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  第４章 計画の目標 

 

１．温室効果ガスの削減目標 

町の事務事業活動のうち、オフィス活動（オフィス部門及び現業部門）に伴う温室効果ガスの総排出量に関す

る削減目標を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

≪計画策定・目標設定方針≫ 

（１） 本計画における温室効果ガスの総排出量の算定対象は、地方公共団体の事務及び事業全般となります 

（２） 本計画では、町の事務事業活動を、オフィス部門と現業部門に区分し分析します。そして、町の事務事業

活動としての妥当性・一貫性・正確性等を重視し、オフィス部門と併せて現業部門も扱うものとします。 

（３） 本計画では、オフィス部門及び現業部門から発生するＣＯ２のみを対象とします。 

（４） 本計画では、本庁組織と出先施設とに区分し分析します。 

（５） 本計画では、平成１８年度実績値を基準値別紙―６として、平成２０～２４年度目標平均値を目標として設

定します。なお、ＣＯ２排出係数は、共に平成１８年度基準別紙―３を利用します 

（６） 本町でのＣＯ２以外の温室効果ガスは、当町温室効果ガス割合の約９６％と甚大であり、それは、現業部

門（ゴミ処理事業や給水事業等）に伴う温室効果ガスの排出量によるものです。そこで、一人ひとりの職員

が取組を強化しても進捗・成果が容易に現れないものとして捉え、ＣＯ２以外の温室効果ガスは対象外と

します。ただし、適宜調査・報告はいたします（別紙―２に則り） 。 

（７） 本町では、第 1 次計画の基準年である平成 13 年度（２０００年度）以前の排出量を把握しておりません。ま

た、その平成 13 年度基準と平成 18 年度（２００７年度）の施設数・事業内容を比較すると、大きな変化が見

受けられます。そこで、平成 18 年度（２００７年度）排出量を、国の掲げる平成 2 年（１９９０年）排出量とみ

なして基準といたします。 

 

◎温室効果ガス排出量（ＣＯ２）の削減目標 

 

（表１：部門別排出量基準値及び目標値） 

項 目 
基準年排出量 
（平成 18 年度） 

削減 
目標 

削減目標（平均値） 
（平成 20～24 年度） 

   総排出量 ※１ 189,750,587 kg－CO2 ― ― 

 オフィス部門 ※２ 3,249,995 kg－CO2 6％ 3,054,995 kg－CO2 

 現業部門 ※２ 3,247,557 kg－CO2 6％ 3,052,703 kg－CO2 

N2O より CO2 換算 167,748,303 kg－CO2 ― ― 
 

ごみ 

処理事業 CH4 より CO2 換算 15,321,700 kg－CO2 ― ― 

 

その他 ※３ 183,030 kg－CO2 ― ― 

 

※１：『総排出量』は、「オフィス部門」、「現業部門」、「その他」における温室効果ガス（CO2・N2O・CH4）を、CO2 排出 

量に換算した合計を表しています。 

 

平成２０～２４年度のオフィス部門及び現業部門排出量（ＣＯ２のみ）の平均値を 

基準年（平成１８年度）比で６％削減 
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※２：『オフィス部門』と『現業部門』の温室効果ガス（CO2 のみ）の合算値を表しています。なお、「現業部門」とは「ごみ

処理施設・給水事業・汚水処理事業等」を表しています。また、『現業部門』の数値に関して、ゴミ処理事業か

らの CO2 のみの温室効果ガスを対象としています。 

※３：『その他』は、「家庭用機器、浄化槽、一般廃棄物、自動車コンディショナー、自動車走行距離」からの温室効果ガ 

ス CH4・N2O・HFC)を、CO2 排出量に換算した合計を表しています。 
 

 

 

 

（表２：施設別排出量基準値） 

項 目 基準年排出量（平成 18 年度） ※１ 

 総排出量 ※２ 189,750,587  kg－CO2 

 本庁組織 ※３ 446,741  kg－CO2 
 

 出先施設 ※３ 6,233,844  kg－CO2 

 N2O より CO2 換算 167,748,303 kg－CO2 
 

 
ごみ処理施設 

CH4 より CO2 換算 15,321,700 kg－CO2 

 

※１：『基準年排出量』は、第２次計画策定時点（Ｈ１８）の施設数・排出係数にて、CO2 排出量の合計を算出していま

す。 
※２：『総排出量』は、「本庁組織」と「出先施設」の温室効果ガス（CO2・N2O・CH4・HFC）を、CO2 出量に換算した合計 

を表しています。 

※３：『本庁組織』・『出先施設』の区分は、別紙-１に示します。なお、『出先施設』の数値は、ゴミ処理施設からの N2O・

CH4 の CO2 換算温室効果ガスを除外しています。 

 

 

 

（参考：排出ガス別） 

項目 
CO2 換算排出量 
（平成 18 年度） 

削減 
目標 

削減目標（平均値） 
（平成 20～24 年度） 

 総排出量 189,750,587  kg－CO2 ― ― 

 CO2 6,497,552  kg－CO2 6% 6,107,698 kg－CO2 

 
N2O・CH4・HFC から 

CO2 換算 
183,253,035  kg－CO2 ― ― 

 

 

 

（表３：対象別排出量基準値及び目標値） 

対象項目 
基準年排出量 
（平成 18 年度） 

削減 
目標 

削減目標（平均値） 
（平成 20～24 年度） 

電力 5,371,835 kg－CO2 6％ 5,049,526 kg－CO2 
重油 511,843 kg－CO2 6％ 481,133 kg－CO2 
灯油 338,360 kg－CO2 6％ 318,056 kg－CO2 

ＬＰガス 81,125 kg－CO2 6％ 76,258 kg－CO2 
都市ガス 13,381 kg－CO2 6％ 12,577 kg－CO2 
ガソリン 123,967 kg－CO2 6％ 116,534 kg－CO2 

軽油 57,041 kg－CO2 6％ 53,618 kg－CO2 
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≪参考：所属別ＣＯ２排出量比較（オフィス部門＋現業部門、ＣＯ２のみ）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取組に関する目標 

1）取組の方針 

町の事務・事業における環境保全のための取組を 4 項目に分け、これを大項目として掲げています。それぞ

れの項目の取組の方針を以下に示します。これらの取組の項目は、地球温暖化対策（温室効果ガスの削減）

に直接的に関わる項目だけでなく、用紙や水の使用に関わる一般的な事務事業活動を対象としています。 

◇取組の項目と方針 

取組の項目 取組の方針 

①エネルギーの有効利用 
◎エネルギー使用量の抑制（省エネ）や新エネルギー利用の推進等により、

温室効果ガスの総排出量の削減を図る。 

②自動車燃料の使用抑制 

交通公害の防止 

◎公用車及び自家用車（通勤時）の走行距離及び燃料使用の抑制により、

温室効果ガスの総排出量の削減を図る。 

○町自らの率先した低公害車の導入等により、町全体の交通公害の解消を

促進する。 

③資源の有効利用、ごみの発生

抑制とリサイクル 

○環境負荷の少ない事務用品等を適正な量だけ購入する（グリーン購入）。 

○資源を有効に利用するとともに、町自らの率先したごみの発生抑制、リユ

ース・リサイクル、適正処理を推進することにより、庁内のごみ発生量を抑

制する。 

④水の有効利用 
○日常的な節水、節水コマ・雨水貯留設備の設置等により、水を有効に利

用する。 

※表中の「◎」は、温室効果ガス排出量の削減に直接関わる取組項目 

 

 

 

所属別温室効果ガス排出量目標（Ｈ１８－Ｈ２０～２４年度比較）

73,505

778,457

926,221

1,135,190

74,456

2,290,929

272,932

84,715

166,862

304,434

78,196

828,146

985,342

1,207,649

79,208

2,437,159

290,353

90,123

177,513

323,866

その他　出先施設

上下水道課　出先施設

社会教育課　出先施設

教育総務課　出先施設

産業課　出先施設

環境課　出先施設

健康増進課　出先施設

福祉課　出先施設

消防　出先施設

本庁組織

部
署

（kg-CO2）

H20～H24（平均目標値） Ｈ１８（実績値）
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2）取組の目標 

4 つの大項目ごとに、取組の目標値を設定します。温室効果ガスの削減に直接的に関わるものをはじめ、数

値を定量化しています。 

以下の目標削減率（％）は、それぞれの組織・施設における共通の目標値となります。例えば、電力の使用

量を、平成 18 年度実績で 6,000kWh/年使用している部署では、平成 20～24 年度の目標平均値は 6%削減の

5,640kWh/年となります。 

なお、下記の表には、庁内全体を合計した実績値・目標値を示していますが、それぞれの組織・施設におけ

る実績値（平成18年度）及び目標平均値（平成20～24年度）は、別紙-８に示していますので、そこに示された

目標達成を目指して各部署で取組を進めることになります。 

ただし、それぞれの組織・施設における事業内容により、削減が見込めない項目に関しては、目安としての

目標値と捉えるものとします。また、その削減が見込めない分に関するＣＯ２排出量は、他の組織・施設・項目

により補うものと考えます。 

 

◇燃料使用量等の取組目標 

取組の項目 対象項目 
基準年活動量 
（平成 18 年度） 

目標 
削減目標（平均値） 
（平成 20～24 年度） 

◎電力の使用量 9,678,981  kwh 6％削減 9,098,242  kwh 

◎重油の使用量 188,900   L 6％削減     177,566   L 

◎灯油の使用量 135,915   L 6％削減 127,760   L 

◎ＬＰガスの使用量 
27,039   kg 
(15,061 ㎥) 

6％削減 
25,417   kg 
（14,157 ㎥） 

①エネルギーの有効
利用 

◎都市ガスの使用量 6,661  ㎥ 6％削減 6,261  ㎥ 

◎ガソリンの使用量 53,395   L 6％削減 50,191   L 

◎軽油の使用量 21,778   L 6％削減 20,471   L 
②自動車燃料の使用

抑制 
交通公害の防止 

○低公害車台数 2  台 5 台追加 7  台 

○用紙の使用量   7,648,473  枚 6％削減    7,189,565  枚 

○古紙配合率 100  ％ － 100  ％ 
③資源の有効利用 

ごみの発生抑制とリ
サイクル 

○ごみの排出量（可燃ごみ） 6,603  kg 6％削減 6,207  kg 

○水の使用量 193,144   L 6％削減 181,555   L 
④水の有効利用 

○雨水貯留設備の設置数 1 箇所 1 箇所増設 2 箇所 

※表中の「◎」は、温室効果ガス排出量の削減に直接関わる取組項目 

 

 

 

 

 

 


