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富山市
ゼロカーボンシティ宣言

本市はこれまで、将来市民にも責任の持てる、持続可能な都市構造への転
換を推進するため、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづ
くり」に取り組み、その取組みを発展させ、環境モデル都市、環境未来都市、
ＳＤＧｓ未来都市等の選定を受けてまいりました。

一方、近年は急速な気候変動の進展により、世界的には豪雨・洪水・台風
をはじめとする災害の激甚化、本市においても令和３年１月の記録的な大雪
等の異常気象が多発しており、市民の安心・安全な日常生活が脅かされ、気
候変動対策の強化が求められております。

また、昨今の国の動向としては、地球温暖化対策推進法の改正に際して、
2050年の温室効果ガス排出実質ゼロを法定目標とする方針が決定されるとと
もに、令和２年12月に策定された「グリーン成長戦略」においては、温暖化
対策を経済成長の制約やコストとする時代は終わり、積極的な温暖化対策の
推進が「経済と環境の好循環」を創出する旨が示されております。

こうした国内外の動向を踏まえ、本市では、包括的なエネルギー政策の推
進に向けて、令和３年３月に策定する「富山市エネルギービジョン」におい
て、2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けた方針・施策等を定めるとと
もに、「第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画」においても、目標のひとつと
して、コンパクトシティ戦略と包括的なエネルギー政策の融合による「経済
成長と環境負荷の低減の同時実現」を通して、地域活性化・地方創生に貢献
する旨を掲げております。

本市は、グリーン社会の実現に向けて、「コンパクトシティのネクストス
テージ」を見据え、環境政策のさらなる強化により、持続可能なまちづくり
の深化を図るため、本日ここに「ゼロカーボンシティ」を表明いたします。

令和３年３月１日 富山市長 森 雅志
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第１章 ビジョンの策定背景                  

本章では、本ビジョン策定の経緯・背景とともに、エネルギー政策に関する世界、国内及び

県内の主な動きについて整理します。 

 

１．策定の経緯・背景                             

①「エネルギー効率改善都市」の選定 

本市は、環境モデル都市（2008 年選定）や環境未来都市（2011 年選定）としての取り組み等

が評価され、2014年 9月に国際連合の SE4All（Sustainable Energy for All：万人のための持

続可能なエネルギー）における「エネルギー効率改善都市」に選定されています。これを受け、

本市は 2015 年 3 月に「富山市エネルギー効率改善計画」を策定し、市域におけるエネルギー消

費量の削減の推進等、エネルギー効率の改善ペース向上に向けた取組みを展開しています。 

 

②「パリ協定」の採択／SDGsの広がり 

また、2015年 12月の第 21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において、温室効果

ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択され、世界的に脱炭素化

の動きが加速しています。あわせて、同年 9月の国連サミットで「持続可能な開発目標」（SDGs）

を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、さまざまな課題の同時

解決のアプローチが重視されるようになっています。 

 

③「SDGs未来都市」の選定 

そして、本市は 2018年 6 月に環境・経済・社会の分野をめぐる広範な課題に統合的に取組む

自治体として、国（内閣府）の「SDGs 未来都市」に選定されるとともに、「LRT ネットワークと

自立分散型エネルギーマネジメントの融合によるコンパクトシティの深化」を掲げ、地域にお

ける自立的好循環が見込める先導的な取組みとして、「自治体 SDGs モデル事業」にも選定され、

市域への再生可能エネルギーの導入拡大等、「持続可能なまちづくりの深化」を目指し、エネル

ギー施策の拡充に取り組んでいます。 

 

④「第 3次環境モデル都市行動計画」の策定 

さらに、2019 年 3 月には「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」を策定し、低炭素から脱

炭素社会の実現を明確化すべく、温室効果ガス削減の長期目標を 2005 年比 50％削減から 80％

削減に上方修正し、その取組みを強化しています。 

 

⑤脱炭素化の動きのさらなる加速化／エネルギーの利活用の必要性 

その後、菅首相が 2020年 10月の所信表明演説において、「2050年までの温室効果ガス排出実

質ゼロ」を宣言する等、脱炭素社会の実現に向けた動きがさらに加速しています。 
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２．エネルギー関連政策の動向                      

（１）世界及び国内の主な動き 

国は 2018年 4 月に「第五次環境基本計画」を閣議決定し、その中で国連「持続可能な開発目

標」（SDGs）や「パリ協定」といった世界的な潮流を踏まえ、地域の活力を最大限発揮し、自

立・分散型の社会を形成することにより、環境問題のみならず、経済・社会問題の同時解決を

図る考え方、すなわち、「地域循環共生圏」の創造を提唱しています。 

また、同年 7 月に「エネルギー基本計画」を閣議決定し、温室効果ガスの大幅削減を目指し、

「再生可能エネルギーの主力電源化」を目指すことが明確に示されています。 

 

図表 1 エネルギー政策に関する世界及び日本の主な動き 

2014年  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が「第 5次評価報告書」を公表 

 気候システムの温暖化は疑う余地がなく、人間による影響が温暖化

の支配的な要因であった可能性が極めて高いことが示されている。 

2015年  国連サミットにおいて、「持続可能な開発目標」（SDGs）を中核とする「持続

可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択（9月） 

 SDGs は持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲ

ットから構成され、以降、各分野の課題の同時解決のアプローチ等

が重視されるようになっている。 

 第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において、温室効果ガス

排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択（12月） 

 世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均気温上昇

を 2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を継続す

ること等を設定している。 

 これを受け、日本は、2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減

を目指す目標を掲げている。 

2018年  「第五次環境基本計画」を閣議決定（4月） 

 今後の環境政策展開の基本的な考え方として、経済、社会的課題と

の同時解決等を掲げている。 

 各地域が自立・分散型の社会を形成し、地域資源等を補完し支え合

う「地域循環共生圏」の創造を目指すことを示している。 

 「エネルギー基本計画」を閣議決定（7月） 

 温室効果ガスの大幅削減を目指し、再生可能エネルギーの主力電源

化等を打ち出している。 

2020年  菅首相が所信表明演説において、「2050 年までの温室効果ガス排出実質ゼ

ロ」を宣言（10月） 

 「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を閣議決定（12

月） 

 政府成長戦略会議が「経済と環境の好循環」に繋げるための産業政

策をまとめた実行計画を公表している。 
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図表 2 地域循環共生圏の概念図 

 

（出典）環境省公表資料 
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（２）県内の主な動き 

県内においては、2020 年以降、富山県・魚津市・南砺市・立山町が「2050 年までの温室効果

ガス排出実質ゼロ」を宣言しており、脱炭素社会の実現に向けた機運が高まっています。 

 

図表 3 県内の主な動き 

2014年  富山県が「富山県再生可能エネルギービジョン」を策定（4月） 

 施策の柱として、①再生可能エネルギーの導入促進によるエネル

ギーの多様化、②エネルギーの効率的な活用の推進、③エネルギ

ー関連技術の研究開発等、グリーンイノベーションの加速化を掲

げている。 

2018年  富山県が「とやま水素エネルギービジョン」を策定（3月） 

2020年  県内自治体における「2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ宣言」 

 魚津市がゼロカーボンシティを表明（2月） 

 富山県、とやま環境財団、富山県婦人会、富山県消費者協会の 4

者共同で「とやまゼロカーボン推進宣言」を表明（3月） 

 南砺市が「2050年、ゼロカーボンシティなんと」を表明（8月） 

 立山町が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ立山町宣言」を表明

(10月) 

2021年  富山県の「ワンチームとやま」連携推進本部の初会合において、県内自

治体がゼロカーボン等で連携を深める方針を確認（1 月） 

 

図表 4 富山県の 30年後の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）富山県「富山県再生可能エネルギービジョン」 
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第２章 エネルギービジョンの基本事項             

本章では、本ビジョンの目的、計画期間、位置付け等の基本的事項を整理します。 

 

１．目的、計画期間                          

（目的） 

本ビジョンは、本市がこれまで取り組んできた「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくり」のネクストステージを見据え、「持続可能なまちづくり」の深化を図るため、

エネルギーの地産地消を促進する再生可能エネルギー／省エネルギービジネスの活性化を図る

とともに、多様なステークホルダーの連携により、環境施策のさらなる強化を図り、ゼロカー

ボンシティの実現に向けた包括的なエネルギー政策を推進することを目的とします。 

 

（計画期間） 

 本ビジョンの計画期間は 2050年を見据え、2021 年度～2030年度の 10年間とします。 

なお、「第 2 次富山市 SDGs 未来都市計画」（計画期間：2021 年度～2025 年度）の改定時期等

を勘案して、計画期間中に見直しを行うものとします。 

 

【参考：第 3 次富山市環境モデル都市行動計画において掲げた将来像】 
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２．位置付け                              

本ビジョンは、「富山市エネルギー効率改善計画」（計画期間：2015 年度～2019 年度）に代わ

る本市の環境政策におけるエネルギー分野を推進する計画として位置付けます。 

  

図表 5 本ビジョンの位置付け 
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３．関連計画                             

本ビジョンに関連する本市の計画は以下の通りであり、関連計画との整合性を図りながら、

推進に努めます。 

 

図表 6 本市の主な関連計画 

計 画 名 概 要 

第 2期富山市環境基本計画 

（2017年 3月） 

持続可能な社会の実現に向けて、環境に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するとともに、市民・事業者・

行政が一体となって取り組む方策を提示する（2021 年度

改定予定）。 

第 3次富山市 

環境モデル都市行動計画 

（2019年 3月） 

脱炭素社会の実現に向け、行政、市民、企業等が連携

して、温室効果ガスの大幅な削減を目指した施策を提示

する。 

第 2次富山市環境未来都市計画 

（2017年 3月） 

環境や少子高齢化等への対応の面で、環境価値、経済

価値、社会価値の創造に繋がる成功事例を創出し、持続

可能で誰もが暮らしたい、活力あるまちを実現する。 

第 2次富山市総合計画 

（2017年 3月） 

「安らぎ・誇り・希望・躍動」を基本理念とし、まち

づくりにおける長期的かつ基本的な方向を示すととも

に、これらを実現していくために、環境や超高齢化、地

域産業の活性化の取組みにより、人・まち・自然が調和

する活力ある都市の実現を目指す。 

第 2次富山市 SDGs未来都市計画 

（2021年 3月策定） 

環境価値、経済価値、社会価値の統合による都市創造

のスパイラルアップの視点から、コンパクトシティ戦略

による持続可能な付加価値創造都市の実現を目指す。 

第 2期富山市 

まち・ひと・しごと総合戦略 

（2020年 3月策定） 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案しつ

つ、今後の人口減少を抑制し、雇用創出や交流・定住促

進、生活環境の充実などを図り、持続可能なまちづくり

を目指す。 

富山市レジリエンス戦略 

（2017年 3月） 

地域の現状分析、施策分析、意識調査等を踏まえ、レ

ジリエンス向上に向け、健康・福祉、経済・社会、イン

フラ・環境、リーダーシップ・戦略について、2050 年に

おける富山市のあるべき姿を達成するために必要な戦略

を提示する。 

富山市国土強靭化地域計画 

（2017年 3月） 

国の「国土強靭化基本法」に基づき、富山市のあらゆ

る自然災害や事故を対象として、あらゆるリスクを見据

え、いかなる事態が発生しようとも最悪の事態に陥るこ

とを避けるべく、都市全体としての強靭化に関する指針

を提示する（2021年度改定予定）。 
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（参考）ゼロカーボンの定義及び排出量の足し引きの考え方 

 「ゼロカーボン」とは、CO2排出量から CO2吸収量を引いた値がゼロとなる状態を意味します。 

この排出量の足し引きは、①CO2 を排出するもの、②CO2 を排出しないもの、③CO2 を減らすもの

④その他（CO2の貯留・有効利用等）で構成されます。 

 

図表 7 「温室効果ガス排出実質ゼロ」の考え方 
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第３章 本市の概況及びエネルギー消費状況           

本章では、本ビジョンの前提となる本市の概況とともに、本市のエネルギー消費の現状及び

将来見通しについて整理します。 

 

１．概況                               

（１）位置 

本市は、富山県の中央部に位置する人口約 41 万人の県庁所在都市であり、医薬品や機械、電

子部品等を中心とした、ものづくり産業が盛んな日本海側有数の中核都市として発展してきま

した。 

 市域は国内最大級の約 1,242 ㎢の広さを有し、水深 1,000m の「海の幸の宝庫」富山湾から

3,000m 級の北アルプス立山連峰まで、自然豊かな多様な地勢を誇り、広大な森林面積や全国有

数の水力資源、地熱資源に恵まれており、再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは高いと考

えられます。 

 

（２）人口 

本市の人口は 2010年（平成 22年）まで増加し、約 42.2万人となった後、減少に転じ、2015

年（平成 27年）には約 41.9万人となっています。なお、直近の 2020年（令和 2年）では、約

41.5万人となっています。 

また、年齢 3 区分別人口をみると、老年人口（65 歳以上）は増加している一方、2000年（平

成 12年）以降、若年人口（0～14歳）、年少人口（15～64歳）ともに減少しています。 

そして、今後、本市の人口はさらに減少し、少子高齢化が一層進行すると予想されます。 

 

図表 8 本市の人口推移 

 

（出典）富山市「富山市人口ビジョン（改訂版）」（2020年 3月） 
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（３）産業 

本市の産業構造について、産業別の従業者数をみると、「卸売業・小売業」（41,668 人）、「製

造業」（41,329 人）等が多くなっています。また、事業所数をみると「卸売業・小売業」

（5,489箇所）、「宿泊業・飲食サービス業」（2,519 箇所）等が多くなっています。 

事業所あたりの従業者数の規模でみると、製造業が 19.1％を占めており、市内には医薬品、

工作機械、自動車等の機械関連産業が集積しています。 

 

図表 9 本市の産業構造（左：事業所数、右：従業者数） 

 

（出典）富山市「2020 統計からみる富山市」 

（４）交通 

本市は移動手段の約 8 割を自動車が占め、また、全国的にも世帯あたりの乗用車保有台数が

多く、自動車への依存度が高い都市構造になっています。 

そのため、これまで本市では、LRT ネットワークの整備を進め、公共交通沿線地区への居住

誘導等を行うとともに、自家用車から公共交通利用へのシフトを促進し、自動車への依存低減

による環境面や健康面へのプラスの効果の創出を図っています。  

 

図表 10 富山県の世帯あたりの乗用車保有台数 

 

（出典）（一社）自動車検査登録情報協会（2018年 3月現在） 
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（５）コンパクトなまちづくり 

本市は、①公共交通の活性化、②公共交通沿線地区への居住促進、③中心市街地の活性化の

3 つの方針に基づき、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を推進して

います。 

取組みの開始から 10 数年が経過し、近年、各取組みの成果が居住の動向や公共交通利用者数

等に具体的な成果が現れ始めており、2020 年 3 月には富山駅の路面電車の南北接続事業が完了

し、現在は「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」のネクストステージ

として、「持続可能なまちづくり」の深化に向けたさまざまな取組みを推進しています。 

 

図表 11 本市が目指す「お団子」と「串」の都市構造 
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２．エネルギー消費状況                        

（１）エネルギー消費の現状 

本市における 2017 年度のエネルギー消費量は 6,916 万 GJ であり、部門別にみると、産業が

約 40%、民生業務、民生家庭、運輸は各 20%となり、産業部門の割合が最も高くなっています。 

また、燃料種別にみると、電力が 4,736 万 GJ（約 68%）と最も多く、それにガソリン、軽油

が続いています。 

図表 12 本市のエネルギー消費量 

 

 

（２）エネルギー消費の推移 

①エネルギー消費量の推移 

本市のこれまでのエネルギー消費量の推移をみると、2011 年以降、年度により多少の増減は

あるものの、概ね緩やかな減少傾向となっています。 

 

図表 13 本市のエネルギー消費量の推移 
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②今後のエネルギー消費量の推計 

 「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）においては、2050 年の温室効

果ガス削減目標として、国の地球温暖化対策計画（2016 年 5 月閣議決定）における目標設定と

合わせ、基準（2005）年比 80％削減を掲げています。また、過去の温室効果ガスの排出実績等

を踏まえ、2050 年の BAU 排出量を 329.8 万ｔ-CO2 と推計しており、これは 2015 年の温室効果

ガス排出量（368.5万ｔ-CO2）と比較した場合、10.5％の減少となります。 

そして、今後のエネルギー消費は人口減少等を背景に総じて減少すると見込まれますが、そ

の消費の大部分は社会経済活動を通して消費されるため、将来にわたっては社会経済活動から

排出される温室効果ガスと同程度の割合で減少すると見込まれることから、2050 年のエネルギ

ー消費量は今後追加的な対策を実施しない場合、2015 年の 7,037 万 GJ から 10.5％減少し、

6,298万 GJになると推計されます。 

 

図表 14 温室効果ガス排出量の推移（BAU排出量及び目標排出量） 

 

※ BAU 排出量：今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量のこ

とを指す。本市では、将来人口が減少する予測となっており、それらの社会・経済情勢を踏まえ

ると市域全体の温室効果ガスの排出量は、徐々に減少するものと見込まれる。 

※ なお、CO2 排出係数は原子力発電所の稼働実績等によって毎年変化することから、その影響を排

除するため、ここでは富山市環境モデル都市行動計画（2009 年策定）における 2005 年度値で固

定している。 
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第４章 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル         

本章では、本市における再生可能エネルギーの導入実績量及び導入可能量を種別に把握する

とともに、今後導入拡大を図る電源及びその可能量について整理します。 

 

１．再生可能エネルギー種別ごとの導入ポテンシャルの把握        

再生可能エネルギーとは、エネルギー供給構造高度化法（2009 年施行）において、「太陽光、

風力その他非化石エネルギーのうち、永続的に利用することができると認められるもの」と定

義されており、特徴としては、石油や石炭、天然ガス等の化石燃料と異なり、地球環境が存在

する限り枯渇する懸念が無く、地球上のあらゆる場所に存在するとともに、エネルギー発生時

に CO2を排出しないことが挙げられます。 

また、国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画」（2018 年閣議

決定）においては、「2050 年に向けて、経済的に自立し、脱炭素化した主力電源化を目指すも

の」と位置付けられ、エネルギー供給で担う役割が高まっています。 

これらを踏まえ、本節では、再生可能エネルギーのうち、太陽光発電・水力発電・風力発

電・バイオマス発電について、それぞれの概要及び導入ポテンシャルを整理します。 

 

図表 15 本ビジョンで取り扱う再生可能エネルギーの概要 

太陽光発電 

 太陽光エネルギーを太陽電池により電気に変換する発電方式 

 大規模なメガソーラーをはじめ、建物屋根、農地への設置に

よる農業活用等、多様な方式による導入が可能である 

水力発電 

 水の持つ位置エネルギーを落水や流水により電気に変換する

発電方式 

 年間を通じて安定した発電が可能であり、農業用水路、河川

等を利用した導入が想定される 

風力発電 
 風の運動エネルギーを増速機により電気に変換する発電方式 

 風況があれば、陸上・海上を問わず発電が可能であり、近年

は洋上風力発電の導入に向けた動きが拡大している 

バイオマス発電  動物・植物由来の生物資源を活用する発電方式 

 具体的には、木質チップの燃焼利用発電、下水汚泥や未利用

バイオマスを利用したメタン発酵によるガス発電等がある 
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（１）太陽光発電 

太陽光発電は太陽光エネルギーを太陽電池により電気に変換する発電方法であり、他の再生

可能エネルギーと比較して、設置場所や規模を選ばず、コストも比較的安価となっています。 

太陽光発電のメリットとしては、①土地や建物屋根等への設置にかかる制約が比較的少ない、

②設備の大小を問わず、比較的容易に設置できる、③停電等の緊急時に利用できる等が挙げら

れます。一方、デメリットとしては、①発電量が天候や気象条件に左右されやすい、②台風や

地震等の自然災害により損壊するリスクがある、③設備導入に必要な面積が他の再生可能エネ

ルギーと比較して大きい等が挙げられます。 

また、設置方法には、野立て式（北陸電力富山太陽光発電所等）、建物屋根への設置（牛岳温

泉植物工場等）をはじめ、多様な方法があり、近年では駐車場の屋根や、農地への設置（農業

への利活用）も広がっています。 

そして、本市における 2019年度時点の太陽光発電の導入実績量は 12,511.6 万 kWhであり、

このうち、住宅は 2,734.7 万 kWh、非住宅は 9,776.9 万 kWhとなっています。 

今後、本市において、太陽光発電は官民を問わず、住宅・非住宅（工場等）、市内のさまざま

な施設や土地への導入拡大が想定され、導入可能量は 11.0 億 kWhと推計されます。 

 

図表 16 太陽光発電の導入実績量及び導入可能量 

導入実績量 導入可能量 

12,511.6万 kWh 11.0億 kWh 

※ 導入実績量：経済産業省「固定価格買取制度市町村別認定・導入量（2020年 3月末時点）」による本市の新規

認定分と移行認定分の導入容量の合計値に発電効率 12％を乗じて算定する。 

※ 導入可能量：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」による推計値。 

 

図表 17 住宅用太陽光発電の導入可能量マップ 

  

（出典）環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」 
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（２）水力発電 

水力発電は水の持つ位置エネルギーを落水や流水により電気に変換する発電方式であり、一般的

に 3 万 kW 未満のものを中小水力、そのうち 1 千 kW 以下を小水力と分類され、発電方式は、大

きく水路式と直接設置式に区分されます。 

水力発電のメリットとしては、①年間を通じて安定した発電が可能である、②設備利用率が

高い（50％以上）、③出力変動が少ない、④太陽光発電と比較して、設備導入に必要な面積が小

さい等が挙げられます。一方、デメリットとしては、①設置地点が限定される、②水の使用に

関する利害関係をはじめ、法的手続きが煩雑になるケースが多い、③日常的なメンテナンスが

必要となる等が挙げられます。 

 

図表 18 水力発電の発電方式 

水路式 直接設置式 

水路を設ける発電方式。落差を利用するため

の「導水路」や「水圧管路」を設置する。 

 

砂防ダムや農業用水路の落差工等に水車・発

電機を直接設置する発電方式。 

 

 

そして、本市における 2019年度時点の水力発電の導入実績量は 7,099.1万 kWhとなっていま

す。 

今後、本市において、水力発電は農業用水路や河川の水流を利用した小水力発電の導入拡大

が想定され、その導入可能量は 7.6 億 kWhと推計されます。 

 

図表 19 水力発電の導入実績量及び導入可能量 

導入実績量 導入可能量 

7,099.1 万 kWh 7.6億 kWh 

※ 導入実績量：中小水力と大規模水力の合計値であり、中小水力は、経済産業省「固定価格買取制度市町村別認

定・導入量（2020 年 3 月末時点）」による本市の新規認定分と移行認定分の導入容量の合計値に発電効率 50％

を乗じて算定。大規模水力は、本市内にある大規模水力発電（出力:30,000 ㎾以上）の導入容量の合計値

（827,200kW）に想定設備利用率（25％）を乗じて算出する。 

※ 導入可能量：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」による推計値。 
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図表 20 中小水力発電の導入可能量マップ 

  

（出典）環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」 

 

（３）風力発電 

風力発電は風の運動エネルギーを増速機により電気に変換する発電方法であり、一般に山地

や海外沿い等、比較的風況が良いエリアが導入適地とされています。 

風のエネルギーから得られる電気エネルギーの割合（出力係数）は最大 60%程度となります

が、増速機における摩擦損失等により、設備利用率は 30%程度とされています。風力発電の風

車の形状には大きく水平軸タイプと垂直軸タイプの 2 種類があり、大型の風力発電では水平軸

タイプのプロペラ型が多く採用されています。 

 

図表 21 風車の形状 

水平軸タイプ 垂直軸タイプ 

プロペラ型 レンズ風車型 ダリウス型 サボニウス型 

    

回転軸が地面に対して水平であり、風向きに追

随して風車が動く。大型の風力発電では、プロペ

ラ型が多く採用されている。 

回転軸が地面に対して垂直に固定されてお

り、風車の羽根であるブレードが水平方向に

旋回するため、風を全方向から捉えることが

できる。 
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風力発電のメリットとしては、①電気へのエネルギー変換効率が高い、②年間を通じて安定

した発電が可能である等が挙げられます。一方、デメリットとしては、①発電量予測が難しく、

事業性試算が困難なケースが多い、②近隣住民への騒音・低周波をはじめとするトラブルが懸

念される等が挙げられます。 

また、本市においては、現時点で FIT（固定価格買取制度）により認定を受けた風力発電の

導入実績は見られません。 

なお、近年、国内では洋上風力の導入に向けた動きが拡大していますが、本市においては湾

岸の地形や水深等を勘案すると、発電設備の設置は困難と考えられます。あわせて、比較的風

況に恵まれる山地付近の陸上への設置についても適地が少なく、その導入可能量は 1.0 億 kWh

と推計されます。 

 

図表 22 風力発電の導入実績量及び導入可能量 

導入実績量 導入可能量 

0.0万 kWh 1.0億 kWh 

※ 導入実績量：経済産業省「固定価格買取制度市町村別認定・導入量（2020年 3月末時点）」による本市の新規

認定分と移行認定分の導入容量の合計値。 

※ 導入可能量：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」による推計値。 

 

図表 23 風力発電の導入可能量マップ 

  

（出典）環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）（1.0版）」 
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（４）バイオマス発電 

バイオマス発電は動物・植物由来の生物資源を活用する発電方式であり、具体的には、木質

チップや未利用農業資源等による燃焼利用発電、生ごみや下水汚泥、未利用バイオマスを活用

したメタン発酵によるガス発電等が挙げられます。 

 

図表 24 バイオマス発電の種類 

固体燃焼型 

（木質バイオマス発電等） 

メタンガス利用 

（消化ガス発電等） 

木質廃材や林地残材、未利用農業資源等の

バイオマスをボイラーにて燃焼し蒸気を生産

し、蒸気タービンによって電力を得る方法 

 

生ごみや下水汚泥、未利用バイオマス等を原

料に嫌気性発酵によってメタンガス化し、ガス

エンジンや燃料電池で電・熱供給する方法 

 

 

バイオマス発電のメリットとしては、①安定的な発電ができる、②カーボンニュートラルな

資源から生成されるエネルギーである、③廃棄物や未利用資源を有効活用できる、④燃料とな

る資源が国内で調達可能である等が挙げられます。一方、デメリットとしては、①燃料の生

産・加工・輸送にコストがかかる、②熱電併給ができない場合、十分な発電効率が得られない

等が挙げられます。 

そして、本市における 2019 年度時点のバイオマス発電の導入実績量は 328.1 万 kW であり、

すべてが下水汚泥を利用した消化ガス発電となっています。 

今後、本市において、バイオマス発電は市域の 7 割を森林が占めていることから、これまで

の消化ガス発電のほか、木質バイオマス発電の導入も想定され、導入可能量は 3.2 億 kWh と推

計されています。 

 

図表 25 バイオマス発電の導入実績量及び導入可能量 

 導入実績量 導入可能量 

全体 328.1万 kWh 3.2億 kWh 

うち、木質バイオマス 0.0万 kWh 846万 kWh 

うち、消化ガス 328.1万 kWh 3.1億 kWh 

※ 導入実績量：経済産業省「固定価格買取制度市町村別認定・導入量（2020年 3月末時点）」による本市の新規

認定分と移行認定分の導入容量の合計値に発電効率 35％を乗じて算出する。 

※ 導入可能量：木質バイオマスと消化ガスの合計値で、木質バイオマスは、人工林の 50％を利用するものと仮定

し、それらの年間生育量分に対する廃棄物発生率（64％）から推計。消化ガスは本市内 9箇所の浄化センター

の消化ガスを回収するものと仮定して推計する。 

 

ボイラー
蒸気タービン

電気

熱
林地残材

未利用農業資源

メタン
発酵

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ

燃料電池

生ごみ・汚泥

電気

熱

or

ｴﾈﾙｷﾞｰ作物
未利用農業資源
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あわせて、バイオマス資源を有効活用する発電として、今後普及が期待されている「廃棄物発電」

について、以下に整理します。 

 

廃棄物発電は廃棄物を焼却する際に発生する熱により高温高圧の蒸気を生成し、その蒸気を

活用してタービンを回す発電方式であり、具体的な方式としては、従来型、ガス化溶融、スー

パーごみ発電に分類されます。 

 

図表 26 廃棄物発電の種類 

従来型 ガス化溶融 スーパーごみ発電 

廃棄物焼却炉で発生する排熱を

利用して発電する。蒸気温度を

低めにしてタービンを回して発

電する。発電効率は一般に 20%

程度とされる。 

廃棄物を熱分解し、生成した可

燃性ガスとチャー（炭状の未燃

物）を高温で燃焼させ、その燃

焼熱でタービンを回す。発電効

率は従来型と比較して高い。 

従来型にガスタービン発電を組

み合わせ、ガスタービンの高温

排熱で焼却により得られた蒸気

の温度を高めて発電を行う。発

電効率は 30%程度とされる。 

 

 廃棄物発電のメリットとしては、①廃棄物をエネルギー源として活用するため、地域内の資

源循環や有効利用が強化される、②安定した発電が可能である等が挙げられます。一方、デメ

リットとして、①廃棄物を焼却する際に有害ガスが発生する懸念がある、②設備導入に必要と

なる面積が比較的大きい等が挙げられます。 

 現在、市域及び隣接する自治体において、富山地区広域圏クリーンセンターや民間廃棄物発

電施設が稼働しており、今後、市域の脱炭素化に向けて、廃棄物発電由来の電気・熱エネルギ

ーの有効活用が求められます。 

 

図表 27 富山地区広域圏クリーンセンター 

所在地 立山町末三賀 

全処理能力 810 t/日（24h稼働） 

計画発電設備 20,000kW 

総発電量 90,958MWh（2018年度実績） 

（出典）富山地区広域圏事務組合 website、環境省資料 

 

図表 28 民間施設（（株）富山環境整備） 

所在地 富山市婦中町吉谷  

第一施設 ・処理能力：144 t/日（24h稼働） 

・計画発電設備：1,500kW 

 

第二施設 ・処理能力：140 t/日（24h稼働） 

・計画発電設備：3,700kW 

 

（出典）富山環境整備 website 

 



21 

 

 また、本県は豊富な熱水資源を有することから、それらを活用する「地熱発電」について、

以下に整理します。 

地熱発電とは、マグマ等の地球内部に存在する熱エネルギーを電気に変換する発電方式であ

り、掘削した坑井からの蒸気及び熱水の取り出し方により、フラッシュ方式もしくはバイナリ

ー方式に分類されます。 

 

図表 29 地熱発電の種類 

フラッシュ方式 バイナリー方式 

主に 200℃以上の高温地熱流体での発電に適し

ており、地熱流体中の蒸気で直接タービンを回

す。ダブルフラッシュ方式の場合、シングルフ

ラッシュよりも約 20％出力が増加する。 

 

水よりも沸点の低い二次媒体を活用するため、

より低温の地熱流体での発電に適しており、地

熱流体で温められた二次媒体の蒸気でタービン

を回して発電する。 

 

 

地熱発電のメリットとしては、①年間を通じて安定した発電が可能である、②発電に使用し

た高温の蒸気や熱水は再利用が可能である等が挙げられます。一方、デメリットとしては、発

電設備の導入エリアが公園や温泉施設等が点在するエリアと重複するため、地元関係者との調

整が必要となる等が挙げられます。 

なお、これまで本市における地熱発電の導入実績はありませんが、環境省調査（2019 年）に

おいては、県全体での導入ポテンシャルは 3.2 億 kWh と推計されており、2015 年から富山県が

立山温泉地域における地熱発電開発調査を継続実施していることも踏まえ、今後は地熱貯留層

を有する中山間地域での導入が期待されます。 

 

図表 30 本市有峰地内における掘削作業（2019年） 

 
（出典）富山県企業局資料 
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２．本市における導入ポテンシャルの整理                               

前節で整理した太陽光発電・水力発電・風力発電・バイオマス発電の導入実績量及び導入可

能量をまとめると、次表の通りとなります。 

 

図表 31 本市における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

再生可能エネルギー種別 導入実績量（2019年度末） 導入可能量 

太陽光発電 12,511.6 万 kWh  110,000 万 kWh  

うち、住宅 2,737.7 万 kWh  － 

うち、非住宅 9,776.9 万 kWh  － 

中小水力発電 7,099.1 万 kWh  76,000 万 kWh  

大規模水力発電 181,156.8 万 kWh  181,000 万 kWh  

風力発電（陸上） 0.0 万 kWh  10,000 万 kWh  

バイオマス発電 328.1 万 kWh  32,000 万 kWh  

うち、木質 0.0 万 kWh  31,000 万 kWh  

うち、消化ガス 328.1 万 kWh  846 万 kWh  

合計（※大規模水力を除いた値） 20.1 億 （2.0）億 kWh  40.9 億（22.8）億 kWh  

※ 導入実績量：導入容量は経済産業省「固定価格買取制度市町村別認定・導入量（2020年 3月末時点）」におけ

る本市の新規認定分と移行認定分の合計値。発電効率を太陽光 12％、中小水力 50％、バイオマス 35％として

算出する。なお、大規模水力は、市内の大規模水力発電所（出力:30,000㎾以上）の合計値に直近 3ヵ年の平

均稼働率（25％）を乗じて算出する。 

※ 導入可能量：主に環境省「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)（1.0版）」による推計値。なお、本

図表においては導入実績量との比較の観点から、合計値以外の表示を「万 kWh」とする。 

 

本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについて、導入実績量の合計は 20.1億 kWh で

あり、大規模水力発電（90%）が最も多く、次いで、太陽光発電（6%）、中小水力発電（3%）と

なっています。 

あわせて、導入可能量の合計は 40.9億 kWhであり、導入実績量（20.1億 kWh）の約 2倍とな

っています。 

また、大規模水力発電を除いた場合、本市の再生可能エネルギーの導入可能量は 22.8 億 kWh

であり、導入実績量（2.0 億 kWh）の約 10 倍となりますが、前節で整理した通り、風力発電は

導入適地が少ないことから、今後、本市で導入拡大を図る再生可能エネルギー種別は太陽光発

電・中小水力発電・バイオマス発電とします。 
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第５章 本市が目指す将来像、その実現に向けた目標設定・施策の展開方針   

本章では、本市が目指す将来像を示すとともに、その実現に向けた目標設定及び施策の展開

方針について整理します。 

 

１．目指す将来像                           

本市は「第 2次富山市 SDG未来都市計画」（計画期間：2021年度～2025年度）において、2030

年のあるべき姿として「コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現」を

掲げています。同計画では、①都市のかたち、②市民生活、③エネルギー、④産業、⑤都市・

地域の 5 つの推進分野を設定し、環境価値、経済価値、社会価値の統合による都市創造のスパ

イラルアップを図っています。 

本ビジョンは上記計画の推進分野のうち、「③エネルギー」について、本市における地域循環

共生圏（脱炭素・ローカル SDGs）を構築し、2050 年のゼロカーボンシティの実現を目指すもの

とします。 

 

図表 32 本市の脱炭素化・SDGs構想（地域循環共生圏） 
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２．目標設定                             

（１）エネルギー消費に占める再生可能エネルギー導入量 

 前章までに示した本市におけるエネルギー消費量、再生可能エネルギーに関する数値につい

て、再度次表の通り整理します。 

本市におけるエネルギー消費量は、全体で 6,916 万 GJ（2017 年度）であり、このうち電力が

占める割合は約 68.5％の 4,736万 GJ（48.5億 kWh）となっています。また、2050年におけるエ

ネルギー消費量は全体で 6,298万 GJ と推計され、電力消費量はエネルギー消費量全体と同じ割

合で減少すると仮定した場合、4,206万 GJ（43.1 億 kWh）と推計されます。 

また、再生可能エネルギーについて、導入実績量は 20.1億 kWh、導入可能量は 40.9億 kWhで

あり、他の燃料種別との比較の観点から熱量換算した場合、それぞれ 1,963 万 GJ、3,992 万 GJ

となっています。 

 以上の数値を用いて、エネルギー消費量に対する再生可能エネルギーの導入割合を算出する

と、導入実績量はエネルギー消費量全体に対して約 28％、電力消費量に対して約 41％となりま

す。また、導入可能量はエネルギー消費量全体に対して約 58％、電力消費量に対して約 84％と

算出され、仮に導入可能量をすべて満たす再生可能エネルギーを導入した場合においても、エ

ネルギー消費量全体をカバーすることはできないと見込まれます。 

  

図表 33 エネルギー消費量に対する再生可能エネルギーの導入割合 
 

数 量 備 考 

（１）エネルギー消費量 

全体 6,916 万 GJ ・2050年：6,298 万 GJ 

うち、電力消費量 48.5 億 kWh 

（4,736 万 GJ） 

・2050年：43.1 億 kWh 

    （4,206万 GJ） 

（２）再生可能エネルギー導入量 

導入実績量 20.1 億 kWh 

（1,963 万 GJ） 

・エネルギー全体に占める割合：約 28％ 

・電力消費量に占める割合：約 41％ 

導入可能量 40.9 億 kWh 

（3,992 万 GJ） 

・エネルギー全体に占める割合：約 58％ 

・電力消費量に占める割合：約 84％ 

※上表内には 9.76（MJ/kWh）で熱量換算した値を併記する。 
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（２）中長期的な目標設定 －再生可能エネルギー導入量のマイルストーン－ 

一方、前章で整理した通り、本市における再生可能エネルギーの導入可能量は、現時点の導

入実績量の約 2 倍、大規模水力を除くと約 10 倍であることから、本市における今後の再生可能

エネルギー導入量のマイルストーンとしては、大規模水力発電を一定と仮定した上で、2030 年

に現状の 2倍、2050年に現状の 5倍と設定します。 

この中長期的なマイルストーンを達成した場合、再生可能エネルギー導入量の電力消費量に

占める割合は、2030年に約 47％、2050年に約 65％と算出されます。 

なお、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2020 年 12 月閣議決定）に

おいては、2050 年の電力需要に占める再生可能エネルギー導入割合は「50～60％」と設定され

ており、今回、本ビジョンにおいて設定するマイルストーンは、同戦略における目標設定の考

え方と軌を一にするものとなります。 

 

図表 34 再生可能エネルギー導入量に関する中長期的なマイルストーン 

 

 

 

 

 

 

あわせて、上記の中長期的なマイルストーンを達成した場合においても、次表に整理した通

り、2050 年にゼロカーボンを実現するために必要な温室効果ガス削減量に対するカバー率は約

35％にとどまります。 

 

図表 35 再生可能エネルギー導入量、温室効果ガス排出量に関する主要指標 

指 標 現 状 
2030 年 

（▲30％） 

2050 年 

（▲100％） 

①：再生可能エネルギー導入量 1,963 万 GJ 2,157 万 GJ 2,741 万 GJ 

②：電力消費量 4,736 万 GJ 4,574 万 GJ 4,207 万 GJ 

③：再生可能エネルギー導入量の

電力消費量に占める割合（①／②） 
41.4 ％ 47.2 ％ 65.2 ％ 

④：再生可能エネルギー導入に伴

う CO2削減効果（※） 
81.8 万 t-CO2 90.0 万 t-CO2 114.3 万 t-CO2 

⑤：温室効果ガス削減目標達成に

必要な CO2削減量 
－  75.3 万 t-CO2 329.8 万 t-CO2 

⑥：再生可能エネルギー導入によ

る目標達成カバー率（④／⑤） 
－  119.5 ％ 34.7 ％ 

※大規模水力発電由来の CO2削減量（73.6万 t-CO2）を含む。 

 

2030 年：22.1 億 kWh（2.0億 kWh×2＋18.1 億 kWh） 

電力消費量に占める割合：約 47％ 

2050 年：28.1 億 kWh（2.0億 kWh×5＋18.1 億 kWh） 

電力消費量に占める割合：約 65％ 
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３．施策の展開方針                          

前節までの内容を踏まえ、本市はゼロカーボンシティの実現に向けて、まず、再生可能エネ

ルギーについて、供給面での導入拡大、需要面での活用推進を図り、市域で使用する電力の脱

炭素化を推進するとともに、省エネ機器・設備の導入や更新、燃料転換等を引き続き推進し、

市域におけるエネルギー消費量の削減を一層強化します。 

あわせて、そうした取組みをエネルギービジネスとして活性化させながら、積極的な温暖化

対策を多様なステークホルダーとの協働により推進し、地域が一体となって「経済と環境の好

循環」を創出する、包括的なエネルギー政策を推進します。 

 

 

図表 36 施策の展開方針 
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第６章 将来像の実現に向けた取組み              

本章では、本ビジョン全体の施策体系を提示するとともに、①再生可能エネルギーの導入拡

大・活用推進、②省エネルギーの推進、③エネルギービジネスの活性化、④多様なステークホ

ルダーとの協働による事業推進の 4 つの方針ごとの取組み概要、各取組みの内容、今後 5 年間

のロードマップ、中長期のマイルストーン等について整理します。 

 

１．施策体系                            

 本ビジョンは、以下の 4つの方針に基づく 16 の施策展開により、ゼロカーボンシティの実現

を目指します。 

 

図表 37 本ビジョンの施策体系 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進 

方針１  

① PPAモデルを活用した太陽光発電の拡大 

② バルク型調達による小水力発電の拡大 

③ バイオマスエネルギーの利活用の推進 

④ EVシェアリングの推進 

⑤ 水素エネルギーの利活用の推進 

省エネルギーの推進 

方針２ 

⑥ 多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの普及展開 

⑦ 民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進 

⑧ 公共施設におけるエネルギー利用の効率化の推進 

エネルギービジネスの活性化 

方針３  

⑨ 自立分散型エネルギーシステムのモデル形成・展開 

⑩ エネルギービジネスを支えるグリーンファイナンスの推進 

⑪ 再生可能エネルギーの地産地消スキーム・ビジネスモデルの構築 

⑫ 市内企業の技術・ノウハウのパッケージ展開 

多様なステークホルダーとの協働による事業推進 

方針４  

⑬ 官民連携によるエネルギープロジェクトの推進・展開 

⑭ エネルギープロジェクト推進基盤の拡大 

⑮ エネルギープロジェクトを担う人材育成 

⑯ 県内におけるエネルギーの広域連携の検討  
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２．取組み内容                            

方針１．再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進 

方針 1 においては、市域で使用する電力の脱炭素化を推進するため、再生可能エネルギーに

ついて、供給面では導入拡大、需要面では活用推進を図ります。 

まず、供給面について、今後本市において導入拡大を図る再生可能エネルギー種別は、第 4

章で整理した通り、導入可能量の大きい太陽光発電・中小水力発電・バイオマス発電とし、官

民が連携した取組みを推進します。 

次に、需要面において、再生可能エネルギーの活用推進には蓄電リソースとの一体的な運用

が求められることから、EV をはじめとする今後の電動車の普及拡大を見据え、その蓄電機能に

着目し、太陽光発電等が建築物の電力需要を上回る発電を行った場合の EV への蓄電等、自動車

用途以外の活用を推進するとともに、余剰電力の EVシェアリングへの活用を検討します。 

また、水素については、再生可能エネルギーではないものの、使用時に CO2 を排出しないク

リーンなエネルギーであり、脱炭素社会の実現に向けた重要な要素技術であることから、官民

が連携した取組みにより、EV と同様に自動車用途だけでなく、蓄エネや発電用途等の実証・活

用を推進します。 

以上を踏まえ、本方針に基づく 5 つの施策について、優先度・概要・想定主体を次表に示す

とともに、各取組みの内容を次頁以降に詳述します。 

 

図表 38 「再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進」の取組み概要 

施策名 優先度 取組み概要 想定主体 

①PPAモデルを活用した

太陽光発電の拡大 

◎ PPAモデルを中心として、太陽光発

電の拡大を図ります。 

‧ 富山市 

‧ エネルギー事業者 

②バルク型調達による小

水力発電の拡大 

〇 小水力発電設備を農業用水路等に低

コストで設置し、土地改良区や農業

法人等における自家消費電源として

の活用を推進します。 

‧ 富山市 

‧ エネルギー事業者 

‧ 土地改良区、農業

法人 

③バイオマスエネルギー

の利活用の推進 

〇 木質ペレットやバイオガスだけでな

く、民間事業者との連携による廃棄

物エネルギーの利活用について、電

力の地域供給、熱エネルギーの有効

利用を推進します。 

‧ 森林組合 

‧ 富山市 

‧ 廃棄物処理事業者 

④EVシェアリングの推 

 進 

◎ シェアリングサービスを中心とし

て、EVの普及拡大を図ります。 

‧ 交通事業者 

‧ エネルギー事業者 

‧ 富山市 

⑤水素エネルギーの利活

用の推進 

〇 （一社）富山水素エネルギー促進協

議会等との連携を通じて、産学官連

携を推進するほか、FCVの普及とス

テーション整備に向けた民間企業の

動きの加速化を図ります。 

‧ 富山水素エネルギ

ー促進協議会 

‧ 富山市 
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施策①：PPAモデルを活用した太陽光発電の拡大 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、補助金制度による市民を対象とした住宅用太陽光発電設備の導入支援、

民間活力を活用した屋根貸し等による公共施設及び市有地への太陽光発電設備の導入、地域

防災計画における一次・二次避難所となる市立小中学校への太陽光発電設備の導入等を推進

してきましたが、行政では維持管理コストの増加、民間では FIT（固定買取価格制度）にお

ける買取価格の低下による事業採算性の低下等の要因から、新規の設備導入件数が伸び悩ん

でいます。 

第 4 章で整理した通り、太陽光発電は他の再生可能エネルギーと比較して、設置場所や規

模を選ばず、設備導入コストも比較的安価であり、本市における導入可能量も大きいことか

ら、今後さらなる導入拡大を推進します。 

具体的な方策としては、これまでの取組みの継続・拡充や営農地でのソーラーシェアリン

グの導入拡大に加え、PPA（Power Purchase Agreement：電力購入契約）モデルの公共施設

での導入、市域全体への普及展開を推進します。 

 

（取組み概要） 

エネルギー事業者が初期投資ゼロで太陽光発電設備を公共・民間施設の屋根・空地に導入

し、自家消費に活用します。エネルギー事業者と導入者の間で PPA を締結し、エネルギー事

業者は契約締結者が太陽光発電のみでは賄えない電気も供給（販売）するほか、設備の保守

管理をあわせて実施します。 

なお、市域への普及展開にあたっては、蓄電池をはじめとするエネルギーリソースとの一

体的な導入・運用が可能となるよう留意します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山市：公共施設での実施に向けたルールづくり、施設所管所属との調整 

‧ エネルギー事業者：公共施設への設備導入・維持管理、民間施設への展開 

 

図表 39 PPAモデルを活用した太陽光発電の導入スキーム（公共施設への導入の場合） 

 

【エネルギー事業者】

【富山市（公共施設）】

• 初期投資ゼロで太陽光発
電設備を設置

• メンテナンス費用も割安
• 自家消費用に活用

自家消費
（屋根上、空地に

設置）

• 不足分のエネルギー
供給

不足分
（太陽光発電で
賄えない分）

PPA（電力購入契約）締結

太陽光発電設備
（所有）

自己所有電源
外部調達 等
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図表 40 取組み効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 太陽光発電の増加 

省エネルギーの推進     ― 

地域社会への貢献 
○ 地域レジリエンスの向上 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

 なお、太陽光発電については、PPA モデルの公共施設での導入を皮切りとして、民間施設への導

入拡大を図り、2030年までに現状の 2倍、2050年までに現状の 5倍の導入拡大を目指します。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 41 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 42 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

太陽光発電導入量 12,512 万 kWh 
25,024 万 kWh 

（現状 2倍） 

62,560 万 kWh 

（現状 5倍） 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 101,844 t-CO2 254,611 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）との整合性を図る観
点から、「太陽光発電導入量」に電力の CO2排出係数（2005年度固定値）を乗じて算出する。 

 

図表 43 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率 

環境省「官民連携で行う地域再エネ

事業の実施・運営体制構築支援」 
地方公共団体 定率 

環境省「ストレージパリティの達成

に向けた太陽光発電設備等の価格低

減促進事業」 

民間事業者 

太陽光発電：4～5万円/kW 

蓄電池：2万円/kWh 

又は 6万円/kW 

 

 

 

 

公共施設における先行事例の創出 

効果検証、実施方針の検討 
公共施設での実施 

民間施設への導入拡大 
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施策②：バルク型調達による小水力発電の拡大 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、常西公園や東町・東新町公民館への小水力発電設備の設置のほか、農山

村の活性化に向けて、営農サポートセンター等での農業用水を活用した小水力発電設備の導

入等を推進してきましたが、発電設備が小規模な場合でも、設備導入にかかる初期費用が高

いため、土地改良区や農業法人をはじめとして、導入件数が伸び悩んでいます。 

しかし、小水力発電は、他の再生可能エネルギーと比較して、昼夜・年間を通じて安定し

た発電が可能であり、設備導入に必要な面積が小さく、本市における導入可能量も比較的大

きいことから、今後さらなる導入拡大を推進します。 

具体的な方策としては、これまでの取組みを継続するとともに、小水力発電の導入適地を

再度整理した上で、初期費用を抑えた設備導入を推進します。 

 

（取組み概要） 

一定数のロットを確保したバルク型調達により、小水力発電設備を農業用水路等に低コス

トで設置し、土地改良区や農業法人等における自家消費電源としての活用を推進します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山市：適地整理、バルク型調達のルール作り、地元・庁内調整 

‧ エネルギー事業者：農業用水路等への設備導入・維持管理 

‧ 土地改良区、農業法人：エネルギー事業者と協働した農業用水路等への設備導入・維持

管理 

 

図表 44 バルク型調達による小水力発電の導入スキーム 

  

  

【エネルギー事業者等】

【メーカー、運営事業会社、リース会社 等】

【土地改良区、農業法人 等】

• 低コストな設備導入
• メンテナンス費用も割安

小水力発電設備
の所有

• 農業施設等での自家消費

一定数のロットを確保
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図表 45 取組み効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 小水力発電の増加 

省エネルギーの推進     ― 

地域社会への貢献 
○ 地域レジリエンスの向上 

○ 農業等の活性化 

 

 なお、小水力発電については、再度適地整理を行った上で、地元調整を進めるとともに、農業用

水路等への設備導入を行い、2030年までに現状の 2 倍、2050 年までに現状の 5倍の導入拡大を目指

します。 

 あわせて、中長期のマイルストーンを以下に示します。 

 

図表 46 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 47 中長期のマイルストーン 

設備項目 現 状 2030年 2050年 

中小水力発電導入量 7,099 万 kWh 
14,198 万 kWh 

（現状 2倍） 

35,495 万 kWh 

（現状 5倍） 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 57,786 t-CO2 144,465 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）との整合性を図る観
点から、「中小水力発電導入量」に電力の CO2排出係数（2005年度固定値）を乗じて算出する。 

 

 

 

  

 農業用水路等への設備導入 適地整理、地元調整 
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施策③：バイオマスエネルギーの利活用の推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、バイオマスエネルギーの利活用として、公共施設を中心として木質ペレ

ットボイラー・ストーブの導入を推進してきたほか、呉羽丘陵で発生する梨剪定枝の利活用

検討にも取り組んでいます。また、下水処理施設（浜黒崎浄化センター）においては、消化

ガス発電事業を実施しています。 

バイオマスエネルギーは、動物・植物由来の生物資源から生成され、廃棄物や未利用資源

等を有効活用できるとともに、本市における導入可能量も比較的大きいことから、今後さら

なる導入拡大を推進します。 

具体的な方策としては、これまでの取組みを継続するとともに、民間事業者との連携によ

る廃棄物エネルギーの有効活用の拡大を図ります。 

 

（取組み概要） 

木質ペレットやバイオガスをはじめ、多様なバイオマスエネルギーの利活用を推進すると

ともに、民間事業者等との連携による廃棄物発電由来電力の地域への供給、熱エネルギーの

有効活用を推進します。 

なお、施策の展開においては、周辺自治体との広域連携での対応が可能となるよう留意し

ます。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 森林組合：木質ペレットの製造・供給・流通 

‧ 富山市：木質ベレットボイラー・ストーブの普及支援 

‧ 廃棄物処理事業者：廃棄物発電施設の建設・稼働、電気・熱エネルギーの地域供給 

 

図表 48 バイオマスエネルギーの利活用の推進（イメージ） 

 

 

 

 

 

【バイオガス】【木質ペレット利用】

（木質ペレット）

（ペレットボイラー） （ペレットストーブ）

（下水汚泥）

（消化ガス発電）

（廃棄物エネルギーの利活用）

（バイオマス発電）
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図表 49 取組み効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ バイオマスエネルギーの利活用の拡大 

省エネルギーの推進     ― 

地域社会への貢献 
○ 地域内での資源循環強化 

○ 林業・静脈産業等の活性化 

 

なお、バイオマスエネルギーについては、木質ペレットボイラー・ストーブの普及拡大を図ると

ともに、民間事業者による廃棄物発電由来の電気・熱エネルギーを地域へ供給し、2030 年までに現

状の 2倍、2050年までに現状の 5倍の導入拡大を目指します。 

あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 50 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 51 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

バイオマス発電導入量 328 万 kWh 
656 万 kWh 

（現状 2倍） 

1,640 万 kWh 

（現状 5倍） 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 2,671 t-CO2 6,677 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）との整合性を図る観
点から、「バイオマス発電導入量」に電力の CO2排出係数（2005年度固定値）を乗じて算出する。 

 

図表 52 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「廃棄物処理施設を核とした

地域循環共生圏構築促進事業」 
市町村等／民間事業者 

施設新設：1/2又は 1/3 

施設改良：1/2 

 

  

 

  

木質ペレットボイラー（公共施設／民間施設）、ストーブ（一般家庭）の導入拡大 

廃棄物発電施設の稼働 

余剰電力・熱の地域供給 

民間事業者による 

廃棄物発電施設の建設 
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施策④：EVシェアリングの推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、環境モデル都市行動計画における市の率先行動として、公用車への EV

（電気自動車）の導入を推進するとともに、電気自動車や PHV 車を対象とした急速・普通充

電器の設置補助等によるインフラ整備を推進してきました。また、EV の路線バスや地域自主

運行バス、デマンドタクシーをはじめとする地域公共交通への展開、過疎地域におけるモビ

リティ対策としての活用検討にも取り組んでいます。 

EV は蓄電機能を有しており、太陽光発電設備等が建築物の電力需要を上回る発電を行った

場合の EVへの蓄電等、自動車用途以外にも活用することが可能であり、再生可能エネルギー

の導入拡大に資するため、今後さらなる普及を推進します。 

具体的な方策としては、これまでの取組みの継続に加え、住民・企業等を対象として、こ

れまで本市が推進してきた公共交通の活性化に資するシェアリングサービスのスキーム検

討・導入に取り組み、EVの普及拡大を図ります。 

 

（取組み概要） 

EV の普及拡大に向けて、交通・エネルギー事業者等との連携により、住民・企業等を対象

として、中心市街地をはじめする都心地区や公共交通沿線居住推進地区等への充電インフラ

整備や EV配置による、市民の日常生活における移動手段の充実に繋がるシェアリングサービ

スの構築を図ります。 

なお、施策の展開においては、交通事業者をはじめとするステークホルダー間の円滑な調

整に留意します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 交通事業者：EVシェアリング事業の運営 

‧ エネルギー事業者：EVシェアリング事業の運営協力、EVの蓄電機能を活用したエネルギ

ープロジェクトの検討 

‧ 富山市：EVシェアリングのスキーム検討、充電インフラの整備 

 

図表 53 EVシェアリングの事業スキーム 

 

【交通事業者／エネルギー事業者 等】

【メーカー、シェアリング事業会社、リース会社 等】

【住民・企業等】

シェアリングサービスの提供

EVシェアリング
事業運営

サービス対価の支払い

サービスモデル協議
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図表 54 取組み効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 

○ 再エネ利活用先の拡大 

○ 蓄電機能の活用による再エネ導入促進 

省エネルギーの推進 ○ ガソリン車の利用削減による CO2排出削減 

地域社会への貢献 

○ 交通手段の充実 

○ シェアリングエコノミーの推進 

○ 地域レジリエンスの向上 

 

なお、EVについては、シェアリングを中心とした普及拡大の推進により、市域における EV導入割

合を 2030年までに 30％、2050年までに 90％まで高めることを目指します。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 55 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 56 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

EV導入割合 － 30％ 90％ 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 241,783 t-CO2 725,329 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、市内車両台数に EV 導入割合及びガソリン車を EV に転換した場合の 1 台あたりの

CO2削減量を乗じて算出する。 

 

図表 57 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

国土交通省「地域交通のグリーン化に

向けた次世代自動車普及促進事業」 
車両導入者 

電気タクシー：1/4 

EV充電設備：1/4 

経済産業省「次世代自動車等導入促進

対策費補助金」 
車両導入者 

EV：1/1 

外部給電器：1/3 

V2H 充放電設備：1/2 

環境省「地域の脱炭素交通モデル構築

支援事業」 

地方公共団体 

民間事業者 
1/2 

 

 

    スキーム検討・適地整理 
地元合意形成、 

モデルエリアでの

インフラ整備 

モデルエリアで 

のサービス開始、

市内他地域への 

展開検討 

市内他地域 

への展開 
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施策⑤：水素エネルギーの利活用の推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、環境モデル都市行動計画における市の率先行動として、公用車への FCV

（燃料電池自動車）の導入を推進するとともに、FCV 購入や水素ステーション整備にかかる

補助制度の運用により、水素エネルギーの普及拡大に向けた取組みを支援してきました。 

水素は脱炭素社会の実現に向けた重要な要素技術であり、その利活用については、EV と同

様に、自動車用途だけでなく、蓄エネやカーボンリサイクルをはじめ、多様な利活用が可能

であることから、今後さらなる普及を推進します。 

具体的な方策としては、これまでの取組みを継続し、（一社）富山水素エネルギー促進協議

会等との連携により、多様な水素エネルギーの利活用を推進します。 

 

（取組み概要） 

（一社）富山水素エネルギー促進協議会等との連携を通じて、産学官連携を推進するほ

か、FCVの普及と水素ステーション整備に向けた民間企業の動きの加速化を図ります。 

あわせて、自家用車のほか、公共交通や産業用フォークリフト等への導入拡大、Power to 

Gasやメタネーション等の実証・普及を推進します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山水素エネルギー促進協議会：FCVの普及展開、水素ステーションの運営・建設、多

様な利活用手法の研究・実証 

‧ 富山市：水素ステーション整備、FCV普及展開への協力・支援 

 

図表 58 水素エネルギーの利活用の推進（イメージ） 

 

水素ステーション設置イメージ

（一社）富山水素エネルギー促進協議会
富山水素エネルギー利活用ビジョン・ロードマップより

非常時における
バックアップ電源

の確保

【水素ステーション
（移動式を含む）
の整備】

※現在、市内には２か所整備済

隣接県や各観光地への移
動の拠点となる富山市を
“水素ステーション拠点”に

自家用車
公用車

公共交通

産業利用
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図表 59 取組み効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 畜エネ機能の活用による再エネ導入促進 

省エネルギーの推進 ○ ガソリン車の利用削減による CO2排出削減 

地域社会への貢献 
○ 交通手段の充実 

○ 地域レジリエンスの向上 

 

なお、水素エネルギーについては、FCV の利用拡大と水素ステーションの継続運営及び新規設置

の支援とともに、多様な利活用手法に関する研究・実証の推進により、市域における FCV 導入割合

を 2030年までに 3％、2050 年までに 9％まで高めることを目指します。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 60 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 61 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

FCV導入割合 － 3％ 9％ 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 6,710 t-CO2 20,132 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、市内車両台数に FCV導入割合及びガソリン車を FCVに転換した場合の 1台あたりの

CO2削減量を乗じて算出する。 

 

図表 62 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

経済産業省「次世代自動車等導入促

進対策費補助金」 
車両導入者 FCV：2/3 

経済産業省「燃料電池自動車用水素

供給設備設置補助金」 

民間事業者 

地方公共団体 
水素供給設備：1/2～2/3 

 

 

 

   既存 STの継続運営、FCV普及展開 

多様な利活用手法の研究 

既存 STの継続運営、新規 STの建設、

FCV 利用拡大、多様な利活用手法の実証 

ST 運用の拡大、 

自動車用途以外

での運用開始 
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方針２．省エネルギーの推進 

 

方針 2 においては、省エネルギーの推進に向けて、省エネ機器・設備の導入や更新、燃料転

換等を引き続き推進し、市域でのエネルギー消費量の削減を着実に進めていく必要があります。

そして、2050 年を見据えると、今後は社会全体で電化が急速に進展し、電力需要の大幅な増加

が想定されることから、エネルギーの効率的な利用のさらなる強化が求められます。 

そのため、建築物における断熱性能の向上や EMS（エネルギーマネジメントシステム）・蓄電

池・燃料電池・CGS（コージェネレーションシステム）をはじめ、エネルギー利用を効率化する

省エネ設備の普及展開を図るとともに、太陽光発電設備等の創エネ設備との複合的な導入によ

り、新築・既存や官民を問わず、建築物のエネルギー消費収支を改善する ZEB（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビルディング）・ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入拡大の推

進が必要となります。 

以上を踏まえ、本方針に基づく 3 つの取組みについて、優先度、概要、想定主体を次表に示

すとともに、各取組みの内容を次頁以降に詳述します。 

 

図表 63 「省エネルギーの推進」の取組概要 

施策名 優先度 取組概要 想定主体 

⑥多様な省エネルギー関

連技術・エネルギーリ

ソースの普及展開 

〇 省エネルギー関連技術（光屈折フィ

ルム、光ダクト等）、EMS・蓄電

池・燃料電池・CGS 設備をはじめと

するエネルギーリソースの市域への

普及展開により、建築物の省エネル

ギーを推進します。 

‧ ディベロッパー 

‧ エネルギー事業者 

‧ 富山市 

⑦民間建築物におけるエ

ネルギー利用の効率化

の推進 

〇 建築物のエネルギー消費量収支を改

善する ZEB・ZEH の普及展開を図り

ます。 

‧ ディベロッパー／

工務店 

‧ 富山市 

⑧公共施設におけるエネ

ルギー利用の効率化の

推進 

◎ 公共施設等総合管理計画に基づく施

設統廃合及び設備更新を推進すると

ともに、公共施設におけるエネルギ

ー利活用方針を検討し、再生可能エ

ネルギーの活用や省エネルギーの推

進に関する基準等を整備します。 

‧ 富山市 

‧ ディベロッパー 

‧ エネルギー事業者 
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施策⑥：多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの普及展開 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、太陽光発電をはじめとする再エネ設備とともに、エネファームや蓄電池

等のエネルギー効率の高い住宅用省エネ設備に対する補助制度の運用等により、省エネ機

器・設備の導入や更新を促進してきました。また、富山市環境未来都市計画（2012 年策定）

のプロジェクトのひとつとして旧豊田小学校跡地に整備した「セーフ＆環境スマートモデル

街区」において、公共施設と戸建住宅から構成される環境配慮型のモデルエリアを形成し、

ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）の実現を目指す取組みを推進しています。 

また、国の地球温暖化対策計画（2016年 5月閣議決定）においては、2030年までに民生部

門における温室効果ガスの 4 割削減が掲げられており、省エネ機器・設備は住宅のみなら

ず、民間建物全体への導入拡大が求められることから、本市においても、さらなる普及展開

が必要となります。 

 

（取組み概要） 

これまでの既存の省エネ機器・設備の導入・更新に対する補助金制度等の「誘導的手法」

だけでなく、地球温暖化対策計画書制度等を活用し、建築物における省エネルギー基準の引

き上げや適合化の義務付けをはじめとする「規制的手法」を組み合わせることにより、ディ

ベロッパーや県内他自治体との協働も見据え、セーフ＆環境スマートモデル街区の整備で培

った省エネルギー関連技術（光屈折フィルム、光ダクト等）や蓄電池・燃料電池・EMS・CGS

をはじめとするエネルギーリソースの市域全体への普及展開により、建築物の省エネルギー

を推進します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ ディベロッパー：省エネルギー関連製品・サービスの展開 

‧ エネルギー事業者：エネルギーリソースを活用した省エネルギーサービスの展開 

‧ 富山市：省エネルギー関連製品の導入補助の継続・拡充、省エネルギー関連技術の市域

への普及展開 

 

図表 64  多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの普及展開（イメージ） 

 

図表 65 取組み効果 

【メーカー、エネルギー事業者、リース会社 等】

【住宅／建物等】

（蓄電池） （EV・FCV） （充放電器） （燃料電池） （EMS）

可能な限りセットで
市域へ展開

サービス対価の支払い
（リース等の場合）
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再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 蓄電機能の活用 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ機器の増加 

地域社会への貢献 
○ 地域レジリエンスの向上 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、既存補助制度の継続・拡充及び規制的手法の導入により、蓄電池・燃

料電池・EMS・CGS等の導入拡大を推進し、民生部門への浸透を図ります。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 66 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 67 中長期のマイルストーン 
 

現 状 2030年 2050年 

家庭や中小企業への 

省エネ設備の導入 
－ 

・家庭：全世帯の 1割 

・中小企業：60件 

・家庭：全世帯の 3割 

・中小企業：180件 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 26,967 t-CO2 322,048 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「省エネ設
備等の導入支援」及び「省エネルギー型施設・設備の導入支援」の合計値とする。 

 

図表 68 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「CO2削減ポテンシャル診断・

対策実施支援事業」 
民間事業者 

過年度の診断結果に基づく 

設備導入：1/3～1/2 

経済産業省「先進的省エネルギー投

資促進支援事業」 
民間事業者 

空調・業務用エアコン・ 

冷蔵庫等：1/3～2/3 

 

 

  

 
既存補助制度の継続・拡充、規制的手法の検討・導入 

蓄電池・燃料電池・EMS・CGS等の導入拡大 
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施策⑦：建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、住宅用太陽光発電や省エネ設備に対する補助制度のほか、まちなか及び

公共交通沿線の共同住宅の断熱性能基準の引き上げ、戸建住宅の省エネリフォームに対する

補助制度等を運用し、建築物におけるエネルギー利用の効率化を推進してきました。 

施策⑥でも整理した通り、省エネ機器・設備は住宅のみならず、民間建物全体での導入拡

大が必要となりますが、今後は個別機器・設備の導入による省エネルギー化だけでなく、太

陽光発電設備等を活用したエネルギー創出にも配慮し、建築物全体でのエネルギー収支の改

善が求められます。あわせて、国のエネルギー基本計画（2018 年 7 月閣議決定）において

は、2030 年までに新築建物の平均での ZEB の実現を目指す旨が掲げられていることも踏ま

え、本市ではさらなる省エネルギーの推進に向けて、新築建築物だけでなく、既築建物の改

修においても同様の取組みを加速させる必要があります。 

 

（取組み概要） 

これまでの取組みを継続するとともに、施策⑥の展開とあわせて、太陽光発電等の創エネ

設備の導入により、建築物のエネルギー収支を改善する ZEB・ZEHの普及展開を図ります。 

 

（想定主体・役割） 

‧ ディベロッパー／工務店：省エネ・断熱等のリフォーム施工、ZEB・ZEHの展開 

‧ 富山市：省エネ・断熱等のリフォーム補助、ZEB・ZEHの普及展開支援 

 

図表 69  建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進（イメージ） 

 

  

図表 70 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 

○ 再エネ設備の増加 

○ 畜電機能の活用 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ機器の増加 

地域社会への貢献 
○ 地域レジリエンスの向上 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

（太陽光発電） （蓄電池） （EMS）

（ZEBの普及） （ZEHの展開）

創エネ・蓄エネ設備の複合的な導入

（高効率空調・換気） （高効率照明） （断熱）
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なお、本施策については、施策⑥とあわせて展開するものとし、建物の ZEB・ZEH 化の普及啓発と

ともに、省エネ・断熱等のリフォームの推進を皮切りとして、市域における ZEB・ZEH の導入拡大を

図ります。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 71  今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 72 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

建築物の ZEB化／

ZEH化 
－ 

新築建物の 100％ZEB化 

新築住宅の 100％ZEH化 

建物の 100％ZEB化 

戸建住宅の 100％ZEH化 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 65,894 t-CO2 604,501 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は以下の合計値とする。 
ZEB…市内建物数を富山市統計書「建築」、国土交通省「建築着工統計」等を活用して推計した上で、ZEB 化率及び

建物あたりの CO2削減量を乗じて算出する。 
ZEH…「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「セーフ＆環境スマートモデル街区

の形成」と同様の設定とする。 

 

図表 73 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「建築物等の脱炭素化・レジリエン

ス強化促進事業」 

民間事業者 

地方公共団体 

再エネ設備、蓄電池等 

1/3～2/3 

環境省「集合住宅等の省 CO2化促進事業」 民間事業者 
新築低中層：50万円/戸 

蓄電池：2万円/kWh 

環境省「戸建住宅 ZEH化等支援事業」 民間事業者 
新築：105万円/戸 

蓄電池：2万円/kWh 

経済産業省「住宅・建築物需給一体型等省

エネルギー投資促進事業」 
民間事業者 

先進 ZEB実証：2/3 

次世代省エネ建材実証：1/2 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ・断熱等のリフォームの推進 

ZEB（公共施設／民間施設）、ZEH（住宅）の普及啓発 

ZEB、ZEHの導入拡大 
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施策⑧：公共施設におけるエネルギー利用の効率化の推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、地球温暖化対策実行計画の事務事業編である「第 3 期富山市地球温暖化

防止実行計画」（2019 年策定）により、再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入拡

大・利用促進、省資源・省エネルギーの推進を図ってきましたが、公共施設におけるエネル

ギー利活用の全庁的な方針・基準がなく、必ずしも十分に取組みが進んでいません。 

今後は公共施設の統廃合や設備更新に合わせて、再生可能エネルギーや省エネ機器・設備

の導入拡大を図り、地域のレジリエンス向上にも寄与する公共施設の運営を推進する必要が

あります。 

具体的な方策としては、これまでの取組みの継続に加え、公共施設におけるエネルギーの

利活用方針の検討・整備に取り組むとともに、省エネ機器・設備の積極的な導入や更新等に

よるエネルギー利用の効率化を推進します。 

 

（取組み概要） 

温室効果ガスの排出削減及び地域レジリエンスの強化に向けて、公共施設における RE100

（使用電力の 100％再エネ化）を推進するとともに、公共施設等総合管理計画に基づく施設

統廃合及び設備更新に際して、公共施設の ZEB化を推進します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山市：市域におけるエネルギー利用の効率化を先導する公共施設での再生可能エネル

ギーの活用拡大、ZEB化の推進 

‧ ディベロッパー：エネルギー利活用方針に沿った ZEB化の推進 

‧ エネルギー事業者：エネルギーリソースを活用した省エネルギーサービスの展開 

 

図表 74 公共施設におけるエネルギー利活用方針の策定事例 

（千葉県柏市「柏市公共施設等低炭素化指針」における導入技術） 

再生可能エネルギー 
‧ 太陽光発電 

‧ 太陽熱、地中熱利用 

省エネルギー性能機器 

‧ 高効率照明（LED灯／Hf灯等）、高効率空調機、高効率給湯器 

‧ 照明制御（人感検知、適正照度） 

‧ 節水型衛生機器（自動水洗等） 

建 築 物 

‧ 緑化（壁面／緑のカーテン／植え込み等） 

‧ 屋根、外壁断熱（断熱材／断熱塗料） 

‧ 窓の断熱（二重ガラス／二重サッシ等） 

‧ 自然採光（トップライト／ライトシェルフ等） 

そ の 他 

‧ コージェネレーションシステム 

‧ エネルギーマネジメントシステム 

‧ 燃料電池 

‧ 蓄電池 

‧ 敷地内緑化、ミスト噴霧装置、雨水貯留タンク、浸透桝の設置 

‧ 電気自動車用充電設備（普通／急速） 
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図表 75 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ設備の増加 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ機器の増加 

地域社会への貢献 ○ 地域のレジリエンス向上 

 

なお、本施策については、公共施設でのエネルギー利活用方針を検討し、整備するとともに、再

エネ設備の導入や省エネ機器への設備更新・省エネ改修の拡大を図り、公共施設の ZEB 化を推進し

ます。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 76 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 77 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

公共施設の ZEB化 
－ 公共施設改修 

による省エネ化 
公共施設の 100％ZEB化 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 7,220 t-CO2 25,912 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「富山市地
球温暖化防止実行計画（事務事業編）」と同様の設定とする。 

 

図表 78 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「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導入促進

事業」 

地方公共団体 

民間事業者 
1/3～2/3 

 

 

 

 

 

 

 

  公共施設でのエネルギー利活用方針の検討 省エネ機器への設備更新・公共施設の省エネ改修 

公共施設等総合 

管理計画の改定 
 

公共施設 ZEB化に向けた検討 

（優先施設選定、実施設計等）  公共施設 ZEBの先行事例の創出、効果検証 
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方針３．エネルギービジネスの活性化 

 

方針 3 においては、今後の積極的な温暖化対策の推進による「経済と環境の好循環」の創出

には、民間事業者の取組みが大きな役割を担うため、その取組みの活性化や地域での実装に向

けた環境整備として、再エネ由来の電力利用率や災害時の BCP 対策を強化したサステナブルゾ

ーンのモデル形成、エネルギービジネスを下支えする金融手法や再生可能エネルギーを地産地

消するスキームの構築、海外への事業展開支援を推進します。 

上記を踏まえ、本方針における 4 つの取組みについて、優先度・概要・想定主体を次表に示

すとともに、各取組みの内容を次頁以降に詳述します。 

 

図表 79 「エネルギービジネスの活性化」の取組概要 

施策名 優先度 取組概要 想定主体 

⑨自立分散型エネルギー

システムのモデル形

成・展開 

◎ 婦中体育館周辺の公共施設群を中心

として、自立分散型エネルギーシス

テム導入エリアを構築します。 

‧ 富山市 

‧ エネルギー事業者 

⑩エネルギービジネスを

支えるグリーンファイ

ナンスの推進 

〇 金融機関、エネルギー事業者等が連

携したグリーンファイナンスの仕組

みを検討・構築し、エネルギービジ

ネスの持続性を高め、その拡大を図

ります。 

‧ 金融機関 

‧ エネルギー事業者 

‧ 富山市 

⑪再生可能エネルギーの

地産地消スキーム・ビ

ジネスモデルの構築 

〇 再生可能エネルギーの地産地消の推

進に向けて、官民が連携したスキー

ムを検討するとともに、エネルギー

関連サービスの振興に繋がるビジネ

スモデルの構築に取り組みます。 

‧ エネルギー事業者 

‧ 富山市 

⑫市内企業の技術・ノウ

ハウのパッケージ展開 

〇 小水力発電設備をはじめ、市内企業

の技術・ノウハウのパッケージ展開

による国際貢献を推進し、現地の課

題解決を図ります。 

‧ 市内企業 

‧ 富山市 

‧ 国際連携機関 
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施策⑨：自立分散型エネルギーシステムのモデル形成・展開 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、富山市環境未来都市計画（2012 年策定）のプロジェクトのひとつであ

る、旧豊田小学校跡地での「セーフ＆環境スマートモデル街区」の整備等を通して、市域で

のエネルギー効率の改善を推進してきました。あわせて、富山市 SDGs未来都市計画（2018年

策定）においては、自治体 SDGs モデル事業の一つとして、「再エネを活用した地域エネルギ

ーマネジメントシステム検討」を実施し、本市の自然資源や地域特性を活かしたエネルギー

システムの導入検討を進めてきました。 

今後はこれまでの検討内容を踏まえ、「持続可能なまちづくり」の深化に向けて、公共施設

等を活用しながら、再エネ由来の電力利用率の向上や災害時の BCP（事業継続計画）対策の

強化に資する再エネ設備や省エネ機器等のエネルギーリソースを複合的に導入する複数のモ

デルエリアの形成とそれらの有機的なネットワークの構築により、市域全体での自立分散型

エネルギーシステムの形成・展開を推進します。 

 

（取組み概要） 

婦中体育館周辺の公共施設群を中心として、太陽光発電設備・蓄電池・EVPS（充放電器）・

EMS 等のエネルギーリソースの複合的な導入により、自立分散型エネルギーシステムのモデ

ルエリアの構築に取り組みます。 

また、こうしたモデルエリアの構築を施策⑥とあわせて市域全体に展開し、サステナブル

ゾーンの形成を推進します。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山市：公共施設を活用した自立分散型エネルギーシステムのモデル構築 

‧ エネルギー事業者：自立分散型エネルギーシステムの運営・管理、VPP（バーチャルパワ

ープラント）制御手法の確立 

 

図表 80 自立分散型エネルギーシステムのモデル形成・展開（イメージ） 

 



48 

 

図表 81 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 

○ 再エネ設備の増加 

○ 蓄電機能の活用 

省エネルギーの推進 
○ 省エネ機器の増加 

○ 建物の ZEB化 

地域社会への貢献 
○ 地域レジリエンスの向上 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、婦中エリアにおける自立分散型エネルギーシステムのモデルエリアの

形成とともに、民間企業による VPP 制御手法を取り込み、市内他地域に展開することにより、自立

分散型エネルギーシステムを導入した多様なエリア展開を推進します。 

 あわせて、中長期のマイルストーン及び活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 82 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 83 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

サステナブルゾーン

の形成・展開 
－ 

自立分散型エネルギー 

システムを導入した複数

のモデルエリアの形成 

自立分散型エネルギー 

システムを導入した 

多様なエリアの展開 

 

図表 84 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「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支援事業」 

地方公共団体 

民間事業者 

再エネ設備、蓄電池、自営線、

EMS等：2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婦中エリアでの

自立分散型エネ

ルギーシステム

の面的展開検討 

マスタープラン 

作成 

 

化 

エネルギー 

リソースの導入 
モデルエリア 

の完成 

市内他地域への

展開 

民間企業による

VPP 実証の継続 

民間企業による

VPP 実証の拡大 
VPP 制御手法 

の確立 
市内他地域への

展開検討 
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施策⑩：エネルギービジネスを支えるグリーンファイナンスの推進 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、SDGsの推進に関する包括連携協定の締結、PPP／PFI推進に向けた地域連

携プラットフォームの設立・運営等を通して、金融機関との連携を強化し、官民連携の取組

みを推進してきました。 

一方、近年では、環境問題にコミットしたプロジェクトへの資金調達として、グリーンフ

ァイナンスによるエネルギービジネスの活性化事例が全国的に見られる中、本市において

も、再エネ／省エネプロジェクトの活性化に向けて、グリーンファイナンス手法の検討を進

め、金融面からエネルギービジネスを支える環境を構築する必要があります。 

 

（取組み概要） 

市内の再エネ／省エネプロジェクトの案件開発に伴う資金調達について、エネルギー事業

者や金融機関等が連携したグリーンファンドやグリーンボンドの組成、キャピタルリサイク

リングの導入をはじめとするグリーンファイナンス手法の検討・実施により、エネルギービ

ジネスの持続性を高めるとともに、その展開拡大を図ります。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 金融機関：グリーンファイナンス手法の検討、展開 

‧ エネルギー事業者：民間開発案件におけるグリーンファイナンス検討支援 

‧ 富山市：本ビジョン案件におけるグリーンファイナンス検討支援 

 

図表 85  エネルギービジネスを支えるグリーンファイナンス推進のスキーム（イメージ） 
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図表 86 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ設備の増加 

省エネルギーの推進 
○ 省エネ機器の増加 

○ 建物の ZEB化／住宅の ZEH化 

地域社会への貢献 
○ エネルギー関連投資の拡大 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、本ビジョンに掲げる案件だけでなく、民間開発案件に対するファイナ

ンス手法もあわせて検討し、案件特性に応じたファイナンスの実施により、市域における再生可能

エネルギーの導入拡大・活用推進及び省エネルギーの推進の加速化を図ります。 

 あわせて、中長期のマイルストーン及び活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 87 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 88 中長期のマイルストーン 
 

現 状 2030年 2050年 

再生可能エネルギー導入量 

（大規模水力を除く） 
19,939 万 kWh 

39,877 万 kWh 

（現状 2倍） 

99,694 万 kWh 

（現状 5倍） 

建物の ZEB化 － 
新築建物の 

100％ZEB化 

建物の 

100％ZEB化 

 

図表 89 活用を想定する国庫補助メニュー 
 

補助対象 補助率等 

環境省「地域脱炭素投資促進ファンド

事業」 
民間事業者 定額（出資） 

環境省「グリーンボンド発行促進体制

整備支援事業」 
民間事業者 8/10 

 

 

 

 

 

 

 

本ビジョン案件に対する 

ファイナンス手法検討 

民間開発案件に 

対するファイナ 

ンス手法検討 

案件特性に応じた 

ファイナンス検討・実施 
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施策⑪：再生可能エネルギーの地産地消スキーム・ビジネスモデルの構築 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

再生可能エネルギーの導入拡大は CO2 排出削減による温暖化対策の強化だけでなく、新た

な産業や雇用の創出に繋がるとともに、その地産地消は地域レジリエンスの向上、エネルギ

ー供給のリスク分散をはじめ、地域に有益なマルチベネフィットをもたらします。 

一方、近年では、市内企業による CO2 排出ゼロの電力料金メニューの販売、PPA モデルを

活用した太陽光発電導入サービスの展開等、民間事業者によるエネルギービジネスの活発化

や新規参入が顕在化しています。 

以上を踏まえ、本市においても、「経済と環境の好循環」の創出に向けて、再生可能エネル

ギーの地産地消スキームやビジネスモデルの検討・構築に取り組み、民間事業者のエネルギ

ービジネスの活発化を支援します。 

 

（取組み概要） 

再生可能エネルギーの地産地消の推進に向けて、市内卒 FIT 電力の有効活用をはじめ、官

民が連携したスキームを検討するとともに、エネルギー関連サービスの振興に繋がるビジネ

スモデルの構築に取り組みます。 

 

（想定主体・役割） 

‧ エネルギー事業者：官民連携のビジネスモデルの実施・展開 

‧ 富山市：官民連携のスキーム検討 

 

図表 90 再生可能エネルギーを地産地消するスキーム・ビジネスモデルの構築 

（導入事例、イメージ） 
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図表 91 取組みの効果  

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ電力の利用拡大 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ設備の導入拡大 

地域社会への貢献 ○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、市内卒 FIT 電力の公共施設への供給を皮切りとして、官民連携による

再生可能エネルギーの地産地消スキームやビジネスモデルの検討・展開拡大により、市域における

再エネ電力利用割合を 2030 年までに 10％、2050年に 35％まで高めることを目指します。 

 あわせて、中長期のマイルストーンを以下に示します。 

 

図表 92 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 93 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

再エネ電力利用割合 － 10％ 35％ 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 44,846t-CO2 156,961t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、北陸電力管内の再エネ電力供給量に富山市の人口割合、再エネ電力利用割合、電
力の CO2排出係数（2005年度固定値）を乗じて算出する。 

 

 

  

 

 

 

 
再生可能エネルギーの地産地消 

スキーム・ビジネスモデルの 

展開拡大 
再生可能エネルギーの地産地消スキーム・

ビジネスモデルの検討、運用開始 

市内卒 FIT電力の 

公共施設供給の拡大 

市内卒 FIT電力

の公共施設供給

の開始 
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施策⑫：市内企業の技術・ノウハウのパッケージ展開 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市は、インドネシアのダバナン県での小水力発電設備、クルンクン県での太陽

光発電を利用した揚水ポンプ、マレーシアのイスカンダル開発地域での小水力発電設備の導

入等、市内企業の技術・ノウハウを活かした国際貢献を展開してきました。 

本市において、こうした国際貢献は、再生可能エネルギーの導入拡大による現地における

温室効果ガスの排出削減だけでなく、市内企業の新たなビジネス展開、それに伴う税収の増

加に寄与することから、引き続きこれまでの取組みの継続・拡充を図ります。 

 

（取組み概要） 

これまでの多様な国際連携ネットワークを活かし、東南アジアを中心とした海外の都市・

地域に対し、小水力発電設備をはじめ、市内企業の技術・ノウハウのパッケージ展開による

国際貢献を推進し、現地の課題解決を図ります。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 市内企業：市内企業の技術・ノウハウの海外へのビジネス展開 

‧ 富山市：市内企業の技術・ノウハウのパッケージ化、国際展開支援 

‧ 国際連携機関：市内企業の海外ビジネス展開の協力・支援 

 

図表 94 本市における都市間連携事例 

 

 

図表 95 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 小水力発電の増加 

省エネルギーの推進 － 

地域社会への貢献 
○ 市内企業の海外進出 

○ エネルギービジネスの活性化 
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なお、本施策については、東南アジアを中心とした JICA 案件調査や都市間連携を中心とした実現

可能性調査の継続とともに、JCM（Joint Crediting Mechanism）による現地での設備導入を進め、

市内企業の技術・ノウハウのパッケージ展開地域の充実を図ります。 

 あわせて、中長期のマイルストーン及び活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 96 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 97 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

パッケージ展開地域 － 1地域 3地域（累計） 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 264,960 t-CO2 794,888 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「市の技術
やノウハウの普及展開」と同様の設定とする。 

 

図表 98 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

経済産業省「二国間クレジット等取得の

ためのインフラ設備調査事業（JCM実現

可能性調査）」 

民間事業者等 FS調査費用：17百万円 

環境省「二国間クレジット制度資金調査

事業」 
民間事業者等 設備補助：1/2 

 

 

 

 

 

  

 

 

東南アジアを中心とした JICA 案件調査の継続 

都市間連携を中心とした実現可能性調査の継続、JCM等の活用による設備導入 
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方針４．多様なステークホルダーとの協働による事業推進 

 

方針 4 においては、ゼロカーボンシティの実現に向けて、脱炭素化に向けた地域での取組み

やさまざまなステークホルダーとの協働の強化を図ります。 

まず、今後の本ビジョンにおける各施策の展開には、行政単体の取組みだけでなく、官民連

携を通して、地域が一体となって推進することが必要となります。あわせて、その実効性の向

上に向けて、エネルギープロジェクトの推進組織を新たに組成し、さまざまな地域連携プラッ

トフォームとの連携により、地域全体でエネルギープロジェクトを推進する基盤の拡大を図る

とともに、こうした一連の取組みの持続性を担保し加速させる人材育成や県内他自治体とのエ

ネルギー面での連携を推進することが求められます。 

以上を踏まえ、本方針に基づく 4 つの施策について、優先度・概要・想定主体を次表に示す

とともに、各取組みの内容を次頁以降に詳述します。 

 

図表 99 「多様なステークホルダーとの協働による事業推進」の取組概要 

施策名 優先度 取組概要 想定主体 

⑬官民連携によるエネル

ギープロジェクトの推

進・展開 

◎ 官民が連携したエネルギープロジェ

クト推進組織との連携のもと、再生

可能エネルギーの導入拡大・活用推

進、省エネルギーの推進に繋がるエ

ネルギープロジェクトを展開しま

す。 

‧ エネルギー事業者 

‧ 金融機関 

‧ 富山市 

⑭エネルギープロジェク

トの推進基盤の拡大 

〇 「チームとやまし」をはじめ、個人

の取組みやその受け皿となるプラッ

トフォーム等との連携により、地域

全体でエネルギープロジェクトに協

働して取り組む基盤の拡大を図りま

す。 

‧ 各種プラットフォ

ーム 

‧ 富山市 

⑮エネルギープロジェク

トを担う人材育成 

〇 省エネ診断・提案、施工・工事、メ

ンテナンス等の一連の業務を地元企

業が実施する仕組みづくりを通し

て、エネルギープロジェクトを担う

人材の育成を図ります。 

‧ エネルギー事業者 

‧ 富山市 

‧ 教育機関 

⑯県内におけるエネルギ

ーの広域連携の検討 

〇 県内他自治体とのエネルギー面での

連携策の検討に取り組みます。 

‧ 富山市 

‧ 県内他自治体 
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施策⑬：官民連携によるエネルギープロジェクトの推進・展開 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

本市は、地域循環共生圏の富山型モデルの形成に向けて、2019 年に本市のほか、市内のエ

ネルギー事業者、金融機関、教育機関等から構成される「とやま地域循環共生圏モデル形成

プラットフォーム」を新たに組成し、官民連携で地域課題の解決に向けた方策やその仕組み

づくりの検討を進めています。 

今後はこれまでの検討内容をプロジェクトとして実行するため、上記プラットフォームの

下、地域のさまざまなステークホルダーの協力・参画を得て、新たに官民が連携したエネル

ギープロジェクト推進組織の組成に取り組みます。 

 

（取組み概要） 

上記プラットフォームの本市での実装となる、エネルギープロジェクト推進組織により、

市域における再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進、省エネルギーの推進に繋がるエネ

ルギープロジェクトを展開します。 

なお、エネルギープロジェクト推進組織は、本ビジョンで掲げる 16の施策のうち、優先度

の高い施策（①PPA モデルを活用した太陽光発電の拡大、④EV シェアリングの推進、⑧公共

施設におけるエネルギー利用の効率化の推進、⑨自立分散型エネルギーシステムのモデル形

成・展開）を中心に取り組むものとします。 

 

（想定主体・役割） 

‧ エネルギー事業者：エネルギープロジェクト推進組織への参画、開発案件の実施 

‧ 金融機関：エネルギープロジェクト推進組織への参画、グリーンファイナンスの実施 

‧ 富山市：エネルギープロジェクト推進組織の組成・参画、公共施設を活用した開発案件

の組成 

 

図表 100 官民連携によるエネルギープロジェクトの推進・展開（イメージ） 
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図表 101 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ設備の増加 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ機器の増加 

地域社会への貢献 ○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、エネルギープロジェクトの推進に向けた合議体を設立し、事業体への

移行を推進するとともに、公共施設 PPA をはじめとした開発案件の検討・組成を経て、官民連携に

よる再エネ／省エネプロジェクトや自立分散型エネルギーシステム導入エリアの運営・展開を推進

します。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 102 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 103 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030 年 2050年 

官民連携による 

事業運営・展開 
－ 

官民連携による再エネ／省

エネプロジェクトの組成・

実施 

官民連携による再エネ／省

エネプロジェクト、自立分

散型エネルギーシステム導

入エリアの運営・展開 

 

図表 104 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「地域再エネ導入を計画的・段階的

に進める戦略策定支援」 
地方公共団体 3/4 

環境省「官民連携で行う地域再エネ事業の

実施・運営体制構築支援」 
地方公共団体 1/2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

合議体の設立 事業体への移行 開発案件の実施 

開発案件の検討 
※公共施設 PPA等 

開発案件の組成 グリーンファイナンスの実施 
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施策⑭：エネルギープロジェクトの推進基盤の拡大 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

現在、本市は、市民総参加で温室効果ガスの排出削減に取り組む「チームとやまし」、SDGs

の取組みを推進する「SDGs サポーター」、多様な人材の交流により新たなビジネスの創出や

地域課題へのチャレンジ・解決を図る「未来共創拠点 スケッチラボ」、官民連携で PPP/PFI

手法の活用を推進する「とやま地域プラットフォーム」等、さまざまなプラットフォームが

活動を展開しています。 

今後、脱炭素化の推進に向けては、こうした多様なプラットフォーム同士の連携を強化

し、地域が一体となって脱炭素化を推進する基盤の拡大を図る必要があります。 

 

（取組み概要） 

施策⑬により新たに組成するエネルギープロジェクト推進組織のほか、「チームとやまし」

をはじめ、個人の取組みやその受け皿となる各種プラットフォームの取組みの情報共有や連

携イベント・プロジェクトの実施・展開により、エネルギープロジェクトに協働して取り組

む基盤の拡大を図ります。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 各種プラットフォーム：脱炭素化に繋がる取組みの情報共有、参画企業への普及啓発 

‧ 富山市：脱炭素化への関心を高める連携イベント・プロジェクトの検討・実施 

  

図表 105 市域における各種プラットフォームの取組事例 
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図表 106 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
        ― 

省エネルギーの推進         ― 

地域社会への貢献 
○ 多様なステークホルダーとの協働 

○ エネルギービジネスの活性化 

 

なお、本施策については、各種プラットフォーム等の取組みの情報共有を図りながら、脱炭素化

への関心を高める連携イベント・プロジェクトの検討・実施を通して、再生可能エネルギーの導入

拡大・活用推進や省エネルギーの推進に積極的に取り組む企業数の増加を図り、エネルギープロジ

ェクトの推進基盤の拡大に取り組みます。 

 あわせて、中長期のマイルストーンを以下に示します。 

 

図表 107 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 108 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

「チームとやまし」 

への参加事業所 
－ ～年間 10件増加 ～年間 64件程度増加 

温室効果ガス 

削減見込み量（※） 
－ 29,554 t-CO2 448,239 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「チームと

やましの推進」を参考として、2030 年までは年間 10 件（増加ペース維持）、それ以降は年間 64 件（増加ペース向

上）増加すると想定し、算出する。 

 

 

  

 

  

各種プラットフォーム・団体の取組みの共有 

連携イベント・プロジェクトの検討 連携イベント・プロジェクトの実施・展開 
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施策⑮：エネルギープロジェクトを担う人材育成 

（これまでの取組み及び今後の見通し） 

これまで本市では、交通環境学習（のりもの語り教育）や 3R推進スクール等、将来の地域

社会を担う次世代層を対象とする環境教育を重点的に推進してきました。今後、脱炭素化の

推進に向けては、環境教育をエネルギービジネスの基盤強化に波及させ、マルチベネフィッ

トをもたらす取組みとして、より多面的に推進する必要があります。 

また、地元企業が継続的にエネルギープロジェクトを実施するためには、エネルギー事業

者が再エネ／省エネプロジェクトに関する一連の業務について、地域のエンジニアリング会

社や電気工事会社等にさまざまな技術・ノウハウを共有・提供する仕組みの構築が有効と考

えられます。 

 

（取組み概要） 

これまでの取組みの継続とともに、行政とエネルギー事業者及び教育機関（大学等）の協

働により、再エネ／省エネプロジェクトに関するさまざまな技術・ノウハウを地域で幅広く

共有するため、省エネ診断・提案、施工・工事、メンテナンス等の一連の業務を地元企業が

実施する仕組みづくりを通して、「経済と環境の好循環」の創出に向けた人的基盤の強化を図

ります。 

 

（想定主体・役割） 

‧ エネルギー事業者：官民連携による人材育成プログラムの検討・実施への協力、寄附講

座の実施 

‧ 富山市：官民連携による人材育成プログラムの検討・実施 

‧ 教育機関：エネルギー・環境教育の推進、寄附講座の開設 

 

図表 109 エネルギービジネスを担う人材育成のスキーム（イメージ） 
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図表 110 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ設備の増加 

省エネルギーの推進 
○ 省エネ機器の増加 

○ 建物の ZEB化／住宅の ZEH化 

地域社会への貢献 
○ エネルギービジネスの活性化 

○ 中小企業の振興 

 

なお、本施策については、エネルギー関連プログラムの検討・実施、プログラム受講者による工

事・メンテナンスの実施を推進し、地元人材によるエネルギープロジェクトの実施・展開を図りま

す。さらに、引き続き小・中学校でのエネルギー・環境教育を展開し、エネルギー・環境問題に対

する関心を高め、エネルギープロジェクトを担う人材の裾野の拡大を図ります。 

 あわせて、中長期のマイルストーン、活用を想定する国庫補助メニューを以下に示します。 

 

図表 111 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 112 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

育成した人材の 

エネルギープロジ

ェクトへの参画 

－ 

育成した人材による 

エネルギープロジェクト 

の実施・展開 

地元人材・企業による 

エネルギープロジェクト 

の展開 

温室効果ガス 

削減見込み（※） 
－ 155 t-CO2 367 t-CO2 

※温室効果ガス削減見込み量は、「第 3 次富山市環境モデル都市行動計画」（2019 年 3 月策定）における「チームと
やまし及び COOL CHOICEの推進」及び「次世代層へのエネルギー・環境教育支援活動の推進」の合計値とする。 

 

図表 113 活用を想定する国庫補助メニュー 

補助事業名 補助対象 補助率等 

環境省「地域再エネ事業の持続性向

上のための地域人材育成（ネットワ

ーク構築・相互学習等）」 

民間事業者 100％（委託） 

 

 

  
 

 

実施プログラム

の検討 

試験的な 

プログラムの 

実施 

高等教育機関での寄附講座の実施 

プログラム受講者による工事・メンテナンスの実施 

 初等・中等教育機関でのエネルギー・環境教育の推進 
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施策⑯：県内におけるエネルギーの広域連携の検討 

（これまでの取組み及び今後の展開） 

これまで本市は、交通・観光・災害対策等の多様な分野において、県内他自治体との広域

連携を推進してきました。 

エネルギー分野については、これまで連携に向けた動きが見られなかったものの、第 5 章

でも整理した通り、ゼロカーボンシティの実現に向けて、市域における電力需要を再生可能

エネルギーのみで賄うことは困難であるため、県内におけるエネルギー面での広域連携の推

進により、スケールメリットを効かせたエネルギープロジェクトの実施・展開や取組みの加

速化が期待されます。 

 

（取組み概要） 

脱炭素化の推進及びゼロカーボンシティの実現の加速化に向けて、富山広域連携中枢都市

圏の構成市町村や富山県をはじめとする県内他自治体とのエネルギー面での連携策の検討に

取り組みます。 

 

（想定主体・役割） 

‧ 富山市：再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進や省エネルギーの推進に資する広域

的なエネルギープロジェクトの検討 

‧ 県内他自治体：広域的なエネルギープロジェクトの実施協力、支援体制の構築 

 

図表 114 エネルギーの広域連携事例 

（熊本連携中枢都市圏における 2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた取組み） 

 
（出典）熊本市 website 

図表 115 取組みの効果 

再生可能エネルギーの 

導入拡大・活用推進 
○ 再エネ発電の利用拡大 

省エネルギーの推進 ○ 省エネ設備の導入拡大 

地域社会への貢献 
○ 自立分散型社会の構築 

○ 地域レジリエンスの向上 
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なお、本施策においては、富山地区広域圏クリーンセンターにおける廃棄物発電の活用をはじめ、

県内他自治体とエネルギー面での連携策を検討し、域外からのエネルギー調達を含む広域連携を推

進し、市域における再エネ電力利用割合を 2030 年までに 10％、2050 年までに 35％に高めることを

目指します。 

 あわせて、中長期のマイルストーンを以下に示します。 

 

図表 116 今後 5年間の想定ロードマップ 

2021年度 2022年度 2023年度   2024年度 2025年度 

 

 

 

    

 

図表 117 中長期のマイルストーン 

設定項目 現 状 2030年 2050年 

再エネ電力利用割合 － 10％ 35％ 

 

  

   県、周辺自治体との連携検討 
広域連携の開始 

（※域外調達を含む） 

広域連携の

展開拡大 



64 

 

第７章 エネルギービジョンの推進               

本章では、ゼロカーボンシティの実現に向けたロードマップ、本ビジョンの推進体制、フォ

ローアップの仕組みについて整理します。 

あわせて、本ビジョンの施策展開による温室効果ガスの削減見込みや推進における留意事項

を示します。 

 

１．ゼロカーボンシティの実現に向けたロードマップ           

本ビジョンの総括として、ゼロカーボンシティの実現に向けたロードマップについて、取組

内容及び「持続可能なまちづくり」への貢献を整理するとともに、巻末に提示します。 

 

（都市、移動、建物、生活における温室効果ガス排出ゼロ） 

 2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けて、2030 年までに再生可能エネルギー導入量を現

状の 2 倍に拡大し、民間の自立的な活動への離着、モデル事業の立ち上げ・実施を中心に施策

を展開します。 

その後、2050 年までに再生可能エネルギー導入量を現状の 5 倍に拡大し、電力消費に占める

再生可能エネルギーの割合を約 65％まで高めるとともに、民間が主体となった本格展開、社会

システムや要素技術の普及等により、都市・移動・建物・生活等のあらゆる場面における温室

効果ガス排出ゼロの実現を目指します。 

 

（ゼロカーボンシティに向けた取組みの推進による「持続可能なまちづくり」の深化） 

まず、再生可能エネルギーについて、供給面では太陽光発電・中小水力発電・バイオマス発

電の導入拡大を優先的に図るとともに、EV・FCV の普及等により、その利活用を推進し、市域

で使用する電力の脱炭素化を図ります。そして、省エネルギーについては、省エネ機器・設備

の導入や更新、燃料転換等を引き続き推進するとともに、建物の ZEB／ZEH 化、エネマネ技術の

展開等により、市域でのエネルギー使用量の削減を一層強化します。 

 また、自立分散型エネルギーシステムの導入によるサステナブルゾーンの形成・展開ととも

に、積極的な温暖化対策を下支えするグリーンファイナンスや再生可能エネルギーの地産地消

スキームの構築等を推進し、エネルギービジネスの活性化を図ることにより、「経済と環境の好

循環」を創出します。 

 さらに、官民が連携した協働組織により、各種エネルギープロジェクトを展開するととに、

継続的なエネルギープロジェクトの運営に繋がる人材育成等にも取り組むことにより、「公共交

通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」のネクストステージとして、「持続可能な

まちづくり」の深化を図ります。 
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２．エネルギービジョンの推進に向けて                         

（１）ビジョンの推進体制 

 「とやま地域循環共生圏モデル形成プラットフォーム」の下に、公共施設活用、自立分散型

エネルギーシステム形成・展開、モビリティ活用をはじめとするプロジェクト別ワーキンググ

ループを設置し、ステークホルダーとの連携のもと、再生可能エネルギーの導入拡大・活用推

進や省エネルギーの推進に繋がる各種エネルギープロジェクトを展開し、本ビジョンを推進し

ます。 

 

図表 118 本ビジョンの推進体制（イメージ） 

 

 

（２）ビジョンのフォローアップ 

本ビジョンで掲げた取組みは、KPI（目標指標）として、「温室効果ガス削減割合」及び「電

力需要に対する再生可能エネルギーの導入割合」を設定するとともに、「第 2 次富山市 SDGs 未

来都市計画」や「第 3 次富山市環境モデル都市計画」等とあわせて、PDCA サイクルに基づくフ

ォローアップを行います。 

図表 119 本ビジョンにおける KPI 

 

 

 

 

  

とやま地域循環共生圏モデル形成プラットフォーム

ステークホルダーの連携
（産・学・官・金・労・言）

民－民連携
（コンソーシアム）

民－民連携
（コンソーシアム）

都市部／公共施設郊外部

展開拡大
ZEB・ZEH

サステナブルゾーン

既設・新規建物
婦中体育館
その他

地域活性化
農業
防災 等

モビリティ

EVシェアリング 等
公共施設
交通結節点 等

公共施設活用
（ＰＰＡ、ＺＥＢ

推進等）

自立分散型
エネルギーシステム

形成・展開

モビリティ活用
（ＥＶシェアリング等）

〇富山市、エネルギー事業者、金融機関、教育機関 等

プロジェクト別ワーキンググループ

〇温室効果ガス削減量 

  現状：－   目標：75.3万 t-CO2（2030年）、329.8万 t-CO2（2050年） 

 

〇電力需要に対する再生可能エネルギーの導入割合 

  現状：41.4％ 目標：約 47％（2030年）、約 65％（2050年） 
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図表 120 本ビジョンのフォローアップ（PDCAサイクルの実施） 

 

  

富山市エネルギービジョンの
フォローアップ

Ｐ（Plan）
計画

Ｄ（Do）
実行

Ｃ（Check）
点検

Ａ（Action）
見直し

 取組みの計画
 取組みの実行

 取組みのレビュー 取組み内容の
ブラッシュアップ
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（３）施策展開による温室効果ガスの削減効果 

各施策の展開による温室効果ガス削減見込み量について、次表の通り整理するとともに、そ

の削減イメージを巻末に提示します。 

本ビジョンに掲げた施策の効果として、2050 年までに方針 1（再生可能エネルギーの導入拡

大・活用推進）では 115.1 万 t-CO2、方針 2（省エネルギーの推進）では 95.3万 t-CO2、方針 3

（エネルギービジネスの活性化）では 95.1 万 t-CO2、方針 4（ステークホルダーとの協働によ

る事業推進）では44.9万t-CO2の温室効果ガスの削減を見込んでおり、これらの合計値（350.4

万 t-CO2）は、温室効果ガス排出実質ゼロに必要な削減量（329.8 万 t-CO2）を上回る見込みで

あることから、ゼロカーボンシティの実現に向けて、本ビジョンを着実に推進します。 

 

図表 121 施策展開による温室効果ガスの削減見込み量 

展開方針 具体方策 

温室効果ガス削減 

見込み量（t-CO2） 

2030年 2050年 

【方針 1】 

再生可能エネルギーの

導入拡大・活用推進 

①PPAモデルを活用した太陽光発電の拡大 101,844 254,611 

②バルク型調達による小水力発電の拡大 57,786 144,465 

③バイオマスエネルギーの利活用の推進 2,671 6,677 

④EVシェアリングの推進 241,783 725,349 

⑤水素エネルギーの利活用の推進 6,710 20,132 

【方針 2】 

省エネルギーの推進 

⑥多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの

普及展開 
26,967 322,048 

⑦民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進 65,894 604,501 

⑧公共施設におけるエネルギー利活用方針の検討 7,220 25,912 

【方針 3】 

エネルギービジネスの

活性化 

⑨自立分散型エネルギーシステムのモデル形成・展開 

－ － ⑩エネルギービジネスを支えるグリーンファイナンスの

推進 

⑪再生可能エネルギーの地産地消スキーム・ビジネスモ

デルの構築 
44,846 156,961 

⑫市内企業のノウハウ・技術のパッケージ展開 264,960 794,888 

【方針 4】 

ステークホルダーとの

協働による事業推進 

⑬官民連携によるエネルギープロジェクトの推進・展開 
29,554 448,239 

⑭エネルギープロジェクト推進基盤の拡大 

⑮エネルギープロジェクトを担う人材育成 155 367 

⑯県内におけるエネルギーの広域連携の検討 － － 

合 計（①） 850,390 3,504,142 

温室効果ガス削減目標達成のために必要な CO2削減量 

（2030年：▲30％、2050 年▲100％）（②） 
753,000 3,298,000 

温室効果ガス削減目標達成率（①÷②） 112.9% 106.2% 
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（４）ビジョン推進にかかる留意事項 

 本ビジョンは、国の政策動向を踏まえて推進するものであり、施策④「EV シェアリングの推進」、

⑤「水素エネルギーの利活用の推進」、⑦「民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進」に

おける 2030年及び 2050年のマイルストーンは、国の各種戦略等を参考に設定しています。 

 あわせて、「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2020 年 12 月閣議決定）の

趣旨を踏まえ、温室効果ガスの削減だけでなく、その取組みを「経済と環境の好循環」の創出に繋

げることを目指します。 

 また、下表に示すような CO2 削減に貢献する新たなエネルギー関連技術・システムの開発動向に

も留意し、要素技術の実用化や産業構造の変化に柔軟に対応していくものとします。 

 

図表 122 中長期的に普及が期待されるエネルギー関連技術・システム 

CO2排出を抑制す

る技術・システム 

‧ 現時点で設置が困難な場所への再エネ設備の導入（ペロブスカイト技

術による壁面への太陽光発電の設置 等） 

‧ 蓄電技術の進展による再生可能エネルギー活用の大幅な加速（全固体

リチウムイオン電池、革新型電池の性能向上 等） 

‧ ZEB／ZEH普及の大幅な加速、早期の一般化 

‧ EV普及の大幅な加速、早期の自動車用途以外での利活用の一般化 

‧ 水素製造・供給コストの大幅な低減、早期の自動車用途以外での利活

用の拡大（Power to Gas、メタネーション 等）  

CO2排出を減らす

技術・システム 

‧ CO2貯留・回収技術（CCS）による火力発電由来 CO2 の大幅削減 

‧ CO2利用技術（CCU）による CO2の有効活用の加速（バイオマス由来化

学品、バイオ燃料、コンクリートへの鉱物利用 等） 

‧ CO2を大気から直接捕集する技術（DAC）による CO2 の大幅削減   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

図表 123 ゼロカーボンシティの実現に向けたロードマップ 
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図表 124 施策展開による温室効果ガスの削減効果（2050年イメージ） 
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