


緑の里の活力源 新エネルギー 

 

 

エネルギーは、私たちの日々の暮らしや経済・社会活動に必要不可欠な資源ですが、アジア諸国

を中心とした発展途上国における急速な経済成長等から世界のエネルギー需要は急増しており、そ

のエネルギーの大半を海外からの輸入に頼っている我が国では、価格の急騰や安定供給という大き

な課題を抱えています。 
また、化石燃料の大量消費に伴う資源の枯渇や二酸化炭素等の温室効果ガスによる地球温暖化

等地球規模の環境問題が深刻化しており、世界各国が連携した取り組みが進められているところで

す。 
このような状況の中、私たちの身近に存在し、地球にやさしいクリーンなエネルギーとして注目され

ているのが「新エネルギー」です。 
南砺市は、南部を白山国立公園や県立自然公園に指定される山間部となっており、世界文化遺

産である菅沼・相倉合掌造り集落を有し、北部は豊かな水に恵まれた水田地帯として、全国でも珍し

い散居村として知られるなど、緑の里に象徴される豊かな自然環境に恵まれております。 
この恵み豊かな環境を将来にわたって守り育て、人と自然が共生した持続可能な地域社会を実

現するためには、新たな環境施策を積極的に推進する必要があります。 
本市におきましては、平成 19 年 4 月に『さきがけて 緑の里から 世界へ』を目指すとした総合計

画を策定し、その基本方針に「自然に優しい住みよいまちづくり」を掲げ、豊かな自然環境の保全と

活用に向けた循環型社会の構築を目指すとしております。 
このたび「南砺市地域新エネルギービジョン」を策定し、本市における新エネルギーの賦存状況や

経済活動等の地域特性を踏まえた導入の検討、また『緑の里の活力源 新エネルギー』を基本

理念とした、導入プロジェクトの方向等を明らかにいたしました。 
今後は、このビジョンに基づき、市、事業者、市民の連携を図り、人と自然が共生する、心豊かで

活力ある地域社会の実現に取り組んでまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 
結びに、本ビジョンの策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました市民の皆さん、事業

者の皆さんを始め、ご指導いただきました策定委員並びに経済産業省（中部経済産業局）、また、本

事業（地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業）の調査に対して助成をいただきました、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構(NEDO)、関係各位に対しまして、心からお礼を申し上げます。 
 

 

 

平成 20 年 2 月 
 

南砺市長  溝 口  進 
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1.  南砺市地域新エネルギービジョンの目的 

1.1. 新エネルギー導入の必要性 

（1）新エネルギーとは 
各種エネルギーのうち、有限で枯渇性のある石油等の化石燃料や原子力とは異なり、太陽光

や風力等は、自然界において繰り返し起こる現象によって得られるエネルギーで（再生可能エネ

ルギー）、どれだけ利用しても減少することがなく、半永久的に利用できることが特長です。 
「新エネルギー」とは、「再生可能エネルギー」と「従来型エネルギーの新利用形態」に分けら

れ、我が国では、1997 年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(新
エネ法)において、「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十

分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るため特に必要なもの」と定義されており、積

極的に導入促進を図るべき政策的支援対象として位置づけられています（図 1.1-1 左図）。 
更に、2005 年度 7 月から 2006 年度 10 月にかけて開催された総合資源エネルギー調査会

新エネルギー部会において、新エネルギーの概念の見直しが行われ、再生可能エネルギーのう

ち、その普及のために支援を必要とするものとして整理され、図 1.1-1 右図のようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：エネルギー白書 2007 
図 1.1-1 新エネルギーの範囲 

 

1997 年施行時の概念 2006 年見直し時の概念 
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（2）日本のエネルギー消費と地球温暖化問題注 1(P121) 
1） 日本のエネルギー消費量 

日本のエネルギー消費量は、1970 年以降の二度の石油危機後に減少したのを除き、ほぼ

一貫して増加傾向にあります。 
エネルギー消費動向を部門別にみると、産業部門では、石油危機以降省エネルギーに取り

組んだ結果、ほぼ横ばいに推移する一方、民生・運輸部門では大幅に増加しています。 
民生部門とは家庭や店舗で使用するエネルギーで、市民の協力なくしてはエネルギー消費

量を減らすことはできません。 
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注）J：ジュール(1 ジュール＝0.239 カロリー) 

図 1.1-2 日本のエネルギー消費量の推移 
 

2） 日本のエネルギー供給量 
一次エネルギー供給量は、従来から石油に大きく依存した構成となっています。二度の石油

危機をきっかけに、エネルギー供給量の総量は一時減少し、石油代替エネルギー（天然ガス、

原子力等）の利用比率が増加しました。 
しかし、エネルギー供給量の総量は再び増加傾向となり、石油を中心としたエネルギー供給

の構造は依然として続いており、石油の輸入依存度も高い水準にあります。 
新エネルギーの導入も以前に比べ活発になりましたが、日本の一次エネルギー供給量の全

体に対する割合は 3.1％（2006 年）にとどまっています。 
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図 1.1-3 日本の一次エネルギー供給量の推移 

 
3） 地球温暖化問題 

温室効果ガス注 2(P121)と言われている二酸化炭素（CO2）、メタン（CＨ4）等が大気中に放出さ

れ、地球全体の平均気温が上昇しています。 
エネルギーの消費量が増えるとともに地球の温暖化が進み、地球全体に異常気象や生態系

の変化などが問題となっています。 
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図 1.1-4 日本の温室効果ガス排出量の推移 
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これに対し、地球温暖化防止に向けた国際的枠組みに関する合意「京都議定書注 3(P122)」が、

1997 年 12 月に開催された COP3（気候変動枠組条約第 3 回締約国会議）で採択されました。 
京都議定書は 2005 年 2 月 16 日に発効され、国際法として正式に効力をもつこととなり、我

が国は 2008 年から 2012 年の間に温室効果ガスを 1990 年比で 6％削減するとなっています。 
しかし、我が国の 2005 年度（平成 17 年度）における温室効果ガス総排出量は、13 億 6,000

万トン（注：以下、二酸化炭素換算）となり、京都議定書の規定による基準年（1990 年。ただし、

HFC、PFC 及び SF6 については 1995 年。）の総排出量（12 億 3,700 万トン）と比べ、9.9％も

上回っています。その結果、ここ数年間で 14.9％を削減しなければならない状況となっていま

す。 

（3）新エネルギー導入の必要性 
1） 新エネルギー導入の意義 

地球温暖化防止のための取り組みの一つとして新エネルギーの導入推進があげられます。 
新エネルギーは、二酸化炭素の排出が少ないことなど環境へ与える負荷が小さく、資源制約

が少ない国産エネルギー、または石油依存度低下に資する石油代替エネルギーとして、エネ

ルギー安定供給の確保と地球環境問題との両方に貢献し、持続可能な経済社会の構築や新

規産業・雇用の創出にもつながるなど様々な意義を有しています。 
 

 1） エネルギー安定供給の確保に資する石油代替エネルギー  
 2） 環境に与える負荷が小さいクリーンエネルギー  
 3） 新規産業・雇用創出への寄与  
 4） 分散型エネルギーシステムとしての利点  
 5） 電力の負荷平準化（ピークカット効果）への寄与  

出典：資源エネルギー庁 

 

2） 地域レベルの取り組みの必要性 
① 地方公共団体の役割 

新エネルギーは、各地域にエネルギー源が分散しているので、地域ごとに適した導入を推

進する必要があります。そのため、導入促進を図る上で、地方公共団体の役割はきわめて重

要です。 
○導入促進を図るための地方公共団体の役割 

①地域の特性を活かした新エネルギーの導入推進 
②公共施設等への新エネルギーの率先的導入 
③地域住民・事業者による新エネルギー導入への積極的な支援 
④地域住民の新エネルギーに対する理解を深めるための広報・普及啓発活動 
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② 地域における導入のメリット 
新エネルギーの導入や省エネルギー対策をより一層推進することは、今後のエネルギー

需給を取り巻く問題点や課題等への対応のみならず、地域においても以下のような導入のメ

リットが期待されます。 
○地域における導入メリット 

①環境問題への対応 
温室効果ガスの排出が少ない新エネルギーの導入により地球温暖化への対策が図れ

ます。 
新エネルギーは、NOx や SOx の排出も少ないので大気汚染対策としても有効であり、

地域における環境負荷の低減につながります。 
②自立型、分散型エネルギー源の確保 

災害等の緊急時に自立型エネルギーシステムとして活用できます。 
地域に存在する資源を、その地域で活用することができます。 

③地域の活性化 
地域振興やまちづくりの観点から、新規産業や雇用の創出効果があります。 

④地域住民の理解と認識の促進 
新エネルギーや環境問題等に対する理解と認識を深めることができます。 
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1.2. 南砺市地域新エネルギービジョンの位置づけ 

国のエネルギー政策や、富山県及び本市の総合計画等の既存計画を踏まえ、南砺市地域新エ

ネルギービジョンを位置づけます。 
 

 

■石油代替エネルギーの開発及び導入に関する法律［代替エネルギー導入法］(1980 年)(1992 年見直し)

・エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保の観点から、石油代替エネルギーの開発・導入の法的枠組みと

して制定 

・石油代替エネルギーの供給目標を策定・公表 

・新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じた各種の措置を講じている。 

■長期エネルギー需給見通し（1998 年 6 月、2001 年 7 月、2005 年 7 月見直し） 

・2010 年度(平成 22 年度)には、一次エネルギー供給量のうち、新エネルギーが占める割合を 2002 年

度(平成 14 年度)時点の 1.2％から 3.3％まで引き上げることを目標とする。 

■地球温暖化防止行動計画(1990 年) 

・地球温暖化対策を計画的総合的に推進していくための当面の政府としての方針及び今後取り組んでいくべ

き実行可能な対策の全体像を明確にする。 

■新エネルギー導入大綱(1994 年) 

・我が国における「新エネルギー導入」促進を図る。 

■新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法［新エネルギー法］（1997 年 4 月）(2001 年 1 月改正) 

・エネルギーの安定的かつ適切な供給を目指す。 

・新エネルギー利用等を行う事業者への支援措置等を講じる。 

■電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法［RPS 法注 4 (P122］］(2003 年 6 月) 

・電気事業者に対して一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義務づけることによ

り、新エネルギー等の利用を推進していく。 

・対象エネルギーは〔1〕風力、〔2〕太陽光、〔3〕地熱（熱水を著しく減少させないもの）、〔4〕水力（1000kW

以下のものであって、水路式の発電及びダム式の従属発電）、〔5〕バイオマス（廃棄物発電及び燃料電池

による発電のうちのバイオマス成分を含む） 

■2030 年のエネルギー需給展望（2005 年 3 月） 

・将来のエネルギー需給構造を見通すとともに、中長期的なエネルギー戦略のあり方を検討したもの 

・エネルギー技術進展ケース（省エネルギー・新エネルギー等が大きく進展し、そのポテンシャルが 大限

に発揮されるケース）の新エネルギー進展ケースの場合、2030 年に再生可能・新エネルギーのシェアが

約 10％になると想定している。 

 
 
 

 

国の新エネルギー政策 
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■富山県地球環境保全行動計画-地球にやさしいとやまプラン-(1998 年) 

・県民、事業者および行政の役割分担と具体的行動を定めたもの 

■富山県地球温暖化対策推進計画-とやま温暖化ストップ計画-(2004 年) 

・2010 年度の温室効果ガスの排出量を 1990 年比で 6％削減する目標を設定。 

・同計画は新エネルギーを温室効果ガス削減の柱の一つと位置付け、ＲＰＳ法に基づき電気事業者が 2010

年度までに販売電力量の１％を新エネルギーで供給することにより、45.3 千 t-CO2 が削減可能としてい

る。この量は、2010 年度の温室効果ガス削減可能量 2,328 千 t-CO2 の約２％に当たる。新エネルギ

ーの利用推進のため、太陽光発電や太陽熱利用、風力発電、バイオマスエネルギー利用、小水力発電、天

然ガスコージェネレーション等の導入推進を掲げている。 

その他に、富山県森づくり条例(2006 年)とそれに基づいた「富山県森づくりプラン」(2006 年)で 
地球環境保全機能として二酸化炭素吸収、石油燃料代替の機能を見込んでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
南砺市総合計画(2007 年 3 月) 

目指すべき方向『さきがけて 緑の里から 世界へ』 
重点プロジェクト、環境の世紀「美しい環境づくりの推進」の主な施策の中に「地球に優しい環境づくり」

として「太陽光、風力やバイオマスなどの地域新エネルギーの調査研究」を位置づけています。 

 

南砺市森づくりプラン(2007 年) 
地球環境保全機能として二酸化炭素吸収、石油燃料代替の機能を見込んでいます。 

南砺市地域新エネルギービジョン 

南砺市全体における新エネルギー導入の基本的な考え方を示すとともに、率先行動として公共

分野を中心とした導入構想を示します。また、具体的な導入を計画する際には、地域の特性に

応じて、エネルギー・環境対策、まちづくり計画・観光計画などの一環として効率的・効果的

な導入を行えるよう、「地球に優しいまちづくり」、「エネルギー自給率の向上」だけでなく、「地

域活性化」につながるような視点で取り組みます。 

南砺市の計画 

富山県の計画 
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2.  南砺市の地域特性の概要 

本市は、平成 16 年 11 月に城端町、平村、上平村、利賀村、井波町、井口村、福野町、福光

町の 8 つの町村が合併して誕生しました。 
富山県の南西端に位置し、北部は砺波市と小矢部市、東部は富山市、西部は医王山を介し

て石川県、南部は 1,000～1,700m 級の山岳を経て岐阜県に隣接しています。 
東西約 26km、南北約 39km、面積は 668.86km2 と、琵琶湖とほぼ同じ大きさを有し、そのう

ち 8 割が白山国立公園等を含む森林であるほか、岐阜県境に連なる山々に源を発して庄川や

小矢部川の急流河川が北流するなど、豊かな自然に恵まれています。また、本市北部の平野は、

豊かな水に恵まれた全国有数の水田地帯です。 
五箇山と呼ばれている山間部は、平成 7 年 11 月に世界文化遺産に登録された合掌造り集落

や民謡の宝庫として知られています。また、屋敷林に囲まれた家々が点在する平野部は全国で

も珍しい「散居村」の風景が広がり、独特の集落景観を形成しています。 
 
このように、豊かな自然と、平野部と山間部の自然環境の違い、文化歴史の多様性は様々な

可能性を秘めており、新エネルギーを検討する上で大いに期待できる地域特性といえます。 
 
これらの地域特性と、市全体のエネルギー需要量の詳細は資料編にまとめてあります。 
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3.  新エネルギー賦存量 

本市の地域特性を把握し、潜在している開発可能なエネルギー賦存量、エネルギーとして計画的

に活用可能と推測される利用可能量（期待可採量）について、以下に示す条件を前提として推計し

ました。 

3.1. 賦存量の考え方 

（1）賦存量と期待可採量の定義 
本市の自然環境や社会状況等の地域特性を踏まえ、各新エネルギーの賦存量と期待可採量

を推定しました。なお、賦存量と期待可採量の定義は表 3.1-1 のとおりとします。 
また、革新的なエネルギー高度利用技術については、賦存量、期待可採量の推計は困難な

ため行っていません。 
表 3.1-1 賦存量および期待可採量の定義 

賦存量 
エネルギーの取得および利用に伴う種々の制約要因を考慮していない、

理論的に産出しうる潜在的なエネルギー量 

期待可採量 
新エネルギーを利用する際に、利用可能な面積や機器の設置可能場所、

機器効率、システム効率等を考慮したエネルギー量 
 
 

（2）検討対象とする新エネルギー等 
本ビジョンにおいて検討する新エネルギー等は以下の通りとします。 

表 3.1-2 対象エネルギー 
再生可能エネルギー 

太陽エネルギー 太陽光発電、太陽熱利用 
風力エネルギー 風力発電 
温度差エネルギー 温泉熱利用、下水廃熱利用 
雪氷熱 雪氷熱利用 
バイオマスエネルギー 木質バイオマス、 

 

水力エネルギー 小水力発電 
革新的なエネルギー高度利用技術(現状の整理のみ) 

クリーンエネルギー自動車 
天然ガスコージェネレーション 

 

燃料電池 
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3.2. 各新エネルギーの現状と賦存量 

（1）太陽エネルギー 
1） 市の特性 
① 日射量 

本市における日射量（南砺高宮）は、水平面(傾きのない地面で日射を受けたとき)で 5 月

にもっとも多く、12 月にもっとも少なくなります。南砺高宮地点の水平面における年間日射量

は 1,156kWh/m2、年間 適傾斜角（23.9°）(南向きで年間を通し太陽の光をなるべく多く

受けられる角度に設置した場合)における年間日射量は 1,220kWh/m2 です。 
この日射量は、西日本エリアと比較すると若干少ないものの、東京と同じレベルです。 

年平均日射量：
3.16

0

1

2

3

4

5

6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

kWh/m
2
・日

水平面

年間 適傾斜角(23.9°)

年平均値(水平面)

 
データの出典：NEDO 

図 3.2-1 日射量の月変化（南砺高宮） 

② 導入状況 
一般住宅等に太陽光発電の導入が見られ、北陸電力との系統連系注 5(P123)を行っている太陽

光発電施設は、平成 18 年度末で 166 件、計 676kW となっています。 
 

表 3.2-1 太陽光発電施設の導入量（累計） 

 契約件数 
(件) 

導入量 
(kW) 

H14 33 154 
H15 41 195 
H16 84 367 
H17 142 587 
H18 166 676 

(注) 1.北陸電力設備と系統連系している契約のみ計上 
2.導入量は導入設備ｋＷ 
3.数値は各年度末の実績 

図 3.2-2 一般住宅の太陽光発電 
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2） 賦存量 
① 賦存量 

太陽エネルギーの賦存量は日射量×面積で推計され、本市における賦存量は 7,730×

108kWh/年となります。また、熱量に換算すると、2,783×1012kJ となります。 
賦存量（kWh/年）＝水平面日射量(kWh/m2・年)*1×面積（m2）*2=7,730×108kWh/年 

*1 南砺高宮における 1 年間の水平面日射量：1,156kWh/m2 
*2 本市の面積：668.86km2 

※電力換算原単位： 1kWh=3,600kJ 

 
② 期待可採量 
a） 太陽光発電 

期待可採量は、持ち家の 25％に 4kW（36ｍ2）の太陽光発電施設を導入したと仮定すると

1,173×104kWh/年となります。 
また、原油に換算すると 1,105kL、ドラム缶 5,525 本分に相当します。 

期待可採量（kWh/年）＝年間 適傾斜角における傾斜面日射量*1×太陽光パネル設置面積*2

×補正係数*3×導入持ち家数*4=1,173×104kWh/年 

*1 南砺高宮における 1 年間の年間 適傾斜角における日射量：1,220 kWh/m2 

*2 太陽パネル設置面積：36m2 
*3 補正係数：0.065 
*4 導入持ち家数：平成 19 年 4 月 1 日現在の世帯数 17,303 にアンケート調査による持ち家

の割合 95％をかけた値、16,437 世帯が持ち家であると仮定し、その 25％（4,109 世帯）

を導入持ち家数とした。 
※原油換算原単位： 原油１L＝38,200kJ 

 
b） 太陽熱利用 

期待可採量は、持ち家の 25％に 6ｍ2 の太陽熱利用システムを導入したと仮定すると

4,332×107kJ/年となります。 
また、原油に換算すると 1,134kL、ドラム缶 5,670 本分に相当します。 

期 待 可 採 量 （ kJ/ 年 ） ＝ 年 間 適 傾 斜 角 に お け る 傾 斜 面 日 射 量 *1 × 集 熱 面 積 *2 ×

3,600(kJ/kWh)×集熱効率*3×導入持ち家数*4 

 =4,332×107kJ//年 
*1 南砺高宮における 1 年間の年間 適傾斜角における日射量：1,220 kWh/m2 

*2 集熱器面積：6m2 
*3 集熱効率：0.4 
*4 持ち家数：平成 19 年 4 月 1 日現在の世帯数 17,303 にアンケート調査による持ち家の割

合 95％をかけた値、16,437 世帯が持ち家であると仮定し、その 25％（4,109 世帯）を導

入持ち家数とした。 
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（2）風力発電 
1） 市の特性 
① 風速 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）の局所風況マップによる地上高

30m および 70m における年平均風速は図 3.2-3 のとおりであり、尾根の風速が強く特に白山

国立公園内の風速が高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–– 
 

 
出典：「局所風況マップ（平成 18 年度版）」 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)  

図 3.2-3 年平均風速  左図：地上高 30m、右図：地上高 70m 
 

② 導入事例 
本市では図 3.2-4 のような小型風力発電の導入が見られます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

城端さくら保育園ハイブリット街灯    ジャイロミル型風車 

図 3.2-4 風力発電の導入状況 

凡例
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2） 賦存量 
① 賦存量 

風力発電の場合、賦存量は風況だけではなく、道路や送電線の所在によって大きく左右さ

れるため、ここでは算出しないものとします。 
 

② 期待可採量 
NEDO の局所風況マップから風速の強い地域として利賀地域の南端を選ぶと風況は図 

3.2-5 の様になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「局所風況マップ（平成 18 年度版）」 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)  

図 3.2-5 利賀地域南端における地上高 70m における風況 
 
この年平均風速をもとに、定格出力 1,500 kW 風車 2 基を導入した場合の年間風力発電

可能量を試算すると、約 6,550 MWh/年（設備利用率 24.9％）となります。 
 

表 3.2-2 風力エネルギーの期待可採量 
区分 期待可採量 算 出 条 件 

発電量 6,550MWh/年 
定格出力 1,500kW 風車(ハブ高さ 68m)を 2 基導入した場合

計算式は、1,500kW 風車の定格出力計算による 

効果 
原油換算 612 kL 

ドラム缶 3,060 本 
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（3）温度差エネルギー 
1） 市の特性 
① 下水処理場 

本市の下水処理は以下の各所で行われており、計画汚水量の合計は 3,218 m3/日(平均)
です。 

表 3.2-3 各処理区の計画汚水量 
処理区名 池川 利波川 坂上 西太美 東太美 黎明 西赤尾 その他 計 

地域 城端 城端 利賀 福光 福光 平 上平  - 

計画汚水量 
(m3/日平均) 

238 319 245 218 351 162 154 1,531 3,218 

出典：南砺市統計資料(H18 年度) 

② 温泉 
本市には多くの温泉があり、その熱を温度差エネルギーとして利用することが出来ます。 
南砺市ふれあい温泉センター「ゆ～楽」では、温泉熱をハウス園芸に活用しています。 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.2-6 南砺市ふれあい温泉センター「ゆ～楽」(左図)と隣接するハウス(右図) 

 
2） 賦存量 

賦存量として、下水廃熱利用および温泉熱利用について算出します。 
① 下水廃熱 
a） 賦存量 

計画汚水量 3,218m3/日(平均)に対し、利用可能な温度差を 3℃として賦存量を推計する

と、賦存量は 14.75×109kJ/年となります。 
賦存量＝利用可能な温度差*1×比熱*2×汚水量*3×密度*4＝14.75×109kJ/年 

*1 利用可能な温度差：3℃     *2 比熱：4.18605kJ/kg 
*3 汚水量：3,218m3/日×365 日＝1,174,570m3/年   *4 密度：1,000kg/m3 

b） 期待可採量 
安定的に得られる水量を計画汚水量の 10％、熱効率を 60％として期待可採量を推計す

ると、885×106kJ/年となります。また、原油換算すると 23kL、ドラム缶 115 本分に相当しま

す。 
利用可能量＝利用可能な温度差*1×比熱*2×利用可能な汚水量*3×密度*4×熱効率*5 

＝885×106kJ/年 
*1 利用可能な温度差：3℃     *2 比熱：4.18605kJ/kg 
*3 汚水量：1,174,570m3/年の 10%＝117,457 m3/年 
*4 密度：1,000kg/m3         *5 熱効率：60％ 
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② 温泉熱利用 
a） 賦存量 

「ゆ～楽」の源泉取水量 50 L/分(72m3/日)に対し、利用可能な温度差を 10℃として賦存量

を推計すると、賦存量は 1,100×106kJ/年となります。 
賦存量＝利用可能な温度差*1×比熱*2×取水量*3×密度*4＝1,100×106kJ/年 

*1 利用可能な温度差：10℃     *2 比熱：4.18605kJ/kg 
*3 取水量：72m3/日×365 日＝26,280m3/年   *4 密度：1,000kg/m3 

 
b） 期待可採量 

熱効率を 60％として期待可採量を推計すると、660×106kJ/年となります。 
また、原油に換算すると 17kL、ドラム缶 85 本分に相当します。 

利用可能量＝利用可能な温度差*1×比熱*2×取水量*3×密度*4×熱効率*5＝660×106kJ/年 

*1 利用可能な温度差：10℃     *2 比熱：4.18605kJ/kg 

*3 取水量：26,280m3/年   *4 密度：1,000kg/m3        *5 熱効率：60％ 
 

（4）雪氷熱 
1） 市の特性 

本市近傍の砺波観測所、白川観測所における2006年までの10年間の降雪量は、図 3.2-7
のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2-7 降雪量の変化 
2） 賦存量 
① 賦存量 

年間降雪量(10 年平均値)は、砺波観測所で 4.17m、白川観測所で 11.25m です。平地

域、上平地域、利賀地域に白川観測所の降雪量が、その他の地域では砺波観測所の降雪

量があったとすると、本市の賦存量は 1,082×1012kJ/年となります。 
賦存量（kJ/年）＝降雪量*1×面積*2×密度*3×冷熱エネルギー*4=1,082×1012kJ /年 

*1 降雪量：平、上平、利賀地域では 11.25m/年、福野、福光、城端、井口、井波地域では

4.17 m/年とした。 

*2 面積：平+上平+利賀＝302km2、 福野+福光+城端+井口+井波＝366km2 

*3 密度：600kg/m3    *4 冷熱エネルギー：雪が水に相変化するときの熱量 335kJ/kg 
 

白川 

砺波 
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② 期待可採量 
実際に利用しやすい雪は、ある程度の平らな面積に積もったものであることから、ここでは

冬に使われていない田や耕作放棄地に積もった雪を利用するものとし、積雪量を降雪量の

20％、利用率を 0.1％として期待可採量を推計すると期待可採量は、1,041×107kJ/年となり

ます。また、原油に換算すると 273kL、ドラム缶 1,365 本分に相当します。 
 

表 3.2-4 各地域の稲・大豆の作付面積、および耕作放棄地面積 
単位 km2 

作付面積  
稲 大豆 

耕作放棄地 計 

城端地域 8.9 1.11 0.13 10.1 

井波地域 6.9 1.76 0.01 8.7 

井口地域 2.0 0.15 0.00 2.1 

福野地域 12.2 1.86 0.03 14.1 

平野部 

福光地域 19.4 3.80 0.23 23.4 

平地域 0.36 0.00 0.13 0.5 

上平地域 0.32 0.00 0.04 0.4 山間部 
利賀地域 0.34 0.00 0.18 0.5 

平野部 計 49.35 8.68 0.40 58.43 

山間部 計 1.02 0.00 0.35 1.37 

 
期待可採量（kJ/年）＝積雪量*1×収集面積*2×密度*3×冷熱エネルギー*4×利用率*5 

=1,041×107kJ /年 

*1 積雪量：山間部では 11.25m/年、平野部では 4.17 m/年の 20％とした。 

*2 収集面積：平野部＝58.43km2、 山間部＝1.37km2           *3 密度：600kg/m3  
*4 冷熱エネルギー：雪が水に相変化するときの熱量 335kJ/kg      *5 利用率 0.1％ 

 

（5）バイオマスエネルギー 
1） 市の特性 

森林面積は 51,257ha で、本市の面積の約 77%であり、木質系バイオマスの賦存量は大き

いといえます。また、木材加工産業が多く、製材所廃材は潜在的なエネルギー源としての大き

な割合を占めており、利用場所と利用方法の組み合わせによっては、大きな可能性が期待でき

ます。 
 

2） 賦存量 
① 賦存量と利用可能量 

賦存量および利用可能量は各種統計資料から表 3.2-5 のとおり推計されています。 
また、賦存量および利用可能量を原油に換算すると表 3.2-6 のようになります。 
木質系バイオマスの賦存量が多く、チップやペレットに加工しての熱エネルギー利用が適

しています。 
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表 3.2-5 本市における木質バイオマスの賦存量および利用可能量 

 
熱量 

賦存量 
GJ/年 

発電量 
賦存量 
kWh/年 

熱量 
利用可能量 

GJ/年 

電力発電量 
利用可能量 

kWh/年 
林地残材注 6(P123) 31,605 1,032,834 5,431 177,495
製材所廃材 971,990 63,528,788 60,774 3,972,126
果樹剪定 7,748 253,203 5,919 193,447
公園剪定 596 19,490 425 13,897
建築解体廃材 37,610 1,229,077 14,668 479,340
新・増築廃材 10,379 339,192 4,048 132,285

木質系 

計 1,059,929 66,402,585 91,265 4,968,590

稲わら 235,703 15,405,405
もみ殻 23,579 1,541,114 8,724 570,212
麦わら 15,750 514,711 5,355 175,002

農業系 

計 39,329 2,055,825 249,782 16,150,619

乳用牛 2,495 192,478 225 17,323
肉用牛 2,929 225,999 264 20,340
養豚 10,647 821,496 106 8,215
採卵鶏 25,611 836,952 12,805 418,476

畜産系 

計 41,681 2,076,926 13,400 464,354

生活系厨芥類 48,084 3,710,155
事業系厨芥類 21,725 1,676,304
動物性残渣 4,933 380,612 1,095 84,485

食品系 

計 4,933 380,612 70,903 5,470,944

下水汚泥 下水汚泥 33 2,554 33 2,554

合計 1,145,904 70,918,501 425,384 27,057,061

出典：「バイオマス賦存量・利用可能量の推計」NEDO 
 
 

表 3.2-6 賦存量、利用可能量の原油換算 

 熱量 
賦存量 

発電量 
賦存量 

熱量 
利用可能量 

電力発電量 
利用可能量 

原油換算量(L) 27,746,823 6,257,835 2,389,145 468,244
木質系 

ドラム缶換算(本) 138,734 31,289 11,946 2,341
原油換算量(L) 1,029,560 193,743 6,538,796 1,522,048

農業系 
ドラム缶換算(本) 5,148 969 32,694 7,610
原油換算量(L) 1,091,120 195,731 350,784 43,761

畜産系 
ドラム缶換算(本) 5,456 979 1,754 219
原油換算量(L) 129,129 35,869 1,856,111 515,586

食品計 
ドラム缶換算(本) 646 179 9,281 2,578
原油換算量(L) 866.2 240.7 866 241 

下水汚泥 
ドラム缶換算(本) 4.3 1.2 4.3 1.2 
原油換算量(L) 29,997,498 6,683,419 11,135,702 2,549,880

合計 
ドラム缶換算(本) 149,987 33,417 55,679 12,749
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（6）バイオディーゼル燃料(BDF) 
1） 市の特性 

本市では、民間業者と廃食用油の資源化（バイオディーゼル燃料）を目的とした「廃食用油

有効活用に関する協定書」を締結しています。平成 17 年度から試験的に市内の小中学校、保

育園から廃食用油を回収、また平成 18 年度からは資源集団回収奨励金の対象としており、地

球温暖化など環境問題が注目を集める中、市民への環境ＰＲへの有効な手段となっています。 
回収量は平成 18 年度、保育園・小中学校で 5,547L、資源集団回収では 842L で合計

6,389L となっています。そのうち燃料化された成果物のうち 2 割相当分は南砺市（南砺リサイク

ルセンター）に提供されています。提供量は 1,200L で、南砺リサイクルセンターで消費した燃

料は 600L です。平成１９年度には回収公共施設や集団回収団体も増えてきており、提供量も

増えると見込まれることから、バイオディーゼル燃料を市所有のディーゼル車（一部）に使用す

るなど環境 PR にも努めています。 
 

2） 賦存量 
① 賦存量 

本市の平成 19 年 4 月 1 日現在の世帯数は、17,303 世帯です。統計データより、1 世帯

が排出する廃食用油の量は 3.8L/年といわれています。従って、本市の賦存量は 65,751 L/
年と想定されます。 

 
賦存量（L/年）＝世帯数*1×排出量*2=65,751 L/年 

*1 世帯数：17,303 世帯            *2 排出量：3.8L/年 

 
② 期待可採量 

排出される廃食用油 50％が回収されるとして、期待可採量を算出しました。 
年間期待可採量は 32,876 L/年となり、現状と同じ精製効率を見込むと、バイオディ

ーゼル燃料として 30,800L/年の利用が可能となります。 
 

期待可採量（L/年）＝世帯数*1×排出量*2×回収率*3=32,876 L/年 

*1 世帯数：17,303 世帯       *2 排出量：3.8L/年       *3 回収率：50％  

 
 

（7）小水力発電 
1） 市の特性 
① 主な河川の状況 

本市には、3 つの一級河川水系があり、小矢部川水系、庄川水系、神通川水系の河川が北

流しています。発電所も数多く設置されていますが、農業用水等の水利権を活用して、小水力

発電の可能性は十分にあります。 
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② 導入状況 
本市には利賀地域にミニ水力発電施設が稼動しています。 
概要は以下の通りです。 

表 3.2-7 小水力発電の導入状況 

種類 ミニ水力発電 
場所 南砺市利賀村阿別当 

事業実施主体 南砺市 
出力 9.9kW 

用途 「そばの郷」の照明、噴水、消雪設備の補助電

源として 
竣工 H17.12.1 

備考 平成 16・17 年度山村地域環境保全機能向上

実験モデル事業 
 
 
 

図 3.2-8 利賀地域のミニ水力発電施設 
 

2） 賦存量 
① 期待可採量 

市内主要河川である庄川、小矢部川の流量データを元に、年間最小流量を利用した場

合で、利用可能量 10％として期待可採量を算出しました。 
年間期待可採量は、両河川合わせて 48×104kWh/年となり、原油換算で 45kL、ドラ

ム缶 225 本分に相当します。 
表 3.2-8 主要河川の流量観測地点と 小流量 

河川 地点 所在地 小流量 
庄川 小牧 砺波市 13.9m3/s 

小矢部川 津沢 小矢部市 2.3m3/s 
注) 小流量：1993 年～2004 年の各都市の 小流量の平均値 

 
利用可採量（kWh/年）＝水動力係数*1× 小流量*2×落差*3×利用可能量*4×効率*5 

＝48×104kWh/年 

*1 水動力係数：0.163   
*2 小流量： 庄川 13.9m3/s、小矢部川 2.3 m3/s より、8.5×10６ m3/年 

*3 落差：5m       *4 利用可能量：10％      *5 効率：0.7 
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（8）期待可採量のまとめ 
新エネルギーの期待可採量は表 3.2-9 のとおりです。なお、バイオマスは利用可能性の高い

木質系の熱利用の値を採用しました。 
 

 
表 3.2-9 期待可採量のまとめ 

エネルギーの種類 電力(kWh/年) 熱量(kJ/年) 原油換算（ｋL） ドラム缶(本) 
太陽光発電 1,173×104 ― 1,105 5,525
太陽熱利用 ― 4,332×107 1,134 5,670
風力発電 655×104 ― 612 3,060
温度差エネルギー(下水) ― 89×107 23 115
温度差エネルギー(温泉) ― 66×107 17 85
雪氷熱 ― 1,041×107 273 1,365
バイオマス ― 9,127×107 2,389 11,945
バイオディーゼル燃料※ ― ― (31) (155)
小水力 48×104 ― 45 225
合計 1,876×104 14,655×107 5,629 28,145

※バイオディーゼル燃料は回収量の数値 
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4.  新エネルギー導入の可能性 

新エネルギーの導入にあたっては、市民や事業者との協働が不可欠です。 
市民、事業者へのアンケート調査結果から、新エネルギーの導入は認知度の高い分野を優先す

ると共に、認知度を高める啓発的な事業を公共主体で立ち上げる必要があります。 
また、事業者においては地域社会貢献を成果と考えているところが多いため、経費削減効果の上

がるような分野での導入を促すために、補助金や技術の情報提供が必要です。 
以上の結果をふまえ、導入分野を表 4－1 のとおり整理しました。 
 

表 4－1 新エネルギー等の種類と導入分野 
導入分野 

エネルギーの種類 
市民 事業者 公共 

太陽光発電 ○ ○ ○ 
太陽熱利用 ○ ○ ○ 
風力発電(大型)  ○ ○ 
風力発電(小型) ○ ○ ○ 
温度差エネルギー(下水)   ○ 
温度差エネルギー(温泉)  ○ ○ 
雪氷熱  ○ ○ 
バイオマス  ○ ○ 
バイオディーゼル燃料 ○ ○ ○ 
小水力  ○ ○ 
普及・啓発   ○ 

 
また、技術の熟成度や導入効果を加味して、導入時期を表 4－2 のとおり整理しました。 
 

表 4－2 新エネルギー等の種類と導入時期 
導入時期※ 

エネルギーの種類 
短期 中期 長期 

太陽光発電 ○   
太陽熱利用 ○   
風力発電(大型)  ○  
風力発電(小型) ○   
温度差エネルギー(下水)  ○  
温度差エネルギー(温泉)  ○  
雪氷熱  ○  
バイオマス  ○  
バイオディーゼル燃料 ○   
小水力  ○  
普及・啓発 ○   

※導入時期：短期(5 年以内)、中期(5～10 年)、長期(10 年以降) 
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【市民へのアンケート調査結果の特徴的な内容】 
・ 環境問題に対する関心は、「原油高騰によるガソリンの値上げ」が も高く、「とても関心

がある」または「関心がある」と回答した割合は、全体の 95％を占めた。関心の高さは以

下、「地球温暖化」、「大気汚染」、「ごみ」の順で続くが、どの項目に関しても関心が高

い。 
・ 新エネルギーについては、「聞いたことがあるが、よく分からない」人が も多く、53％を

占めた。「聞いたことがない」人は 4％であった。 
・ 認知度が高い新エネルギーは、「風力発電」、「太陽光発電」、「太陽熱利用」、「クリーン

エネルギー自動車」であった。一方、認知度が 50％以下のものは、「雪氷熱利用」、「バイ

オマス燃料製造」、「バイオマス熱利用」、「温度差エネルギー」、「天然ガスコージェネレ

ーション」であった。 
・ 新エネルギーに関しても課題として挙げる人数が も多かったのは、「導入資金がない」

であった。また、「採算性が合わない」、「知識・情報不足」の割合も比較的高かった。 
 
【事業者へのアンケート調査結果の特徴的な内容】 

・ 環境問題対策にすでに取り組んでいる事業所は 73％を占めた。「取組中」または「取組

む予定」と回答した事業所における取組の動機は、「社会的責任」が 76％と も高く、次

に「経費節減」(54％)、「イメージアップ・士気高揚」（48％）と続いた。 
・ 「取組中」と回答した事業所における具体的な取り組みとしては、廃棄物削減対策、省エ

ネルギー対策、教育啓発の取り組みが多く行われている。一方、新エネルギーの導入に

ついては、「太陽光発電」(6％)や「クリーンエネルギー自動車」(6％)等の導入が一部で

行われているものの、その割合は低い。 
・ 取り組みの成果は、「地域社会貢献」(54％)、「社内認識の向上」(49％)、「経費削減」

(49％)等の割合が高かった。一方、「特に効果がなかった」割合は 3％であり、ほとんどの

事業所が、何らかの成果があったと考えていることが分かった。 
・ 新エネルギー導入の取り組みの際に市へ期待する支援として も関心が高かったのは

「補助金、優遇措置など支援施策の情報収集と提供」で、71％の事業所があげた。次に

「技術関連情報の収集と提供」の 43％であり、新エネルギーに関する情報提供について

市に対する期待が高いことがうかがえる。 
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5.  基本方針 

5.1. 基本理念 

地球環境問題が深刻化する中で、エネルギー問題への対応が重要かつ緊急の課題となりつつあ

ります。これに対し、自治体レベルでは、各自治体の総合計画や環境関連計画等を踏まえ、地域の

実情に応じた効率的なエネルギー利用システムの構築が求められています。これに対し、新エネル

ギー導入は、環境負荷が少なく、地域に賦存するエネルギーをその地域で利用することができ、

CO2 をはじめとする温室効果ガス排出量削減に寄与することから、地球環境問題に対し、地域レベ

ルで貢献できる方法です。 
本市は、平成 16 年 11 月に 8 つの町村が合併し、平野部から森林部までがつながった豊かな自

然、様々な歴史文化、地域ごとに特色のある産業を有する市となりました。 
これにより、新エネルギーのあり方も多様性に富んでおり、市域の約 8 割を占める森林からは、バ

イオマスエネルギーが、山間部から平野に流れる豊富な河川や、平野部に発達した農業用水路網

等からは中小水力発電が期待されます。また、豪雪地帯ならではの雪氷熱の可能性があります。 
地域特性に応じた新エネルギーの導入と活用は、地球環境保全に貢献することはもちろん、市民

の生活をより豊かにし、さらに地域の活性化につながるものであるということを基本的な考えとし、南

砺市のテーマ、「さきがけて 緑の里から 世界へ」を受けて、世界文化遺産や美しい散居の自然環

境を守るため、ビジョンの基本理念を次のように定めます。 
 
 
 
 
 
 

太陽のめぐみ、森や水、空の風、これらは、みんな緑の里の活力源、 

これからも大切にしていきたい。 地球にやさしい新エネルギー。 

緑の里の活力源 新エネルギー 
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5.2. 基本方針 

基本理念の達成に向けて次の 4 つの基本方針を定めます。 
 

（1）多様な地域特性に応じた小規模分散型の新エネルギーの導入 
南砺市で利用が可能な新エネルギー資源は、需要のある住宅・施設等が分散していることか

ら、導入しやすく効率的な小規模分散型の新エネルギーの導入を推進します。 
導入した新エネルギーは、災害時の非常用電源としての役割を担うものとします。 
 

（2）新エネルギーを身近に感じる導入 
公共施設など、市民が多く集まる場所に目に見える形での導入を検討します。検討にあたって

は、自然景観に配慮した導入を推進します。 
また、新エネルギーに関する学習会や各種イベントに合わせた啓発活動を行います。 
 

（3）効率的な新エネルギーの導入 
施設の整備を進めるにあたっては、地球温暖化防止効果や光熱費削減効果等が十分発揮で

き、コスト縮減につながるよう、計画段階から新エネルギーの導入を検討します。 
 

（4）地域活性化につながる新エネルギーの導入 
行政と市民、産業界とが一体となった取り組みは、経済的な効果とは別に精神的な豊かさや、

広範囲な環境保全、また、環境改善思想の高揚や地域の活性化などが期待されます。 
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6.  新エネルギーに係わるプロジェクト例 

本市における新エネルギー等の導入可能性や基本方針等を踏まえ、身近なテーマとして、太陽

光発電、小型風力発電等については公共施設への導入を図ります。 
 
さらに、導入促進のために、次のようなプロジェクトが考えられます。 
実施に当たっては、補助制度を踏まえた経済性、環境改善効果、地球温暖化防止効果等につい

て検討していく必要があります。 
 

表 6－1 新エネルギーに係わるプロジェクト例と新エネルギー分野 

新エネルギーの分野  
 
 
 
プロジェクト名称 
（公共施設へ導入した場合） 

太
陽
光
発
電 

太
陽
熱
利
用 

風
力
発
電 

温
度
差
エ
ネ
ル
ギ
ー 

雪
氷
熱 

バ
イ
オ
マ
ス 

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル 

小
水
力 

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車 

公共施設へのソーラーパネルの設置 ○         

教育施設への新エネルギー導入 ○ ○ ○  ○ ○    

公共施設の案内板・誘導灯・夜間照明の導入 ○  ○     ○  

ハイブリッドカーの導入         ○

温室への地中熱利用ヒートポンプシステムの導入    ○      

バイオディーゼル燃料の利用促進       ○   

温泉施設へのバイオマスエネルギーの導入 ○  ○   ○    

雪を利用した冷房の導入     ○     

移動用小型電気自動車の導入 ○      ○ ○ ○

 
上記プロジェクトの主なものについて、参考概略試算例を以下に示します。 
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6.1. 公共施設へのソーラーパネルの設置 

（1）コンセプト 
本市の公共施設での年間電力使用量は約 2700 万 kWh で、民生部門消費量の約 13%とな

ります。うち、年間 10 万 kWh 以上使用している施設は 12 箇所あり、公共施設での電力使用量

の約 37％を占めていることから、啓発効果の大きい行政センター等にソーラーパネルの設置を

検討します。 

（2）取り組み内容 
病院を除く公共施設で も電力使用量

の多い福光行政センターの屋根面、及び

駐車場に 30kW(270m2)の太陽光発電を

設置する場合を検討しました。 
 

 

駐車場スペースを利用した 70kW 太陽光発電の例 

(高知県香南市) 

（3）導入効果 
太陽光発電を設置したことによる、年間の発電期待量は 21,411kWh で、本施設の電力量

645,838kWh/年(H18 年度実績)の 3.3%を賄うことができます。発電量の掲示板を設置すること

で、来訪者に対する啓発活動の一環とします。 
 

発電期待量（kWh/年）＝年間 適傾斜角における傾斜面日射量*1×太陽光パネル設置面積*2

×補正係数*3 =21,411kWh/年 

*1 南砺高宮における 1 年間の年間 適傾斜角における日射量：1,220 kWh/m2 

*2 太陽パネル設置面積：270m2            *3 補正係数：0.065 

 
 

6.2. 教育施設への新エネルギー導入 

（1）コンセプト 
教育施設における新エネルギーが実感できる設備の導入を図ります。 
導入の前提として、安価であること、わかりやすい設備であることとします。従って、経済効果を

前提とした大型装置を導入するのではなく、エネルギー量としての寄与率は低いが、啓発効果に

特化したシステムを考えます。 
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（2）取り組み内容 
実装置の設置と教材としての材料を整備して、環境教育の一環として必要に応じて授業の中

にも取り込みます。整備内容として一例をあげると下記のとおりです。 
①太陽光発電：太陽光により発電していることを実体験させるために、系統連携を行わない小

型噴水を設置します。また、教材として 少セルの太陽電池を用意し、様々

な模型を動かします。 
②太陽熱利用：冬でも暖かな蛇口を設置します。 
③風力発電：小型風力発電装置を設置し、照明等に利用します。 
④雪氷熱：小さな雪室を設置し、夏に冷たい水の飲める蛇口を設置します。 
⑤バイオマス：ペレットストーブやウッドチップボイラーを設置します。 
 
文部科学省では「環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備に関するパイロットモデル事

業」を実施しています。この事業で、新エネルギー整備の補助を受けることができます。 
また、資源エネルギー庁では「エネルギー教育用教材セット」の無償配布も行っています。 
こうした助成制度を活用することで、財政負担が軽減され、わかりやすい設備導入が可能とな

ります。 

（3）導入効果 
新エネルギーとはどのようなものかを実体験することで、環境全般に対する教育効果が上がる

と共に、子供たちを通じて家庭への啓発効果が期待できます。 
 

6.3. 公共施設の案内板・誘導灯・夜間照明の導入 

（1）コンセプト 
公共施設の構内誘導灯や夜間照明の電源を、新エネルギー利用に切り替える、もしくは新規

設置時に新エネルギー利用型を採用することで、環境にやさしく、安全なまちづくりの実現に向

けた先導的な取り組みを推進します。 

（2）取り組み内容 
夜間照明については、太陽光発電、小型風力発電もしくは両者のハイブリッドで電力を確保し、

LED 照明によって、さらに消費電力の削減を図ります。 
道路標識等では既に太陽光発電利用のものが整備されつつあり、案内板や誘導灯等もこれ

に準じた方式での整備が可能です。 

（3）導入効果 
規模としては小さいものであることから、経済効果は小さいですが、身近な所で整備されるため、

大きな啓発効果があると考えます。 
アンケート調査でも、明るい町にしたいとの声もあることから、このような整備を進めることで、夜

も明るく安全なまちづくりに貢献できます。 
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6.4. ハイブリッドカーの導入 

（1）コンセプト 
公共施設での新エネルギー導入と併せて、市民の目に触れる機会の多い公用車をハイブリッ

ド車にして、啓発活動の一環とします。 

（2）取り組み内容 
市販のハイブリッド車の仕様に、使用目的が合った公用車を買い替え時に順次置き換えること

で、公用車におけるハイブリッド車の割合を徐々に高めていきます。 
また、エコドライブの実践を行い、更なる燃費の向上を図ります。 

（3）導入効果 
車両重量 1,300kg 程度の小型車(排気量 1,600cc クラス)での燃費はガソリン車で約 14km/L、

ハイブリッド車で約 30km/L(いずれも 10・15 モード、国土交通省資料｢自動車燃費一覧｣H19 年

3 月発行)です。 
1 日あたり走行距離が 50km で年間 250 日使用すると、ガソリン使用量を 1 台あたり 780L 減

らすことができ、啓発用ステッカーを貼るなどして、街中を走る広告塔としての役割を果たすこと

で、市民にも普及していくことが期待されます。 
 
 

6.5. 温室への地中熱利用ヒートポンプシステムの導入 

（1）コンセプト 
年間を通して運営される展示温室やガラス温室は、温度を一定に保つために 11 月から翌年 4

月まで、温水ボイラや温風暖房機で加温しています。この燃料として灯油が使用されています。 
再生可能エネルギーである地中熱は地下50～100mで10～15℃の安定した温度を維持して

います。この地中熱をヒートポンプの熱源として利用し、温水をつくりだすシステムを導入すること

を想定しました。 
ヒートポンプは電気によって駆動するので、省エネと CO2 排出抑制（熱出力は投入電力の 3.5

倍以上）が図れます。 
システムの仕組みは、地盤に直径 10cm、深さ 50～100m 程度の抗井を掘削し、その中に樹

脂系U字管等の熱交換器を設置、地上にはヒートポンプを設置し、地中熱と熱交換するシステム

です。（夏期に冷房運転することも可能です） 
環境への保全性については、熱源水と地中熱との熱交換によることから、地下水の汲み上げ

による地盤沈下や環境汚染の問題もなく、また、地下の環境にも影響を及ぼすことはありません。 
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図 6.5-1 システム概念図 

 

（2）取り組み内容 
仮に南砺市園芸植物園（フローラルパーク）で実施した場合を想定し、現在使用している温水

ボイラや温風暖房機と、地中熱ヒートポンプとの比較をしてみました。 

（3）導入効果 
H18 年度の実績では、温水ボイラで 27.8kL の灯油を使用しています。これを地中熱ヒートポ

ンプにした場合、灯油使用量は 0 になりますが、電力消費量が 62,000kWh 増えます。 
灯油と電力の使用量の直接比較は難しいため、導入効果を見るために、CO2 排出量で比較し

ました。 
灯油の CO2 排出量は約 70t・CO2 (排出係数 2.514kg・CO2/L)で、電力は約 23t・CO2 (排出

係数 0.378kg・CO2/kWh)となり、年間で約 47 t・CO2の削減が可能で、削減割合は約 67％にな

ります。 
 
 

6.6. バイオディーゼル燃料の利用促進 

（1）コンセプト 
市民からの廃食用油回収を更に促進し、精製されたバイオディーゼル燃料を市所有のディ

ーゼル車に使用し、環境 PR を促進することを想定しました。 
 

地中熱交換井
深度：50～100m
直径：10cm程度

ヒートポンプ

冷温水タンク

給湯タンク

温水冷水

地中熱交換井
深度：50～100m
直径：10cm程度

ヒートポンプ

冷温水タンク

給湯タンク

温水冷水
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（2）取り組み内容 
BDF は－5℃以下でシャーベット状になり、凍ることから一般車両の実働は 5～10 月の 6 ヶ月

間に限定されます。この時期以外での利用は燃料加温設備を持った定置型の設備が必要で

す。 
年間を通した BDF 利用のためには、後述する電気自動車の充電用として発電機の燃料とし

ての利用も検討する必要があります。 

（3）導入効果 
車両重量 1,400ｋｇ程度の小型貨物ディーゼル車(排気量 2,000cc クラス)での燃費は約

15km/L (10・15 モード、国土交通省資料｢自動車燃費一覧｣H19 年 3 月発行)です。 
この車両が 1 日に 100km 走行し、年間 125 日（6 ヶ月間）稼動と想定すると、1 台あたり約

830L の消費量となり、その分が BDF に置き換えられ、軽油の消費量が削減されます。 
また、ハイブリッド車導入の場合と同様に、啓発用ステッカーを貼るなどして、街中を走る広告

塔としての役割を果たすことで、市民の廃食用油回収促進効果と、エネルギー・環境に対するに

啓発活動にも寄与することが期待されます。 
 
 

6.7. 温泉施設へのバイオマスエネルギーの導入 

（1）コンセプト 
新エネルギーの普及と森林資源の有効活用のため、本市に多くある温泉施設にバイオマスボ

イラを設置し、温泉の加温や給湯用熱源として利用し、さらに、太陽光発電と小型風力発電設備

を設置し、電気使用量の一部を新エネルギーで供給することを想定しました。 
これらの設備は、今後の普及に向けた実稼動時の運転データを取得すると共に、パネル展示

や見学会等を通じて、市民や事業者への啓発活動の一翼を担うものです。 

（2）取り組み内容 
現在使用されている灯油ボイラの替わりに、バイオマスボイラを導入し、現設備はバックアップ

用として利用します。 
ボイラは市民や利用者の目に触れる場所にはないことから、啓発活動用としてロビー等にウッ

ドチップ、もしくはペレットストーブを設置することも検討します。 

（3）導入効果 
「ゆ～楽」を例にとると、灯油消費量は一日平均で 121L です。 
バイオマスボイラの効率は、現状の製品では灯油に比べて若干低くなるので、灯油(熱量原単

位：36.7MJ/L)に代わるバイオマス(熱量原単位：12.6MJ/Lと想定)の量を試算すると、発熱量換

算で約 400kg のバイオマスがあれば、灯油と置き換えることができます。 
ウッドチップを想定すると、体積換算(見掛け比重 200ｋｇ/m3)で 1 日に約 2m3 のバイオマスを

供給すれば灯油に置き換えることができます。 
 



 31

6.8. 雪を利用した冷房の導入 

（1）コンセプト 
雪の有効活用を図るため、雪保管庫の設置が可能な公共施設を想定し、除雪等で集めた雪

を圧密保管し、夏季の冷房用熱源として利用することとしました。ここでの運転データを基に、農

作物の保冷庫等での普及促進を図ります。 

（2）取り組み内容 
駐車場等のスペースに冷熱回収配管を配置した雪保管庫を設置します。雪保管庫はフロント

ローダー等の車両重量に耐えうる床面及び冷熱回収配管を持った構造とし、搬入、圧雪後は保

冷シート等で養生し、放熱を 小限に留める工夫が必要となります。 
冷房使用時には、既設の冷房用冷水配管の戻り側に熱交換器を設置し、雪保管庫からの冷

水と熱交換を行うことで、空調設備の負荷を軽減することができます。 

（3）導入効果 
学校のプール（25m×15m×1.2m）程度の雪保管庫を想定すると、約 500m3 の雪が貯蔵可

能です。 
圧雪作業によって雪の密度が 2 倍になるとして、貯蔵された雪で約 200m2 の事務所を夏季冷

房したとすると、年間の冷房に係わる電力使用量が約 47%（4,040kWh）置き換えられる計算に

なり、新エネルギー導入による効果を検証できます。 
山間部等で、利用できる沢筋が近くにあるなど、自然の地形を利用できる場合は、建設費の低

減が期待できます。 
 
 

6.9. 移動用小型電気自動車の導入 

（1）コンセプト 
通過交通を除く域内交通手段として小型電気自動車を配置することを想定しました。利用者

は地区拠点に設けられた公共駐車場に車を止め、レンタルの小型電気自動車で移動します。電

気自動車の充電用電源として、小水力発電と駐車場に設置した太陽光パネルを使用するととも

に、BDF 発電設備の設置も検討し、新エネルギーの啓発用としても活用を図ります。 
こうした試みは、すでに、スイスのツェルマットでは指定電気自動車以外の車両の通行を禁止

しており、一般車の観光客や地元住民の評判も良いようです。 
また、我が国でもリゾート施設等で敷地内の交通手段として、使用されている例もあります。 
例えば、世界文化遺産のある五箇山地区において実施すると、観光客は排気ガスや騒音から

解放された静かな世界文化遺産を堪能することができます。 
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（2）取り組み内容 
観光資源が点在し、来訪者が自動車で移動する必要のある地区を選定し、大規模駐車場に

レンタル用小型電気自動車を配備します。 
充電用電源は小水力発電や太陽光発電を使用します。また、不安定な自然エネルギーを補

完するために、BDF 発電機を設置し、ハイブリッド設備とすることで気象条件に左右されず、年

間を通しての利用が可能なものとします。 

（3）導入効果 
車両重量 800ｋｇ程度の軽自動車 (排気量 660cc クラス)での燃費は、ガソリン車で約

20km/L(10・15 モード、国土交通省資料｢自動車燃費一覧｣H19 年 3 月発行)です。 
限定された域内使用での 1 日の走行距離を 40km と想定し、年間 10,000km 使用すると、新

エネルギーより充電される電気自動車では、1 台あたり年間 500L のガソリンに置き換えることが

できます。 
小型電気自動車の導入は、環境効果だけでなく、一般道での利用例があまりないことから話

題性が高く、新エネルギーの情報発信拠点とすることができます。 
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7.  推進体制 

新エネルギーが広く普及し、導入プロジェクトをより具体的なものとして推進していくためには、市

民・事業者と行政が一体となって取り組むことが重要です。そのためには、国、県、周辺自治体等と

の強力・連携関係を構築し、より具体的な検討を進めることが有効であると考えます。 
このため、行政は国や NEDO からの事業助成に関する情報の収集や事業推進に伴うアドバイス、

また、県及び周辺自治体との情報交換を行うことなど、バックアップ体制を構築し、導入に向けては

大学等の研究機関、NPO や地域団体等の民間組織、市内事業者らの協力を得ながら、推進してい

きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 新エネルギー導入推進体制のイメージ図 
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