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Decarbonization and Resilience

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
みなさんはじめまして、さきほどご紹介にあずかりました群馬県嬬恋村役場の山口と申します。本日はこのような今後の世界を担うであろう最先端なフォーラムへお招き頂き大変光栄です。ありがとうございます。決して自慢出来ませんが、脱炭素とレジリエンスな取組をみなさまに共有させて頂ければと思います。宜しくお願い致します。



Presentation Agenda

Resilience
Mitigation of Climate Change in Tsumagoi

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日はレジリエンスと気候変動における緩和について嬬恋村の取組をご紹介します。7分程度お付き合いください。



Tsumagoi

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改めまして、群馬県嬬恋村でございます。写真は100名山の一つ浅間山です。



Tsumagoi Village
Gunma

Population: 8,850 (2020 Population Census)

Area: 337,58 ㎢ (13,034 sq mi)

Elevation:Roughly 1,000m(3,280 ft)

Location: Two and a half hours drive from Tokyo

Major Industry: Agriculture (cabbage),tourism

Tsumagoi is on a plateau area surrounded by three active 
volcanos: Mt. Asama, Mt. Azumaya and Mt. Motoshirane.It 
provides us with different types of onsen, which benefits 
health and beauty in many ways. There are also entertainment 
facilities such as golf courses, ski resorts and campsites. 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
人口9000人程度、面積は337㎢です。東京からは車で2時間半程度であり、基幹産業は農業としてキャベツです。標高は800～1200ｍと高原地帯であり温泉・レジャーと多くの観光施設が多くある。そんな村でございます。



Resilience

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レジリエンスな取組についてご紹介します。



Prime Minister’s Award
Tsumagoi Village

Category: Implementation

Town / Village

Tsumagoi Smart City for tourism and relationship population growth 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これからご紹介する取組は2022/9に内閣総理大臣賞を受賞致しました。



Disaster
Prevention Tourism

Social Media

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
結論から申しますと、本取組は１つのＳＮＳアカウントで防災情報と観光情報を受け取ることを可能としたものです。オープンデータはFIWREに格納しストレス無く防災と観光の情報を共有出来るよう拡張性のあるスマートシティに挑戦致しました。



Issue: Disaster 
Prevention

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なぜ防災、観光分野か課題背景はこちらです。



Typhoon No.19 (a.k.a Typhoon Habigis) in 2019

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご覧下さい。2019/10に発生した台風です。山を削り川の流れが変わるほどの被害でした。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらもそのときの写真です。



Agricultural damage: 650 million JPY
⇒Agricultural land: 50 spots
Agricultural facility: 67 spots

Cumulative precipitation:485mm
(19.094 inches)

Housing
- Completelydestroyed: 5 cases
- Partiallydestroyed: 5 cases

Flood
- Abovefloorlevel：3 cases
- Below floor level：9 cases

Typhoon No.19 hit in 2019
-Unprecedented disaster in Tsumagoi

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
農業被害額として6億5千万、一夜にして485mmと比較的災害の少ない嬬恋村に取とっては未曾有の災害でした。



Reality

・Method mostly used: Telephone
→ Unable to grasp the situation as 

headquarters

・ Evacuation shelter was completely 
isolated

→ Unable to figure out the latest 
move of headquarters

・ Location of staff
→ Unable to figure out where they 

provide support

・Information sharing within the village
→ Unable to answer questions

→ Sharing of important information

How did information sharing look like?
How did we communicate?

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらにそのときあらゆる情報共有は「紙」「当時同士の電話」。本部として全体を把握できず避難所・住民・観光客は情報孤立で不安を煽られる。課題が浮き彫りになりました。コレをきっかけに防災に留まらない拡張性のあるデータ利活用型のスマートシティに挑戦したのです。



Issue: Tourism

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一方観光は。課題背景はこちらです。



What do you think if you were told something like this
at your travel destination?

- Here’s a tourism app.
- And here’s a disaster prevention app.

- Please download them if you would like.

Impact of COVID-19
Restrictions on holding events

 The number of tourists in Tsumagoi has dropped from two million to eight hundred thousand per year.
 The amount of opportunities to learn about Tsumagoi decreased.
 What should we prepare looking ahead to “living with COVID-19” and “post-COVID-19”?

However, we have time to “think”.
Information on tourist and 
relationship population is 

not compiled systematically 

A large amount of tourism 
information is scattered on 

paper and the Internet 

Scattered tourist spots get 
tourists confused 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新型コロナウィルスの影響で観光客が激減。With/Afterコロナを見据えて何を準備したら良いか分からない。イベントは自粛自粛。ただし時間はある！そんな状態でした。われわれはコレはチャンスと捉え、元々の嬬恋の3つの課題を、改めて今のうちに改善しようと立ち上がりました。そこで大切にしたのが”扱いやすさ”です。皆さんはどうですか？旅先から、こちらが観光アプリですこちらが防災アプリです。と勧められたら。たかだか1泊2泊の旅行で防災アプリを入れますか？提供者も享受者も使いやすいシステムを目指しスマートシティを構築致しました。　



Challenges to Decarbonization
Mitigation of Climate Change

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここまでのレジリエンスな取組は嬬恋村に新たな考えを生みました。それはそもそもの気候変動・脱炭素への対策・緩和です。



Participation into a startup support program for zero carbon city

こここここここここここここ こここここここここここここ

Implementation of resilience against 
disaster prevention/ tourism and other 
external factors

・What can Tsumagoi Village do?
・What should Tsumagoi Village do?
・What should we show to the locals?

〇About the program
Gunma Prefecture provides municipality, which commits to working on 

decarbonization, with support for its ideal future, cooperating with Kanto Regional 
Environment Office as well as Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry. The 
support may include determining the direction of initiatives and  establishing 
implementation system for decarbonization.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご存じの通り適応と緩和は両輪です。適応は失敗や課題から立ち上がる事で可能であり嬬恋村としても考えやすかったです。しかし緩和については嬬恋村として”何”が出来るか、すべきか、正直分かりませんでした。しかし適応だけはダメだ。何かしたい。そんなモヤモヤな状態から環境省様・群馬県様のお力を借りようと決意したのです。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
産官学さまざまなステークホルダーと、改めて”嬬恋”を見つめ直しました。特に基幹産業である農業・観光業に携わる事業者様からは多くの意見を頂きました。そこから脱炭素に繋がる嬬恋らしさを見い出したのです。



Make Tsumagoi a big
producer as well as a
big consumer of
renewable energy

Utilization of
renewable energy

Promotion of utilization of
renewable energy in
tourism industry

Smart
Agriculture

Sustainable
agriculture

Consolidation and
enlargement of
agricultural land

Branding of
agriculture

○ Power generation of
renewable energy that exceeds
power consumption of the area

○ Onsen resort/geothermal
energy

○Decrease in precipitation

○ Abolition of public
transportation system

○Decrease in the number of
trains (the Agatsuma line)

○ High usage rate of
vehicles by tourists

Operation of
shared-taxi

○ Deterioration of
scenery in villa
area

○ Increase in the
number of
migrants

○ Flood damage of
Agatsuma river

○ Eruption of Mt.
Asama and Mt.
Motoshirane

○Spread the use of greenhouse horticulture for
cabbage seedling in Tsumagoi

○Negative impacts on cabbage produce caused
by climate change

○Farmland area each farmer owns tends to be
small. The number of tractor owned increases.

○ A lack of successors/decrease of cabbage
farmer

○Transport of cabbage

○Major tourists in Manza Onsen is
“active seniors”

○Negative impacts on ski resorts
caused by climate change

○ Burden of the Manza Highway
managed by a private enterprise

○ A lack of successors in tourism
industry

○Inbound

○Aging society
○ Unhealthy lifestyle

during agricultural off
season

○Safety confirmation of
single elderly people

Agricultural drone
pesticide spraying

Utilization of
local fertilizer

Eco-friendly tourism

Tourism utilizing
local resources Optimization of

traffic

Maintenance of
transportation
in accordance
with the
situation in
Tsumagoi

Effective use of
abandoned villa

Improvement of
quality of life
and work in
Tsumagoi

Life extension

Improvement
of lifestyle

Disaster resilience
community and
facility maintenance

Decarbonization
of educational
facilities

Securing and utilizing a
place for learning

Securing renewable
energy

Restoration and
creation of local
resources

Reduction of
waste

Decarbonization
of community
facilities

Consolidation of
community
facilities

Spread of renewable
energy and energy
conservation

Maintenance of
community spaces
utilizing local resources

Sustainable
tourism

Development of
transportation
system for touristsTourism focusing

on “health”

Tsumagoi – a village where life in zero carbon city is possible
＜3 keys to Decarbonization in Tsumagoi＞

① Agriculture: Eating local agricultural products
② Everyday life: Living in Tsumagoi
③ Tourism: Traveling to Tsumagoi

Agriculture Tourism Transportation Migration Welfare/Disaster Prevention/Education/Environment

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
細かくて恐縮です。スローガンとして「脱炭素なくらしを実現できる希望の里　嬬恋村」とし農業・生活・観光3つの脱炭素を掲げ纏めました。時間の都合上赤い部分に絞りますが、例えば観光や嬬恋の魅力向上について2050年に向け、観光客向け二次交通の開発・住民向け交通手段の整備が大切です。そこから乗合型のデマンドタクシーを観光・生活それぞれにあった提供が考えられると判断致しました。



Decarbonization

Digital 
Transformation

Community 
Development

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
駆け足での発表で大変恐縮です。纏めですが、脱炭素は街づくりと考えます。住民のみなさま、観光客のみなさま。特に嬬恋村に関わる方々為に嬬恋村どうあるべきか。それを考える根幹に脱炭素が必要であると考えさせられました。その手段としてDX/スマートシティを上手く活用する。緩和と適応を駆動させ魅力ある嬬恋村を今後創って参ります。



Thank you for listening.

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上、ご静聴ありがとうございました。
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