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長野県環境部環境政策課 380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 026-235-7179 026-235-7491 zerocarbon@pref.nagano.lg.
jp

再生可能エネルギー分野における地域活性化総合特区の申

請

１村１自然エネルギープロジェクトの推進

長野県環境部　　　　　　　

　　　　　　環境政策課

長和町 386-0603 小県郡長和町長久保 525-1 0268-68-3111 0268-68-4011 kikaku@town.nagawa.nagan
o.jp

長和町　企画財政課 町長 企画財政課長　辰野

登志男

安曇野市 399-8303 長野県安曇野市穂高6658 0263-82-3131 0263-82-6622 kankyou@city.azumino.naga
no.jp

安曇野市市民生活部環境課について（市のホームページへ

のリンク）

http://www.city.azumino.nagano.jp/gyosei/kakuka/shimin/kan
kyo/index.html

http://www.city.azumino.nagano.jp/g
yosei/kakuka/shimin/kankyo/index.ht
ml

安曇野市　市民生活部環境課

長野市環境部環境政策課 380－8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３ 026-224-7532 026-224-5108 kankyo@city.nagano.lg.jp 長野市環境政策課について（ホームページ）

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kankyo/ http://www.city.nagano.nagano.jp/so
shiki/kankyo/

長野市　環境部環境政策課 課長　小林　英仁 地球温暖化対策室　

室長　村松　昭

野沢温泉村 389-2592 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷98
17

0269-85-3111 0269-85-3913 kikaku@vill.nozawaonsen.na
gano.jp

野沢温泉村地域新エネルギービジョン（野沢温泉村HP)
http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/W066H0000008.htm
l

http://www.vill.nozawaonsen.nagano.
jp/W066H0000008.html

野沢温泉村　総務課

松川町　環境水道課　環

境係

399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 0265-36-7026 0265-36-5091 kankyou@matsukawa-
town.jp

松川町では、自然エネルギー利用を推進するため、「松川

町自然エネルギー利用推進方針」を策定しました。（町ホ

ームページへのリンク）

http://www.matsukawa-town.jp/cms-
sypher/www/common/detail.jsp?id=4251

http://www.matsukawa-town.jp/cms-
sypher/www/common/detail.jsp?id=4
251

松川町　環境水道課環境係 係長　　池上　徹

諏訪市 392－8511 長野県諏訪市高島１丁目22番30号 0266-52-4141 0266-57-0660 kankyou@city.suwa.lg.jp ・再生可能エネルギーの導入に関する補助金交付

・地域の特色を活かしたエネルギーの活用促進

(地中熱利用システムの公共施設への導入)

御自身の活動、取り組みに係るホ

ームページやブログ等がございま

したら記載ください。

補助金交付について(H26年度)：htt
p://www.city.suwa.lg.jp/www/service
/detail.jsp?id=5133
地中熱利用事業について(H26年度)
：http://www.city.suwa.lg.jp/www/i
nfo/detail.jsp?id=6285

諏訪市　市民部生活環境課

南木曽町建設環境課 399-5301 木曽郡南木曽町読書3668-1 0264-57-2001 0264-57-2270 kankyou@town.nagiso.naga
no.jp

南木曽町　建設環境課 課長補佐　遠山義信

泰阜村　住民課 399-1895 下伊那郡泰阜村3236番地1 0260-26-2111 0260-26-2553 jumin@vill.yasuoka.nagano.
jp

・小水力発電については、マイクロ発電施設を村内左京川

百年公園に設置、現在街灯３基を点灯

・バイオマス活用については、薪スタンドの設置と薪スト

ーブ設置補助金を創設

http://www.vill.yasuoka.nagano.jp 泰阜村　住民課 住民課長　中島保吉

高森町役場　環境水道課

　環境係

399-3193 下伊那郡高森町下市田2183-1 0265-35-9409 0265-35-6854 kansui@town.nagano-
takamori.lg.jp

1村１自然エネルギープロジェクトに登録あり 高森町役場　　　　　　　　

　　　環境水道課環境係

係長　寺沢正寿

坂城町役場企画政策課 389-0692 埴科郡坂城町大字坂城10050 0268-82-3111 0268-82-8307 k-
chousei@town.sakaki.nagan
o.jp

役場庁舎に木質ペレットボイラーを導入（長野県グリーン

ニューディール基金事業補助金活用）・坂城スマートタウ

ン構想に基づく事業推進・住宅用太陽光発電システム設置

事業補助金

http://www.town.sakaki.nagano.jp/pl
an/W022H0000066.html

坂城町役場　企画政策課 主事　柳沢　雄太

茅野市産業経済部自然エ

ネルギー推進室

391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 0266-72-2101 0266-72-4255 shoko@city.chino.lg.jp 茅野市自然エネルギー推進室情報一覧（茅野市公式ホーム

ページより）茅野市環境未来都市研究会http://www.city.ch
ino.lg.jp/www/section/0000000000000/1358650471564/ind
ex.html

http://www.city.chino.lg.jp/www/sec
tion/0000000000000/13586504715
64/index.html

茅野市　産業経済部自然エネ

ルギー推進室

次長　鷹野　鉄也

須坂市環境部生活環境課 382-8511 須坂市大字須坂1528番地1 026-248-9019 026-251-2459 s-
seikatsukankyo@city.suzaka.
nagano.jp

須坂市　環境部生活環境課 主査　関野　勝仁

千曲市環境課 387-8511 千曲市大字杭瀬下84 026-273-1111 026-273-1924 kankyou@city.chikuma.naga
no.jp

千曲市環境課の業務に関するHP（千曲市HPへのリンク）h
ttp://www.city.chikuma.lg.jp/bunya/kankyo/siminkankyobu/

http://www.city.chikuma.lg.jp/bunya
/kankyo/siminkankyobu/

千曲市　環境課 係長　松崎　高志

阿智村役場地域経営課 395-0303 下伊那郡阿智村駒場483 0265-43-2220 0265-43-3940 kanko@vill.achi.nagano.jp ・住宅用太陽光発電システム、太陽熱温水器、木質バイオ

マスストーブ・ボイラーの導入補助金を実施中。

・マイクロ水力発電設備を村内２箇所に設置

・木材エネルギーに関する住民の取り組みが実施されてい

る。

阿智村役場　地域経営課 主事　牛山　敦志
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軽井沢町　総合政策課企

画調整係

389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381
番地1

0267-45-8504 0267-46-3165 kikaku@town.karuizawa.nag
ano.jp

軽井沢町　総合政策課企画調

整係

係長　竹本　浩次 市村　祐樹

大町市役所民生部生活環

境課

398-8601 大町市大町3887 0261-22-0420 0261-21-1322 seikatsu@city.omachi.nagan
o.jp

大町市生活環境課について（市のホームページへのリンク

）

http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/i
ndexpage034/index00023.html

http://www.city.omachi.nagano.jp/in
dexpage/indexpage030/indexpage034
/index00023.html

大町市役所　　　　　　　　

　　　民生部生活環境課

主任　西山　直幸

木曽町 397-8588 長野県木曽郡木曽町福島2326-6 0264-22-4281 0264-24-3601 kankyo_ct@town-kiso.net 木曽町　町民課環境係

伊那市 396-8617 伊那市下新田3050 0265-78-4111 0265-74-1260 ses@inacity.jp 伊那市地域新エネルギービジョン

http://www.inacity.jp/shisei/kakushuplanshiryo/shimin_chiki/
chikienergyvision.html

http://www.inacity.jp/shisei/kakushu
planshiryo/shimin_chiki/chikienergyvi
sion.html

伊那市　市民生活部自然エネ

ルギー推進室

信濃町住民福祉課環境係 389-1392 上水内郡信濃町大字柏原428-2 026-255-5924 026-255-6207 kankyou@town.shinano.lg.j
p

信濃町　住民福祉課環境係 主事補　今清水　駿

駒ヶ根市 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 0265-83-2111 0265-83-1278 kankyo@city.kamagane.naga
no.jp

○自然エネルギー機器の導入に対し、えがおポイントを交
付

○駒ケ根市新エネルギー推進協議会を設置・運営
○公共施設に、太陽光発電、ペレットストーブ、ペレット
ボイラーを設置

https://www.city.komagane.nagano.j
p/gyosei/kurashi_tetsuzuki/kankyo_eis
ei/index.html

駒ヶ根市　民生部　生活環境

課

北澤　寿光

飯田市 395-8501 飯田市大久保町2534番地 0265-22-4511 0265-53-2333 sakugen_co2@city.iida.naga
no.jp

環境モデル都市飯田市の取り組みについて

　http://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/ http://www.city.iida.lg.jp/site/ecomo
del/

飯田市　　　　　　　　　　

　　　　環境モデル都市推進

課

地球温暖化対策係長

　熊谷　健太郎

熊谷　健太郎

木祖村 399-6201 木曽郡木祖村大字薮原1191番地1 0264-36-2001 0264-36-3344 kankyou@kisomura.com 木祖村 住民福祉課　東　太

平

下諏訪町 393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町４６１３番地８ 0266-27-1111 
（内線１４１）

0266-28-1070 kankyou@town.shimosuwa.
lg.jp

下諏訪町　　　　　　　　　

　　　住民環境課生活環境係

遠藤　文規

松本市環境部環境政策課 390-8620 松本市丸の内３番７号 0263-34-3268 0263-34-0400 s-
kankyo@city.matsumoto.lg.
jp

地球環境・エネルギーについて

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/eart
h/index.html http://www.city.matsumoto.nagano.j

p/shisei/kankyojoho/earth/index.html

松本市　環境部環境政策課 鈴木　博史

中野市 383-8614 中野市三好町一丁目３番19号 0269-22-2111 0269-22-5923 kankyo@city.nakano.nagano
.jp

中野市　くらしと文化部環境

課

環境係　渡辺　祐多

根羽村 395-0701 下伊那郡根羽村1762 0265-49-2111 0265-49-2277 juumin4102@nebamura.jp 平成26年度に完成した根羽村高齢者福祉施設ねばねの里「
なごみ」には、「自然エネルギーを活かし、環境と省エネ

ルギーに配慮」をテーマに薪ボイラー（木質バイオマス）

を導入し化石燃料の削減や森林資源の循環を図っている。

また、太陽熱利用システム（パッシブソーラーシステム）

も併せて導入しており暖房等の空調関係に利用している。

この太陽熱利用システムには発電パネルも併設しており、

施設の使用電力の一部を補っている。

根羽村　住民課 住民課　片桐　匡朗

上田市　生活環境部　生

活環境課

386-8790 上田市大手1丁目11番16号 0268-23-5120 0268-22-4127 seikan@city.ueda.nagano.jp 生活環境課について
www.city.ueda.nagano.jp/seikan/index.html

www.city.ueda.nagano.jp/seikan/inde
x.html

上田市　生活環境部　　　　

　　　　　　生活環境課

中野　智絵

佐久穂町住民税務課生活

環境係

384－0697 南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地 0267-86-2552 0267-86-2633 seikatukankyou@town.saku
ho.nagano.jp

佐久穂町　　　　　　　　　

　　　　住民税務課生活環境

係

小林　恵祐

中川村　住民税務課生活

環境係

399-3892 上伊那郡中川村大草4045-1 0265-88-3001 0265-88-3890 kankyo@vill.nagano-
nakagawa.lg.jp

中川村　　　　　　　　　　

　　　　　　　住民税務課生

活環境係
飯綱町 389－1293 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 026-253-2511 026-253-5055 kikaku@town.iizuna.nagano

.jp
飯綱町 企画課 企画係長　梨本　克

裕

長野工業高等学校 380－0948 長野市差出南三丁目９番１号 026-227-8555 026-291-6250 yujiy@nagano-c.ed.jp 太陽光発電による照明設備の設置（３年生 課題研究） http://www.nagano-c.ed.jp/choko/ 長野工業高等学校 機械科 山﨑祐二

辰野町役場 399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1 0266-41-1111 0266-41-0575 ch-
seikatu@town.tatsuno.lg.jp

辰野町役場 桑澤　健太朗

小谷村役場　総務課企画

財政係

399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙13
1

0261-82-2001 0261-82-2232 kikakui@vill.otari.nagano.jp 小谷村長


