役割と機器の長期的・継続的なメンテナンスサポート

10 金融事業者
事業者や県民が省エネや自然エネルギーに取り組むときに要する費用（設備投資など）につい
て、プラス面を積極的に評価した事業や活動の後押し
新たなファイナンスモデルの研究の推進と地域の要請への対応
中小事業者の省エネ投資や自然エネルギー投資における初期費用負担の軽減への協力
温室効果ガス排出等削減の必要性と地球温暖化の金融への影響を理解した事業活動への対応

11 研究者・専門家
省エネ、自然エネルギー、温暖化への適応など、更なる研究や技術開発の推進と温暖化等の実
態把握や対策技術普及効果等に関する情報の提供
県内の研究機関や専門機関による分野横断での情報交換・連携を強化した長野県を先進地域に
していくための牽引役
大学などの高等教育機関における環境教育の推進

12 公務員
地域では県民の模範となるエコライフの推進、職場では自らの事務の環境負荷の低減に努め、
地球温暖化の影響も含めた環境の視点を盛り込んだ施策を推進
行政機関として、
地域の事業者の模範となる職員への環境教育の推進と環境配慮型のビジネス
スタイルの確立
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第３章 地域への期待
第１節 ４広域
１ 東信地域
①

地球温暖化対策の取組
現行の省エネ基準により定められている地域区分において、
東信地域の大部分が高い断熱性能

を求められるⅡ地域に分類されており、建築物における省エネの効果が期待できます。世帯当た
り保有自家用乗用車の割合が高く、次世代自動車の普及による取り組みの効果が期待できます。
②

自然エネルギーの取組
自然エネルギーのポテンシャルは、
積雪が少なく夏冷涼で日射量が豊富なことから太陽光発電

などを活用した取り組みが期待されます。当該地域には豊富な森林資源を中心としたバイオマス
や、ポテンシャルの高い小水力などの活用も有望とされています。

２ 南信地域
①

地球温暖化対策の取組
一定規模以上の製造業事業所が数多くあることから、事業活動における省エネの効果が期待

できます。世帯数や市町村数も多くあることから、家庭部門においては、市町村と協力して省
エネ講習会をきめ細かく行うことによる効果が期待できます。
②

自然エネルギーの取組
自然エネルギーのポテンシャルは、通年で比較的温暖で積雪も少なく日射量が豊富で、全国発

の市民出資による太陽光発電の普及がスタートしていることから、
太陽光を活用した取り組みが
期待されます。森林が地域面積の 81％を占めることからこれらの森林整備により発生する間伐
材などのバイオマス活用や上水道や農業用水などでポテンシャルの高い小水力も有望とされて
います。

３ 中信地域
①

地球温暖化対策の取組
ホテル・旅館営業施設数や新設住宅着工戸数が多いことから、建築物における省エネの効果

が期待できます。
②

自然エネルギーの取組
自然エネルギーのポテンシャルは、
全国的にも日射量の豊富なことから太陽光や県下４地区の

中で地域面積に占める森林の割合が 84％と一番高いことからバイオマスなどを活用した取り組
みが期待されます。
温泉地域が多いことから温泉熱や地熱利用についても、
有望とされています。

４ 北信地域
①

地球温暖化対策の取組
世帯数、一定規模以上の製造業事業所、商業事業所やサービス事業所の数が多いことから、

事業活動における省エネや家庭における省エネの効果が期待できます。新設住宅着工戸数や保
有自家用乗用車台数が多いことから、建築物における省エネや次世代自動車の普及による効果
も期待できます。
②

自然エネルギーの取組
自然エネルギーのポテンシャルは、
県内でも積雪量が比較的に多いことから、
雪氷熱の利用や、

温泉地域が多いことからの温泉熱利用が期待されます。
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第２節 エリア
１ 都市エリア
環境、快適さ、にぎわいが並び立つまちづくりが期待されます。環境では、個別の建物のエネル
ギー効率を高めるとともに、電力や排熱を巧みに融通しあうスマートな街。快適さでは、公共交通
や自転車、徒歩での移動がしやすい街、景観の美しい街。にぎわいでは、街を歩く人がたくさんい
る上に、さらに地域や環境の活動が活発で、住民同士の絆が強い街。このような街は、魅力的な街
として国際的にも輝くことになるでしょう。

２ 郊外・農山村エリア
環境、美しさ、ゆとりの地域づくりが期待されます。環境では、地域の自然資源を活用してエネ
ルギーを生み出す「100％自然エネルギーコミュニティ」や気候変動に適応した生活。生物多様性
も十分に保全されます。
美しさでは、
県産材を活用した住宅と田畑、森林が融合した日本の原風景。
ゆとりでは、豊かな人間関係とコミュニティが大切にされ、地域で生産された食材を旬産旬消で楽
しめる落ち着きのある暮らし。このような地域は、住んでいる人の満足度が高いだけでなく、心と
身体を癒せる地域として、都市部や県外、国外から多くの人が訪れることになるでしょう。

３ 山岳エリア
生物多様性の保全、持続可能な利用、厳粛さをコンセプトとした地域の維持・創出が期待されま
す。生物多様性では、地球温暖化による影響予測にも配慮した希少な野生動植物種やそれらの生
息・生育地域となる重要な地域の厳格な保全など。持続可能な利用では、循環を損なわない範囲で
の資源活用や環境に配慮した観光・入山。厳粛さでは、自然・生き物への感謝や次世代への継承。
このような地域は、人と自然の共生が成立している長野県の象徴的な地域として、国内外に発信さ
れ、また、認識されることになるでしょう。
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第４章 県の実行体制
第１節 進捗管理
１ 進捗管理の方針
① 全庁組織による実行
知事及び全部局長で構成する「長野県省エネルギー・自然エネルギー推進本部」（以下「推進
本部」という。
）を本計画の実行組織とします。
② 毎年の状況把握と公表
毎年、基本目標を含む目標及び指標に関するデータを収集し、その状況を公表します。
③ 外部有識者によるチェック
県民や専門家などの外部有識者で構成する「長野県環境審議会」
（以下「環境審議会」という。
）
に本計画に係る施策の状況、並びに目標及び指標の状況を報告します。
④ 全庁組織へのフィードバック
毎年、全庁組織に対し、本計画に係る施策の状況、目標及び指標の状況、並びに環境審議会等
から出された意見を報告します。
⑤ 中間的見直しと必要に応じた見直し
計画５年目となる 2017（平成 29）年度を中間的な見直し時期として予め定めます。全庁組織
へのフィードバックや国内外の動向、社会経済情勢の変化などに基づき、必要に応じた見直しも
適宜行います。

２ 進捗状況の把握と公表
① 把握する目標・指標
・基本目標に係る指標（県内総生産・温室効果ガス排出量・最終エネルギー消費量の相関図）
・温室効果ガス排出量
・最終エネルギー消費量
・最大電力需要
・自然エネルギー導入量
・自然エネルギー発電設備容量
・エネルギー自給率
・第４部で定める各指標
② 公表の方法
・記者発表（プレスリリース）
・県公式ホームページ
・
「長野県環境白書」への記載
・市町村及び関係団体への通知
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第２節 実行体制
１ 県全体での実行：長野県省エネルギー・自然エネルギー推進本部（推進本部）
地球温暖化対策等に係る施策は広範な領域に及ぶことから、全庁組織である推進本部において、
施策の検討や調整、進捗状況のフィードバックなどを行い、全庁的に計画を実行します。
推進本部は、知事（本部長）
、副知事（副本部長）及び全部局長で構成します。推進本部には、
環境部長を幹事長とし、各部の関係課長で構成する幹事会を置き、実務を処理します。

２ 市町村との連携：自然エネルギー・地球温暖化対策推進研究会（市町村研究会）
地球温暖化対策等に係る施策は、市町村との連携が重要になることから、県内の全市町村に呼び
かけて開催する市町村研究会において、県の方針や施策について説明を行うとともに、市町村から
の情報や意見によるフィードバックを行い、市町村と連携して計画を実行します。
市町村研究会は、県及び市町村の政策担当者で開催します。

第３節 評価・見直し
１ 評価
環境審議会に本計画に係る施策の状況、並びに目標及び指標の状況を報告します。環境審議会の
委員から出された意見については、県民から寄せられた意見とともに、推進本部に報告します。
環境審議会は、長野県環境基本条例第 25 条を設置根拠とし、学識経験者など 30 人以内の委員
で構成されます。

２ 見直し
本計画と密接に関連する「長野県中期総合計画」及び「長野県環境基本計画」との連携及び整合
を図るため、本計画の中間的な見直し時期と両計画の改定作業の時期を同じくし、本計画５年目
となる 2017（平成 29）年度を見直し時期として予め定めます。
新しい「長野県中期総合計画」及び新しい「長野県環境基本計画」は、いずれも 2013（平成 25）
年度から 2017（平成 29）年度を計画期間としています。
一方で、推進本部へのフィードバックや国内外の動向、社会経済情勢の変化などに基づき、予め
定めた見直し時期でなくても、必要に応じた見直しを適宜行います。
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第４節 調査・研究
１ 今後の課題
本計画の実行と並行して、本計画に定める政策が十分な効果を上げなかった場合、若しくは社会
情勢の変化により政策効果を本計画よりも早期に拡大する必要がある場合について、採るべき施
策や手法に係る調査・研究を進めておく必要があります。
また、家庭や事業活動、交通など、個人や小規模な事業者にまで効果的かつ徹底的な取組を広げ
る施策や手法に課題が残されています。自然エネルギーの熱利用・燃料利用、地球温暖化への適
応策についても課題が残されています。これらは、長野県のみならず、国内外の他地域において
も課題となっています。
他の政策領域との狭間にも課題があります。例えば、自然素材の長寿命建築や知識産業の活性化
などは、長期的に見れば、地球温暖化対策等に貢献する取組であるものの、地球温暖化対策等の
視点からの施策や手法が確立していないという課題です。

２ 政策の調査・研究
政策の調査・研究に当たっては、
国内外の先進事例や研究成果などを積極的に収集するとともに、
県における部局横断的な議論と県の外部に対する発信を積極的に推進します。
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資 料

（略）

・ 「長野県環境エネルギー戦略」策定経過
・ 実行体制
・ 「長野県環境エネルギー戦略」体系図
・ 目標等算出根拠及び将来推計
・ 各制度の詳細
・ 用語解説
・ 長野県における地球温暖化の現状と予測される影響
・ 年表
・ 全国の自治体の状況
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