長野県 伊那市
Ina City, Nagano
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再生可能エネルギーの状況（電気部門）
State of renewable energy (for electric power)

水力発電

年間発電量 （kWh）
Annual power generation （kWh）

Hydraulic power generation

長野県南信発電管理事務所

160,236,000

Nagano Nanshin Power Generation Office

三峰川電力（株）

154,500,000

Mibugawa Power Company

Geographical features

美和土地改良区

93,000

Miwa land improvement district

春富土地改良区

754,000

Harutomi land improvement district

合 計

315,583,000

Total

太陽光発電

○地勢

Power supplied for (purchased by) Chubu Electric Power [2015]

２，８３０件
2,830 households

再生可能エネルギー発電量
Renewable energy power generation

市内年間電力需要（使用）量
Annual power demand (use) in the city

エネルギー自給率 （導入ベース）
Energy self-sufficiency rate (based on facility introduction)

Total area 667.81 km2 (forest 550.74 km2 82.5%)

最高地 3,052m 最低地 590ｍ
Highest altitude：3,052 m

○人口

中部電力㈱受給電力量（買取量）【H27】

Photovoltaic power generation

総面積 667.81k㎡（森林 550.74k㎡ 82.5%）

Population

Lowest altitude 590 m

68,773人 （H29年4月1日現在）
68,773

(As of April 1, 2017)

36,579,000
352,162,000
438,287,000
８０．３％

第５回日本「住みたい田舎」ベストランキング 総合ランキング全国第７位
The 5th Japanese best “countryside to live” ranking

Overall ranking: 7th place in the country

「移住したい都道府県」１１年連続全国第１位の長野県内で、３年連続第１位
宝島社発行、H29年「田舎暮らしの本2月号」
1st place for 3 consecutive years in Nagano which have taken 1st place in “prefectures that people want to move
to” for 11 consecutive years
2017 “Countryside life, February” issued by Takarajima sha
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伊那市５０年の森林（もり）ビジョン
Ina Mori (forest) Vision for the Next 50 Years

【理念】山（森林）が富と雇用を支える５０年後の伊那市

平成28年２月策定

[Vision] Ina city after 50 years where the mountain (forest) supports wealth and employment formulated in February 2016

市民を主役とした自立的な経済の循環を構築し、社会が森林を
育て、森林が社会を豊かにする。
Build autonomous economic circulation leaded by the citizens to allow the
society to grow the forest and the forest to enrich the society.

【取組】 [Actions]

ソーシャル・フォレストリー都市“伊那市”

（資料 p8）

50年の森林イメージ
自然との
共生

promote forestry and wood industrial activities that contribute
to sustainable economical development in the city;

・ 森林が多面的機能を発揮するための
住民参加を推進します。
基盤整備
（路網）

獣害対策

promote citizen participation to allow the forest to show a
wide variety of functions; and

・ 森林資源・人材資源を育て、活かし、
利用する循環社会を創出します。

担い手

植林
活動

We will make efforts to grow the forest which co-exists
with civil life and is usable by the citizens;

・ 市域の持続可能な経済発展を担う林
業・木材産業活動を推進します。

自然環境保全
（観光資源）

山地防災
・水資源

・ 市民生活と共生し、市民が活用できる
森林（もり）づくりに努めます。

create a circulating society to grow and make use of forest
and human resources.

（林業）

自然
教育
松林保全
森林整備
（造林・保育）

林業活動

小水力発電

木質バイオマスエネルギー

Hydraulic power generation

Woody biomass energy

木材
産業・流通

交流

小水力発電
Hydraulic power
generation

地域材の
活用

木質バイオマスエネルギー
Woody biomass energy
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低炭素社会の実現に向けて

（伊那市二酸化炭素排出抑制計画）

Toward Realization of a Low-Carbon Society (Ina CO2 Emission Reduction Scheme)

１ 計画期間
1 Period

２ 行動対象範囲
2 Scope

平成28年12月策定

平成28年度～平成37年度 (10年間)

Formulated in December 2016

2016~2025 (10 years)

市民、農業関係、公共的団体、行政、企業等

Citizens, agricultural entities, public organizations, government, private companies

現 状

再生可能エネ
ルギー抑制量
14%
18,936t-CO

14%

目標（10 年後）

現状抑制量
14%

10年抑制量

25%

市内一般家庭
CO2総排出量

＋11%
15,172t-CO2

市内一般家庭
CO2総排出量

138,397t-CO2

木質バイオマスによる CO2 抑制量
10 年計画

現 状
CO2 抑制量
（t-CO2）

t-CO2

t-CO2

3,656 t-CO2

３倍に

１０年間での取組
Actions for 10 years

家庭

地域

行政

Households

Communities

Government

・ペレット・薪ストーブ
Pellet /wood stoves

・太陽光発電、太陽熱温水器
Photovoltaic power generation, solar water warmer

・省エネ家電への買換え
Replacement with energy-saving electric appliances

・ペレット温風機（農業用ハウス等）
Pellet heater （for hot houses)

・小水力発電
Small hydraulic power generation

・木質バイオマス発電
Woody biomass power generation

・ペレットボイラー、温風機
（温泉・宿泊施設、学校、保育園）
Pellet boiler, heater
(spa/accommodation facilities, schools, kindergartens)

・照明ＬＥＤ化（体育館等）
LED lights (gymnasia)
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