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第２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 4年 1月 14 日（金）午後 16 時～17 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、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、熊野敬佑委員 

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  山川さつき委員 

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 議  題 

       （１）第 1 回会議の振り返り 

       （２）温室効果ガス排出量を削減する取組の方向性と内容 

       ４ その他 

５ 閉  会 

 

【議題質疑応答，意見】 

（１）第 1回会議の振り返り 

質疑応答、意見等特になし。 

 

（２）温室効果ガス排出量を削減する取組の方向性と内容 

①産業部門 

（委員）省エネ対策等の削減見込量の割り振りはどうやって行っているか。 

⇒（事務局）全国の削減見込量に対して全国と南砺市の製造品出荷額等で按分して算出し

ている。 

（委員）例えば「①省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進」で 298 事業所分に

相当とあるが、現実味のある数字なのか。 

⇒（事務局）全体の約 450 事業所の内の 2/3 を見込んでいる。 

（委員）各事業所が高効率機器を導入するモチベーションはどこにあるのか。どうやって

取組を進めるのか。 

⇒（事務局）一つの考えとして、機器の耐用年数があり、新しい機器を導入するタイミン

グで省エネが図られる機器が導入されると思っている。 
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⇒（事務局）国などと連携してすすめる省エネ対策については、国でも技術開発や産業界

を巻き込んで進めていこうという全国の目標値を南砺市に按分して算出したも

のである。省エネ・再エネを進めていく上で、各部門での取組の課題や資料に記

載のない取組案など、意見を出していただければありがたい。 

（委員）製造業での取組内容が色々記載されているが、現実味のあるものはどれか。 

⇒（委員）LED 照明の導入についてはすでに取り組んでおり、自分のところの工場では全て

導入済みである。高効率空調（エアコン等）も順次切り替わっていくと思われる。

それ以外のところはあまりイメージが湧かない。コストの面で今後負担にならな

いかたちであれば導入を考えると思われる。 

（委員）国の方の考え方のヒントを教えていただきたい。 

⇒（委員）色々方法があると思っていて、省エネ法の改正など国で検討していることがあ

り、そうすれば CO2削減と直結することになってくる。制度的なことについては、

経済産業省でのトップランナーの 500 社に対しての取組などがあり、そのような

ものが出てくると産業界はそういった方向に進むと思われる。国が色々な制度的

なものを 2030 年に向けてイノベーションしていく。⑤の燃料転換等は進んでい

くと思われる。一方で古い設備を新しい設備にかえる時のコストが問題であるが、

国の動きとしては誘導をかけることと、イノベーションを組み合わせて先導して

いくこととなる。最終的には全体の CO2の取引に動いている。 

⇒（委員）地方行政は国の方の動きに対して、それを現場にもってきたときに、どうやっ

て具体化させるかということを考える必要がある。 

（委員）林業で屋上等を利用した太陽光発電の設置とあるが、取組の可能性はありますか。 

⇒（委員）助成があれば可能性はある。事務所の建替の時などのタイミングで検討できる

と思われる。ちなみに、今は現場事務所に小さなソーラーパネルを設置すること

もある。 

 

②業務部門 

（委員）公共施設の再エネ導入についてはわかりやすいが、記載されているパネル面積や

発電能力は振り分けて算出したものか。 

⇒（事務局）賦存量調査の値から計算したものである。削減見込量は施設の数で振り分け

ている。 

（委員）地方では施設の一つ一つが見える。施設によってはパネルの面積がもっと大きく、

あるいは小さくなるところもあり、見込量が実現可能な数字なのか。 

⇒（事務局）例えば小中学校であれば市内に 15 校あり、公民館も 31 箇所あるので、そう

いったところを利用すれば実現可能な数字である。 

（委員）公共施設以外の空き地等の設置も考慮すると、南砺市の状況を加味すれば、ここ

は減らせる、ここは増やせる、ということが見えてくる。 
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（委員）小水力発電所も何箇所設置するのか。箇所数を設定した方がピンとくる。南砺市

エコビレッジ課だけでなく、他の部署でも何か計画はないのか。 

⇒（事務局）小水力発電については現在のところない。 

（委員）農業用水路であれば、県の農村整備課で全県調査を行っている。それの南砺市の

データを参考にすればよいのでは。 

⇒（事務局）平成のデータを見せていただいたが、資料の 3 ページにあるように、賦存量

調査を行っており、可能性があるとすれば梨谷川の 1 箇所という結果となってい

る。既存の再エネの導入容量についても 3 ページに示したとおりである。 

（委員）太陽光発電については各部門で割り振るのはよいが、木質バイオマスについては

各部門で割り振って取組ということではないと思うが。 

⇒（事務局）バイオマス発電や小水力発電の発電した電力については購入するところにま

わるというイメージである。 

（委員）バイオマスボイラーの導入は現実的にありそうか。 

⇒（事務局）現状では公共施設で導入されているだけなので、今後は機器が安くなったり、

補助金等で導入が進んでいけばと期待している。 

（委員）なんとペレットは目標数値に対してどうか。 

⇒（事務局）まだ目標には達していません。 

 

③家庭部門 

（委員）個人で山を所有しているお宅や、自宅の庭に多く木が生えているお宅が南砺市で

は多くあると思うが、木の枝を剪定した時の処分について、これまではその場で

焼却処分していたが、今は禁止されている。そのため、手入れができない状態で

ある。剪定枝をペレットの材料にしたい時はどうすればよいか。個人では CO2削

減に貢献するのは難しく、企業とどう連携していけるのか知りたい。 

⇒（事務局）南砺市では現状で昨年大量の落ち葉がでたということで、無料の回収を行っ

た。そこで集めたものは資源化しようということで、市外ではあるが燃料として

利用しているところに運んだ。ただ、将来的に市内で資源化して利用できれば、

エネルギーの地産地消ができるので、剪定枝だけでなく、もみ殻等も含めて発電

に利用できればと思っている。 

（委員）資源を集める方法は個人が持っていくのか、または、業者が回収にまわるのか。 

⇒（事務局）個別にどう対応すればよいか、収支を考えながら検討することになる。 

⇒（事務局）そういうものも再エネに活用できればよい。 

（委員）木の手入れができないということになれば、森林の吸収量が減少するのではない

か。 

（委員）南砺市での新しい森林循環をつくるということは重要な問題である。 

⇒（事務局）運ぶ・運び出すということは課題になっていることであり、家庭から運ぶこ
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とも含めて今後検討する必要がある。 

⇒（事務局）家庭部門の再エネ導入のところで、剪定枝等の利用を挙げているが、今後、

具体的に検討を進めていく必要がある。 

（委員）スマートメーターやスマートホームのデバイス導入についてはどうですか。 

⇒（委員）スマートメーターの方は 7 割程度設置が進んでいると聞いている。エネルギー

使用量が確認できるので、みなさんのモチベーションという意味で、取組という

ことでは入りやすいところではある。 

（委員）スマートメーターの導入を 100％にするということですか。 

⇒（委員）はい、そうです。 

（委員）2030 年度を待たずに導入されるということですか。 

⇒（委員）はい、そうです。 

（委員）スマートメーターだけでは分からないと思うが、家庭が CO2排出量を削減するため

の最初のステップとしてはオール電化ということになると思う。オール電化の比

率の方は把握できるのか。 

⇒（委員）3 年ほど前からデータをとっていない。平成 28 年のデータになるが、3 割程度

であった。 

（委員）家庭はオール電化にしてしまえば、あとは発電する方の排出係数で決まってしま

う話となる。 

（委員）家庭部門については、イージーソーラーという初期費用無しでできる太陽光発電

設備のリースを進めているところなので、そこで CO2排出量削減につながると考

えている。 

（委員）ネイチャースクールとして取り組むとすると、子どもたちに自分の行動がどう CO2

排出量削減につがるかというところを伝えていきたいが、どう伝えていけば良い

か悩んでいるところである。 

（委員）南砺市ではペレットストーブ等の導入を進めたいと強く思っていると聞いている

が、一般家庭に普及させるための施策はないのか。 

⇒（委員）以前視察に行ったことがあり、色々な家庭から出た剪定枝を持ち込んでバイオ

マスボイラーの燃料にしていた温浴施設があった。持ち込んだ人はその施設の利

用が無料であった。このような自分の労働がお金ではなくても無料で施設利用等

ができるなどの体験が子どもの時にできればおもしろいのかなと思う。ネイチャ

ースクールではいつも火を使うことを行いたく、炭焼きの体験とか、お風呂を沸

かすなどの案を出すが、実施までには至っていない。 

（委員）持っていく剪定枝等の量は簡単に持っていくことができる量ではなく、木 1 本分

の量に相当し、自分でどうにかできる問題ではない。 

（委員）バイオマスは材料を動かすということが問題のようである。 

 



 5

④運輸部門 

（委員）トラックに関しては長距離トラックが多いのでハイブリッドトラックを導入する

ことが考えられる。南砺市でノーマイカーデーを実施していると思うが、その時

に利用できる公共交通の1日利用券等やプレミアム商品券等を補助するのはどう

か。プレミアム商品券等の南砺市の他の事業とあわせて取組むのはどうか。 

（委員）いずれにしてもガソリンで走っていてはだめである。 

（委員）すぐに取り組めることとすればエコドライブの推進がある。 

（委員）会社の車が EV化していく可能性はありますか。 

⇒（委員）トラックは時間がかかりそうである。コストの問題はあるが、タクシーだと比

較的はやく導入されると思う。例えば、市の公用車を 1台タクシーに割り当てて

もらい、そこで EV 車を用いて運転手も派遣するという案はどうか。タクシーは

近距離の輸送が多いので、EV車であっても問題ない。 

（委員）タクシーは何台くらい所有していますか。 

⇒（委員）10 台所有しています。日中稼働しているのは 4 台くらいで、高齢者の買い物や

通院の利用が多いので、走行距離からすると EV車でも十分対応可能である。 

（委員）タクシーの日中の空きは多いのですか。 

⇒（委員）午前中は空きが少なく、午後は比較的空きが多い。午前中に利用される高齢者

の方が多い。 

 

⑤廃棄物部門 

（委員）南砺市は砺波広域圏があり、南砺市だけで取り組むことはできない。CCUS 技術と

いうのは砺波広域圏で何か話があるのか。 

⇒（事務局）まだ実証段階の技術であり、議論にはなっていません。 

⇒（事務局）佐賀市の方では実証実験を行っている段階である。 

 

⑤全般あるいはその他 

（委員）再エネ由来の電力購入、地域新電力からの電力購入の取組に関して、価格が課題

になってくるため、切り替える方があまりいないのではないか。 

⇒（委員）おっしゃられるとおり、環境の価値だけでは難しいと思う。先程 EV車の話があ

ったが、EV車を用いるにしても使用する電力の方の話もあるので、クリーンな電

力を価格以外の価値として、企業も CO2排出量削減に取り組まないと仕事がとれ

ないといった時代になってくると思っており、そういった時代に対応できるよう

に、地域新電力としてやっていきたい。電力の価格は同じか、もしくは少し安く

なるように努力していきたい。 

（委員）企業はイメージがあるので切り替えるかもしれないが、一般家庭は難しいと思う。 

（委員）再エネ由来の電力の集まり具合はどうですか。 
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⇒（委員）まだ販売事業をスタートしておらず、買い取りもまだなので、これからである。

卒 FIT の電力がまだ市場にないので、これから徐々に買取していくということに

なる。 

（委員）企業から排出される温室効果ガスの量は各企業の方で把握しているのか。例えば

車であれば燃料や運ぶ重さで計算できるが、南砺市の方でデータを収集したこと

はないのか。自分の会社ではトラックから排出される CO2排出量を毎年報告して

いる。 

⇒（事務局）参考までに、たくさんのエネルギーを使用している事業者については、省エ

ネルギー法や地球温暖化対策推進法に基づき、毎年国の方にこれだけエネルギー

を使用したと報告しなければならない。大きい企業については少し時間がたって

から国の資料からおっていくことは可能である。南砺市全体となると統計資料か

ら按分した値で全体を把握するということになる。 

⇒（委員）各企業が CO2をどれだけ出しているか認識することは非常に重要である。他の自

治体でも同じ議論が出たが、中小企業は自分たちが出した CO2排出量を知らない

ので、何をどこまで削減すればよいのか分からない。そのため、計算できるよう

にするための勉強会をしようという話がある。商工会議所が中心となり、自ら算

定できるようにするということである。 

⇒（事務局）都道府県単位では任意ですが、小さい事業所であっても報告する制度をもっ

ているところがある。決まった書式に数字を入れれば排出量が計算できるように

なっている。また、家庭においても環境家計簿と聞いたことがあると思うが、自

主的に分かるということがある。 

⇒（委員）環境家計簿についてですが、細目を記録することは大変なので、スマートメー

ターと連携してリアルタイムで消費電力が分かるものもあり、そういった装置を

利用する方が現実的ではないか。 

（委員）環境家計簿には電力の消費量の他にガソリンや灯油やガスの使用量と、家の広さ

や間取りを記載して、家庭でどれだけ CO2を排出しているか計算できるものであ

ったと思う。 

（委員）金融機関の立場から話をすると、設備投資というのはコロナの状況で、運転資金

が厳しい中で、補助金で足りない分を金融機関が出していたという流れが今後も

続くのではないかと思う。南砺市独自かわからないが、補助金があれば金融機関

として積極的に活動していくツールとなる。 

（委員）各取組に対してどれもやりましょうというのは難しいので、重点的に何をやるの

かわかりやすく示す必要があると思われるので、そこを今後整理していただきた

い。今後その重点項目を委員の方に意見を聞くというかたちで進めるということ

でどうか。 

⇒（委員）今回も色々意見が出ましたので、来年はより具体的に検討を進めるということ
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になる。まだ、現実味がない取組もあるが、そういうものは、より現実味のある

アイデアに置き換えていくといった作業が必要と思われる。環境省等とともに

色々な補助制度を提案しながら取り組んでいきたいと思っている。 

 

以 上 


