
【高原保養都市×気候変動アクション
×持続可能な社会】

軽井沢町ゼロカーボンシティ
実現へ向けて



たちの身の回りには物があふれています。車は一家に１台どころか、一人に１台と

いう家庭も少なくありません。会食等での食べ残し、また、スーパーやコンビニで

の売れ残り食品が、毎日たくさん廃棄される飽食の時代を迎えています。しかし、その

便利さの裏側で、私たちの住む地球が病み苦しみ、悲鳴を上げています。

産業革命から２４０年程度が経過し、温室効果ガスの排出により地球温度は１．２℃上

昇しました。そして、上昇の速度は年を追うごとに加速しています。その影響は極氷の

融解など、日本から遠く離れた地域において顕著です。地球上の生物を守る最後の砦

である海洋、アマゾン川流域やシベリアの森林も、人間活動によって破壊され、私たち

を守る存在から、襲う存在へ変貌しつつあります。

人類に残された時間はあと１０年。これからの１０年をどう生きるかによって、未来の明

暗が決まります。四季がなくなり灼熱の日本列島、未曽有の大水害、海水面上昇による

都市の水没、穀物不作による飢饉など、次世代にそんな未来を渡すわけにはいきませ

ん。そのためには、一刻の猶予もありません。

私たちに求められているのは、今からの一人ひとりの意思ある行動なのです。

序文

軽井沢町長 藤 巻 進
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軽井沢町

ＣＯ２排出量 ＝ ＣＯ２回収量

CO２排出量
削減

１．まずはじめに

■そもそもCO２排出実質ゼロとは何か。
• CO２などの温室効果ガスの人為的な発生
源による排出量と、森林等の吸収等による
除去量との間の均衝を達成すること。

• つまり、日常的に排出されたCO２と森林等
で吸収されるCO２の量をイコールにすること。

• よって、できるだけ省エネの設備を使ったり、
再生可能エネルギーをより多く活用すること
により、排出されるCO２を少なくしていく。

• また、森林も排出されたCO２を吸収してく
れる働きがあるため、保全を促進するととも
に、適正に管理していくことが重要。

 本ロードマップは、今後の技術革新や社会の動向等に鑑み、随時内容の見直しを図る。
 なお、方針の実現に向けては、関係機関等と適宜調整して推進していく。

１

■ゼロカーボンシティとは何か。
• 2050年にCO2排出実質ゼロにすることを
目指す旨を公表した地方自治体のこと。

【ＣＯ２排出実質ゼロのイメージ】



軽井沢町

２．背景

＜令和元年東日本台風（台風第19号）＞

国内で異常気象が多発する昨今。令和元年東日本台風（台風第19号）による大雨、
暴風等をはじめ、日本各地で記録的な災害が発生している。その要因の１つとして挙げら
れているのが、地球温暖化である。
軽井沢町においても大雨、暴風、それに伴う倒木、河川の氾濫、長期間の停電、大雪等
も頻繁に発生するようになり、早急な対策が必要である。
また、自然環境や生態系の劣化等への対応も同時に対策を講じる必要がある。

＜平成26年２月記録的な大雪＞

２



軽井沢町

３．軽井沢町の気温予測

■IPCC第５次評価報告書では、20世紀末頃と21世紀末を比較し、以下のとおり
世界の平均気温が上昇すると言われている。

・温暖化対策を講じなかった場合 ：2.6～4.8℃上昇
・温暖化対策を積極的に行った場合：0.3～1.7℃上昇

現状を上回る温暖化対策をしなかった場合

様々な温暖化対策を積極的に行った場合

■軽井沢町も同様に平均気温を予測してみたところ
以下のとおりとなった。

３

＜出典：MIROC5にて計算したRCP8.5及び2.6の2100年におけ
る1986-2005年の年平均気温からの気温偏差の世界分布＞
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現状を上回る対策をとらないと
2.6～4.8℃上昇

厳しい対策をとれば
0.3～1.7℃上昇
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４ー１．軽井沢町「ＣＯ２排出実質ゼロ」宣言

令和２年３月議会における議決を経て、同年３月18日に宣言表明式を行い、藤巻
進町長が2050年までに「CO２排出実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）」を宣言。

令和元年６月に開催した20カ国・地域が集まるG20エネルギー・環境関係閣僚会合
の開催地として、町民や団体、企業等と連携し、2050年までに町内のCO２排出量を
実質ゼロにすることを目指す。町が実施しているスマートコミュニティを更に発展させ、環境
負荷を低減させる取り組みを実施する。

＜宣言表明式の様子＞ ＜スマートコミュニティの冊子＞

４



軽井沢町

４ー２．軽井沢町「ＣＯ２排出実質ゼロ」宣言文

＜軽井沢町「CO２排出実質ゼロ」宣言文＞ ＜環境大臣メッセージ文＞ ５



軽井沢町

５－１．軽井沢町の現状

※参考：環境省自治体排出量カルテ
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 2011年度（平成23年度）までは温室効果ガス排出量が増加傾向であったが、東日本
大震災を契機に減少傾向である。

 2030年度（令和12年度）において、温室効果ガス排出量を2013年度（平成25年
度）比26％減とする中期目標に対して、2017年度（平成29年度）は約７％減であった。
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５－２．軽井沢町の現状

※参考：環境省自治体排出量カルテ
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161,491
t-CO２

150,033
t-CO２

■軽井沢町は産業分類別の宿泊業、飲食サービス業、小売業等の事業者数が約９割を
占め、分類別構成比においても業務部門が最も多い結果であった。

■また、運輸部門、家庭部門が次いで多く、個人による対策（ライフスタイルの変革等）も
引き続き重要である。

＜ 2017年度（平成29年度） ＞＜ 2013年度（平成25年度） ＞

７



軽井沢町

６．軽井沢町の取り組み ８

（１） 現状と課題
＜現状＞
• 役場庁舎、総合体育館の他各施設に太陽光発電設備を導入し、売電等を実施すること
により、再生可能エネルギーを有効活用している。さらに一部の施設を除いてモニターパネル
を設置し、発電量、使用状況等を見える化にすることにより、使用電力量の削減とともに普
及啓発を実施。
※ 町ホームページで公共施設の太陽光発電システムの売電状況（量・料）を周知

• 住民に対しては太陽光発電設備等の補助事業を実施。普及促進を図っている。
＜課題＞
• 他方、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入は進めているものの、自家消費し
ている例は少なく、かつ自家消費をしている場合においても施設単位での消費に留まってい
る。

• 自然環境の側面では、生物多様性の確保や生活環境の保全に支障をきたす恐れがある。

（２） 目指すべき姿について
• 高原保養都市として美しい自然景観を守り、多様な地域エネルギー資源を有効活用する。
さらに再生可能エネルギーを基盤として災害に強い自律分散型エネルギーシステムの構築を
目指すとともに、地域観光資源の魅力を国内外に発信することで地域経済の発展を目指
す。地域の存立基盤を確かなものにするのみにならず、世界的課題である脱炭素化と持続
可能な開発目標（SDGs）の理念に基づくまちづくりを創造していく。
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注）石炭・原油・天然ガスは、本データベースでは
鉱業部門に含まれる。

地域外からのエネルギー消費状況

(十億円)

住宅賃貸業
宿泊・飲食サービス業

建設業
小売業

その他の不動産業
その他のサービス

林業
電子部品・デバイス

鉱業
水産業

パルプ・紙・紙加工品
印刷業

非鉄金属
ガス・熱供給業

水道業
鉄鋼

繊維製品
農業

電気業
廃棄物処理業

輸送用機械
専門・科学技術、業務支援サービス業

窯業・土石製品
化学

石油・石炭製品
公務
教育

金属製品
運輸・郵便業
電気機械

その他の製造業
情報通信業

食料品
はん用・生産用・業務用機械

保健衛生・社会事業
金融・保険業

卸売業
情報・通信機器

■エネルギー代金
の流出 約46億円

石炭・原油・天然ガス：約3億円
石油・石炭製品：約23億円
電気：約14億円
ガス・熱供給：約7億円

７．軽井沢町のエネルギー消費状況

※参考：環境省 地域経済循環分析

■民間消費の流入
約200億円

＜主な所得状況＞
住宅賃貸業、宿泊・飲食
サービス業、建設業、小売業、
その他の不動産業、その他の
サービス

-20 -10 0 10  20  30
エネルギーに係る代金が地域外に

約46億円流出。
資金のみならず、人材、資源も流出

地域内でのエネルギー地産地消を実現

・財源の確保
・再生可能エネルギーへの導入支援や投資
・クリーン電力の購入

地域内に資金が留まることで地域経済の
活性化、雇用の創出

災害時の強靭さ（レジリエンス）の向上も期待

＜2015年度＞

９
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８．ＣＯ２排出実質ゼロに向けたロードマップ

＜軽井沢町＞

10

2050年度2030年度2013年度

森林吸収源
1,292t-CO２

＋

再エネ余剰分等
31,006t-CO２

Ｃ
О
２

排
出
量

※ 2021.1時点の将来予測であり、今後変更の可能性があります。

中期目標基準年度 長期目標

26％削減

161,491
t-CO２

119,503
t-CO２

80％削減

32,298
t-CO２
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９．ＣＯ２排出実質ゼロに向けたマイルストーン

205020302020

■スマートコミュニティの推進
・軽井沢町地球温暖化対策実行計画事務事業編を策定し、庁舎内等対策実施
・町施設地中熱利用事業実施 他

■新エネや再エネ等の自家消費の推進
○水素エネルギーの活用
・水素ステーションの町内設置
・FCV（燃料電池車）の普及
・発地市庭等への燃料電池活用
○建築物ゼロエミッション
・公共施設等ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化
・住宅（集合含む）のZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）等の普及
○次世代自動車の普及や公共交通網の脱炭素化
○再生可能エネルギーの普及拡大
○町内に急速充電器施設を20箇所設置
○カーボンオフセットの推進
○生活衛生インフラの脱炭素型施設への転換

・小中高等環境教育や町内企業等との協働
・ライフスタイルの変革のため普及啓発（広域連携・ナッジ※等）を実施
・森林吸収源の確保のため自然環境の保全

■エネルギー施設単位から面的利用への推進
・地域新電力立ち上げ考察
・自立分散型エネルギーの活用

※）ナッジ（nudge）とは、行動変容を促す言葉で、直訳すると「ひじで軽く突く」という意味。
行動経済学や行動科学分野において、人々が強制によってではなく自発的に望ましい行動を選択するよう促す
仕掛けや手法を示す用語。

11
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10-１．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

■水素ステーション、燃料電池車等の環境に配慮した自動車の普及

• 次世代注目のエネルギー。大きな特徴は利用時に「CO２を全く発生しない」。

• 町内に水素ステーションを設置。公用車を「燃料電池車（FCV）」
に買い替えるとともに、施設等を含めた利用拡大を図り、
水素タウン軽井沢の実現を目指す。

• また、電気自動車（EV）等の普及も併せて実施し、町
全体の取組みとして推進していく。

• なお、2030年代にはクリーンエネルギー自動車の保有台数
を70％とし、2050年には100％を目指す。

• さらに、軽井沢町に往来する車全てのクリーンエネルギー自動車化を目指す。

＜運輸部門＞

乗用車 軽自動車 合計

2019年度 11,662 7,358 19,020

※軽井沢町自動車保有台数（令和元年度現在）

＜出典：トヨタ自動車ホームページ＞

■環境に配慮したオンデマンド交通等の導入。地域課題と同時解決
■ラウンドアバウト方式の交差点増設によるインフラ整備 等

＜出典：HONDAホームページ＞

12
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10-２．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

■森林の整備及び保全管理の着実な推進

• 地球温暖化防止のため、「大気中からCO２を取り除く」ことが重要。

• そのためには、森林を適切に管理し、整備すること。
⇒具体的な方策として、一定程度経過した樹木等を更新して,適正に管理
することを促す。

＜森林吸収源＞

＜出典：平成25年の森林及び林業の動向＞

• 軽井沢町に相応しい森林・里山の整備を実施。

長野県森林づくり県民税の有効活用
■森林環境贈与税及び

13

• 木質バイオマス（薪ストーブ等）を利用
することで、CO２濃度に影響を与えない
「カーボンニュートラル」の特性を有し、化
石燃料を抑制することが可能。

• 製品としての木材を住宅や家具等に利用することで、木材中の炭素を長期
間にわたり、貯蔵することにつながる。
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10-３．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

ZEB対象建築物定義
エネルギーの使用の合理化に関する法律の対象用途（住宅を除く）
全て。公共施設、学校、事務所、商業施設、宿泊施設などが対象。

ゼ ブ

※出典：環境省 ZEB PORTAL

14

＜業務部門①＞

■ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

• 年間のエネルギー消費量がネットでゼロとなる建築物。

• 町内における業務用建築物の「ZEB化」を実現する。
まずは公共施設において、積極的に導入
を目指す。

• 民間所有建築物においても、環境に配
慮した設計とし、建物で消費する年間の
一次エネルギー消費量ゼロを実現するよ
う普及啓発等を実施。CO2排出実質
ゼロ加速化を促す。
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10-３．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

＜業務部門②＞

■既存建築物の省エネ化の推進と関連投資の活性化

• 設備改修において複数種類の設備やエネルギー消費割合の高い設備の
優先的改修を促す。

＜軽井沢町農産物等直売所発地市庭＞

木質材料の活用も併せて促進
■CO2排出量の削減効果が期待される緑化や

15

■環境に配慮した電力調達等の推進

• 再生可能エネルギー由来の電力を調達することで環境に配慮するとともに、
普及啓発につなげる。まずはスポット利用や電力使用量が少ない公共施
設等に活用し、段階的に広げていく。町民や団体、企業等における環境に
配慮したイベントの開催などを推進していく。

■燃料電池等の公共施設等への有効活用

• 水素の供給先を確保するため、発地市庭等に
純水素燃料電池を設置し、施設内における照
明等に活用する。



軽井沢町

10-４．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

＜出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ＞

ゼッチ
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＜家庭部門①＞

■ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

• 快適な室内環境と年間のエネルギー消費量がネットでゼロ以下を同時に
実現する住宅。

• 長野県気候危機突破方針に
掲げられている「信州の全ての
屋根にソーラーを」に賛同し、町
内全ての住宅に太陽光発電設
備の設置を目指す。
また、別荘建築物においても、環境に配慮
したものを促し、取り組みを推進。

• さらにマンション開発に一定程度の制限を
設けるため、集合住宅を新規に建設する
際は全戸ZEH-M（ゼッチマンション）や
ライフサイクルCO2排出実質ゼロの建築物
とすることを目指す。



軽井沢町

10-４．ＣＯ２排出実質ゼロに向けた取り組み

＜家庭部門②＞

■高断熱・高気密住宅への促進

• 特徴として熱の流入・流出を防ぎ、暖冷房にかかるエネルギーを大幅に
削減可能。またヒートショックを防止できるなど健康性のメリットもある。

17

■無理なく快適な省エネの促進

• 機器の省エネ性能は年々向上。家電製品等の買い替え
で電力消費量を抑えることが可能。LED照明をうまく活用
することも効果的であることから省エネ性能が高い製品の
買い替えに誘導する。

■蓄電システム等の設置。有効活用の推進

• 太陽光発電設備は天候に左右されることが懸念されるが
、有効に活用することで使用電力を削減。さらに災害時に
非常用電源として使用可能。電気自動車（EV）等の
普及とともにV2H機器などの可能性も検討していく。

＜統一省エネルギーラベル＞

①★の数が多い製品を選ぶ

②緑のマークの製品を選ぶ

③目安電気料金の安い製品を選ぶ



軽井沢町

11．2050年以降の軽井沢町について

 2050年にCO２排出実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）を達成するために
は、施設単位での努力では限界がある。よって、地区単位で電力融通
できる仕組み、面的利用可能なエネルギーシステムを構築する必要があ
る。現在、実施しているスマートコミュニティを発展させ、災害時の強靭さ
（レジリエンス）を兼ね備えたまちづくりを目指す。

＜参考：軽井沢グランドデザイン＞
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