＜開催目的＞

サステナブルな取組>

・専門家を招聘し乗鞍高原関係者の知識向上を図

2021/6/29

2021/6/29にふれあいパークに総勢約５０名でのり

のりくら高原ふれあいパークにて

くら高原のゼロカーボンについて熱く話し合われ

・脱炭素・脱プラ実現チームの会議の一環として行
い、これまで地域内で既に実践されてきた脱炭素・
脱プラ等のサステナブルな取組について共有し、今
後、取り組むべき事項について乗鞍高原の関係者に
おいて意見交換する。

ロカー

ンフォーラム>

た。主催はのりくら高原ミライズ構想協議会地域づ
くり分科会（脱炭素・脱プラ実現チーム）。今回、
講師は信州大学・茅野恒秀先生(信州大学人文学部
准 教授)をお招きし、「エネルギー自立とサステイ
ナブルな近未来社会」について基調講演をして頂い
た。

る。

・ゼロカーボン並びにサステナブルな取組を今後推
進していくためのキックオフとする

＜内容＞

乗鞍高原が日本第１号ゼロカーボンパークに登録
令和３年３月23日には、日本で最初のゼロカーボン
パークとして中部山岳国立公園乗鞍高原地域が登録
された。これを契機に本チームが先頭に立って「の
りくら高原ミライズ」の重点取組事項である「乗鞍
高原からはじまる地球環境問題解決への挑戦」にお

13:20〜

約１時間茅野先生による基調講演

14:20〜

ワークショップ

8 ルー :情報&意見&アイ ィアの共有
乗鞍高原のエネル ー消費の現状を“見える化”する
ため に皆 集められる情報は?

けるゼロカーボンの取り組みを推進していく
視点1 モ

リティ=移動、自動車な

視点2 建物のエネル
視点3 サー

(生活者目線

ー(生活者&利用者目線

ス(利用者目線

)

)

)→

前半 は:現状を“見える化”するために きることは?
後半 は:脱炭素( ロカー ン)&持続可能(サステイ
ナ ル)な乗鞍を実現するために のような取り組み
必要?
16:00〜

パネルディスカッション

環境省・松本市・大野川区・アルプス山岳郷・観光協会そ
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ビ

で
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れぞれの代表から本日の取組についてコメント発表。

グ

ゼ

が

<ゼロカーボン社会の到来と

<のりくら高原

自然由来のものに切り替えていくこと。この2つ

標準

ワークショップが行われた。前半

(快適性も)②屋根ソーラーな

するために きること。後半 は:脱炭素( ロカー ン)&

自給・自家消費③

ソ

持続可能(サステナ ル)な乗鞍を実現するために のよ

の方法な

うな取り組み

は地域性

あって当然であり、のりくら高原

よる、ゼロカーボンに対しての様々な基礎知識、これ

力に恵まれている地域なら水力、寒冷・山間地域なら木

からどうすればいいのかについて詳しく講演頂いた。

質燃料も必須。←乗鞍地域には適しているのでないか。

参加者からは非常に面白い内容だったという意見が多

最後に茅野先生から「具体的に乗鞍地域で

く出た。その中で印象に残った内容を紹介する。

き)ことは何

ス排出量を2013年

比46%削減、「さらに50%の高み に向けて挑戦を続
けていく 」と表明。松本市でも2050年ま
カー

に

ロ

質

ロ②最終エネル

ス排出量2050年ま

に実

ー消費量7割減、再エネ3倍増を

表明。なんと日本政府よりも半年前に表明している。
ここ数年でゼロカーボンに対する世界の動きが大きく
変動している。長野県では世界標準のRE100リ ート
くり(県ZC戦略、p.81) 「地域産電力をスキー場や宿
泊施設に供給すること
地域 の

ラン

RE100 リ ートを形成し、

価値を高め、世界に発信します。」 と

いうことを目指している。REは再生エネルギーを指

ろう?」提示頂いた。

とは何か。脱炭素に対する個人の行動変革

カ 。例

えばカーボン（炭素）排出量「見える化」が大事。必
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ガ

で
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ギ

ギ
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ルに転換すること②化石燃料由来のエネル
ブ

ー

済むライフスタイ

ガ

を無駄にせ 、必要最小限の使用

ボ

要な取り組みは世界共通

ボ

＜視点1モ

リティ=移動、自動車な

(生活者目線

)＞

・現状を“見える化”するために

きること

乗鞍の土地柄、車で移動することが多い。そのために車

暮らしに関わるエネル ー消費の現状と課題を見つめる
( きていることをしっかり評価しなけれ 、課題は特定
きない)

の燃料を多く使う。まずはこの地域の車の台数を調べ、

• リ ート地として サー
題に対応する (この機会を

スの現状と、時代に沿った課
ネスチャンスにする)

年間通してどれくらいの燃料を使っているか調べる必要
がある。その上で数値化し、毎年どれくらいカーボンを
削減できているか、検証する。面白いアイディアはそこ
ででた数値を全てオープンにし（宿名・数値など）年間
で競い合う。これによってあの宿はどうして削減できた

• 地域コミュニティとして 公共・共同施設、公共・共同
サー スのあり方を検討する (ち は なこと、効果を
打ち消すようなことをしていないか) 皆 取り組めるこ
と、相乗効果のあることを特定する 短期的な課題から長
期的な課題ま 、着実に実行する
サステナ ルな乗鞍に向かうための
(1)点検・診断 (2)課題抽出 (3)解決策の実行

のか？という具体的な事例も出せる。そしてそれを皆で
勉強し行動する。このサイクルが出来ればより一層、地
域全体でゼロカーボンに近づく。
・脱炭素(

ロカー

ン)&持続可能(サステナ ル)な乗鞍

を実現するために のような取り組み

必要?

乗鞍に来るまではお客さんの車でそれからは移動手段を
制限する。それに対して地域内でEV車・EVバイクシェ

そんなゼロカーボンの世界情勢の中、我々にできるこ

ビ

各テーマで出た各チームの発表をまとめる。

• 住民として

す。

ゾ

必要?について考えた。

きる(す

ンシティを目指すことを表明。長野県としては

2020年4月に①温室効果

は:現状を“見える化”

リン車→EVへシフトが必要になってくる。もちろん自給
では標高、山の向きで太陽光発電はあまり適さない。水

ルを表明し、2030年の温室効果

総勢50名が8チームに分かれて、官民一体となって熱い

的な手法だがそのためにさらに①建物の断熱性能アッ

茅野先生により基調公演。ここでは茅野先生の研究に

2020.10月に日本政府は2050年カーボンニュートラ

ゼ

づ

「エネル ー自立と
サステイナ ルな近未来社会」

で

で

＜茅野先生による基調講演＞

＜ワークショップ＞
「乗鞍高原のエネル

ー消費の現状
を“見える化”するため に皆 集め
られる情報は? 」

アリングの提供・周遊EVバスで利便性を高めるアイディ
アが出た。また地域目線だと、松本市内地へ生活用品を
買い物へいくことが多い、その時に多くにカーボンを排
出している現状がある。そのために乗鞍のある場所に食
材・用品などを集め、移動を少なくする。奇抜なアイ
ディアでは松本市内から乗鞍までの自転車専用道路を

作り、自転車で有名なしまなみ街道ならぬ、やまなみ

生み出すことが必須である。それに伴って施設の高断

森川政人様：環境省（中部山岳国立公園管理事務所）所長

街道を作ってはどうかと発表された。

熱化もしていかなければ意味がない。（茅野先生も講

桐沢明雄様：松本市アルプスリゾート整備本部本部長

演の中で話していた）

鈴木博史様：松本市環境・地域エネルギー課課長

＜視点2 建物のエネル

ー(生活者&利用者目線

・現状を“見える化”するために

)＞

木
＜視点3 サー

きること

ス(利用者目線

・現状を“見える化”するために

)＞

村

様：ミライズ会長・大野川区区長

斉藤元紀様：アルプス山岳郷理事長
宮下了一様：のりくら観光協会長

きること

やはり、ここでも建物の電気量・灯油使用量・薪使用
量などの光熱費を把握し、数値化する必要がある。ま

宿屋で問題なのは歯ブラシやペットボトルのプラス

たどのような暖房設備を何台使用している施設がある

チック製品である。そういったプラスチック製品の消

のかも詳細に調べる。事業者が多いため、決算書を辿

費量を把握する必要。

ればそれほど難しくなく、データをまとめられるので
はないかと話し合われた。ここでも同じく、先ほどの
テーマ出た奇抜なアイディアを各施設でデータをオープ

・脱炭素(

ロカー

ン)&持続可能(サステナ ル)な乗

鞍を実現するために のような取り組み

必要?

ンにし、競い合う。最終的には毎年アワード表彰式を

まずはプラスチック製品の提供をやめる。そしてマイ

行い、その施設に対して何かしらのメリットを与え

ボトル持参を推奨し、それに対してのメリットを打ち

る。もちろん、皆で勉強し、実行していく。

出す。またオリジナルのマイボトル（※乗鞍BASEのよ

・脱炭素(

ロカー

ン)&持続可能(サステナ ル)な乗

鞍を実現するために のような取り組み

必要?

乗鞍の温泉で地熱発電は温度が低い、ただ温泉の捨て
水で水を温め、ボイラーの温める最初の水温度上げる
システムが出来ればその分カーボンが削減できる。ま
た山の冷水を使って、部屋に配管を回し、冷房をす
る。一方暖房の方では乗鞍温泉は温度が低いため、こ
のアルプス山岳郷内の熱い温泉がある沢渡温泉を乗鞍

うに既存ブランドとコラボするのも有）を宿独自で作
成し、提供する。それがお土産になり、思い出のプラ
ス要素になる。観光センターカフェギフトさんでは既
に導入されている。
過剰なサービスをやめて、ゼロカーボンを目指すこと
で宿・地域のブランド価値が高まる。ゼロカーボン・
SDGsの取組をアピールして対外的に発信していくこと
が大事。

ラルな薪資源が豊富にあるため、薪ストーブの導入を
地域全体で促す。ただ導入を促すだけでは非効果的。
そのためには薪を提供できるシステム、自伐型林業
（採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林
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経営）を生み出し、継続的に運用しやすいサービスを

沢山のご参加ありがとうございました。今回、このゼロ
カーボンフォーラムを通して、様々な気づきがあったの
ではないでしょうか。従来、のりくら高原ミライズ作り
あるいはそれ以前からもサステナブルな取り組みを各自
実践されてきたあるいは検討されてきたところかと思わ
れますが、今回はゼロカーボンパーク登録後初の集まり
ということで始まりのキックオフです。世界・日本国内
とこれから2030 年、2050年に向けて大きくゼロカー
ボン社会へ大きく舵を切ります。日本第一号ゼロカーボ
ンパークに登録さてたのりくら高原が国内に先駆けて、
楽しみながら無理なく、そして地域全体みんなで取り組
んで実現して行けたら素晴らしい未来が待っているので
はないでしょうか。脱炭素・脱プラ実現チームはそれを
支えていく役割を持っています。1年を通して約2~3回議
論を進めていきます。最終的には乗鞍版ゼロカーボン
ロードマップ（道標）を作成し地域内・対外的に周知し
たいと考えています。今回、都合が合わず、来ることが
できなかった方も次回は是非ご参加お待ちしておりま
す。 ありがとうございました。
のりくら高原ミライズ構想協議会 地域づくり分科会
（脱炭素・脱プラ実現チーム）チームリーダー 奥田

に引湯して同じシステムで暖房する。エコキュートを
導入することも効果的。この乗鞍はカーボンニュート

＜御礼と次回開催日のお知らせ＞

＜パネルディスカッション＞
フォーラム最後に茅野先生の司会で各代表者にこの会
の講評を頂いた。

<次回開催日>
2021年9月7日（火）
10:00〜12:30

