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 加賀市地球温暖化対策実行計画とは・・・ 
 

◆計画策定の趣旨 

多様な主体が連携し、実効性のある気候変動の緩和策と適応策を推進します。 

我が国では、2015 年に合意されたパリ協定を踏まえ、2016 年に地球温暖化対策計画を閣議決

定し、中期目標として 2013 年を基準に 2030 年の温室効果ガスの排出量を 26％削減、長期的目標

として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指しています。 

本市では、これまでも加賀市バイオマスタウン構想や加賀市地域新エネルギービジョンなど、

各種関連計画を策定し、環境にやさしいまちづくりを推進してきました。また、2018 年には世界

首長誓約/日本への登録、2020 年にはゼロカーボンシティを表明し、パリ協定の目標達成に貢献

するため具体的な取組を積極的に進めていくこととしています。 

本計画は、地球温暖化の抑制に向けて本市を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえつつ、行

政や事業者、各種団体、市民が連携し、実効性のある気候変動の緩和策と適応策を推進すること

を目的に策定します。 

 

◆計画の位置づけと計画期間 

上位関連計画との整合を図り、まちづくりと連携した地球温暖化対策の推進に関する法に基づく

計画として位置づけ、計画期間を 2020 年度から 2030 年度に設定します。 

 

＜計画の位置づけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画期間＞ 

 

 

 本市が目指す姿・目標 
 

◆本市が目指す姿 

脱炭素社会や循環型社会の実現に向けた技術や製品、新たな仕組み等を導入し、環境・経済・社

会の統合的向上を図り、地域内経済循環による地域社会の活性化と持続可能で強靭な地域社会 

 

◆温室効果ガス（ＣＯ２）削減目標 

 

 

 

＜温室効果ガス（CO2）削減目標＞ 

年 
温室効果ガス排出量 

（t-CO2） 

削減量（t-CO2） 

（削減率％） 

基準年：2013 年 667,494 200,248 

(30.0%) 目標年：2030 年 467,246 

 

＜温室効果ガス（CO2）削減目標（内訳）＞ 

項 目 
削減量 

（t-CO2） 

削減率 

（％） 
備  考 

エネルギー消費量の減少に伴う削減量 140,347 -21.0 GCoM 試算 

北陸電力排出係数の改善に伴う削減量 24,412 -3.7 GCoM 試算 

小 計 164,759 -24.7   

◆家庭の再エネ電力利用 

（一般家庭の 10％が再エネ由来の電力を

利用（新電力転換）） 

9,219 -1.4 事務局試算 

◆産業（鉱業、建設業、製造業）の再エ

ネ電力利用 

（産業の 10％が再エネ由来の電力を利用

（新電力転換）） 

14,486 -2.1 事務局試算 

◆地域再エネ電力の調達・小売 

（卒 FIT 電力の調達・小売り） 
1,194 -0.2 GCoM 試算 

◆その他事業・取組による削減 10,590 -1.6 事務局試算 

合 計 200,248 -30.0  

※四捨五入の関係により、合計が合わない場合があります。 

  

【本市の主な関連計画】 

・加賀市バイオマスタウン構想 

・加賀市地域新エネルギービジョン 

・加賀市省エネルギービジョン 等 

【連携する市の計画分野】 

・都市計画、上下水道、河川 

・地域防災 

・農林水産業、商工、観光 等 

 

加賀市 

地球温暖化 

対策実行計画 

（区域施策編） 

【本市の上位計画】  第２次加賀市総合計画 

【国などにおける関連計画】 

・地球温暖化対策計画（国） 

・気候変動適応計画（国） 

・石川県環境総合計画（県） 

2020 年度 ～2030 年度（10 年間） 

2030 年：温室効果ガス（ＣＯ２）30％の削減を目指す 

2050 年：温室効果ガス（ＣＯ２）の排出量実質ゼロを目指す 

【社会情勢の変化】 

・パリ協定の合意 

・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 
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◆将来イメージ 

加賀市総合サービス㈱電気事業の促進 

再エネ設備の導入 

健全な森づくり事業 

地域材の利用 

スマートハウス 

環境教育・環境学習 

EV 車の導入促進 

EV 車によるライドシェア 

緑化活動の推進 
自転車利用の促進 

クールシェアスポットの開設 

3R の推進 

農作物への被害対策 
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 施策・事業の展開 
 

 
脱炭素社会や循環型社会の実現に向けた技術や製品、新たな仕組み等を導入し、環境・経済・社会の統合的向上を図り、地域内経済循環による地域社会の 

活性化と持続可能で強靭な地域社会 
2030 年に目指す姿 

基本方針（分野別） 施策 事業・取組 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2050 年までに温室効果ガス（CO2）の排出量実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」の実現 長期的に目指す姿 

＜連携・発信＞ 
各種取組の発信、共有しやすいネットワークの整備による市

内外の産学官金等の様々な主体と連携した取組の定着を目

指します。 

＜社会経済活動＞ 
脱炭素型の暮らしや事業活動、それを支える交通環境の整備

による環境保全優先を前提とした社会の確立を目指します。 

＜自然環境＞ 
森林の健全な生育を図り、森林の持つ多面的機能の維持・発

揮を目指します。 

＜エネルギー＞ 
加賀市版ＲＥ100 の推進によるエネルギー及び経済の地域内

循環を目指します。 

＜気候変動への適応＞ 
気候変動の影響を受けて発生する災害等に適応する意識を

高め、自助・共助・公助体制の強化を目指します。 

①加賀市総合サービス㈱電気事業の促進  ②再エネ 100％の街区の検討 

③未利用エネルギーの活用        ④公共施設への再エネ設備等の導入 

⑤公共施設の屋根及び土地の活用 

①家庭向け再エネ設備等の導入支援    ②業務向け再エネ設備の導入促進 

③公共施設への再エネ設備等の導入（再掲）④公共施設の屋根及び土地の活用（再掲） 

①健全な森づくり事業の推進       ②協働による森づくり活動・木育の推進 

①地域材の利用促進 

①世界首長誓約に基づく都市等との連携の推進  ②産学官連携事業の推進 

①市民及び事業者への発信           ②各種情報提供の充実 

①施設整備による防災対策の強化   ②海浜消失防止に向けた養浜事業の実施促進 

③災害危険箇所の周知徹底による自助・共助体制の強化  

①熱中症予防の注意喚起       ②熱中症患者の救急体制の確保 

③教育・福祉施設への空調設備の充実 

①家庭や事業所、公共施設等における緑化活動の推進 

①作物の生育障害や品質低下の抑制  ②農作物被害発生時の収入補償制度等の周知 

①スマートハウス等の普及促進      ②電気、ガス、水道のスマートメーター化 

③省エネ家電・製品への買換え推奨 

①エコポイント事業の充実    ②COOL CHOICE 等の周知による行動転換の促進 

③環境教育・環境学習の推進   ④食育、地産地消の推進 

⑤３R（Reduce：リデュース、Reuse：リユース、Recycle：リサイクル）の推進  

⑥クールシェア・ウォームシェアスポットの登録 

①公共交通の充実         ②EV 車の導入促進と利活用 

③モビリティマネジメントの実施  ④エコドライブの推進  ⑤自転車の利用促進 

①事業所における環境行動の促進   ②市役所における環境行動の推進 

①駅から旅館の EV 車によるライドシェア    

②MaaS（Mobility as a Service）の推進  ③充電インフラの充実 

（１）エネルギーの地産地消の推進 

（２）再生可能エネルギーの普及促進 

（１）健全な人工林づくりの推進 

（２）森林吸収源対策の促進 

（１）連携による取組の推進 

（２）市内外への情報発信 

（１）防災力の強化 

（２）熱中症対策の推進 

（４）農作物への被害対策の実施 

（１）住宅のスマート化 

（２）家庭における環境行動の促進 

（３）事業活動における環境行動の促進 

（４）脱炭素交通の促進 

（５）先進的な交通インフラ・仕組みの導入 

（３）ヒートアイランド対策の強化 
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 計画の進行管理 

 

本計画を着実に実行するため、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行います。施策や事

業の進捗状況を定期的に把握し、より効果的な施策や事業の展開を図ります。 

具体的には、毎年、事業に携わる市民や事業者等に適宜、ヒアリング等を行い、加賀市環

境保全審議会に市の事業と合わせて問題点や課題等を報告し、審議会からの助言や提案に

基づき改善に取り組みます。また、計画期間中、２年毎に温室効果ガス削減目標の達成状

況や施策の進捗状況等を整理し、世界首長誓約/日本への報告及び施策や事業の見直しを行

います。 

 

＜ＰＤＣＡサイクル＞ 
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令和２年３月 

＜問い合わせ＞ 

加賀市政策戦略部 政策推進課 

〒922-8622 ⽯川県加賀市⼤聖寺南町ニ 41 番地 

TEL：(0761)72-1111(代) FAX：(0761)72-4640 Mail：seisaku@city.kaga.lg.jp 

ＵＲＬ：https://www.city.kaga.ishikawa.jp/ 

 

DO（実行） 

ACTION（改善） 

・多様な主体による計画、

施策、取組等の推進 

・事業、取組等の見直し、改善 

・次期計画策定にむけた改善内容

の検討 

CHECK（評価・検証） 

・目標や施策、取組等の進捗 

状況の確認 

・課題整理、評価検証 

審 加賀市環境保全審議会  事 

助言 

審 
報告 

提言 評価 

PLAN（計画） 

・計画の策定 

・現状把握等に基づく施策の 

立案、取組等の具現化 

事務局 

 事 

活動状況等 

の整理 

状
況
確
認 

報
告
・
意
見 


