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自然エネルギーをもっと身近に！
生活の中に『自然エネルギー』を取り入れてみませんか。私たちの周りは、
太陽の光や川の水、森の木々など自然エネルギーの資源に満ちています。
自然エネルギー利用の大切さや、すでに自然エネルギー利用が身近なものに
なっていることを実感していただくため、地域の方々が地元で使われている自
然エネルギーを知り、自然エネルギー利用により関心を持っていただけるよう
に、地域にある自然エネルギーを取り入れた見学可能な施設などを紹介するマ
ップとハンドブックを制作しました。
長野地域には、太陽光、太陽熱、小水力、木質バイオマス、風力、雪氷熱な
どの自然エネルギーを活用している施設などが点在しています。自然エネルギ
ー利用は、それぞれの地域の特性（日照、地形、積雪など）が大きく関わって
おり、その特性により、利用する自然エネルギーの種類や、取り入れ方が変わ
ってくるため、地域における自然エネルギー利用の実態を知ることは、自然エ
ネルギー利用を広めていく上で大切なことです。
マップとハンドブックを参考に、身近な自然エネルギー利用を見て、体験し
ましょう。
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まぶしくて暖かい日差し、川の水の流れ、緑豊かな森、心地よい風、冷た
い雪・・・私たちはさまざまな「自然」に囲まれ、接しながら生活していま
す。これらの自然は、
「自然エネルギー」として私たちの生活の中で利用する
ことができます。

化石エネルギーから自然エネルギーへ
私たちが日々使っている電気の多くは、天然ガスや石炭、石油を燃やしたり、
水の力を使ったりして作っています。また、自動車に入れるガソリンや軽油、
暖房や給湯に使う灯油やガスなども使っています。
天然ガス（ガス）や石炭、石油、ガソリン、軽油、灯油、これらは「化石燃
料」と言われ、地下から採れる資源です。
化石燃料は、今、世界で最も多く使われているけれど、このまま使い続ける
と、近い将来、枯渇してしまうと言われています。
一方、自然エネルギーは再生可能エネルギーとも呼ばれ、自然に再生するエ
ネルギーです。自然の力を使うもので、環境への影響が小さく、ほぼ無尽蔵に
利用することができます。

自然エネルギーの種類
自然エネルギー利用は、大きく３つの分野（発電分野、熱利用分野、燃料分
野） に分けることができます。発電分野は、エネルギー資源を電気に変えて
利用することで、太陽光発電や風力発電などがあります。
熱利用分野では、エネルギー
資源の熱をそのまま利用したり、
燃やして熱に変えて利用するこ
とで、雪氷熱利用やバイオマス
熱利用などがあります。
燃料分野は、発電分野と熱利
用分野の両方に関わりがあり、
薪やペレット、バイオガス、
廃植物油の自動車燃料化とい
ったバイオマス燃料製造があ
ります。

2

自然エネルギーは様々な方法で使うことができます。地域によって自然エネ
ルギー資源の種類や量は異なるため、地域に適した自然エネルギー利用を進め
ることが大切になります。また、地域にある資源を使うことで、循環型の社会
の構築に役立ちます。

太陽光発電

太陽熱利用

太陽の光を利用し、太陽電池によって
直接的に電力に変換する発電の方法が太
陽光発電です。太陽光発電システムは配
電線で電力会社とつながり、家庭の屋根
などが発電所となって売電できます。
住宅からメガ
ソーラーまで広
く導入が進めら
れており、大き
な可能性が注目
されています。

太陽の熱エネルギーが集熱機器へ照
射することによって発生する熱エネル
ギーを得て、水や空気等の熱媒体を温
め、給湯や暖房等に利用します。
太陽エネルギーの利用方法として古
くから活用され
ており、熱エネ
ルギーを熱とし
て使うため変換
効率が高く無駄
が少ないのが
特徴です。

バイオマス発電・熱利用

中小規模水力発電

バイオマスとは、動植物などから生ま
れた生物資源のことを言います。バイオ
マスエネルギーは、このバイオマスから
生み出したエネルギーのことです。化石
燃料以外の動植物に由来する有機物を
エネルギー源として利用可能なものの
ことで、様々な種類があります。

水力発電は、水の力で発電用水車を回
転させて発電させます。河川などで水の
落差さえあれば利用できるため、適応範
囲が広いのが特徴です。ある程度の水量
があれば基本的にどこでも設置可能で、
太陽光や風力
と比べ、単位
出力あたりの
コストが安く、
安定性も優れ
ています。
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風力発電

地熱、地中熱利用

風の力で風車を回し、その回転を発電
機に伝えて電気を起こします。大型のも
のから、住宅や
街灯などに設置
される小型のも
のまであり、風
さえあれ昼夜問
わず発電するこ
とができます。

地中の熱水や蒸気を取り出してター
ビンを回して発電したり、温泉や地下水
の熱をさまざま
な形で利用する
方法です。火山
国である我が国
は、地熱エネル
ギーが豊富にあ
ります。

雪氷熱利用
雪の多い地方では、冬の雪氷を暖かくなる時期まで保
存して、農産物の冷蔵のための雪室として昔から使われ
てきました。農作物の保存だけでなく、建物の冷房用と
しても使われています。

自然エネルギーの視点からの特徴
自然エネルギーはその土地の気候や地
形などにより、利用できる種類や量が異な
ります。長野エリアは周囲を山々に囲ま
れ、森林資源が豊富にあります。また、水
資源も豊かです。年間の平均日照時間は
1,960 時間を超えており、全国でも有数の
日照が豊かな地域です。その一方で、風は
さほど強くありません。
このような特徴から、長野エリアでは、
太陽光や太陽熱、木質バイオマス、小水力
発電などの自然エネルギー利用が進んで
います。
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長野県の「長野エリア」には、
長野市、須坂市、千曲市、信濃町、
飯綱町、小布施町、高山村、小川村、
坂城町の９つの市町村があります。

身近な所で自然エネルギー利用は増えてきています。でも、実際に使ってい
るところを見たり体験するとなると、どこに行けばいいのかなど分からないこ
とも多いと思います。そこで、ここでは自然エネルギー利用を見られる施設、
見学できる施設などを自然エネルギーの種類ごとに紹介します。

～

施設を見に行くときの注意事項

～

① 施設の紹介欄の「見学方法」をご参照ください。
見学できる施設を基本としていますが、なかには見学できない施設（学校など）
も含まれています。見学できない施設については、地域で使われている自然エ
ネルギーの現状を知っていただくことを目的として掲載しております。
②施設の見学を希望する際は事前に問合せ先に連絡してください。
誰でも利用できる施設以外は、原則として事前の予約が必要となります。また、
施設によっては、個人の見学に対応していない場合があります。連絡する際は、
見学可能な人数や駐車場の有無などをご確認ください。
③車で行く際は駐車場を確認してください。
施設周辺の路上などへの駐車など、施設や近隣への迷惑となる場所への駐車は
やめましょう。
④一般の施設利用者の利用を妨げないようにご注意ください。
施設には、一般の利用者がいる場合があります。写真を撮影する際には事前に
許可を得たうえで、他の利用者へのご配慮をお願いします。

新しい情報を入手するには・・・
自然エネルギーを利用する施設は、近年、急速に増えてきています。そこで、
ハンドブック作成以後にできた施設については、ホームページでご紹介するこ
とにしました。
ホームページでは、ガイドブックやマップで紹介する施設の他に、最新の施
設情報についても掲載しておりますので、そちらもチェックしたうえで施設見
学にお出かけください。

ホームページアドレス：http:// www.ecoene-nagaho.net
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長野エリアは年間の日照時間が多く、太陽光発電
パネルの普及にともない、設置している住宅や施設
などが多く見られるようになりました。

様々な所で見られるようになってきた太陽光発電
太陽光発電は、役場や学校、警察署、消防署などの公共施設で活用されているのを見
ることができます。また、街灯などにも使われていることがあります。太陽光パネルを
屋根や屋上に設置することが多く、周辺からはパネルが見られない施設もありますが、
発電量の表示板などを設置している施設もあります。

民間の太陽光発電所
太陽光発電所
住
所
問合せ先
設備概要

千曲市中 557-1
サンリン株式会社
太陽光発電パネル

施設紹介

千曲川沿いにある広さ約 10,000 ㎡の敷地に、太
陽光パネル約 2,000 枚を設置した太陽光発電所。
出力は 0.5 メガワット（500kW）で、発電した電
気はすべて売電しています。

見学方法

千曲川の堤防から外観が見られます。場内は「発
電所」のため、場内への立ち入りは原則できませ
ん。フェンスの外側からの見学となります。

エコ事業部 TEL 0263-97-3034
出力 500kW

公園に設置された太陽光パネル
地附山公園太陽光パネル
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
開 園 日
開園時間
ホームページ

長野市大字上松 3024-1
長野県長野建設事務所 計画調査課 TEL 026-224-5054
太陽光発電パネル 出力 24W、85W
地附山ＧＰＳ観測施設に 11 基、地附山学習体験
施設に３基設置しています。地すべりの状況を見
守る施設に利用されています。停電や災害時にも
発電でき、配線などが必要とならない太陽光発電
の利点を生かした設備です。
公園内に設置されており、開園時間中は自由に見
ることができます。公園の駐車場をご利用くださ
い。
4 月 1 日～11 月 23 日（冬期閉園・夜間閉鎖）
8 時 30 分～16 時 30 分（4～5 月・9～11 月 23 日）
8 時 30 分～18 時 30 分（6～8 月）
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kouen/11347.html（公園のＨＰ）
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公共施設や学校の屋根を有効利用
国立長野工業高等専門学校
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市徳間 716
国立長野工業高等専門学校 TEL 026-295-7003
太陽光発電パネル 出力 4.8kW
多結晶パネル（480W×10 枚）
校舎の屋上を利用して太陽光発電を行っています。
発電した電気はバッテリー充電し、停電や災害時に
も利用できるようにしています。
無断で施設内に入ることはできません。見学をご希
望の際は、事前にご連絡ください。

古里総合市民センター
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大字金箱 635-16
長野市 古里公民館 TEL 026-295-9707
太陽光発電パネル 出力 15kW
センターの屋根を利用して太陽光発電を行っています。
開庁時間内であれば、施設の入口ロビーで発電状況を表示す
るモニターを見ることができます。

篠ノ井中央公園
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

管理棟

長野市篠ノ井会 700
長野市公園緑地課 TEL 026-224-5054
太陽光発電パネル 出力 10kW
管理棟の屋根を利用して太陽光発電を行っています。
開館時間内であれば、管理棟の入口ロビーで発電状況を表示
するモニターを見ることができます。（事務室へお声掛けください。）

長野市清掃センター
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介

見学方法
ホームページ

長野市松岡二丁目 42 番１号
長野市 環境部 清掃センター TEL 026-221-5316
太陽光発電パネル 出力 30kW
清掃センタープラスチック製容器包装圧縮梱包施設
の屋根に太陽光発電パネル 144 枚を設置し、発電容
量 30kW の太陽光発電を行っています。発電した電気
はすべて清掃センターの施設で使用しています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
（土・日・祝日以外の 9 時～12 時、13 時～17 時まで）
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/seiso/13243.html

長野中央介護センターつるが
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市東鶴賀町 1906
長野医療生活協同組合 TEL 026-234-3211
太陽光発電パネル 出力 19kW
施設の屋上を利用して太陽光発電を行っています。発電した
電気は災害時の予備電源にも使えます。また、壁面緑化や雨
水タンクなど様々な環境への取り組みも行っています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
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民間企業の太陽光発電
ＫＲＣ太陽光発電施設
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

長野市稲里町中央 3 丁目 33-23
株式会社 KRC TEL 026-285-7670
太陽光発電パネル 出力 12kW
発電した電気は全量買い取り制度を利用して売電しており、
建物内にある表示板で発電量が確認できます。環境、建設、
建築のコンサルタント会社として、地域木材や自然エネルギ
ー利用、省エネを重視した建築やまちづくりを提案していま
す。当協議会事務局であるＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構
はこの建物内に事務局を置き、自然エネルギーマップ、ハン
ドブック等の広報誌や木質ペレット燃料を提供しています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。

民間事業者への公共施設屋根貸しモデル
須坂市では、公共の場を地産地消エネルギーの生産基地とし、エネルギー費用を地域
外に流出することなく地域経済の活性化を図り社会に還元することを目的として、公共
施設の屋根貸しをしています。相森中学校の取り組みでは、生徒や地域への環境教育に
活かされ、災害時には非常用電源を自然エネルギーで確保できるようにしており、
『太
陽エネルギー推進協議会』が須坂市と協働で進めています。

相森中学校
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介

見学方法

須坂市大字日滝 2082
太陽エネルギー推進協議会 TEL 026-215-2600
太陽光発電パネル 出力 127.6kW
中学校の体育館や校舎の屋上を利用して太陽
光発電を行っています。発電した電気は売電し
て地域循環するほか、非常用蓄電池に蓄電し、
災害時の非常用電源として利用しています。
学校への無断立入と写真撮影はご遠慮くださ
い。学校施設のため、行事により見学でいない
場合もあります。の見学をご希望の際は、事前
にご相談ください。

須坂市北部体育館
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
開館時間

須坂市大字小河原 1055 番地 3
太陽エネルギー推進協議会 TEL 026-215-2600
太陽光発電パネル 出力 67.5kW
須坂市では再生可能エネルギーの利用促進を
図るとともに、災害時等における公共施設機能
の強化と地域経済の活性化等を目的として、公
共施設の屋根等を一般に貸し出して太陽光発
電パネルを設置する事業を行っています。
開館時間内であれば、発電状況を表示するモニ
ターを見ることができます。
平日・土曜日：8 時 30 分～21 時 30 分、日曜日：8 時 30 分～17 時 00 分
※整備点検のため休館となることもあります。事前にお問い合わせください。
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ソーラーシェアリング
ソーラーシェアリングとは、耕作している農地の上に架台を設置し、隙間をあけて
太陽光パネルを設置することにより、農業と太陽光発電を両立させる方法です。須坂
市内のブドウ農家、信州大学工学部、地域企業、行政などでつくる『須坂市スマート
アグリソーラー研究会』では、ブドウ棚の上に可動式の太陽光パネルを設置して、ブ
ドウ生産と太陽光発電を両立させる実証実験を行っています。

須坂市スマートアグリソーラー研究会
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

須坂市大字小河原 2640（岡木農園）
須坂市産業連携開発課 TEL 026-248-9017
太陽光発電パネル 出力 200W×12 枚＝2.4kW
架台：角度調整機能付き
太陽光パネルをぶどう農園に設置し、雨除けと
日除けに兼用することにより、ぶどうの品質の
向上と収量増を図っています。また、発電した
電気は固定価格買取制度により売電し、農家経
済の安定と向上を図っています。
農園の外から外観を見ることができます。見学
をご希望の際は、事前にご連絡ください。

可動式の太陽光発電設備
可動式の太陽光発電設備は、太陽の高度に合わせてパネルの向きを変えることで、
効率よく受光して発電量を増やすことができ、冬の積雪への対策にもなります。冬に
太陽光発電の効率が落ちる雪の多い地域ならではの工夫です。

タケウチ建設
住
所
問合せ先
設備概要

上水内郡信濃町大井 262-2
株式会社タケウチ建設 TEL 026-255-2501
可動式太陽光発電パネル
出力 16 kW＋50 kW

施設紹介

タケウチ建設は、信濃町に育てられた地
元企業として、自然豊かな環境を守って
いくという理念のもと活動しています。
太陽光発電パネルを手動により傾斜が変
えられる可動式架台に設置することで、
雪国ならではの積雪に対する工夫をして
います。

見学方法

見学をご希望の際は、事前にご連絡くだ
さい。
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太陽熱利用は太陽エネルギーの利用方法として古
くから活用されてきました。太陽熱温水器による給
湯システムは、家庭や事業所などに普及しています。
むさしや食品有限会社
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

長野市信州新町竹房 820-1
むさしや食品有限会社 TEL 026-262-2828
集熱器面積 41.8 ㎡ 集熱器 20 枚
貯湯槽容量 2,000ℓ
ジンギスカンの加工をしている工場の屋根
に集熱器を設置しています。毎日の掃除に
使用する大量のお湯を太陽熱でまかなって
います。
敷地の外から屋根の上部に集熱器が見えま
す。見学をご希望の際は、事前にご連絡く
ださい。

須坂市動物園
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介

見学方法

須坂市臥竜 2-4-8
須坂市動物園 TEL 026-245-1770
集熱器 6 枚 貯湯槽容量 400ℓ
須坂市動物園の人気者『カピバラ』の展示スペースに設置されたプールに、太陽熱温
水器で温めたお湯を使用しています。
設備は動物舎の柵ごしに見ることが
できます。カピバラがお湯につかる
姿はイベント時に見ることができま
す。詳しくは須坂市動物園のホーム
ページをご覧ください。

開館時間
休園日

9 時～16 時 45 分（入園は 16 時まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）
※4・5・8 月は休園日はありません。
年末（12 月 29 日～12 月 31 日）

ホームページ

http://www.city.suzaka.nagano.jp/enjoy/kankou/suzakazoo/index.php
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周囲を山々に囲まれた長野エリアは、木質バイオマス
エネルギーの資源が豊富にあり、暖房や給湯などに利用
されています。また、長野エリアではペレットの生産や、
木質バイオマス発電なども行われています。

ペレットストーブが見られる施設
県庁や長野市役所などでは、ペレットストーブの普及とペレットの利用促進を図るた
め、庁舎の入口ロビーなどにペレットストーブを展示しています。各施設では、冬季の
間だけ点火している施設もあります。状況については、事前に問い合わせてください。

長野県庁
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県庁環境部温暖化対策課 TEL 026-232-0111
ペレットストーブ
長野県庁の１階ロビーに設置しています。
開庁時間内であればいつでも見学できます。

長野市役所
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大字鶴賀緑町 1613
長野市総務部庶務課 TEL 026-224-5009
ペレットストーブ
市役所第二庁舎北側入口に設置しています。
開庁時間内であればいつでも見学できます。
点火時間：8 時～16 時（冬期間）

長野市大豆島総合市民センター
住

所

問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大字大豆島 1054-1
長野市教育委員会事務局
大豆島公民館 TEL 026-222-2888
ペレットストーブ
憩いスペースに設置しています。
開庁時間内であればいつでも見学できます。

更北支所
長野市青木島町大塚 881 番地 1
長野市更北支所 TEL 026-285-2003
ペレットストーブ
１階ロビーに設置しています。
開庁時間内であればいつでも見学できます。
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蔵のまち観光交流センター
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法
開館時間
休館日
ホームページ

須坂市大字須坂 352 番地 2
蔵のまち観光交流センター TEL 026-248-6867
ペレットストーブ
2 階多目的ホールに設置しています。
開館時で多目的ホールが使われていない時は自由に見学
できます。
9 時～17 時
12 月 29 日～1 月 3 日
http://www.suzaka-kankokyokai.jp/kankoukouryu.php

黒姫物産センター（打刃物展示場）
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介

上水内郡信濃町柏原 175-6
黒姫物産センター TEL 026-255-4514
ペレットストーブ
信濃町の工芸品である打刃物を展示・販売しています。
ストーブは１階展示場に設置してあります。

見学方法

開店時間中は自由に見学できます。

ペレットストーブ・薪ボイラーで森林資源を有効活用したコテージ
コテージログハウスＧＯＯ！（グー）
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
URL

上水内郡信濃町柏原 4951-10
コテージログハウスＧＯＯ！ TEL 026-255-2989
薪ボイラー（自作）
、ペレットストーブ、太陽光パネル
豊かな自然環境の中で木質素材を大切にするログハウスの貸別荘。管理棟の給湯熱
は、ログハウス建築の廃材や未利用森林残渣を簡単な手間で燃やせて熱利用できる自
作の薪ボイラーを使っています。降雪地に不利と言われる太陽光パネルも設置して地
域の環境に配慮しています。森林資源の有効利用のため、管理棟ロビーに薪も使える
ペレットストーブも設置しています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
http://gooi90.wix.com/gooweb/
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薪ストーブが見られる施設
小川村役場
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介

見学方法

上水内郡小川村大字高府 8800-8
小川村役場住民福祉課 TEL 026-269-2323
薪ストーブ
停電しても暖がとれるように、薪ストーブを役場の
ロビーに設置しています。村民が地域の山から排出
し、農林公社が引き取った薪を利用しており、地域
の活性化やＣＯ２削減に寄与しています。
開庁時間内であればいつでも見学できます。

ベッカライ麦星
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法
営業時間
営業日
ホームページ

長野市上ヶ屋 2471-930
ベッカライ麦星 TEL 026-239-3039
薪窯、薪ストーブ
ベッカライ麦星ではすべてのパンを薪の窯で焼いて
います。薪は天然木の間伐材を使用しています。ま
た、店内では薪ストーブを展示しています。
薪ストーブは営業時間中であればいつでも見学する
ことができます。薪窯は見学できません。
12 時～18 時（12 月～3 月は 17 時まで）
毎週水・木・金・土曜日※冬季は営業日が変わりま
すので、事前にご連絡ください。
http://www.mugiboshi.com/

薪ストーブのショールーム
株式会社モキ製作所
住
所
問合せ先
施設紹介
見学方法
営業日
ホームページ

千曲市内川 96
株式会社モキ製作所 TEL 026-275-2116
無煙薪ストーブ、無煙かまどストーブ、無煙薪・竹
ボイラーなどを製造、販売しています。
本社ショールームへご来店ください。毎月第 2 土曜
日に相談実演会を行っています。
土、日、祝日は休み
http://moki-ss.co.jp/

株式会社ディーエルディー
住
所
問合せ先
施設紹介
見学方法
営業日
ホームページ

長野ショールーム d'weL

長野市大豆島 4178
株式会社ディーエルディー長野ショールーム d'weL TEL 026-221-7900
様々なタイプの薪ストーブやアクセサリーなどを展
示実演しています。また、長野県の間伐材を有効活
用するため、間伐材を「薪の宅配サービス」として
オーナーの方々に提供しています。
ショールームへご来店ください。
火・水曜 定休日
http://www.dld.co.jp/showroom/nagano/
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木質バイオマスボイラー
木質ペレットやチップといった木質バイオマス燃料を使ったボイラーで、温泉の加
温や施設の暖房、発電などを行っています。

保科温泉
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
営業時間
休館日
ホームページ

長野市若穂保科 1185 番地
長野市観光振興課 TEL 026-224-5042
木質バイオマスボイラー
長野市初のバイオマスボイラー導入施設で
す。再生可能エネルギーの地産地消等を目的
とし、平成 24 年度に導入しています。木質
ペレットを燃料とした木質バイオマスボイ
ラーにより、約 30℃の源泉を入浴に適した温
度に加温しています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
9 時～21 時
毎月第 3 木曜日（祝日の場合は翌日）
、12 月 31 日、1 月 1 日※施設メンテナンスなど
により、臨時休館する場合もございます。予めご了承ください。
http://www.spa-hoshina.jp/

坂城町役場
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

埴科郡坂城町大字坂城 10050 番地
坂城町役場総務課 TEL 0268-82-3111
木質バイオマスボイラー
町全体でエネルギーの効率的な利用を目指す「坂城
スマートタウン構想」の一環として、平成 25 年度に
役場庁舎の暖房にバイオマスボイラーを導入しまし
た。災害の際にも使用できる仕組みとすることで、
災害に強いまちを目指しています。
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。

長野森林資源利用事業協同組合
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
ホームページ

いいづなお山の発電所

長野市中曽根 2188 番地 5
長野森林資源利用事業協同組合 TEL 026-239-0577
バイオマス発電プラント 第１発電所 発電量（年間） 11,000,000kWh
第２発電所 発電量（年間） 13,500,000kWh
化石燃料を使わない木質チップでボイラー蒸気
タービン発電を行う施設です。未利用資材であっ
た廃木材をバイオマス燃料としてリサイクル利
用できることで、廃棄物処理コストを大幅に削減
するとともに、クリーンなエネルギーとして電気
を安定的に供給することができます。また、平成
25 年 12 月に完成した第 2 発電所では、間伐材な
どのフレッシュ材を用いた発電を行っています。
敷地の外から外観を見ることができます。見学をご希望の際は事前にご連絡くださ
い。※見学は有料です。また、個人の見学は受け付けておりません。
http://www.mwwi.co.jp/hatsuden/index.html
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木質ペレットの製造
周囲を山々に囲まれた長野エリアは、木質バイオマス
資源が豊かな地域です。長野森林組合では地域の木材を
使って長野産ペレットを製造・販売しています。

長野森林組合
住
所
問合せ先

施設紹介

見学方法

長野市大字長野東之門町 2462 番地（長野森林組合本所）
長野森林組合本所 TEL 026-252-7300
長野森林組合では、地域の間伐材などで木質ペレットを製造・販売しています。組合
の鬼無里事業所（長野市鬼無里 2552）では、森林整備で出た間伐材などを破砕機で
粉砕し、木質ペレットやキノコの培地の原料となるオガ粉を作っています。また、(株)
イトウ精麦（長野市篠ノ井布施高田 734）では、原料となるオガ粉を乾燥機にかけ、
ペレタイザーを使ってペレットにしています。
見学をご希望の際は、長野森林組合本所へ事前にご連絡ください。
※個人の見学は受け付けておりません。

森林組合鬼無里事業所で間伐材を木質ペレットの原料となるオガ粉にしています。

(株)イトウ精麦ではオガ粉を木質ペレット化しています。

薪の生産
薪の生産は里山の整備や地域雇用の創出にもつながります。

ＬＬＰ鬼無里薪ステーション
住所
長野市鬼無里 1657
問合せ先
まめってぇ鬼無里事務局
TEL 050-3736-6218
粉状の木材を乾燥機にかけて
乾燥した木粉を圧力をかけながらペレタイザーで
里山を整備し、間伐材を利用して薪を生産・販売し
ペレット状にします
乾燥させます。
ています。荒れた里山の整備、地域雇用の創出、持
施設紹介
続可能な自然エネルギーを広めることなどを目的と
して活動しています。
見学方法
見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
ホームページ
http://www.kinasa.net/makista_top.html
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木質以外のバイオマスエネルギー
バイオマス燃料製造には、木質ペレットなどの固体燃料の他に、家畜などの糞尿か
らメタンガスを生成するバイオガス、間伐材や稲わら等のセルロース系からのエタノ
ール生産、廃植物油の自動車燃料化などがあります。
長野市では、家庭から排出される廃食用油を回収
し、民間事業者によるＢＤＦ（バイオディーゼル
燃料）製造の原料としており、製造したＢＤＦは
市内を走行する路線バスなどで使用されています。

ＢＤＦで走行す
る路線バス
（長野市）

バイオマス研究実験棟
住
所
問合せ先

施設紹介

見学方法

上水内郡信濃町柏原 183-2
(株)総合環境研究所 TEL 0263-27-5550
本施設は、東京大学大学院農学生命科学研究科、東
京大学生産技術研究所、総合環境研究所の 3 者が、
未利用バイオマス（稲わら・農産物の非食部など）
や廃棄バイオマス（刈草・食品加工残さなど）
、休耕
田を活用して栽培する資源作物（多収量米・飼料作
物など）を原料としてバイオエタノールを生産し、
それを地域で利用するエネルギーの地産地消と地域
経済・地域振興に寄与する「地域完結型地燃料シス
テム」を構築するための研究開発を行う拠点施設で
す。バイオエタノール以外のバイオマスの利活用や、
再生可能エネルギー、循環型社会に関わる技術開発
も行っています。
見学をご希望の際は事前にご連絡ください。見学期間：4～12 月。

須坂エコライフネットワークＢＤＦ精製所
住

所

問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
ホームページ

須坂市塩野 1143−1
特定非営利活動法人 須坂エコライフネットワーク
TEL 026-245-2179
BDF 精製量：約 100ℓ／回
須坂エコライフネットワークでは、菜種油をとった
廃食用油からバイオディーゼル燃料の精製を行って
います。精製されたバイオディーゼル燃料は、須坂
市のごみ収集車や社会福祉協議会などで利用されて
います。
見学をご希望の際は事前にご連絡ください。
http://blog.suzaka.ne.jp/selnet
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山々に囲まれた長野エリアは、水資源が豊かで傾斜も
あり、水力発電に適した地域です。山から流れ出る小川
や、農地や市街地を流れる水路など、身近な場所に資源
が広がっています。
米子水車
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法
ホームページ

須坂市米子町（※米子不動尊里堂から南東へ約 200ｍ付近）
須坂市環境部生活環境課 TEL 026-248-9019
環境融和型のナノ水力発電システム 出力 150W
須坂の地域特性である傾斜地と米子地区の安定した
水流を活かした水力発電です。発電した電力は有害
鳥獣対策用の電気柵（1.2km）に供給し、地域で深刻
な農作物被害を軽減するのに役立っています。また、
今後も滝用水車、クロスフロー水車、急流工水車な
ど異なる仕様の水車を順次運用していく予定です。
水車の近くまで歩いて見に行くことができます。現
地には解説板なども設置されており、自由に見るこ
とができます。
http://www.city.suzaka.nagano.jp/seikatsu/kankyou/nanosuiryoku/

鬼無里府成地区小水力発電
住
所
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市鬼無里地区府成集落
小水力発電 出力 108W
農業用兼生活水路にといを取り付け、落差を付けて小型水車で発電し
ています。発電した電気は、府成地区の畑約 10 アールに設けてある
総延長 800m ほどの電気牧柵などに利用しています。
自由に見学することができます。

大日向の水車
住

所

問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

須坂市小山南原町
（南原町東交差点より東へ約 100m）
須坂市大日向町（大日向町公会堂より南へ約 30m）
大日向桜・里地を守る会 TEL 026-246-2447
大口伊勢宮小水力発電所 出力 300～500W
大日向町小水力発電所 出力 30～50W
地域にある用水路２箇所に木製の水車を設置。発電
した電気は水車周辺の歩行者の夜間安全確保のため
の防犯灯や道路照明のほか、電動アシスト自転車や
シニアカーの充電、災害時の非常電源に活用してい
ます。
自由に見ることができます。見学会も実施していま
す（不定期）
。
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大岡浅刈小水力発電所
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大岡甲 8040 番地先
長野市環境政策課 TEL 026-224-7532
小水力発電 発電出力 6.7kW
浅刈砂防ダムの農業用水放水管を利用し、発電を行
っています。発電した電力は、大岡小中学校へ供給
しています。
見学をご希望の際は事前にご連絡ください。
（冬季は積雪により見学不可）

中部電力株式会社

里島水力発電所

住
所
問合せ先
設備概要

長野市大字西長野字里島 704-1
中部電力株式会社 長野支店 TEL 026-232-9000
最大発電出力 3500kW 発電方式：水路式 水車：立軸フランシス水車

施設紹介

信濃川水系裾花川の流れを利用した水力発電
所。1936 年に営業運転が開始されています。

見学方法

見学をご希望の際は事前にご連絡ください。
また、里島発電所の周辺はカタクリの花の群生
地となっており、年に 1 回、「里島カタクリま
つり」（４月中旬）の開催に合わせて発電所が
一般公開されます。

雪の多い地域では、除雪した雪の山を有効活用して、自然
エネルギーとして使う動きが進んでいます。冷蔵や冷房に雪
の熱を使うことで、自然にやさしく快適に過ごせます。
飯綱町雪むろ施設
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

上水内郡飯綱町柳里 628-1
（有）飯綱町ふるさと振興公社 TEL 026-253-5153（代表）
雪室施設 建築面積 39.74 ㎡
雪室での貯蔵により農産物のブランド化を図り、農
業の活性化につなげようと横手農産物直売所の敷地
内に建設。施設の半分に農作物、もう半分に雪を入
れる構造。施設内の温度は７月頃まで 0℃に保たれ、
低温で高湿度の施設内に貯蔵することで農産物の甘
みが増します。
農産物直売所の駐車場から外観を見ることができま
す。施設内の見学をご希望の際は、事前にご連絡く
ださい。
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海岸沿いのように風が強く吹きつづける地域でなく
ても、街路灯などの小規模な施設に利用されています。
長野エリアでは、太陽光発電とセットになったハイブ
リッド型の街路灯などで利用されています。
長野県庁
住

所

問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法

長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県庁環境部温暖化対策課
TEL 026-232-0111（代表）
ハイブリッド街灯 2 基
1 基あたりの出力（風力発電機 60W 以上、
太陽光パネル 80W）
風力発電と太陽光発電を組み合わせたハイ
ブリッド発電の街路灯です。
長野県庁の駐車場の入口に設置されていま
す。駐車場が閉まっている時間帯でも歩道
から見ることができます。

須坂市ふれあい健康センター
住
所
問合せ先
設備概要
施設紹介
見学方法
開館時間

湯っ蔵んど

須坂市大字仁礼７
須坂市ふれあい健康センター TEL 026-248-6868
出力 3.2kW
ハイブリッド式：8 基（(風力 500W＋ソーラー106W）×2 基、
（風
力 120W＋ソーラー85W）×6 基））
、ソーラー型：85W×9 基
風力発電と太陽光発電を組み合わせたハイブリッド発電の街
路灯です。
健康センターの敷地内や外周の園路に設置されています。敷地
内は開館時間内であれば自由に見ることができます。
午前 10:00～午後 10:00（最終入館時間は午後 9：00）
休館日 不定休（メンテナンス休暇あり）

企業局川中島庁舎
住
所
問合せ先
設備概要

施設紹介

見学方法

長野市川中島町四ツ屋 100（企業局川中島庁舎内）
川中島水道管理事務所 TEL 026-284-1700
ハイブリッド街灯１基
風力発電出力：300Ｗ、太陽光パネル：86Ｗ
風力発電と太陽光発電を組み合わせたハイブリッド発
電の街路灯です。風車は回転軸が地面に対して垂直と
なる垂直式で、どの方向の風も利用できるのが特徴で
す。
川中島水道管理事務所の敷地入口に設置されていま
す。開庁時間内であればいつでも見学できます。
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地中温度は、外気温に比べて夏は冷たく冬は暖か
いため、地中温度と外気温との温度差をヒートポン
プにより、空調、給湯、床暖房、融雪等のエネルギ
ー源として有効活用することができます。
地中熱は地球上のどこにでもあり、地域や季節、天候に影

株式会社角藤

響されることなく活用できます。

住
所
問合せ先
設備概要

長野市南屋島 515 番地
株式会社角藤 環境ソリューション室
空調面積 750 ㎡
熱交換井 100m×8 本、75m×8 本
ヒートポンプ 120ｋｗ

TEL 026-233-1055

施設紹介

地中熱ヒートポンプシステムを当社・厚生棟 2
階の設計室冷暖房用に使用しています。設備を
導入した結果、従来の使用電力量と比較して、
年間使用電力量が約 45％低減しています。

見学方法

見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。

ホームページ

http://www.kakuto.co.jp/product/9chi/

富士通株式会社長野工場
住
所
問合せ先
設備概要

長野市大字北尾張部 36
富士通株式会社長野工場 TEL 026-243-1121
熱交換器の採熱量 約 144kW（推定）

施設紹介

年間を通して連続的に運転する空調機がある製
造工場の省エネ化を図るため、連続的に温水を使
用する空調機に地下水の熱を利用しています。
地下水が流動している場所に地中熱交換器を設
置する事で採熱性能を向上させ、空調する部屋の
空調実負荷の約 90％を賄っています。

見学方法

見学をご希望の際は、事前にご連絡ください。
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長野地域の学校や地域でのイベントなど
に、講師が出向いて自然エネルギー体験教
室を実施いたします。子どもから大人まで、
楽しみながら身近なエネルギーについて学
べるプログラムを用意しておりますので、
ぜひご利用ください。

お問合せ先
自然エネルギー長野北信地域協議会
事務局 ＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構
〒381-2217
長野県長野市稲里町中央３丁目３３-２３
TEL 026-285-5370 FAX 026-254-6155
E-mail co2bank@nifty.com
URL http://www.ecoene-nagaho.net
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