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令和 2年神奈川県議会第 3回定例会	 社会問題・県土強靭化対策特別委員会	

	

令和 2年 12 月 11 日	

渡辺(ひ)委員	

	 私からは、委員会資料の中に記載のある三つの宣言、これはＳＤＧｓの取組

を県民に分かりやすく伝えるためということですが、ＳＤＧｓ日本モデル宣言、

かながわプラごみゼロ宣言、かながわ気候非常事態宣言、この中で特に、一番

最後のかながわ気候非常事態宣言について、質問をしたいと思います。	

	 まず初めに、この宣言を出したことによって、神奈川県が取り組まなければ

いけないこととして 2050 年までの脱炭素社会の実現を掲げているのですが、こ

の脱炭素社会というのは、実際にはどういう状態のことを表しているのか、ま

ず確認したいと思います。	

環境計画課副課長	

	 脱炭素とは、カーボンニュートラルと言われていまして、省エネルギー対策

や再生可能エネルギーの活用等によって、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出

量を削減するとともに、森林等の吸収により、排出量と吸収量がプラスマイナ

スゼロになった社会のことを脱炭素社会と言っています。	

渡辺(ひ)委員	

	 神奈川県は新たにカーボンニュートラルについて宣言したということですが、

その上で確認したいのですが、現在、神奈川県は、神奈川県地球温暖化対策計

画を策定しています。その中で、二酸化炭素等温室効果ガスの削減量の目標が、

2050 年までに 80％ということです。その上で、カーボンニュートラルというこ

とと、この削減量 80％という目標をさらに進めて、削減量を 100％にするとい

う意味合いとイコールではないと捉えてよろしいのでしょうか。	

環境計画課副課長	

	 委員御指摘のとおり、そのとおりです。	

渡辺(ひ)委員	

	 その辺りが、ある意味非常に分かりにくいところだと思うのです。神奈川県

がさらに進んで踏み込んだ宣言をしたという意味合いもありますが、目標値だ

けを捉えると、カーボンニュートラルとはまた少し意味合いが違うことを理解

しました。	

	 そうは言いながらも、2050 年の脱炭素社会の実現の宣言と、また、神奈川県

地球温暖化対策計画の長期目標である 2050 年の温室効果ガス 80％削減、ある意

味では二つ目標があるような捉え方もできますが、この関係性については、ど

のように捉えたらいいのか教えてください。	

環境計画課副課長	

	 神奈川県地球温暖化対策計画では、長期目標として、2050 年までに温室効果

ガスの 80％削減を目指すとしています。一方、世界各地で頻発する大規模な自

然災害をはじめとして、県内でも甚大な被害をもたらした令和元年の台風第 15

号や第 19 号などの自然災害については、地球温暖化等、気候変動の影響による

ものと言われています。	

	 こうした影響を最小限とするために、2050 年の脱炭素社会を目指すことが世
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界の潮流となっています。県としても、未来の命を守る取組として、二酸化炭

素等の温室効果ガスを削減し、気候変動の要因となる地球温暖化を食い止める

必要があるという姿勢を示すために、最終到達点、あるべき姿として、2050 年

脱炭素社会の実現を表明しました。	

	 今年の令和２年 10 月には、国のほうも 2050 年の脱炭素社会を表明していま

すが、現在、国のほうでは、地球温暖化対策計画の見直しに着手しています。

来年 11 月にイギリスで、第 26 回気候変動枠組条約締約国会議、いわゆるＣＯ

Ｐ26 が開催される予定となっていますが、それが開催される前までに、中期目

標である 2030 年の削減目標の策定を含めて、同計画の見直しを目指していると

のことです。	

	 県としても、国の地球温暖化対策計画改定の状況等を注視しながら、次の県

の改定のタイミングで、中期計画である 2030 年削減目標の見直しと、長期目標

である 2050 年脱炭素社会への実現を県計画へ反映することを、これは神奈川県

環境審議会、それから議会の皆様と議論をさせていただきながら、検討してま

いりたいと考えています。	

渡辺(ひ)委員	

	 今の説明を聞いて、流れは大体理解しましたが、そうは言いながらも、削減

量が何％という表現と、カーボンニュートラルという表現とは、尺度が違って

いて、今のような説明なしで理解するのは非常に難しいと思うのです。	

	 要は、温室効果ガスの削減量何％というのは対 2013 年度比だから、明確な排

出量があって、それに対して削減量を 80％にするのか、100％にするのかという

ことで、数値目標を非常に設定しやすい。しかしながら、カーボンニュートラ

ルという話になると、排出した量と削減した量のバランスを取るという話です

から、様々な取組でうまくバランスが取れないとなかなかできないと思います。

そういう意味では、カーボンニュートラルのほうが、その取組を推進する上で、

非常に難しい課題をはらんだ目標値なのかなと思います。	

	 ただ、世界の潮流や国の検討状況を踏まえて改定していくということなので、

それはそれで理解しますが、意見を述べさせてもらいます。	

	 それを踏まえると、先ほども答弁されていたように、神奈川県が持っている

地球温暖化対策計画の改定が必要になってくると思いますが、どのようなスケ

ジュールを考えているのか、答弁願います。	

環境計画課副課長	

	 神奈川県地球温暖化対策計画については、国の地球温暖化対策推進法に基づ

いて、国の地球温暖化対策計画に即して策定することとされている地方公共団

体の実行計画という位置づけになっています。また、現行の神奈川県地球温暖

化対策計画は、2030 年度までの温室効果ガス削減目標を設定していますが、そ

の中期目標については、国の計画に掲げられた削減目標を踏まえて設定してい

るところです。	

	 県計画の中では、計画見直しのタイミングの一つとして、国が 2030 年度の削

減目標を見直した際に、県の目標についても検討して、必要に応じて見直すこ

ととしています。国は来年の令和３年 11 月に開催予定のＣＯＰ26 の前までに計

画を見直すことを目指しており、来年夏頃までには、2030 年の新たな削減目標
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を確定するとの報道もありますので、県としても、国の新たな中期目標を踏ま

えて、できる限り早期に県計画の改定作業を進めていきたいと考えています。	

渡辺(ひ)委員	

	 あわせて、神奈川県の場合はかながわグランドデザインを持っているわけで、

ＳＤＧｓに関連することだけでも、様々な計画に影響が出てくると思いますの

で、その辺りを今後しっかり対応していただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。	

	 その上で、このかながわ気候非常事態宣言に伴う取組については３つの大き

な柱がありますが、その中で、今言った 2050 年の脱炭素社会の実現に向けた取

組を、県としては推進しているわけです。その中でも特に私が気になるのは、

二酸化炭素の削減方法については、様々に具体的なことが見えてきているわけ

です。つまり、再生可能エネルギーの活用とか、水素エネルギーの活用など、

様々なことが見えてきているのですが、少し見えないなと思っているのは、先

ほどのカーボンニュートラルという話になると、二酸化炭素削減の取組の一方

で、片やその吸収の取組もしっかりしていかないといけないという問題が出て

くるわけです。そうしないとゼロにならないということです。	

	 様々な取組の中でも、二酸化炭素の削減の取組というのは、一般県民も含め

てそこそこ見えてきているが、吸収の取組が少し見えてきていないのではない

かと思うのです。	

	 例えば、今日の委員会資料の中には、吸収源対策としての森林整備等につい

て記載されています。森林整備など二酸化炭素吸収源対策の充実を図るという

文章が書いてあります。	

	 ここで何点か質問をしたいのですが、この森林整備について、どのような取

組をされているのか確認します。	

森林再生課長	

	 森林整備は、県有林あるいは水源林の整備を行っています。これは二酸化炭

素の吸収源対策を主目的として実施しているわけではありませんが、間伐など

を行い、森林の中に光を入れて、樹木や下草の生長を促すことで、吸収源対策

にもつながっていると考えています。	

	 なお、ここ数年は、年間 3,500 ヘクタール程度の整備を行っています。	

渡辺(ひ)委員	

	 二酸化炭素の吸収源としての森林整備を行っているということで、毎年大体

3,500 ヘクタールの整備を行っているということですが、これは税金を投入して

行っている取組であります。この取組を進めていくと、実際に県での吸収量に

は、どれくらいの効果があるのか伺います。	

森林再生課長	

	 神奈川県での森林吸収量ですが、森林吸収量の判定は国が行っており、都道

府県はその調査に協力するとされていることから、本県では森林吸収量の算定

は行っていません。	

	 なお、神奈川県地球温暖化対策計画では、県内の森林吸収量について、全国

の森林での吸収量から面積案分で試算をしています。これによると、21 万二酸

化炭素トンとなっています。これは県内の温室効果ガス排出量の 0.3％に相当し
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ます。	

渡辺(ひ)委員	

	 県内の温室効果ガス排出量の 0.3％しか森林整備ができていないということ

で、この数字を聞くと、少し愕然とするわけです。本当にこのままでカーボン

ニュートラルが達成できるのかと思ってしまいます。削減は進んでいるけれど

も、吸収の対策をもっともっと進めていかなければいけない。委員会資料には、

森林整備など、と書いてありますが、森林整備以外の取組も加速化していかな

いと、無理ではないかなと思います。	

	 当然、世界でも、また国でも、例えば、このＣＯ２の固体化だとか地中化だ

とか、様々な技術を今後も含めて開発して、吸収の取組をしていこうという流

れはあります。少し私が気になるのは、カーボンニュートラルを国レベルで取

り組む、例えば、日本が発展途上国の支援をして、そこでＣＯ２の削減をする

取組をして、それを国の削減量の数値に換算する、こういう国レベルのトレー

ドによる取組もできるわけです。	

	 では、県はどうなのか。神奈川県という地方自治体が、そういうことを実際

にできるかと言ったら、なかなか厳しいと思います。県は県の中で吸収源を考

えていかないといけないという大きな課題があると思うのです。	

	 そういうことを踏まえながら、次の質問に入りますが、そうなると、行政と

して、県としてできる吸収源対策には幾つか候補があるかと思いますが、廃棄

物処理部門、ごみ処理に関して、要は燃焼ごみ、さらには生ごみといった部分

で、二酸化炭素削減の取組が必要だと思います。こういう取組はどのような取

組をしているのか、答弁してください。	

資源循環推進課長	

	 県内の廃棄物部門からの温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の量に換算した

数字で見てみますと、2016 年度実績で 118 万トンとなっています。これは、排

出量全体の 1.6％を占めており、主に廃棄物の焼却等により排出されています。	

	 神奈川県循環型社会づくり計画では、県の地球温暖化対策計画に掲げた温室

効果ガスの削減目標の達成に向けて、廃棄物部門においても、その取組を進め

ていくこととしています。	

	 具体的な取組としては、焼却等の抑制のために、ごみの発生抑制、再利用及

び再生利用という３Ｒの取組を一層推進すること、あわせて、焼却炉での廃棄

物発電などのエネルギーとして有効利用すること、さらに安定したごみ発電を

行うために、一定のごみの量が必要となることから、市町村におけるごみ処理

広域化を進めること、このような取組に携わっています。	

渡辺(ひ)委員	

	 それでも実質的には、かなり厳しい削減率にだと思います。やはり神奈川県

だけではなくて、国の研究など、様々なことを加味していかないと無理だと思

うのです。	

	 それでも、その廃棄物部門での削減は行政として取り組める、ある意味では

数少ない分野だと思いますので、しっかり取組をお願いしたいと思います。	

	 その上で、今回の委員会資料の中にも、かながわプラごみゼロ宣言の説明の

中に、神奈川県循環型社会づくり計画を令和３年度中に改定予定であるとの記
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載があります。これは、今、答弁されたごみ処理の広域化など、様々な取組を

どう進めていくかという内容を策定するのだと思います。やはり焼却炉といっ

ても、ＣＯ２を分散して固体化させる新しいタイプの焼却炉とか、あとは生ご

みを炭化して炭にするような焼却炉、これはスウェーデンなどで行われていま

すが、要は高熱処理で、なるべくＣＯ２を出さないように炭化し、それを土壌

改良材にして地中のＣＯ２の吸収に使うというものでして、こういった様々な

技術があると思うのです。この神奈川県循環型社会づくり計画の中に、そうい

う視点を織り込む考え方はあるのかどうか、最後に聞かせていただきたいと思

います。	

資源循環推進課長	

	 神奈川県循環型社会づくり計画は、計画年度が令和３年度末までとなってい

ますので、令和３年度中に改定を行う予定で、準備作業を進めています。	

	 かながわ気候非常事態宣言では、未来の命を守る 2050 年脱炭素社会の実現を

位置づけていますので、廃棄物処理における温暖化対策の観点を、この神奈川

県循環型社会づくり計画にも、当然入れていく必要があると考えています。	

	 令和３年度に予定している神奈川県循環型社会づくり計画の改定作業におい

ては、国や市町村の動向を踏まえつつ、温暖化対策に資する最新の情勢につい

ても、必要に応じて加味していきたいと考えています。	

	 一方、現在、本県では、かながわプラごみゼロ宣言に基づいて、使い捨てプ

ラ、いわゆるワンウェイプラの削減等を進めています。また、近年、食品ロス

の削減についても取組を進めているところです。これらの取組も、新たな神奈

川県循環型社会づくり計画に盛り込んでいく予定です。これらは、ごみの排出

削減にもつながりますし、結果として、温室効果ガスの削減にも貢献するもの

と考えています。	

渡辺(ひ)委員	

	 いずれにしても、各市町村が運営している焼却炉とか生ごみ施設も、地域に

よっては老朽化して、間もなく新しくしなければいけないという状況が出てき

ています。そのときに、単純に今までの機能の施設をリニューアルするのでは

なくて、温暖化対策に資するような新しい機能を加味した施設にしていくとい

う考え方を、ぜひ、市町村とも共有して、取組を加速していただきたいと要望

させていただいて、私の質問を終わります。	


