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地球温暖化のしくみと影響
　地球の表面は、窒素や酸素などの大気に覆われています。大
気中には、二酸化炭素やメタンなど、熱を吸収する性質をもつ
ガスが含まれており、これらのガスは温室効果ガスと呼ばれます。
　太陽の光は地球の大気を通過して地表面で吸収されますが、
暖められた地表面からは熱が赤外線として宇宙に放出されます。
この赤外線の一部が温室効果ガスに吸収されることで、大気が
暖められ、地球の気温は一定に保たれています。もし温室効果
ガスが存在しなければ、地球の平均気温はマイナス19℃程度に
もなるといわれており、温室効果ガスは地球上で生物が生きてい
くために不可欠なものです。（図１）
　しかし、18世紀後半の工業化以降、石炭や石油などの化石
燃料が大量に消費されるようになり二酸化炭素の排出量が急速
に増えたことで、温室効果が強くなり、より地表付近の気温が上
がり、地球温暖化につながっています。ここ石川県（金沢市）でも、
年平均気温が100年あたり約1.7℃上昇しています。（図２）

　近年、世界各地で地球温暖化が要因と考えられる異常気象が発生し、大きな被害をもたらしています。日本で
も、大型台風や集中豪雨などが毎年のように発生し、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。温室効果
ガスの排出削減が喫緊の課題となる中、国は、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボン
ニュートラル」を目指しています。
※カーボンニュートラルとは？
　日常生活や事業活動により排出されるCO2の排出量から森林などによる吸収量を差し引いて実質的な排出量をゼロにすること。

図1　地球温暖化はどんなしくみで起こるの？
（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）

図2　金沢市の平均気温　（出典：金沢地方気象台）

カーボンニュートラルの
実現に向けて

地球温暖化とは１

特 集

0000039082巻頭特集.indd   1 2022/10/26   19:21



− 2 −

第
1
部

パリ協定とIPCC報告書
　2015年12月、フランスのパリで開催された気候変動枠組条約第
21回締約国会議（COP21）で「パリ協定」が採択されました。パ
リ協定では、温室効果ガス排出削減の長期目標として、約200の国・
地域が工業化前からの気温上昇を２℃未満（できれば1.5℃未満）
に抑えることを目指して、各国が自ら設定した目標を提出し、目標達
成に向けて取り組むことを規定しています。
　また、2018年10月に公表された気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の「1.5℃特別報告書」では、世界の平均気温の上昇を
1.5℃に抑えるためには、2050年前後には世界全体の二酸化炭素
排出量を正味ゼロにする必要があるとされました。
　さらに、2021年８月に公表された「IPCC第６次評価報告書」
では、気候変動の原因が人類が排出した温室効果ガスであることは

「疑う余地がない」と断言されました。報告書では、2011年～2020
年の世界平均気温は、工業化前と比べて約1.09℃上昇（陸域で
約1.59℃上昇、海上で約0.88℃上昇）した（図３）とし、このまま
では今世紀末には最大約5.7℃上昇するとされています。

2050年のカーボンニュートラルに向けたわが国の動き
　2020年10月、菅内閣総理大臣（当時）は、所信表明演説で、2050年までに温室効果ガスの排出を全体と
してゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を目指すと宣言しました。さらに、2021年４月には、地球温暖化
対策推進本部および米国主催の気候サミットにおいて「2030年までに温室効果ガスの46％削減（2013年度比）
を目指す、さらに50％の高みに向けて挑戦を続ける」と表明しました。
　2021年6月、地球温暖化対策推進法が改正され、カーボンニュートラルの実現に向けて、国民並びに国、地
方公共団体、事業者及び民間団体等の密接な連携の下に、地球温暖化対策を推進するとの基本理念が新た
に規定されました。

地球温暖化対策計画を５年ぶりに改定
　2050年カーボンニュートラルの
実 現に向け、2021年10月、 地
球温暖化対策計画が５年ぶりに
改定されました。この計画は、
地球温暖化対策推進法に基づく
国の総合計画で、2030年度46％
削減目標の達成に向けた対策等
が記載されています。（表１）

COP21
（出典：�United Nations Framework

Convention on Climate Change）

表1　地球温暖化対策計画における温室効果ガス削減目標

図3　世界平均気温の変化
（出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）

温室効果ガス排出量・吸収量
（単位：億t-CO2）

2013排出実績 2030排出量 削減率 旧目標

14.08 7.60 ▲46％ ▲26％

エネルギー起源CO2 12.35 6.77 ▲45％ ▲25％

部
門
別

産業 4.63 2.89 ▲38％ ▲7％

業務その他 2.38 1.16 ▲51％ ▲40％

家庭 2.08 0.70 ▲66％ ▲39％

運輸 2.24 1.46 ▲35％ ▲27％

エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47％ ▲27％

非エネルギー起源CO2、メタン、N2O 1.34 1.15 ▲14％ ▲8％

HFC等4ガス（フロン類） 0.39 0.22 ▲44％ ▲25％

吸収源 − ▲0.48 − （▲0.37億t-CO2）

二国間クレジット制度（JCM）

官民連携で2030年度までの累積で1億t-CO2程
度の国際的な排出削減・吸収量を目指す。我が
国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成
のために適切にカウントする。

−

地球温暖化防止に向けた世界・日本の動き2
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ふるさと石川の環境を守り育てる条例を改正し、カーボンニュートラルを宣言、石川県環境総合計画を改定
　石川県では、2022年を「いしかわカーボンニュートラル推進元年」と位置づけ、９月に、本県の環境総合条
例である「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を改正するとともに、2050年カーボンニュートラルを目指すこと
を宣言し、「石川県環境総合計画」を改定しました。
　同条例では、カーボンニュートラルの実現に向けて、あらゆる関係者が密接に連携しながら取り組んでいくこと
を盛り込み、同計画では、カーボンニュートラルの実現を長期目標と位置づけた上で、中期目標となる2030年度
の温室効果ガス削減目標を、2013年度比で従前の30％削減から50％削減に大幅に引き上げました。（表２）

取り組みの方向性
　石川県の温室効果ガスの排出割合（主要４部門）を見ると、家庭部門が全体の約23％、運輸部門が約
29％を占めており、全国と比べて高い割合となっています。（図５）  長期目標・中期目標の達成に向けては、こ
のような本県の特性（表３）を踏まえ、積極的な取り組みを推進していくことが必要です。

石川県 家庭
23.2％

業務
23.0％

産業
25.2％

運輸
28.6％

家庭
16.9％

業務
20.5％

産業
40.8％

運輸
21.8％国

図4　目標達成に向けた削減イメージ

部　門 ①2013年度
（基準年度）

②2019年度
（現況）

削減率
（①→②）

③2030年度
（中期目標）

削減率
（①→③） 旧目標

合　　計 1,134 919 ▲19％ 570 ▲50％ ▲30％

家庭部門 263 186 ▲29％ 88 ▲66％ ▲40％

業務部門 270 184 ▲32％ 132 ▲51％ ▲40％

産業部門 229 202 ▲12％ 143 ▲38％ ▲7％

運輸部門 247 229 ▲7％ 161 ▲35％ ▲28％

そ の 他 125 116 ▲7％ 89 ▲29％ ▲19％

森林吸収 − − − ▲43 − ▲16

（万tCO2） ■温室効果ガス排出量 ■森林等吸収量

【中期目標】
50％削減

【長期目標】
カーボン
ニュートラル
（イメージ）

【長期目標】
カーボン
ニュートラル
（イメージ）

2050
（長期目標）

2030
（中期目標）

2019
（現状値）

2013
（基準年度）

19％削減

570

▲43

613

919

1,134

表2　部門別の排出量と削減目標　（単位：万t-CO2）

図5　県・国の部門別二酸化炭素排出割合（2019年度）

表3　家庭部門及び運輸部門の特性

カーボンニュートラルに向けた石川県の取り組み3
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　家庭部門の温室効果ガスの削減には、
ZEHなど住宅の省エネ化・創エネ化を
進める必要があります。県では、ZEH

（Near ly ZEH（省エネ20％以上＋創
エネで75%～100％未満の削減）、ZEH 
Oriented（省エネ20％以上）を含む）の
新築と、省エネ効果の高い開口部（窓、
ドア）の省エネリフォームを対象とした国の
補助に上乗せした補助制度を創設しまし
た。

いしかわエコハウスを活用した省エネ住宅の普及啓発も
　ZEHや省エネリフォームの有効性を理解してもらうため、
県民がZEHを実際に体感できる場所として2010年に開館し
た、いしかわエコハウスをZEH化します。
　ZEH化にあたっては「省エネの強化」「創エネの強化」

「災害時の備え」を柱とし、最先端の設備を備えたモデル
ハウスとします。
　さらに、ZEHのメリットなどを県民にアドバイスできる人材と
して、専門知識を有する建築士「ゼロエネ住宅アドバイ
ザー」を育成します。 いしかわエコハウス

運輸部門では環境にやさしい車の購入を促進　
　県では、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、
燃料電池自動車（FCV）に対し国の補助制度に上乗せした補助制
度を創設しました。また、EVは災害時の電源供給手段としても有用で
あり、こうした多面的効果もPRするため、県有施設にV2H（住宅から
EVへの充電、EVから住宅への給電ができる機器）を設置して災害
拠点モデルとして発信することで、避難所を運営する市町や企業・個
人宅への普及を促進します。

　このほか、県庁自らが率先して温室効果ガス削減に取り組むために
策定している「県庁グリーン化率先行動プラン」の削減目標について、
国の50％を上回る60％に引き上げ、再生可能エネルギー、省エネ設
備の計画的な導入などを進めます。
　また、カーボンニュートラルの実現に向けては、県を挙げた取り組み
が不可欠であることから、県、市町、関係団体等で構成する「いし
かわカーボンニュートラル県民推進会議」を設置し、問題意識の共有
を図りながら、具体的な取り組みの実践につなげていきます。

電気自動車

燃料電池自動車

図6　ZEHイメージ図
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①県民・事業者等による温室効果ガスの排出削減
家庭部門
●いしかわの地域特性に適した省エネ住宅等の普及促進

　　　ゼロエネ住宅アドバイザーの育成・活用や、いしかわエコハウスの機能強化・活用を通じて
ZEHの普及啓発を促進、ZEHの新築や省エネリフォームの支援

●脱炭素型ライフスタイルの定着に向けた気運醸成
　　　10月10日を「いしかわゼロカーボンの日」とし、県民や事業者へのライトダウンの呼び掛けな

ど啓発活動を実施、「いしかわECOアプリ」の普及により、日々 のエコ活動に応じたポイント
をきめ細かく付与するなど、県民の環境配慮に対する行動を促進

運輸部門
●環境配慮型の自動車の普及促進

　　　電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車の普及に向けた支援、水素ステーションの整備
●カーボンニュートラルポートの形成推進（金沢港、七尾港）
業務・産業部門
●環境配慮型の事業活動の理解推進

　　　事業者の環境マネジメントシステムの登録を支援、省エネ設備等の導入支援、省
エネに関する助言・提案を行う専門家の派遣、優良取り組み事例の発信

●県内企業のエコ製品・サービスの開発等の促進
　　　いしかわエコデザイン賞の表彰や石川県エコ・リサイクル製品の認定、水素・

洋上風力等のカーボンニュートラル分野の研究開発の促進
その他
●プラスチックごみの排出抑制の推進

　　　スーパー、ドラッグストア等との協定を通じ、レジ袋等の使い捨てプラスチックの削
減推進

●環境保全型農業の推進
　　　水田からメタン排出削減のための中干し期間の延長など環境にやさしい栽培技術

の導入推進
●環境教育・環境学習、自然体験の場の提供

　　　水素を活用したエネルギーの地産地消モデルの構築、環境学習の場としての活用
●食品ロスの削減の推進

　　　「食べ物を無駄にしない、もったいない」という意識の醸成
●再生可能エネルギーの導入促進

　　　石川の豊かな自然環境、美しい景観及び県民の生活環境との調和が図られるよ
う留意しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進

②緑化・森林・林業における二酸化炭素の吸収・固定
●多様で健全な森林の整備・保全

　　　森林の適切な管理・保全と主伐・再造林による森林資源の循環利用を推進
●県産材の利用促進

　　　県産材利用の助成により、住宅や民間施設での県産材利用を促進
●森林吸収量のクレジット化の推進

　　　Jクレジット制度の林業経営者への周知

③県庁における温室効果ガスの排出削減
●再生可能エネルギー・省エネ設備の計画的導入　など

＜推進体制＞
「いしかわカーボンニュートラル県民推進会議」の設置

石川県が取り組む主な地球温暖化対策 〜石川県環境総合計画より〜

いしかわECOアプリ

もったいない市の開催

いしかわエコデザイン賞

高性能林業機械
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（1）本州最後のトキが生息した石川県
　国の特別天然記念物トキと石川県のつながりは深く、能登では昭和
初期まで大空を舞う姿が日常的に見られました。
　しかし、乱獲や生息環境の悪化によってその数は激減し、昭和45

（1970）年に穴水町で最後の１羽「能里」が佐渡に移送され本州から姿
を消しました。

（2）いしかわ動物園で分散飼育・公開展示を開始
　ふるさと石川にトキが再び戻ってきたのは、40年後の平成22（2010）
年。鳥インフルエンザなどの感染症からトキを守るために、新潟県佐渡市
の佐渡トキ保護センターで飼育していたトキのつがい２組を、いしかわ動
物園に移送し、人工飼育が始まりました。
　平成28（2016）年には、トキ保護の重要性やトキを育む環境づくりの大
切さを知ってもらうため、佐渡市以外で初となるトキの公開展示施設

「トキ里山館」をオープンしました。

トキが舞う石川の実現を目指して

（3）能登地域でのトキの放鳥の実現に向けた取り組み
　令和３（2021）年７月、国はトキの自然状態での安定的な存続を図るため、将来的な本州での放鳥の方
針を示し、翌年５月にトキの放鳥候補地の公募を開始しました。
　公募の開始を受け、県、能登の４市５町及び関係団体で「能登地域トキ放鳥受入推進協議会」を設置
し、能登地域を放鳥候補地として申請した結果、同年８月に同地域が放鳥候補地に選定されたことが公表
されました。
　今後、早ければ令和８（2026）年度となる能登地域での放鳥に向けて、トキの餌場となる水田や、ねぐら・
営巣地となる森林などの環境を整えていく必要があります。
　そのため、県では、トキの餌となる生物の生息環境の調査や、トキの餌場となる水田をモデル的に整備す
るなど、関係機関と協力しながら、トキが半世紀ぶりに石川・能登の大空を舞い、定着するという夢の実現に
向けて取り組んでいきます。

本州最後のトキ「能里」の剥製
（石川県立歴史博物館収蔵）

トキ里山館ではトキを間近で観察できる

放鳥候補地の選定を受けて馳知事、能登の4市5町の首長らが環境省を訪問

TOPICS
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