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第１章 計画の概要 

 

１．地球温暖化問題の概要 

 

(1) 地球温暖化問題 

地球温暖化は、人間活動によって大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度が増加し、

これに伴って太陽からの日射や地表面から放射する熱の一部がバランスを超えて温室効果ガスに

吸収されることにより地表面の温度が上昇する現象です。 

急激な気温の上昇に伴う地球環境の影響としては、①海面水位の上昇に伴う陸域の減少、②豪雨

や干ばつなどの異常気象の増加、③生態系への影響や砂漠化の進行、④農業生産や水資源への影響、

⑤マラリアなどの熱帯性の感染症の発生数の増加などが挙げられており、私たちの生活へ甚大な被

害が及ぶ可能性が指摘されています。 

 

(2) 国際的な動きと我が国の対応 

地球温暖化防止に関する対策として国際的には、平成４年（1992年）に国連気候変動枠組条約が

採択され、同年の国連環境開発会議（地球サミット）において多くの国が署名を行い、平成６年（1994

年）に条約が発効しました。これを受けて第１回締約国会議（COP1）がドイツのベルリンで開催さ

れ、「温室効果ガスの排出および吸収に関し、特定された期限の中で排出抑制や削減のための数量

化された拘束力のある目標」を定めることが決められました。 

平成９年（1997年）には、第３回締約国会議（地球温暖化防止京都会議：COP3）が開催され、京

都議定書が採択されました。この議定書の中で、我が国については、温室効果ガスの総排出量を平

成 20年（2008年）から 平成 24年（2012年）の第１約束期間に、平成 2年度（1990年度）比６％

削減するとの目標が定められました。 

平成 21年（2009年）には、COP15が開催され、協議･交渉の結果「コペンハーゲン合意」に留意

することが決定されました。また、会議の席上で我が国は、温室効果ガスの総排出量を平成 32 年

（2020年）までに平成 2年度（1990年度）比 25％削減を目指すと表明しました。 

平成 25年（2013年)には、ポーランド・ワルシャワにおいて、COP19が開催され、平成 32年度（2020

年度）までに平成 2年度（1990年度）比 25％削減するとした目標を撤回し、新たに平成 32年度（2020

年度）までに、平成 17年度（2005年度)比 3.8％削減とする目標を設定しました。 

平成 27 年（2015 年）、フランス・パリにおいて、COP21 が開催され、京都議定書以来 18 年ぶり

の新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。我が国においては、

COP21に向け平成 27 年 7 月に開催した地球温暖化対策推進本部において、2030 年度の温室効果ガ

ス削減目標を、平成 25年度（2013年度）比で 26.0％減（平成 17年度（2005 年度）比で 25.4％減）

とする「日本の約束草案」を決定し国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。また、パリ協定

や日本の約束草案などを踏まえ、平成 28 年（2016 年）5 月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定

されています。この中では、地方公共団体の役割として、自ら率先的な取組を行うことにより、区

域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであるとされています。 
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(3) 温室効果ガスの種類と我が国の排出実態 

人為的に発生する温室効果ガスとしては、化石燃料の燃焼に伴って発生する二酸化炭素（CO2）が

多くを占めますが、それ以外のメタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O）、ハイドロフルオロカーボン(HFC）、 

パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)といった温室効果ガスもさまざまな発生源から排

出されています。 

我が国における平成 25年度(2013年度)の温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素換算 14億 800万

ｔ-CO2であり、平成２年度(1990年度)比では 10.8％の増、平成 17年度(2005年度)比では 0.8％の

増となっています。 

平成 17 年度(2005 年度)と比べて排出量が増加した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替

に伴い冷媒分野からのハイドロフルオロカーボン類（HFCS）の排出量が増加したこと、エネルギー

起源二酸化炭素の排出量が増加したこと等が挙げられます。なお、エネルギー起源二酸化炭素の排

出量が増加した背景としては、東日本大震災後に原子力発電所の運転停止による火力発電の増加に

よって化石燃料消費量が増加したこと等が挙げられます。 

 

２．計画策定の背景 

地球温暖化防止に向けて、我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が平成 10年（1998

年）10月に公布、翌平成 11年（1999年）４月に施行されました。この法により、地方公共団体は、

自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出抑制のための措置に関する計画（地球温暖化対策

推進実行計画）を策定することが義務づけられました。 

本市では、環境の保全についての理念や基本的枠組みを定めた「旭市環境基本条例」及び「旭市

環境保全条例」を平成 17 年（2005 年）７月に制定しました。これらの条例に基づき、地球温暖化

対策を含めた環境保全に関する各種の施策を総合的・計画的に推進するため、「旭市環境基本計画」

を平成 19年（2007年）３月に策定しました。 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」を受けて、地球温暖化防止に向けた具体的な目

標を定め、環境負荷の低減等の取組を計画的に推進することを目指すもので、前計画の計画期間の

満了を踏まえ、引き続き排出量の抑制に対応したものです。 
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３．計画の基本的事項 

 

(1) 計画の目的 

「旭市地球温暖化対策推進実行計画」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２１条に基づ

き、旭市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出等の削減を行うことにより、地球温暖化対策

の推進を図ることを目的とします。 

 

(2) 計画の期間 

実行計画の期間は、2019年度（平成 31年度）から 2023年度までの５年間とします。 

また、実行計画の実施に当たっては、2017年度 (平成29年度)を基準年として削減目標等を定め、

計画期間内における目標の達成を図るものとします。 

 

(3) 計画の対象とする事務・事業の範囲 

実行計画の対象とする事務・事業は、表 1-1・表 1-2 に示す組織・施設等における事務・事業と

します。なお、事務・事業を外部への委託等により実施するものについては除外し、受託業者等に

対して温室効果ガスの排出抑制等の措置を講ずるよう要請するものとします。 

尚、総合病院国保旭中央病院は、平成 28年 4月 1日付けで地方独立行政法人に移行されたことに

伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 1 項における地方公共団体実行計画策定義務

から除外されたため、計画の対象から除いています。 

 

表 1-1 実行計画の対象とする組織・施設等 

■本庁等 

区 分 組織・施設等 備      考 

本庁 秘書広報課  

行政改革推進課  

総務課  

企画政策課  

財政課  

税務課  

市民生活課  

環境課 クリーンセンター、生活排水処理施設等含む。 

保険年金課  

健康管理課 健康増進センター、保健センター含む。 

社会福祉課 健康福祉センター等含む。 

子育て支援課 12保育所含む。 

高齢者福祉課  

商工観光課  

農水産課 農業集落排水施設等含む。 

 



 4 

表 1-2 実行計画の対象とする組織・施設等 

■本庁等（続き） 

区 分 組織・施設等 備      考 

本庁 建設課  

都市整備課  

下水道課 旭市浄化センター等含む。 

会計課  

水道課 配水場含む。 

支所 海上支所  

飯岡支所  

干潟支所  

議会 事務局  

教育委員会 

 

 

 

庶務課 15小学校、５中学校含む。 

学校教育課 給食センター含む。 

生涯学習課 公民館、大原幽学記念館、図書館等含む。 

体育振興課 総合体育館等含む。 

監査委員 事務局  

農業委員会 事務局  

消防本部 ３分署（飯岡分署、海上

分署、干潟分署）含む。 
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 (4) 計画の対象とする温室効果ガス 

実行計画の対象とする温室効果ガスを表 2に示します。 

対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項に規定されてい

る７種類の物質のうち、三ふっ化窒素(NF3)を除く６種類の物質とします。 

パーフルオロカーボン(PFC)及び六ふっ化硫黄(SF6)については、本市では該当しないため、対象

から除外します。 

また、温室効果ガス排出量の算定の基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

温室効果ガス排出量＝活動量（使用量・走行距離等）×排出係数×温暖化係数 

 

表 2 温室効果ガスの特性と温暖化係数 

温室効果ガス 特    徴 温暖化係数 (前計画時) 

二酸化炭素（CO2） 最も代表的な温室効果ガスで、化石燃料の

燃焼、廃棄物の焼却等により発生します。 

1 1 

メタン（CH4） 有機物が嫌気状態で腐敗・発酵するときに

生じます。また、化石燃料の燃焼、下水処

理、廃棄物の焼却の他、家畜の反すう、水

田土壌からも発生します。 

25 21 

一酸化二窒素（N2O） 化石燃料の燃焼、廃棄物の焼却、窒素系肥

料の使用により発生します。また、手術の

際の麻酔剤として使用されます。 

298 310 

ハイドロフルオロカ

ーボン（HFC） 

代替フロンガス＊１。エアゾール製品の噴射

剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒等に使用

されます。塩素を含まないため、オゾン層

の破壊への影響はありません。 

19種類 

12～ 

14,800 

13種類 

140～ 

11,700 

パーフルオロカーボ

ン（PFC） 

半導体の製造時や電子部品の不活性液体

等として使用されます。 

9種類 

7,300～

17,340 

（対象外） 

7種類 

6,500～

9,200 

（対象外） 

六ふっ化硫黄（SF6） 変電設備に封入される電気絶縁ガスや半

導体製造用のガスとして使用されます。 

22,800 

（対象外） 

23,900 

（対象外） 

注．温暖化係数：二酸化炭素を１(基準)として、各温室効果ガスの温室効果の強さを数値化したものです。 

 

 

 

 

 

＊１ 代替フロンガス：フロンガスの代わりとして半導体の製造過程や冷蔵庫等に利用されている物質です。フロンガスのよう

にオゾン層破壊作用はありませんが、二酸化炭素の数千倍から数万倍もの温暖化作用があるため、地球温暖化防止京都会議

で削減の対象になりました。 
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それぞれの温室効果ガスの排出係数を表 3-1から表 3-4に示します。排出係数は、燃焼機器で単

位当たりの燃料を使用した場合や自動車で単位当たりの距離を走行した場合に排出される温室効

果ガスの量のことです。 

表 3-1 温室効果ガスの排出係数 

■二酸化炭素（CO2）の排出に係るもの 

活  動  項  目 単 位 排出係数 （前計画時） 

燃料の使用に伴う排出    

 

 

ガソリン kg-CO2/ℓ 2.32166 （同左） 

灯油 kg-CO2/ℓ 2.48948 （同左） 

軽油 kg-CO2/ℓ 2.58496 （同左） 

Ａ重油 kg-CO2/ℓ 2.70963 （同左） 

液化石油ガス（LPG） kg-CO2/kg 2.99889 （同左） 

液化天然ガス（LNG） kg-CO2/kg 2.7027 （同左） 

都市ガス（LNG） kg-CO2/m３ 2.23403 （同左） 

他人から供給された電気の使用に伴う排出 kg-CO2/kWh 各年度最新係数使用 0.550 

他人から供給された熱の使用に伴う排出 kg-CO2/MJ 0.057 （同左） 

一般廃棄物（廃プラスチック類）の焼却に伴う排出 kg-CO2/t 2765 （同左） 

 

表 3-2 温室効果ガスの排出係数 

■メタン（CH4）の排出に係るもの 

活  動  項  目 単 位 排出係数 （前計画時） 

ガス機関又はガソリン機関での燃料の使用に伴う排出    

 液化石油ガス（LPG） kg-CH4/kg 0.0027432 0.0027143 

都市ガス kg-CH4/Nm３ 0.0024192 （同左） 

自動車の走行に伴う排出    

 ガソリン・LPG／乗用車 kg-CH4/km 0.000010 （同左） 

ガソリン／バス kg-CH4/km 0.000035 （同左） 

ガソリン／軽自動車 kg-CH4/km 0.000010 （同左） 

ガソリン／普通貨物車 kg-CH4/km 0.000035 （同左） 

ガソリン／小型貨物車 kg-CH4/km 0.000015 （同左） 

ガソリン／軽貨物車 kg-CH4/km 0.000011 （同左） 

ガソリン／普通・小型・軽 特殊用途車 kg-CH4/km 0.000035 （同左） 

ディーゼル／乗用車 kg-CH4/km 0.0000020 （同左） 

ディーゼル／バス kg-CH4/km 0.000017 （同左） 

ディーゼル／普通貨物車 kg-CH4/km 0.000015 （同左） 

ディーゼル／小型貨物車 kg-CH4/km 0.0000076 （同左） 

ディーゼル／普通・小型・軽 特殊用途車 kg-CH4/km 0.000013 （同左） 

一般廃棄物の焼却に伴う排出（准連続燃焼式） kg-CH4/t 0.077 （同左） 

下水の処理に伴う排出 kg-CH4/m３ 0.00088 （同左） 
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表 3-3 温室効果ガスの排出係数 

■一酸化二窒素（N2O）の排出に係るもの 

活  動  項  目 単 位 排出係数 （前計画時） 

自動車の走行に伴う排出    

 ガソリン・LPG／乗用車 kg-N2O/km 0.000029 （同左） 

ガソリン／バス kg-N2O/km 0.000041 （同左） 

ガソリン／軽自動車 kg-N2O/km 0.000022 （同左） 

ガソリン／普通貨物車 kg-N2O/km 0.000039 （同左） 

ガソリン／小型貨物車 kg-N2O/km 0.000026 （同左） 

ガソリン／軽貨物車 kg-N2O/km 0.000022 （同左） 

ガソリン／普通・小型・軽 特殊用途車 kg-N2O/km 0.000035 （同左） 

ディーゼル／乗用車 kg-N2O/km 0.000007 （同左） 

ディーゼル／バス kg-N2O/km 0.000025 （同左） 

ディーゼル／普通貨物車 kg-N2O/km 0.000014 （同左） 

ディーゼル／小型貨物車 kg-N2O/km 0.000009 （同左） 

ディーゼル／普通・小型・軽 特殊用途車 kg-N2O/km 0.000025 （同左） 

ガス機関又はガソリン機関での燃料の使用に伴う排出    

 液化石油ガス（LPG） kg-N2O/kg 0.000031496 （同左） 

都市ガス kg-N2O/Nm３ 0.000027776 （同左） 

ディーゼル機関での燃料の使用に伴う排出    

 灯油 kg-N2O/ℓ 0.00006239 （同左） 

軽油 kg-N2O/ℓ 0.00006409 （同左） 

Ａ重油 kg-N2O/ℓ 0.00006647 （同左） 

液化石油ガス（LPG） kg-N2O/kg 0.00008636 （同左） 

都市ガス kg-N2O/Nm３ 0.00007616 （同左） 

一般廃棄物の焼却に伴う排出（准連続燃焼式） kg-N2O/t 0.0539 （同左） 

下水の処理に伴う排出 kg-N2O/m３ 0.00016 （同左） 

産業廃棄物の焼却に伴う排出 kg-N2O/t 0.645 （同左） 

 

表 3-4 温室効果ガスの排出係数 

■ハイドロフルオロカーボン（HFC）の排出に係るもの 

活  動  項  目 単 位 排出係数 （前計画時） 

カーエアコンの使用に伴う排出 kg-HFC/台･年 0.010 （同左） 
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第２章 温室効果ガスの排出状況と削減目標 

  

１．温室効果ガスの排出に係る活動量と温室効果ガス排出量の現状 

直近年の平成 29年度（2017年度）における本市の事務・事業の実施に伴う温室効果ガスの排出

に係る活動量（燃料、電気の年間使用量等）と温室効果ガス排出量の内訳を表 4に示します。 

また、温室効果ガス排出量の構成比を図 1に示します。 

温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事

業に係る実行計画策定マニュアル及び温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」に基づいて算

出しました。 

温室効果ガス総排出量は 8,583,154kg-CO2であり、このうち 95.2％は二酸化炭素です。 

また、温室効果ガス排出量の構成比を見ると、電気の消費による二酸化炭素が 74.8％、都市ガス

の消費による二酸化炭素が 5.8％、Ａ重油の消費による二酸化炭素が 3.9％あり、この３項目が全

体の 84.5％を占めています。 

 

表 4 活動量と排出量の内訳（平成 29年度） 

単位 比率

8,172,758 95.2%

ガソリン 118,830 ℓ 275,882 3.2%

灯油 104,578 ℓ 260,344 3.0%

軽油 123,925 ℓ 320,340 3.7%

A重油 122,230 ℓ 331,198 3.9%

LPG 22,060 ㎥ 66,156 0.8%

都市ガス（LNG) 221,294 ㎥ 494,377 5.8%

電気 11,680,839 kWh 6,424,461 74.8%

43,793 0.5%

自動車走行 1,709,746 ｋｍ 492 0.0%

廃棄物焼却 18,985 ｔ 30,698 0.4%

下水処理 681,960 ㎥ 12,603 0.1%

364,146 4.3%

自動車走行 1,709,746 ｋｍ 13,104 0.2%

廃棄物焼却 18,985 ｔ 317,217 3.7%

下水処理 681,960 ㎥ 33,825 0.4%

ハイドロフルオロカーボン （HFC） 189 台 2,457 0.0%

合計　（温室効果ガスの総排出量） 8,583,154 100.0%

メタン （CH4）

一酸化二窒素
（N2O)

項　　　　　目

二酸化炭素
（CO2)

排出量
(kg-CO2)

活動量
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図 1 温室効果ガス排出量の構成比（平成 29年度） 
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２．前計画の評価 

 

(1) 前計画の概要 

前計画（平成 26年３月策定）の期間は、平成 26年度を初年度として、平成 30年度までの５年間

でした。 

前計画では、平成 24年度を基準年度として温室効果ガス排出量の削減目標を定めました。 

また、温室効果ガスの排出量の削減目標は、本庁等の事務･事業と旭中央病院関連の事務･事業で

は事情が異なるため、削減目標を個別に設定しました。 

前計画で対象とする温室効果ガスは、本計画と同様であり、温室効果ガスに関する削減目標は、

計画期間内において「温室効果ガスの総排出量を平成 24年度比、本庁等において 3.8％削減、旭中

央病院において 3.8％削減する。」ものとされていました。 

 

■計画の期間 

 

・計画期間：平成 26年度～平成 30年度（５年間） 

・基準年度：平成 24年度 

 

 

■温室効果ガスの削減目標（本庁等） 

温室効果ガス総排出量 削減目標 

平成 24年度 8,772,401 kg-CO2 

3.8％削減 

平成 30年度 8,439,050 kg-CO2 

 

 

■温室効果ガスの削減目標（旭中央病院） 

温室効果ガス総排出量 削減目標 

平成 24年度 19,858,377 kg-CO2 

3.8％削減 

平成 30年度 19,103,759 kg-CO2 

       注．平成 28年度から旭中央病院は対象から除外されています。 
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(2) 温室効果ガス排出量の推移 

 

基準年度の平成 24年度から平成 29年度までの温室効果ガス排出量の推移と対基準年度増減率を

表 5と図 2に示します。 

平成 29 年度（2017 年度）の温室効果ガスの排出量は、基準年度の平成 24 年度（2012 年度）の

8,772,401 kg-CO2に対して、8,583,154 kg-CO2となり、基準年度と比較して 2.2％の削減に留まり

ました。平成 27年度には 3.5％の削減を果たしたものの、平成 28年度は平成 27年度に対して 1.9％

増加し、基準年度に対し 1.6％の削減となってしまいました。要因としては、夏の平均気温が高く、

10月からは強い寒気が流れ込み低温となったことから、公共施設や学校関連施設などで冷暖房機器

類を多く使用し、電気使用量や灯油の使用量が増加したためと考えられます。 

目標年度の平成 30年度での 3.8％削減の達成は、やや困難な状況が見込まれます。 

 

表 5 温室効果ガス排出量の推移 

平成24年度
（基準年度）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
平成30年度
（目標値）

8,772,401 8,924,724 8,648,262 8,467,693 8,627,718 8,583,154 8,439,050

― 152,323 △ 124,139 △ 304,708 △ 144,683 △ 189,247 △ 333,351

― 1.7 △ 1.4 △ 3.5 △ 1.6 △ 2.2 △ 3.8

温室効果ガス排出量
（kg－CO2)

対基準年度増減量
（kg－CO2)

対基準年度増減率
（％)

年度

 

注．平成 27年度排出量は、公表後に排出係数に変更があり、新係数で計算したものを記載しています。 

 

図 2 温室効果ガス排出量と対基準年度増減率 
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３．第３次計画における温室効果ガス排出量の削減目標 

 

(1) 国の政府実行計画における削減目標 

  国が平成 28 年（2016 年）に策定した「政府実行計画」における温室効果ガスの削減目標及び計

画期間は、次のとおりです。 

  ①平成 25 年度（2013 年度）を基準年度として、庁舎等の施設のエネルギー使用・公用車の使用

等に伴う温室効果ガスの 2030 年度における排出量を政府全体で 40％削減することを目標とす

る。 

  ②中間目標として、2020年度までに、政府全体で 10％削減すること目標とする。 

  ③2016年度（平成 28年度）から 2030年度までの期間を対象とする。 

   ただし、2020年度中に、2021年度以降の政府実行計画について見直しを行う 

 

(2) 旭市の削減目標 

削減目標は、国の地球温暖化対策計画と整合を図るため、2030年度までに 2013年度比 40％の

削減を長期目標として見据えたうえで本計画の最終年度である 2023 年度の削減目標を定めるも

のとします。 

本市の事務・事業の範囲は、３～４ページの表 1-1・表 1-2 に示したとおりです。温室効果ガ

スの排出量を削減するためには、電気や燃料の消費量を減らすための様々な取組を職員一人ひと

りがあらゆる局面において総合的に実施することが必要です。 

温室効果ガス排出量の削減目標について推計したものを表 6に示します。 

 

表 6  温室効果ガス排出量削減目標の推計 

削減率（％） 備　考

― 8,924,724 ①

― 8,583,154 ②

2013(H25)
年度比 △10%

2017(H29)
年度比

△6.4%

2013(H25)
年度比

△40%

2017(H29)
年度比 △37.6%

2013(H25)
年度比

△19%

2017(H29)
年度比

△15.8%

2013（H25）年度
（国計画の基準年度）

市
排
出
量

の
実
績
値

2030年度
(国の目標年度)

市
排
出
量
の
目
標
値

8,032,000

7,228,000

5,354,000

2020年度
(国の中間目標年度)

③

④

⑤

温室効果ガス排出量
（ｋｇ-CO2)

2017（H29）年度
（本計画の基準年度）

排出量は、2013年度市排出量に対し、
国の中間目標の削減率10％を削減をし
た場合の量です。（①×0.9）
②の2017年度市排出量に対し6.4％の削
減となります。

目標とする排出量の③と④の差を10年
で均等に削減していく場合1年当たり
268,000kg-CO2、2023年度までの3年間
で804,000kg-CO2の削減が必要となり、
②の2017年度市排出量に対し15.8％の
削減が必要となります。

排出量は、2013年度市排出量に対し、
国の目標の削減率40％を削減をした場
合の量です。（①×0.6）
②の2017年度市排出量に対し37.6％の
削減となります。

�

2023年度
(本計画の最終年度）

 
注．⑤：③8,032,000 － ④5,354,000 ＝ 2,678,000   

    2,678,000 ÷ 10年 ≒ 268,000  

    ③8,032,000 －(268,000 ×3年) ＝ 7,228,000  
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市役所全体の温室効果ガスの排出量を、 

2017年度（平成 29年度）を基準として、 

2023年度までに 15.8％削減します。 

本市の事務・事業からの温室効果ガス排出量の削減目標は、以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7  温室効果ガス排出量の削減目標 

現況 目標

2017年度
(H29)

2023年度

排出量（kg-CO2) 8,583,154 7,228,000 15.8％削減

項目 備考

 

  

前計画期間での 3.8％削減の目標達成が難しい状況にある中、今計画では 15.8％削減という大幅に

増となる削減目標を設定していますが、実現可能な削減目標と考えています。 

 目標達成に向けては、温室効果ガス排出量の約 75％を占める電気使用量の削減を軸に進めていく必

要があります。 

公共施設総合管理計画に基づく施設の統廃合による公共建築物延床面積の縮減、広域化によるごみ

処理施設等の縮減（総体的な電気使用量の削減）の他、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネル

ギーを用いた発電事業による電気の使用（排出量算定上の排出係数の抑制）や再生可能エネルギーを

直接庁舎施設等で使用する（排出量の算定対象から除外）などの取組みが特に有効と考えます。 
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第３章 温室効果ガスの削減のための取組内容（共通項目） 
 

１．公共施設の再編等に関する取組 

 

取  組  項  目 

対象施設量の縮減 

公共施設総合管理計画に基づく施設の統廃合による公共建築物 
延床面積の縮減 

広域化によるごみ処理施設等の縮減 

 

２．施設・設備の管理及び物品の使用に関する取組 
 

(1) 電気の使用 

取  組  項  目 

電気使用量の抑制 

冷暖房の使用抑制・夏季のクールビズ、冬季のウォームビズの実践 

冷暖房使用時の適温励行（夏季 28℃、冬季 20℃） 

冷暖房使用時の窓・ドアの開放禁止 

ブラインド、カーテンによる室内の明かりや室温の調整 

廊下、階段、トイレ等での自然光の活用 

室内、廊下の間引き照明の実施 

会議室、給湯室、トイレ等の使用時以外の消灯 

昼休み、時間外勤務時の不要な照明の消灯 

残業時間の短縮、ノー残業デーの設定による夜間の照明や冷暖房の
使用抑制 

節電機能のある機器の使用時の省エネ設定 

近隣階への移動時のエレベーターの使用抑制 

各部署の最終退庁者による部署内の電源の確認 

省エネ推進に向けた啓発の貼り紙等の表示 

電気使用量の把握・管理 
庁舎・施設における電気使用量の把握と職員への周知による意識啓
発、むだ遣いの削減 

使用電気の選択 再生可能エネルギーを用いた発電事業による電気の使用 
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(2) 燃料の使用 

 

取  組  項  目 

ガス使用量の抑制 

ガス湯沸かし器の適正な給湯温度の設定 

ガス湯沸かし器の種火の止栓 

石油使用量の抑制 

石油ストーブ等の適正な使用 

ボイラー等の適正な維持・管理 

クリーンセンターでの重油（助燃剤）の使用抑制 

燃料使用量の把握・管理 
庁舎・施設における燃料使用量の把握と職員への周知による意識啓
発、むだ遣いの削減 

 

 

(3) 公用車の使用 

取  組  項  目 

公用車の効率的な使用 

庁舎間の定期便の設定 

走行ルートの合理化等 

近距離への外出時における自転車等の使用 

公用車台数の見直し 

低公害車・低燃費車（軽自動車等）の使用 

公用車１台当たりの燃
料使用量の抑制 

相乗りの励行や不要物の不積載等 

駐・停車時のアイドリングの禁止、急発進・急加速の抑制 

定期的な車両整備 

燃料使用量の把握・管理 

公用車使用時の走行距離・給油量等の記録 

公用車の燃料使用量の把握と職員への周知による意識啓発、むだ遣
いの削減 
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(4) 施設・設備の管理 

取  組  項  目 

緑化の推進 

公共施設の緑化の推進 

枝打ちや剪定等による適正な維持・管理 

各種設備・器具の管理 

定期的な清掃、メンテナンスの実施 

エレベーターの運行調節 

廃棄物・リサイクル関連 

分別した資源物の保管場所・施設等の適正管理 

代替フロン使用機器の適正な回収・処理 

 

(5) 水の使用 

取  組  項  目 

水道水の節水 

水栓への節水コマ＊２の取り付け 

蛇口更新時の自動水栓＊３の導入 

水漏れ、水道水圧の定期点検 

トイレでの水量の適正な調節 

節水トイレへの移行の検討 

洗車時等の節水 

水道水使用量の把握・管
理 

庁舎・施設における水道水使用量の把握と職員への周知による意識
啓発、むだ遣いの削減 

雨水の利用 

雨水利用設備の導入検討 

雨水の再利用（散水による路面等の冷却の検討） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊２ 節水コマ：水道の蛇口内部に取り付けるゴム製又は樹脂製のコマのことであり、通常のコマの中央部に突起が付いた形状と

なっています。突起が流出しようとする水流を阻害し、半開時の流出量を５～10％程度抑えるため、食器洗い時など水道を流

しっぱなしにする際の水量を抑えることができ、使用に伴う節水効果があります。 
 

＊３ 自動水栓：手を近づけることにより、手回し部に触れずに吐水・止水が可能な蛇口です。衛生的であるため、病院において

院内感染の予防のために導入する所が増えています。また、節水効果も高いため、水を大量に使用する施設やオフィスビル等

でも導入する所が増えています。 
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(6) 用紙類の使用 

取  組  項  目 

用紙類の使用量の削減 

両面コピー・両面印刷の徹底 

会議資料等の簡潔化 

資料等は必要部数のみ印刷 

部署内での資料の共有化 

電子情報化によるペーパーレスの推進 

片面印刷済用紙（裏紙）
の活用 

内部資料等における裏紙の積極活用 

コピー機付近への裏紙利用ボックスの設置 

コピー機への裏紙専用トレイの設定 

報告書等の印刷物 

印刷物での再生紙の使用 

印刷物への古紙配合率、再生紙使用マークの明記 

用紙類使用量の把握・管
理 

庁舎・施設における用紙類使用量の把握と職員への周知による意識
啓発、むだ遣いの削減 
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３．施設の設計・施工に関する取組 
 

(1) 事業の構想、計画段階からの環境配慮 

取  組  項  目 

温室効果ガスの排出削減を考慮した設計 

温室効果ガスの排出の少ない設備の導入 

 

(2) 施工に際しての環境配慮 

取  組  項  目 

再生資材の利用 
廃アスファルト・コンクリートの再生骨材等としての利用 

汚泥の建設資材等としての活用検討 

環境負荷の少ない型枠
の使用 

使用後の型枠の有効活用 

合板型枠を使用しない工法の検討 

公害防止、環境負荷の抑
制 

低公害型建設機械による騒音・振動等の防止 

工事車両等からの温室効果ガスの排出抑制 

 

(3) 省エネ・新エネ設備の導入 

取  組  項  目 

省エネ設備の導入 

省エネ型の照明機器、空調機器、各種設備の導入 

深夜電力を利用する冷暖房機器の導入 

複層ガラスの採用等による建物の断熱性の向上 

通風、自然採光等に配慮した構造設計 

太陽エネルギーや風力等の自然エネルギーの活用（施設内における
太陽光発電設備等の導入の検討） 

下水排熱やごみ焼却排熱等の未利用エネルギーの活用 

エネルギー利用の合理
化 

重油を燃料とする設備の見直し 

排熱を利用したコージェネレーションシステム＊４の導入 

深夜電力を使用した蓄熱設備等の導入 
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(4) 緑化の推進 

取  組  項  目 

緑化の推進 

敷地内の緑化推進 

屋上の緑化推進 

壁面の緑化推進 

 

 (5) 水の有効活用 

取  組  項  目 

水利用の合理化 

節水器具の導入 

雨水利用設備の導入 

処理水の再利用の検討 

水循環の確保 
インターロッキング＊５、透水性舗装＊６、雨水浸透ます＊７等による
雨水の地下浸透 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊４ コージェネレーションシステム：燃料を燃やして発電するとともに、その際に発生する排熱を冷暖房や給湯、蒸気等の用途

に有効利用する省エネルギーシステムです。従来の発電システムでは発電後の排熱は失われていましたが、コージェネレーシ

ョンでは最大 80％近くの高効率利用が可能となります。１つのエネルギー源から２つ以上のエネルギーを発生させることから、

「co（共同の）generation（発生）」といいます。 

 

＊５ インターロッキング：主に歩道や公園、駐車場工事等で使用される舗装用のブロックのことであり、ブロックどうしの隙間

から下に雨水が浸透します。 
 

＊６ 透水性舗装：主に歩道、遊歩道、駐車場や公園等で使用される舗装であり、雨水をそのまま地下に浸透させるため、地下水

の涵養等の効果があります。 
 

＊７ 雨水浸透ます：通常の雨水ますと違い、底と横に穴があいているため、雨水を地下にしみ込みやすくすることができます。

雨水が地下にしみ込むことにより地下水を確保する他、雨水が川に流れ込むまでの時間を長くし、河川の氾濫等を防ぐことに

も役立ちます。 
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４．物品の購入等に関する取組 
 

(1) 紙製品の購入 

取  組  項  目 

コピー用紙、OA用紙 古紙配合率の高い用紙の購入 

紙製品 

使用後にリサイクルしやすい製品の購入 

古紙配合率の高い製品の購入 

衛生紙 再生紙使用のものの購入 

 

(2) 事務用品等の購入 

取  組  項  目 

事務用品等 

環境ラベリング＊８商品、環境保全型製品の購入 

詰め替えが可能な製品の購入 

使い捨て製品等の購入抑制 

使用後にリサイクルしやすい製品の購入 

 

(3) 電気製品、事務機器、その他の製品の購入 

取  組  項  目 

電気製品、OA機器 

省エネ型の製品の購入 

白熱電球の蛍光灯・LED＊９への交換 

長期使用が可能な製品、保守・修理サービスの充実した製品の購入 

事務機器 長期使用が可能な製品、保守・修理サービスの充実した製品の購入 

その他の製品 

非フロン系エアゾール製品＊10の購入 

再生繊維を原料とする製品の購入 

自動販売機 

設置台数の見直し 

エネルギー消費の少ないものの導入 
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(4) 公用車の購入 

取  組  項  目 

公用車 

低公害車＊11・低燃費車の導入 

アイドリング・ストップ＆スタート装置の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊８ 環境ラベリング：製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、①「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づい

て環境保全に資する製品を認定するもの、②事業者が自らの製品の環境情報を自己主張するもの、③製品の環境情報を定量的

に表示するもの 等があります。 
 

＊９ LED（Light Emitting Diode）：「発光ダイオード」と呼ばれる半導体のことで、従来の照明器具と比べて、寿命が 10 万時間

と長く、消費電力が小さいことが特徴であり、蛍光灯、ハロゲンランプ、白熱電球の代替製品として期待されています。 
 

＊10 非フロン系エアゾール製品：噴射剤やスプレー等のエアゾール製品には、引火性ガスを用いたものと非引火性ガスを用いた

ものがありますが、このうち非引火性ガスとして代替フロンを使用し、フロンガスを使用していないものをいいます。 
 

＊11 低公害車：窒素酸化物や粒子状物質等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れている等の

環境にやさしい自動車のことであり、燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動

車等があります。 
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５．物品の廃棄、施設の修理・解体に関する取組 
 

(1) ごみの減量化 

取  組  項  目 

機器・備品の長期使用 

事務用品や各種の備品の節約・長期使用 

事務機器や電気製品の修繕・長期使用 

物品の購入・管理 

詰め替え可能な製品、部品交換が可能な製品の使用 

使用頻度の少ない用品の一括管理 

物品の販売等 

簡易包装の徹底 

レジ袋の削減（マイバッグ持参の推奨） 

 

(2) リサイクルの推進 

取  組  項  目 

資源物全般 分別徹底によるリサイクル推進 

紙類 

機密書類のシュレッダーによるリサイクル推進 

雑紙のリサイクル推進 

生ごみ 学校給食等の残飯の資源化の検討 

トナーカートリッジ（コ
ピー機やプリンター） 

廃棄処分から回収・リサイクルへの転換 

行事やイベントでの使い捨て容器の使用自粛、分別回収の徹底 

不用になった物品の有効活用に向けた情報提供 
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(3) 建設廃棄物の減量・再資源化 

取  組  項  目 

請負者への指示・指導 

廃棄物処理計画書の提出 

建設廃棄物の分別排出 

建設廃棄物の有効活用 

建設廃棄物の処理・処分状況の確認 

建設発生土の有効活用 

 

(4) 代替フロンの回収等 

取  組  項  目 

代替フロン使用機器の適正な回収・処理 
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６．組織内の体制整備に関する取組 
 

(1) 職員の意識の向上 

取  組  項  目 

職員への啓発 

説明会・研修会の開催による本計画の周知徹底 

本計画の実施状況に関する情報の定期的公表 

本計画の推進担当者の養成・活用 

環境配慮のアイデア・提案の公募 

 

 

(2) 環境マネジメントシステムの確立 

取  組  項  目 

環境管理システム ISO14000シリーズ＊12の認証取得の検討 

ごみの量や資源化率、コピー使用枚数、自動車走行距離等、数値化できる項目についての目標
設定 

環境配慮の取組事例等の情報提供 

環境負荷の少ない製品の購入や使用を進めるための情報提供 

市の施設整備に際して環境配慮を示した技術指針の整備、体制の構築 

 

 

 

＊12 ISO14000 シリーズ：企業活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスが継続的に改善される仕組

みを構築するために要求される規格です。環境マネジメントシステム、環境監査、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント

等、環境管理の分野からなり、これらについての一連の番号から「ISO14000シリーズ」と総称されます。 

中でも ISO14001は、環境マネジメントシステムの国際規格であり、環境に配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステムを構

築した組織に与えられる認証です。 
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第４章 事業別の主要な取組内容 
  第３章では共通項目として取組内容について示しましたが、第４章では、各事務・事業における

温室効果ガスの削減に向けた主要な取組を事業別に示します。 

第３章の取組内容と重複する部分が含まれています。 

 

１．本庁・支所等での事業 
本庁・支所等での事務・事業における温室効果ガスの削減に向けた主要な取組を以下に示します。 

 

(1) 本庁・支所等の庁舎での主要な取組 

取  組  項  目 

電気使用量の抑制 

使用していないときの OA機器の電源 OFFの徹底 

昼休みにおける業務に支障のない範囲での消灯 

昼休みや残業時における不必要な照明の消灯徹底のための定期的
なパトロールの実施 

各部署において最後に退庁する職員による照明、電気機器等の電源
OFFの確認 

冷房時 28℃、暖房時 20℃を目安とした空調機器使用時の温度管理
の徹底 

ガス使用量の抑制 ガス湯沸かし器の適正な給湯温度での使用 

公用車燃料の抑制 

急発進・急加速を行わない等、エコドライブ＊13の徹底 

駐・停車時のアイドリングストップの徹底 

自動車のタイヤ空気圧等の定期点検の徹底 

自動車の走行距離や給油量等の記録による適正管理 

近距離への外出時における自転車等の使用による自動車使用の抑
制 

職員に対する啓発等 

職員研修等を通じた職員一人ひとりへの本計画の趣旨の徹底 

各部署の打合せ等での本計画の取組への理解・協力の呼びかけ 

庁内 LAN等を通じた本計画の実施状況等に関する情報提供 

環境パトロールによる取組状況の確認、職員への意識啓発 

 

 

＊13 エコドライブ：駐停車時のアイドリング・ストップや、おだやかなアクセル操作等、環境に配慮した自動車の運転方法のこ

とです。 
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(2) 廃棄物処理事業での主要な取組 

取  組  項  目 

運転管理の省エネ 

現行の運転方式の工夫・見直しによる省エネ推進 

設備の更新に際しての高効率設備の導入 

焼却施設の運転 

効率的な燃焼管理による助燃用の燃料使用量の削減 

ごみ焼却により得られる熱の効率的な利用の推進 

ごみ収集車の省エネ 

駐・停車時のアイドリングの禁止等、エコドライブの推進 

車両の更新に際しての天然ガス車等の導入 

 

ごみ処理事業での温室効果ガスの削減に向けた取組については、「旭市一般廃棄物処理基本計画」

に基づくごみ減量施策等と併せて推進するものとします。 

 

(3) 水道事業（上水道・下水道）での主要な取組 

取  組  項  目 

運転管理の省エネ 

現行の運転方式の工夫・見直しによる省エネ推進 

設備の更新に際しての高効率設備の導入 

水道事業所における環境管理システムの認証取得の検討 

 

(4)各種施設での主要な取組 

取  組  項  目 

電気使用量の抑制 

施設内の空調機器等の定期的な点検整備の実施 

設備の更新に際しての省エネ機器・高効率設備の導入 

事務・業務の工夫・見直しによる省エネ推進 

ごみの減量・リサイクルの推進 

敷地内や屋上等の緑化推進 
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２．教育事業 
学校関連の事務・事業における温室効果ガスの削減に向けた主要な取組を以下に示します。 

 

(1) 校内における省エネ・省資源の推進 

取  組  項  目 

電気使用量の抑制 

使用していない教室等の消灯 

十分に採光が確保できる場所での消灯 

備品類（各教室のテレビ等）の未使用時における主電源オフの徹底 

水道水の節水 水道の使用に際しての節水指導 

用紙類の使用 両面印刷、裏紙利用の推進 

ごみ減量、リサイクル ごみの分別の徹底、リサイクルの推進 

環境学習の推進 授業時間での省エネ・環境保全等に関する環境学習の実施 

 

(2) 教職員等を中心とした取組 

取  組  項  目 

組織的な取組 

省エネ推進に向けた学校での目標の設置 

省エネ推進に向けた組織・担当者の設置 

省エネ推進のためのチェックシートの作成・省エネの点検 

意識啓発等 

ポスター・標語の掲示による省エネに向けた呼びかけ 

学校施設開放利用者に対する節電等への協力の呼びかけ 

 

(3) 緑化の推進 

取  組  項  目 

花壇の整備による緑化推進 

屋上緑化や壁面緑化の検討 

校庭やグラウンドへの芝生の植栽の検討 
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指示

地球温暖化対策推進本部

協議

指示

伝達

推進担当者（各課等から１名）

各課等の職員

業務担当者

報告

旭　　　市

提言

本部長（副市長）

本部員

推進責任者（各課等の長）

市　　　　　長

承認 報告

事務局（環境課）
報告

第５章 計画の推進体制と点検・評価 

 

１．計画の推進体制 

本計画を実効あるものとするためには、各職場において着実に取組を進めるとともに、取組状況

の課題、新たな取組の検討等について定期的な進行管理を実施していくことが必要です。 

このため、実行計画を推進し、点検・評価していくための体制を以下のとおり整備します。 

 

図 3 実行計画推進体制のフロー図 
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表 8 計画の実行組織 

 

組 織 具体的な内容 

①市長 ・本計画の策定、実施及び見直しを指揮します。 

②地球温暖化対策

推進本部 

・副市長を本部長として、各課等の長で構成し、協議を通じて本計画を評

価するとともに、計画の見直しについて検討します。 

・地球温暖化対策推進本部長は、計画の内容及び進捗状況を市長に報告し、

計画の見直しにより変更が生じる場合は、承認を受けます。 

③推進責任者 ・各課等の長が担当し、各課等における本計画の推進や点検等の総括を行

い、点検結果を地球温暖化対策推進本部長に報告します。 

④推進担当者 ・原則各課等に１名とし、推進責任者が任命します。 

・本計画を確実に実施・運用していくため、計画の内容等を各課等の職員

に伝達し、本計画の推進と点検を行い、推進責任者に報告します。 

・推進担当者は、必要に応じて各課等の推進計画を作成します。 

⑤全職員 ・本計画は、全職員がそれぞれの役割に即した責任と権限によって実施す

るものとします。 

・各課等の職員は、推進担当者より計画の内容等の伝達を受け、計画実行

に対する意見等がある場合には、推進担当者に提言します。 

・業務担当者は、業務受託者に対して市の取組についての説明、温室効果

ガス排出量の抑制等の協力依頼を伝えます。 

⑥事務局 ・事務局は環境課が担当し、本計画の推進のため、以下の取組を行います。 

・推進責任者から点検の報告を受け、結果のとりまとめを行います。 

・地球温暖化対策推進本部員へ本部会資料を事前に配布します。 

・職員に対する研修等を計画・実施します。 

・地球温暖化対策推進本部会の議事録、職員研修記録等、計画の実施に必

要な記録を作成し、適切に管理します。 

・計画の見直しや評価結果の定期的な公表を行います。 
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２．職員に対する研修等 

本計画に掲げられた取組を実践するのは一人ひとりの職員です。職員全員が本計画を推進し

ていくため、以下の研修等を実施します。 

事務局は研修等の計画を立て、実施するとともに、実施した研修等の記録を作成し、適切に

管理します。 

 

①推進責任者及び推進担当者に対する研修 

対象 推進責任者及び推進担当者 

概要 地球温暖化対策に関する知識の普及と実行計画の推進に関する研修。 

具体的内容 ・計画の目的と内容 

・推進・点検体制と役割 

・点検の手順と方法 

・職員への指導 等 

 

②一般職員に対する研修 

対象 一般職員 

概要 地球温暖化対策に対する認識と実行計画の理解を深めることを目的と

します。また、適宜情報提供を行います。 

具体的内容 ・地球温暖化関連情報 

・計画の目的と内容 

・取組の内容と方法 等 

 

③新規採用職員に対する研修 

対象 新規採用職員 

概要 環境に対する認識と実行計画への理解を得ることを目的とします。 

具体的内容 ・地球温暖化関連情報 

・計画の目的と内容 

・取組の内容と方法 等 
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実施状況等の公表

　○推進責任者が計画の点検を総括
　○事務局が毎年、点検結果をとりまとめる

地球温暖化対策
推進本部

　○点検・評価を踏まえ、取組の継続的な改善や目標
　　 の見直し等を行う

事務局

推進責任者

　○各課等で取組を実施
　○推進担当者が各課等の取組を推進し、状況を報告

推進担当者

全職員

【担当】 【具体的な取組】

　○温室効果ガス排出量の削減目標の設定
　○目標達成のための取組の提示

策定
（Plan）

実施
（Do）

見直し
（Action）

点検・評価
（Check）

実行計画の
継続的改善

策定
（Plan）

実施
（Do）

点検・評価
（Check）

見直し
（Action）

３．実施状況の点検・評価 

計画の推進に当たっては、ISO14001 の環境マネジメントシステムの考え方を取り入れた「PDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクル」により、計画の継続的な改善を目指します。 

また、計画の実施状況の点検・評価は、推進責任者からの点検の報告に基づき、地球温暖化対策

推進本部長が評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

図 4-2 PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクル 
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(1) 計画の点検 

 

①温室効果ガス排出量の全体点検 

年に一度、排出量調査票（チェックリスト：様式①）を用いて、各課等毎に推進責任者が排

出量の点検を行います。 

 

②取組実施状況等の全体点検 

年に一度、行動調査票（チェックリスト：様式②）を用いて、各課等毎に推進責任者が取組

実施状況等の点検を行います。また、併せて保有機器の状況等についても把握します。 

 

③日常の点検 

各職員は、常に自分の行動が実行計画の取組内容に即しているか否を意識して行動します。 

推進責任者は、所属課等の電気・燃料・紙等の使用量を毎月把握し、時系列の変動がわかる

ようにグラフ化し、課内に掲示します。また、自動車使用記録簿の記録をもとに、走行ルート

の合理化が図られているかを毎月点検します。 

 

④是正処置 

点検の結果、不適合が見つかった課等では、推進責任者を中心に是正処置について話し合い、

結果を地球温暖化対策推進本部長に報告します。 

地球温暖化対策推進本部長は、この報告を計画の見直しに役立てます。 

 

(2) 計画の見直し 

 

①目標と取組の見直し 

地球温暖化対策推進本部長は、目標と取組の間で逸脱が生じた場合（取組に対して目標が高

すぎた等）は、速やかにどちらか又は両方を見直します。 

 

②体制の見直し 

地球温暖化対策推進本部長は、目標と取組の変更等により、計画の実施上体制に支障が生じ

た場合には、見直しを行います。 

 

(3) 公表 

本計画の見直しや評価結果は、毎年広報紙や環境白書等により公表していきます。 
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