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第１回ゼロカーボンシティなんと推進会議 会議録 

 

開催日時    令和 3年 12 月 16 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

開催場所    南砺市役所本庁舎 3階 302 会議室 

出席者氏名   上坂博亨委員、西村大仁郎委員、山川さつき委員、武田隆啓委員、 

高田有美委員、得永真史委員、川田真紀委員、春木雅世委員、 

曽山信雄委員、島田博之委員、江川由貴子委員、北川智之委員、 

林紀孝委員、川森純一委員 

欠席者氏名   熊野敬佑委員 

事務局職員名  （エコビレッジ推進課）亀田秀一、藤井外史 

委託業者氏名  （エヌエス環境(株)）土肥、根矢 

 

会議次第   １ 開会 

       ２ 挨拶 

       ３ 委員委嘱 

４ 委員長選出 

５ 会議の位置付けと進め方【資料１】 

６ 議  題【資料２】 

       （１）地球温暖化対策の現状 

       （２）温室効果ガス排出量の現況推計 

       （３）温室効果ガス排出量の将来推計（２０３０年度） 

       （４）温室効果ガス排出量の将来推計（２０５０年度） 

       （５）温室効果ガス排出量を削減する取組みの方向性と内容 

       ７ その他 

８ 閉会 

 

【議題質疑応答、意見】 

（１）地球温暖化対策の現状 

（２）温室効果ガス排出量の現況推計 

（３）温室効果ガス排出量の将来推計（2030 年度） 

（上坂会長）推計は全国各地で行われていると思うが、この推計方法は何か基準があり、

それに沿って行っているのか？ 

⇒（事務局藤井）毎年更新される各種統計を基にしている。人口ビジョンについては、南

砺市で色々施策を行い人口の減少を抑制しようと取り組んでおり、掲げている目

標値を採用した。 

（上坂会長）高位目標ですか？ 
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⇒（事務局藤井）はい、そうです。 

⇒（事務局亀田）活動量として各分野でいくつか種類があるが、毎年度数値を押さえられ

るような数値にしたいということから、今回これらを挙げている。 

（上坂会長）基になっているデータはエネルギー消費統計からもきていると思うのですが、

再エネは 2年くらい遅れて出てきている。 

⇒（事務局土肥）そうです。資料の最新データは 2018 年になっているが、今は 2021 年で

ある。できれば南砺市全体でのエネルギー使用量が出せればよいが、電力自由化

等があり、生のデータが得られにくいため、国から公表されている都道府県別の

エネルギー消費統計の数字から按分して計算せざるを得ない側面がある。国のデ

ータが公表されてからであり、現在は 2018 年が最新データとなっている。 

（上坂会長）説明にあったとおり、按分で計算されたもので南砺市のリアルなデータとい

うことではない。今後は計画を立てる中で、南砺市での努力を見えるようにする

必要があり、この辺も議論していただきたい。 

（曽山委員）実績値をモニタリングしていくのがよい。運輸部門は実績値が取りやすい部

分である。統計からデータを取ることに関して問題はないが、実績値が取れると

ころは実績値で補正した方が、目標がどうやって達成しているか分かりやすい。 

（上坂会長）国などと連携して進める対策による削減見込量については、南砺市として算

出したものか、あるいは国ベースで按分して算出したものか？ 

⇒（事務局土肥）基の数字は地球温暖化対策計画で国全体が見込んでいる対策による削減

効果の数字が出ており、南砺市でどの程度効果が出るか按分して試算している。

南砺市で当てはめることができる項目、且つ、南砺市で按分して計算できる項目

について抜粋して推計している。国と共に南砺市でも取り組み、国全体の効果が

南砺市でも出るということを見込んだ数字である。 

（上坂会長）南砺市で鉱工業が多いかというとそうでもなく、項目によっては南砺市の産

業の特徴や政策の特徴から、効果が見込めないものと思ってもよいか？ 

⇒（事務局土肥）はい、そうです。 

（北川委員）国と連携した対策による削減見込量で、例えば LED 化等でマイナスとなって

いるものがあるが、マイナスとなっている項目は排出量が増えるということか？ 

⇒（事務局土肥）LED 化による電気の使用量は確実に削減されていく。2030 年の削減量を

計算するにあたって、2018 年までは現状の結果が出ており、2013 年を基準とし

てある程度整備された 2018 年を経て 2030 年の削減見込量を見ている。2018 年か

ら 2030 年の電力排出係数が半分くらいに低下することを見込んだ計算となって

いる。2018 年までの LED 化によって電気使用量が削減されてきた部分があり、

2030 年までにさらに電気使用量が削減されるが、その時の LED 化による電気使用

量の削減幅と電力排出係数をかけてCO2排出量で見た場合、2013年から2018年、

2030 年にかけて電気使用量は削減されるが、電力排出係数をかけることで計算上
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CO2排出削減見込量がマイナスとなっている。言い換えれば、2018 年時点で LED

化が進んでおり、且つ今後電力による CO2排出量の大幅な削減が見込まれること

もあり、削減見込量を CO2で比較した場合、2013 年から 2018 年までの削減量よ

りも 2018 年から 2030 年までの削減量は小さくなるということ。 

（上坂会長）マイナスの項目は効果がないということではないと考えればよいか？ 

⇒（事務局土肥）はい。効果がないということでありません。電気使用量では確実に減っ

ていくということです。 

（事務局亀田）国と連携した対策による削減見込量を部門毎に掲載しておりますが、今後

の見込みについて何か情報があれば教えていただきたい。 

（西村委員）工業炉は鉄を溶かして型に流し込んでつくるもので、すずやアルミもあるが、

南砺市はつくられたものを購入して加工する企業が多く、低炭素工業炉の導入に

よる削減は見込めないと思われる。産業用モータ・インバータの導入については

設備投資で最新の機械に入れ替えを行っていくことも見込まれるので削減見込

量にあってもよい項目と思われる。 

（上坂会長）コージュネレーションの導入は火力発電所での話であり、再エネの発電であ

れば木質バイオマスがあるが、既存のものを考えると南砺市で削減を見込むのは

難しいと思われる。 

（上坂会長）業務その他部門で機器の省エネ性能向上とあるが、事務所・ホテル・学校・

公共施設が対象となるが、可能性としてはある。BEMS の活用については南砺市で

対象となるような大きな規模の建物があまりないように思われる。 

⇒（事務局亀田）BEMS の活用については、元々の按分した数字を確認して補正を行うよう

にする。 

（上坂会長）家庭部門についてはオール電化にしていくという話でしかない。あとは電力

会社の方の問題になる。運輸部門については、次世代自動車に置き換えていくし

かない。 

（上坂会長）南砺市の特徴としてトラクター等の農業用機械が多くあるが、農業用機械は

どの部門に入るのか。 

⇒（事務局）産業部門に入るので、産業部門の燃料転換が該当する。 

（武田委員）南砺市内で電気自動車のタクシーはまだなく、南砺市内のタクシー会社の方

では所有台数自体が少ない。業界全体で取り組んでいかないといけない問題では

あると思っている。 

⇒（事務局土肥）削減見込量を算出する時に、産業部門では全国の製造品の出荷額に対す

る南砺市の製造品の出荷額で見ている。南砺市にふさわしくないものは削除した

方がよい。車の台数については全国の台数に対する南砺市の台数で見ている。 

（上坂会長）家庭部門の高効率給湯器の導入については、北陸電力さんの方で把握されて

いるのですか？ 
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⇒（春木委員）電力の自由化もあり全体の話ではないが、新築での高効率給湯器導入率や

オール電化の方はある程度把握できている。新築のオール電化率は北陸管内で 8

～9 割くらいであったと思う。 

⇒（武田委員）北陸はオール電化率が高く、9 割くらいであったと思う。 

（上坂会長）それでは古い家をどう電化していくかが重要になると思われる。 

⇒（春木委員）エコキュートの方に替えていただくということはやっておりますが、それ

以外のことは分からない。 

（上坂会長）200V を入れている家庭は分かるのではないか？ 

⇒（春木委員）200V を入れている、いわゆる三相であれば分かる。200V を何に使っておら

れるか。例えば、電化厨房とかあるが数字の誤差はあると思われる。IHとかエコ

キュートを使っていれば分かる。 

（上坂会長）そのような電気の使い方をされているお宅の割合がどれくらいあるのか調べ

ることは可能ですか？ 

⇒（春木委員）はい。 

⇒（事務局亀田）なにか資料として使わせていただくこともあるかもしれない。 

（上坂会長）按分の数字だけだと現実味がなくなってしまう。やる側もやる気が湧かない

と思う。今年はこれだけやったから削減量はこれだけであったという推計が出せ

る状況にしておくことが大事。 

（江川委員）削減するために、項目を見ると新しい何かを導入とか、今あるものを性能の

いいものに切り替えるとかあるが、古いものを廃棄するときの排出量は計算の中

に含まれているのか？ 

⇒（事務局土肥）廃棄物部門は、プラスチックを燃やす行為の中に排出量は計算に含まれ

ている。 

（上坂会長）廃棄のための排出量は入っていないのですか？ 

⇒（事務局土肥）廃棄のためのプロセスとして、例えば廃棄物を運ぶ場合、廃棄物業者の

ため産業部門か業務その他部門に含まれる。一部運輸部門にも含まれる。 

（上坂会長）石炭の使用量を激減させようという話が出ているが、一番使用しているのは

鉄鋼業と電力で 6：4か 7：3であったと思う。鉄をたくさん使っている自治体と

いうのは、どこかの県で作った鉄を持ってくることになる。鉄を作っている県は

CO2をたくさん出していることになるが、CO2排出に関してどのような評価になる

のか？ 

⇒（曽山委員）基本的に CO2を排出する所は使った側となるのが原則である。廃棄物で言え

ば最終処分したところ、運送した時は運送した方が排出したこととなる。ここら

辺では七尾市で火力発電所があるが、七尾市が CO2排出量を負担するのではなく、

基本的に使った側が負担する。FIT で電気を作る方は、その地域で電気が作られ

るが、広く国民にお金の負担をしていただいているので、価値も国民につく、お
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金を払った方につく。そのため、その地域の税を通してカウントされる。 

⇒（事務局土肥）石炭の話があったが、国のエネルギーの統計上では、富山県でも石炭を

使っているかたちとなっているが、南砺市での石炭の使用はないため、南砺市の

計算の中では石炭は含んでおりません。 

（上坂会長）電力は分かりやすいが、鉄ではどう裏付けするのか？ 

⇒（曽山委員）CO2は活動量でつけるので、物には掛けていない。物がどう流通するか、誰

がどれだけ使ったかという活動量に係数を掛けているので、どこで作られようが

動かした人であったり、最終的に使った人のところの活動量を出している。加工

しているところで使われるエネルギー使用量に応じて CO2が排出されているとい

う考えである。 

⇒（曽山委員）今、産業界で求められていることであり、誰がどこでどれだけこの製品の

CO2排出に関わっているのか、調べられている方が多いと思います。 

 

（４）温室効果ガス排出量の将来推計（２０５０年度） 

（上坂会長）南砺市可能性調査業務報告書のデータはいつ調べられたものか？ 

⇒（事務局藤井）2020 年度です。 

（上坂会長）2020 年度時点のというとこでよいか。 

⇒（事務局藤井）はい。そうです。 

（上坂会長）北陸電力さんの方でアクア ECO プランというものがあるが、このプランの供

給量はどの程度か？ 

⇒（春木委員）今は上限を設けずに申し込みいただいている。 

（上坂会長）北陸電力さんの年間発電量が約 300 億 kWh で水力発電が全体と 1/3 とすれば

約 100 億 kWh になります。100 億 kWh という数字は石川県が年間に使用する電力

量に相当するので、水力発電でそれだけつくられているということになる。 

（上坂会長）中小水力発電が 4,600MWh となっているが、もっと上がると思われるが。 

⇒（事務局亀田）中小水力発電は開発されつくしている面もあるが、新たに 1 箇所設置し

た場合の数字である。 

⇒（事務局土肥）REPOS は南砺市可能性調査報告書より値が大きくなっているが、REPOS は

農業用水等の分も考慮しており、対象範囲が広いためであり、南砺市可能性調査

報告書の方は現実性を考慮して 1 箇所分の数字となっている。 

（上坂会長）森林吸収量が今後も変わらない想定となっているが、市産材をもう少し搬出

するような計画にすれば、もう少し増やせると思われるが。 

⇒（得永委員）森林吸収量については、間伐しても間伐による木の成長促進効果と、主伐

しても伐採した後に植林することで同じ吸収量を保てるとされていることから、

森林面積が減らない限りは吸収量があまりかわらないと思う。今、国の方で大型

建造物の木質化に取り組んでおり、木製品を使うと炭素固定量が増えるので、そ
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こで増える要素があると思われる。森林整備による吸収量についてはそれほど大

きく変化しないところである。 

⇒（事務局土肥）森林による温室効果ガス吸収量を算定するにあたっては、県のデータで

炭素蓄積量があり、炭素が木の中に固定されているかというデータを使って南砺

市の吸収量を算定しています。炭素蓄積量は毎年度報告されており、年によって

は伐採直後の時のデータもあり、ゼロに近い時もあるなど、毎年変動があるので

5 年平均値を用いている。5 年間の移動平均を見ると少しプラス側で算定されて

おり、着実に蓄積量は毎年度増えているという意味であり、南砺市では森林がし

っかり管理され、炭素蓄積量と森林吸収量が少しずつ増えている状態である。 

 

（５）温室効果ガス排出量を削減する取組みの方向性と内容 

（川田委員）取組の内容について、廃棄物に関する取組がもっとあってもよいのではない

か。また、電化の方向で話が進んでいるが、オール電化で育ったお子様は火を知

らないという面もあり、未来の子供たちが火を知らないで育っていくのは良くな

いと思っていて、自然や生物等の教育とあわせて電化というものが進んでいけば

良いと思っている。 

（上坂会長）教育の面から大事な視点である。 

南砺市で農業の面でマイクロプラスチックの問題が大きいと思っており、全体

の CO2排出量からすれば小さなものであるが、マイクロプラスチックという視点

では問題と思っている。 

（林委員）廃棄物部門として CO2排出量はわずかな割合であるが、プラスチック資源循環促

進法があるが、南砺市としてそこをしっかり指導してデータの方もとっていただ

きたい。南砺市は砺波市にあるクリーンセンターで焼却をされているので、クリ

ーンセンターではどこから出たゴミかはデータを取っていると思います。南砺リ

サイクルセンターは中間のヤードとしての施設であり、焼却した際に出る熱をう

まく転換できるかというところが将来的に考えていく必要があると思われる。富

山県はアルミの産業が盛んであり、アルミから水素がつくれる技術もあるので、

産業廃棄物からエネルギーを生み出すことを考えていく必要があると思われる。 

（山川委員）建築からの側面で見ると、工事価格が上がってきており、一般家庭にお願い

するにはハードルが上がっている。ここ 1～2 年で工事価格が 1.2 倍になってい

る。職人不足の影響もあり、このまま高価格が進んでいくとの話もあり、一般家

庭には推進しにくい世の中になってきている。ただ、設計事務所としてお客様の

方に提案しなければならないという法律になってきているので、みなさんの住宅

が段々と小さくなっていくようなことになるので、一般家庭よりは企業の方の建

物に重点を置き、支援等をしていく方が効率的であると思う。ホテルを運営して

いる側からすると、アメニティ等を提供する責任というものを感じており、プラ
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スチック等を減らしたいと議論しているところである。南砺市と協力していい商

品が開発できれば、お客様にも喜んでいただけると思う。木材利用のことで言う

と、富山県では県産材を使うと補助がでるというのがあるが、石川県では材料費

プラス大工さんの費用にも補助がでていて、すごく県産材を選ばれる率が高い。

材料の方だけ目を向けるのではなく、広い視野を持ってほしい。 

（高田委員）農業の観点から言うと、農作物による吸収量はどうなのか。南砺市は稲作中

心ですが、耕作放棄地も増えており、そういった観点からの影響はどうなのかと

感じた。耕作放棄地にソーラーパネルを設置しているところもあります。農地の

吸収量と太陽光発電による削減量とどちらの効果が高いのかは分からない。農機

については古いものは販売してはいけないという規定が何年か前にできて、販売

していない。農機は電気自動車のように進んでいないが、メーカーの方の努力か

なと思っている。 

⇒（上坂会長）農機の方も何台稼働しているのかというのを掴んでもいいと思う。集約化

すれば台数も減っていくことになる。 

（島田委員）カーボンニュートラルを実現していくためには、削減量に結び付く取組をこ

れからしっかりやっていかなくてはいけない。こういった問題を市民や事業者の

方にご理解をいただくということが重要である。 

（曽山委員）これが市の計画となった時に、再エネをどれだけ入れるという話があって、

この再エネの CO2排出削減量をどこにあてるのかが読めない。今回の資料では各

部門のところに入れてもらって頑張りますという感じだったり、地域新電力さん

のメニューを選んでいただいたらそれが再エネになるというかたちになってい

るので、市がどこの CO2を再エネで削減していきたいという形でないと計画にな

らない。これから再エネをこれだけ入れていくので、この再エネを地域内で使っ

て何の CO2をどれだけ減らしていくのかという目的を施策として入れておく方が

市民には分かりやすい。 

（山川委員）公共交通事業者として、公共交通に関しては利用の促進、公共交通機関の電

化というのが挙げられている。JR や市営バスが自分たちの利用しやすいかたちに

あれば、もっと利用してもらえると思うが、単に利用促進ということではなく、

点ではなく面で支えていくというような観点が必要である。南砺市においてはエ

コビレッジ推進課だけでなく、政策推進課等との横の連携をとりつつ取り組んで

いただけたらと思う。 

 

以 上 


