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第１章 新エネルギー導入の背景と必要性 

 
1.1 調査の目的 

軽井沢町は、住民基本台帳による人口約18,600人、世帯数約8,000、面積15,605haである。 
現在、世界的な地球環境・エネルギー問題の高まりの中で、化石燃料の削減が課題のひとつと

なっている。身近な環境やエネルギーに対する意識の変革が人類一人ひとりに求められ、資源・

エネルギーの有効活用と循環型社会の構築、森林・水資源の保全・涵養など、環境と共生する取

り組みが重要となっている。 
軽井沢町では現在、「自然と共生する環境の町を目指す」「みんなで育み、未来につなげる保健

休養地」を基本理念に取り組んでいる。まちづくり実現のために、環境に与える負荷を減らし、

環境を保全すること、清らかな環境と緑豊かな高原の自然を次世代に引継ぐことを目標としてい

る。 
この目標のためには、環境負荷の少ない新エネルギーを利用して環境をまもり、化石燃料の消

費を減らして地球温暖化防止にも貢献するのも重要な対策である。 
このような観点から、軽井沢町に賦存する新エネルギーを見出し、軽井沢町の地域特性に適し

た新エネルギーを導入する可能性について調査することを目的とする。 
 

1.2 調査の前提 

（１）対象地域 

軽井沢町全域 
（２）新エネルギー導入の視点 

新エネルギー導入の視点は次のとおりである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）新エネルギー導入の基本方針 

１．自然資源のエネルギー化 

２．バイオマス資源の活用 

３．エネルギー利用の効率化 

４．地球温暖化防止への貢献 

「自然と共生する環境の町を目指す」 

みんなで育み、未来につなげる「保健休養地」 

○新エネルギー導入の目的 
1.地球温暖化防止への貢献 
2.環境・エネルギー教育の推進 
3.民間での新エネルギー導入への啓発 
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1.3 地球温暖化問題と国内外の状況 

（１）地球温暖化の問題 

この100年間に地球の気温が上昇したり北極の氷がうすくなったと言われている。このように

これまでになかった速さで地球の気温が上昇していることを「地球温暖化」と言う。地球の気温

が上昇すると世界各地の気候が変わり、生き物にさまざまな影響を与える。 
地球温暖化の仕組みは、人間活動の拡大により二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの温室効

果ガスが大気中に増加し、地表面の温度が上昇すると考えられている。 
地球温暖化の科学的根拠を審査する「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC：10ページ参照）

の第1作業部会が2007年2月1日にパリで開催され第4次評価報告書を承認した。報告書によれば、

1908年から2006年の世界の平均気温は0.74℃上昇し、第3次の報告書にある0.64℃（1901から

2000年）より大きな上昇となった。北極の温度上昇率は地球全体の平均の2倍で海面上昇も確認

されている。20世紀の100年間で海面は17cm上昇し、海水温度の上昇も3000mの深さにまで達

している。IPCCでは過去50年間に観測された温暖化の大部分は、人間活動に起因している可能

性が高いと指摘している。 
21世紀末の平均気温は、省資源で環境に配慮した循環型社会を実現した場合でも1.1～2.9℃の

上昇、化石燃料依存の高成長経済を続ければ2.2から6.4℃の上昇と予測している。海水面は18～
59cm上昇することが予測されている。その結果、世界中で多大な影響が生じることが危惧され

る。また、気温が農作物の許容範囲を超えてしまうことによって食糧生産量が減少したり、野生

動植物の生息が脅かされたりという影響も考えられる。急激な気温の上昇による影響として下図

のような地球環境と私たちの生活に甚大な被害が及ぶものと考えられる。 
このように、地球温暖化の問題は、非常に広範囲・長期間にわたって地球環境への影響が考え

られ、また、すぐに目に見える形で影響が表面化しないものでもあり、これまでの局地的な環境

問題とは大きく性格の異なる現象である。私たちも地球温暖化の問題を、子や孫の世代のことを

見通して理解していく必要がある。 
 

図１－１ 地球温暖化による環境への影響 
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●温暖化の仕組み 
地球の温度は、太陽から地表へ達するエネルギーと、地球から大気を通過して宇宙空間に放出

されるエネルギーのバランスで決まる。しかし、大気中の二酸化炭素（以後、ＣＯ２と表記）の

濃度が上昇すると、その温室効果によって、地球全体の温度が少しずつ上がり、世界規模で気候

条件が変化してしまう。植物への影響、農作物の生産の低下、乾燥地帯の砂漠化の進行などが懸

念されている。また、南極や北極の氷が融け海水面の上昇による陸地の水没の心配もでてきてい

る。 
図１－２ 温暖化の仕組み 

 
 

世界の年平均気温は、数年程度から数十年程度の時間スケールの大気や海洋の自然変動の影響

を受けながら、長期変化傾向としては、100年あたりおよそ0.66℃の割合で上昇している。この

ような長期的な気温の上昇傾向の要因は、温室効果ガス濃度の増大などの人為的な影響によるも

のである可能性が高い。 
図１－３ 世界の年平均気温の変化（1891～2005年） 

 
出典：気象庁｢気候変動監視レポート2005｣ 

(注)棒グラフは各年の平均気温の平年差（平年値との差）を示している。折れ線グラフは平年差の5

年移動平均を示し、直線は平年差の長期的傾向を直線として表示したものである。 

平年値は1971～2000年の30年平均値 
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2005年の日本の年平均気温の平年差は＋0.18℃であった。気温の変化をみると、長期的な傾向

として100年あたりおよそ1.06℃の割合で上昇している。温室効果ガスの増大などの人為的な影

響が、このような気温の上昇傾向に現れている可能性が高い。 
1940年代までは比較的低温の期間が続いたが、その後上昇に転じ、1960年頃を中心とした高

温の時期、それ以降1980年代半ばまでのやや低温の時期を経て、1980年代後半から急速に気温

が上昇した。日本の気温が顕著な高温を記録した年は、おおむね1990年以降に集中している。こ

の傾向は、世界の年平均気温と同様であると考えられる。 
 

図１－４ 日本の年平均気温の変化（1898～2005年） 

 

出典：気象庁｢気候変動監視レポート2005｣ 

(注)棒グラフは各年の平均気温の平年差（平年値との差）を示している。折れ線グラフは平年差の5

年移動平均を示し、直線は平年差の長期的傾向を直線として表示したものである。 

平年値は1971～2000年の30年平均値 
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（２）日本におけるエネルギー需給と排出ガス 

１）エネルギー需給の概要 

エネルギー消費の規模は、生活や経済活動の水準によって決まる一方で、生活や経済活動がエ

ネルギーによって支えられ、あるいは、制約を受けるという相互関係にある。このため、経済発

展につれて、エネルギー消費も増加するのが一般的である。 
我が国のエネルギーの需要（ 終エネルギー消費）と供給（一次エネルギー総供給）を見ると、

経済の規模（国内総生産（GDP））が小さい頃は需要・供給ともに小さく、経済規模が拡大する

につれて需要・供給ともに増大してきた。エネルギーは、原油や石炭、天然ガス等といった元々

の形で国内へ供給され（一次エネルギー総供給）、ガソリンや電気、都市ガス等といった使い勝

手の良い二次エネルギーへ転換されて、消費者に利用される（ 終エネルギー消費）。したがっ

て、一次エネルギー総供給と 終エネルギー消費の乖離は、エネルギー転換の際のロス（転換損

失）を示している。一次エネルギー総供給に占める転換損失の割合は、かつては35％程度もあっ

たが、近年は30％程度にまで小さくなっている。このことは、発電や精製、乾留といったエネル

ギー転換技術の効率性が改善されたからだと考えられる。 
 

図１－５ エネルギー需給と経済成長 
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資料：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、 

(財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー･経済統計要覧」 

(注)｢総合エネルギー統計｣は、1990 年度以降の数値について算出方法が変更されている。 

1018J：1,000 京 J のこと 京：数の単位で 1兆の 10,000 倍 

J（ジュール）：1N（ニュートン）の力で、ある方向に物体を 1m 動かすときの仕事ということ 
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２）エネルギー消費の動向 

日本におけるエネルギー需要構造の特徴の一つに 終エネルギー消費にしめる産業部門の比

率が48％と高いことがあげられる。エネルギー需要（ 終エネルギー消費）の推移をみると、近

年では1979～1982年に伸びが鈍化したものの、全体的には大幅な増加傾向にあり、約30年間で

エネルギー需要量は３倍も増加している。 
今後もエネルギー需要量は増加していくものと思われることから、いかにして供給するエネル

ギーを確保していくかが、国の大きな課題となる。 
 

産業部門＝エネルギー多消費型の重化学工業を中心に経済成長を遂げてきた背景もあり、エ

ネルギー需要が も多くなっている。 
民生部門＝全般的に気候（特に気温）の変動に大きく左右される部門で、家庭・業務に大別

される。夏季はピーク時の電力不足の問題を引き起こす原因となっている。 
運輸部門＝乗用車、バスおよび陸運・海運・航空等の旅客部門、貨物部門に大別され、全体

のエネルギー消費量は年々上昇傾向にある。 
 
なお、1990年度から2003年度までの伸びは、産業部門が1.1倍であるのに対して、民生部門が

1.3倍、運輸部門が1.2倍になっている。 
 

図１－６ 日本における各部門のエネルギー消費量の推移 
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資料：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」、 

（財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」 

(注)１．J（ジュール）：1N（ニュートン）の力で、ある方向に物体を 1m 動かすときの仕事ということ 

２．｢総合エネルギー統計｣は、1990 年度以降の数値について算出方法が変更されている。 

出典：エネルギー白書 2005 
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３）エネルギー供給の動向 

我が国の高度経済成長期をエネルギーの面で支えたのが、中東等で大量に生産されていた石油

である。我が国は安価な石油を大量に輸入し、1973年度には、エネルギー供給の77.4％を石油に

頼っていた。しかし、1973年に発生した第一次石油危機、第二次石油危機（1979年）によって、

原油価格の高騰と石油供給断絶の不安を経験した日本は、エネルギー供給を安定化させるため、

石油依存度を低減させ、石油に代わるエネルギーとして、原子力や天然ガスの導入を促進、新エ

ネルギーの開発を加速させた。その結果、石油依存度は、2003年度には、50.0％と第一次石油危

機時（77.4％）から大幅に改善され、その代替として、原子力（9.4％）、天然ガス（14.3％）の

割合が増加するなど、エネルギー源の多様化が図られている。 
 

図１－７ 日本のエネルギー供給の推移 
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資料：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

(注)｢総合エネルギー統計｣は、1990 年度以降の数値について算出方法が変更されている。 

出典：エネルギー白書 2005 
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1.4 日本、長野県における地球温暖化対策 

（１）わが国のエネルギー消費量と CO2排出量 

わが国のエネルギー消費量は、1990年代後半以降、伸びがゆるやかになっているものの、2003
年度には、1990年比で19%増加している。 
またこれに伴って、二酸化炭素排出量も、1990年比で12%増加する結果となっている。 

 
図１－８ わが国のエネルギー消費とCO2排出量 
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一人あたりのCO2排出量をみると、2003年度には、一人あたり１年間で約10トン（二酸化炭素

換算値）のCO2を排出している。 
 

図１－９ 一人あたりの年間のCO2排出量 
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次に温室効果ガス全体推移を図1-10に示すが、温室効果ガスはCO2を含む以下に示す6種類の

ガスから成る。 
日本の温室効果ガス（※1）の排出量の1990年からの推移は以下のとおりである。 
1990年と比べると2004年は、CO2は約1億t-CO2増えているが、代替フロン等３ガス（※2）は

減少してきている。メタン（CH4）と一酸化二窒素（N2O）は変化がない。 
2004年度は、温室効果ガスの総量は13億5,500万t-CO2で、1990年比で約8.0％増となっている。

前年比では約0.2％減である。 
図１－１０ 温室効果ガス総排出量の推移 
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出典：環境省「2004年度(平成16年度)の温室効果ガス排出量について」 

※1 「温室効果ガス」 
①二酸化炭素(CO2) 
②メタン（CH4） 
③一酸化二窒素（N2O） 

※2 「代替フロン等３ガス」 
①ハイドロフルオロカーボン類（HFCs（※3）、政令（注）で13種指定） 
②パーフルオロカーボン類（PFCs（※4）、政令（注）で７種指定） 
③六ふっ化硫黄（SF6）（※5） 
（注）地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号） 
 

※3 ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 
オゾン層を破壊しないことから、クロロフルオロカーボン類（CFCs）やハイドロクロロフル

オロカーボン類（HCFCs）の規制に対応した代替物質として1991年頃から使用され始めた化学

物質で、近年、その使用が大幅に増加している。HFCsは自然界には存在しない温室効果ガスで、

100年間の地球温暖化係数（GWP）は、二酸化炭素の数百～11,700倍と大きい。1997年に採択

された京都議定書（11ページ参照）には削減対象の温室効果ガスの一つに加えられた。 

≈ 
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※4 パーフルオロカーボン類（PFCs） 
1980年代から、半導体のエッチングガスとして使用されている化学物質で、人工的温室効果ガ

ス。HFCsほどの使用量には達しないものの、CFCsの規制とともに、 近、使用料が急増してい

る。100年間のGWPは、二酸化炭素の6,500～9,200倍。京都議定書で削減対象の温室効果ガスの

一つとされた。 
※5 六ふっ化硫黄（SF6） 

1960年代から電気および電子機器の分野で絶縁材などとして広く使用されている化学物質で、

人工的な温室効果ガス、使用料はそれほど多くないが、近年新たな用途開発の進展に伴い需要量

が増加している。100年間のGWPは、二酸化炭素の23,900倍。HFCs、PFCsと共に、京都議定

書で削減対象の温室効果ガスの一つに指定された。 
 
図１－１１ 工場や自動車、家庭などから出た温室効果ガスの量の内訳（2003年度） 

CO2

94.0%

CH4

1.4%

N2O

2.6%

SF6

0.3%

PFCs
0.7%

HFCs
0.9%

主な温室効果ガス

・二酸化炭素（CO2）

・メタン（CH4）

・一酸化二窒素（N2O）

・ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）
・パーフルオロカーボン類（PFCs）

・六ふっ化硫黄（SF6）

 
 

（２）地球温暖化防止の活動と京都議定書 

国際的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられる。 
◆気候変動に関する政府間パネル（IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）） 

1988年11月に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）の共催により、地球温暖化に

関する科学的側面をテーマとした、初めての公式な政府間の検討の場として設置された。 
各国の科学者や政府関係者が中心となって、地球温暖化の科学的知見、環境的・社会経済的影

響、対応戦略について検討が行われ、 も信頼できる科学的･技術的知見を提供している。 
◆ノールトヴェイク宣言 

1989年11月にオランダのノールトヴェイクにおいて開催された「大気汚染と気候変動に関する

環境大臣会議」で採択された宣言で、温室効果ガスの排出量を安定化させる必要性が初めて認識

されたものとなっている。 
◆気候変動に関する国際連合枠組条約（気候変動枠組条約） 

1990年12月に国連内に設置された同条約の交渉会議により検討が開始され、1992年5月に条約

が採択された。この条約は、同年の地球サミットの開催期間中に日本を含めた155ヶ国が署名を

行っている。 
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気候変動に関する枠組み条約の概要は以下のとおりである。 
○先進国における約束 

・温室効果ガスの排出・吸収の目標づくり 
・各国における温暖化対策の計画策定と実施 
・エネルギー分野等での技術の開発、普及 
・森林等の吸収源の保護・増大対策の推進 
・科学、調査研究・計測等の国際協力 
・情報交換、教育・訓練等の国際協力 
・条約の実施に関する情報の交換・開示等 
・温室効果ガス排出量の1990年代末までのレベルへの回帰 
・温室効果ガス排出量の1990年レベルへの回帰を目指した政策・措置の情報等の

提供 
・途上国への資金・技術の支援 

 

○途上国における約束 

・温室効果ガスの排出・吸収の目標づくり 
・各国における温暖化対策の計画策定と実施 
・エネルギー分野等での技術の開発、普及 
・森林等の吸収源の保護・増大対策の推進 
・科学、調査研究・計測等の国際協力 
・情報交換、教育・訓練等の国際協力 
・条約の実施に関する情報の交換・開示等 

 

◆京都議定書 

これらの取り組みを経て、1997年12月に京都で開催された「地球温暖化防止京都会議」にお

いて、先進諸国に対し法的拘束力のある国際的な温室効果ガスの排出削減目標を規定するなどし

た「京都議定書」が採択された。 
そして2002年5月31日に「京都議定書の締結承認及び法律案」として、国会にて可決され、こ

れを受けて政府は、同年6月4日に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日（現地時間）に国

連に受諾書を寄託した。 
また、法律については、同年6月7日に官報にて公布され、国民の取り組みを強化するための措

置関係等については即日施行された。 
その概略は次表のとおりである。 
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表１－１ 京都会議の主な決定事項 

項目 概要 

対象ガス ６種類（ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏ、ＨＦＣｓ、ＰＦＣｓ、ＳＦ６）
※1 

シンク（吸収源）

の取扱い 

１９９０年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に係る排出及び吸収を限定的に考慮する。 

目標年／期間 ２００８～２０１２年の５年間を第１約束期間とする。 

数量目標 附属書 I 国※2全体で、ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏの３ガスについては、基準年を１９９０年とし、

ＨＦＣｓ、ＰＦＣｓ、ＳＦ６の３ガスについては基準年を１９９５年として、二酸化炭素換算

での総排出量を少なくとも５％削減（附属書 I 国全体で５．２％削減、対策をとらなかった場

合と比べて約３０％の削減） 

各国は、別途定められた割当量を超過しないことを確保（日本－６％、米国－７％、ＥＵ－

８％）。 

附属書 I 国間の 

共同実施 

附属書 I 国間における共同実施を認める。 

排出権取引 仕組み、ルール、ガイドライン等を条約の締約国会議で設定した上で附属書 I 国間で認める。 

クリーン開発 

メカニズム 

非附属書 I 国※3の持続可能な開発、条約目的達成の支援及び附属書 I 国の数量目標の達成を目

的とする。 

非附属書 I 国は、本メカニズムに基づき、排出削減につながるプロジェクト活動により利益を

得、附属書 I 国は、同プロジェクトで生じる承認された削減量を自国の数量目標達成に使用可。 

本メカニズムは、議定書の締約国会合の監督の下、本メカニズムの理事会による管理・指導を

受ける。 

バンキング・ 

ボローイング 

バンキング（超過削減量の繰り越し）については、締約国からの要請に基づき、次期以降の約

束期間に含めることを認める。 

ボローイング（不足削減量の前借り）については認めない。 

発効要件 ５５以上の条約締約国の批准（ただし、批准した附属書 I 国の二酸化炭素の総排出量が１９９

０年の総排出量の５５％以上）後９０日目に発効。 

※1 ＣＯ２：二酸化炭素、ＣＨ４：メタン、Ｎ２Ｏ：一酸化二窒素、 

ＨＦＣｓ：ハイドロフルオロカーボン類、ＰＦＣｓ：パーフルオロカーボン類、 

ＳＦ６：六ふっ化硫黄 

※2 附属書Ⅰ国：附属書Ⅰ国と分類される国（日本やアメリカなどの先進国やロシア・東欧などの旧社

会主義国を含む） 

※3 非附属書Ⅰ国：非附属書Ⅰ国と分類される国（開発途上国） 
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（３）日本の取り組み 

＜京都議定書目標達成計画の改訂＞（平成18年7月11日閣議決定）から引用 
◆目指す方向 

○京都議定書の6％削減約束の確実な達成 
○地球規模での温室効果ガスの長期的・継続的な排出削減 

◆基本的考え方 
○環境と経済の両立 
○技術革新の促進 
○すべての主体の参加･連携の促進（国民運動、情報共有） 
○多様な政策手段の活用 
○評価･見直しプロセスの重視 
○国際的連携の確保 

表１－２ 温室効果ガスの排出抑制･吸収の量の目標 

2010年度
排出量

(百万t-CO2)

1990年度比
（基準年総
排出量比）

①エネルギー起源CO2 1,056 ＋0.6% △4.8%

②非エネルギー起源CO2 70 △0.3%

③メタン 20 △0.4% △0.4%

④一酸化ニ窒素 34 △0.5%

⑤代替フロン等３ガス 51 ＋0.1% △1.3%

△48 △3.9% （同左） △3.9%

△20 △1.6%＊ （同左） △1.6%

1,163 △6.0% △12.0%

区分 目標

2010年度現状対策ケース

（目標に比べ＋12％
※
）

からの削減量

※2002年度実績

（＋13.6%）から経済成

長等による増、現行対策

の継続による削減を見込

んだ2010年見込み

温室効果ガス

森林吸収源

京都メカニズム

合計  
＊削減目標（△6％）と国内対策（排出削減、吸収源対策）の差分 

図１－１２ 温室効果ガスの排出量と目標 

 
出典：環境省「8月30日発表の速報値」 

（百万 t-CO2） 
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◆目標達成のための対策と施策 
1）温室効果ガスごとの対策・施策 
○温室効果ガス排出削減 
①エネルギー起源CO2 
・技術革新の成果を活用した「エネルギー関連機器の対策」「事業所など施設･主体単

位の対策」 
・「都市・地域の構造や公共交通インフラを含む社会経済システムを省CO2型に変革

する対策」 
②非エネルギー起源CO2 

・混合セメントの利用拡大等 
③メタン 

・廃棄物の 終処分量の削減等 
④一酸化二窒素 

・下水汚泥焼却施設等における燃焼の高度化等 
⑤代替フロン等3ガス 

・産業界の計画的な取組、代替物質等の開発等 
○森林吸収源 

・健全な森林の整備、国民参加の森林づくり等 
○京都メカニズム 

・海外における排出削減等事業を推進 
 

2）横断的施策 
○国民運動の展開 
○公的機関の率先的取組 
○排出量の算定･報告・公表制度 
○ポリシーミックスの活用（環境税等も検討） 

 
3）基盤的施策 

○排出量・吸収量の算定体制の整備 
○技術開発、調査研究の推進 
○国際的連携の確保、国際協力の推進 

 
◆推進体制等 

○毎年の施策の進捗状況等の点検、2007年度の計画の定量的な評価･見直し 
○地球温暖化対策推進本部を中心とした計画の着実な推進 
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（４）長野県の取り組み 

１）長野県地球温暖化対策条例の制定趣旨 

長野県では長野県環境審議会の答申（平成18年1月13日）を踏まえ、事業活動、日常生活にお

ける地球温暖化対策を推進し、持続的に発展可能な社会の構築を目指すため、「長野県地球温暖

化対策条例」を制定した。 
平成17年度から平成22年度までを目標期間とし、温室効果ガスの排出の量の削減に係る数値目

標を、基準年度の平成16年度の総排出量に対して、目標年度である平成22年度において、10％
以上削減することを目指し取り組んでいる。 

 
「地球温暖化対策推進計画」 

当面は長野県環境審議会の了承を得た上で、平成15年4月に策定した「長野県地球温暖化防止

県民計画（以下「県民計画」という。）」を「推進計画」として位置付ける予定である。 
 
＜長野県地球温暖化対策条例の抜粋＞ 
第１～11条 （略） 
 
（排出抑制計画） 
第12条 次に掲げる事業者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより、その事業活動

に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画（以下「排出抑制計画」という。）を定めなけ

ればならない。 
（1）温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者 
（2）小売業その他の事業を店舗において行う事業者であって、当該店舗を終日利用すること

ができることとしているもの 
（3）飲食物を提供する自動販売機の設置又は管理をする事業者 

 
２ 排出抑制計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（1）事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量 
（2）前号の排出の量について事業者が自ら定める目標 
（3）前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置 
（4）前３号に掲げるもののほか、事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項 
 

３～10 （略） 
 
第13条 （略） 
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（公共交通機関等への利用転換等） 
第14条 県民は、自家用自動車の使用に代えて、公共交通機関又は自転車の利用等に努めなければ

ならない。 
 
２ 知事は、県民の自家用自動車から公共交通機関への利用転換を促進するため、必要な措置を講

じなければならない。 
 
３ 事業者は、その事業活動において使用する自動車による温室効果ガスの排出の抑制をするため、

及びその使用する従業員の通勤に自家用自動車を使用させないようにするため、必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 
 

（適正な整備等） 
第15条 自動車を使用する者は、その自動車からの温室効果ガスの排出を 少限度にとどめるため、

その自動車を適正に整備し、及び適切に運転するよう努めなければならない。 
 

（アイドリング・ストップの実施等） 
第16条 自動車を運転する者は、その自動車を駐車するときは、当該自動車の原動機の停止（以下

「アイドリング・ストップ」という。以下この条において同じ。）を行うよう努めなければなら

ない。ただし、アイドリング・ストップを行わないことについてやむを得ない理由があるものと

して規則で定める場合は、この限りでない。 
 

２～３ （略） 
 
（温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車の使用等） 
第17条 
１～２ （略） 
 
３ 自動車を使用、販売、貸し出しする者は、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車を使用

するよう努めなければならない。 
 

（自動車環境計画） 
第18条 事業の種別ごとに規則で定める台数以上の自動車を使用する事業者は、規則で定めるとこ

ろにより、その使用する自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画（以下「自動車

環境計画」という。）を定めなければならない。 
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２ 自動車環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
（1）当該自動車の保有台数及び使用状況 
（2）当該自動車の温室効果ガスの排出の抑制等に関し事業者が自ら定める目標 
（3）前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置 
（4）前３号に掲げるもののほか、当該自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制等に関する事

項 
 

３～10 （略） 
 

（省エネラベルの表示） 
第19条 一の販売店において特定電気機器等（電気機器、ガス器具その他の一般消費者がその住居

等において使用する機械器具（次条において「電気機器等」という。）のうちそその使用に伴う

温室効果ガスの排出の量が相当程度多いものであって規則で定めるものをいう。以下この条にお

いて同じ。）を規則で定める台数以上陳列して販売する者は、当該販売店において、特定電気機

器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価その他の規制で定

める地球温暖化防止に資する性能等を示す事項を記載した知事が定める書面（以下この条におい

て「省エネラベル」という。）を作成し、当該販売店のすべての特定電気機器等の見やすい位置

に掲出しなければならない。 
 

２ 一の販売店において特定電気機器等を陳列して販売する者（前項に規定する者を除く。）は、

当該販売店において、省エネラベルを作成し、特定電気機器等の見やすい位置に掲出するよう努

めなければならない。 
 

３ 前２項の規定により特定電気機器等に省エネラベルを掲出した者は、当該特定電気機器等を購

入しようとする者に対し、当該特定電気機器等の販売形態に応じ適切な方法により、省エネラベ

ルに記載されている事項を説明するよう努めなければならない。 
 

（電気機器等の使用） 
第20条 電気機器等を使用する者は、その使用による温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機

器等を使用するよう努めなければならない。 
 

（建築物環境配慮計画） 
第21条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該行為に係る建築物

に関し地球温暖化の防止に資するため講ずる措置に関する計画（以下「建築物環境配慮計画」と

いう。）を定めなければならない。ただし、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存

のための措置その他の措置が講じられている建築物であって規則で定めるもの又は仮設の建築

物であって規則で定めるものに係る行為については、この限りでない。 
（1）建築物（規則で定める規模以上のものに限る。第３号及び第４号において同じ。）の新

築又は規則で定める規模以上の改築 
（2）建築物の規則で定める規模以上の増築 
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（3）建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う規則で定める規模以上の修繕又

は模様替 
（4）建築物への空気調和設備その他の規則で定める建築設備の設置又は建築物に設けた当該

建築設備についての規則で定める改修 
 

２～７ （略） 
 

（再生可能エネルギーの利用） 
第22条 県は、率先して、再生可能エネルギーを変換してその事務及び事業のために使用する電気

を得るための設備の導入、その他再生可能エネルギーの利用の推進のために必要な措置を講ずる

ものとする。 
 

２ 知事は、事業者及び県民による再生可能エネルギーの利用の促進を図るため、これらの者に対

し、情報提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
 

（再生可能エネルギー計画） 
第23条 県の区域内に規則で定めるエネルギーを供給している事業者のうち規則で定めるものは、

規則で定めるところにより、当該エネルギーを供給するため利用する再生可能エネルギーに関す

る計画（以下この条において「再生可能エネルギー計画」という。）を定めなければならない。 
 

２ 再生可能エネルギー計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 
（1）エネルギーの供給量に対する再生可能エネルギー及び再生可能エネルギーを変換して得

られるエネルギーの供給の量の割合の拡大に関し事業者が自ら定める目標 
（2）前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置 
（3）前２号に掲げるもののほか、再生可能エネルギーに関する事項 
 

３～10 （略） 
 

（地球温暖化対策指針） 
第24条 知事は、事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措

置に関する指針及び建築物について講ずべきエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防

止に資するための措置に関する指針を定め、これを公表しなければならない。 
 

第25～29条 （略） 
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参考 
第22条の「再生可能エネルギー」は、以下のものが該当する。 
①太陽光（太陽熱を含みます。） 
②水力（水力発電所の原動力として用いられる場合にあっては、水路式の水力発電所（※1）

の原動力として用いられる水力） 
③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） 
④風力 
⑤地熱 
⑥上記に掲げるもののほか、化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー（②の水力以外の

水力及び原子力を除く。） 
※1 ダムを用いた水力発電所は環境に与える負荷が大きいため除外している。 
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1.5 地域における新エネルギー導入の意義と必要性 

（１）新エネルギーとは 

「新エネルギー」は、平成9年4月18日に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」（以

下「新エネ法」）において、「新エネルギー利用等」として規定されており、 
①石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること 
②経済性の面での制約から普及が進展していない 
③石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの 

として、積極的に導入促進を図るべき政策的支援対象として位置付けられている。 
この新エネルギー利用等の具体的な対象となるものは、新エネ法の政令において以下のとおり

特定されている。 
《供給サイドの新エネルギー》       《需要サイドの新エネルギー》 

①太陽光発電               ①クリーンエネルギー自動車 

②太陽熱利用               ②天然ガスコージェネレーション 

③風力発電                ③燃料電池 

④温度差エネルギー 

⑤廃棄物発電 

⑥廃棄物熱利用 

⑦廃棄物燃料製造 

⑧バイオマス発電 

⑨バイオマス熱利用 

⑩バイオマス燃料製造 

⑪雪氷熱利用 

図１－１３ 新エネルギーの分類 

 
出典：NEDO｢新エネルギーガイドブック｣ 

⑧～⑪は政令改正（平成14年1月25日公布・施行） 

により新たに追加 



 -21- 

（２）新エネルギーの区分とそれぞれの特性・効果 

新エネルギーの区分とそれぞれの特性・効果について表1-3に示す。 

表１－３ 新エネルギーの分類 

エネルギーの種類 主なエネルギー変換利用例 
太陽光 太陽光発電 

太陽熱 太陽熱温水器、ソーラーシステム 

風力 風力発電、風力揚水 等 

水力 水力発電 等 

地熱 地熱発電 等 

バイオマス アルコール燃料利用、バイオガス利用 等 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

海洋 波力発電、海洋温度差発電 

廃棄物利用 廃棄物発電、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造 

温度差エネルギー 河川水、井戸水、海水の温度差利用、工場排熱利用 等 
リ
サ
イ
ク
ル 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

その他自然エネルギー 小河川、水路における低落差水力発電、温泉熱利用、

雪氷冷熱利用 等 

クリーンエネルギー自動車 天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車

等 

天然ガスコージェネレーショ

ン 

天然ガスコージェネレーション 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

 

新
利
用
形
態 

燃料電池 燃料電池発電 

 
 

（３）新エネルギーの必要性 

日本のエネルギー自給率は非常に低く、その消費されるエネルギーの大半を海外からの輸入に

頼っているのが現状である。そのため、日本のエネルギー政策としては、既存の化石燃料に替わ

る代替エネルギーの早期整備と普及促進が 大の課題となっている。 
また、地球温暖化の要因の一つとされているＣＯ２等の温室効果ガスは、化石燃料を消費した

ときに大量に発生するとされ、京都議定書の批准により、日本は2012年までに1990年比で６％

の温室効果ガスを削減することになっている。 
これらを背景に新エネルギーの導入・普及促進は、既存の化石燃料の代替エネルギーとして、

また温室効果ガス発生を抑制するため、 も有効な手段とされる。 
しかし、新エネルギーは量的にまとまって大きなものではなく、地域分散型で広く存在するの

で、各地域の特性に合った新エネルギーを導入し、化石燃料の使用を減らすことが必要である。 
このことから、地域にあるまだ活用されていないエネルギーの調査を行ない、どのように活用

していくのかを検討し、導入することが重要である。 
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（４）新エネルギーの導入目標 

政府は1990年に「地球温暖化防止行動計画」を策定したのを始めとして「長期エネルギー需給

見通し」の策定、「総合的な省エネルギー対策」のとりまとめや事業者への助成等を定めた「新

エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」の制定を行なっている。また、「京都議定書」に

おいて温室効果ガスの1990年度比6％減の設定を批准したことから、新エネルギー・省エネルギ

ーの両面にわたるエネルギー政策を具体的に展開することが急務となっている。 
現段階の日本国内における新エネルギーの導入実績及び今後の導入目標については、表1-4の

とおりである。 
表１－４ 日本における新エネルギー導入目標 

（  ）内は原油換算値 

1990年度 2002年度
2010年度

目標

原油換算で
の伸び率
2010/2002

0.3万kl 15.6万kl 118万kl
（1.0万kW）（63.7万kW）（482万kW）
0.04万kl 18.9万kl 134万kl

（0.1万kW）（46.3万kW）（300万kW）
152万kl 552万kl

（140万kW）（417万kW）
22.6万kl 34万kl

（21.8万kW）（33万kW）
太陽熱利用 132万kl 74万kl 439万kl 5.9倍
廃棄物利用 2.7万kl 3.6万kl 14万kl 3.9倍
バイオマス熱利用 - - 67万kl -
未利用エネルギー※ 0.8万kl 6.0万kl 58万kl 9.7倍
合計（除く黒液・廃油等） 180万kl 293万kl 1,416万kl
（対一次エネルギー総供給比） （0.3%） （0.5%） （2.4%）
黒液・廃油等 477万kl 471万kl 494万kl 1.1倍

総合計 657万kl 764万kl 1,910万kl

（対一次エネルギー総供給比） （1.2%） （1.3%） （3%程度）

7.6倍太陽光発電

7.1倍風力発電

2.5倍

4.8倍

廃棄物発電 3.6倍

バイオマス発電

44万kW

1.5倍

 

※ 未利用エネルギーには雪氷冷熱を含む 

出典：環境省 




