
これまでの取組
・畜産バイオマスを核とした資源循環とエネルギー地産地消、畜産版EMSの構築
・バスのデマンド化による利便性向上と効率化、CO2削減
・実用化を見据えたドローン配送及び自動運転バス運行実証
・住宅用太陽光発電システムの導入補助
・SDGs推進体制の構築と住民への普及啓発活動

様式２：脱炭素先行地域計画提案概要

北海道上士幌町 「未来へつなぐ持続可能なまちづくり ～ ゼロカーボン上士幌の実現とスマートタウン構築を目指して ～ 」

１．全体構想

地域課題
人口減少や少子高齢化、地域経済の停滞に歯止めを
かけることが大きな課題であるとともに、ポストコロナ、
Society5.0、カーボンニュートラルの実現をはじめとする
SDGsの推進など、新たな時代を見据え、経済・社会・
環境が調和した「持続可能なまちづくり」が必要。

温室効果ガス排出の実態
56千t

民生部門 22千t
産業部門 18千t
運輸部門 15千t

※2013（平成25）年度

上士幌
市街地

【バイオマス資源の有効活用】
・バイオガスプラントにおける家畜ふん尿適正
処理による資源循環。
・木質バイオマスや生ごみによるエネルギー
資源の活用を検討。

【豊富な森林吸収源】
・町面積の約76％を森林が占めており、全町民の
呼吸から排出されるCO2換算で、約100年分の
吸収量を保有（142千t）。

【公共交通最適化・物流網の再構築】
・高齢者等福祉バスデマンド運行による効率化。
・将来における自動運転バスの実用化。
・ドローン配送の社会実装。

町内全域を対象とした脱炭素化 ➡ 「上士幌モデル」の確立による全国への横展開

幌加
三股

【未利用エネルギー資源の活用検討】
・ぬかびら源泉郷における温泉熱や中小水力
などの有効活用策を検討。

ぬかびら
源泉郷

【かみしほろ電力によるエネルギーの地産地消】
・バイオガスプラントで発電された電力を域内に供給。
・再生可能エネルギー地産地消の
仕組みを既に実現。

【再エネ・省エネの推進・マイクログリッド構築】
・役場庁舎改修による再エネ設備導入と公共施設省エネ化。
・官民協働による大規模太陽光発電の導入。
・防災施設等のマイクログリッド構築。
・地域への太陽光発電設備導入支援。
・ZEH型住宅建設支援。

【再エネ・省エネ意識の醸成】
・住民の環境に配慮した行動に応じたポイント
（地域通貨）を付与する仕組みの構築。
・全国自治体向け普及啓発セミナーの実施。

【公用車・公用電動自転車の一体的整備】
・公用車のEV・PHEV更新と電動自転車導入。
・EVステーションや急速充電設備の設置。

上士幌町の概況
人口 約5,000人
面積 約700㎢
（森林面積76％）
自然ｴﾈﾙｷﾞｰ発電容量

約60,000kW

・2030年を待たずに民生部門の電力使用におけるCO2排出量を実質ゼロにし、域内全体で50％以上のCO2排出量削減を早期に達成する。
・脱炭素に向けた取組の実施により、ESG投資と域内循環を生み出しながら、まちの魅力や将来性を高め、移住者や関係人口、企業、投資を呼び
込むことで、経済・社会・環境が調和した持続可能なまち「かみしほろ」を実現する。
・さらには、人口増加に結びついた本町の地方創生における取組を基盤として一早く地域の脱炭素化を図り、その成果や課題を全国の自治体に広く
普及・啓発し、各自治体の取組着手へのハードルを低くしていくことで、国内における脱炭素ドミノ化に大きく貢献する。

2030年までに目指す
地域脱炭素の姿



２．脱炭素先行地域における取組

エネルギー需要家の状況
〇住宅2,505戸 ➡主な排出源「電気・灯油・プロパンガス」
〇主要公共施設17施設 ➡主な排出源「電気・重油・軽油・灯油・プロパンガス」
〇主な法人事業所95件、個人事業主89件 ➡主な排出源「電気・灯油・プロパンガス」
〇工場約11事業場 ➡主な排出源「電気・重油・軽油・灯油・プロパンガス」

脱炭素先行地域の再エネポテンシャルの状況
〇太陽光の再エネ賦存量 21,000kW
〇陸上風力の再エネ賦存量 730,000kW
〇中小水力河川の再エネ賦存量 9,000kW

※環境省REPOSデータより

電力需要量
〇先行地域内における総電力需要量
➡ 45,857,000kWh/年

〇民生部門における電力需要量
➡ 18,898,077kWh/年

18,087,080kWh/年

事業名 電力供給量

改正地球温暖化対策推進法に基づく上士幌町実行計画策定事業 ―

再生可能エネルギーの地産地消推進事業 15,373,800kWh/年

町有地等を活用した大規模太陽光発電設備導入事業 2,277,600kWh/年

太陽光発電を活用した公共施設マイクログリッド構築事業 569,400kWh/年

一般住宅向け太陽光発電等再エネ設備導入支援事業 3,074,760kWh/年

一般住宅向け太陽光発電の卒FIT電力買取事業 683,280kWh/年

事業者向け太陽光発電等再エネ設備導入支援事業 5,124,600kWh/年

事業名 電力削減量

ZEH型住宅建設促進補助事業 108,288kWh/年

役場庁舎等大規模改修事業 200,501kWh/年

ZEH型公営住宅建設事業 13,863kWh/年

公共施設省エネルギー化促進事業 324,176kWh/年

地域住民及び全国自治体への普及啓発展開事業 394,554kWh/年

再エネ等の電力供給に関する取組

省エネによる電力削減に関する取組

事業名 温室効果ガス削減・吸収量

高齢者等福祉バス運行事業 【削減】 4.6tCO2/年

上士幌ヒト・モノMaaS推進事業 【削減】 2.9tCO2/年

公用車・公用電動自転車の一体的整備事業 【削減】 17.2tCO2/年

未利用エネルギー資源の活用検討事業 ―

中央公園再エネ・緑化整備事業 【削減】 2.7tCO2/年

農地土壌炭素吸収源対策事業 【吸収】 1,133tCO2/年

森林保全による温室効果ガス吸収源確保対策事業 【吸収】 27,239tCO2/年

上士幌町有林間伐促進プロジェクト事業 (J-クレジット認証量） 2,209tCO2/年

PETボトルの再利用による高耐久舗装事業 ―

地域再生可能エネルギーのふるさと納税返礼品事業 ―

温室効果ガス削減に向けた調査事業 ―

民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組

実質ゼロの計算結果
民生部門の電力需要量 再エネ等の電力供給量

（自家消費+相対契約の想定値）

民生部門の省エネによる
電力削減量

18,898,077kWh/年 1,041,382kWh/年≦ +

脱炭素先行地域がある地方自治体で発電する再エネ電力量の割合
地方自治体で発電する
再エネ電力量の割合

再エネ発電設備で発電する
再エネ電力量

民生部門の電力需要量

17,856,695kWh/年100％ 17,856,695kWh/年＝ ÷
×100

27.4tCO2/年温室効果ガス削減効果 温室効果ガス吸収量

脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上等、期待される効果【KPI】

28,372tCO2/年

指 標 現 在（R4.2） 最 終（R13.3）

民生部門における地域再生可能エネルギー供給件数 296件 2,000件

人口の社会増 （R3）20人 143人

シェアオフィス及び企業滞在型交流施設の契約企業数 14社 40社

マイクログリッドで電源確保可能な防災拠点施設数 ０件 （R7.3）5件

再生可能エネルギー発電設備及び
省エネルギー住宅の導入件数

太陽光 一般 93件
事業者 ０件

ＺＥＨ 一般 ０件

太陽光 一般 370件
事業者 50件

ＺＥＨ 一般 180件

次世代高度技術の社会実装件数 12件 30件

SDGsポイント（地域通貨）制度への参加者数 ０人 2,000人

小規模自治体（人口１万人未満）を中心とした
「上士幌モデル」の普及・啓発活動 ０自治体 500自治体

（民生部門電力以外） （農地緑肥・町有林・民有林）



R4 R5 R6 R7 R8 … 最終年度

マイクログリッド導入工事

基本設計 実施設計 役場庁舎工事

公用車更新

社会実装によるドローン配送の実現

利用状況を踏まえた
最適運行の継続

公用車更新の継続
電動自転車導入拡大

具体的な再エネ設備導入への移行

役場庁舎との併用（中央公園）
継続的な温室効果ガス吸収源の
維持・確保（緑肥作付け・森林保全）
整備道路の拡大検討
供給件数の拡大（ふるさと納税）
調査結果を踏まえた対策の検討・実施

民生部門における再エネ・省エネ等の電力供給に関する取組

民生部門以外に関する取組

中央公園再エネ・緑化整備事業（R4～R6調査・設計、R7~R8工事）
農地土壌炭素吸収源対策事業（緑肥の作付け）
森林保全による温室効果ガス吸収源確保対策事業（樹木の適期更新・間伐等）
上士幌町有林間伐促進プロジェクト事業（J-クレジット販売収益による森林保全活用）
PETボトルの再利用による高耐久舗装事業（検討及び道路整備）
地域再生可能エネルギーのふるさと納税返礼品事業（ふるさと納税を活用した道内需要家への電力供給）
温室効果ガス削減に向けた調査事業（調査）

⑨木質バイオマスや生ごみ、温泉熱など未利用
エネルギー資源の活用に向けた検討
未利用エネルギー資源の活用検討事業（調査・検討）

公用車更新 公用車更新車庫整備・公用車更新電動自転車導入

上士幌ヒト・モノMaaS推進事業（社会実装に向けた取組推進）

⑩その他、温室効果ガス排出削減に向けた取組

高齢者等福祉バス運行事業（農村部デマンド運行の実施）

⑧公用車全車両のEV・PHEV更新と公用電動自転車等の導入

⑦ドローンを活用した物流網の再構築

⑥効率的な運行サービスと将来の自動運転バス実用化による公共交通の最適化

⑤住民への再エネ利用・省エネ意識を醸成するポイント付与システム（地域通貨）の構築と
町内をはじめ、全国自治体への普及啓発活動の展開

④役場庁舎の改修及び公共施設における省エネ化の推進

③一般住宅及び事業者向け再エネ・省エネ設備等の導入補助

②官民協働による大規模太陽光発電設備の導入とマイクログリッドの構築

①実行性を確保する計画の策定と再生可能エネルギー地産地消の一層の推進

地域住民及び全国自治体への普及啓発展開事業

システム検討 システム構築

公共施設省エネルギー化促進事業（導入工事・随時運用）

ZEH型公営住宅建設事業（設計・工事 ※令和11年度まで）

基本計画 基本設計 実施設計 役場庁舎工事

ZEH型住宅建設促進補助事業（ZEH化による省エネ住宅の拡大）

事業者向け太陽光発電設備等再エネ設備導入支援事業（事業者における再エネ自家消費の拡大）

一般住宅向け太陽光発電の卒FIT電力買取事業（卒FIT設備所有者からの買取による再エネ供給量の確保）

一般住宅向け太陽光発電設備等再エネ設備導入支援事業（一般住宅における再エネ自家消費の拡大）

再生可能エネルギーの地産地消推進事業（地域で産出された電力の地域内活用の推進）

実行計画策定

調査

設計 マイクログリッド導入工事

大規模太陽光発電設備導入工事

マイクログリッド運用

上士幌町ゼロカーボン推進・検証会議

上士幌町ゼロカーボン推進プラットフォーム

企業

取組状況の報告・相談

プロジェクトへの参画
企業版ふるさと納税

上士幌町SDGs推進本部
＜全体統括（実行計画の推進・管理）＞

ゼロカーボン推進プロジェクトチーム（PT）
＜住民への普及啓発・意識醸成＞

進捗把握・助言

・再生可能エネルギー地産地消の一層の推進
・地域住民の再エネ・省エネ意識の醸成（アプリで見える化）

・全国自治体向け普及啓発セミナーの開催

地域住民の意識醸成
全国自治体への普及啓発

需要家、全国自治体
電力供給事業者
ゼロカーボン推進PT

・官民協働による大規模太陽光発電設備の導入
・防災拠点をつなぐマイクログリッドの構築
・一般住宅・事業者向け再エネ・省エネ設備導入促進

再エネ・省エネ設備の導入
防災レジリエンスの向上

・役場庁舎の改築及び公共施設の省エネ化
・公用車全車両のEV・PHEV更新、
急速充電施設の整備、公用電動自転車の導入

公共施設の省エネ化
公用車のEV導入

・定時定路線からデマンド運行への変更による効率化
・共同配送や貨客混載、ドローン配送など陸送と空送を
組み合わせた配送の効率化

交通・物流網の最適化

・木質バイオマス、食品残渣バイオガス、ぬかびら源泉郷
における温泉熱や中小水力など有効活用策の検討
・緑肥化や森林保全による温室効果ガス吸収源の確保

未利用エネルギー資源の
活用検討と吸収源の確保

需要家
再エネ発電事業者
ゼロカーボン推進PT

大学、関連企業

地域住民、協働企業
ゼロカーボン推進PT

地域住民、関連企業
再エネ発電事業者
大学、研究機関

行政（国・道）・大学・金融機関
産業（商工・観光・農林・建設・電気・交通）等

取組状況及び
効果検証の報告

施策の点検・評価
必要に応じて見直し

金融機関
投資家

ステークホルダー

ESG
投資

実行計画に基づく、各取組の推進（必要に応じた改定・見直し）

システム運用を通じた地域住民の意識醸成

・上士幌町SDGs推進本部において、全庁一丸となって効果的・効率的に各施策を推進。
・町内に住む多様な業種の若手メンバーで構成する「ゼロカーボン推進プロジェクトチーム」を
新たに立ち上げ、住民への再エネ利用・省エネ意識を醸成する普及啓発活動を展開。
・進捗状況については、上士幌町ゼロカーボン推進・検証会議において検証を行い、評価結
果を踏まえ、PDCAサイクルのもと、必要に応じて柔軟に見直しを行いながら、脱炭素化に
向けた取組を総合的かつ効果的に推進していく。
・ステークホルダー（需要家・再エネ発電事業者・電力供給事業者等）をはじめ、企業や金
融機関とも連携・協働を図りながら、プロジェクト間連携により相乗効果を創出するなど、地
域における脱炭素化の早期実現を目指して取組を進める。

３．実施スケジュール ４．推進体制

大規模太陽光発電運用


