
令和４年度 南砺市ゼロカーボンシティ推進会議 次第 
 
 

日 時  令和４年１２月２１日（水）午後２時３０分～ 
              場 所  南砺市役所 ４０１会議室 
 
 
 
１．開会 
 
 
２．議題 

南砺市地球温暖化対策実行計画の策定案について 
 

  （１）南砺市地球温暖化対策実行計画策定の意義と計画の位置づけ 
        
 

（２）南砺市の温室効果ガス排出量削減目標 
     ２－１ 長期（2050〔令和 32〕年）温室効果ガス削減シナリオ 
 
  （３）目標達成に向けた取り組み 
      
 
  （４）脱炭素化に向けた取り組みを支援するための補助制度 
 
 
  （５）推進体制・進捗管理 

     ５－１ 推進体制 
     ５－２ 推進管理 

 
 

３．閉会 



No 氏名 所属等 備考

1 上坂 博亨 富山国際大学

2 ⻄村 大仁郎 中越鉄⼯㈱

3 山川 さつき ㈱コラレアルチザンジャパン

4 武田 隆啓 福光タクシー㈱

5 高田 有美 なんと農業協同組合 欠席

6 藤井 秀治 富山県⻄部森林組合

7 川田 真紀 桜ヶ池ネイチャースクール 欠席

8 春木 雅世 北陸電力㈱

9 熊野 敬祐 砺波信用金庫

10 杉原 英樹 富山県カーボンニュートラル推進課 オンライン

11 島田 博之 とやま環境財団 オンライン

12 江川 由貴子 公募

13 北川 智之 公募

14 江田 攻 公募
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１．南砺市地球温暖化対策実行計画策定の意義と計画の位置づけ 推進会議資料

パリ協定や２０５０年カーボンニュートラル宣言等、脱炭素化に向けた動きが社会全体で活発
化しています。本市としても、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」
と気候変動の影響に対応し、被害を最小化・回避する「適応策」を両輪とした気候変動対策をこ
れまで以上に推進する必要があります。

本計画は、「第２次南砺市環境基本計画」の地球温
暖化に関する具体的な個別計画として位置づけるとと
もに、本市関連計画との整合も図るものとします。

区分 計画の基準年度と目標年
度

基準年度 2013年
目標年度（中

期）
2030年

基準年度と目標年度

南砺市地球温暖化対策実⾏計画
（令和5年3⽉策定予定）

関連計画
・南砺市地球温暖化対策実⾏計画
《事務事業編》
・第2期SDGs未来都市計画
・バイオマス産業都市構想
・エコビレッジ構想 等

国
・地球温暖化対策の推進に関する法律
・気候変動適応法

富山県
・富山県環境基本計画（第4次）
・新とやま温暖化ストップ計画

南砺市環境未来づくり基本条例
（令和2年6⽉施⾏）

第2次南砺市環境基本計画
（令和4年3⽉策定）

横断的に
連携

関連整合

関連整合
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２．南砺市の温室効果ガス排出量削減目標 推進会議資料

２‐１．⻑期（２０５０（令和３２）年）温室効果ガス削減シナリオ
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温
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ガ
ス

排
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量 その他ガス

廃棄物分野

運輸部門

家庭部門

業務その他部門

産業部門

省エネ対策
エネルギー転換

479.2
（-27.5％） 420.0

（-36.4％）

316.5
（-24.6％）

■ 産業部門

■ 業務その他部門

■ 家庭部門

■ 運輸部門

■ 廃棄物分野

■ その他ガス

（千t-CO2）

660.7

280.6
（-5.4％）

103.0
（-17.1％）

①基準
2013年度

②現況
2019年度
-22.5％

③目標
2030年度
-57.5％

④目標
2050年度
-84.4％

人口減少等の社会要因

再エネ導入

512.1
（-22.5％）

215.9
（-30.9％） 森林吸収量

118.3

「ゼロカーボンシティなんと」の実現に向けて必要な取
組１．徹底した省エネルギー対策によるエネルギー消費量の削減

省エネのLED照明や空調、給湯、機械設備、蓄電池等を導入し、断熱やエネルギー管理で効率化
２．非化石エネルギーへの転換

使用するエネルギーを再エネ電力やバイオマス燃料、水素燃料等の非化石エネルギーへ転換
３．再生可能エネルギーの導入促進

太陽光や水力、バイオマス等の再生可能エネルギーによる発電や熱の供給を促進
４．森林吸収量の保全

森林資源の活用と計画的な森林整備で森林の健全な循環を促進。森林の温室効果ガス吸収量を維持
南砺市の脱炭素化に向けたロードマップ［抜粋］
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３．目標達成に向けた取組
推進会議資料

南砺市地球温暖化対策実行計画 施策体系

第2次南砺市環境基本計画 南砺市地球温暖化対策実行計画

めざす
将来像

分野
目標

緩和策
適応策

施策目標 施策 主な取組

2 0 3 0 年度
削減量

(千t-C O 2 )

2 0 3 0 年度
削減率

(千t-C O 2 )

省エネに関する情報発信 － －
再エネに関する情報発信 － －
クールチョイスの推進 3.7 0.6%
エコドライブの推進 0.7 0.1%
環境学習の推進 － －
EMS等を利用した徹底的なエネルギー管理 4.7 0.7%

公共交通機関の利用促進
公共交通機関や自転車の利用しやすい環境づくりの推進
次世代自動車の導入促進 6.4 1.0%

森林の保全・活用の推進 － －
木質資源の最大限の活用及び拡充 － －
Ｊ-クレジットの推進 － －

省エネ性能の高い設備等の導入 19.1 2.9%
環境配慮型建築物の普及促進 3.7 0.6%
連携による省エネの取組推進 0.2 0.03%

公共施設・遊休地等への太陽光発電の導入 1.1 0.2%
家庭・民間事業所での太陽光発電の導入促進 14.7 2.2%
営農型太陽光発電の導入促進 14.4 2.2%
小水力発電設備の導入 1.5 0.2%
バイオマス資源の活用 4.1 0.6%
環境価値(非化石証書)を活用した再エネ電力調達の推進 － －
地域新電力会社の活用 － －

廃棄物焼却量・最終処分量の削減、資源化の推進 － －
バイオプラスチック導入の推進 － －

食品ロス削減の推進 0.1 0.02%
食品等の地産地消の推進 － －

（3）ごみの資源化の推進 プラスチックごみの減量化とリサイクル促進 － －

廃棄物削減等に関する啓発 － －
－ －

0.4 0.06%

（3）二酸化炭素の
　　吸収源対策の推進

２ エネル
　ギーの
　有効活用
　の推進

（1）省エネルギー化
　　の推進

（2）再生可能
　　エネルギーの
　　普及・活用

豊
か
な
自
然
と
個
性
光
る
文
化
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
ま
ち
　
な
ん
と

地
球
温
暖
化
対
策

緩
和
策

１ 脱炭素に
　向けた取組
　の推進

（1）脱炭素型の
　　暮らしの推進

（2）脱炭素型のまち
　　づくりの推進

３ 循環型の
　暮らしの
　推進

（1）ごみの減量化の推進

（2）食品ロスの削減

（4）適正処理・不法投棄
　　対策の推進

※2013年度比
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（１）脱炭素型の暮らしの推進 クールチョイスの推進 推進会議資料

脱炭素型ライフスタイルへの転換（業務） 脱炭素型ライフスタイルへの転換（家庭）
クールビズの実施徹底の促進、ウォームビズの実施徹底の促進。

取組イメージ

クールビズ（COOL BIZ）：室温28℃管理によりCO2を削減。
ウォームビズ（WARM BIZ）：室温20℃管理によりCO2を削減。

クールビズの実施徹底の促進、ウォームビズの実施徹底の促進、家庭エコ
診断。

取組イメージ

削減目標 0.02千t-CO2（0.003％）（2030年度）
実施率100％(2030年度)

※環境省ホームページより

削減目標 0.1千t-CO2（0.02％）（2030年度)
クールビズ・ウォームビズ実施率100％、家庭エコ診断実施率2.9％
（509世帯/17,562世帯）(2030年度)

※環境省
ホームページよ

り

１
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（１）脱炭素型の暮らしの推進 クールチョイスの推進 推進会議資料

家庭での簡単節電運動の推進（家庭）
家庭の中でできる簡単な省エネの取組の推進。

取組イメージ

削減目標 3.6千t-CO2(0.5％）（ 2030年度)
①〜⑩の取組実施率100％ (2030年度)

①照明器具の点灯
時間を短くする。
（年430円DOWN）

※省エネ性能カタログ 家庭用 2022年度版より

②テレビの利用を1
日1時間減らす。
（年700円DOWN）

これは職場
でもできる
節電！！

③パソコンを使わ
ないときは電源を
切る。
（年690円DOWN）

これは職場
でもできる
節電！！

④家族団欒を心がけ
る。
（年11,000円DOWN）

⑤お風呂は間隔を
空けずに入る。
（年5,690円DOWN）

⑥お風呂の残り湯
を洗濯に使う。
（年5,000円DOWN）

⑦家電は、主電源
から切る。
（年6,000円DOWN）

⑨炊飯ジャーで保温
しない。
（年2,160円DOWN）

⑩冷蔵庫にたくさん
物を詰め込みすぎな
い。
（年964円DOWN）

これは職場
でもできる
節電！！

⑧温水洗浄便座の
フタを閉める。
（年770円DOWN）

１
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（１）脱炭素型の暮らしの推進 エコドライブの推進・EMS等を利用した徹底的なエネル
ギー管理

脱炭素型ライフスタイルへの転換（運輸） HEMS・スマートメーター等の導入や省エネ情報提供を通じた徹底的なエ
ネルギー管理の実施（家庭）

エコドライブ（乗用車、自家用貨物車）。

取組イメージ

ＨＥＭＳ（ホームエネルギー管理システム）・スマートメーター（通信方
式）・スマートホームデバイス（スマートカーテン等）の導入や省エネル
ギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施（省エネ情報提供）。

取組イメージ平均燃費1リットルあたり21.9キロメートル、平均走行距離年間
10,000キロメートルでエコドライブをして、燃費が10%改善した
場合、ガソリン価格を1リットル165円とすると乗用車1台あたり
の燃料代節約効果は年間約7,534円となる。

削減目標 0.7千t-CO2（ 0.1％）（ 2030年度）
乗用車実施率67％、自家用貨物車実施率60％(2030年度)

※環境省ホームページより

※環境展望台 ホームページより

年間1万円程度の電気代削減が期待できる

削減目標 1.6千t-CO2(0.2％）（ 2030年度)
HEMSの普及台数14,690世帯(2030年度)
（17,562世帯（南砺市）×49,410,000世帯(全国)/59,071,519世帯
（全国））

家庭内のエネルギーの使用状況を、タブレット端末やPCなどで
確認。
タブレット端末などでエネルギーの使用状況を確認しながら電気
機器の操作、自動制御。エネルギーの「見えるか」と「一元管
理」。

１
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（１）脱炭素型の暮らしの推進 EMS等を利用した徹底的なエネルギー管理 推進会議資料

FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施（産業） BEMSの活用、省エネルギー診断等を通じた徹底的なエネルギー管理の実
施（業務）

ＦＥＭＳ（工場エネルギー管理システム）を利用した徹底的なエネルギー
管理の実施。

補助事業活用による導入事例（静岡県：飲料食品）

ＢＥＭＳ（ビル・エネルギー管理システム）の活用、省エネルギー診断等
を通じた徹底的なエネルギー管理の実施。

補助事業活用による導入事例（神奈川県：医療・福祉）
冷凍冷蔵庫の制限システムの導入、FEMSの導入、太陽光発電設備の
導入
従前設備：冷凍・冷蔵設備2台
導入設備：冷凍・冷蔵設備2台更新、太陽光発電設備1式

削減目標 0.7千t-CO2（ 0.1％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で4件相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

削減目標 2.4千t-CO2（ 0.4％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で7件相当(2030年度)

福祉施設における空調管理の活用
従前設備：ビル用マルチエアコン34台
導入設備：ビル用マルチエアコン19台、自立型電灯分電盤3
面
【BEMSで一括制御】

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

１
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（１）脱炭素型の暮らしの推進 公共交通機関の利用促進・公共交通機関や自転車の利用しやすい環境づくりの推進

公共交通機関及び自転車の利用促進（運輸） 次世代自動車の普及、燃費改善（運輸）
公共交通機関及び自転車の利用促進、自転車利用の促進。

取組イメージ

次世代自動車の普及。

取組イメージ

削減目標 0.4千t-CO2
（ 0.06％）（ 2030年度）
公共交通機関の乗車人員数の
現状維持、自転車分担率
20％(2030年度)

※環境省
ホームページよ

り

※環境省
ホームページよ

り
削減目標 6.4千t-CO2（ 1.0％）（ 2030年度）
次世代自動車の新車販売に占める割合を50〜70％(2030年度)

施策目標 施策 環境指標 単位
現状
(R 2 )

中間
目標
(R 8 )

目標
(R 13 )

富山県地球温暖化防止活動推進員数 人 4 5 10
エコドライブを心がけている市民の割合 ％ 61.9 70 80

ＪＲ城端線の一日平均乗車人員数(市内乗車駅分) 人 1,691 1,700 1,700
市営バスの年間乗車人員数 人 102,970 120,000 120,000
公用車に占める低公害車や次世代自動車の割合 ％ 1.6 50 100

間伐面積 ha 107 200 200

（1）脱炭素型の
　　暮らしの推進

（2）脱炭素型のまち
　　づくりの推進

（3）二酸化炭素の
　　吸収源対策の推進

１ 脱炭素に
　向けた取組
　の推進

施策目標１ 脱炭素に向けた取組の推進に関する環境指標

１
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（2）省エネルギー化の推進 省エネ性能の高い設備等の導入 推進会議資料

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（産業） 燃料転換の推進（産業）
高効率空調(エアコン等)の導入、高効率産業ヒートポンプ（熱利用）の導
入、産業用照明(LED照明等)の導入、燃焼炉(CO2削減効果、省エネ効果)
の導入、産業用モータ・インバータの導入、高性能ボイラーの導入、コー
ジェネレーション(発電の際に熱も利用)の導入。

補助事業活用による導入事例（熊本県：農業林業）

補助事業活用による導入事例（埼玉県：電気機械）

燃料転換の推進。

補助事業活用による導入事例（熊本県：金属製品）

削減目標 13.5千t-CO2（ 2.0％）（ 2030年度）
2つの事例と同等の取組で1,040件相当(2030年度)

高効率特殊加
工機の導入
従前設備：
特殊加工機
（1台）
導入設備：
高効率特殊加
工機（1台）

LED高天井
照明の導入
従前設備：
白熱灯、蛍光
灯（39灯）
導入設備：
LED照明
（39灯）

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

蒸気ボイラ設備の更新による節水および管理体制の向上
従前設備：重油焚ボイラー設備、軟水設備
導入設備：ガス焚ボイラ設備3台、軟水設備1台、ドレン回収設備1
台

削減目標 1.1千t-CO2（ 0.2％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で5件相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

2
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（2）省エネルギー化の推進 省エネ性能の高い設備等の導入 推進会議資料

高効率な省エネルギー機器の普及、トップランナー制度等による機器の省
エネ性能向上（業務）

高効率な省エネルギー機器の普及、トップランナー制度等による機器の省
エネ性能向上（家庭）

業務用給湯器（HP給湯器,潜熱回収型給湯器）の導入、高効率照明（LED
照明等）の導入、冷媒（冷蔵機器のフロン類）管理技術の導入。トップラ
ンナー（エネルギー消費効率が優れているもの）制度等による機器の省エ
ネ性能向上。

補助事業活用による導入事例（⻑野県：宿泊業）

高効率給湯器（ヒートポンプ給湯器,潜熱回収型給湯器,燃料電池）の導入、
高効率照明（LED照明等）の導入等。トップランナー（エネルギー消費効
率が優れているもの）制度等による機器の省エネ性能向上。

取組イメージ

補助事業活用による導入事例（⻑野県：個⼈）

削減目標 2.4千t-CO2（ 0.4％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で30件相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

寒冷地におけるヒートポンプ給湯設備の更新
従前設備：温水ボイラー設備2台
導入設備：ヒートポンプ給湯器3台、温水ボイラー1
台、
高温水ヒートポンプ2台

※環境省ホームページより

※エネルギー対策特別会計補助事業活
用事例集（環境省）より

ZEH⼾建住宅への地中熱を利用した
床暖房システムの導入
導入設備：地中熱ヒートポンプ

削減目標 2.1千t-CO2（ 0.3％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で840件相当(2030年度)

2



（2）省エネルギー化の推進 省エネ性能の高い設備等の導入・環境配慮型建築物の普及促進

鉄道分野の省エネ（運輸） 建築物の省エネルギー化（業務）
鉄道分野の省エネ化。

取組イメージ

建築物の省エネルギー化（断熱等）。

補助事業活用による導入事例（福岡県：大学）

※JR⻄⽇本 ホームページより

削減目標0.001千t-CO2（ 0.0002％）（ 2030年度）
原単位改善率84.294％ (2030年度（2013年度比）)

省エネルギー運転
送電設備の見直しに
よる送電ロスの低減
電力貯蔵装置等
インバータ制御等

CLT（新規木造建材）を活用した大学の研究実験棟
導入設備：高効率空調（5.6KW×8台）、LED照明（56
台）、
断熱（CLT材：179m3）

削減目標 1.4千t-CO2（ 2.1％）（ 2030年度）
事例と同等の取組で130件相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

2
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（2）省エネルギー化の推進 環境配慮型建築物の普及促進・業種間連携省エネの取組推進

住宅の省エネ化（家庭） 業種間連携省エネの取組推進（産業）
住宅の省エネルギー化（新築、改修）。

取組イメージ

業種間連携省エネルギーの取組（連携による製造工程の一部統合・集約、
エネルギーの融通、輸送連携等）推進。

取組イメージ

削減目標 2.3千t-CO2（ 0.4％）（ 2030年度）
住宅の省エネルギー化（新築）（適合する住宅の割合100％(年間100
世帯/100世帯)）、住宅の省エネルギー化（改修）（適合する住宅ス
トックの割合30％（5,269世帯/17,562世帯））(2030年度)

※環境省ホームページより

効果的な断熱リフォームは窓からの熱を防ぐのが効
果的

※エネルギー使用の合理化等に関する法律 省エネ法の概要
（国土交通省 令和2年3月）より

削減目標 0.2千t-CO2（ 0.03％）（ 2030年度）
ガソリン100kℓ削減等の取組で1件相当(2030年度)

2
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（2）再生可能エネルギーの普及・活用 公共施設・遊休地等への太陽光発電の導入

屋根上を活用した太陽光発電の導入（公共施設）（業務） 荒廃農地を活用した太陽光発電の導入（荒廃農地：再生困難）（業
務）

公共施設の屋根上を活用した太陽光発電の導入。オンサイトPPA等も活用。

導入事例

その他
ヨッテカーレ城端
太陽光パネル(561.6kW（野立て)、
蓄電池(4.8kWh)
桜ヶ池クアガーデン
太陽光パネル(43.2kW)、
蓄電池(16.8kWh)

荒廃農地（再生困難）を活用した太陽光発電の導入。農地として再生困難
な耕作放棄地の有効活用。オンサイトPPA・オフサイトPPA等も活用。

導入事例(京都府宮津市)

屋根上を活用した太陽光発電の導入（病院・学校）（業務）
病院・学校の屋根上を活用した太陽光発電の導入。オンサイトPPA等も活
用。

導入事例
公立南砺中央病院太陽光パネル(43.2kW)、蓄電池(16.9kWh)
福野小学校太陽光パネル(10kW)
福野中学校太陽光パネル(11kW)

南砺市庁舎
導入設備：太陽光パネル(84kW)、蓄電池(33kWh)

導入目標 1,050MWh（2030年度）
導入による削減量 0.3千t-CO2（0.1％）（ 2030年度）
30kWの発電容量として年間発電量が32MWhあった場合、33件相当
(2030年度)

導入目標 1,656MWh（2030年度）
導入による削減量 0.5千t-CO2（0.1％）（ 2030年度）
20kWの発電容量として年間発電量が21MWhあった場合、78件相当
(2030年度)

2

導入目標 833MWh（2030年度）
導入による削減量 0.3千t-CO2（0.04％）（ 2030年度）
荒廃農地10a当たり100kWの発電容量として年間発電量が111MWh
あった場合、8件相当(2030年度)

※令和元年度流域山地災害等対策調査（森林保全対策調査）（林野庁）より

耕作放棄地等の遊休地が数十年に渡ってほとんど手つかずの状態で
あり、近年では野生動物が近隣住宅地にまで出没する等、地域に
とって大きな課題となっていた。今回の事業により、耕作放棄地等
の遊休地を太陽光発電の事業用地に転用することで、景観の改善や
観光資源としての活用を含めた地域社会への貢献が期待される。
導入設備：太陽光パネル(5,000kW、6.7ha)
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（2）再生可能エネルギーの普及・活用 公共施設・遊休地等への太陽光発電の導入・家庭・⺠間事業所での太陽光発電の導
入促進

ため池を活用した太陽光発電の導入（ため池：水上フロート式）
（業務）

屋根上を活用した太陽光発電の導入（⼾建・集合住宅）（家
庭）

水上フロート式としてため池を活用した太陽光発電の導入。オフサイト
PPAや水面貸し等も活用。

導入事例（兵庫県洲本市）

⼾建・集合住宅の屋根上を活用した太陽光発電の導入。オンサイトPPA等
も活用。

取組イメージ

2

ため池ソーラー
導入設備：太陽光発電施設(38.6kW)

導入目標 25MWh（2030年度）
導入による削減量 0.01千t-CO2（0.001％）（ 2030年度）
25kWの発電容量として年間発電量が28MWhあった場合、1件相当
(2030年度)

※洲本市ホームページ

※環境省
ホームページよ
り

導入目標 12,109MWh（2030年度）
導入による削減量 3.9千t-CO2（0.6％）（ 2030年度）
4kWの発電容量として年間発電量が4.4MWhあった場合、2,752件相
当(2030年度)

※北陸電力グループ 統合報告書 2022より
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（2）再生可能エネルギーの普及・活用 家庭・⺠間事業所での太陽光発電の導入促進

屋根上を活用した太陽光発電の導入（建物系その他）（業
務） 屋根上を活用した太陽光発電の導入（製造業）（産業）

事務所等の屋根上を活用した太陽光発電の導入。オンサイトPPA等も活用。

補助事業活用による導入事例（香川県：卸売業）

工場・倉庫の屋根上を活用した太陽光発電の導入。オンサイトPPA等も活
用。

補助事業活用による導入事例（愛知県：製造業（その他））太陽光発電設備の新設及び照明・空調の更新
従前設備：水銀灯、空調設備
導入設備：LED灯、高効率空調設備、太陽光発電設備

導入目標 31,180MWh（2030年度）
導入による削減量 9.9千t-CO2（1.5％）（ 2030年度）
100kWの発電容量として年間発電量が101MWhあった場合、310件
相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

2

導入目標 2,914MWh（2030年度）
導入による削減量 0.9千t-CO2（0.1％）（ 2030年度）
事例と同等規模で年間発電量を332MWhとした場合、9件に相当
(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

避難施設として自治体と連携する⺠間企業の太陽光発電
導入設備：太陽光パネル(計328.02kW)、
パワーコンディショナ(500kW)、鉛蓄電池(708kWh)
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（2）再生可能エネルギーの普及・活用 営農型太陽光発電の導入促進・小水力発電設備の導入

農地を活用した太陽光発電の導入（農業）（産業） 中小水力発電の導入（業務）
営農型（ソーラーシェアリング）による太陽光発電の導入。オンサイト
PPA・オフサイトPPA等も活用。

補助事業活用による導入事例（兵庫県：農業・林業）

河川・農業用水路・水道施設での小水力発電の導入。

導入事例
富山県南砺市の湯谷川での発電 栃木県那須塩原市の農業用水路

の落差を
利用した発電

富山県南砺市浄水場から調整槽池での落差による余剰エネルギーを利用し
た発電

2

導入目標 45，353MWh（2030年度）
導入による削減量 14.4千t-CO2（2.2％）（ 2030年度）
農地10a当たり40kWの発電容量として年間発電量が44MWhあった場
合、1,030件相当(2030年度)

※エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集（環境省）より

営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）を活用した魅力ある
農業の仕組みづくり
導入設備：太陽光発電

導入目標 4,591MWh（2030年度）
導入による削減量 1.5千t-CO2（0.2％）（ 2030年度）
800kWと100ｋWの発電電力、設備利用率を平均的な60％として年間
発電量が4,730MWhあった場合、各1件相当(2030年度)

※小水力発電設置のため
の手引き（国土交通省）

河川名 那珂川水系那珂川
有効落差 2.0m

最大使用水量 2.4m3/s
最大出力 30kW

※株式会社DK-Power
ホームページより

河川名 庄川水系湯谷川
有効落差 73.0m

最大使用水量 1.3m3/s
最大出力 843kW
想定年間発生電力量 4,100MWh
※建設コンサルタンツ協会ホームページ
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（2）再生可能エネルギーの普及・活用 バイオマス資源の活用 推進会議資料

木質バイオマス発電の導入（業務）
間伐材などを原料としたバイオマス発電の導入。

導入事例 富山県射水市の木質バイオマス発電

設備容量 5.8MW
発電量 40,296MWh
（2020年度）

※株式会社グリーンエネル
ギー北陸ホームページ
「カーボンニュートラルに
ついて」

導入目標 13,000MWh（2030年度）
導入による削減量 4.1千t-CO2（0.6％）（ 2030年度）
設備容量2MWで年間発電量が13,000MWhあった場合、1
件相当(2030年度)

2

施策目標２ エネルギーの有効活用の推進に関する環境指標
施策目標 施策 環境指標 単位

現状
(R 2 )

中間
目標
(R 8 )

目標
(R 13 )

市道の道路照明のＬＥＤ化 % 31 50 100

住宅用等太陽光発電の設置件数 件 655 800 1,000
木質バイオマス熱利用設備の設置件数 件 141 200 250

２ エネル
　ギーの
　有効活用
　の推進

（1）省エネルギー化
　　の推進

（2）再生可能
　　エネルギーの
　　普及・活用

19
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推進会議資料

再生可能エネルギーの導入目標

再生可能エネルギー REPOSによる
導入ポテンシャル

2030年度の
導入目標

2050年の
導入目標

2030年
導入目標合計

2050年
導入目標合計

太陽光発電

公共施設
病院・学校
（屋根上）

18,943MWh 約14.3％
（2,706MWｈ）

約50％
（9,471MWｈ）

95,131MWh 332,959MWh建物系その他
（屋根上） 462,022MWh 約10.0％

（46,202MWｈ）
約35％

（161,708MWｈ）

土地系 1,617,800MWh 約2.9％
（46,223MWｈ）

約10％
（161,780MWｈ）

中小水力発電 535,641MWh 約0.9％
（4,591MWｈ）

約3％
（16,069MWｈ） 4,591MWh 16,069MWh

木質バイオマス発電 13,000MWh
(導入計画による見込み量)

約100％
（13,000MWｈ）

約100％
（13,000MWｈ） 13,000MWh 13,000MWh

合計 2,647,405MWh 112,722MWh 362,028MWh 112,722MWh 362,028MWh

表 再生可能エネルギー導入目標

※1 導入目標の割合は地域性や景観、再エネ導入状況を考慮して設定した。
※2 2030年度導入目標は2050年の導入目標からバックキャスティングにより設定した。
※3太陽光発電（公共施設）と太陽光発電（病院、学校）は市の率先行動と避難所等の機能向上を目的として他建物系より高い割合を設定した。
※4 産業部門は⼯場等の自家消費型太陽光発電の設置、オフサイトPPAからの電力購入、営農型太陽光発電の設置、再エネメニューの購入が考えら
れる。
※5業務その他部門は事務所等の建物の自家消費型太陽光発電の設置、オフサイトPPAからの電力購入、再エネメニューの購入が考えられる。
※6 家庭部門は住宅等の自家消費型太陽光発電の設置、再エネメニューの購入が考えられる。
※7 運輸部門での再生可能エネルギー導入は考慮していない。

2 （2）再生可能エネルギーの普及・活用
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（2）食品ロスの削減 食品ロス削減の推進 （3）ごみの資源化の推進 プラスチックごみの減量化とリサイクル
促進

プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進、食品ロス対策の推進
プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進、食品ロス対策。

取組イメージ

食品ロス対策により食品1ｔ当たり0.46ｔ-CO2の削減

削減目標 0.1千t-CO2（ 0.02％）（ 2030年度）
食品ロス対策による食品ロス発生量220ｔ削減(2030年度)

施策目標 施策 環境指標 単位
現状
(R 2 )

中間
目標
(R 8 )

目標
(R 13 )

１人１日あたりのごみ排出量（家庭系可燃ごみ） g 448 353 317
資源集団回収による回収量 ｔ 700 900 1,200

食品ロス削減に取り組んでいる市民の割合 ％ 33.9 50 70
生ごみ処理機の購入助成件数 件 24 25 30

（3）ごみの資源化の推進 リサイクル率 ％ 10.1 17 25

不法投棄件数 件 65 55 45
市不法投棄監視員による巡回数 回 246 246 246

（2）食品ロスの削減

（4）適正処理・不法投棄
　　対策の推進

（1）ごみの減量化の推進

３ 循環型の
　暮らしの
　推進

3

施策目標３ 循環型の暮らしの推進



項目 事業主体 事業名 補助率等

1 ZEH 環境省 ⼾建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥ
Ｈ）化等支援事業

定額（ＺＥＨ＋：１００万円）等、
その他「システム導入に対する補助

2 住宅断熱 環境省 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 補助対象経費の１/３以内

3 ポイント制度 環境省 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事
業

4 オンサイトPPA
業務用施設 産業用施設 集合住宅 環境省他連携 ⺠間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化

促進事業
リース：５万円/kW
購入：４万円/kW

5 オンサイトPPA
⼾建住宅 〃 〃 ７万円/kW

6 ソーラーカーポート 〃 〃 設備等導入：1/3
7 ソーラーシェアリング 〃 〃 設備等導入：1/2
8 ため池太陽 〃 〃 設備等導入：1/2

9
再エネ熱利用
未利用熱利用（⼯場廃熱等）
自家消費型再エネ発電（太陽光発電除く）

〃 〃 計画策定：3/4（上限1,000万円）設
備等導入：1/3、1/2

10
災害等有事の際にも強い地域の総合的なエネルギーマネ
ジ
メントの構築

環境省
⺠間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化
促進事業のうち、(６)公共施設の設備制御による地
域内再エネ活用モデル構築事業

２／３

11 新築低層ZEH-M（３層以下） 環境省他連携 集合住宅の省CO2化促進事業 40万円/⼾、その他「システム導入
に対する補助

12 新築中層ZEH-M（４〜５層） 〃 〃 補助率1/３以内
13 新築高層ZEH-M（6〜20層） 〃 〃 補助率1/３以内

14 既存集合住宅の断熱リフォーム 〃 〃
1/3補助（上限15万円/⼾（⽞関ドア
も改修する場合は上限20万円/
⼾））

15 新築建築物のZEB化 環境省他連携 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 2/3〜1/2
16 既存建築物のZEB化 〃 〃 2/3
17 既存建築物の省CO2化改修 〃 〃 1/3
18 上下水道・ダム施設の省CO2改修 〃 〃 1/2（太陽光発電設備のみ1/3）
19 自立型ゼロエネルギー倉庫（物流施設） 〃 〃 1/2
20 高機能換気設備等の導入 〃 〃 2/3
21 脱炭素なライフスタイルへの変革に向けた情報発信 環境省 ライフスタイルの変革による脱炭素社会の構築事業 委託事業

22 脱炭素経営の取組が評価されるために必要な環境整備 環境省 サプライチェーン全体での企業の脱炭素経営普及・
高度化事業 委託事業

23 ⼯場・事業場における脱炭素化 環境省 ⼯場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事
業（SHIFT事業） 1/3〜1/2等

24 リースで脱炭素機器を導入 環境省 脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業 1〜5％ 22

４．脱炭素化に向けた取り組みを支援するための補助制度 推進会議資料



項目 事業主体 事業名 補助率等

25 プラスチック資源・金属資源等の資源循環促進 環境省 プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭
素化のための高度化設備導入等促進事業 1/3、1/2

26 脱炭素型自然冷媒機器の導入 環境省他連携 コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱
炭素化推進事業 1/3

27
再エネ×電動車を活用した地域交通等脱炭素化
カーシェア、地域交通、物流網の電動化
バッテリー交換式EV

環境省他連携 地域・くらしの脱炭素型交通等モデル構築加速化事業 1/4〜1/2等

28 グリーンスローモビリティ、LRT・BRT鉄道事業等を省CO2
化 環境省他連携 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 1/4〜1/2等

29 ①EVトラック・バス、ＨＶトラックバス導入
天然ガストラック導入 国交省他連携 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 1/2、2/3

30 中小トラック運送業者トラックへの買い替えと低炭素化 環境省 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 1/4〜1/2

31 クリーンエネルギー自動車の購入 国交省他連携 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助
金） 車種による

32 外部給電器、V2H充放電設備 〃 〃 1/3、1/2
33 燃料電池自動車の導入 富山県 富山県燃料電池自動車普及促進事業補助金 50万円
34 住宅の省エネ改修：断熱改修、高効率給湯器の導入 富山県 住みよい家づくり資金融資 1.6〜1.9%（固定金利）

35 避難施設等として位置づけられた公共施設 経済産業省 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等
への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 1/3〜2/3

36 レジリエンス向上に資する 再エネ発電設備・蓄電池等を導入 経済産業省 PPA活用など再エネ価格低減を通じた地域の再エネ主力
化・レジリエンス強化推進事業 1/3〜3/4

37 災害時活動拠点 施設のZEB化 経済産業省 レジリエンス強化型ZEB実証事業 1/2〜2/3

38 自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能の向上など重点
対策を複合実施等 環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2/3〜1/3

39 中小企業の再生可能エネルギー発電設備 富山県 富山県中小企業融資制度・脱炭素社会推進資金（再生可
能エネルギー利用促進枠）

1億円
（うち運転資金1,000万円）

40 高効率装置への更新、LED電球や省エネ業務用家電の導入 富山県 富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金（第2次募集）省
エネ・コスト削減枠 2/3 、3/4

41 ハイブリッドカーや電気自動車、充電設備の導入 〃 〃

42 低公害車 富山県 富山県中小企業融資制度・脱炭素社会推進資金（環境施
設整備枠） 3,000〜5,000万円以内

43 省エネルギー機器 〃 〃 〃
44 建物の省エネルギー化 〃 〃 〃
45 ビルエネルギー管理システム 〃 〃 〃
46 新エネルギー利用施設 〃 〃 〃
47 住宅用太陽光発電システムの導入 南砺市 南砺市住宅用太陽光発電システム設置補助金 ５万円
48 木質燃料ストーブ（木質ペレット又は薪等）の導入 南砺市 南砺市ペレットストーブ等設置事業補助金 1/2
49 木質ペレット 南砺市 南砺市ペレットストーブ用燃料購入費補助金 １キログラムあたり５円

23
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５．推進体制・進捗管理 推進会議資料

温室効果ガス排出削減目標を達成するためには、市⺠・事業者・行政の各主体がそれぞれの役割分
担を認識して、気候変動対策を推進することが求められます。また、各主体がそれぞれの立場で、ま
た互いに連携、協働して取り組むことが重要です。

５‐１．推進体制

環境全般にかかる政策については、市⺠、事業者と市との間で検討を行いながら、連携、協働の
もとにこの計画を推進していきます。

本計画で掲げた地球温暖化対策は、国や富山県との連携により取組むものも多く、各対策を並
行して効果的かつ効率的に進めていくために、関係機関、団体との情報共有を図ります。また、
広域的な連携が有効な取組については、関係市町村との情報共有と連携を図ります。

地球温暖化対策は、環境分野だけでなく産業や私生活といった極めて広い範囲にわたることか
ら、行政においても多方面な分野にわたります。
実効性を伴う計画推進のために、庁内各課において横断的な連携を図りながら、計画を推進し
ていきます。

（１）市⺠、事業者と市の連携、協働

（２）国、県、周辺自治体との連携、
協力

（３）庁舎各課における横断的な連携
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５．推進体制・進捗管理 推進会議資料

本計画を推進するためには、取組の進捗状況や目標の達成状況を把握し、必要に応じて取組の内容
や実施方法の見直しを行う必要があります。
そのため、「計画」、「実施」、「点検・評価」、「見直し」のサイクルを確立し、計画の進行管理
を行っていきます。

５‐２．進捗管理

Plan
計画の策定
取組検討

Do
施策の実施

Check
効果検証、

分析、
改善内容検討

Act
取組み、計

画
の見直し

計画の推進と
継続的な改善

南砺市（事務局）
Plan
■計画の策定・改定
■目標・指標・施策の設定
■予算措置

南砺市地球温暖化対策
実行計画推進委員会 Check

■温室効果ガス排出量等の把握
■計画の進捗状況の評価

庁舎関連部署 Do

■施策の実施
■各主体による取組実施

庁舎関連部署
Act

■施策の見直し
■次年度への反映

本計画は2023（令和5）年度を初年度とし、毎年度、温室効果ガス排出量等の把握、
計画の進捗状況の評価を行い、計画を見直していきます。


