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分野目標Ⅰ（地球温暖化対策）の施策目標 ３．循環型の暮らしの推進            

循環型のまちを目指し、３R と適正処理を推進します。 

＊現況と課題 

令和２年度の市内年間ごみ排出量は 13,401ｔであり、その内訳は資源集団回収が

5％、分別収集による資源ごみが５％、可燃ごみが８１％、不燃・粗大ごみが８％とな

っています。 

また、市民１人１日あたりのごみ排出量は７４５ｇ／人・日であり、県平均（1,046

ｇ／人・日）や全国平均（918ｇ／人・日）と比べると３割弱ほど低くなっています。

本市の人口は年々減少傾向にありますが、生活スタイルの変化のため、市民１人１日あ

たりのごみ排出量は概ね増加傾向にあります。そのため、これまで以上にごみの減量化

を推進させていく必要があります。 

備考１）種類ごとに端数処理をしているため、合計値が合致しない年度があります。 
備考２）市内のごみ排出量が少ない要因の一つとして、農村において生ごみの堆肥かが進んでいること

が考えられます。 

資料：生活環境課 

資料：県平均及び全国平均の１人１日あたりのごみ排出量は、調査時点において最新実績であった

「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）環境省」の値を用いた。 
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

家庭や事業所で取り組めるごみの減量化事例を紹介し、リデュースやリユースを重視し

た生活の知識を高め、日常での実践へと誘導します。ごみの発生抑制に取り組む団体の活

動を支援し、資源集団回収がさらに広がるように取り組みます。事業所ごみの減量化を促

す啓発を推進します。 

重点事項 

・資源集団回収など、ごみの発生抑制に取り組む団体の活動を支援します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

１人１日あたりの

ごみ排出量（家庭系

可燃ごみ） 

ｇ 448 353 353 

市内の家庭から１年間に排出された

家庭系可燃ごみの量／365日／住民

基本台帳人口（各年度の翌年度４月

１日） 

資源集団回収によ

る回収量 
ｔ 700 900 1,200 

「南砺市資源再利用推進活動実施要

綱」による登録団体の回収量 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 
・不用品は、フリーマーケット等を活用して再使用できるように努めましょう。 

・生ごみの水切りを徹底しましょう。 

事業者 ・廃棄物の発生抑制、減量化のための社内啓発を推進しましょう。 

滞在者等 ・行楽地等で出したゴミは持ち帰りましょう。 
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＊現況と課題 

市では、「食品ロス･食品廃棄物の削減」をテーマに地産地消や食品をムダにしない工

夫等についての講義や「食品ロス・食品廃棄物の削減」のための取り組みに功績のあっ

た企業等の表彰を行っています。食品ロス対策の啓発として、北陸コカ・コーラボトリ

ング株式会社では、賞味期限が近い余剰在庫を通常

価格よりも安く販売する「SDGs自動販売機」を市

役所に設置しています。また、生ごみ処理機の購入

助成を行うなどして、家庭での食品ロスの有効利用

を推進しています。食品ロスの削減に取組むだけで

はなく、発生してしまった食品ロスの有効活用でき

る体制を構築していく必要があります。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

食品ロス削減の取り組みについて普及啓発に努めます。食品ロス削減に関する教育を行

います。フードバンク等の食品循環システムづくりを促進します。 

重点事項 

・食品ロス削減の取り組みについて普及啓発に努めます。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

食品ロス削減に

取り組んでいる

市民の割合 

％ 33.9 50 70 

市民環境意識調査の「買い過ぎ・作り過ぎに

注意して、手つかず食料品や食べ残しを出さ

ないようにしている」に「いつも取り組んで

いる」と回答した数／有効回答数 

生ごみ処理機の

購入助成件数 
件 24 25 30 

「南砺市生ごみ処理機購入補助金交付要綱」

の交付件数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 

・「食べきり3015運動」を実践し、食べ残しを出さないように努めましょう。 

・ばら売りや量り売りを活用し、食材を必要な分だけ計画的に購入しましょう。 

・食材を無駄なく利用しましょう。 

・備蓄品の賞味期限を定期的に確認し、期限内に消費しましょう。 

事業者 

・フードバンクの活用により、食品ロスの削減に努めましょう。 

・社員食堂では社内啓発を通じて食べきりに努めましょう。 

・備蓄品の賞味期限を定期的に確認し、期限内に消費しましょう。 

滞在者等 ・食べられる量を注文しましょう。 

「SDGs 自動販売機」の設置 

（２） 食品ロスの削減 



39

＊現況と課題 

令和元年度の市内リサイクル率は３０．１％となり、県平均（２３．０％）や全国平

均（１９．６％）を大幅に上回っています。このうち、資源集団回収や分別収集による

資源ごみのリサイクル率は１０．５％となっていますが、減少傾向にあることから、資

源物の改修方法や啓発の方法を改善し、資源化を推進させていく必要があります。 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

リサイクル率資料1 17.5% 28.7% 29.0% 26.9% 32.6% 34.3% 30.1% 

うち、資源集団回収や分

別収集による資源ごみの

リサイクル率資料2

14.3% 12.9% 12.8% 12.1% 11.3% 11.3% 10.5% 

最終処分率資料1 6.4% 4.2% 7.9% 8.0% 8.7% 9.2% 9.4% 

資料 1：リサイクル率と最終処分率は調査時点において最新実績であった「一般廃棄物処理実態調査結果

（令和元年度調査結果）環境省」からさかのぼって値を整理した。 

資料 2：資源集団回収や分別収集による資源ごみのリサイクル率は、生活環境課資料から算出した計算値 

コラム～海洋プラスチックごみ～ 

世界では、不適切管理等により流出した海洋ブラスチックごみが問題となっています。富

山県の海岸漂着物の約８割が内陸部から河川を通じて流出していると報告されており、人

工物の中ではプラスチックの割合が大部分を占めています。そのため、本市は海に面してい

ませんが、海岸漂着物の発生抑制につなげようと、市内を流れる小矢部川において、河川を

漂流するごみが海域に流出する状況を確認する漂流経路調査を実施しました。そして、この

調査結果を基に、発生抑制に向けたリーフレットを作成し、市民に広く周知するとともに、

環境教材を作成し、市内小中学生を対象とした環境教育を実施するなど、川の最上流域であ

る本市から海洋ごみについて考え、一人一人が発生抑制に取組んでいく必要があります。 

資料1：「平成１９年度漂流・漂着ごみに係る国際的削減方策調査業務報告書」（環境省） 

資料 2：「富山県海岸漂着物対策推進地域計画（令和３年３月）」（富山県） 

市内のリサイクル率、最終処分率の推移

GPSボトルを使用した調査 環境教育の実施

（３） ごみの資源化の推進 



40

コラム～ライフスタイルの変化～ 

平成３０年に発生した新型コロナウイル感染症の感染拡大に伴い、私たちのライフスタ

イルは大きく変化しました。感染拡大防止のための外出自粛に伴い、テイクアウトやネット

ショッピング、衛生用品や食料品等の個包装が増加し、ごみの排出量が増加しています。今

後このようなライフスタイルが定着していくことが考えられるため、ライフスタイルの変

化に合わせたごみの発生抑制に向けた取組を検討していく必要があります。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

資源のリサイクルを推進するため、分別排出ルールの啓発やプラスチックごみ対策を進

めます。循環ビジネスへの支援のため、民間のリサイクル施設を積極的に活用します。再

生品（リサイクル品）の利用促進のため、市庁舎でのグリーン調達物品の購入拡大に努め

ます。 

重点事項 

・広報なんとや出前講座やSNS等を活用し、分別排出ルールを啓発します。 

・プラスチックごみ対策を進めます。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

リサイクル率 ％ 10.1 17 25 

集団資源回収で集めた資源物＋通常

の資源ごみ収集で集めた資源物の量

の総ごみ処理量に対する割合 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 

・再生品やリサイクル可能な商品の購入に努めましょう。 

・ごみの分別を徹底し、ごみ出しルールを守りましょう。 

・資源物の集団回収等のリサイクル活動に参加・協力しましょう。 

事業者 
・使用済み製品の回収体制を整備し、部品の再利用に努めましょう。 

・事業所等から発生するごみの分別を徹底し、資源化に努めましょう。 
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施設区分 施設名称 竣工 所管 公称能力 所在地

し尿処理施設 クリーンシステムとなみ H12.3
砺波地方衛
生施設組合

55（ｋｌ／日）
高岡市
福岡町土屋710

施設区分 施設名称 竣工 所管 公称能力 所在地

ごみ焼却施設 クリーンセンターとなみ H3.1
砺波広域圏
事務組

73.2（ｔ／日）
砺波市
太田1873-1

粗大ごみ処理施設
クリーンセンターとなみ
粗大ごみ処理プラント

H8.9
砺波広域圏
事務組

９（ｔ／日）
砺波市
太田1873-2

廃棄物再生
利用施設

南砺リサイクルセンター H7.3
砺波広域圏
事務組

８（ｔ／日）
南砺市
立野原西966

クリーンセンターとなみ
一般廃棄物最終処分場

H13.4
砺波広域圏
事務組

57,000ｍ³
砺波市
徳万字赤坂62

南砺リサイクルセンター最終処分場 S56.4
砺波広域圏
事務組

31,800m³
南砺市
蔵原平ヶ原321

最終処分場

＊現況と課題 

市内で排出された一般廃棄物のうち、ごみは砺波広域圏事務組合で、し尿は砺波地方

衛生施設組合で適正処理しています。 

廃棄物の適正処理を推進するとともに、災害時に発生する災害廃棄物の処理体制の構

築を図っているところです。 

投棄されたごみの内訳としては家庭ごみや家電等のごみが多くなっています。また、

市内において不法投棄が発見される場所として、最も多いのが森林地帯（林道沿いや山

中等）であり、次いで河川が多くなっています。 

ごみの不法投棄は、管理が行き届きにくい場所で行われる傾向にあることから、市で

は委嘱した「南砺市不法投棄監視員」や警察署、近隣自治体と協力して、森林や河川等

のパトロールを行っています。また、土地所有者や管理者に対しては適正な管理が行わ

れるように、定期巡回やこまめな清掃・下草刈りの実施、防護柵やネット、立て看板の

設置等を呼びかけていますが、発生件数が減少することはなく、今後も継続し、巡回等

を行っていく必要があります。 

ごみ処理施設の概要［R2.4.1 現在］ 

資料：「富山県の廃棄物［令和2年度版］」富山県 

し尿処理施設の概要［R2.4.1 現在］ 

資料：「富山県の廃棄物［令和2年度版］」富山県 

（４） 適正処理・不法投棄対策の推進 
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森林
30.8%

農用地 2.6% 住宅地 1.3% 工業用地 0.0%

河川
17.9%

その他
47.4%

投棄件数

家庭ごみ
50.6%

家電
（4品目）

11.2%

家電（4品目以外）11.2%

自動車
関係
11.2%

建築廃材 3.4%

その他
12.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

投棄ごみ

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

森林や河川等のパトロールや土地所有者や管理者に対して適正な管理が行われるように

定期巡回を継続して行います。 

重点事項 

・「南砺市不法投棄監視員」等と協力し、定期巡回を継続して行います。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

不法投棄件数 件 65 55 45 
市が回収を行った不法投棄物の年間

件数 

市不法投棄監視員

による巡回数 
回 246 246 246 市不法投棄監視員による年間巡回数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・ごみの分別を徹底し、ごみ出しルールを守りましょう。 

事業者 ・事業所周辺の清掃を行いましょう。 

滞在者等 ・行楽地等で出したゴミは持ち帰りましょう。 

市内の不法投棄の現場（林道谷沿に捨てられた廃棄物）

市内の不法投棄の発生件数
市内の不法投棄の実態［令和2年度実績］

うち、
検挙数
（件）

H28 36 2 1
H29 70 1 0
H30 41 2 0
R1 31 1 0
R2 65 2 1

年度
発生件数
（件）

警察立ち
合い件数
（件）

資料：生活環境課

資料：生活環境課 
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分野目標Ⅰ（地球温暖化対策）の施策目標 ４．気候変動適応策の推進  

気候変動影響に対応して、被害の防止や軽減、自然環境の保全を図ります。 

＊現況と課題 

市民環境意識調査では、「適応という言葉を知っているか」の設問に対し、６９．８％

の回答者が知っていると回答しています。しかしながら、意味を含めて知っていると回

答した割合は１８．３％と低く、本市では、気候変動の影響に関する情報が少ないため、

今後、国や県等と連携し、市域で既に起こっている気候変動の影響や変化の程度につい

て調査を実施し、情報の共有に努めていくことが求められています。また、将来的に周

辺環境への影響や問題が生じないよう、適切な知識の周知啓発を図るとともに、注意喚

起を実施していく必要があります。 

農業分野においては気温の上昇により、コメの収容・品質の低

下や野菜の収穫期の早期化等が懸念されています。本市では、コ

メの高温耐性品種である「てんたかく」や「富富富」の作付けが

行われています。他の作物でも気候変動による影響が想定され

ることから、高温耐性品種の積極的な導入の推進が必要です。 

自然生態系分野においては、生息適地の変化などが懸念されています。本市には貴重

な生物も多数生息していることから、野生生物の分布域のモニタリング調査による気

候変動影響の把握、及び生態系保全のため、自然環境保全や生物多様性への理解を深め

るための環境教育の場を設けていくことが求められます。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

気候変動による影響に適応した農業を普及するため、高温耐性品種の導入を推進します。

市内の野生動植物の生息・生育の実態について調査と情報収集等を行います。 

重点事項 

・気候変動による影響に適応した農業の普及促進を図ります。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

高温耐性品種の作付け割合 ％ 25 25 25 高温耐性品種の作付け割合 

気候変動に適応した新品

種・新品目の開発・導入数 
品 3 3 3 

気候変動に適応した新品

種・新品目の開発・導入数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・気候変動への認識を深めるため、環境学習に取り組みましょう。 

事業者 ・高温耐性品種の開発や導入を進めましょう。 

米の収穫

（１） 自然生態系等に関する適応 
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＊現況と課題 

近年、局地的集中豪雨の多発により、浸水被害などの水害や土

砂災害が発生しています。本市においても、平成２０年７月に

は豪雨災害を経験しています。市では、利賀ダムをはじめとす

る、洪水調節機能を有する防災ダム及び周辺環境整備を実施し

ています。また、河川パトロールなどの保全管理の実施や土砂

災害ハザードマップ等の更新も進めています。市街地の内水面

における浸水被害が暗渠整備により解消されつつありますが、

経年劣化による雨水排水施設の破損が生じていることから、破損個所の修繕を行って

いく必要があります。今後もこのような自然災害が増加していくことが見込まれるた

め、災害に強いインフラ・ライフラインの整備を推進していく必要があります。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

気候変動の影響に伴う自然災害への対策を推進します。公共水域等への影響について調

査し、浸水被害軽減対策を推進します。老朽化した雨水排水施設の修繕を行い、浸水被害

解消の維持に努めます。透水性舗装を整備し、地下水涵養対策と浸水被害の軽減を図りま

す。 

重点事項 

・気候変動による影響に伴う自然災害への対策を推進します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

訓練を実施した自主防災組

織の組織率 
％ 100 100 100 

各地域にある自主防災組

織が訓練を実施した割合 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 

・ハザードマップを確認し、浸水時等における避難場所を確認しましょう。 

・地域で開催される避難訓練に参加しましょう。 

・災害時に備え、太陽光発電システム等のエネルギー確保の方法を検討しましょう。 

事業者 
・災害時における避難場所の提供を検討しましょう。 

・災害時に備え、非常用発電等の設置を検討しましょう。 

豪雨被害の被害状況 

（城端地域東新田地区）

資料：「砂防と治水 189号」
2009年６月

（２） 都市機能に関する適応 
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＊現況と課題 

市民環境意識調査によると、市

民は様々な分野において気候変動

の影響が現れていると感じてお

り、特に熱中症リスクの増加や、

強風や自然災害に関する項目が大

部分を占めていました。健康分野

においては、気温の上昇に伴い、

熱中症リスクの増加や熱ストレス

増加による生活への影響が懸念さ

れます。本市では企業と連携し、

熱中症対策講座を開催していま

す。より多くの市民の熱中症を予

防するため、ホームページやSNS

やパンフレット配布を通じた熱中

症予防の啓発や、熱中症予防のた

めの環境づくりを推進することが

必要です。 

２１世紀末における熱中症搬送者数の変化予測 
（左：厳しい温暖化対策を実施した場合（RCP2.6）、右：温暖化対策を実施しなかった場合（RCP8.5）

南砺市

資料：気候変動適応情報プラットフォーム 

1

2

市内に生息する生き物の種類の変化

8

9

10

河川に生息する生き物の種類の変化

11

12

3

4

5

6

7

桜などの開花時期の変化

洪水や内水(浸水害)のリスクの増加

強風被害の増加

土砂災害の発生形態、発生地域の変化

気温上昇による死亡者数の増加

13

14

15

16

17

構成比（回答数に占める割合（％））
構成比（回答数に占める割合（％））

熱中症リスクの増加

デング熱などの感染症リスクの増加

台風などの自然災害による
インフラ・ライフラインへの影響

ヒートアイランド現象の進行

特になし

18

19

コメの品質や収量の低下

果物の品質低下

野菜の品質低下や収穫時期変動

河川の水量減少や水質悪化

渇水や地下水量の減少

市内に生息する生き物の生息域の変化

外来種の増加

18.3 

5.0 

20.1 

10.4 

9.7 

11.1 

15.1 

11.1 

28.0 

23.0 

22.3 

49.0 

21.7 

8.6 

51.5 

2.3 

25.3 

13.8 

8.1 

0 10 20 30 40 50 60

ICPP では複数のシナリオ
（ＲＣＰ2.6、4.5、6.0、8.5）
を設定し、気候変動の予測や

影響評価などを行っていま

す。

左図では、温暖化対策を実施

しなかった場合に熱中症搬

送者数が 21 世紀末に 4～6
倍程度になることを予測し

ています。

南砺市

8～20倍

6～8倍

4～6倍

3～4倍

2～3倍

1.8～2倍

1.6～1.8倍

1～1.6倍

（３） 人の健康に関する適応 

市民環境意識調査「南砺市において、気候変動の影響がすでに
現れていると感じる項目はどれか」の設問に対する回答の割合

RCP2 .6 RCP8 .5
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＊施策（環境保全に対する取組方向） 

気温の上昇や熱中症発生リスクの変化について情報収集及び提供を行い、熱中症予防に

向けた啓発を行います。各種イベント開催時には熱中症対策として、屋外ではドリンクや

タブレットなどの活用方法、日よけテントの設営等、屋内では空調設備の利用及び新規導

入について提案を行います。公共施設利用によるクールスポットの活用を進め、クールシ

ェアについての情報提供を行います。 

重点事項 

・熱中症予防に向けた啓発を行います。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

熱中症患者搬送者数 人 ３７ ３０ ２５ 
市内要請場所における熱

中症患者搬送者数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・日常生活における熱中症対策に取り組みましょう。 

事業者 

・熱中症予防運動指針・暑さ指数（WBGT）の掲示や従業員への声掛けにより、熱中症予

防の周知・啓発を図りましょう。 

・クールシェアの実施とクールスポットの提供に努めましょう。 

滞在者等 ・滞在時における熱中症対策に取り組みましょう。 
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＊現況と課題 

気候変動が影響する分野は、水災害、水資源、農業、自然生態系、健康分野等と様々

であるが、気候変動における影響の変化について情報や最新の取り組みについて情報

共有するため、富山県気候変動適応センター等と密に連携し、適応策の方法等を整理・

見直しし、情報の収集および情報の発信を行っていく必要があります。また、将来にわ

たって地域の適応を支える人材育成のための教育・学習が不可欠となっています。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

環境意識の向上を図るため、多様な主体と連携した情報発信や普及啓発を推進します。

人材育成と環境教育のため、家庭・学校・職場等での環境教育・環境学習を推進します。 

重点事項 

・人材育成と環境教育のため、家庭・学校・職場等での環境教育・環境学習を推進します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

気候変動の影響への「適応」

の意味を知っている市民の

割合 

％ 18.3 40 60 

市民環境意識調査の「意味

を含めて知っている」と回

答した数／有効回答数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・気候変動への認識を深めるため、環境学習に取り組みましょう。 

事業者 ・気候変動への認識を深めるため、社内教育を行いましょう。 

（４） 適応策における横断的取組 


