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別紙-１１  取組のための豆知識（事業所向け） 

 

豆知識-１ それぞれの取組の省エネ効果 大項目 1 エネルギー 

◇昼休みの消灯  

40Ｗの蛍光灯を昼休み１時間消すと、１年間（250 日）で、１台当たり 10kWh、100 台では、平均家庭の３ヶ

月分程度の電気が節約できる。 

◇照明機器の掃除  

ランプやカバー等にほこりや汚れがつくと明るさが低下する。１年間掃除をしないと明るさは約 20％低下

するといわれ、半年から最低１年程度以内に掃除をする。 

◇照明機器の適切な交換 

ランプの両端が黒ずんできたら交換する。使用期間が長くなると明るさが落ちるため、約３年を目安に取り

替える。適正な明るさを確保すれば、結果的に使用台数が少なくなり、省エネにつながる。 

◇エアコン設定温度 

暖房の設定温度を２℃低めにすると約10％、冷房を２℃高めに設定すると約20％節約できる。また、部屋

に入る熱の 20～30％、逃げる熱の約 10％は窓からであり、カーテンやブラインドで窓をしっかり覆うようにす

る。 

◇エアコンフィルターの交換 

１日８～10 時間の運転をした場合、２週間で風量が約５％落ちるため、フィルターの掃除は２週間～1 ヶ月

に１回を目安に行うことを心がける。 

◇省電力モード 

パソコンやコピー機は省電力モードを利用することにより、省電力ができる。特に、コピー機は機種によっ

ては数％～数10％の省電力が可能である。パソコンの、スクリーンセーバーは、画面の焼付き防止を目的と

したもので、省電力モードではない。省電力モードの設定か長期間に使わない場合、主電源を切るよう心が

ける。また、国際エネルギースターロゴの付いた製品では、パソコンの場合、省エネルギーモードにより、消

費電力を通常機器の待機時に比べてさらに 40～70％程度、コピー機の場合で 30～90％程度減らせること

ができる。 

 

豆知識-２ コージェネレーションシステム 大項目 1 エネルギー 

コージェネレーションシステム（熱電併給）とは、燃料エネルギーによりエンジンを駆動して電気エネルギーを

得るとともに、エンジンからの排熱を利用して、蒸気や温水などの熱エネルギーも同時に得ることが出来るシス

テム。電力と熱エネルギーを同時に得るため、高い総合エネルギー効率を実現することができ、省エネにとっ

て有効なシステムである。 

《考えられる設置法》 

・ 学校給食センターにおける可能性（電気 40 万 kWh/年、ボイラー重油 10 万 L/年） 

 

豆知識-３ 省エネ型機器のラベリング制度 大項目 1 エネルギー 

◇国際エネルギースターロゴマーク 

省エネルギー型 OA 機器を対象とした任意登録制度の基準に適合する製品を示すマ

ーク。対象製品は、コンピューター、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、コピー機等で、

米国と日本等が協力し、（財）省エネルギーセンターが運営している制度である。 

◇省エネラベル 

 省エネ法に基づき定められた省エネ基準をどの程度達成しているか、その達成率

（%）をラベルに表示するマーク。通常、マークの色は橙色（左側）だが、省エネ基準

達成率が 100%以上の製品には緑色のマーク（右側）を表示することができる。対象

製品は、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、ストーブ、テレビ、ガス調理機器、

ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算機（パソコン）、磁気ディスク装置、ジャー炊飯器、電子

レンジ、ＤＶＤレコーダー、変圧器の１６の家電製品である。JIS 規格。 
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豆知識-４ 電力購入の省CO2 化 大項目１ エネルギー 

庁舎等の使用電力購入に際して、省CO2 化の要素を考慮した購入方式を導入することが考えられます。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-５ エネルギー消費効率の高い機器の導入 大項目１ エネルギー 

エネルギー消費効率の高い機器の導入も、地球温暖化対策の重要な柱の一つです。 

製品の製造から廃棄までのライフサイクルの各段階で二酸化炭素等の温室効果ガスが排出されています

が、OA 機器や電気製品は、特に使用段階における排出量が多くなっているといわれています。そのため、エ

ネルギー資源の保全や温室効果ガスの排出量削減のためには、使用時の消費電力量ができるだけ少ない製

品を導入することが最も効果的と考えられます。 

例えば、どこのオフィスにでもあるコピー機では、待機時に消費する電力が大きな部分を占めている（一般的

なオフィスの場合、待機時消費電力が80%～90%程度を占めるとのデータもあります）ため、省エネルギーの観

点から必要となります。こうした、待機時における省エネルギーについては、国際エネルギースタープログラム

で、コンピューター、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、スキャナ及び複合機の7 品目に待機時消

費電力に関する基準を設定しており、これらの基準を充足する製品の導入を推進すること

も重要です。 

また、エネルギーの使用の合理化に関する法律により、家電製品、OA 機器、照明機

器、自動車等について「エネルギー消費効率」が定められており、エネルギー消費効率が

高い機器の導入を図る必要があります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-６ 温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 大項目１ エネルギー 

廃熱等の未利用エネルギーの有効利用、コージェネレーションシステムの導入、ヒートポンプの導入等、ま

た、きめ細かな運転管理により、大幅にエネルギー使用量の少なくなるシステムや設備があります。建築物の

建築や空調設備の更新に際しては、可能な限り省エネルギータイプの設備を選択することで、温室効果ガスの

排出量削減に貢献することが可能となります。 

また、庁舎等建築物の断熱や各種の省エネルギータイプのシステム導入、外気導入に

よる冷暖房の節約、日射をコントロールするガラスやひさし、屋上・壁面緑化などの工夫を

施すことにより、大幅なエネルギー使用量の削減が図られます。日常の庁舎等の管理に当

たっては、空調の温度設定や発熱の大きいOA 機器類の配置を工夫するなども重要な取

組です。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-７ 冷暖房における適正な温度管理 大項目１ エネルギー 

庁舎等建築物におけるエネルギー使用量のうち、冷暖房が占める割合は大きなものです。このため、庁舎

等建築物における冷暖房温度の適正な管理が重要となります。平成9 年度に環境庁が実施した「率先実行計

画に関するアンケート」調査結果によると、冷暖房温度に関する設定を実施している地方公共団体では、冷房

温度28℃、暖房温度20℃（杉戸町では１９℃）という温度設定が最も多くなっています。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-８ 周辺や屋上の緑化 大項目１ エネルギー 

管理する敷地内や周辺の緑化は、二酸化炭素の吸収源対策としての効果が期待され、また、庁舎等建築

物の屋上の緑化は、二酸化炭素の吸収源対策とともに、冷暖房等に係るエネルギー使用量の削減にもつなが

ります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
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豆知識-９ 太陽光利用等新エネルギーの有効利用 大項目１ エネルギー 

太陽熱利用や太陽光発電等の新エネルギーの利用を促進することにより、エネルギー使用量を削減し、温

室効果ガスの排出量削減が図られます。 

例えば、太陽光発電は、発電時に二酸化炭素や大気汚染物質を発生しないクリーンなエネルギーシステム

であり、普及が進むことによって、二酸化炭素に関しては相当量の削減効果が期待できます。太陽光発電は、

既にさまざまな分野への活用がなされていますが、現状では設置コストが高く、普及が進んでいません。この

設置コストの低減のためには、一定規模の初期需要を創出する必要があります。そのため、多数の公共施設

を保有・建設している地方公共団体は、国とともに太陽光発電の普及に当たっての先導的役割を果たすことが

期待されます。 

基本方針においても、太陽光発電、風力発電、コージェネレーション、燃料電池、バイオマスエネルギー等分

散型エネルギーとしての性格をもつ新エネルギー等の開発・導入を積極的に推進することとされています。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-10 エネルギー使用量の抑制 大項目１ エネルギー 

電気使用量や燃料使用量等の削減のエネルギー使用量の抑制は、そのまま温室効果ガスの排出量の抑

制につながります。 

エネルギー使用量の抑制には、日常の省エネルギー対策の推進とともに、庁舎等建築物の建築に当たっ

て、前述の新エネルギーや未利用エネルギーの利用等に加え、エレベーター運転の高度制御装置の導入や

省エネルギー型照明機器の導入、断熱性の向上等さまざまな取組を進めることが重要です。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
 

豆知識-11 七都県市指定低公害車 大項目２ 自動車と交通 

平成 8 年 3 月より、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市において発足した制度。

下記に示す 4 種の自動車だけでなく、一般に市販されているガソリン自動車、LPG 自動車、ディーゼル自動車

であっても、窒素酸化物（NOx）等の排出量が少ない低公害な自動車を指定し、七都県市が率先して公用車に

導入していこうとするもの。 

《代表的な低公害車》 

◇電気自動車 

バッテリーに蓄えた電気を動力源としてモーターで走行する。排気ガスは一切なく、騒音も大幅に減少す

る。 

◇天然ガス自動車 

天然ガス（一般に高圧ガス：CNG）を燃料として走行する。黒煙や粒子状物質（PM）は一切排出されず、デ

ィーゼルと比較し NOx が減少する。 

◇メタノール自動車 

ごみからの合成も可能なメタノールを燃料として走行する。黒煙は排出されず、ディーゼルと比較し NO2が

減少する。 

◇ハイブリット自動車 

制動時のエネルギーを電気や圧力エネルギーに変えて保存し、発進・加速時にエンジンの力を補助す

る。NOx が減少する。 
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豆知識-12 エコドライブの効果 大項目２ 自動車と交通 

公用車を運転する際に、以下のことを注意すると、燃料（ガソリン）消費量や温室効果ガス排出量（二酸化炭

素換算値）を削減することができる。 

内容 節約ガソリン量 温室効果ガス削減量 

急発進（10 回）をやめる 170cc 109g 

急加速（10 回）をやめる 110cc 70g 

空ぶかし（10 回）をやめる 60cc 38g 

アイドリング（10 分）をやめる 130cc 83g 

不要な荷物（10kg）を載せない 15cc 10g 

計画的に走行する（10 分早く目的地に到着した場合） 350cc 224g 

タイヤ空気圧を適正にする（0.5kg/cm2 減っていた空気圧を適正に

して 50km 走行した場合） 
150cc 96g 

 

 

豆知識-13 低燃費・低公害車の導入 大項目２ 自動車と交通 

低燃費・低公害車の導入は、地球温暖化対策の重要な柱になります。 

低公害車は、従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物、粒子状物質、二酸化炭素といった

大気汚染物質や地球温暖化物質の排出が少ない、または全く排出しない自動車であり、多くの場合、走行時

の音も静かで、自動車交通騒音問題の対策としても有効とされています。例えば、電気自動車はバッテリー

（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車で、自動車からの排出ガスは一切なく、走行騒音

も大幅に減少します。また、発電時における排出量を考慮に入れても、二酸化炭素や窒素酸化物やは通常の

自動車より大幅に少なくなるといわれています。 

しかし一方では、走行性能の向上、価格の低下、エネルギー充てんスタンドの整備などが課題としてあげら

れています。このような課題を有する低公害車を国や地方公共団体などの公的セクターが、率先して導入する

ことにより、性能向上や価格低下の大きなインセンティブにつながると考えられます。 

また、低燃費車（燃料消費効率の良い車）としては、例えば、直噴式エンジンは従来型のエンジンに比べ、燃

費が20～30%程度改善され、それだけ二酸化炭素の排出量も削減されることになります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-14 自動車の効率的利用 大項目２ 自動車と交通 

低燃費・低公害車の導入を実施したからといって、自動車の効率的利用を図らなければ意味がありません。

取組の基本としては、不要不急の自動車の使用を控えることであり、可能な限り、徒歩や自転車、公共交通機

関の積極的な利用を図ることなどが求められます。 

また、日常の運転に注意するだけで、二酸化炭素や窒素酸化物の排出量を削減できるとともに、燃料も節

約するという経済的メリットも得られます。例えば、運転前点検や日常の整備の徹底、急発進・急加速や空ぶ

かしをしない、経済速度で運転をする、アイドリング・ストップの実行、冷暖房は適正温度で使用する等、さまざ

まな取組が考えられます。こうした、取組を通じて二酸化炭素や窒素酸化物の排出量を削減することが可能と

なります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
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豆知識-15 自転車の活用 大項目２ 自動車と交通 

自転車の活用は、環境負荷低減の観点から重要な取組です。日常の業務に伴う短距離の移動手段を温室

効果ガスの排出源である自動車等から自転車に転換し、その利用を推進するとともに、併せて、事業者や住

民等の他の主体においても同様の取組が促進されるようアピールすることにもつなが

ります。 

なお、国においては、国の率先実行計画及び地球温暖化対策推進大綱の「政府の

率先実行」として、霞が関において自転車の共同利用を積極的に導入する旨が盛り込

まれたことを踏まえ、平成11年2月より、霞が関地域における業務に伴う短距離の移動

手段として自転車を利用する「霞が関自転車利用システム」の運用を開始しています。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-16 主な環境ラベリング制度 大項目３ 資源とごみ 

 

◇エコマーク 

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度。幅広い商

品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されている。ISO の規格（ISO14024）に則っ

た我が国唯一の環境ラベル制度で、（財）日本環境協会が運営している。 

◇R（アール）マーク 

古紙の再利用を促進するために、印刷物の作成にあたって古紙配合率を示すマー

ク。白色度についても併記することが望ましい。ごみ減量化推進国際会議で定められ

た。 

◇グリーンマーク 

 古紙の再整理用製品に表示されるマークで、（財）日本古紙再生促進センターの認定を受

けた商品につけられる。紙のリサイクルを推進するとともに、環境の緑化を目的にしており、

小中学校や町内会などでマークを集めて、同センターに送ると、苗木かリサイクルノートと交

換してくれる。 

 

豆知識-17 紙類の使用量の削減 大項目３ 資源とごみ 

紙類の使用量の削減については、二酸化炭素の吸収源である森林資源の保全、廃棄物の削減などの観点

から重要な取組です。 

現在、可燃ごみの中でも紙ごみは増える一方であり、森林資源保全の面からも紙

の浪費を控えることが求められます。また、OA 化などの進展の中で、不要なプリン

トアウトやコピーなどの紙の使用量を減らすことにより、森林資源を保全し、紙ごみ

の排出量を削減して、廃棄物処理や廃棄物の輸送エネルギー節約を進めることが

できます。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-18 再生紙などの再生品の活用 大項目３ 資源とごみ 

廃棄物から再生した再生材料を使用した再生品を活用することは、廃棄物の削減になるとともに、資源の節

約や製造エネルギーの削減につながります。そのため、紙やプラスチックなどそれぞれの材料で再生材をでき

るだけ多く使用している製品の活用が重要な取組です。 

例えば、再生紙の活用について考えると、古紙配合率については、古紙利用の促進及び

二酸化炭素の吸収源である森林資源の保全、廃棄物の削減など多くの観点から可能な限り

高いことが望ましいことはいうまでもありません。また、古紙配合率とともに、より白色度が低

い製品を調達することも重要です。これは、脱墨剤及び漂白剤などの薬品使用削減及び低

下級古紙（市中回収古紙等）利用の促進等に資するものであり、エネルギー使用の削減、歩

留まりの向上等に貢献し、ひいては生産コストの削減にもつながります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
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豆知識-19 
代替フロン系冷媒の回収・破壊や非フロン系エアゾール製品の
購入・使用の徹底 

大項目３ 資源とごみ 

オゾン層破壊物質であるCFC はエアコンや冷蔵庫等の冷媒、エアゾール製品、断熱材の発泡剤、洗浄剤

等として幅広い用途に使用されていましたが、1995 年末に生産が全廃されました。 

これに伴い、転換が可能な大半の部分については、非フロン系（水、ＣＯ２、炭化水素等）に転換されました

が、引き続き一部の用途についてはHCFC（オゾン層破壊物質、１９９６年より規制開始）や代替フロン（HFC）が

使用されています。HFC はオゾン層を破壊せず、これまで規制の対象外でしたが、CO2 と比べて高い温室効

果を持つため（数百～数万倍）、PFC、SF6とともに平成９年末の気候変動枠組条約第

３回締約国会合（COP3）において、CO2 等３ガスとともに排出削減対象となりました。 

このため、HFC を使用したエアコンや冷蔵庫等の代替フロン系冷媒の回収・再利用

及び破壊の徹底、非フロン系エアゾール製品の購入・使用の徹底を図る必要がありま

す。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-20 温室効果ガスの排出量の低減に資する素材の選択 大項目３ 資源とごみ 

建築物の建築に当たって使用する建築材料に、再生された素材や再生可能な素材を使用することは、廃棄

物処理に伴う環境負荷の低減や新規に製造する場合に比べエネルギー使用の削減につながります。 

例えば、アスファルト、コンクリート塊等は路盤材として利用することが可能であり、製鉄の副産物の高炉セメ

ントを利用することは、普通のセメントを利用する場合に比べ二酸化炭素の排出量は半減するといわれていま

す。また、二酸化炭素の吸収源である熱帯雨林の保全のために、コンクリート工事に使用される熱帯材型枠を

使用しないこと等の取組を実施することが必要です。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
 

豆知識-21 ごみの分別 大項目３ 資源とごみ 

ごみの分別は、後述する廃棄物の減量化に不可欠な取組です。ごみの中には、再生

できる紙類や缶、ビン、ペットボトル等の再資源化が可能なものが多く含まれています。

このため、各資源ごとに分別を徹底し、可能な限り、リサイクルを推進することにより、新

たに製造する場合と比べ、大幅なエネルギー使用の削減が図られるとともに、二酸化炭

素をはじめとした温室効果ガスの排出抑制につながります。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-22 廃棄物の減量 大項目３ 資源とごみ 

廃棄物の減量は、廃棄物処理に伴い生ずる二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの削減につながりま

す。廃棄物の減量は、近年の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式の変革を図る上

で最も基本的な取組です。 

廃棄物を減量するためには、第1に廃棄物を発生させない、第2に廃棄物を再利用す

る、第3 にリサイクルするという優先順位に沿って資源の節約などの取組を推進すること

が必要です。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 
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豆知識-24 水の有効利用 大項目４ 水 

水の有効利用は、上水道を利用するために必要となる浄水場におけるエネルギー使用量の削減につながり

ます。また、排水を処理するために必要となる下水処理施設等におけるエネルギー使用

量の削減とともに、メタンの排出量も抑制されます。さらに、上水道を供給するためにもエ

ネルギーが使用されることから、水の使用量を削減することは、温室効果ガスの排出量

削減に効果があります。 

また、雨水や中水の利用促進は、直接的に上水の使用量削減になるとともに、透水性

舗装や浸透升等の設置による雨水の地下浸透は、地下水を涵養し、二酸化炭素吸収源

の緑を豊かにするという間接的な効果も期待されます。 

引用）実行計画策定マニュアル（平成１９年３月 環境省 地球環境局 発行）より 

 

豆知識-23 節水の方法 大項目４ 水 

◇節水フラッシュバルブ  

水洗トイレで水を流す場合、１回当たり 10 リットル前後の水が使用されるが、通常のフラッシュバルブはバル

ブを押し続けると余分に水が使用されるのに対し、節水タイプはそれ以上水が使用されない。 

◇流水音発生器 

音を気にする女性等の場合、１回の使用で約 2.5 回分の水を流すことがあると言われており、トイレ１回で約

30 リットルの水が使われていることになる水の流れるが、音を発生させる機械（流水音発生器）の取り付け

により、１回のトイレ使用あたり、約 18 リットルの節約が図れる。 

◇節水コマ  

蛇口からでる水の量を約半分節水できる。節水コマを取り付けることにより１分間に約６リットルの節水がで

きる。 

◇自動水栓 

 吐水口に手を差し出すと自動的に水が出て、手を遠ざけると自動止水する自動水栓により、流し放しによ

る無駄水の約半分の節水ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


