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第１章 計画の背景 

 

1.1 実行計画策定の背景 

 

(1) 地球温暖化の仕組みや状況とその影響 

 

地球温暖化は、人間活動から排出される温室効果ガスが大気中に増加し、これらが地球

の表面から出る熱を吸収することで、地球全体の平均気温が上昇する現象をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図は温室効果ガスのメカニズムを簡略化してあらわしたものです。 
現在の地球の二酸化炭素濃度は気象庁発表の数値です。 
出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

図 1.1 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

 

20 世紀半ば以降に起きている極点での氷河の融解や海面水位の変化、極端現象（異常気

象）などは、地球温暖化により引き起こされている可能性が高く、人為起源の温室効果ガ

スの排出が、温暖化の支配的な原因であるとされている。 

今後、現状を上回る対策をとらなかった場合、21世紀末には地球の平均気温が 20世紀末

と比べて 2.6℃～4.8℃上昇し、気候変動のリスクがさらに高まると考えられている。 
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出典）IPCC第 5次評価報告書 

図 1.2 1950～2100年までの気温変化（観測と予測） 

 

これにより将来的に主要穀物の収量低下、海洋生態系へのリスク、高潮や海岸浸食、干

ばつ・洪水の二極化を引き起こすことが懸念されており、温室効果ガス削減（緩和）と気

候変動の影響への適応が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

図 1.3 気候変動による将来の主要なリスク 
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日本の温室効果ガスの排出量（2016 年度確報値）は、13 億 700 万トン（CO2 換算）であ

り、前年度と比べ 1.2％、2005年度と比べて 5.2％減少している。部門別排出量では、排出

量が最も大きい「産業部門」（工場等）では 2005 年度と比べて 10.4％、「運輸部門」（自動

車等）では 11.9％、オフィスなどの「業務その他部門」では 1.2％それぞれ減少したもの

の、「家庭部門」では 8.2％増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）温室効果ガスインベントリオフィス 

図 1.4 日本における温室効果ガス排出量の推移（1990-2016年度） 
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(2) 国の温室効果ガス削減目標 

 

地球温暖化対策を巡る国内外の動向について整理するとともに、その流れを受け我が国

が策定した「地球温暖化対策計画」における温室効果ガスの削減目標について下記に記載

する。 

 

① 京都議定書 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の報告によると、地球の気候システムの温暖化

は疑う余地がなく、特に 1950（昭和 25）年代以降の変化は、ここ数千年間にわたり前例の

ないもので、明らかに雪氷の量は減少し、海面水位が上昇している。 

1997（平成 9）年には、先進国の温室効果ガスの長期的・継続的な排出削減に取り組むた

め、京都で「気候変動枠組条約締約国会議」（以下「COP」という。）の第 3回会議である COP3

が開催され、2002(平成 14)年には、我が国は法的拘束力を持つ温室効果ガス排出削減目標

である「京都議定書」を受諾した。これは、温室効果ガスを 2008（平成 20）年～2012（平

成 24）年度の期間中に、基準年である 1990（平成 2）年よりも 6％削減することを目標に

掲げており、我が国はこれを達成した。 

 

② カンクン合意 

2010（平成 22）年には、メキシコのカンクンで COP16が開催され、従来の先進国のみが

削減義務を負う枠組みから、途上国も同じ枠組みの中に位置づけられることになった。そ

の後、COP17において、2020（平成 32）年以降の法的枠組みを 2015（平成 27）年までに採

択することが決定された。我が国は 2020（平成 32）年度の排出目標を東日本大震災後に見

直しており、原子力発電による温室効果ガス削減効果を含めない前提で、2005（平成 17）

年度比 3.8％削減を目標として登録している。 

 

③ 日本の約束草案 

COP17で合意された 2020（平成 32）年以降の新たな法的枠組みについて、COP21までに

全ての締約国が、2020（平成 32）年以降の自国が行う温室効果ガス排出抑制のための貢献

案（NDC）を示すこととなった。これを受け、2014（平成 26）年 10月以降、中央環境審議

会地球環境部会で検討が進められ、2015（平成 27）年 7月、「日本の約束草案」として閣議

決定し、同時に国連気候変動枠組条約事務局に提出され、これがパリ協定（COP21）での我

が国の貢献案（NDC）となった。 

 

 

 

 

  

「日本の約束草案」での温室効果ガス排出削減目標 

● 2030（平成 42）年度 2013（平成 25）年度比で 26.0％削減 （2005（平成 17）年度比 25.4％

削減） 
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④ パリ協定 

2015（平成 27）年 11月には、パリで COP21が開催され、2020（平成 32）年以降の法的

枠組みである「パリ協定」が採択された。パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命

前から 2度未満に抑えることを世界共通の長期目標とすることに加え、より厳しい水準で

ある 1.5度未満に抑える努力を行うことについても言及され、各国の貢献案（NDC）を 5年

ごとに更新・提出すること等が定められた。 

 

⑤ 地球温暖化対策計画 

パリ協定を受け、2016（平成 28）年 5月には、政府は「地球温暖化対策計画」を閣議決

定した。中期目標として、「日本の約束草案」と同じ、2030（平成 42）年度に 2013（平成

25）年度比で 26.0％削減（2005（平成 17）年度比 25.4％削減）を明記し、さらに、2050

（平成 62）年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すと定められた。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 関連計画 

 

温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源の二酸化炭素が約 9 割を占めていることか

ら、国が描く将来のエネルギー構造について整理しておく。 

 

① エネルギー基本計画 

2014（平成 26）年 4月には、エネルギー政策基本法に基づき、エネルギー政策の中・長

期計画である「エネルギー基本計画」が閣議決定された。 

計画では、エネルギー政策の方針として、安全性を前提とした上で、エネルギーの安定

供給を第一とし、経済効率性の向上、低コスト化と同時に、環境への適合を図ると示され

た。つまり、複数のエネルギー源の強みが発揮され、弱みが補完されるようエネルギーの

ベストミックスを図る方針で、ベースロード電源として石炭、地熱、水力、原子力を、ミ

ドル電源として LNGや LPガスを、ピーク電源として石油や揚水式水力、太陽光、風力等を

組み合わせていく。計画の中で、太陽光や風力、バイオマス発電等の再生可能エネルギー

は高コスト等の問題があるものの、地域の分散型エネルギーシステムや消費者参加型のエ

ネルギーマネジメントの実現等に貢献するエネルギー源として積極的に導入を図るとして

いる。 

さらに計画では、徹底した省エネルギー社会の実現を目指し、業務・家庭、運輸、産業

の各部門における省エネルギー施策について示している。  

● 2030（平成 42）年度に 2013（平成 25）年度比で 26.0％削減 （2005（平成 17）年度比 25.4％

削減） 

● 「業務その他部門」は約４割削減の必要性 

● 2050（平成 62）年までに 80％の温室効果ガス排出削減を目指す 
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② 長期エネルギー需給見通し 

2015（平成 27）年 7月には、経済産業省は、エネルギー基本計画を踏まえ、2030（平成

42）年度のエネルギー需給構造の見通しである「長期エネルギー需給見直し」を策定した。 

東日本大震災後、著しく低下したエネルギー自給率を再生可能エネルギー等の活用によ

り、24.3％まで引き上げた。さらに徹底した省エネルギー化により、最終エネルギー消費

量を、2030（平成 42）年の対策前に比べて 13％減少することを見込んでいる。また、エネ

ルギー起源の CO2排出量は、吸収源対策等を考慮に入れて、2013（平成 25）年度比 21.9％

減少することを見込んでいる。 

再生可能エネルギーに関しては、省エネルギー化による削減後、電源構成の 22～24％を

占めると見込んでおり、自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱、水力、バイオマス

を積極的に拡大し、一方、出力変動が大きい太陽光や風力についてはコスト低減を図りつ

つ、国民負担の抑制の観点も踏まえ、大規模風力の活用等により最低限の導入拡大を図る

と述べられている。 

 

③ 国土交通省関連 

国土交通省では、運輸・交通、建築、まちづくり等の各分野において、二酸化炭素排出

削減を目的とした事業を行っている。本計画に関連する施策を挙げる。 

 

■ 低炭素都市づくり（コンパクトなまちづくり）の推進（都市の低炭素化の促進に関する法律） 

■ エネルギーの面的利用の推進 

■ 建築物の省エネルギー性能の向上（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律） 

■ 下水道における省エネルギー・新エネルギー対策等の推進 

 

1.2 国の地球温暖化対策計画と政府実行計画 

 

(1) 地球温暖化対策計画 

 

2016（平成 28）年 5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」は、「日本の約束草案」

で示された温室効果ガス排出量を 2030（平成 42）年度において、2013（平成 25）年度比

26.0％削減するという中期目標の達成のため、国、地方公共団体、事業者及び国民の各主

体が積極的に取り組むべき施策が網羅されている。 

特に、26％削減の達成のためには、徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーを最大

限に導入しなければならない。なかでも民生分野（業務・家庭）は約 4 割の削減が必要で

あり、対策の抜本的な強化を図る方向である。 
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① 業務その他部門の取組 

■ 建築物の省エネルギー化（新築建築物における省エネルギー基準適合義務化の推進、既存建築物

の省エネルギー化、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（以下「ZEB」という。）の推進、低炭素認

定建築物等に普及促進、省エネルギー・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進） 

■ 省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進（高効率な省エネルギー機器の普及、トップラン

ナー制度等による機器の省エネルギー性能向上） 

■ 徹底的なエネルギー管理の実施（BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管

理の実施） 

■ エネルギーの面的利用の拡大（複数の施設・建物において、電気、熱等のエネルギーの融通、未

利用エネルギーの活用等により効率的なエネルギー利用を実現） 

■ その他の対策（ヒートアイランド対策、上下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導

入、廃棄物処理における取組、各省連携施策の計画的な推進） 

 

② 地方公共団体の取組 

地方公共団体は、再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの最大限の導入・活用とと

もに、徹底した省エネルギーの推進を図ることが述べられている。 

 

■ PDCAサイクルを伴った温室効果ガス削減の率先実行（原則として全ての事務及び事業を対象とし

て、温室効果ガス排出の抑制に係る取組の PDCAの体制を構築し、運営すべき） 

・エネルギー起源 CO2の排出状況の把握 

・再生可能エネルギーの導入・活用 

・運用改善及び費用対効果の高い設備投資の検討 

■ 再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進 

・市町村は、積極的に再生可能エネルギー等の利用の促進やエネルギーの面的利用に取り組むべ

き 

・庁舎や公共施設等での再生可能エネルギー等の率先導入・活用や省エネルギーを促進するべき 

■ 低炭素型の都市・地域づくりの推進 

・地域の社会経済構造が温室効果ガスを大量に排出する形で固定化（ロックイン）することを防

ぐ 

・都市計画や農業振興地域整備計画、低炭素まちづくり計画、総合計画、公共施設等総合管理計

画、地域公共交通網形成計画等と地方公共団体実行計画との連携 

・他の地方公共団体との広域的な協調・連携 

 

(2) 政府実行計画 

 

地球温暖化対策計画に即して、政府のオフィス棟、事務事業に関わる温暖化対策の計画

である「政府実行計画」（政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のた

め実行すべき措置について定める計画）が 2016（平成 28）年 5月に発表された。政府の事

務事業（業務部門）を対象にしていることから、計画目標は、2030（平成 42）年度におけ



8 

 

る温室効果ガス排出量 40％削減と高いものになっている。 

政府が率先した取組を行うことで、地方公共団体や民間企業への波及を期待した内容で

あるため、その取組内容を下記にまとめる。 

さらに、政府実行計画では、関係府庁は温室効果ガス削減策をまとめた実施計画を策定

することになっている。 

 

① 目標・計画期間 

■ 2013（平成 25）年度を基準年として、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（平成 42）年度における排出量を政府全体で 40％削減する。 

■ 中間目標として 2020（平成 32）年度までに政府全体で 10％削減する。 

■ 2016（平成 28）年度から 2030（平成 42）年度までの期間を対象とする（2020（平成 32）年中に

見直し）。 

 

② 措置の内容 

■ 大規模な庁舎から順次、省エネルギー診断を実施し、診断結果に基づく運用改善を行い、さらに

施設等の更新時期も踏まえ費用対効果の高い合理的なハード対策を実施する。 

■ エネルギー管理の徹底を図るため、大規模な庁舎を中心に、ビルのエネルギー管理システム（BEMS）

の導入等によりエネルギー消費の見える化及び最適化を図り、庁舎のエネルギー利用について普

段の運用改善に取り組む。 

■ 政府全体の LED照明のストックでの導入割合を、2020（平成 32）年度までに 50％以上とすること

に向けて努める。 

■ 2030（平成 42）年度までに代替可能な次世代自動車がない場合を除き、公用車のほぼすべてを次

世代自動車とすることに向けて努める。 

（2020（平成 32）年度の中間目標として、政府全体で公用車の 4割程度を次世代自動車とするこ

とに向けて努める） 

■ 太陽光発電、バイオマスエネルギー等の再生可能エネルギーの計画的有効利用や環境配慮契約法

の基本方針に則り、温室効果ガス排出係数の低い小売電気事業者の選択を図る。 

■ 公用車の効率的利用、自転車の活用、木材製品の活用等のほか、バイオマス燃料等温室効果ガス

の排出の少ない燃料の選択を図る。 

■ 2020（平成 32）年度までに新築建築物で ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現するこ

とを目指す。 

■ 事務所の単位面積当たりの電気使用量、燃料の使用量、用紙の使用量等について定量的な目標を

設定し、削減に努める。（2013（平成 25）年度比、2020（平成 32）年度までに政府全体で 10％以

上削減） 

■ 職員に、「環境家計簿」や「スマートメーター」、「家庭エコ診断」等の取組の実施を奨励する。 
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表 1.1 「地球温暖化対策計画」での温室効果ガス削減目標（国の目標） 

単位：百万 t-CO2 

項  目 2005年度 
実績 

2013年度 
実績 

2030年度 
目標 

削減率 
2030/2013 

温室効果ガス排出量 1,397 1,408 1,042 -26% 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 -25% 

 産業部門 457 429 401 -7% 

 業務その他部門 239 279 168 -40% 

 家庭部門 180 201 122 -39% 

 運輸部門 240 225 163 -28% 

 エネルギー転換部門 104 101 73 -28% 

非エネルギー起源 CO2 85 76 71 -7% 

メタン CH4 39 36 32 -12% 

一酸化二窒素 N2O 26 23 21 -6% 

代替フロン等 4 ガス 28 39 29 -25 

 HFCS 13 32 22 -32% 

PFCS 9 3 4 27% 

SF6 5 2 3 23% 

NF3 1 1 1 -64% 

吸収源対策 － － -37 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5 「地球温暖化対策計画」での温室効果ガス削減目標（国の目標） 
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1.3 島根県の取組 

 

(1) 島根県地球温暖化対策実行計画 

 

島根県においては、生活や事業活動における温室効果ガス排出削減を進め、私たちの暮

らしを守り低炭素社会を実現することにより、持続可能な発展する社会を目指すために短

期目標（2012（平成 24）年度）、中期目標（2020（平成 32）年度）としてエネルギー使用

量と温室効果ガス排出量の削減目標を定め、施策や取組を推進し、2050（平成 62）年度の

長期ビジョンを実現できるよう努めている。 

 

① 目標・計画期間 

■ 短期目標（目標年：2012（平成 24）年度）として、温室効果ガス排出削減と森林吸収量を合わせ

て 1990（平成 2）年度に比べて 30％以上削減する。 

・温室効果ガス排出量を 1990（平成 2）年度に比べて 3％以上削減する。 

・森林吸収量を 1990（平成 2）年度の温室効果ガス排出量の 26％相当以上確保する。 

■ 中期目標（目標年：2020（平成 32）年度）として、温室効果ガス排出量を 1990（平成 2）年度に

比べて 23％以上削減する。 

■ 長期ビジョン（目標年：2050（平成 62）年）として、「低炭素社会の実現により持続可能な発展す

るしまね」を目指すとしている。 

 

(2) 環境にやさしい率先実行計画 ～しまね県庁 CO2ダイエット作戦～ 

 

島根県の事務事業における地球温暖化対策の推進は、地方公共団体として我が国の地球

温暖化対策に寄与するだけでなく、地域で果たすべき温室効果ガス削減への役割を率先し

て担うものである。 

島根県では、「環境にやさしい率先実行計画（2000（平成 12）年 3 月に第 1 期計画策定、

2005（平成 17）年 3 月に第 2期計画策定）、2011（平成 23）年 3月に第 3期計画策定）」に

基づき県機関での地球温暖化対策を推進してきたが、地球温暖化対策の推進に関する法律

の改正を受けた島根県地球温暖化対策実行計画の策定に伴い、対象となる県の事務事業の

範囲等を拡大することで、新たな取組を推進するため、2016（平成 28）年 3 月に第 4 期計

画を策定した。 

 

① 計画期間・対象 

■ 計画期間は、2016（平成 28）年～2020（平成 32）年とする。 

■ 計画の対象 

・計画の適用機関は、県の全機関及び指定管理者 

・計画の対象事務及び事業は、県が自ら行う事務及び事業並びに指定管理や委託等により実施す

る事務及び事業とする。 

・対象とする温室効果ガスは、CO2とし、排出量の算定を行う。  
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② 主な取組 

実行目標達成のため、次に示す各種取組を確実に実施するとしている。 

■オフィス部門における取組 

・電気使用量の削減 

・公用車燃料の削減 

・燃料使用量の節減 

・上水道使用量の節減 

・用紙使用量の節減 

・財やサービスの調達 

・適切な維持保全の取組 

■事業部門における取組 

・各施設及び事業の特性の応じたエネルギー使用量の削減に努める。 

■学校部門における取組 

・県立学校においては、学校版エコライフチャレンジしまねに参加し、生徒とともに環境に配慮し

た学校運営を行うとともに、生徒の環境に対する関心を高めるよう努める。 

■施設・設備における取組 

・空調施設などの更新においては、必要な省エネ診断を行ったうえで更新計画を策定し計画的なエ

ネルギーの削減につなげるとともに、その他の必要な対策を実施するように努める。 

・老朽化した空調設備の更新 

・デマンド管理による電力削減対策 

・空調機ファンや空調熱源ポンプのインバーター化等による省電力対策 

・その他エネルギー削減に必要な事項 

・照明器具などの更新においては、インバーター化や LED化などエネルギー使用量の削減につなが

る設備に更新するよう努める。 

■再生可能エネルギー導入促進の取組 

・「再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進に関する基本計画」に基づき、太陽光発電等の再生

可能エネルギーの導入に努める。 

■森林吸収源に対する取組 

・「管理・経営計画書」に基づき県有林の適切な管理を行う。 

■職員への環境研修 

・職場環境研修等の実施により、職員の環境に関する意識向上を促す。 

■その他 

・イベントの実施 

・個々の職員の率先した取組 
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1.4 浜田市の取組 

 

(1) 浜田市地球温暖化対策実行計画 

 

本市では、自ら実施する事務事業から発生する温室効果ガスを削減するため、平成 19年

3月に地球温暖化対策実行計画を策定し、環境負荷の少ない住みよいまちづくりを進めるた

め、地域経済の中で大きな役割を占める市が、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排

出量削減に向け、率先して全職員協働のもとに取組み、市民等への普及及び啓発に努めて

きた。 

具体的に推進するために、「取組項目」を設定し、各職場における日常業務執行などにあ

たって、各職場に配置した「エコオフィス推進隊」による率先した取組と職場での周知徹

底により、計画目標である 10％削減を上回る 17.62％の削減を達成している。 

第 1 次計画の計画期間終了に伴い、これまでの取組内容の検証とともに計画を見直し、

2011（平成 23）年 3 月に新たに「第 2 次浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）エ

コオフィスはまだ・アクションプログラム」を策定した。この計画では、2010（平成 22）

年度の二酸化炭素排出量を基準として、2011（平成 23）年度から 2015（平成 27）年度まで

の 5か年で 5％削減（毎年度１％削減）することを目標と掲げ取組を進めてきた。 

また、2017（平成 28）年には地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い

選択）」に賛同している。 

 

(2) 浜田市環境基本計画 

 

長期的な視点から浜田市の将来像を定め、その実現に向けて計画的な行政運営を行うた

め、まちづくりの方向性等を総合的、体系的にまとめた第１次浜田市総合振興計画を 2006

（平成 18）年に策定した。この計画は、本市の最上位の計画として市政運営の最も基本と

なる指針であり、市民と行政の共通の目標である。2016（平成 28）年には、第２次総合振

興計画を策定した。 

さらに、市民が健康で快適な生活を営むため、生活環境の保全に関し、必要な事項を定

め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来における良好な生活環境の

確保に努めることを目的とし、2005（平成 17）年 10月に「浜田市生活環境の保全に関する

条例」を施行し、条例に基づき、総合的な施策を達成するため、生活環境の保全に関する

「第 1 次浜田市環境基本計画～エコプラン 21～」を策定した。その後、社会経済情勢の大

きな変革への対応や、国の地球温暖化対策などの環境政策との整合性を図る必要が生じ、

また、2005（平成 17）年 10月の市町村合併による市域拡大に伴う面積や人口の増大のほか、

地域特性など自然・社会環境の広範囲化や市民意識の変化などの状況に対応するため、2010

（平成 22）年 3月に新たに「第 2次浜田市環境基本計画」を策定した。 

浜田市環境基本計画では、目指すべき環境像を「地域特性と自然環境を活かした潤いの

あるまち・はまだ」とし、施策の方向性を示す中で地球温暖化対策として、市民・事業者・

市が互いに協働して地域の実情に応じた温室効果ガスの排出抑制に取組む地球温暖化対策
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推進計画を 2008（平成 20）年 12 月に策定し、関連計画と連携を図り、また、市民・事業

者・市が互いに連携しながら、地球温暖化対策を強力に推進するとしている。 

 

1.5 「第 3次浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の策定 

 

2011（平成 23）年 12 月に策定した第 2 次実行計画の計画期間が 2015（平成 27）年度で

終了したことから、これまでの取組を検証するとともに計画を見直し、新たに「第 3 次浜

田市地球温暖か対策実行計画（事務事業編）（以下「第 3 次実行計画」という。）として策

定することとする。 

なお、他自治体の地球温暖化対策に係る先進事例を以下に挙げる。 

 

(1) 他自治体の先進事例 

■事例 1「ベストプラクティスの選定・表彰」（東京都世田谷区） 

特筆すべき環境配慮行動を行っている課、出先職場、施設等をベストプラクティス・優

良取組事例として年１回、選定・表彰し、先進的な取組を水平展開する。ベストプラクテ

ィスは、区民等へ取組内容を紹介するとともに、職員の意識や意欲の向上を図り、各職場

の環境配慮行動の底上げ・レベルアップへと展開するものである。 

 

■事例 2「エコアクション 21による実効性の確保」（静岡県藤枝市） 

エコアクション 21 とは、中小企業、学校、公共機関などの幅広い事業者を対象として、

環境への取組を効果的に構築・運用するための指針として環境省が策定したガイドライン

である。藤枝市は、エコアクション 21に基づき、各課による目標設定、活動計画を策定し、

更に内部監査・外部監査による進捗管理、監査を行うことで事務事業編の実行性を確保し

ている。 

 

■事例 3「低炭素型複合施設整備に伴う PFI事業の活用」（兵庫県川西市） 

低炭素型建築物を推進するため PFI事業（BTO方式）を活用している。 

PFI 事業の要求水準書において、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素

建築物の認定と、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）の A ランクの取得が条件づけ

られ、エネルギーマネジメントを含む運営業務も位置付けられている。 

落札者決定基準における審査項目の中に、「低炭素化施設整備計画」、「低炭素まちづくり

への貢献」が位置づけられ、地球温暖化対策に寄与した PFI事業となっている。 

 

■事例 4「指定管理者へのインセンティブ付与による取組の誘導」（三重県） 

光熱水費を指定管理料に含めることで光熱水費の支払いを指定管理者に担わせ、一定の

光熱水費削減インセンティブを付与している。その上で募集要項に省エネルギー対策の実

施を定め、省エネルギー設備導入等のエネルギー使用量削減に係る指定管理者の自発的な

取組を誘導している。 
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(2) 新しい計画に導入可能な先進的対策 

先に挙げた他自治体の先進事例を参考に、浜田市で導入可能と考えられる地球温暖化対

策として以下のものを挙げる。 

 

●「ベストプラクティスの選定・表彰」 

特筆すべき環境配慮行動を行っている課、出先職場、施設等をベストプラクティス・優

良取組事例として年１回、選定・表彰し、先進的な取組を水平展開する。ベストプラクテ

ィスは、市民等へ取組内容を紹介するとともに、職員の意識や意欲の向上を図り、各職場

の環境配慮行動の底上げ・レベルアップへと展開するものとする。 

 

●「スマートメーターの導入」 

省エネルギー重点対策施設を対象に、スマートメーター導入等により、日別・時間別の

電気使用量を把握する。 

照明・OA機器等によるベースとなる電気使用量と、空調による電気使用量を区別して把

握し、それぞれの改修・省エネ行動による削減量算出の資料とする。 
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第２章 計画の基本的事項 

 

2.1 実行計画策定の目的 

 

浜田市は、海、山、川、田園などからなる豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、新

たな豊かさへの道を求め、自然と人間が調和のとれた、潤いのあるまちを目指している。 

特に地球温暖化対策への積極的な取組として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平

成 10年法律第 117号）に基づき、浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編、以後「前

回計画」という）を策定し、自ら率先して地球温暖化防止対策に取り組んできた。 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条に基づき、国が策定した地球温

暖化対策計画に即した実行計画を策定するものである。 

なお、実行計画は、本市の事務事業に関し、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（事務事業編）とする。 

浜田市全体における、産業、業務、家庭、運輸の各部門の地球温暖化対策については、「浜

田市地球温暖化対策推進計画」（平成 20年 12 月策定）に基づき推進している。 

 

2.2 計画の策定方針 

 

国の「地球温暖化対策計画」に基づき、温室効果ガス排出量の大幅な削減を果たすために、

「浜田市地球温暖化対策実行計画」を事務事業における省エネルギー対策の中・長期的な

実行計画として位置付ける。 

また、事務事業における省エネルギー活動に加え、老朽化した施設設備の高効率機器への

更新や、設備運転の工夫・管理などの運用改善にも取り組み、温室効果ガスの削減を目指

すとともに、公共施設マネジメントと連携した推進体制を構築する。 

 

■策定方針 

 

 

 

 

 

  

・CO2マイナス 40％の国の目標に準じた、中・長期的な実行計画とする。 

・設備の更新や運用改善などを含めた実効性を重視した取組内容を位置づける。 

・公共施設マネジメントと連携した実行性のある取組内容及び計画の推進体制とする。 

 



16 

 

2.3 対象とする範囲 

 

浜田市地球地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の対象範囲は、浜田市の全ての事務事

業とする。 

 

● 市の庁舎、市の所有する施設、市が借りている施設等で、市の組織が使用している

もの（指定管理者制度導入施設を含む。当該施設のうち、市の組織の占用部分に限

る。）を対象とする。 

● 市の事務事業に関連する以下の事業者及び各種団体については、本計画への協力を

要請する。 

・市所有の庁舎、施設等に常駐する事業者及び各種団体 

・市の公共工事を請け負う事業者 

・市からの補助金等の交付を受けて実施するイベント等の主催者 
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2.4 対象とする温室効果ガスの種類 

 

目標設定で対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法の対象とする７つの温室効

果ガスのうち、市における排出実態を踏まえて、排出量の大半を占める二酸化炭素、メタ

ン及び一酸化二窒素の３ガスを対象とする。 

このほかのガスについては排出量が少ないか、排出していないため、目標設定の対象ガス

から除外する。 

 

表 2.1 地球温暖化対策推進法の対象とする温室効果ガス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 
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2.5 計画期間 

 

本計画の期間は、2019（平成 31）年度から 2030（平成 42）年度までとし、2030（平成 42）

年度を削減目標年度とする。 

なお、計画期間のおよそ中間年にあたる 2025（平成 37）年度における計画の進捗状況の

ほか、我が国のエネルギー政策や地球温暖化対策などを踏まえ、必要に応じて見直しを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 本計画の位置づけ 

 

本計画は、「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条の「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。」に基づいたもので、そのうち、地方公共団体自らの事務事業に伴って発生す

る温室効果ガスの排出削減の措置を定めた「事務事業編」である。 

2011（平成 23）年には、「第 2次浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（以下「浜

田市実行計画」という。）を策定したが、先に述べたように、国の地球温暖化対策計画及び

その根拠となる関連計画が策定され、パリ協定に向けた新たな中・長期目標が掲げられた

ことから、本計画は、それらの目標や計画と整合させるため、全面的な見直しを行った。 

本計画の位置づけを図 2.1に示す。 

  

2013年度 2030年度 2025年度 2019年度 

基準年度 計画開始 計画見直し 長期目標年度 

計画期間 
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図 2.1 計画の位置づけ 

  

Ⅳ 自然環境を守り 

活かすまち 

環 境 基 本 法 

環 境 基 本 計 画 

島根県環境保全条例 

島根県環境基本計画 

浜田市総合振興計画 

浜 田 市 生 活 環 境 の 

保 全 に 関 す る 条 例 

浜 田 市 環 境 基 本 計 画 

〈浜田市関連計画〉 

○浜田市都市計画マスタープラン 

○浜田市一般廃棄物処理基本計画 

など 

 

浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

●「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条に基づく計画 

● 市の事務事業に伴う温室効果ガスの削減計画 

 

〇第 1次浜田市地球温暖化実行計画（事務事業編） 

〈2006（平成 18）年度～2010（平成 22）年度）〉 

〇第 2次浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

〈2011（平成 23）年度～2015（平成 27）年度）〉 

〇第 3 次浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

〈2019（平成 31）年度～2030（平成 42）年度）〉 

計画期間終了 
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第３章 浜田市における温室効果ガスの排出状況 

    ～温室効果ガス排出量の算定・分析～ 

 

3.1 温室効果ガス総排出量の算定範囲及び算定方法 

温室効果ガス総排出量の算定範囲は、第２章 2.3 に示すとおり、市内すべての公共施設

を対象とした。 

また、温室効果ガス排出量の算定方法は、環境省「温室効果ガス総排出量算定方法ガイ

ドライン Ver.1.0」に従った。 

なお、算定対象施設及び算定に使用した排出係数は資料編に示す。 

 

3.2 温室効果ガス排出量 

(1) 温室効果ガス総排出量 

2017年度の浜田市の事務及び事業による温室効果ガス総排出量は16,224 t-CO2であった。 

 

2017年度（平成 29年度）排出量 16,224 t-CO2 

 

(2) ガス種類別温室効果ガス排出量 

ガス種類別の排出量では、二酸化炭素が全体の 98.4%を占め、メタンが 1.1％、一酸化二

窒素が 0.5％であった。 

 

表 3.1 ガス種類別温室効果ガス排出量 

ガス種別 ガス排出量（t-CO2） 割合（％） 

二酸化炭素（CO2） 15,958  98.4 

メタン（CH4） 183   1.1 

一酸化二窒素（N2O） 83   0.5 

総排出量 16,224 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 ガス種類別温室効果ガス排出量  

二酸化炭素

98.4%

メタン

1.1%
一酸化二窒素

0.5%
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(3) 所在地別排出量 

所在地別温室効果ガス排出量では、浜田地域が 7,767 t-CO2であり総排出量 16,224 t-CO2

の 47.9％と最も多くを占めた。続いて三隅地区が 3,332 t-CO2（20.5％）、金城地区が 2,649 

t-CO2（16.3％）でした。 

 

表 3.2 所在地別温室効果ガス排出量 

施設所在地 
温室効果ガス排出量 

（t-CO2） 

割合 

（％） 

浜田 7,767     47.9 

金城 2,649     16.3 

旭 1,516      9.3 

弥栄 955      5.9 

三隅 3,332     20.5 

浜田市外 5      0.0 

総排出量 16,224    100 

       割合（％）は、小数点以下を端数処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 所在地別温室効果ガス排出量 

 

  

浜田

47.9%

金城

16.3%

旭
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0.0%
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(4) 施設種類別排出量 

施設種類別排出量では供給処理施設が最も多く 4,741 t-CO2、全体の 29.2％を占めた。 

続いてスポーツ・レクリ－ション系施設の排出量が 3,430 t-CO2（21.1％）、学校教育系

施設が 2,642 t-CO2（16.3％）であった。 

 

表 3.3 施設種類別排出量 

施設種類 
温室効果ガス排出量 

（t-CO2） 

割合 

（％） 

市民文化系施設 358 2.2 

社会教育系施設 1,211 7.5 

スポーツ・レクリエーション系施設 3,430 21.1 

産業系施設 505 3.1 

学校教育系施設 2,642 16.3 

子育て支援施設 100 0.6 

保健・福祉施設 995 6.1 

医療施設 101 0.6 

行政系施設 1,474 9.1 

公園 57 0.4 

供給処理施設 4,741 29.2 

その他 610 3.8 

総排出量 16,224  100 

 

(5) 月別二酸化炭素排出量 

電気及び燃料の月別使用量から求めた月別排出量では、冬期の排出増が特徴的であり、

暖房及び給湯によるものと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 月別二酸化炭素排出量  
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(6) 温室効果ガス排出量が多い施設 

上位 15施設で 7,547 t-CO2であり、市の総排出量 16,224 t-CO2の 46.5％を占めた。 

ポンプ場など複数施設の合算である「4簡易水道今市施設」「7今福美又簡易水道施設」「10

三隅簡易水道施設」「11地方地区処理施設」を除く 11施設の合計では 5,678 t-CO2であり、

全体の 35.0％を占めた。 

 

表 3.4 温室効果ガス排出量が多い施設（上位 15施設） 

順位 施設名 所在地 施設種別 排出量（t-CO2） 

1 浜田浄苑 浜田 供給処理施設 1,234  

2 国民宿舎千畳苑 浜田 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 674  

3 市役所本庁舎 浜田 行政系施設 639  

4 簡易水道今市施設 旭 供給処理施設 567  

5 リフレパークきんたの里 金城 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 533  

6 浜田市学校給食センター 浜田 学校教育系施設 515  

7 今福美又簡易水道施設 金城 供給処理施設 490  

8 サン･ビレッジ浜田 浜田 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 489  

9 アクアみすみ 三隅 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 444  

10 三隅簡易水道施設 三隅 供給処理施設 429  

11 地方地区処理施設 三隅 供給処理施設 383  

12 総合福祉センター 浜田 保健・福祉施設 347  

13 高齢者生活福祉センター 金城 保健・福祉施設 275  

14 世界こども美術館創作活動館 浜田 社会教育系施設 272  

15 美又温泉国民保養センター 金城 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 256  

上位 15施設合計 7,547 
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第４章 温室効果ガスの排出削減目標 

～温室効果ガス排出量の将来推計及び目標の設定～ 

 

4.1 目標設定の考え方 

国の地球温暖化対策計画等を踏まえて、浜田市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出削減

目標を設定する。 

 

4.2 基準年度の温室効果ガス総排出量の推計 

本計画の基準年度となる 2013 年度（平成 25 年度）の排出量について、前回計画（平成

23年 12月策定）に基づく排出量算定結果では、17,156 t-CO2であった。 

しかし、この排出量は、本計画で算定したものと対象施設及び対象ガスが異なるため、

直接比較することはできない。そのため、2017年度（平成 29年度）の排出量について、前

回計画に基づく算定結果と今回の算定結果とを比較し、その違いから 2013 年度（平成 25

年度）排出量を推計した。 

推計の結果、2013 年度（平成 25年度）の今回計画相当の温室効果ガス総排出量は 18,872 

t-CO2であった。 

 

表 4.1 2013年度の温室効果ガス総排出量の推計 

 前回計画範囲 今回計画範囲 

2017年度排出量 14,728 t-CO2 16,224 t-CO2 

排出量の比 1 1.10 

2013年度排出量 

（基準年度） 
17,156 t-CO2 18,872 t-CO2 

 

4.3 将来人口の推計 

市の事務事業による温室効果ガス排出量のうち、し尿処理施設や水道施設での電気・燃

料によるものは、人口にかかわらず、施設規模により一定量生じる。 

一方、公共施設における電気・燃料使用量やし尿処理量による排出量は、人口の増減と

連動すると考えられる。 

そのため、将来における温室効果ガス排出量を考える参考として、目標年度である 2030

年度における本市人口の推計を行った。 

国立社会保障・人口問題研究所による推計人口、及び過去 5 年間での住民基本台帳人口

の傾向からトレンド予測した結果を表 4.2に示す。 

推計手法により異なるものの、人口は減少傾向を示し、2030年の人口は、国立社会保障・ 

人口問題研究所の推計では 2017年から 10.1％減少、トレンド予測では 4％～18％減少する

結果となった。 

人口には比例しないものの、温室効果ガス排出量についても人口の減少にともなう一定

の自然減が生じると考えられる。  
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表 4.2 将来人口の推計結果 

年 

人口（人） 

実績 
国立社会保障・ 

人口問題研究所 

トレンド予測 

直線式 指数式 対数式 

2013年 58,483 － － － － 

2014年 57,667 － － － － 

2015年 56,877 58,105 － － － 

2016年 56,164 － － － － 

2017年 55,342 － 55,350 55,272 55,674 

2020年 － 55,098 53,014 52,999 54,786 

2025年 － 52,030 49,122 49,416 53,868 

2030年 － 49,002 45,229 46,075 53,253 

人口比 
2030年推計 

/2017 年実績 
－ 0.89 0.82 0.83 0.96 

 

 

4.4 公共施設の再配置による排出量削減の予測 

本市では、市の公共施設を対象とした「浜田市公共施設再配置方針（平成 28年度～平成

67年度）」を平成 28 年 3月に策定している（平成 30年 11月一部改定）。 

この方針では、公共施設再配置の全体方針として「公共施設量の適正化を図る再配置の

推進」、「公共施設の適切な維持管理の推進」、「効率性を重視した施設運営の見直し」、「市

民・事業者・行政の協働による推進体制の構築」の４つを定めている。 

そして、この方針に基づく実施計画「浜田市第１期公共施設再配置実施計画（平成 28年

度～平成 33年度）」では、市内の個々の公共施設について、「廃止」、「民間移管・譲渡」、「地

元譲渡」、「複合化」、「統廃合」、「単独建替」などの方針に分類している。 

この実施計画において、将来的に「廃止」、「民間譲渡」、「地元譲渡」の方針に分類され

た施設は、各方針が実行された時点で市の事務事業の範囲から離れることになる。 

このことを踏まえて、今回の計画で温室効果ガス排出量の算定範囲とした施設のうち、

事務事業の範囲から外れる方針である施設を整理した。 

その結果、廃止等により事務事業の範囲から外れる施設における平成 29年度の温室効果

ガス排出量は、総排出量 16,224 t-CO2の 6.3％を占める 1,014 t-CO2であった。 

 

  



26 

 

4.5 温室効果ガスの削減目標 

現況調査結果、将来推計結果、公共施設再配置による削減見込み、及び国の地球温暖化対

策計画における温室効果ガス排出削減目標（業務その他部門）を踏まえ、温室効果ガスの

削減目標を検討した。 

 

「実行計画（事務事業編）」の計画目標年度までの温室効果ガスの排出削減目標は、国の

地球温暖化対策計画における中期目標年度（2030 年度）までの温室効果ガスの排出削減目

標と整合を図り、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

また、計画の進捗管理のための目標として、エネルギー起源の二酸化炭素排出量について

以下の目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画目標 

管理目標 
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● エネルギー起源の二酸化炭素の排出削減目標値 

 

 

 

 

 

 

  



28 

 

第５章 省エネルギー重点対策施設及び削減方策 

 

5.1 温室効果ガス排出量が多い施設の再配置方針 

 

第４章 3.2(6)で示した、温室効果ガス排出量が多い施設について、「浜田市第１期公共施

設再配置実施計画」で分類した再配置方針を表 5.1に示す。 

このうち、供給処理施設については、ポンプ場など複数の施設の合算であることに加えて、

再配置方針が定められていない。 

また、民間に譲渡される施設は、その後の市の事務事業の範囲から外れる。 

このため、供給処理施設及び民間譲渡される施設については、削減方策の検討対象から除

外する。 

 

表 5.1 温室効果ガス排出量が多い施設の将来的な再配置方針 

順位 施設名 所在地 施設種別 再配置方針 

1 浜田浄苑 浜田 供給処理施設 単独建替 

2 国民宿舎千畳苑 浜田 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 民間移管 

3 市役所本庁舎 浜田 行政系施設 複合化 

4 簡易水道今市施設 旭 供給処理施設 － 

5 リフレパークきんたの里 金城 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 民間譲渡 

6 浜田市学校給食センター 浜田 学校教育系施設 統廃合 

7 今福美又簡易水道施設 金城 供給処理施設  

8 サン･ビレッジ浜田 浜田 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 単独建替 

9 アクアみすみ 三隅 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 統廃合 

10 三隅簡易水道施設 三隅 供給処理施設 － 

11 地方地区処理施設 三隅 供給処理施設 － 

12 総合福祉センター 浜田 保健・福祉施設 複合化 

13 高齢者生活福祉センター 金城 保健・福祉施設 複合化 

14 世界こども美術館創作活動館 浜田 社会教育系施設 統廃合 

15 美又温泉国民保養センター 金城 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 民間移管 

注）網掛けは温室効果ガス削減方策の検討対象外 
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5.2 再配置をふまえた温室効果ガス排出量の削減方策 

 

再配置方針ごとの施設名称及び温室効果ガス排出量の削減方策を表 5.2～表 5.4に示す。 

 

表 5.2 施設名称及び削減方策（複合化・統廃合） 

施設名称 
再配置 
方針 

2017年度 
温室効果ガス 

排出量 
削減方策 

市役所本庁舎 複合化 639 t-CO2 
・効率的な施設運用により、エネルギー消費

量を抑え、複合化・統廃合前の各施設の温

室効果ガス排出量から削減する。 

・各施設におけるエネルギー使用について診

断を行い、効率化に向けた設備改良・更新

の計画を作成実施する。 

・複合化・統廃合に当たっての設備更新では、

エネルギー効率が高い設備を採用する。 

浜田市学校給食 
センター 

統廃合 515 t-CO2 

アクアみすみ 統廃合 444 t-CO2 

総合福祉センター 複合化 347 t-CO2 

高齢者生活福祉 
センター 

複合化 275 t-CO2 

世界こども美術館 
創作活動館 

統廃合 272 t-CO2 

 

表 5.3 施設名称及び削減方策（単独建替） 

施設名称 
再配置 
方針 

2017年度 
温室効果ガス

排出量 
削減方策 

浜田浄苑 単独建替 1,234 t-CO2 

・需要に応じた適切な施設規模とする。 

・エネルギー効率が高い設備を採用する。 

・太陽光などの自然エネルギーを活用する。 

・処理汚泥、メタンガスなどの未利用エネル

ギーを活用する。 

・敷地内緑化、建物緑化につとめる。 

 

表 5.4 施設名称及び削減方策（民間移管） 

施設名称 
再配置 
方針 

2017年度 
温室効果ガス 

排出量 
削減方策 

国民宿舎千畳苑 民間移管 674 t-CO2 
・民間事業者との管理委託契約内容に温室効

果ガス排出量削減を含める。 
美又温泉国民保養 

センター 
民間移管 256 t-CO2 
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第６章 目標達成に向けた取組「目標達成に向けた具体的な措置等の検討」 

 

6.1 取組の基本方針 

 

現況調査結果を踏まえ、効果的かつ実施可能な温室効果ガス削減の具体的取組みを検討し

た。また、省エネルギー重点対策施設への低炭素設備の導入計画、グリーン購入やグリー

ン契約の推進、活動職員を対象とした啓発等も検討しあわせて体系化を行った。 

本計画策定に前計画における取組内容、取組状況を踏まえ、部門別に省エネルギー対策を

立案、取組内容については、「浜田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」や「浜田市

環境基本計画」等の既存計画と整合を図った。 

取組内容の中でも、国による補助事業や施設設備の改修、（工事を伴う）運用改善など、

CO2排出量削減の核になる取組を“重点取組”として位置付けて、取組の実施主体、時期、

対象等を明確にしたロードマップを示した。 

 

【重点取組の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 取組の体系 

市の事務・事業を以下の部門に分類し、それぞれの特性に応じて取組を定めた。 

 

表 6.1 部門の分類と主な対象施設等 

部門 内容 主な対象施設等 

事務 
・事業系、市民サービス系に属さな

い、その他全ての事務・事業 

・行政系施設 

・各施設の事務所部分等 

事業 ・市民生活の維持に必要となる事業 ・供給処理施設 

市民サービス 

・市民の利用に供するための施設で、

そのサービス維持・向上や利用増

を図りつつ対策に取り組む必要が

あるもの 

・事務部門、事業部門に該当する以

外の施設（文化、社会教育、スポ

ーツ・レクリエーション、学校教

育、保健・福祉、公園等） 

  

①取組内容の中でも、国による補助事業や直近年に実施する施設設備の改修、運

用改善など、削減ポテンシャルの核になる取組 

②市民、事業者の省エネルギーの取組に対して、市として率先的に取り組むこと

で波及効果が期待できる取組 

③市のエネルギー使用や事務事業における課題から見て、特に重点的な推進が必

要な取組 
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図 6.1 削減目標達成に向けた取組体系図 

【温室効果ガスの総排出量の削減目標】 

   2030年度までに基準年度 2013年度比で４０．２％削減します。 

 

（２）事業部門の取組 

1）水道事業 

2）下水道事業 

（１）各部門共通の取組 

1）COOL CHOICEの実施 

2）設備機器の運用改善等 

3）設備機器等の更新等 

4）物品等調達時の環境配慮 

5）再生可能エネルギー使用 

6）職員に対する啓発等 

（３）市民サービス部門の

取組 

1）学校、幼稚園 

2）その他（文化施設、図書館、

スポーツ施設） 

① 職員全員が COOL CHOICE（＝賢い選択）を実施 

② 設置されている設備機器を効率よく運用 

③ 設備機器等を更新する際は、省エネ性能の高いものを選択 

④ 物品、エネルギーを調達する際は、環境に配慮したものを選択 

⑤ 再生可能エネルギーを活用 

 

重点取組 
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6.3 重点取組の内容 

 

実行計画（事務事業編）」の温室効果ガスの排出削減目標を達成するため、浜田市職員は、

以下の取組を実行します。 

 

 

 

職員全員が高い意識を持ち、職務を遂行する際には常に

環境に配慮した賢い選択を心掛け、事務事業における省

エネ行動に努めます。 

 

 

 

施設管理者等は、施設単位での確実な省エネ及び温室効果ガス削減を実現するため、

管理・点検業者等と連携して定期的な保守・管理を実行するとともに、「省エネ運用マ

ニュアル」に基づき、設備機器の効率的な運用に努めます。 

 

 

 

設備機器等の更新については、地域における重要度、劣化の状況、費用対効果などを

勘案し、適正な更新時期に行うとともに、設備機器の選定にあたっては、環境省の L2

－Tech認証制度により認定された設備機器を導入するなど、温室効果ガスの排出量削

減につながる効率的な設備機器等の優先的な導入に努めます。 

 

 

 

物品等の調達にあたっては、予算の制約も踏まえつつ、環境負荷の低減に向けてグリ

ーン購入の推進を図るほか、エネルギーの調達については、温室効果ガス排出量の少

ない電力を調達するなど、環境に配慮した物品、エネルギーの優先的な導入に努めま

す。 

 

 

 

自然環境や生活環境への影響に配慮しながら、公共施設における太陽光や地中熱の再

生可能エネルギーの導入を検討します。 

 

  

① 職員全員が COOL CHOICE（＝賢い選択）を実施します。 

 

② 設置されている設備機器を効率よく運用します。 

③ 設備機器等を更新する際は、省エネ性能の高いものを選択します。 

④ 物品、エネルギーを調達する際は、環境に配慮したものを選択します。 

 

⑤ 再生可能エネルギーを活用します。 
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図 6.2 重点取組の削減目標達成までのロードマップ 

 

 

 

 

  

2022年度（中間目標年度）
までの取組

2030年度（計画目標年度）
までの取組

・エコチューニングの導入

・デマンド制御の導入

・公共施設配置の見直し

 ●設備機器等を更新する際は、省エネ
 　 性能の高いものを選択します。

・設備機器の更新

 ●物品、エネルギーを調達する際は、

　  環境に配慮したものを選択します。

・排出係数の低い電力の調達

 ●再生可能エネルギーを活用します。

・再生可能エネルギーの導入

取組方針・取組内容

 ●職員全員がCOOL CHOICE（＝賢い

　  選択）を実践します。

・COOL CHOICE（＝賢い選択）の実践

 ●設置されている設備機器を効率よく
　  運用します。

・設備機器の保守・管理の実施

・設備機器の運用改善の実施

浜田市カーボンマネジメントシステムの周知・徹底

取組の継続的実践

施設管理標準の作成

取組の継続的実践

取組の継続的実践

導入検討 試験運用 本格的運用

更新計画の策定

設備機器の更新

更新計画の策定

設備機器の更新導入検討

公共施設配置方針の検討

配置の最適化

取組の継続的実践

導入計画の策定

再生可能エネルギー設備の導入
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6.4 温室効果ガス排出量削減のための具体的な取組 

 

目標達成に向けた具体的な取組を示します。 

 

(1) 各部門共通の取組（重点取組） 

1) 職員全員が COOL CHOICE（＝賢い選択）を実施 

① 照明設備 

・照明を利用していない場所の消灯を行う。 

・照明を利用していない時間帯の消灯を行う。 

② 空調設備 

・空調設定温度、湿度の適正化を図る。 

・使用されていない部屋の空調停止を行う。 

③ OA機器 

・OA機器の休日、夜間の通電停止を行う。 

④ エレベーター 

・２UP３DOWN運動の実施を行う。 

⑤ 公用車 

・エコドライブ 10の実施を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2) 設置されている設備機器の運用改善等 

① 設備機器等の保守・点検 

・照明設備、空調・換気設備、熱源設備、動力設備等の定期的な点検・清掃・保守を実

施し、機器の性能や運転効率を維持する。 

② 設備機器等の運転の工夫や管理 

・外灯等の点灯時間の季節別管理を行う。 

・ロスナイ換気システムを有効活用するなど、外気取り入れ量の適正化を図る。 

・冷温水発生器、ボイラーの空気比を調整する。 

・中間期において、外気冷房や冷温水発生器の冷水出口温度の緩和を行う。 

・間欠運転を実施する。 

・高効率ファンベルトの使用にする運転の効率化を図る。 

・空調の冷温水配管の保温を実施する。 

・機械室や倉庫などにおいて、換気扇の作動設定温度を適切に設定する。 

・冷暖房の適切な温度管理（夏季 28℃、冬季 20℃）を徹底する。 

・窓ガラスへの遮熱シート貼付、緑のカーテンの育成等により、日射による夏期の室温

上昇を抑制し、空調効率の向上を図る。 

 

3) 設備機器等を更新する際は、省エネ性能の高いものを選択 

① 照明設備 

・新築・改修時には、原則として LED照明を導入する。 

・既存の室内照明や誘導灯、屋外灯について、順次 LED照明などの高効率照明ランプへ

の切換えを行う。 

・照明点灯範囲の細分化や人感センサー、昼光センサーの導入等を図る。 

② 空調設備 

・高効率タイプの空調設備を導入する。 

・利用状況等に応じて、設備の規模や方式を見直す。 

・ポンプ、ファンをインバータ制御とする。 

③ 給湯設備 

・給湯機器を高効率タイプ（空冷式ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器等）へ

更新する。 

・利用状況等に応じて、設備の規模や方式を見直す。 

④ 自動販売機 

・省エネルギータイプ自動販売機へ切り替える。 

⑤ その他 

・建築物を建築する際には、省エネルギー対策を徹底し、温室効果ガスの排出の抑制等

に配慮したものとして整備する。 

・国等の市町村を対象とした環境保全に関する補助制度や支援制度の情報を収集し、そ

の活用を検討することにより、全庁的な取組の強化を図る。 
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4) 物品、エネルギー調達時の環境配慮 

① 公用車の導入における省エネルギー対策 

・環境負荷の少ない仕様の車両を導入する。特に電気自動車等の次世代自動車を積極的

に導入する。 

・リース契約を活用し、常に最新の環境性能を有する自動車を配置する。 

・公用車の使用状況を把握し、配置や台数を適正に保つ。 

② 適正利用の推進 

・低公害車、低燃費車を優先的に利用する。 

・エコドライブを推進する。 

・短距離の移動手段として、徒歩及び自転車の利用を推進する。 

・遠距離の移動手段として、公共交通の利用を推進する。 

・タイヤの空気圧調整等、定期的な車両の点検、整備を行う。 

③ EMSの導入 

・EMS（エネルギーマネジメントシステム）を導入し、機器運転の制御等を行い、エネ

ルギー使用量を削減する。 

・建築物を建築する際には、原則として EMSを導入する。 

④ エネルギーマネジメントの推進 

・EMSにより得られたデータをもとに、エネルギー使用状況や設備作動状況の課題を見

出し、運用改善につなげる。 

・エネルギー使用量データの把握や見える化を行い、各施設において継続的なエネルギ

ー管理を行う。 

⑤ グリーン購入・グリーン契約等の推進 

・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」や「国等に

おける温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契

約法）」に基づく取組を推進し、省資源・省エネルギー化に努める。 

 

 

5) 再生可能エネルギーの活用 

① 再生可能エネルギーの導入 

・建築物を建築する際には、原則として太陽光発電設備の設置等、再生可能エネルギー

の導入を図る。 

・既存公共施設への太陽光発電設備や太陽熱利用設備等の設置を推進する。 

・バイオマス発電又は同エネルギーの利用、地中熱・下水熱の利用、小水力発電の導入

等を検討する。 

② 環境配慮契約の推進 

・再生可能エネルギーや未利用エネルギーの割合が高く、CO2排出係数の低い電力の調

達を推進する。 
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6) 職員に対する啓発等 

・職員の省エネルギー行動ルールを作成し、実施を徹底する。 

・時間外勤務の際の照明等の利用は必要最小限に抑える。 

・職員の地球温暖化対策に関する意識の向上を図るため、研修や情報提供を実施する。 

・グリーン購入に係る基本方針を策定し、環境に配慮した物品等の購入を推進する。 

・パソコン、コピー機等の OA機器及びその他の電気機器は、省エネルギータイプのも

のを導入する。また、待機電力の削減を含めて使用面での電力削減を図る。 

・用紙類の使用量を削減するため、電子媒体の活用、資料の簡素化、両面・集約印刷等

を極力行う。 

・ごみの分別を徹底し、３R（リユース・リデュース・リサイクル）によりごみの減量

化に努める。 

・会議やイベント等により発生するごみの削減に努める。 

 

(2) 事業系部門の取組 

 

1) 水道事業 

・水需要や水源の見直しに応じた施設規模の最適化を推進する。 

・浄水場のポンプ更新時などに効率的な機器へ更新し、省エネルギー化を図る。 

・電気設備をインバータ制御とする。 

・再生可能エネルギー（小水力発電等）の活用可能について研究する。 

 

2) 下水道事業 

・汚水量に応じた施設規模の最適化を推進する。 

・ポンプ場のポンプ更新時などに効率的な機器へ更新し、省エネルギー化を図る。 

・汚水量に応じた機器の間欠運転など、効率的な運転方法を検討する。 

・再生可能エネルギー（下水熱利用等）の活用可能性について研究する。 

 

(3) 市民サービス系部門の取組 

 

1) 学校、幼稚園、保育園 

・太陽エネルギー利用設備や蓄電池について、防災機能強化の面も考慮し、積極的に設

置する。 

・校内での省エネルギー・省資源の取組を図る。 

・緑のカーテンを継続的に実施する。 
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2) その他（文化施設、図書館、スポーツ施設等） 

・屋外照明の LED 照明等の省エネルギー型ランプへの転換を推進する。 

・施設利用者が照明・空調等のスイッチを入切できるエリアにおいて、適切な使用や温

度管理を呼びかける掲示等を行う。 

・施設までの移動手段として、公共交通機関の利用を呼び掛ける。 

・公園の芝生化を推進する。 

・利用者数や稼働率を考慮した施設の規模及び配置の見直しを図る。 

 

 

(4) 管理事務局による取組 

管理事務局は、削減目標やその取組の進行管理を図り、各部署・施設等が円滑、かつ確

実に地球温暖化対策を推進できるように支援します。 

 

1) 基本的な取組 

 

項目 取組内容の一例 

意識啓発・高揚 
・「実行計画（事務事業編）」等の周知徹底を図る。 

・職員の地球温暖化対策への意識の啓発及び高揚を促す。 

情報収集 

情報提供 

・設備機器の導入や運用改善等に関する各種補助事業等に関する情

報収集及び情報提供を行う。 

・省エネ診断や CO2削減診断等に関する情報収集及び情報提供を行

う。 

進行管理 

・各施設等のエネルギーデータに基づいて温室効果ガス排出量の算

定、各種報告をする。 

・各施設の地球温暖化対策に関する取組の支援を図る。 

取組強化 
・「省エネ運用マニュアル」の取組等による地球温暖化対策の強化

を行う。 

情報公開 ・毎年度、取組結果を集計し、目標の達成状況を公表する。 

 

2) その他発展的な取組 

 

① ベストプラクティスの選定・表彰 

特筆すべき環境配慮行動を行っている課、出先職場、施設等をベストプラクティス・

優良取組事例として年１回、選定・表彰し、先進的な取組を水平展開する。ベストプ

ラクティスは、市民等へ取組内容を紹介するとともに、職員の意識や意欲の向上を図

り、各職場の環境配慮行動の底上げ・レベルアップへと展開するものとする。 
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② スマートメーターの導入 

省エネルギー重点対策施設を対象に、スマートメーター導入等により、日別・時間

別の電気使用量を把握する。 

照明・OA機器等によるベースとなる電気使用量と、空調による電気使用量を区別し

て把握し、それぞれの改修・省エネ行動による削減量算出の資料とする。 
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第７章 進捗管理体制と進捗状況の公表「カーボンマネジメント体制の構築」 

 

実行計画を推進するためのカーボン・マネジメント体制については、前回計画の方向性

を踏まえつつ、現状と照らし合わせて見直しを行う。 

ＰＤＣＡを確実に実施するための点検及び改善の手順、並びに点検等のスケジュールに

ついてもあわせて検討した。 

 

7.1 推進体制（Plan） 

 

(1) 推進体制 

「実行計画（事務事業編）」は、次の体制で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 体制図 

  

  

指示 

指示 報告 

報告 

「地球温暖化対策実行計画推進委員会」 

委員長 （市長） 

副委員長 （副市長） 

  管理責任者 （市民生活部長） 

 管理者 （部長職） 

 

「管理事務局」 

（（環境課 くらしと環境係） 

「実行部門」 

 

推進者（係長職） 

一般職員等 

指示 報告 

指定管理者 

推進責任者（課長職） 

・実施状況の公表 

・取組方針等の決定、指示 

・見直しの検討 

・実施状況について協議 

・実施状況の調査及び課題等に 

ついて検討、報告 

・進捗状況の管理 

・実行部門に対して指導、情報 

提供を行う 

・実施状況の報告 

・進捗状況の調査、把握 

・計画の推進 

報告 

 

指示 報告 

 

指示 
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(2) PDCAに基づく取組の推進 

本計画の推進にあたっては、PDCAサイクルを強化して、その進捗を管理する。 

 

■PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 PDCAサイクル 

 

 

表 7.1 PDCAサイクルにおける実施内容 

段階 主体 内容 

計画 

（Plan） 

実行計画推進委員会 

管理事務局 

・委員会において、計画の決定及び変更を行い、事務局に実 

行の指示を行う。 

・事務局において取組みの見直し策を検討し、委員会に提案 

する。 

実行 

（Do） 
実行部門 

・実行部門を構成する職員一人ひとりが、目標達成に向かっ
て創意工夫をこらし、自主的、積極的に行動する。 

点検 

（Check） 

管理事務局 

実行部門 

・実行部門の報告により事務局で実施状況を確認するととも
に、課題及び解決策の提案を受ける。その内容について検
討する。 

見直し 

（Action） 

管理事務局 

実行部門 

・問題点・課題を洗い出し、取組みの見直し（改善点等）を
検討する。 

  

計画
Plan

実行
Do

点検
Check

見直し
Action

本計画の目標や具体的な取組、推進管理方法等に
ついて、随時全庁に周知を図る。 

職員一人ひとりが、事務事業
の執行にあたり取組みを実施
する。 

目標の達成状況や取組状況について
点検し、評価する。 

点検結果に応じて、計画の
見直しを行う。 
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7.2 実施状況の実行方法（Do） 

事務事業編の Do のステージにおいては、取組を着実に実施し、関連するパフォーマンス

（取組の実施回数、エネルギーの消費量等）の把握整理を行う。 

管理事務局は、各実行部門に対して必要な情報を提供するほか、以下の事項を実施し、計

画の実行を促進する。 

 

① 職員の意識啓発 

毎年度、研修会等を実施して、本計画の目標や取組、省エネルギー行動ルール、施設

運転管理マニュアル等への理解を深め、実行部門による取組の推進を図ります。 

また、全職員が自らの取組状況について定期的に実施するエコ点検を通じて、省エネ

ルギーに対する意識をさらに高めます。 

 

② 点検・評価・見直し体制 

各年度の進捗や取組状況の分析・評価等を、推進体制の各階層において行います。 

推進事務局は、実行部門が記録したエネルギー使用量や職員・施設のエコ点検結果を

もとに、事務事業に伴い排出させる温室効果ガスの排出実績や全庁の取組状況について

把握し、分析を行います。 

 

③ 進捗状況の公表 

浜田市事務事業編の進捗状況は、浜田市の広報紙やホームページ等で毎年公表する。 

特に、重点取組による効果や課題について、事業者連絡会（仮称）等において情報提

供を行うなど、市民・事業者による省エネルギー活動への普及を促進します。 
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7.3 分析・評価の仕組み（Check）と見直し（Action）の方法 

実施状況の点検（Do）における結果を踏まえて、計画見直し予定時期までの一定期間内の

実態を包括的に把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 計画の改定（Plan） 

見直しに係る検討（Act）で得られた見直しの結果に基づき、本計画を改定する際の検討

手順及び項目を挙げる。 

 

プロセス 検討項目 

① 改定にあたっての基本的事項

の決定 

目的、対象とする範囲、温室効果ガスの種類、事務事

業編の期間、基準年度の設定、関連計画等 

②「温室効果ガス総排出量」に関

する数量的な目標の検討 

目標年度に至る削減シナリオの再検討、対象範囲の変

更等への対応、削減ポテンシャル推定方法の変更、実

行部門ごとの目標の明確化 

③ 目標達成に向けた具体的な措

置の検討 

対象範囲の変更等への対応、システム・制度等の変更

等への対応、最新の技術及び手法等の導入、施設の整

備・更新にあたっての新たなコンセプトの導入 

④ 進捗管理の仕組みの検討 

組織の変化に伴う体制の変更、内部・外部監査組織の

変更、研修・説明会・各種会議の変更、予算措置の仕

組の変更 

⑤ 旧計画の結果と新計画の公表 点検結果の公表内容、公表時期、公表媒体 

 

◎見直し予定時期までの一定期間の実態把握・評価（Check） 

◆見直し予定時期までの期間内の実績の集計、達成状況の確認 

◆見直し予定時期までの期間内における措置の状況確認、評価 

◎見直しに係る検討（Action） 

◆計画改定の要否に係る検討 

◆改定の要否の判断・決定 

◆改定スケジュールの検討 
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資料１．温室効果ガス総排出量算定方法 

 

（1）温室効果ガス総排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量の算定は、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン

（Ver.1.0）」（2017（平成 29）年 3月、環境省）に基づき実施した。 

本計画における温室効果ガス総排出量の算定対象ガスは、地球温暖化対策推進法施行令

（以下、「施行令」という）第 3条第 1項において規定されている物質のうち、市における

排出実態を踏まえて、排出量の大半を占める二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の３ガ

スを対象とした。 

このほかのガスについては排出量が極めて少ないか、排出していないため、目標設定の

対象ガスから除外した。 

温室効果ガス総排出量は、算定対象となる 3物質の排出量それぞれに、施行令第 4条に

定められている地球温暖化係数を乗じたものを合算して求めた。 

物質ごとの排出量は、施行令第 3条 1項の各号に基づき、温室効果ガスを発生させる活

動区分別に、活動量に排出係数を乗じることで求め、合算した。 
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（2）温室効果ガス排出係数及び地球温暖化係数 

①二酸化炭素（CO2） 

活動項目 
活動量 

単位 

排出原単位 

(kg-CO2/活動量単位) 

電気使用量 中国電力（Ｈ29 実績算出用） kWh 0.669 

燃料使用量 

Ａ重油 L 2.71 

Ｂ重油又はＣ重油 L 3.00 

液化石油ガス（ＬＰＧ） m3 6.55 

液化天然ガス（ＬＮＧ） kg 2.70 

ガソリン L 2.32 

軽油 L 2.58 

ジェット燃料油 L 2.46 

炭 kg 2.33 

灯油 L 2.49 

都市ガス Nm3 2.23 

 

②メタン（CH4） 

活動項目 
活動量 

単位 

排出原単位 

(kg-CH4/活動量単位) 

機器別 

燃料使用量 

ガス機関（ＬＰＧ） m3 0.00589410 

ガソリン機関（ＬＰＧ） m3 0.00589410 

家庭用機器（灯油） L 0.00035 

家庭用機器（ＬＰＧ） m3 0.00050209 

自動車 

走行距離 

ガソリン：普通・小型乗用車 km 0.00001 

ガソリン：バス・マイクロバス km 0.000035 

ガソリン：軽自動車 km 0.00001 

ガソリン：普通貨物車 km 0.000035 

ガソリン：小型貨物車 km 0.000015 

ガソリン：軽貨物車 km 0.000011 

ガソリン：特種用途車 km 0.000035 

ディーゼル：バス・マイクロバス km 0.000002 

ディーゼル：普通・小型乗用車 km 0.000017 

ディーゼル：普通貨物車 km 0.000015 

ディーゼル：小型貨物車 km 0.0000076 

ディーゼル：特種用途車 km 0.000013 

下水・ 

し尿処理 

終末処理場 m3 0.00088 

し尿処理施設 m3 0.038 

浄化槽 人 0.59 
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③一酸化二窒素（N2O） 

活動項目 
活動量 

単位 

排出原単位 

(kg-N2O/活動量単位) 

機器別 

燃料使用量 

ガス機関（ＬＰＧ） m3 0.00006767 

ガソリン機関（ＬＰＧ） m3 0.00006767 

ディーゼル機関（軽油） L 0.000064 

ディーゼル機関（灯油） L 0.000062 

ディーゼル機関（Ａ重油） L 0.000066 

ディーゼル機関（ＬＰＧ） m3 0.00001004 

家庭用機器（灯油） L 0.000021 

家庭用機器（ＬＰＧ） m3 0.00001004 

自動車 

走行距離 

ガソリン：普通・小型乗用車 km 0.000029 

ガソリン：バス・マイクロバス km 0.000041 

ガソリン：軽自動車 km 0.000022 

ガソリン：普通貨物車 km 0.000039 

ガソリン：小型貨物車 km 0.000026 

ガソリン：軽貨物車 km 0.000022 

ガソリン：特種用途車 km 0.000035 

ディーゼル：バス・マイクロバス km 0.000007 

ディーゼル：普通・小型乗用車 km 0.000025 

ディーゼル：普通貨物車 km 0.000014 

ディーゼル：小型貨物車 km 0.000009 

ディーゼル：特種用途車 km 0.000025 

下水・ 

し尿処理量 

終末処理場 m3 0.00016 

し尿処理施設 m3 0.00093 

浄化槽 人 0.023 

 

 

④地球温暖化係数 

   二酸化炭素 ：  1 

   メタン   ： 25 

   一酸化二窒素：298 
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資料２．対象組織一覧 

本計画の対象組織は以下に示すとおりである。対象組織は、温室効果ガスの削減目標基準

年度である 2018（平成 30）年度時点で、市の行政機構を担うものである。 

 

対象組織一覧 
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資料３．施設別温室効果ガス排出量 

 

01市民文化系施設                                 単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

下府コミュニティ防災センター 消防警防課 001浜田 781 

松羽地区コミュニティ防災センター 消防警防課 001浜田 155 

瀬戸見文化センター 人権同和教育啓発センター 001浜田 2,560 

日脚和泉集会所 人権同和教育啓発センター 001浜田 1,595 

石央文化ホール 文化振興課 001浜田 220,584 

みどりかいかん 金城支所防災自治課 002金城 24,922 

旭山村開発旭センター 旭支所防災自治課 003旭 25,906 

多目的研修集会施設（弥栄会館） 弥栄支所防災自治課 004弥栄 28,762 

井野地区多目的研修集会施設みのり会館 三隅支所産業建設課 005三隅 540 

大谷地区活性化施設八幡センター 三隅支所産業建設課 005三隅 281 

三隅中央会館 生涯学習課 005三隅 51,900 

施設種別計（01市民文化系施設） 357,986 

 

02社会教育系施設                                 単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

国府公民館 生涯学習課 001浜田 18,082 

石見公民館 生涯学習課 001浜田 23,587 

石見公民館宇津井分館 生涯学習課 001浜田 2,153 

美川公民館 生涯学習課 001浜田 16,773 

美川公民館西分館 生涯学習課 001浜田 2,840 

美川公民館東分館 生涯学習課 001浜田 488 

大麻公民館 生涯学習課 001浜田 4,271 

浜田公民館 生涯学習課 001浜田 49,086 

石見公民館細谷分館 生涯学習課 001浜田 3,667 

石見公民館長見分館 生涯学習課 001浜田 2,364 

石見公民館後野分館 生涯学習課 001浜田 6,205 

石見公民館佐野分館 生涯学習課 001浜田 7,672 

長浜公民館 生涯学習課 001浜田 23,973 

周布公民館 生涯学習課 001浜田 28,942 

国府公民館有福分館 生涯学習課 001浜田 4,942 

国府公民館宇野分館 生涯学習課 001浜田 5,096 

中央図書館 生涯学習課 001浜田 219,245 

世界こども美術館創作活動館 文化振興課 001浜田 272,234 

浜田郷土資料館 文化振興課 001浜田 11,833 

御便殿 文化振興課 001浜田 4,068 

若生まなびや館 金城分室 002金城 2,926 

美又公民館（美又会館） 生涯学習課 002金城 17,930 

久佐公民館（くざ会館） 生涯学習課 002金城 14,052 

小国公民館 生涯学習課 002金城 8,115 

波佐公民館（ときわ会館） 生涯学習課 002金城 13,263 

今福公民館 生涯学習課 002金城 24,080 

金城民俗資料館 文化振興課 002金城 712 

金城歴史民俗資料館 文化振興課 002金城 1,981 

和田公民館 生涯学習課 003旭 12,816 

旭歴史民俗資料館 文化振興課 003旭 573 

三隅町農業支援センターみらい 三隅支所産業建設課 005三隅 57,637 

三隅公民館 生涯学習課 005三隅 3,829 

三保公民館 生涯学習課 005三隅 10,729 

岡見公民館 生涯学習課 005三隅 18,504 

白砂公民館 生涯学習課 005三隅 14,045 

黒沢公民館 生涯学習課 005三隅 11,435 
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井野公民館 生涯学習課 005三隅 17,780 

三隅図書館 生涯学習課 005三隅 37,975 

石正美術館 文化振興課 005三隅 234,386 

三隅歴史民俗資料館 文化振興課 005三隅 773 

施設種別計（02社会教育系施設） 1,211,062 

 

03 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設                              単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

国民宿舎千畳苑 観光交流課 001浜田 674,294 

健康増進センター 生涯学習課 001浜田 7,934 

浜田市庭球場 生涯学習課 001浜田 1,177 

浜田市野球場 生涯学習課 001浜田 27,098 

浜田市室内プール 生涯学習課 001浜田 181,032 

サン･ビレッジ浜田 生涯学習課 001浜田 489,337 

サンマリン浜田 生涯学習課 001浜田 38,576 

美又温泉 4号井ポンプ小屋 金城支所産業建設課 002金城 49,598 

かなぎウエスタンライディングパーク 金城支所産業建設課 002金城 135,038 

森の公民館 金城支所産業建設課 002金城 7,288 

リフレパークきんたの里 金城支所産業建設課 002金城 532,645 

美又温泉歓迎塔 金城支所産業建設課 002金城 31 

美又温泉国民保養センター 金城支所産業建設課 002金城 256,491 

美又温泉会館 金城支所産業建設課 002金城 60,055 

ふれあいジム・かなぎ 生涯学習課 002金城 101,887 

今福スポーツ広場施設 生涯学習課 002金城 3,159 

広場緑地等利用施設簡易宿泊施設 旭支所産業建設課 003旭 1,471 

旭温泉あさひ荘 旭支所産業建設課 003旭 93,946 

旭公園野球場 生涯学習課 003旭 13,815 

旭公園市民体育館 生涯学習課 003旭 18,180 

弥栄運動広場施設 生涯学習課 004弥栄 841 

フットサルやさか競技場 生涯学習課 004弥栄 1,718 

ふるさと体験村 弥栄支所産業建設課 004弥栄 172,207 

三隅中央公園 維持管理課 005三隅 101,491 

アクアみすみ 維持管理課 005三隅 443,682 

B&G三隅海洋センター 生涯学習課 005三隅 12,059 

岡見スポーツセンター 生涯学習課 005三隅 4,838 

施設種別計（03 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設） 3,429,888 

 

04産業系施設                                   単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

勤労青少年ホーム 産業政策課 001浜田 16,827 

農村広場施設 農林振興課 001浜田 565 

ふれあい会館 金城支所産業建設課 002金城 17,838 

かたらいの家 金城支所産業建設課 002金城 2,522 

エクス和紙の館 金城支所産業建設課 002金城 17,183 

地域材利用促進交流館 金城支所産業建設課 002金城 4,727 

縁の里地域振興施設 金城支所産業建設課 002金城 4,093 

天狗石農村交流研修センター 旭支所産業建設課 003旭 3,115 

地域交流プラザ「まんてん」 旭支所産業建設課 003旭 94,361 

弥栄農産物処理加工施設 第１工場 弥栄支所産業建設課 004弥栄 32,088 

農産物集出荷貯蔵施設 弥栄支所産業建設課 004弥栄 1,402 

ゆうひパーク三隅 三隅支所産業建設課 005三隅 99,229 

石州和紙会館 三隅支所防災自治課 005三隅 29,179 

産業センター 三隅支所防災自治課 005三隅 45 

岡見漁業振興会館 水産振興課 005三隅 182,255 

施設種別計（04産業系施設） 505,429 
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05学校教育系施設                                 単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

第一中学校 教育総務課 001浜田 107,828 

第ニ中学校 教育総務課 001浜田 63,692 

第三中学校 教育総務課 001浜田 95,638 

第四中学校 教育総務課 001浜田 28,995 

浜田東中学校 教育総務課 001浜田 67,960 

原井小学校 教育総務課 001浜田 130,681 

松原小学校 教育総務課 001浜田 66,996 

石見小学校 教育総務課 001浜田 67,394 

長浜小学校 教育総務課 001浜田 155,038 

周布小学校 教育総務課 001浜田 60,054 

美川小学校 教育総務課 001浜田 25,194 

雲雀丘小学校 教育総務課 001浜田 31,285 

国府小学校 教育総務課 001浜田 162,602 

有福小学校（江津市共有財産） 教育総務課 001浜田 1,280 

三階小学校 教育総務課 001浜田 61,567 

浜田市学校給食センター 教育総務課 001浜田 514,602 

金城中学校 教育総務課 002金城 51,913 

今福小学校 教育総務課 002金城 27,286 

雲城小学校 教育総務課 002金城 41,488 

波佐小学校 教育総務課 002金城 19,792 

金城学校給食センター 教育総務課 002金城 143,938 

金城スクールバス車庫 金城分室 002金城 36,868 

市木小学校 旭支所産業建設課 003旭 1,101 

旧木田小学校 旭支所産業建設課 003旭 5,228 

スクールバス車庫 旭分室 003旭 390 

旭小学校 教育総務課 003旭 98,424 

旭中学校 教育総務課 003旭 35,752 

旭学校給食センター 教育総務課 003旭 62,751 

弥栄小学校 教育総務課 004弥栄 110,577 

弥栄中学校 教育総務課 004弥栄 35,229 

弥栄学校給食センター 教育総務課 004弥栄 8,785 

三隅中学校 教育総務課 005三隅 149,036 

三隅小学校 教育総務課 005三隅 123,406 

岡見小学校 教育総務課 005三隅 49,009 

施設種別計（05学校教育系施設） 2,641,779 

 

06子育て支援施設                                    単位：

kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

石見幼稚園 教育総務課 001浜田 12,694 

原井幼稚園 教育総務課 001浜田 7,839 

長浜幼稚園 教育総務課 001浜田 7,510 

美川幼稚園 教育総務課 001浜田 7,629 

やまばと学級 子育て支援課 001浜田 2,673 

ひまわり学級 子育て支援課 001浜田 2,089 

若潮学級 子育て支援課 001浜田 1,986 

子育て支援センター 子育て支援課 001浜田 25,202 

杉の子学級 子育て支援課 001浜田 90 

ふたば学級 子育て支援課 001浜田 301 

ひまわり第 2学級 子育て支援課 001浜田 5,567 

さくら学級 子育て支援課 001浜田 616 

くすのき学級 子育て支援課 001浜田 721 

青少年サポートセンター 青少年サポートセンター 001浜田 9,488 
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雲城地区児童クラブ 子育て支援課 002金城 5,200 

今市児童クラブ 子育て支援課 003旭 4,449 

三隅小児童クラブ 子育て支援課 005三隅 5,850 

施設種別計（06子育て支援施設） 99,904 

 

07保健・福祉施設                                  単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

総合福祉センター 地域福祉課 001浜田 347,241 

ラ・ペアーレ浜田 地域福祉課 001浜田 232,649 

高齢者生活福祉センター 健康長寿課・金城支所市民福祉課 002金城 275,325 

あさひひまわり工房 旭支所市民福祉課 003旭 607 

旭保健センター 旭支所市民福祉課 003旭 7,781 

あさひやすらぎの家 健康長寿課・旭支所市民福祉課 003旭 14,871 

弥栄老人福祉センター 弥栄支所市民福祉課 004弥栄 10,007 

老人憩いの家 弥栄支所市民福祉課 004弥栄 13,948 

老人福祉センター（三隅） 三隅支所市民福祉課 005三隅 9,404 

三隅デイサービスセンター 三隅支所市民福祉課 005三隅 76,301 

三隅保健センター 三隅支所市民福祉課 005三隅 7,259 

施設種別計（07保健・福祉施設） 995,393 

 

08医療施設                                    単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

国民健康保険大麻診療所 地域医療対策課 001浜田 3,324 

国民健康保険波佐診療所小国出張所 地域医療対策課 002金城 181 

国民健康保険波佐診療所 地域医療対策課 002金城 20,121 

国民健康保険あさひ診療所 地域医療対策課 003旭 25,151 

国民健康保険弥栄診療所 地域医療対策課 004弥栄 52,210 

施設種別計（08医療施設） 100,987 

 

09行政系施設                                   単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

市役所本庁舎 安全安心推進課 001浜田 638,608 

市役所東分庁舎 安全安心推進課 001浜田 61,597 

市役所田町分室 安全安心推進課 001浜田 12,006 

北分庁舎 安全安心推進課 001浜田 42,149 

有福分団 1・2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 480 

石見分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 115 

石見分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 199 

石見分団 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 124 

宇野分団 1・2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 373 

上府分団 1・2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 1,072 

久代分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 543 

国分分団 1・2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 272 

国分分団 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 56 

佐野分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 218 

佐野分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 352 

下府分団 1・2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 423 

周布分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 487 

周布分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 369 

周布分団 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 324 

大麻分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 450 

大麻分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 274 

長浜分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 244 

長浜分団 2・3班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 247 

浜田分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 576 
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浜田分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 207 

浜田分団 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 123 

浜田分団 4班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 126 

美川分団 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 704 

美川分団 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 001浜田 537 

黒川水防倉庫 消防警防課 001浜田 244 

消防本部・消防署 消防総務課 001浜田 158,934 

消防署桜ヶ丘出張所 消防総務課 001浜田 20,352 

金城支所庁舎 金城支所防災自治課 002金城 78,698 

防災行政無線二子山中継局 金城支所防災自治課 002金城 710 

今福分団第 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 194 

今福分団第 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 582 

今福分団第 2班美又温泉消防ポンプ倉庫 消防警防課 002金城 488 

今福分団第 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 179 

雲城分団第 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 197 

雲城分団第 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 136 

雲城分団第 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 207 

波佐分団第 1班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 171 

波佐分団第 2班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 221 

波佐分団第 3班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 522 

波佐分団第 4班消防ポンプ車庫 消防警防課 002金城 260 

消防署美又出張所 消防総務課 002金城 737 

東部消防署金城出張所 消防総務課 002金城 23,471 

旭支所庁舎 旭支所防災自治課 003旭 74,797 

市営バス車庫（旭） 旭支所防災自治課 003旭 792 

和田消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 155 

白角消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 113 

丸原消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 250 

越木消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 170 

本郷消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 194 

重富消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 285 

木田消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 154 

都川消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 326 

消防本部ポンプ庫 消防警防課 003旭 426 

山ノ内消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 114 

都川 1消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 136 

都川 3消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 313 

坂本消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 100 

中郡消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 92 

来尾消防ポンプ庫 消防警防課 003旭 123 

消防署旭出張所 消防総務課 003旭 23,257 

安城分団第 1班消防車庫 消防警防課 004弥栄 550 

安城分団第 2班消防車庫 消防警防課 004弥栄 432 

安城分団第 3班消防車庫 消防警防課 004弥栄 61 

安城分団第 4班消防車庫 消防警防課 004弥栄 202 

安城分団第 5班消防車庫 消防警防課 004弥栄 203 

杵束分団第 1班消防車庫 消防警防課 004弥栄 354 

杵束分団第 2班消防車庫 消防警防課 004弥栄 59 

杵束分団第 3班消防車庫 消防警防課 004弥栄 124 

杵束分団第 4班消防車庫 消防警防課 004弥栄 108 

杵束分団第 5班消防車庫 消防警防課 004弥栄 175 

消防署弥栄出張所 消防総務課 004弥栄 17,414 

木都賀除雪車車庫 弥栄支所産業建設課 004弥栄 96 

弥栄支所庁舎 弥栄支所防災自治課 004弥栄 157,307 

市営バス車庫（弥栄） 弥栄支所防災自治課 004弥栄 19,969 
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三隅支所庁舎 三隅支所防災自治課 005三隅 94,061 

向野田消防車庫 消防警防課 005三隅 124 

地方消防車庫 消防警防課 005三隅 92 

河内消防車庫 消防警防課 005三隅 146 

駅前消防車庫 消防警防課 005三隅 123 

福浦消防車庫 消防警防課 005三隅 3 

湊浦消防車庫 消防警防課 005三隅 404 

古湊消防車庫 消防警防課 005三隅 107 

上古市消防車庫 消防警防課 005三隅 72 

中組消防車庫 消防警防課 005三隅 69 

松原消防車庫 消防警防課 005三隅 310 

須津消防車庫 消防警防課 005三隅 155 

中山消防車庫 消防警防課 005三隅 242 

岡見郷消防車庫 消防警防課 005三隅 131 

下古和消防車庫 消防警防課 005三隅 499 

下今明消防車庫 消防警防課 005三隅 252 

市場消防車庫 消防警防課 005三隅 169 

吉浦消防車庫 消防警防課 005三隅 270 

東平原消防車庫 消防警防課 005三隅 233 

消防署三隅出張所 消防総務課 005三隅 28,071 

施設種別計（09行政系施設） 1,473,942 

 

11公園                                      単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

相生公園 維持管理課 001浜田 1,851 

平和公園 維持管理課 001浜田 4,810 

宝憧寺公園 維持管理課 001浜田 5 

道分山公園 維持管理課 001浜田 917 

ゆうひ公園 維持管理課 001浜田 5,399 

海のみえる文化公園 維持管理課 001浜田 7,131 

三宮児童公園 維持管理課 001浜田 881 

津摩児童公園 維持管理課 001浜田 587 

日脚児童公園 維持管理課 001浜田 353 

どうどう公園 維持管理課 001浜田 881 

竹迫児童公園 維持管理課 001浜田 733 

笠柄児童公園 維持管理課 001浜田 881 

万灯山公園 維持管理課 001浜田 1,335 

神在公園 維持管理課 001浜田 733 

千畳台公園 維持管理課 001浜田 104 

ハーバーヒルズ公園 維持管理課 001浜田 733 

黒川ふれあい公園 維持管理課 001浜田 599 

波佐山村広場 金城支所産業建設課 002金城 38 

上来原農村公園 金城支所産業建設課 002金城 723 

久佐公園（久佐農村公園） 金城支所産業建設課 002金城 1,012 

波佐公園（波佐農村公園） 金城支所産業建設課 002金城 1,012 

きんたの森公園 金城支所産業建設課 002金城 723 

島村抱月生誕地顕彰の杜公園 文化振興課 002金城 224 

旭ふるさと歴史公園 文化振興課 003旭 462 

道猿坊公園 維持管理課 004弥栄 1,949 

小角農村公園 弥栄支所産業建設課 004弥栄 0 

三隅公園 維持管理課 005三隅 38 

田の浦公園 維持管理課 005三隅 27 

田の浦公園青少年研修広場ソフトボール場 維持管理課 005三隅 1,051 

田の浦公園バースハウス 維持管理課 005三隅 7,507 

田の浦公園オートキャンプ場 維持管理課 005三隅 4,779 
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向野田児童公園 維持管理課 005三隅 842 

大麻山公園 維持管理課 005三隅 4,168 

龍雲寺公園 維持管理課 005三隅 1,087 

大谷農村公園 三隅支所産業建設課 005三隅 1,066 

下今明農村公園 三隅支所産業建設課 005三隅 387 

須津防災多目的広場 水産振興課 005三隅 1,087 

須津防災多目的公園 水産振興課 005三隅 1,089 

施設種別計（11公園） 57,204 

 

12供給処理施設                                  単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

市役所駐車場排水ポンプ 安全安心推進課 001浜田 749 

浜田浄苑 環境課 001浜田 1,233,779 

不燃ごみ処理場 環境課 001浜田 237,993 

国府浄化センター 上下水道部下水道課 001浜田 110,710 

唐鐘ポンプ場 上下水道部下水道課 001浜田 43,567 

美川浄化センター 上下水道部下水道課 001浜田 60,594 

美川ポンプ設備 上下水道部下水道課 001浜田 23,284 

雲城地区汚水処理施設 上下水道部下水道課 002金城 112,616 

雲城地区ポンプ場 上下水道部下水道課 002金城 12,563 

今福美又簡易水道施設 上下水道部管理課 002金城 490,089 

旭浄化センター 上下水道部下水道課 003旭 207,549 

旭浄化センターポンプ場 上下水道部下水道課 003旭 35,564 

農業集落排水市木終末処理場 上下水道部下水道課 003旭 18,230 

農業集落排水市木ポンプ場 上下水道部下水道課 003旭 8,569 

農業集落排水都川終末処理場 上下水道部下水道課 003旭 12,845 

農集都川ポンプ場 上下水道部下水道課 003旭 3,666 

農業集落排水和田終末処理場 上下水道部下水道課 003旭 16,914 

農集和田ポンプ場 上下水道部下水道課 003旭 7,734 

簡易水道今市施設 上下水道部管理課 003旭 567,164 

安城地区処理施設 上下水道部下水道課 004弥栄 60,513 

杵束地区処理施設 上下水道部下水道課 004弥栄 105,802 

弥栄下水ポンプ場一括 上下水道部下水道課 004弥栄 4,399 

弥栄簡易水道施設 上下水道部管理課 004弥栄 115,183 

須津地区処理施設 上下水道部下水道課 005三隅 55,366 

地方地区処理施設 上下水道部下水道課 005三隅 383,476 

福浦地区処理施設 上下水道部下水道課 005三隅 23,149 

河内地区処理施設 上下水道部下水道課 005三隅 75,354 

岡見地区処理施設 上下水道部下水道課 005三隅 59,085 

三隅地区資源循環施設 上下水道部下水道課 005三隅 42,564 

三保三隅浄化センター 上下水道部下水道課 005三隅 107,263 

三隅下水ポンプ場一括 上下水道部下水道課 005三隅 75,481 

三隅簡易水道施設 上下水道部管理課 005三隅 429,078 

施設種別計（12供給処理施設） 4,740,892 

 

13その他                                     単位：kg-CO2 

施設名称 管理課 所在地 総排出量 

広島商工会議所ビル（広島ＰＲセンター） 広島事務所 その他 4,614 

竹迫便所 維持管理課 001浜田 292 

浜田駅関連施設 維持管理課 001浜田 53,784 

大長見ダムトイレ 維持管理課 001浜田 482 

浜田市火葬場 環境課 001浜田 86,575 

栄町公衆トイレ 環境課 001浜田 1,628 

唐鐘公衆便所 観光交流課 001浜田 110 

桧ヶ浦公衆便所 観光交流課 001浜田 159 
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生湯公衆便所 観光交流課 001浜田 37 

道分山立体駐車場 行財政改革推進課 001浜田 59,705 

浜田市栄町駐車場 行財政改革推進課 001浜田 4,079 

浜田市駅前駐車場 行財政改革推進課 001浜田 2,400 

城山中継局（県防災情報システム） 消防総務課 001浜田 9,723 

公設水産物仲買売場 水産振興課 001浜田 188,352 

波佐バス停公衆便所 環境課 002金城 447 

雲城公衆便所 環境課 002金城 421 

波佐除雪車格納庫 金城支所産業建設課 002金城 27 

重富高速バス停留所 旭支所産業建設課 003旭 4,665 

旭温泉観音堂 旭支所産業建設課 003旭 78 

旭火葬場 環境課 003旭 10,293 

弥栄火葬場 環境課 004弥栄 1,950 

長安地区公衆トイレ 環境課 004弥栄 572 

杵束公衆便所 環境課 004弥栄 327 

三隅火葬場 環境課 005三隅 35,158 

ひゃこるネットみすみ情報ステーション 三隅支所防災自治課 005三隅 143,043 

岡見駅舎 三隅支所防災自治課 005三隅 163 

古湊漁港公衆便所 水産振興課 005三隅 98 

須津漁港公衆便所 水産振興課 005三隅 54 

バス待合所／公衆便所  005三隅 835 

施設種別計（13その他） 610,071 

 

温室効果ガス総排出量 16,224,537 
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資料４．環境関連用語集 

≪い≫ 

【一酸化二窒素（N２O）】 

常温常圧では無色の気体。麻酔作用があり、笑気とも呼ばれる。CO２、メタン（CH４）、ク

ロロフルオロカーボン（CFC）などとともに代表的な温室効果ガスの一つである。 

温室効果の強さはCO２を1 とすると、一酸化二窒素（N２O）では約300 倍であり、物の燃

焼や窒素肥料の施肥などが発生原因であると言われている。 

 

【インバータ制御】 

モーターの回転速度や出力トルク等を調整する制御システムで、エネルギー消費量やCO2 排

出量の削減を図ることができる。 

 

≪え≫ 

【エコドライブ】 

車を運転する上で、エンジンを無駄にアイドリングすることや、空ぶかし、急発進、急加速、

急ブレーキなどの行為をやめるなどで簡単に実施できる環境にやさしい自動車利用の実践をい

う。 

 

【エネルギーマネジメント】 

工場・ビル・住宅などでエネルギーの使用状況を把握する、高効率な設備を導入する、設備の

最適運用を行うなど、エネルギーを合理的に利用するため活動を行うこと。 

最近ではICT（情報通信技術）を用いてエネルギー使用状況を適切に把握・管理するエネルギ

ーマネジメントシステム（EMS）が普及しつつあり、事業省・ビル・店舗などで行われるEMS 

をBEMS と呼ぶ。 

 

≪お≫ 

【温室効果ガス】 

大気中のCO２やメタン（CH４）などのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める

働きがある。これらのガスを温室効果ガスという。 

産業革命以降、温室効果ガスの大気中の濃度が人間活動により上昇し、「温室効果」が加速さ

れている。1997 年の第三回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で採択された京都議定書

では、地球温暖化防止のため、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）類、パーフルオロカーボン（PFC）類、六フッ化硫黄（SF6）の6 種類、

2013 年からは三フッ化窒素（NF3）を追加した7種類が削減対象の温室効果ガスと定められ

た。 
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【グリーン購入】 

必要性を十分に考慮し、製品やサービスを購入する際に、価格や品質、利便性、デザインだけ

でなく環境への影響を考慮し、環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することをいう。

平成12年5月に、環境物質等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めた「国等によ

る環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」が制定された。 

 

≪く≫ 

【空冷式ヒートポンプ給湯器（エコキュート）】 

外気の空気熱のエネルギーを利用するしくみであり、燃焼式給湯システムに比べ省エネルギー

効果が高く、CO2 排出量も大幅に削減可能な給湯器。 

 

≪こ≫ 

【高効率ファンベルト】 

ファンベルトのベルト曲げ応力や、ベルトが軸受に食い込む際の損失などの動力伝達損失を低

減することができる高効率型のファンベルト。 

 

≪さ≫ 

【再生可能エネルギー】 

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、一度利用しても比較的短期間に再生が

可能であり、資源が枯渇しないエネルギーのこと。 

 

≪し≫ 

【指定管理者制度】 

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公

の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向

上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15 年9 月に設けら

れた制度。 

 

≪せ≫ 

【潜熱（せんねつ）回収型ガス給湯器（エコジョーズ）】 

従来型給湯器の一次熱交換器に加え、二次熱交換器を設置し、排気ガスから潜熱を回収するこ

とで、効率を向上させる給湯器。潜熱回収型給湯器を採用することにより、ガスの使用量を抑え、

CO2 の排出量を削減することができる。 
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≪た≫ 

【太陽光発電】 

太陽電池を利用し、太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する発電方式をいう。ソーラー

発電とも呼ばれる。再生可能エネルギーの一種であり、太陽エネルギー利用の一形態である。 

電気自動車蓄電池に蓄えた電気で動力源となる電動モータを駆動する自動車。従来の自動車の

ようにエンジンで燃料を燃焼することがないため、走行中にCO2等の温室効果ガスや窒素酸化

物等の有害ガスを排出しない。 

 

≪ち≫ 

【地球温暖化係数】 

個々の温室効果ガスの地球温暖化に対する効果を、その持続時間も加味した上で、CO2 の効

果に対して相対的に表す指標。温室効果を見積もる期間の長さによって変わる。100 年間の地

球温暖化係数で比較して、同一重量にしてメタン（CH４）はCO2 の約25 倍、一酸化二窒素（N

２O）は約298 倍、フロン類は12～１万数千倍となる。 

 

【地球温暖化対策計画】 

地球温暖化対策の推進に関する法律第８条第１項及び「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の

取組方針について」（平成27 年12 月22 日）に基づき策定するものである。 

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための地球温暖化に関する総合計画で、温室

効果ガスの排出抑制及び吸収の量の目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する基本的事項、

目標達成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等について記載されている。 

 

【地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法・温対法）】 

1998 年10 月2 日に可決され、同月 9 日に公布された法律。地球温暖化防止京都会議

（COP3）で採択された「京都議定書」を受けて、国、地方公共団体、事業者、国民が一体と

なって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたもの。 

 

≪て≫ 

【デマンド管理】 

最大需要電力（デマンド値）を計測し、設定した目標値を超過しそうになると警報を発信する

システム。警報が出た場合、電気使用者側で負荷設備を停止することで最大需要電力を抑制し、

契約電力を下げることができる。 

 

≪に≫ 

【二酸化炭素（CO2）】 

常温常圧では無色、無臭の気体で、水に溶けて炭酸となり弱い酸性を示す。石炭、石油、天然

ガス、木材など炭素分を含む燃料を燃やすことにより発生する。 

地球大気中での濃度は微量であるが、温室効果を持ち、地球の平均気温を 15℃前後に保つの

に寄与してきた。 
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大気中濃度は、産業革命以前 280ppm 程度であったが、産業革命以降、化石燃料の燃焼、

吸収源である森林の減少などによって、年々増加し、地球温暖化の最大の原因物質として問題に

なっている。 

 

【日本の約束草案】 

平成27 年７月17 日に策定された、2020 年度以降の新たな温室効果ガス排出削減目標。

国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度に2013 年度比26.0％減の水準にするこ

とを目標に掲げている。 

 

≪は≫ 

【排出係数】 

活動の１単位あたりから排出される各温室効果ガスの量のこと。電気やガスの使用量などの活

動量に各温室効果ガスの排出係数を乗じると、その活動に対する各温室効果ガスごとの排出量を

算出することができる。 

ハイブリッド車エンジンと電動モータを組み合せた自動車。ハイブリッドシステムはシリーズ

ハイブリッド（エンジンで発電し、電動モータのみで駆動）、パラレルハイブリッド（エンジン

と電動モータを併用して駆動）、及びシリーズ・パラレルハイブリッド（エンジンと電動モータ

を適切に切り替えて駆動）に大別され、現在市販化されるものはパラレルハイブリッド及びシリ

ーズ・パラレルハイブリッドが主流。 

 

【パーフルオロカーボン（PFC）】 

1980 年代から、半導体のエッチングガスとして使用されている化学物質で、人工的温室効

果ガス。ハイドロフルオロカーボン類ほどの使用量には達しないものの、クロロフルオロカーボ

ン類の規制とともに、最近、使用量が急増している。 

 

【ハイドロフルオロカーボン（HFC）】 

オゾン層を破壊しないことから、クロロフルオロカーボン類やハイドロクロロフルオロカーボ

ン類の規制に対応した代替物質として 1991 年頃から使用され始めた化学物質で、近年、その

使用が大幅に増加している。 

 

【パリ協定】 

フランスのパリにおいて行われた気候変動枠組条約第21 回締約国会議（COP21）で採択さ

れ、2016（平成28）年11 月4 日に発効。 

世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑え

る努力を追求すること、適応能力を向上させること、資金の流れを低排出で気候に強靱な発展に

向けた道筋に適合させること等によって、気候変動の脅威への世界的な対応を強化することを目

的に締結された協定。 
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≪ほ≫ 

【ボイラー】 

火気、高温ガス又は電気を熱源とし、水又は熱媒を加熱して蒸気又は温水を作り、蒸気又は温

水を他に供給する装置のこと。 

 

≪み≫ 

【見える化】 

情報や物事の流れをグラフ・図表・数値などによって、誰にでも分かるようにすること。 

商品の購入・サービスの利用等に伴う温室効果ガス排出量を定量的に可視化することで、省

CO2 の商品・サービス選択が促されることが期待される。 

 

【未利用エネルギー】 

夏は大気よりも冷たく冬は大気よりも暖かい河川水・下水などの温度差エネルギーや、工場等

の排熱など、今まで利用されていなかったエネルギー。 

 

【緑のカーテン】 

ヘチマ、ゴーヤーなどのつる性植物でつくる自然の日よけのこと。外観が緑色のカーテンを思

わせることからこう呼ばれる。これらの植物をベランダや軒下で育てることで、真夏の暑い日差

しを防ぐことができ、冷房に係る電力を削減することにつながる。 

 

≪め≫ 

【メタン（CH４）】 

無色の可燃性気体であり、天然ガスの主成分である。 

有機性の廃棄物の最終処分場や、沼沢の底、家畜の糞尿、下水汚泥の嫌気性分解過程などから

発生する。 

温室効果ガスのうち、温室効果の原因の約6 割を占めるCO２に次いで、約2 割の影響を及ぼ

す。 

 

≪れ≫ 

【冷温水発生器】 

大型建物の集中冷暖房（セントラル空調）に使用する熱源機。機械室等に置き、冷房用に冷水、

暖房用に温水をつくり出し、各部屋の空調に利用する。 

 

≪ろ≫ 

【六ふっ化硫黄（SF６）】 

無色無臭の気体で、熱的、化学的に安定して、耐熱性、不燃性、非腐食性に優れているため、

変圧器などに封入される電気絶縁ガスとして使用されるほか、半導体や液晶の製造工程でも使わ

れている。 
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≪アルファベット≫ 

【A重油】 

重油は炭素と水素からなる炭化水素が主成分であるが、若干の硫黄分および微量の無機化合物

などが含まれている。硫黄含有量はおよそ0.1～3.5質量％で、無機化合物は灰分にしておよそ

0.03質量％以下である。 

重油は蒸留残油または蒸留残油と軽油とを混合したものであり、その用途に従って粘度、残留

炭素、硫黄分あるいは流動点などを調整して製品としたものである。 

種類は動粘度によりA重油（JIS K 2205、1種）、B重油（同、2種）C重油(同、3種）の3

種類に大別される。 

 

【LED照明】 

発光ダイオードを利用した省エネ効果の高い照明のこと。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

管理計画を作成（Plan）し、その計画を組織的に実行（Do）し、その結果を内部で点検（Check）

し、不都合な点を是正（Action）したうえでさらに、元の計画に反映させていくことで、螺旋

状に、品質の維持・向上や環境の継続的改善を図ろうとするもの。 
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