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本計画の位置づけ

本計画の根拠1

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（1998年10月9

日施行、最終改正2018年6月13日）では、地方公共団体は、

区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制

等のための施策を推進することが責務であるとしており、各

地方公共団体に対して国の地球温暖化対策計画に即して、

「地方公共団体実行計画」を定めることを求めています。

この「地方公共団体実行計画」は、大きく分けて「事務事

業編」と「区域施策編」に分かれます。「事務事業編」は、

地方公共団体が行っている仕事によって排出される温室効果

ガスの排出削減を目指すもので、公共施設等における温暖化

対策が計画の中心となります。一方で、「区域施策編」は、

地域の住民や事業者とともに、区域内全体の温室効果ガスの

排出削減を目指すもので、様々な主体と一体となった脱炭素

型のまちづくりにむけた取組を目指す計画となっています。

中核市未満である能勢町の場合、「区域施策編」の策定

は努力義務となっています（地球温暖化対策の推進に関する

法律第19条第2項）が、「事務事業編」の策定は能勢町を含

むすべての地方公共団体の義務（地球温暖化対策の推進に関

する法律第21条第1項）であり、法律に基づいて策定すると

ともに、その実施状況を公表することが求められています。

本計画は、能勢町の「区域施策編」、「事務事業編」を兼

ねています。

計画の期間2

本計画の期間は2050年度の目指す姿を定めつつ、その目標

を実現するための今後10年間（2021年度から2030年まで）

の取組を定めた計画です。2025年度に計画の見直しを行いま

す。

他の計画との関係3

「第2次能勢町環境基本計画」（2012年3月策定）では、

我々が取り組むべき環境づくりの目標像の柱の一つとして、

「身近な取り組みから地球環境・エネルギー問題への貢献」

を掲げています。本計画は、こうした環境づくりの目標像を

具体的に実現するための実行計画と位置付けています。

本計画の対象期間

2021年度 2030年度 2050年度

目指す姿

1



地球温暖化・気候変動を取り巻く状況
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気候変動の現状と科学者からの警告
気候変動による影響は各地で顕在化。科学者は更なる影響の可能性を示唆。

■温暖化する地球 ■気候変動（温暖化）の影響

2019年の世界の平均気温は1891年の統計開始以降、2番目に高い

ものでした。長期的には100年あたり0.74℃の割合で上昇傾向にあり

ます1。国際的な気候変動の専門家たちによる「気候変動に関する政

府間パネル（IPCC）」の第5次評価報告書では、「気候システムの温

暖化については疑う余地がない」としています。

また、2019年には地球が気候変動による危機的状況に直面してい

るとする調査報告*が発表され、世界各国の科学者約1万人以上が支

持を表明しています2。

気候変動は自然及び人間社会に影響を与えており、このままの

ペースで温室効果ガスの排出が進むと、あともどりできないほどの

深刻な影響を与えることが懸念されています。またその影響は災害

の増加、農産物・食料への影響、健康被害、生態系の破壊など、わ

たしたちの生活の広い範囲に及ぶと考えられています。

出典：気象庁ウェブサイト
（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html）
閲覧日 2020/11/30

3

出典：大阪管区気象台 「平成３０年（2018年) 台風第21号 (記録的な暴風・高潮)」
（https://www.jma-net.go.jp/osaka/kikou/kakojirei/kakojirei_2018_t1821.pdf）
閲覧日 2020/12/1

1: 気象庁ウェブサイト（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html）
2: William J Ripple 他 Corrigendum: World Scientists’ Warning of a Climate 
Emergency(https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/100/5670749)

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html


能勢町における気候変動

■月別平均気温の推移

上図は、1980年代から2010年代の月平均気温の推移です3。1980

年代から比べると、能勢の気温は全体的に上がっていることがわか

ります。例えば、8月の平均気温は1980年代には24.9℃でしたが、

2010年代には26.2℃と30年間で1.3℃上昇しています。年間の平均気

温も同じ期間で約1.1℃上昇しています。

■ 10分間降水量の月最大値

こちらは、10分間降水量の月最大値の推移4です。2018年9月に発

生し、能勢町に甚大な被害を出した台風21号では、10分間降水量の

最大値が28㎜という記録的な大雨となっています。この大雨の影響

で、能勢町内でも最大3日間停電する家庭もありました。こうした極

端な気象及び気象現象の変化は、能勢町においても様々なところで

みられるようになっています。気候変動は将来の脅威ではなく、能

勢町でもすでに起こっていると考える必要があるでしょう。

平成30年
台風第21号

能勢町にも気候変動の影響とみられる現象が観測されてる。

4
3, 4: 気象庁データよりE-konzal作成



国内外の「ゼロカーボン化」の動き

気候変動の影響を最小限に抑えるために、全ての国が参加する国

際的な枠組みとして採択された「パリ協定」（2014年12月採択、

2016年11月発効）では、世界平均気温の上昇を産業革命前と比べて

2度より十分に低い水準に抑えることを目標として明確に定めるとと

もに、1.5℃未満に抑える努力を継続すると言及しています5。また、

この気温に関する目標を達成するため、今世紀後半には温室効果ガ

スの排出量「実質ゼロ」（人為的な発生源による排出量と吸収源に

よる除去量を同程度にする）を目指す排出削減目標も掲げています。

左記のような国際的な状況も踏まえ、2020年10月26日、菅首相は

所信表明演説において、我が国の温室効果ガスの排出量を2050年ま

でに実質ゼロとする目標を掲げました6。また、大阪府においても府

知事が「2050年に府内の二酸化炭素（CO２）の排出量・実質ゼロを

目指す」ことを表明しています。このほか、すでに多くの地方公共

団体が、セロカーボンシティとして2050年二酸化炭素排出実質ゼロ

を表明しています。環境省によると、こうした宣言を表明した自治

体を合計すると、人口は9,060万人におよぶとしています（2021年1

月26日現在）7。

出典：外務省ウェブサイト
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html）
閲覧日 2020/11/26

■世界中が合意 ■動き出す日本

出典：環境省ウェブサイト
（https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html）
閲覧日 2021/1/28

世界中が「ゼロカーボン」を目指して動き出している。

5

5: 外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html
6: 首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html
7: 環境省 https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html


能勢町におけるエネルギー・CO2の
現状把握
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エネルギー消費量・CO2排出量の現況推計
ものづくりに関連するエネルギー消費量が大きく変動。CO2排出量は基準年比で14%低減。

■エネルギー消費量推移
能勢町では、家庭やオフィスといった日々の暮らしや人やモ

ノの移動のためのエネルギー消費量は緩やかな減少傾向にある

といえます。一方で、ものづくりに関するエネルギー消費量の

変動が大きくなっています。

■CO2排出量の推移（エネルギー起源）

109
ktCO2

1305
TJ(合計)

出典：株式会社イー・コンザル 「地域E-CO2ライブラリー Ver2.0」
https://www.e-konzal.co.jp/e-co2/ 閲覧日（2020/11/26）

出典：株式会社イー・コンザル 「地域E-CO2ライブラリー Ver2.0」
https://www.e-konzal.co.jp/e-co2/ 閲覧日（2020/11/26）

CO2の排出量を見ても同様の傾向が見て取れます。基準年で

ある2013年度は、ものづくりにおけるエネルギー消費の増大が

影響して、直近10年で見ても最も排出量が高く、109ktCO2と

なっています。日本の温室効果ガス排出削減目標の基準年であ

る2013年と比べると、2017年時点で14%排出量が低減していま

す。

1193
TJ(合計)

95
ktCO2

*暮らし（家庭部門+業務部門）、移動（運輸部門）、ものづくり
（産業部門）をそれぞれ差します。

7

https://www.e-konzal.co.jp/e-co2/
https://www.e-konzal.co.jp/e-co2/


分野別のエネルギー消費状況（2017年度）

業務
（暮らし）

産業
（ものづくり）

家庭
（暮らし）

運輸
（移動）

＜暮らし＞
例えば、現在、能勢町の家庭や業務（オフィス等）では主に、暖房、給
湯、厨房用として、プロパンガスや灯油など様々なエネルギーが用いら
れていますが、能勢町がゼロカーボンタウンを目指す場合、暖房や給湯、
厨房に使われていた化石燃料の利用は原則としてできなくなります。ま
た、電気は使っているときにCO2を出さないエネルギーですが、現在は
発電するときに化石燃料を多く使っていますので、ゼロにするには発電
した時にCO2を排出しない再生可能エネルギー等の電力を選択すること
が重要です。

＜移動＞
町内の移動は自家用車の依存度がとても高くなっています。今後、人口
の減少に伴って移動の需要は全体的に減少すると見込まれますが、人口
減少下において路面バスの維持の困難さや、高齢者率の増加等を考える
と、自動車はやはり能勢町での生活に必要不可欠な交通手段です。

このため、ガソリンやディーゼルで動く自動車を電気自動車や燃料電
池自動車に置換していくとともに、電気や水素の製造時の脱炭素化を同
時に進めることが重要です。

＜ものづくり＞
ものづくりの脱炭素化は他の部門と比較しても、特に対策が難しい分野
です。どのようなエネルギーが必要になるかは、能勢町の将来の産業構
造にも依存しますので、それによって大きく将来の姿は変わってくると
考えられます。しかし、どのような産業であっても、再生可能エネル
ギー起源の電力、水素、その他の燃料に早急に切り替えることが重要で
す。

能勢町の2050年の世帯数は2015年から大幅に低減すると予想されています。仮に現状のまま何も対策を行わなくてもエネルギー消費量が少な
くなることになりますが、ゼロを目指すにはさらに踏み込んだ取り組みが必要です。

ゼロカーボンに向けては、電化＋再エネの組み合わせが不可欠

8



能勢町内の再生可能エネルギー導入状況
能勢町でも再エネが増大も太陽光発電のみ。景観への影響など、問題点も。

■再生可能エネルギー導入状況

能勢町における再生可能エネルギーの導入量は2020年6月時

点で約1万kW。そのすべてが太陽光発電となっています。この

うち、10kW未満の住宅用太陽光発電は全体の12%となっており、

残りはより大規模なシステムとなっています。

能勢町内にある再生可能エネルギーによって生産されるエネ

ルギーの量は、能勢町内で消費される全電力の約20～25％、最

終エネルギー消費全体の約4～5％程度に相当します。

能勢町にとどまらず、太陽光発電の導入にあたっては、景観

への影響など住民から不安の声も上がっています。他の地域で

は、災害時におけるパネルの飛散や、反射光などで住民とトラ

ブルになった案件もあります。

本来、太陽光発電を含む再生可能エネルギーは、地域に降り

注ぐ自然資源です。設置場所も含めて、地域住民や企業を置き

去りにせず、導入の検討を進めていくことが重要です。

■浮かび上がる課題

出典：経済産業省 エネルギー資源庁 ホームページ
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/tyokisaiene_01.html
閲覧日（2020/11/26）

他地域における不適切案件の例

出典：経済産業省 ホームページ
https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary
閲覧日（2020/11/26）

9
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能勢町内の再生可能エネルギー利用状況
豊能町、民間企業とともに「地域エネルギー会社」を設立。公共施設向けに再エネ供給を開始。

■公共施設向け電力供給を開始

能勢町内で、ゼロカーボン化を進めるためには、再生可能エ

ネルギーを作り出す視点に加えて、能勢町内の住民や企業が可

能な限り「再生可能エネルギーを使う」という視点をもつこと

が必要です。現在の能勢町内に設置された太陽光発電（1万

kW）によって発電された電力のうち、能勢町内で消費された電

力は10％程度*であると考えられます。

今後、地域内で再生可能エネルギーの利用を高める観点から、

能勢町では、豊能町、一般社団法人 地域循環型まちづくり推

進機構とともに、2020年7月に地域エネルギー会社「株式会社

能勢・豊能まちづくり」を設立しました。

同社では、再生可能エネルギー比率の高い電力（2020年11月

現在で70％以上）を調達しているため、消費した電力あたりに

排出するCO2の量が低く抑えられています。今後町内でこうし

た再生可能エネルギー比率の高い電気を選ぶ動きが強まれば、

能勢町のゼロカーボンに向けた動きを強力に後押しすることが

期待されています。能勢町では、2020年10月から、公共施設向

けの電力供給を、順次「株式会社 能勢・豊能まちづくり」の

電力に切り替えています。

■再生可能エネルギーの利用状況

地域エネルギー会社の
2020年度電源構成計画値

化石燃料や原子力発電等
による電気 30％

再エネ
+FIT電気

70％

*住宅用太陽光発電システムの自家消費分を地域内の消費量と推計。
自家消費率は30％と想定。
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能勢町のCO2吸収量増加に向けた取組み
能勢町における森林資源の利活用を推進

■森林整備事業

手入れのされていない里山の資源を活用するため、萌芽更新

を行う里山再生支援事業や、保全に取組むボランティア活動へ

の支援を実施。切り出された広葉樹を薪として利用する等し、

森林資源の循環を推進しています。

スギ・ヒノキなどの人工林整備に対して、国や大阪府の補助

金に能勢町が上乗せでの補助を行うことにより、適切な管理が

行われるよう取り組んでいます。

■里山活力創造推進事業

11

■のせ・木の駅プロジェクトの実施
山の持ち主が主体となり、森林整備を進める仕組みとして、

山の手入れにより発生した木材を集積し、プロジェクト実施日

に持ち込めば買取を行う「のせ・木の駅プロジェクト」を実施

しています。

■銀寄苗木の購入補助事業
能勢町では、民家の裏山に栗が多く植えられており、グリー

ンレジリエンスの役割を果たすと同時に、ＣＯ2吸収にも大きな

役割を果たしています。この伝統的なランドスケープを守るた

めにも銀寄の苗木購入に対し、補助を行っています。



能勢町の恵まれた資源の魅力発信
都市近郊にありながら先代から守り継がれてきた豊かな資源が残る能勢町を次世代へ残すための魅力発信

■能勢の里山ＤＡＹＣＡＭＰの開催

街と里の持続可能な交流の仕組みづくりの一環として、吹田

市と能勢町の次世代を担う子どもたちを対象にイベントを実施

しました。クリ林での自然観察会や、カブトムシハウスでの昆

虫観察、能勢材を使ったコースターづくりなどを行い、本町の

魅力を発信しました。

■能勢の里山活力創造戦略の策定

12

■「能勢の生きものマップ」の作成
本町に生息する多くの生きものの生息状況を把握し、保全の

指標とすることを目標に「能勢の生きものマップ」を作成しま

した。町内の小学生にも児童館活動の一環として生きもの探し

に協力してもらい地域への愛着を持つ場にもなっています。

■グリーンツーリズムイベントの実施
里側の森林整備等に対して、都市部自治体の森林環境譲与税

の活用や、企業のＣＳＲ活動の場としてのフィールドの提供を

考えており、都市部住民の里側への理解を深める目的でグリー

ンツーリズムイベントを実施しています。

能勢の里山資源とは何か、資源を活用するための課題は何か
をまとめた上で、未来に伝えたい能勢の里山像を定め、到達す
るための施策をまとめた「能勢の里山活力創造戦略」を2019年
3月に策定しました。



能勢町の町民・事業者と取り組む地球温暖化対策

（能勢町地球温暖化対策実行計画 区域施策編）
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能勢町が目指す長期目標

能勢町は2050年までに
エネルギー起源の排出量ゼロと森林等による吸収源の最大化による、

ゼロカーボンタウン
と気候変動に適応した地域社会の実現を目指します。

+

*森林吸収減による吸収量は2021年度に調査を行い、
改めて目標値を定める予定です。

気候変動に向けた国内外の変化を好機と捉え、能勢町の未来を拓くことが重要です。そこで能勢町では、2050年までにエネルギー起源

の排出量ゼロを実現することに加え、能勢町の持つ豊かな森林資源を整備することによって最大限活用し、ゼロカーボンタウンを目指し

ます。2050年以降にはさらに一歩踏み込んで、CO2吸収タウンを目指すこととします。また、近づく気候変動の脅威に対して、地域全体

として適応していくための方策を総合的に検討し、実施していきます。

2050

0%

エネルギー起源CO2
排出量のゼロ化

森林による
吸収源最大化

CO2

CO2CO2
CO2

2050年にゼロカーボンタウンを目指す。その後CO2吸収タウンも視野に。
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森林資源
の整備



能勢町がゼロカーボンタウンを目指す4つの理由

能勢町からは年間およそ8億円の富が、エネルギー代として地

域の外に流出しています。化石燃料や原子力といった大きなエ

ネルギーに依存するのではなく、太陽や風、木材といった、地

域に根差した自然由来のエネルギーを自分たちで最大限活用す

ること。省エネや機器・建物の高効率化を進め、エネルギーに

よる無駄な出費を抑えること。それは、地域のゼロカーボン化

につながるだけではなく、地域内の経済を循環させ、雇用をつ

くり、活力を生みだします。

能勢には都市部にはない豊かな森林資源があります。こうし

た資源を整備し、循環させることが出来れば、エネルギーを作

り出すとともに、CO2の吸収にもつながります。

人口密度が低いことも、能勢の特徴のひとつ。都市部等では

なかなかこうはいきません。能勢の特徴を活かせれば、ゼロど

ころか、排出量をマイナスにし、ゼロカーボン化を目指す世界

に貢献することだってできるのです。

世界中の国や地域がゼロカーボン社会をめざしているとはい

え、本当に持続可能な脱炭素社会を実現した国・地域はまだあ

りません。世界ではゼロカーボンタウンに向けた熾烈な競争が

始まっています。

急激な人口減少化では、能勢の社会も大きな変化が必要です。

この変化をチャンスととらえ、まだ誰も見たことのないゼロ

カーボンモデルを能勢が率先して実現できれば、消滅可能性都

市から世界最先端の里山未来都市モデルとなり、国内外の地域

が注目する、最先端の地域に生まれ変わります。

地域で「お金」を回すため

今、取り組みを進めなければ、将来の世代は気候変動の影

響を今まで以上に受けてしまう可能性が高いと考えられます。

今をいきる私たちの世代の責任として、将来の世代に恥ずかし

いことはしたくありません。

豊かな自然資源に恵まれた能勢町だからこそ、誇りをもっ

て私たちの世代の責任を果たし、率先して次世代にバトンを渡

す主体でありたいと思っています。

生活や経済に必要なエネルギーに責任を持つことは、地域の

誇りを取り戻すことにつながります。

能勢の「強み」を活かすため

世界に「道」を示すため 未来の「責任」を果たすため

1 2

3 4

能勢町がゼロカーボンタウンを目指す意義は環境目的に留まらない。
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わたしたちが目指す将来の姿と
その実現方策（重点施策）
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目指すゼロカーボンタウンの姿

お金

地域でまわる
エネルギーのお金

エネルギーを作るのも、エネルギーを
管理するのも、設備を修理するのも、
できるかぎり能勢町内でやります。

自分たちでまわしているので、地域の
富が域外に流出しません。

もちろん、エネルギーだけではありま
せん。森林管理にまつわる雇用もたく
さん生み出し、地域経済を回していま
す。

データを調べて
知恵を蓄積

地域のエネルギー会社が取得するデー
タは政策にも活かされています。過去
の政策の効果を調査した上で、費用対
効果の高い政策が導入されています。

エネルギーの消費データから効率の悪
い古い家電製品抽出し、必要に応じて

所有者に更新を促しています。

エネルギーをいつ使うかも重要なポイ
ント。みんなで協力して自然のエネル

ギーが余った時間帯に賢く使うことで、
自然の恵みを最大限生かしています。

データ

移動

地域をつなぐ
電動モビリティ

町内の自動車はほとんどすべてが運転
時にCO2を排出しない電気自動車など
の電動モビリティ。

カーシェアや乗り合いタクシー、地域
の助け合いなどで、高齢者も若者も気
軽にどこでも外出可能です。

観光客向けには電動補助自転車や電動
トライクなど乗って楽しい電動モビリ
ティがいっぱい。能勢の魅力を最大限
引き出します。

暮らし

夏涼しく、冬暖かい
快適断熱住宅・オフィス

森林

再エネ 他地域にも貢献
する森林管理や
情報発信

世界中でゼロカーボンに向けた取組が
進む中、森林吸収減は貴重な地域の収
入源。収入があるのでしっかり雇用も
生み出しています。

間伐材は地域のエネルギー会社へ。資
源を漏れなく活用しています。

古い住宅の断熱改修が進んだおかげで
夏涼しく、冬は暖かい。高齢者のヒー
トショック予防の役目も担っています。

家庭で使用するエネルギーのほとんど
は電力。もちろん、暖房やお湯を沸か
すために、間伐材を活用したバイオマ
スストーブを使う建物もあります。

使う電力の一部は建物の屋根の上の太
陽光発電を活用。昼間に使うエネル
ギーはほとんど賄えるし、余った電気
は電気自動車貯めて夜に使うことも。

エネルギーも大切だけれど、美しい能
勢の景観も大切にしたい。再エネ設備
の導入は、設置場所も含めて基本的に
住民主体で決めています。

地域に降り注ぐ自然の恵みを活がし、
地域の人たちが共同で出資した再生可
能エネルギー発電所や熱供給施設が各
地に生まれています。

地域のための
再生可能エネルギー

*このイメージ図は現時点で想定される社会像を一例として示したものであり、
社会情勢や技術発展の度合いを見ながら、適宜更新を行う。
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能勢町の目指すゼロカーボンタウンを
担う次世代の子ども達への環境学習の
拡充や、都市部への能勢町の魅力発信
を積極的に行います。

温室効果ガス抑制に向けた数値の見
える化を推進し、省エネにより温室
効果ガスがどの程度削減されるのか
多くの住民が知っています。



実現に向けた道筋と2030年の目標

ゼロカーボンの
総仕上げ

ゼロカーボンの
本格普及

ゼロカーボンに向けた
土台作り

40％以上削減
80％削減

最終エネルギー
消費目標

（2013年比）

再生可能エネルギー
供給目標

（2015年比）
4倍

2倍

再生可能エネルギー
電力域内利用目標

100％

5%

30%

*本目標以外に、森林の吸収量に関する目標を2021年度の検討で実施する。

2030年 2040年 2050年現在

2030年までにゼロカーボンタウンに向けた土台作りを目指す
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• 暮らしの電力化率：55%以上

• 低効率家電製品の買替促進

• 電気自動車比率：15%
• （電動補助）自転車利用の拡大

• 地域エネルギー会社による再エ
ネ調達割合の拡大

• 地域エネルギー会社の供給拡大

• 地域主導型再エネの普及
• 再エネ適地のゾーニング



実現に向けた重点施策

1. 再生可能エネルギー導入地域のゾーニング

2. 脱炭素化技術の低コスト化（共同購入等）

3. 能勢町に適したエネルギー管理方法の開発

4. EV利用の促進

5. 新しい交通モードの試行的な運用

6. 災害時におけるエネルギー供給体制の整備

19

2030年までに10の重点施策を実施

＜具体的な重点施策＞

データによる
政策効果検証

フィードバックによる施策の見直し

7. 森林資源量の把握

8. 都市部との連携による森林整備の推進

9. 人材の育成と雇用促進

10. 資源量・排出量等のデータの見える化

エネルギー

森林吸収

分野横断



エネルギー分野の重点施策①
地域住民とともに再生可能エネルギーの導入と管理を進めます

能勢町の豊かな自然や景観を保護しつつ、再生可能エネルギーの導入を進
めるためには、どこに再生可能エネルギーを配置し、どこには配置しない
のか明確に定めるゾーニングが不可欠です。

地域の住民と意見交換する場を創り、ゾーニングを進めていきます。

再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入の障壁のひとつはコストです。

地域内で共同購入を進めることで発注ロットを確保したり、地域エネルギー会
社と協力しつつ、導入の初期費用を抑える工夫をすることで、機器の高効率化
や再生可能エネルギーの導入を後押しします。

1. 再生可能エネルギー導入地域のゾーニング

2. 脱炭素化技術の低コスト化（共同購入等）

域内の再生可能エネルギーを最大限活用しつつ、地域からの富の流出を抑
えるためには、再生可能エネルギーを「かしこく使う」視点が必要になり
ます。

最新のテクノロジーを有する大学や企業等と連携しつつ、この実現に向け
て研究・実証を進めます。

3. 能勢町に適したエネルギー管理方法の開発
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エネルギー分野の重点施策②
移動の電動化を進め、災害時のエネルギー供給体制を整備します。

電気自動車の急速な普及に向けては、電気自動車本体の価格低下やインフ
ラ整備が不可欠です。一方で、住民のライフスタイルによっては、シェア
リングや乗り合いの推進等によって、費用負担感なく電気自動車の普及を
後押しできる可能性があります。移動ニーズにしっかりと焦点をあてつつ、
EVの本格導入機関に備えて、試乗会の実施など準備を進めます。

移動手段はEVだけではありません。電動補助自転車や、電動バイク、電動
シニアカーなど新しい交通モードが次々と提案されています。

それぞれの利点を最大限活かしつつ、住民の移動ニーズを満たす手段を検
討し、実証していきます。

4. EV利用の促進

5. 新しい交通モードの試行的な運用

気候変動が進むこれからの社会においては、気候変動を緩和することに加
えて、気候変動に適応する視点が重要です。

2018年の台風21号で受けた被害を踏まえつつ、電気自動車の再生可能エネ
ルギー発電所の適切な配置を進め、災害時にも安定したエネルギー供給が
可能なインフラ作りを進めます。

6. 災害時におけるエネルギー供給体制の整備
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森林吸収分野の重点施策
森林資源の精査を進め、地域循環共生圏の考え方による都市部との持続可能な交流の仕組みづくりを目指します。

能勢町域98.75㎢のうち約8割にあたる77.4㎢が山林です。かつて
は、「材木」や「燃料」として山の資源は広く利用され、適切な
更新がなされることでCO2吸収量にも大きく貢献していました。

しかし、近年は高齢化や林産物の需要の低迷により管理されてい
ない山林が増加傾向にあります。

こうした実態をしっかりと把握し、計画目標に向けた取組みをよ
り現実にするために、資源量調査等を実施し、数字の見える化を
進めます。

7.森林資源量の把握

8.都市部との連携による森林整備の推進

能勢町では、年間約40haの森林整備事業が行われています。こ
れに森林所有者等が自ら行う森林整備面積を加えても約50haと
推計され、これは山林面積のわずか0.6%に過ぎません。

これからは町が行う森林整備や木の駅等による山林所有者によ
る森林整備の推進に加え、都市部自治体の森林環境譲与税等によ
る森林整備を積極的に受け入れ、整備した山林のCO2吸収量を最
大化させることでカーボンオフセット等の検討等、都市部と能勢
町の双方にメリットがある取組みを進めて参ります。 また、森
林整備を通じて気候変動への適応を含む様々な自然災害に備えて
いきます。

CO2

CO2

CO2

*森林吸収減による吸収量は2021年度に調査
を行い、改めて目標値を定める予定です。

雑木林
54%

宅地他
12％

耕地
10％

スギ、
ヒノキ林他
24%

山林78％

能勢町における土地利用状況
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分野横断的な重点施策
次世代を担う子どもたちへ豊かな自然に恵まれた能勢町を継承します

未来のゼロカーボンタウンを担う子どもたちへ環境学習や、協同
での生きもの調査などを行い、環境教育を通じた人材の育成を推
進します。

また、地域エネルギー会社等と協力しつつ、域内における人材の
育成・雇用を進めていきます。

9.次世代を担う人材育成

10.資源量・排出量等のデータの見える化

能勢町におけるエネルギー消費量や、CO2排出量はあくまで推計
値です。国や府のデータをもとに、人口比や産業別の就業人数等
で案分して推計しているため、実際の排出量とは異なる可能性が
あります。全てのデータを実測することは困難ですが、地域エネ
ルギー会社の協力のもと、可能な範囲で実測データをサンプル取
得し、効果的な取り組みの実施につなげます。

また、森林資源量調査の結果など住民一人一人の取組みが温暖化
防止につながる数字の見える化を進め、パンフレット等にするこ
とで住民への周知を行います。
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能勢町の公共施設等における温暖化対策

（能勢町地球温暖化実行計画 事務事業編）
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能勢町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

(1)取組の基本方針

再生可能エネルギー比率の高い電力への切り替えや灯油等の

燃料使用量の削減に重点的に取り組みます。

(2)具体的な取組内容

・設備等の運用方法を見直し、省エネルギー化を推進します。
・設備等の更新時に、エネルギー効率の高いものを導入します。
・再生可能エネルギーを積極的に導入します。
・職員への意識啓発を進め、省エネルギー・節電等の取組みを

定着させます。

(1)考え方

国の地球温暖化対策計画等を踏まえ削減目標を設定します。

(2)削減目標

2017年度比で90％削減することを目標とします。

(1)推進体制

地域振興課において担当者を1名配置し、課長を責任者とします。

(2)進行管理

年1回の各部署の温室効果ガス排出量を点検し、進捗状況の管

理・評価を行います。

目標達成に向けた取組

温室効果ガスの削減目標

推進体制及び進行管理

2

1

3

ゼロカーボンタウンを目指し、公共が率先して排出削減の取組を実施
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燃料種別排出量(左表)とその構成比(右図): 2017年度

施設区分
排出量

( t-CO2)

ガソリン 73

灯油 69

軽油 22

A重油 46

天然ガス 6

電気 1,519

合計 1,735

施設区分別排出量(左表)とその構成比(右図): 2017年度

施設区分
排出量

( t-CO2)

役場庁舎 445

水道施設 400

下水・し尿処理施設 367

能勢小・中学校 316

文化施設 (浄るりシアター,

生涯学習センター)
104

町営斎場 54

消防施設 49

合計 1,735



参考資料
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シナリオ分析で用いたパラメータ群

単位 2015 2020 2030 2040 2050

総人口 人 10,256 9,108 7,101 5,190 3,489

労働人口 人 5,864 4,665 2,882 1,594 923

世帯数 世帯 4,651 4,247 3,481 2,595 1,805

世帯規模 人/世帯 2.39 2.14 2.04 2.00 1.93

労働人口比率 % 57% 51% 41% 31% 26%

• 国立社会保障人口問題研究所の値を用い、2050年は外挿した。

単位 2015 2020 2030 2040 2050

総人口 人 10,256 9,389 8,299 7,142 6,068

労働人口 人 5,864 4,828 3,554 2,839 2,693

世帯数 世帯 4,651 4,378 4,068 3,571 3,138

世帯規模 人/世帯 2.39 2.14 2.04 2.00 1.93

労働人口比率 % 57% 51% 43% 40% 44%

■シナリオA：人口減少シナリオ ■シナリオB：自然減シナリオ

• 2030年までに順移動率が現在の移出超過から、均衡化される
とし、出生率が2.1にまで回復するとした。

• 能勢町の人口ビジョンの2050年における人口は6448人となっ
ており、それを若干下回る水準。
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最終エネルギー消費量（分野別・エネルギー種別）

■シナリオA：部門別エネルギー消費量 ■シナリオB：部門別エネルギー消費量

■シナリオA：エネルギー種別 ■シナリオB：エネルギー種別
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再生可能エネルギー供給・利用

■再生可能エネルギー供給量（TJ） ■再生可能エネルギー域内利用量（TJ）
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CO2排出量

■シナリオA：CO2排出量推移（kt-CO2） ■シナリオB： CO2排出量推移（kt-CO2）
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地域エネルギー会社の排出原単位推移
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単位 2015 2020 2030 2040 2050

能勢町公共施設電力
のCO2排出原単位

ktCO2/kWh 0.509 0.234 0.1051 0.0627 0.0000

地域エネルギー会社
CO2排出原単位

ktCO2/kWh - 0.234 0.1051 0.0627 0.0000

関西電力
CO2排出原単位

ktCO2/kWh 0.509 - - - -

• 2015年度の値は関西電力のCO2排出係数
• 2020年度の値はみんな電力の2019年度実績値を採用
• 2030年度以降は計画地


