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第 1 章  計画の基本的事項  

 

第 1 節  計画の目的                        

 

本市では、2007 年 2 月に「浜田市地域省エネルギービジョン」、2008 年 3

月に「浜田市地域新エネルギービジョン」、同年 12 月には「浜田市地球温暖

化対策推進計画」（以下「前計画」という。）を策定し、省エネルギーと新エネ

ルギーの両面で、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を推進してきました。  

このような状況の中、政府は、2016 年に策定した我が国の地球温暖化対策

計画において、2030 年度の温室効果ガス排出量を、2013 年度比で 26.0％減

の水準にするという目標を掲げました。また、2018 年 7 月には第 5 次エネル

ギー基本計画も閣議決定され、化石燃料からのエネルギー転換・脱炭素化に向

けた挑戦を掲げています。  

また、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）にお

いては、地方公共団体に対して、区域の自然的社会的条件に応じた地球温暖化

対策の更なる推進が求められています。  

このようなことから、本市においても、より実効性の高い省エネルギー政策

とともに、地域資源を活かした自然エネルギー政策を統合し、省エネルギーと

創エネルギーの両輪でより一層の地球温暖化対策を推進することとし、本計画

を策定することとしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電所（弥畝山）   
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第 2 節  計画の位置づけ                        

 

本計画は、温対法第 19 条第 2 項の趣旨に照らした地方公共団体実行計画（区

域施策編）として策定するものです。  

策定に当たっては、従来計画である「浜田市地域省エネルギービジョン」「浜

田市地域新エネルギービジョン」「浜田市地球温暖化対策推進計画」を統合・

継承するとともに、上位計画である「第 2 次浜田市総合振興計画」「浜田市環

境基本計画」やその他の関連計画との整合を図りながら、下図に示すような位

置づけにより展開します。  

 
 

図  計画の位置づけ   
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第 3 節  計画の期間                         

 

（１）総合計画期間  

本計画の計画期間は、国の地球温暖化対策計画等を踏まえ、温室効果ガス排

出量の基準年度を 2013 年度とし、2019 年度を初年度として 2030 年度を目

標年度とする 12 年間とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）短期計画期間  

総合計画期間を 6 年ごとに区切り、2019 年度～2024 年度を「前期」、2025

年度～2030 年度を「後期」とし、段階的に計画を進めていきます。  

 

基準年度  
総合計画期間   2019 年度～2030 年度  

前期  後期  

2013 2019 ～  2024 2025 ～  2030 

 

  

【基準年度】   2013 年度  

 

【計画期間】   2019 年度～2030 年度  
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第 4 節  計画の対象                         

 

（1）対象の範囲  

  本計画の対象地域は浜田市全域とし、市民生活や事業活動に起因して市内

で排出される温室効果ガスを対象とします。  

 

（2）対象とする部門・分野及び温室効果ガスの種類  

  本計画において対象となる温室効果ガスは、温対法第 2 条第 3 項に基づ

き次のとおり規定されています。これらのうち、人口 20 万人以下の市町村

に対しては、国が定めた地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マ

ニュアルにおいて、排出割合の大きい「産業」「業務その他」「家庭」「運輸

（自動車）」の主要 4 部門から排出されるエネルギー起源二酸化炭素（CO₂）

について、排出量等の記載が求められています。また、廃棄物の焼却処分に

伴い発生する非エネルギー起源 CO₂についても把握が望ましいとされてい

ます。  

  本計画においては、上記の主要 4 部門のエネルギー起源二酸化炭素（CO₂）

と、廃棄物分野の非エネルギー起源二酸化炭素（CO₂）を対象とします。  
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第 5 節  地球温暖化問題の現状                        

 

（1）地球温暖化のメカニズム  

 現在、地球の平均気温は 14℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭

素、メタンなどの温室効果ガスがなければ、マイナス 19℃くらいになります。

太陽から地球に降り注ぐ光は、地球の大気を素通りして地面を暖め、その地表

から放射される熱を温室効果ガスが吸収し大気を暖めているからです。  

近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類など

の温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた

結果、気温が上昇し始めています。これが地球温暖化です。  

 
図  地球温暖化のメカニズム  

（出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ ht tp://www.jccca .org /））  
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（2）地球温暖化の状況とその原因  

「国連気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）第 5 次評価報告書」（以下「評

価報告書」という。）によると、世界の平均地上気温は、産業革命以降の 100

年余りで 0.85℃上昇しており、その要因が人間活動である可能性が極めて高

いと結論づけています。さらに将来、今世紀末までの世界平均地上気温は最大

4.8℃、海面水位は最大 0.82m 上昇する可能性があると予測されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  世界の地上気温の将来予測  

（出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ ht tp://www.jccca .org /））  
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（3）地球温暖化が及ぼす影響  

地球温暖化は、単に気温の上昇をもたらすだけでなく、地球上の気候システ

ムが変化することにより、水資源、生態系、気象災害、健康、食料供給など、

様々な分野に影響を及ぼすことから、「気候変動（Climate Change）」の問題

として捉えられています。  

評価報告書では、気候変動がすべての陸地及び海洋にもたらす将来の主要な

リスクとして、表 2 のとおり 8 点のリスクが挙げられています。気候変動は

完全に抑制できるものではないため、気候変動によるリスクに対し人や社会、

経済のシステムを適応させ、悪影響を極力小さくする努力も必要とされており、

地球温暖化防止の「緩和策」と気候変動リスク低減の「適応策」を両輪で進め

ていく必要があります。  

 

図  気候変動がもたらす将来リスク     

（出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ ht tp://www.jccca .org /））  
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第６節  地球温暖化対策の動向                     

（1）国際動向  

 1992 年に世界は、国連の下、大気中の温室効果ガスの濃度を安定させるこ

とを究極の目標とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に

世界全体で取り組んでいくことに合意しました。同条約に基づき、1995 年か

ら毎年、気候変動枠組条約締結国会議（COP）を開催し、気候変動の緩和や適

応の取組みに関する決定が行われてきました。  

1997 年には、京都市で開催された COP3 において、先進国に対して法的な

拘束力を持った温室効果ガス排出削減目標を定めた「京都議定書」が採択され、

世界全体での温室効果ガス排出削減の大きな一歩を踏み出しました。しかし、

削減目標を定めていない中国やインドをはじめとした発展途上国の経済成長

により、世界全体の温室効果ガス排出量は 2000 年以降急激に増加しました。 

 2015 年、フランス・パリで開催された COP21 において、気候変動に関す

る 2020 年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されました。パ

リ協定では、産業革命前からの平均気温上昇を 2℃未満に抑えることを目指し、

そのために、今世紀後半に、人為起源の温室効果ガスの排出を正味ゼロにする

ことを世界共通の目標として、主要国を含め 180 の参加国全てが排出削減に

取り組むこととなりました。しかしながら 2017 年、アメリカのトランプ大統

領がパリ協定からの離脱を表明し、大きな波紋が広がっています。  

 

図  各国の温室効果ガス削減目標     

（出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ ht tp://www.jccca .org /））  
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（２）日本の動向  

 日本の 2013 年度の温室効果ガス総排出量は 14 億 800 万ｔ -CO₂でした。

これは、1990 年度比では 10.8％増、2005 年度比では 0.8％増となっていま

す。エネルギー起源二酸化炭素排出量が増加した背景には、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。  

政府は、2015 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、2013 年度比で 26.0％減（ 2005 年度比で

25.4％減）とする「日本の約束草案」を決定しました。また、同年 12 月のパ

リ協定の採択を踏まえ、2016 年 5 月には「地球温暖化対策計画」が閣議決定

されました。併せて、国は「地球温暖化対策の推進に関する法律」を改正し、

地方公共団体実行計画の共同策定や国民運動の更なる展開等について規定し、

地球温暖化対策の一層の基盤強化を図っています。   

 

 

図  日本における温室効果ガス排出量の推移     

（出展：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（ ht tp://www.jccca .org /））   
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≪参考≫これからの地方における地球温暖化対策の在り方  

 

【コベネフィットの追求】  

・  地域における地球温暖化対策は、温室効果ガス排出の抑制を実現するだけで

はありません。地域活性化、人口減少、産業振興、防災、健康等の多様な課題

の解決に貢献し、住民・事業者の利益となる可能性を秘めています。  

・  地球温暖化対策は、社会経済情勢や技術動向も踏まえて区域の目指す将来像

の中に位置づけ、コベネフィット、すなわち、温室効果ガスの排出抑制等と併

せて地域が追求できる経済・社会的な便益の観点を含めて検討すべきであると

考えられます。  

・  また、関連する他分野の施策も、地球温暖化対策の観点から再検討し、効果

的な連携を図るべきであると考えられます。   
                                     

コベネフィット（一つの活動がさまざまな利益に繋がること。）  

 

【努力の見える PDCA】  

・  区域における温室効果ガス排出量は、様々な外的要因にも左右されるもので

あり、また、個々の施策による削減効果が把握しがたい場合もあります。  

・  そこで、温室効果ガス総量削減目標のみならず、最終エネルギー消費量や再

生可能エネルギー導入量等を計画目標として掲げることも有効です。  

・  加えて、個々の施策についても、削減効果のみならず、進捗評価のための指

標を設定し、庁内においても、住民にとっても努力の見える PDCA サイクルを

回すべきであると考えられます。  

・ 住民を含む地域のステークホルダーの関心喚起や取組の動機づけに向けては、

進捗（成果と課題）を可視化して分かりやすく伝えるコミュニケーションが重

要です。  
                                     

ステークホルダー（その課題にかかわる問題当事者）  

 

【戦略的なパートナーシップ】  

・  地球温暖化対策は、環境部局のみならず、関係部局を含む全庁的取組とし、

庁外のステークホルダー（住民、事業者、金融機関、民間団体、他の地方公共

団体等）の参画・協働が不可欠です。  

・  区域施策編や各施策について、それらの立案・実施から評価・改善に至るま

で、あらゆるフェーズで戦略的に連携することが望ましいと考えられます。  

・  都道府県は、特に広域的なルール作りや市町村の支援に、市町村は現場より  

のプロジェクト支援や住民の普及啓発により注力する等、それぞれの特性を踏  

まえた役割分担が重要です。                        
                                     

フェーズ（段階、局面）  

   

 

（環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」より引用）  


