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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画の目的 

実行計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」という。）第 21条

により地方公共団体に策定が義務付けられている計画です。また、本市の全事務事業は、

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下、「省エネ法」という。）の特定事業者

（事業者全体で年度単位のエネルギー総使用量が原油換算で 1,500kℓ を超える事業者）と

して、エネルギー使用状況の把握や省エネルギー化の推進が義務となっています。省エネ

ルギー化の取り組みは、地球温暖化対策にとっても重要な位置付けとなることから、実行

計画の運用による温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量の削減における取り組みの合

理化を目指します。 

 

【実行計画策定の意義・目的】 

 法令の遵守「温対法及び省エネ法」 

 市の事務事業における省エネルギー化を主体とした地球温暖化対策の推進 

 市民・事業者への普及啓発を目的とした行政の率先行動 

 エネルギー消費量削減による経費節減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

（平成十年十月九日法律第百十七号） 

最終改正：平成二十八年五月二十七日法律第五十号 

（地方公共団体の責務） 

第四条  地方公共団体は、その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

の施策を推進するものとする。 

２ 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の量の削減並びに吸収作用の保全

及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等

に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道

府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強

化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

２  地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  計画期間 

二  地方公共団体実行計画の目標 

三  実施しようとする措置の内容 

四  その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

～中略～ 

８  都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同し

て、これを公表しなければならない。 

９  第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。 

１０  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置

及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。 
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２ これまでの取り組み状況 

本市では、温対法第 21条第１項の規定（都道府県及び市町村は、自らの事務及び事業に関

する温室効果ガスの排出の量の削減等に関する計画（地方公共団体実行計画（事務事業編）

を策定））に基づき、2012（平成 24）年 3月に「第 2次たつの市地球温暖化防止実行計画（事

務事業編）（以下、「第 2次計画」という。」）を策定し、省エネの推進など市の事務事業に関

する地球温暖化対策の取り組みに着手し、温室効果ガスの削減等に取り組んでいます。 

また、2010（平成 22）年度に省エネ法の「特定事業者」として計画的・継続的な省エネ

ルギー化にも取り組んでいます。 

 

（１）第2次計画の概要 

 基 準 年：2011（平成23）年度 

 計画期間：2013（平成25）年度～2017（平成29）年度（５年間） 

 対象施設：本市が管理する全事務事業（指定管理施設含む） 

 調査対象とする温室効果ガス 

 二酸化炭素（CO2） 

 メタン（CH4） 

 一酸化二窒素（N2O） 

 削減目標 

 2017（平成29）年度までに2011（平成23）年度対比で1.3％削減 

  

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（抜粋） 

（昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号） 

最終改正：平成三十年法律第四十五号 

（特定事業者の指定） 

第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者 （連鎖化事業者 （第十八条第一項に規定する連

鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。）、認定管理統括事業者 （第二十九条第二項に規

定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。）及び管理関係事業者（第二十九条第

二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。）を除く。第三項において

同じ。）のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度（四月一日から翌年

三月三十一日までをいう。以下同じ。）の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを

エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。 

２ 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。 

３ 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で

定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上で

あるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度にお

けるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を

経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者 （以下 「特定

事業者」という。）については、この限りでない。 
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（２）第2次計画の目標達成状況 

１）活動量※推移 

本市の第 2次計画期間（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年度）の活動量は、以

下のようになります。 

2017（平成 29）年度は、LPGにおいて 2011（平成 23）年度（基準年度）に比べて使用

量が増加しているものの、ガソリン、軽油、灯油、A重油、電気使用量及び公用車の走行

距離は減少しています。 

 

表１－１ 活動量の推移 

 
※ 活動量：温室効果ガス排出の要因となる活動の量を示すもので、電気使用量、燃料使用量、公用

車走行距離などがこれに該当します。 

 

２）温室効果ガス排出量推移 

本市の第 2次計画期間（2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年度）の温室効果ガス

排出量は、以下のようになります。 

2017（平成 29）年度の温室効果ガス排出量は 13,389ｔ-CO2となり、2011（平成 23）年

度（基準年）比で 37.7％増加しており、削減目標（1.3％削減）の達成には至りませんで

した。 

排出量の主な原因は、電気使用に伴う排出量の増加です。上記で述べたように電気使

用量は 2011（平成 23）年度（基準年度）比で 0.5％減少したものの、電気にかかる二酸

化炭素排出係数の上昇により、排出量が大幅に増加する結果となりました。 

 

表１－２ 項目別温室効果ガス排出量の推移 

 

2011(H23)年度
（基準年度）

2013（H25）
年度

2014（H26）
年度

2015（H27）
年度

2016（H28）
年度

2017（H29）
年度

ガソリン kℓ 118.1 110.3 85.2 79.3 95.3 82.8 -35 -29.9%

軽油 kℓ 42.8 39.2 29.1 20.4 34.2 25.4 -17 -40.7%

灯油 kℓ 348.7 404.1 362.9 131.7 117.2 122.9 -226 -64.8%

A重油 kℓ 472.0 385.5 366.8 356.7 317.5 336.1 -136 -28.8%

LPG t 71.1 80.1 80.6 96.0 90.8 158.2 87 122.5%

電気 千kWh 22,398.1 22,933.6 22,466.8 20,956.4 22,047.0 22,282.8 -115 -0.5%

CH4

N2O

使用量等
基準年度比
増減量

基準年度比
増減率（％）

単位項　　目

1,244.9 1,244.9 -292 -19.0%

CO2

1,536.6 1,545.2 1,258.5 1,172.8千km
公用車の走行
距離

2011(H23)年度
（基準年度）

2013（H25）
年度

2014（H26）
年度

2015（H27）
年度

2016（H28）
年度

2017（H29）
年度

ガソリン 274.3 255.9 197.6 183.9 221.1 192.1 -82 -30.0%

軽油 112.2 101.2 75.2 52.6 88.1 65.5 -47 -41.7%

灯油 868.0 1,006.2 903.5 328.1 291.9 305.9 -562 -64.8%

A重油 1,278.8 1,044.8 994.0 966.7 860.4 910.7 -368 -28.8%

LPG 213.4 240.2 241.7 288.1 272.3 474.7 261 122.4%

電気 6,965.8 11,787.8 11,727.7 11,057.6 11,088.3 11,431.3 4,466 64.1%

CH4 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0 31.7%

N2O 11.3 11.5 9.1 7.8 8.7 8.7 -3 -22.6%

9,724.1 14,448.3 14,149.1 12,885.2 12,831.2 13,389.3 3,665 37.7%温室効果ガス排出量

項　　目

公用車の
走行距離

CO2

基準年度比
増減量

基準年度比
増減率（％）

温室効果ガス排出量　（単位：t-CO2）

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 
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３ 第3次計画の計画期間及び基準年度 

（１）計画期間 

「地球温暖化対策計画」に掲げる計画期間に基づき、本市においても、2030（平成 42）

年度を見据えて国と遜色ない取り組みを継続的に実施していくことを前提として、第 3

次たつの市地球温暖化対策実行計画（以下、「第 3次計画」という。）の計画期間を 2019

（平成 31）年度～2023(平成 35)年度の 5年間とします。 

なお、市有施設の統廃合や、社会的な情勢、国の動向等に適切に対応するため、必要に

応じて見直しを行います。 

（２）基準年度 

「地球温暖化対策計画」に掲げる基準年度に基づき、本市においても基準年度を 2013

（平成 25）年度とします。 

 

 

４ 第3次計画の対象 

（１）対象とする温室効果ガス 

温対法により削減の対象に規定される 7 種類の温室効果ガスに対し、本市の事務事業

において排出される以下の 4種類の温室効果ガスを調査対象とします。 

 二酸化炭素（CO2） 

 メタン（CH4） 

 一酸化二窒素（N2O） 

 ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

 

表１－３ 第 3次計画で対象とする温室効果ガス 

ガス種 主な排出源 

算
定
対
象 

二酸化炭素（CO2） 化石燃料の燃焼、電気の使用 

メタン（CH4） 自動車の走行 

一酸化二窒素（N20） 自動車の走行 

ハイドロフルオロカーボン類（HFC） エアコンの使用 

対
象
外 

六ふっ化硫黄（SF6） 電気絶縁ガス 等 

パーフルオロカーボン類（PFC） 半導体の製造 等 

三ふっ化窒素（NF3） 液晶パネル製造、半導体の製造 

 

（２）対象とする事務事業 

本市の直接管理施設及び指定管理施設における全事務事業を対象とします。 
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第2章 第3次計画の温室効果ガス排出状況 

１ 温室効果ガス排出量算定方法 

温室効果ガス排出量は、エネルギー使用量や自動車走行距離などの「活動量」に「排出

係数」及び「地球温暖化係数」を乗じることで算定します。 

 

 

 活動量 

温室効果ガス排出の要因となる活動の量を示すもので、電気使用量、燃料使用量、

公用車走行距離などがこれに該当します。 

 排出係数 

活動量からガス排出量に換算するための係数であり、「地球温暖化対策の推進に関

する法律施行令」第 3 条により活動の区分ごとに規定された係数。電気の使用に伴

う温室効果ガス排出係数については、国の削減目標との相関を図るため、環境省が

毎年度公表する電気事業者別 CO2排出係数を用います。 

 地球温暖化係数 

ガス種ごとの排出量を CO2相当量に換算するための係数であり、CO2相当量の総和

を温室効果ガス排出量として評価します。 

 

（１）温室効果ガス排出量の算定因子 

１）活動量 

温室効果ガス排出量の算定にあたり、調査する活動量を下表に示します。 

 

表２－１ 第 3次計画で調査する活動量 

ガス種 
活動量 

区分 単位 

二酸化炭素（CO2） 

電気使用量 kWh 

ガソリン使用量 ℓ 

軽油使用量 ℓ 

灯油使用量 ℓ 

A重油使用量 ℓ 

LPG使用量 kg 

メタン（CH4） 車種別公用車年間走行距離 km 

一酸化二窒素（N20） 車種別公用車年間走行距離 km 

ハイドロフルオロカーボン類（HFC） 公用車台数 台 

 

  

【温室効果ガス排出量】 ＝ 【活動量】 × 【排出係数】 × 【地球温暖化係数】 
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２）排出係数、地球温暖化係数 

表２－２ 第 3次計画で用いる排出係数及び地球温暖化係数 

 二酸化炭素（CO2） 

      

 メタン（CH4） 

       

 一酸化二窒素（N2O） 

 

 ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

 

数値 単位

燃料の使用に伴う排出

ガソリン 2.32 kg-CO2/ℓ 1

軽油 2.58 kg-CO2/ℓ 1

灯油 2.49 kg-CO2/ℓ 1

A重油 2.71 kg-CO2/ℓ 1

液化石油ガス（LPG） 3.00 kg-CO2/kg 1

都市ガス 2.24 kg-CO2/N㎥ 1

他人から供給された電気の使用に伴う排出

関西電力㈱（2013(H25)年度公表値） 0.514 kg-CO2/kWh 1

※環境省が毎年度公表する電気事業者別CO2排出係数を用いる。

排出源
排出係数

地球温暖化係数

数値 単位

自動車の走行に伴う排出（ガソリン、LPG）

普通・小型乗用車 0.000010 kg-CH4/km 25

バス 0.000035 kg-CH4/km 25

軽乗用車 0.000010 kg-CH4/km 25

普通貨物車 0.000035 kg-CH4/km 25

小型貨物車 0.000015 kg-CH4/km 25

軽貨物車 0.000011 kg-CH4/km 25

特殊用途車 0.000035 kg-CH4/km 25

自動車の走行に伴う排出（軽油）

普通・小型乗用車 0.000002 kg-CH4/km 25

バス 0.000017 kg-CH4/km 25

普通貨物車 0.000015 kg-CH4/km 25

小型貨物車 0.0000076 kg-CH4/km 25

特殊用途車 0.000013 kg-CH4/km 25

排出源
排出係数（活動量ベース）

地球温暖化係数

数値 単位

自動車の走行に伴う排出（ガソリン、LPG）

普通・小型乗用車 0.000029 kg-N2O/km 298

バス 0.000041 kg-N2O/km 298

軽乗用車 0.000022 kg-N2O/km 298

普通貨物車 0.000039 kg-N2O/km 298

小型貨物車 0.000026 kg-N2O/km 298

軽貨物車 0.000022 kg-N2O/km 298

特殊用途車 0.000035 kg-N2O/km 298

自動車の走行に伴う排出（軽油）

普通・小型乗用車 0.000007 kg-N2O/km 298

バス 0.000025 kg-N2O/km 298

普通貨物車 0.000014 kg-N2O/km 298

小型貨物車 0.000009 kg-N2O/km 298

特殊用途車 0.000025 kg-N2O/km 298

排出源
排出係数（活動量ベース）

地球温暖化係数

数値 単位

自動車用エアーコンディショナー使用時の排出

カーエアコン 0.010 kg-HFC/台・年 1,430

排出源
排出係数（活動量ベース）

地球温暖化係数
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2013（平成 25）年度（基準年度）の温室効果ガス排出量  14,451t-CO2 

２ 2013(平成25)年度(基準年度)の温室効果ガス排出状況 

（１）温室効果ガス総排出量 

本市の事務事業における 2013（平成 25）年度（基準年度）の温室効果ガス総排出量は

14,451t-CO２となっています。 

 

 

 

 

 

（２）活動項目別温室効果ガス排出構成 

電気や燃料など活動項目ごとの排出源構成では、電気の使用に伴う CO２の排出が全体

の 81.6％と最も多く、以下Ａ重油（7.2％）、灯油（7.0％）、ガソリン（1.8％）、LPG（1.7％）、

軽油（0.7％）、CO２以外（CH4、N2O、HFC）の温室効果ガス（0.1％）と続いています。 

表２－３ 活動項目別温室効果ガス排出量 

  

 

（３）施設分類別温室効果ガス排出構成 

施設別での排出状況では、宿泊施設が全体の 19.5％と最も多く、以下上水道施設

（17.9％）、社会教育施設（12.5％）、下水道施設（12.1％）、学校教育施設（10.5％）、医

療施設（7.2％）などが続いています。 

表２－４ 施設分類別温室効果ガス排出量

 

排出量

（t-CO2）

ガソリン 110 kℓ 256

軽油 39 kℓ 101

灯油 404 kℓ 1,006

A重油 386 kℓ 1,045

LPG 80 kg 240

22,934 千kWh 11,788

15

14,451合計

項目 活動量

電気

CH4、N2O、HFC

燃
料

電気

81.6%

A重油

7.2%

灯油

7.0%

ガソリン

1.8%

LPG

1.7%

軽油

0.7%

CH4、N2O、

HFC
0.1%

施設分類
排出量

t-CO2

宿泊施設 2,820

上水道施設 2,593

社会教育施設 1,803

下水道施設 1,752

学校教育施設 1,512

医療施設 1,038

健康相談施設 686

市役所・総合支所 674

福祉施設 429

観光・農林施設 376

保健施設 247

庁舎 238

消防施設 199

公用車 85

合計 14,451

宿泊施設
19.5%

上水道施設
17.9%

社会教育施設
12.5%

下水道施設
12.1%

学校教育施設
10.5%

医療施設

7.2%

健康相談施設
4.7%

市役所・総合支所
4.7%

福祉施設
3.0%

観光・農林施設

2.6%
保健施設

1.7%

庁舎
1.6%

消防施設

1.4%
公用車

0.6%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 図２－１ 活動項目別排出構成 

※第 3次計画の 2013(平成 25)年度（基準年度）の排出量 14,451t-CO2は、対象とする温室

効果ガスの見直しにより、第 2次計画の 2013（平成 25）年度の総排出量（14,372t-CO2）と

は異なっています。 

図２－２ 施設分類別排出構成 
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（４）施設別温室効果ガス排出状況 

施設別での排出状況では、水道施設が全体の 17.9％と最も多く、以下志んぐ荘（7.3％）、

市民病院（7.2％）、新舞子荘（7.2％）などが続いています。 

表２－５ 施設別温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

（５）ガス種別・活動項目別活動量 

表２－６ ガス種別・活動項目別活動量 

 

施設別
排出量

t-CO2

水道施設 2,593

志んぐ荘 1,055

市民病院 1,035

新舞子荘 1,034

赤とんぼ荘 731

はつらつセンター(はつらつの湯含む) 663

本庁舎 426

赤とんぼホール 415

龍野体育館 391

龍野西浄化センター 277

その他 5,832

合計 14,451

水道施設

17.9%
志んぐ荘

7.3%

市民病院

7.2%

新舞子荘

7.2%
赤とんぼ荘

5.1%

はつらつセンター(はつら

つの湯含む)
4.6%

本庁舎

2.9%

赤とんぼホール

2.9%

龍野体育館

2.7%

龍野西浄化センター

1.9%

その他

40.4%

（単位） CO2 CH4、N2O HFC

ガソリン 110,323

軽油 39,216

灯油 404,110

A重油 385,549

LPG kg 80,064

kWh 22,933,555

普通・小型乗用車 206,218

バス 0

軽乗用車 352,528

普通貨物車 125,611

小型貨物車 80,758

軽貨物車 452,857

特殊用途車 93,330

普通・小型乗用車 41,701

バス 54,822

普通貨物車 60,041

小型貨物車 1,843

特殊用途車 69,310

LPG車
の走行距離

特殊用途車 km 6,174

台 226カーエアコンの台数

ガソリン車
の走行距離

km

ディーゼル車
の走行距離

km

項　　目
2013（平成25）年度（基準年度）　ガス種別・活動項目別活動量

燃料使用量
ℓ

電気使用量

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 
図２－３ 施設別排出構成 
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（６）ガス種別・活動項目別排出量 

表２－６ ガス種別・活動項目別排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ ガス種別排出構成 

 

 

  

CO2 CH4 N2O HFC 総排出量

ガソリン 255,948 255,948

軽油 101,177 101,177

灯油 1,006,235 1,006,235

A重油 1,044,838 1,044,838

LPガス 240,191 240,191

11,787,847 11,787,847

普通・小型乗用車 52 1,782 1,834

バス 0 0 0

軽乗用車 88 2,311 2,399

普通貨物車 110 1,460 1,570

小型貨物車 30 626 656

軽貨物車 125 2,969 3,093

特殊用途車 82 973 1,055

普通・小型乗用車 2 87 89

バス 23 408 432

普通貨物車 23 250 273

小型貨物車 0 5 5

特殊用途車 23 516 539

LPG車 特殊用途車 5 64 70

3,232 3,232

14,436,236 562 11,453 3,232 14,451,483温室効果ガス排出量

カーエアコン

項　　目
2013（平成25）年度（基準年度）　ガス種別・活動項目別排出量　（単位：kg-CO2）

燃料

電気

ガソリン車

ディーゼル車

CO2

99.89%

N2O

0.08%

HFC

0.02%

CH4

0.00%
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（７）活動項目別温室効果ガス排出状況 

電気、燃料などの活動項目ごとの施設別排出状況を以下に示します。 

 

１）電気 

 電気の使用に伴う排出は総排出量の81.６％を占めています。 

 電気は空調、照明、OA機器で使用するほか、ポンプやファンの駆動モータなど動

力用として使用し、使用量は電力消費機器の保有状況や稼働状況、及び施設規模等

に応じて変動します。 

 ポンプ場など複数施設を管理している水道施設での排出が全体の21.７％と最も

多く、以下市民病院（8.3％）などが続いています。 

 

表２－７ 電気使用に伴う排出上位施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

２）Ａ重油 

 Ａ重油使用に伴う排出は総排出量の7.２％を占めています。 

 Ａ重油は主にボイラの燃料として使用します、購入のタイミングなどにより年度の

使用量が変動します。 

 赤とんぼ荘での排出が全体の25.9％と最も多く、以下志んぐ荘（18.2％）、新宮

給食センター（14.8％）などが続いています。 

 

表２－８ Ａ重油使用に伴う排出施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

 

 

 

  

電気使用に伴う排出量
上位10施設

使用量
ｋｗｈ

排出量

kg-CO2
構成比

水道施設 4,985,523 2,562,559 21.7%

市民病院 1,898,112 975,630 8.3%

志んぐ荘 1,352,725 695,301 5.9%

はつらつセンター(はつらつの湯含む) 1,289,495 662,800 5.6%

新舞子荘 945,516 485,995 4.1%

赤とんぼ荘 700,224 359,915 3.1%

龍野体育館 679,700 349,366 3.0%

本庁舎 573,350 294,702 2.5%

赤とんぼホール 540,513 277,824 2.4%

龍野西浄化センター 538,384 276,729 2.3%

その他 9,430,013 4,847,027 41.1%

合計 22,933,555 11,787,847 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 

Ａ重油使用に伴う排出施設
使用量

ℓ

排出量

kg-CO2
構成比

赤とんぼ荘 100,000 271,000 25.9%

志んぐ荘 70,292 190,491 18.2%

新宮給食センター 57,150 154,877 14.8%

赤とんぼホール 50,450 136,720 13.1%

本庁舎 48,000 130,080 12.4%

新宮ふれあい福祉会館 41,600 112,736 10.8%

龍野体育館 14,857 40,262 3.9%

揖龍広域センター 3,200 8,672 0.8%

合計 385,549 1,044,838 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 
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３）灯油 

 灯油使用に伴う排出は総排出量の7.0％を占めています。 

 灯油はストーブを始めとする空調用（暖房）燃料として使用するほか、ボイラ、バ

ーナ用燃料として使用しています。 

 新舞子荘での排出が全体の52.2％と最も多く、以下志んぐ荘（14.4％）などが続

いています。 

 

表２－９ 灯油使用に伴う排出上位施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）LPG 

 LPG使用に伴う排出は総排出量の1.7％を占めています。 

 LPGは、主に給湯や厨房機器の燃料として使用しており、使用量は給湯需要や給食

調理数などに応じて変動します。 

 給湯設備や給食調理場を保有する市民病院での排出が全体の15.9％、以下赤とん

ぼ荘（13.4％）、御津給食センター（11.1％）などが続いています。 

 

表２－10 ＬＰＧ使用に伴う排出上位施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

灯油使用に伴う排出量
上位10施設

使用量
ℓ

排出量

kg-CO2
構成比

新舞子荘 210,929 525,213 52.2%

志んぐ荘 58,335 145,254 14.4%

アクアホール 30,000 74,700 7.4%

赤とんぼ荘 25,245 62,860 6.2%

揖保川総合支所 24,180 60,208 6.0%

福祉会館 9,082 22,614 2.2%

たつの荘 3,649 9,086 0.9%

龍野西中学校 2,324 5,787 0.6%

龍野東中学校 2,114 5,264 0.5%

新宮小学校 1,695 4,221 0.4%

その他 36,557 91,028 9.0%

合計 404,110 1,006,235 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 

LPG使用に伴う排出量
上位10施設

使用量
kg

排出量

kg-CO2
構成比

市民病院 12,726 38,177 15.9%

赤とんぼ荘 10,754 32,262 13.4%

御津給食センター 8,920 26,759 11.1%

小宅小学校 5,097 15,291 6.4%

揖西西小学校 4,776 14,327 6.0%

龍野小学校 3,842 11,527 4.8%

神部小学校 3,767 11,301 4.7%

揖西東小学校 3,543 10,629 4.4%

誉田小学校 3,539 10,617 4.4%

新舞子荘 2,988 8,965 3.7%

その他 20,113 60,338 25.1%

合計 80,064 240,191 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 
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５）ガソリン 

 ガソリン使用に伴う排出は総排出量の1.8％を占めています。 

 ガソリンは、主に公用車燃料として使用されることから、使用量は公用車の管理状

況、稼働状況に応じて変動します。 

 消防本部での排出が全体の13.9％、以下水道施設（10.8％）などが続いています。 

 

表２－11 ガソリン使用に伴う排出上位課・施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）軽油 

 軽油使用に伴う排出は総排出量の0.7％を占めています。 

 軽油は主に公用車（送迎バス、緊急車両など）の燃料として使用されるほか、定置

式機関（発電機）の燃料として使用されます。使用量は公用車の管理状況、稼働状

況に応じて変動します。 

 志んぐ荘での排出が全体の20.2％、以下消防本部（13.9％）、建設課（10.6％）、

新舞子荘（10.0％）などが続いています。 

 

表２－12 軽油使用に伴う排出上位課・施設の使用量、排出量、構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガソリン使用に伴う排出量
上位10課・施設

使用量
ℓ

排出量

kg-CO2
構成比

消防本部 15,360 35,635 13.9%

水道施設 11,862 27,519 10.8%

市民病院 8,865 20,567 8.0%

新宮総合支所 7,061 16,383 6.4%

健康課 5,611 13,017 5.1%

新宮分署 4,981 11,556 4.5%

建設課 4,962 11,512 4.5%

御津総合支所 4,697 10,897 4.3%

御津出張所 4,156 9,641 3.8%

揖保川総合支所 4,038 9,369 3.7%

その他 38,729 89,852 35.1%

合計 110,323 255,948 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 

軽油使用に伴う排出量
上位10課・施設

使用量
ℓ

排出量

kg-CO2
構成比

志んぐ荘 7,908 20,402 20.2%

消防本部 5,437 14,027 13.9%

建設課 4,162 10,738 10.6%

新舞子荘 3,908 10,083 10.0%

御津幼稚園 3,463 8,935 8.8%

財政課 2,411 6,220 6.1%

都市計画課 2,074 5,351 5.3%

新宮給食センター 1,429 3,687 3.6%

西栗栖幼稚園 1,269 3,274 3.2%

健康課 1,039 2,680 2.6%

その他 6,116 15,779 15.6%

合計 39,216 101,177 100.0%
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７）CO2以外の温室効果ガス（CH4、N2O、HFC） 

 CO2以外の温室効果ガス排出は総排出量の0.1％を占めています。 

 CO2以外の温室効果ガスは、公用車の運行やカーエアコンからの冷媒漏洩等に伴い

排出されることから、排出量は公用車の管理状況、稼働状況に応じて変動します。 

 水道施設での排出が全体の9.6％、以下消防本部（9.1％）、建設課（7.0％）など

が続いています。 

 

表２－13 CO2以外の温室効果ガス排出上位課・施設の排出量、構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2以外のガス排出量

上位10課・施設

排出量

kg-CO2
構成比

水道施設 1,465 9.6%

消防本部 1,385 9.1%

建設課 1,072 7.0%

新宮総合支所 940 6.2%

御津総合支所 777 5.1%

健康課 699 4.6%

市税課 675 4.4%

市民病院 620 4.1%

揖保川総合支所 564 3.7%

社会教育課 554 3.6%

その他 6,497 42.6%

合計 15,247 100.0%

※端数処理の関係で合計が合わない場合があります。 
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第３章 温室効果ガス削減目標 

１ 目標設定の考え方 

目標設定にあたっては、国が地球温暖化対策計画に掲げた 2030（平成 42）年度に 2013

（平成 25）年度比 26％削減の実現に向けて、目安として示された次表の各温室効果ガス

の削減割合を踏まえる必要があります。 

 

表３－１ 地球温暖化対策計画（国）に示された部門別の排出量目安 

 

 

前表の削減割合をもとに、本市が対象とする業務その他部門（施設建築物）及び運輸

部門（公用車使用）におけるエネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイ

ドロフルオロカーボン（代替フロン等４ガスで代用）の削減量を試算すると次表のとお

りとなります。 

 

表３－２ 地球温暖化対策計画（国）に準じた本市の排出量目安 

  

（単位：百万ｔ-CO2） （単位：百万ｔ-CO2）

排出量目安 削減率

産業部門 429 401 6.5% 28

業務その他部門 279 168 39.8% 111

家庭部門 201 122 39.3% 79

運輸部門 225 163 27.6% 62
エネルギー転換部門 101 73 27.7% 28

エネルギー起源
二酸化炭素計

1,235 927 25.0% 308

非エネルギー起源
二酸化炭素

75.9 70.8 6.7% 5.1

メタン 36.0 31.6 12.3% 4.4

一酸化二窒素 22.5 21.1 6.2% 1.4

代替フロン等4ガス 38.6 28.9 25.1% 9.7

その他ガス計 173.0 152.4 11.9% 20.6

吸収源 ― -37.0 ― -37.0

合　計 1,408 1,043 26.0% 365

2030(平成42)年度
削減量

部 門
2013(平成25)年度

（基準年度）

2030（平成42）年度

基
準
年
度
排
出
量
か
ら
の
削
減
量

（単位：ｔ-CO2）

排出量目安 削減率

産業部門

業務その他部門 14,079 8,478 39.8% 5,601

家庭部門

運輸部門 357 259 27.6% 98

非エネルギー起源
二酸化炭素

メタン 0.6 0.5 12.3% 0.1

一酸化二窒素 11.5 10.7 6.2% 0.7

ハイドロフルオロ
カーボン

3.2 2.4 25.1% 0.8

合計 14,451 8,750 39.5% 5,701

四捨五入のため、合計値が整合しない場合があります。

部 門
2013(平成25)年度

（基準年度）

2030（平成42）年度
削減量目安
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２ 削減目標 

目標設定の考え方を踏まえ、第 3 次計画の温室効果ガス排出量削減目標には、国が目

標年度とする 2030（平成 42）年度における長期目標と、長期目標を展望しつつ、第 3 次

計画の最終年度である 2023（平成 35）年度において達成すべき中間目標を設定します。 

 

 長期目標（目標年度：2030(平成42)年度） 

長期目標は、本市における削減量の試算結果（39.5％削減）を踏まえるとともに、本

市の事務事業における削減量見込み（留意点に配慮）を勘案して次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－３ 本市の事務事業における削減量見込み 

 
 

 

 

 

  

（単位：ｔ-CO2）

削減量 削減率

1,059 7.3%

2,129 14.7%

▲ 69 ▲ 0.5%

3,298 22.8%

6,418 44.4%

四捨五入のため、合計値が整合しない場合があります。

合　　　計

※１：2019（平成32）年度に市内全小・中学校で事業実施が予定されており、温室効果ガス排出量
　　　の増加が見込まれるため、想定される推計値を算入しました。

※２：「たつの市公共建築物再編実施計画」に基づき、2030（平成42）年度までに施設保有量を
　　　30％縮減するものとして試算しました。

削減項目

基準年度～現況年度までの削減量（実績値）

現況年以降の削減ポテンシャル（推計値）

小・中学校への空調設備導入（※１）（増加量推計値）

公共施設再編による削減量（※２）

温室効果ガス排出量削減目標（長期目標） 

 

2013(平成 25)年度排出量（14,451t-CO2）に対して 

2030（平成 42）年度までに 40％削減 

【削減量見込み（上表）に関する留意点】 

●上表に示した削減量（基準年度～現況年度までの削減量（実績値）を除

く）は、今後の削減努力によって削減可能な最大限の量を示したもので

あるため、公共施設の再編状況、電気事業者の取り組み状況、契約電気

事業者の別等の要因によって、上表の値に達しない場合が考えられま

す。 

●過去５年間の削減実績（基準年度～現況年度までの削減量＝1,001t-

CO2）とそれに要した削減努力を踏まえ、今後その２倍以上に相当する

現況年度以降の削減ポテンシャル（2,129t-CO2）をさらに上乗せして

削減するためには、これまで以上の削減努力が必要となります。 
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 中間目標（目標年度：2023（平成35）年度） 

中間目標は、上記の長期目標を 2030（平成 42）年度までの 12 年間で達成するため、

第 3 次計画の計画期間 5 年間で毎年着実に取り組みを進めていくものとして、次のよう

に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 削減目標のまとめ 

 

表３－４ 温室効果ガス排出量削減目標のまとめ 

 

 

 
図３－１ 温室効果ガス排出量の推移 

 

2013(平成25)年度
（基準年度）

2023(平成35)年度
（中間目標年度）

2030(平成42)年度
（長期目標年度）

温室効果ガス
排出量（t-CO2）

14,451 12,284 8,671

削減量（t-CO2） ▲ 2,168 5,781

削減率（％） ▲ 15 ▲ 40

14,451 

12,284 

8,671 

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2013(平成25)年度

（基準年度）

2023(平成35)年度 2030(平成42)年度

(t-CO2)

△15％

▲5,781t-CO2

▲2,168t-CO2

△40％

温室効果ガス排出量削減目標（中間目標） 

 

2013(平成 25)年度排出量（14,451t-CO2）に対して 

2023(平成 35)年度までに 15％削減 
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第４章 目標達成のための取り組み 

１ 取り組みの体系 

（１）取り組みの方針 

本市のこれまでの地球温暖化対策や環境保全への取り組み状況を踏まえ、2030 年度の

温室効果ガス排出量削減目標を達成するため、今後、次の方針で取り組みを進めます。 

 

 

 

全庁が一丸となって省エネルギーを推進するため、計画を推進する体制づくり、人づ

くりに取り組み、職員一人ひとりの具体的な行動につなげます。 

 

 

 

 

施設の中で多くのエネルギーを消費している空調設備、照明設備について、節電行動

を徹底するほか、各設備の運用改善、更新による省エネや建物自体の省エネ性能の向上、

再生可能エネルギーの活用などによって、低炭素な施設管理を推進します。 

 

 

 

 

温室効果ガスの排出に間接的に関連している資源（紙など）や水の使用について、省

資源・リサイクルや節水などの環境配慮に努めるとともに、公共事業における環境負荷

の低減に向けた取り組みを推進します。 

  

方針１：省エネルギーの推進 

方針２：低炭素な施設管理の推進 

方針３：公共事業等における環境配慮 
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（２）取り組みの体系 

取り組みの方針を踏まえ、目標の達成に向けて次に示す体系で取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(２)低炭素な施設管理の推進 

(１)省エネルギーの推進 

1)空調・照明の節電の徹底 

2)設備機器の最適運用 

3)省エネ型設備機器への更新 

4)建物の断熱性能の向上 

５)再生可能エネルギーの活用 

1)庁内推進体制の充実 

2)職員の環境保全意識の向上 

3)省エネルギー行動の実践 

１)省資源・リサイクルの推進 

２)節水の推進

３)公共事業の環境負荷の低減 

(３)公共事業等における環境配慮 

《取り組みの方針》 《取り組みの内容》 

図４－１ 取り組みの体系 
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２ 取り組みの内容 

（１）省エネルギーの推進 

１）庁内推進体制の充実 

現行の推進体制を見直し、各所属に温暖化防止責任者（所属長）及び温暖化防止推進

員を配置し、具体的な取り組みの実行体制を強化します。 

 

 

 

 

 

（実行計画の決定） （報告）

・温暖化対策の取組の進行管理（総合的な検証、評価の協議）

・実行計画に基づく事業の見直し（検討・改善指示）

※実行計画は５年毎に中間見直し

・たつの市地球温暖化対策推進委員会への提案事項の協議、検討

・たつの市地球温暖化対策推進委員会からの指示事項等に関する協議、検討

・温室効果ガスの排出抑制対策に有効な各種具体プランの集約

・所管部門における取組の推進及び統括

（指示の伝達） ・所管部門における推進状況の検討・評価

・温暖化対策の

取組の実践

・温室効果ガスの排出抑制対策に有効なプランの報告

・温室効果ガスの排出抑制対策に有効な各種プランの提案

・温室効果ガス排出量算定資料の作成（毎月データ入力）

（四半期毎報告）

・年度ごとに各種温室効果ガスの総排出量及び当該ガスを

二酸化炭素の量に換算した場合の総排出量の集計

・温室効果ガスの排出内訳・原因等、資料の作成

（集計結果報告） （集計結果報告）

（
提
案

）

（
協
議
・
改
善
の
指
示

）

（
報
告

、
提
案

）

（
検
討
・
評
価
結
果
の
報
告

）

（
指
示
の
伝
達

）

たつの市地球温暖化対策推進委員会

たつの市地球温暖化対策推進部会

市　　　　長

・温室効果ガスの排出抑制対策に有効な各種プランの提案

環　　境　　課

部　会　員

温暖化防止
推進員

各所属職員

(

報
告
・

提
案

)

各温暖化防止責任者（所属長）

図４－２ 計画推進体制の充実 
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２）職員の環境保全意識の向上 

 職員に対する意識啓発 

温室効果ガス排出量の削減に向けた人づくりの方策として、職員に対して、省エネ等

の取り組みをはじめ、事務事業全般において広く環境負荷の低減に向けた啓発を行い、

環境保全意識を向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職員間の情報共有の促進 

環境配慮に関する情報を職員へ提供し、共有を図るとともに、施設単位で地球温暖化

問題など環境に関する情報交換の場を設け、施設で取り組む省エネ対策などについて積

極的に話し合いの機会を持ちます。 

 

 

 職員に対する学習機会の提供 

職員に地球温暖化に関する研修やシンポジウムなどへの参加を積極的に呼びかける

とともに、温暖化防止責任者や温暖化防止推進員を対象に、最新の地球温暖化関連の情

報や省エネ手法などをテーマとした学習会等を企画します。実施時期は、空調の運転時

期を勘案して毎年夏・冬前の２回程度の定期開催とし、クールビズやウォームビズ等の

実践に向けた内容とします。 

また、温暖化防止責任者や温暖化防止推進員は、学習会で得た知識・ノウハウについ

て、所属の職員へ普及啓発します。 

 

 

  

【職員に対する意識啓発活動（例）】 

○毎月のエネルギー使用量などの図表による「見える化」の推奨 

○庁内ＬＡＮを活用した環境情報（省エネお役立ち情報等）の提供・共有 

○節電・節水・省資源等に関する貼り紙やポスター等の掲示 

○省エネ週（月）間等のキャンペーンの企画・実施  など 
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３）省エネルギー行動の実践 

職員一人ひとりが、日常業務における節電や燃料の使用抑制などの省エネ行動の実践

に努めます。特に、職員向けアンケート調査において、相対的に実施状況が低かった設

問に関連する項目(次表)は、重点行動として位置づけて取り組みを強化します。 

 

表４－１ 省エネ重点行動 

分 野 省 エ ネ 重 点 行 動 

空調、換気に 

関する取り組み 

 空調機器等の冷暖房温度の適温設定（冷房28℃、暖房19℃）

を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 
出典）(一財)省エネルギーセンター Webページより 

 

 エアコン等の空調機器と扇風機・サーキュレーターなどを併

用して、室内の空気を循環させて温度ムラを解消します。 

照明の使用に 

関する取り組み 

 休憩時や始業時間前、時間外勤務時等においては、不要な照

明の消灯を徹底します。 

 時間外勤務の短縮に取り組み、終業時間以降は消灯・節電し

ます。 

 照明スイッチ付近に照明とスイッチの対応を明確に表示する

ことによって、在席者がいない場所が一目でわかり、消灯で

きるように工夫します。 

ＯＡ機器の使用に 

関する取り組み 

 パソコン、プリンタ、コピー機等は、省電力モード（スリー

プ設定、モニター輝度の調整等）を活用するとともに、外出

や会議等で長時間離席する際は電源ＯＦＦを徹底して、省エ

ネルギーに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）Microsoft Windows PCの節電方法 

 

 退庁時や出張時には、機器のＡＣアダプターをコンセントか

ら抜くなどして、待機電力消費を減らします。 
 

  

冷暖房温度を１℃緩和

すると、機器ごとに約

10％の省エネになり

ます。 
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表４－１ 省エネ重点行動 

分 野 省 エ ネ 重 点 行 動 

公用車の使用に 

関する取り組み 

 走行距離・給油量等を管理簿等に記録して燃費の管理に努め

るとともに、運転時は経済速度で走行します。 

 

 

 

 

 

 

 
出典）「エコドライブ10のすすめ」（環境省） 

 

 近距離の移動には公用車の使用を控え、徒歩や自転車を利用

します。また、遠距離の移動においては、公共交通機関を優

先的に利用します。 

 給油時には必要に応じてタイヤの空気圧をチェックするな

ど、日常的な保守・点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）「LET'sスマートドライブ」（(一財)省エネルギーセンター） 

 

その他の取り組み  給湯器・湯沸器の設定温度は低く抑えるとともに、季節に合

わせて調節します。 

 電気ポットでの保温は設定温度を低く抑え、お湯を使い終え

た時はコンセントからプラグを抜きます。 

 瞬間湯沸器を利用して、湯沸時の加熱時間を短縮します。 

 使わない機器は、業務に支障がなければ主電源を切ります。 

 毎月のエネルギー使用量を記録し、グラフ化などを通じて「見

える化」します。また、それらの資料をもとにエネルギー使

用量の増減要因を考え、今後の取り組みに反映します。 

 環境に関する研修、講演会等に積極的に参加します。 
※上表の行動は、職員向けアンケート調査結果をもとに次の基準であげています。 

照明：取り組み実施率が 90％未満の設問に関連する行動 

（取り組み実施率の平均値が他の分類に比べて相対的に高いため） 

照明以外：取り組み実施率が 80％未満の設問に関連する行動 

  

発進する時は、ふんわ

りとアクセルを踏むこ

とで、約 10％の燃費

改善が見込まれます。 

タイヤの空気圧が 50kPa 少ない場合、3～5％

程度燃費が悪化します。 
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（２）低炭素な施設管理の推進 

１）空調・照明の節電の徹底 

施設管理者向けのアンケート調査によれば、空調設備に関する取り組み実施率は平均

で 72％、照明設備に関する取り組み実施率は平均 66％でした。この結果から、ある程度

節電行動には取り組んでいるものの、相対的にみてまだ十分な状況ではありません。 

このため、多くのエネルギーを消費している空調設備、照明設備に関する節電行動の

うち、比較的取り組みやすいと考えられる次の行動について、100％の実施率を目指して

施設管理者、職員、利用者の協力のもとで徹底して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）設備機器の最適運用 

施設管理者は、エネルギーを使用する設備機器について、運用改善や保守・点検など

を通じて最適な運用に努めます。 

特に、施設管理者向けアンケート調査において、実施状況が想定的に低かった設問に

関連する項目(次表)は、重点項目として位置づけて取り組みを強化します。 

 

 

  

【節電徹底項目】 

 空調機器等の冷暖房温度の適温設定（冷房28℃、暖房19℃） 

 休憩時や始業時間前、時間外勤務時等における不要な照明の消灯 

 使っていない部屋、通路などの照明の消灯や減灯 

 トイレ、会議室、更衣室などの照明の必要時以外の消灯 

照明使用時間を１時間短縮すると、約 10％の節電が期待されます。 
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表４－２ 設備機器の最適運用に向けた重点項目 

分 野 重 点 項 目 

空調設備  夏季の冷房期間中は、すだれや緑のカーテンなどを利用して、

室内への日射の遮蔽、空調室外機への日光の直射などを防ぎ

ます。 

 空調機器（室内）のフィルターを定期的に清掃します。 

 

 

 

 外気温や室内温度を参考にして、空調の運転（ＯＮ／ＯＦＦ、

温度設定等）を調節します。 

照明設備  ランプや反射板など照明器具の定期的な清掃や適正な時期で

のランプ交換を行い、適切な照度を確保します。 

 照明器具や照明機器は、ＬＥＤ・Ｈｆ照明等の高効率な照明

器具・ランプへ切り替えます。 

 照明スイッチ付近に配電図を掲示し、職員等がいない場所の

消灯を徹底します。 

 洗面所、トイレ、階段等には、人感センサー付き照明を設置

します。 

その他の設備  設備機器ごとに運用マニュアル（管理標準）を作成し、効率

的な運用を徹底します。（参考：表４－３） 

 エレベーターは、利用者数に応じて支障のない範囲で、運転

時間を調整します。 

 春秋の穏やかな天候の日には、自動ドアを開放します。 

 トイレの温水洗浄便座は省エネ設定を行うとともに、冬季以

外は便座、温水の電源を切ります。 

 施設の利用状況を踏まえて、冬期以外にはトイレや洗面所等

の給湯を停止します。 

 自動販売機の設置台数の見直しとともに、省エネ型機器への

転換を設置者に要請します。 

 電気使用量のピークカット及び削減のため、デマンド警報装

置を設置します。また、警報発令時の対処方法を事前に決め、

マニュアル等に明記します。 

 ＯＡ機器や空調機器の新規購入・更新時には、エネルギー消

費量の少ない高効率な機種を優先的に採用します。 

 毎月のエネルギー使用量を記録し、グラフ化などを通じて「見

える化」します。また、それらの資料をもとにエネルギー使

用量の増減要因を考え、今後の取り組みに反映します。 

 次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブリッド車等）

をはじめ、低燃費・低排出ガス車等への更新・導入を進め、

公用車の燃費を改善します。 

 公用車には、各車に管理簿や簡易点検マニュアルを整備し、

利用者は走行距離・給油量等の記録と日常的な保守・点検を

行います。 

 燃料を使用する設備の更新の際には、温室効果ガス排出が相

対的に少ない燃料を使用する設備を選択します。 
※上表の行動は、施設管理者向けアンケート調査結果をもとに、取り組み実施率が 80％未満

の設問に関連するものをあげています。 

  

空調機器のフィルターの目詰まりを防ぐことによって、

機器ごとに約５％の省エネ効果が見込まれます。 
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表４－３ 運用マニュアルへの記載事項（例） 

種 別 記載事項（例） 

熱源・熱搬送設備  熱源設備の運転時期、毎日の起動／停止時刻等 

 熱源機器の運転条件 

（フロー量、冷温水出口温度、冷却水設定温度） 

 燃焼機器の空気比 

 運転発停順位（台数制御実施時） 

 冷温水ポンプの運転条件（流量、圧力等） 

空調・換気設備  空調機の運転時期、毎日の起動／停止時刻等 

 全熱交換器の運用に関する事項 

 

 

 

 外気の取入れ（運転時、夜間）に関する事項 

 除湿、再熱制御システムの運転条件 

受変電設備  変圧器の運転条件（時期、時間帯） 

 コンデンサーの投入、遮断に関する事項 

給排水設備・給湯設備  給排水ポンプの運転条件（流量、圧力等） 

 給湯（出湯）温度、循環水量 

 給湯供給期間 

 

３）省エネ型設備機器への更新 

施設の大規模改修や設備更新時においては、次の点に配慮して省エネ型設備機器へ更

新します。 

 

 設備機器にはL2-Tech認定製品（環境省認定の先進的な低炭素技術）等を積極的

に採用し、省エネ性能の高い技術を導入します。 

 空調設備は、ヒートポンプ技術などを採用したエネルギー効率の高い設備へ更新し

ます。 

 照明設備は、ＬＥＤ等の高効率な照明器具・ランプへ切り替えます。 

 経年劣化した機器は、エネルギー消費効率が高く、エネルギー損失の少ないトップ

ランナー機器へ更新します。 

 インバーター制御の導入によって、ポンプやファンなどモーターを使った機器を高

効率化します。 

 エネルギー使用状況等を常時監視・管理し、運用面での省エネルギー化を図るため、

デマンド警報装置や人感センサーなどの技術を導入します。 

 熱を扱う設備機器は、保温材や断熱材を活用して熱損失を抑制します。 

  

空調使用時の換気に全熱交換器を使えば、機器

ごとに約５％の省エネ効果が見込まれます。 
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４）建物の断熱性能の向上 

建物においては、次のような取り組みを進めることで、窓などの開口部や屋上・壁面

等の構造体外皮の断熱性能を向上させ、熱の出入りを制御することによって冷暖房負荷

を低減します。 

 

 窓などの開口部の断熱効果を高めるため、二重サッシや複層ガラスを採用します。 

 外からのふく射熱の侵入を防ぐため、熱線吸収ガラス・熱線反射ガラスや遮熱フィ

ルムを採用します。 

 屋上緑化や壁面緑化によって日差しの影響を和らげる工夫を行うとともに、敷地内

緑化などによって緑化率を高め、温室効果ガスの吸収に貢献します。 

 屋根や屋上、壁面等の改修の際は、省エネ基準に適した断熱材を施工します。 

 

５）再生可能エネルギーの活用 

温室効果ガス排出量の削減ばかりでなく、災害発生時のライフラインや電気自動車な

どを介した利用が期待される太陽光発電設備について、新たなエネルギーインフラとし

ての活用に向けた導入を積極的に検討します。 
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（３）公共事業等における環境配慮 

１）省資源・リサイクルの推進 

公共事業においては、リサイクル資材、建材等の積極的な利活用を図り、ライフサイ

クルの視点から環境負荷を低減します。 

また、日常の事務事業の中では、職員一人ひとりが用紙の使用量削減などの環境配慮

の実践に努めます。特に、職員向けアンケート調査において、実施状況が相対的に低か

った設問に関連する項目(次表)は、重点行動として位置づけて取り組みを強化します。 

 

表４－４ 省資源・リサイクルに関連する重点行動 

重 点 行 動 

 専用の回収ボックスを設置し、ミスコピー紙や不要となった用紙をリユース・リサ

イクルします。 

 事務用品の購入にあたっては、エコマーク等の環境ラベリング製品を優先的に選択

するなど、グリーン調達・グリーン購入を徹底します。 

 売店で日用品等を購入する際は、マイバッグを持参しレジ袋の使用を控えます。 

 物品購入時は、簡易包装と梱包材の引き取りを納入業者へ促します。 

 不要となった物品等でまだ使えるものは、廃棄処分する前に他への転用が可能かど

うかを検討します。 

 イベント時にはリユース食器等を積極的に使用し、割箸や紙コップ、プラスチック

製容器等の使用を控えます。 

 庁内ＬＡＮの活用を通じて情報を共有し、用紙の使用量を削減します。 

 会議資料や文書等の電子化による配布・保存を心掛け、ペーパーレス化を図ります。 

 両面コピー・両面印刷を徹底するとともに、使用済の用紙で可能なものは裏面利用

に努め、用紙使用量を削減します。 

 ミスコピーを防止するため、コピー機の使用後は設定をリセットします。 

 パソコンからの印刷は、間違いのないよう必ずプレビューで確認します。 

 コピー・印刷の部数は必要最小限にとどめます。 

 備品等が故障しても安易に廃棄せず、出来る限り修理して長く使うようにします。 

 事務用品などにおける使い捨て容器・製品の使用を見直し、詰め替え製品や繰り返

し使える製品を優先して使うようにします。 

※上表の行動は、職員向けアンケート調査結果をもとに、取り組み実施率が 80％未満の設問

に関連するものをあげています。 

 

  



 

28 

２）節水の推進 

気候変動への影響の緩和に向けて流域の健全な水循環を保全するため、節水とともに

雨水の貯留・浸透による有効利用を促進します。特に、施設管理者向けアンケート調査

においては、実施状況が総じて低かったことから、設問に関連する項目(次表)をすべて

重点行動として位置づけて取り組みを強化します。 

 

表４－５ 節水に関連する重点行動 

重 点 行 動 

 水道配管等に漏水がないか定期的に点検を実施します。 

 自動水栓や節水コマなど、節水に有効な器具を設置します。 

 節水に向けて、止水栓等を調節して水道水圧の調整を行います。 

 ポスターや貼り紙等を通じて、施設利用者に節水の呼びかけを行います。 

 

３）公共事業の環境負荷の低減 

公共事業等における環境配慮を通じて、温室効果ガス排出量の削減に取り組むととも

に、取り組みを市域全体へ波及させていきます。 

 

 環境負荷の少ない事業手法の選択 

公共事業に計画段階から環境配慮を織り込む計画アセスメントを推進するとともに、

設計・工事等の標準仕様書に環境配慮項目を記載して、関係業者に対しても環境配慮を

促します。 

 

 購買事務における環境配慮 

電力・ガスの小売自由化を踏まえ、単価・契約内容等を勘案した上で、温室効果ガス

排出原単位が少ない購入先を選定していくこと等をはじめとして、その他の購買事務に

係る契約においても環境に配慮します。 

 

 公益事業における環境負荷の低減 

水道やごみ処理、下水処理等の公益事業では、施設の稼働率（＝処理量）が温室効果

ガス排出量を左右することから、市民・事業者に対して、それらのサービスに起因する

環境負荷への理解を促すとともに、各主体と連携した対策を推進します。 

 

 フロンの適正管理 

フロンが使われているエアコン、冷蔵庫、公用車（カーエアコン）等について、法に

基づく定期点検・漏洩量の年次報告を徹底し、フロン類の漏洩防止に努めるとともに、

それらの設備・機器等の更新の際には、フロンの回収・処理を適正に行います。 
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第５章 推進体制 

１ 計画推進体制の整備 

（１）計画推進体制の全体像 

事務事業から排出される温室効果ガスは、エネルギーの使用が主な排出要因となって

いるため、温室効果ガス排出量の削減に向けては、エネルギー管理と密に連携して取り

組みを進めていく必要があります。このことを踏まえて、第４章の２取り組みの内容に

記載の図４－２（１９頁）に示すような体制を整備して、職員一人ひとりの自主的な取

り組みをベースとして、第 3 次計画に基づく地球温暖化対策を組織的に推進します。  

（２）各組織等の役割 

 たつの市地球温暖化対策推進委員会（以下、「委員会」という。） 

 計画の推進主体として、各所属に対して計画に基づく取り組みの実行を指示します。 

 本市の地球温暖化対策の取り組みを総括・評価し、市長に報告するとともに、改善

事項があれば事業の見直しを行います。 

 

 たつの市地球温暖化対策推進部会（以下、「部会」という。） 

 温暖化防止責任者（所属長）を構成員とし、各所属から提案された温室効果ガス排

出抑制のための取り組みなどについて、協議・検討して集約を図り、委員会へ提案

します。 

 地球温暖化対策に関する委員会からの指示事項について、協議・検討を行います。 

 

 各所属 

 所属長を温暖化防止責任者とし、委員会からの指示を受けて、温暖化対策の実践に

取り組みます。 

 温暖化防止責任者は、所管部門における取り組みを推進・統括し、進捗状況を検討・

評価します。評価結果をもとに具体的な取り組みを見直し、部会へ提案します。 

 所属職員は、温暖化防止責任者のもとで、目標の達成及び環境負荷低減に向けた具

体的な取り組みを実践するとともに、温暖化防止推進員を通じて改善すべき事項等

を温暖化防止責任者に報告・提案します。 

 所属職員の中から温暖化防止推進員を任命します。温暖化防止推進員は、事務局で

ある環境課の要請に応じて、四半期ごとにエネルギー使用量（電気・燃料）などを

とりまとめて報告します。 

 

 環境課 

 環境課は、事務局として、各所属の温暖化防止推進員から提出された資料をもとに、

年度ごとのエネルギー使用量（電気・燃料）を集計します。 

 エネルギー使用量の集計結果から温室効果ガス排出量を算定し、排出要因の分析等

を行います。 
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 集計・分析等の結果については部会に報告し、部会での協議・検討を反映して委員

会に報告します。 

 

２ 計画の進行管理 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる取り組みの実践 

第 3 次計画は、各組織等が自らの役割を踏まえ、温室効果ガスの削減に向けて、計画

期間内の計画全体の推進及び施設単位での毎年度の取り組みの推進の両方において、多

層的にＰＤＣＡサイクルを運用し、継続的な改善を図りながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｄｏ（実 施） 

計画の推進 

Ｃｈｅｃｋ（点 検） 

計画の進捗状況の総括 
目標達成状況の点検・評価 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 

改善方策の検討 
必要に応じた計画の見直し 

Ｐｌａｎ（計 画） 

計画の策定 
計画目標の設定 

 

C 

D 

Ｐ 

A 

図５－２ 多層的なＰＤＣＡサイクルの運用による計画の推進・管理 

温室効果ガス 

の削減 

計画全体の推進の 

ＰＤＣＡサイクル 

（計画期間内） 

施設単位の 

取り組み推進の 

ＰＤＣＡサイクル 

（毎年度） 
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■計画推進のＰＤＣＡサイクル 

Plan 

（計画） 

 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を検討し、温室効果ガスの

削減目標などの計画目標を設定します。 

Do 

（実施） 

 目標達成を目指して取り組み内容を決定し、具体的な施策を検討

するとともに、実施に向けた調整を行います。 

Check 

（点検） 

 事務局からの報告をもとに計画の進捗状況を総括し、事務事業に

おける地球温暖化対策の今後の方向性を検討します。 

Action 

(見直し) 

 今後の課題に対して改善方策を検討し、必要に応じて計画の目標・

取り組み内容の見直しを行います。 

 

■年度ごとの取り組み推進のＰＤＣＡサイクル 

Plan 

（計画） 

 毎年度、当該年度内に実施する取り組みとともに、温室効果ガス

の削減目標を設定します。 

Do 

（実施） 

 目標の達成に向けて、職員一人ひとりが取り組みを実践します。

なお、取り組み結果については記録を徹底します。 

Check 

（点検） 

 エネルギー使用量などの活動量を毎年度集計し、温室効果ガス排

出状況を定量的に把握するとともに、その結果から取り組みの進捗

状況を評価し、年次報告としてとりまとめます。 

Action 

(見直し) 

 年次報告の点検・評価結果を踏まえて改善方策を検討するととも

に、次年度の取り組みに反映します。 

 

 

（２）計画の点検 

計画期間内は、調査対象範囲の温室効果ガス排出状況や職員の取り組み実施状況につ

いて、四半期ごとに調査を行います。調査は、庁内ネットワークを活用して、事務局が

各所属に所定の調査票を配布し、必要事項の記入を依頼します。各所属では日常の点検・

記録に基づき、温暖化防止推進員が中心となってエネルギー使用量等をとりまとめ、事

務局に報告します。 

調査によって明らかになった取り組み等の実態を踏まえ、計画に定めた温室効果ガス

排出量の削減目標について、その達成状況等を定量的に確認し、次年度以降、より効果

的な取り組みを実施するための改善方策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な点検項目】 

活動量の把握・集計 

（エネルギー使用量等） 

取り組みの実施状況の把握 

温室効果ガス排出量の増減

要因の分析 

改善方策の検討 

事 

務 

局 

（
環 

境 

課
） 

各 

所 

属 

依 頼 

報 告 
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３ 進捗状況の公表 

第 3 次計画に基づく取り組みは、本市の事務事業から排出される温室効果ガス排出量

の削減という本来の意義のほかに、市民や事業者に対する市の率先行動としても意義が

あります。そのため、取り組みの点検・評価結果を公表することで、市民・事業者に対

する温室効果ガス削減行動の波及や意識啓発に資する効果が期待されます。 

このことを踏まえて、事務局は毎年度、第 3 次計画の進捗状況や温室効果ガス排出状

況、庁内におけるエネルギー使用量などについて、庁議等を通じて報告します。なお、

初年度は基準となる温室効果ガス排出量について報告します。 

進捗状況の公表を通じて、本市の地球温暖化対策に関して広く理解を得るとともに、

市域全体での取り組みの気運を盛り上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 


