
小布施町環境グランドデザイン（案）パブリックコメントの結果等について 

 

 

１ 募 集 期 間   令和４年３月 24日（木）～4月 7 日（木） 

 

 

２ 意見提出者数   3 名 

 

 

３ 提出方法別内訳 

郵送 窓口持参 メール ＦＡＸ 合計 

0 通 0 通 3 通 ０通 3 通 

 

 

４ 意見に対する町の対応と件数 

対 応 方 法 件数 

Ａ：計画案を修正・追加する 8 件 

Ｂ：計画案に盛り込まれており、修正しない ０件 

Ｃ：計画案は修正しないが、今後の取り組みにおいて検討又は参考とする 5 件 

Ｄ：計画案に反映しない 0 件 

Ｅ：その他 3 件 

合  計 16件 

 

 



パブリックコメントで提出された意見と町の考え方 

№ 意見の概要 考え方・修正 反映状況 

１ 

【P37】施策体系の全体像のうち、「地域の資源で温まる

町（地域資源の熱エネルギーへの転換）」と「ゼロ・カ

ーボンで電気を創れる・使える町（電力の排出削減）」

に係る基本施策の内容が逆転しています。 

ご指摘の点について、記載内容を修正いたします。 

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 

２ 

【P7】データの出典が記載されていませんが、長野測候

所の数値でしょうか。本計画は小布施町のものですか

ら、小布施町のデータでないと意味がありません。小布

施町のデータが無いのであれば、飯山や信濃町のデータ

も引用して周辺地域での傾向として評価しない限り、小

布施町にとって有意にはなりません。また、0.5℃の差

は誤差の範囲と思われますので、それをもって「気候変

動の影響がある」とは言えません。 

気温・降雨量等の記載については、地域気象観測システム（アメダ

ス）の気象データを利用しています。ご指摘の点について、本町の中

に観測地点はなく、また飯山や信濃町と比べると長野（長野市内の観

測地点）がより本町の気象条件に適しているため、こちらのデータを

使用いたします。 

また、ご指摘の気温差については、「1991～2000 年」と「2011 年～

2020 年」の各 10 年間の平均気温を比較しているため、年ごとの比較

の場合と異なり、この 10年間の傾向として 0.5℃の気温上昇の傾向が

あったと言えると考えております。ただし、この気温変化の要因につ

いて、必ずしも人為的な活動による排出等がすべての原因であるとは

断定できないため、気温変化の要因に関する記載を修正いたします。 

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 

３ 

【P8】「平均日射量マップをみると、長野県全体が全国

的にみて太陽光発電に向いている地域である」とありま

すが、太陽光パネルへの積雪の影響が考慮されておら

ず、不適切です。 

 ご指摘の通り、太陽光発電のポテンシャルを検討する際に、パネル

面への積雪の影響も考慮すべき点であり、日射量の多さのみをもって

本町が「太陽光発電に向いている」と結論付けるような記載について

は削除いたします。 

 また「本町の地域特性と課題」として、積雪量についても追加で掲

載し、本計画に基づく再エネ電源の普及拡大において考慮いたします。 

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 



４ 

【P9】高さ 30mの風力発電塔を設置することは本町で

は景観から考えても、そもそも現実的ではありません。

むしろ、防霜ファンを利用した発電など、小規模な風力

発電の実現可能性を検討すべきです。 

掲載の風況データから「本町では陸上風力発電に必要な風力は得ら

れない」ことが確認されており、本計画にて風力発電を推進すること

は考慮していません。 

また基本施策における「太陽光発電など地域のための再エネ電源の

利活用」では、ご提案の技術も含め、様々な再エネ電源の実用性や発

電コスト等の経済性を考慮しながら、電源種ごとの普及拡大について

今後検討してまいります。 

Ｅ 

その他 

５ 

【P15】「電力の省力化が課題である」とありますが、自

然勾配で送水可能な松川の水質が飲料に不適である以

上、低標高の水源から配水池にポンプアップする現在の

方式か、配水ポンプによる直結配水のどちらかにならざ

るを得ません。消費電力を抑えられる直結配水にするに

は大規模な施設改良が必要で現実的ではありません。し

たがって本町における水道事業の省力化には限界があ

ります。コストや消費電力量での評価ではなく、電力の

自然エネルギー割合を高めることで解決すべき問題で

す。 

 脱炭素へ向けた取り組みとして、ご指摘の通り、再生可能エネルギ

ー（自然エネルギー）の割合を高めることも重要な点であることから、

水道インフラでの再エネの利活用についても追記いたします。 

また省電力化については、ご指摘の通り、水道インフラの仕組み自

体を大きく変えることは難しいですが、老朽化した設備の更新による

エネルギー効率の改善等により、可能な限り省電力化の推進を図って

まいります。 

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 

６ 
【P16】製造品の内訳が記載されていないので、評価し

ようがありません。 

現状で収集可能なデータとして、現行データを掲載いたします。次

回更新の際に、製造品ごとの出荷額の把握についても検討いたします。 

Ｅ 

その他 

７ 【P18】「本町の CO2 排出量は、全体的には省エネの

推進や電源の脱炭素化（再生可能エネルギー導入等）に

より、町域における温室効果ガスは削減傾向にある」と

ありますが、町の人口が減っているので、減少傾向にな

って当然です。むしろ、人口あたりの CO2 排出量は増

加しているように見えますので、そちらの方に注目すべ

きです。 

 本計画の部門別排出量推移は、環境省「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定･実施マニュアル（算定手法編）」の標準的手法に基づ

き統計資料の按分により地方公共団体別部門・分野別の排出量を推計

した値として、同省で公開しているデータを基に作成しております。 

ご指摘の点について、CO2 排出量は上記手法に基づき都道府県別デ

ータを世帯数・従業員数での按分等で算出しております。そのため正

確な排出量の減少要因を特定することが現時点では困難であり、温室

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 



また、部門別 CO2 排出量推移における農林水産業の

データが 2013 年以前と 2014 年以後で 4 倍くらい増加

していますが、何故でしょうか？ 

効果ガスの削減効果による減少であるような記載については削除いた

します。 

 また農林水産部門の排出量についても、同手法にて国の経済センサ

ス（基礎調査）での農林水産業の従業員数で案分することで算出され

ています。ご指摘の点については、同統計調査上の従業員数が 2013 年

から 2014年にかけて 66人から 267人まで上昇したことが影響してい

ますが、この詳しい原因について現在調査中です。本町の排出量のよ

り正確な把握については、算出根拠となる本町の部門ごとのエネルギ

ー使用量の収集方法など、計画期間内に検討してまいります。 

８ 

【P28】太陽光パネルを用水路上に設置することで、用

水の温度上昇を抑えるとともにパネルの温度上昇を抑

えて発電効率を高める効果が見込まれます。水路への設

置を積極的に検討すべきです。 

基本施策における「太陽光発電など地域のための再エネ電源の利活

用」では、ご提案の設置形態も参考に、様々な町内の未利用空間を活

用した太陽光の設置促進策を検討してまいります。 

C 

計画案は修正し

ないが、今後の

取り組みにおい

て検討又は参考

とする 

9 

【P30】「剪定枝の供給が可能と答えた農家の剪定枝発

生量」の数値、凡例が消えてしまっています。 

ご指摘の箇所について、数値・凡例を記載いたします。 Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 

10 

【P31】過去にバイオマスボイラー等の検討をしたが、

導入に至らなかった経緯や課題が全く記載されていま

せん。 

ご指摘の通り、本町では過去に町有施設における木質バイオマスの

熱利用検討を行っていますが、コスト面等の理由から導入には至りま

せんでした。しかし、近年においては化石燃料の価格高騰等の社会情

勢の変化が生じ、それに伴い木質バイオマスの燃料種別によってはコ

スト効率や運用面の手間といった課題を解決し得ることから、本計画

内でも町内での利活用を検討しています。 

また、こうした検討の趣旨について、該当箇所に追記いたします。 

Ａ 

計画案を修正・ 

追加する 

11 
【P44】「森林・農地の吸収量、環境価値の購入等のカー ご指摘の点を踏まえ、本計画の温室効果ガス削減目標を目指す上で Ａ 



ボン・オフセットによる削減量を加味する」とあります

が、「（森林・農地の CO2吸収量）＝（植物体の成長量）

―（分解量）」であるため、CO2 吸収量はほとんどゼロ

です。したがって、これを削減量に加味することはでき

ません。成長量にあたる剪定枝や間伐材をバイオマス利

用した場合のみ、CO2 削減量に加味できます。また、

カーボン・オフセットは地域外への資産流出につながる

ため、積極的に利用すべきではありません。 

の考え方について再検討いたしました。 

2030 年までに 2013 年と比べて 50％以上の削減を達成することは

野心的な目標となります。この目標達成には、防災・レジリエンスの

強化やサステナブルな観光の実現と相乗効果を持ちながら、再生可能

エネルギーの利活用や省エネルギー、およびゼロ・ウェイストの推進

等の排出削減策によって最大限の削減努力を進める方針が必要となり

ます。 

そのため、まずは町内の CO2 吸収量やカーボン・オフセットに依拠

しない削減目標達成の考え方を示すこととし、そのように記載を変更

いたします。なお、町内の森林・農地等の CO2 吸収については、本計

画期間内にその吸収量の算定を検討してまいります。 

計画案を修正・ 

追加する 

12 

電動モビリティについては試験的に取り組んでいる電

動キックボードは町中の走行は危険なので考慮を要す

る。 

基本施策における「電気自動車など CO2 を出さない車（ZEV）の普

及」では、安全面にも配慮した形での電動モビリティ導入促進を検討

いたします。 

C 

計画案は修正し

ないが、今後の

取り組みにおい

て検討又は参考

とする 

13 

夜の町内が暗いのでソーラー使用の街灯を多用してほ

しい。 

基本施策における「太陽光発電など地域のための再エネ電源の利活

用」および公共部門における取組において、ご提案の内容についても

検討いたします。 

C 

計画案は修正し

ないが、今後の

取り組みにおい

て検討又は参考

とする 

14 

小水力発電の活用について既存の小布施松川小水力発

電が現在稼働しておらず、松川の水質では向かないので

はないか。その説明が無い。 

ご指摘の点について、個別の発電事業について町として取得してい

る情報には限りがございますが、同発電所の設備自体は松川の水質に

も対応しており、小石や落ち葉等が要因となった一時的な稼働停止は

Ｅ 

その他 



あるものの、基本的には稼働を継続していると聞いております。 

現状では、松川を含む周辺河川の水質等から発電ポテンシャルに影

響する要因は把握していないため記載は変更いたしませんが、本計画

期間内において継続的な情報収集に取り組んでまいります。 

15 

太陽光発電について、粗雑な太陽光パネルや耐用年数が

過ぎても撤去しない事例や、設置するにあたり周りに水

路を設けない等ずさんな業者の例があるので町として

規制をする必要がある。 

本計画期間内に、太陽光パネル等の再生可能エネルギーの設置につ

いて、安全面や環境・景観等への配慮に係る事項を定めた指針の策定

に取り組んでまいります。 

C 

計画案は修正し

ないが、今後の

取り組みにおい

て検討又は参考

とする 

16 

アンケートに再生可能エネルギーが普及したときに懸

念する問題点にお金がかかるが 40.5％あり、普及を図

るうえで希望する取り組みに補助金、税制優遇、低利融

資をより充実させてほしいが 45.9％ある。これについ

ての対策の方向は？ 

同アンケート結果を踏まえ、基本施策における「太陽光発電など地

域のための再エネ電源の利活用」では、国・県等の補助制度の活用ま

たは町内への周知など、再生可能エネルギー設置に対する金銭的な支

援施策についても検討してまいります。 

C 

計画案は修正し

ないが、今後の

取り組みにおい

て検討又は参考

とする 

 


