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１ 計画策定の背景 

（１） 地球温暖化問題とは 

地球温暖化とは主に人間活動が活発化し、二酸化炭素など温室効果ガス 

が大気中に大量に放出されることに伴い、地球全体の平均気温が急激に上 

がり始める現象です。 

急激な気温上昇は以下に挙げる様々な地球環境被害をもたらし、私たち 

の生活に深刻な影響を及ぼすことから、地球温暖化対策は世界規模で取組 

まなくてはならない喫緊の課題となっております。 

○海面水位の上昇に伴う陸域の減少 

○豪雨や干ばつなどの異常気象の増加 

○生態系への影響や種の減少・絶滅 

○森林伐採や異常気象による砂漠化の進行 

○穀物生産の低下、食糧不足 

○水資源などへの影響、水不足 

○熱低性感染症発生の増加 

 

（２） 国際的な取組みと日本の対応 

地球温暖化に対する対策のため、国際的には、国連環境開発会議（地球

サミット）において気候変動枠組み条約が 1992 年に採択され、翌年には

締約国会議（COP1）が開催されました。また、1997 年には地球温暖化防

止京都会議（COP3）において「京都議定書」が採択され、先進国におけ

る温室効果ガスの排出及び吸収に関し、特定された期限の中で排出抑制や

削減のための数量化された拘束力のある目標を定めることが求められた

ことから、日本は 2008 年から 2012 年までの間で温室効果ガスの総排出

量を 1990 年レベルから６％削減する目標を掲げました。 

近年、京都議定書に代わる新たな国際枠組みとしては、2015 年にフラ

ンスで開催された COP21 において、途上国も含む世界全体での温暖化対

策への自主的な取組みが求められ、温室効果ガス排出量削減のための方針

と目標を設定する「パリ協定」が採択されました。この中で日本は、2030

年までに2013年比で温室効果ガスを26％削減する約束草案を提出してい

ます。 

このようなことから、国内においては「地球温暖化対策の推進に関する 

法律（以下「温対法」という。）」が施行され、地球温暖化対策への取組み

として、国、地方公共団体、事業所及び国民それぞれの責務を明らかにす

るとともに、都道府県や市町村に対し、自らの事務及び事業に関し、温室

効果ガスの排出抑制等のための実行計画の策定が義務付けられました。 
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090040
ハイライト表示



 

【参考：地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋）】 

 

（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 

    省 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。 

省 略 

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。 

 

 

（３） 本市における地球温暖化対策に対する取組み 

本市では、市の事務・事業において環境に対する負荷の低減を図るため、

平成 14 年 10 月に「ＩＳＯ14001」を取得、さらに平成 21 年 12 月からは

本市の独自運用による「環境マネジメントシステム（以下「EMS」という。）」

を開始し、地球温暖化防止に向け実践してまいりました。また、平成 22 年

４月に施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ

法」という。）」では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、

企業全体でのエネルギー管理に改正され、黒部市役所も規制の対象となりま

した。 

平成 20年度にはEMSを柱とした「地球温暖化防止黒部市役所実行計画」

を策定し、また平成 24 年度には平成 25 年度から平成 29 年度までの５年を

計画期間とする「第２期地球温暖化防止黒部市役所実行計画(以下「第２期

実行計画」という。)を策定、自らの事務・事業にかかる温室効果ガスの削

減等の目標の実現に向け取組んでまいりました。 

今回第２期実行計画が期間満了を迎えるにあたり、市が継続的に温室効 

果ガスの削減、引いては地球温暖化対策への取組みを推進していくため、「第

３期地球温暖化防止黒部市役所実行計画(以下「第３期実行計画」という。)」

を策定するものです。 

２ 



 

２ 基本的事項 

 

（１） 計画の目的 

温対法第 21 条の規定に基づき、本市の事務及び事業に関し、温室効果ガ 

スの排出の抑制等の黒部市役所実行計画を定め、地球温暖化防止対策の推 

進を図る。 

 

（２） 計画の期間 

    本計画の実施期間は平成 30 年度から平成 34 年度までの年間とし、必要 

に応じて見直すこととします。 

 

（３） 基準年度 

計画で掲げる目標設定の基準年度を平成 28 年度とします。 

 

（４） 計画の対象とする事務事業の範囲 

本計画の対象とする範囲は、EMS 及び省エネ法において適用範囲とす 

   る部局が行う事務事業及び所管施設（指定管理施設を含む）を対象とし 

   ます。 

 

（５） 本計画の対象とする温室効果ガス 

   本計画では、次の表に示す温対法施行令第３条第１項に規定する６種類

のうち、発生量が最も多く、地球温暖化問題において排出削減が重要な課

題となっている二酸化炭素(CO2) を対象物質とします。 

 

【温対法施行令第３条第１項に基づく温室効果ガスの種類】 

種 類 主な発生源 

１ 二酸化炭素 

 （CO2） 

石油やガス等化石燃料の燃焼、電力の使用、廃棄

物の焼却 

２ メタン 

 （CH4） 
水田耕作、家畜の消化管内発酵、廃棄物（埋立） 

３ 一酸化二窒素 

 （N2O） 

麻酔ガスの使用、家畜糞尿の微生物の分解、畑作

肥料の施肥、ガソリン・軽油等の燃焼 

４ ハイドロフルオロカーボン 

 （HFC） 
冷蔵庫や自動車用エアコンの冷媒等 

５ パープルフルオロカーボン 

 （PFC） 
半導体製造 

６ 六ふっ化硫黄 

 （SF6） 
半導体製造、変電設備の電気絶縁ガスの使用 

３ 



 

（６） 温室効果ガス総排出量の算定方法 

温室効果ガス排出量の算定は次のとおり、温対法施行令第３条第１項に 

示される「活動の区分における排出係数一覧」に基づき、活動区分毎の「活 

動量」に「排出係数」を乗じて算定します。 

 

【活動の区分における排出係数一覧】 

活動項目（単位） 
排出係数 

(CO2) 
備考 

燃料 

灯油（ℓ） 2.49 

温対法施行令第3条（別表第一） 

排出係数 

A 重油（ℓ） 2.71 

LPG（kg） 3.00 

ガソリン（ℓ） 2.32 

軽油（ℓ） 2.58 

電力(kwh) 0.627 
電気事業者別排出係数 

(環境省 H28.12 告示) 

 

３  旧実行計画における取組み結果 

 

（１） 旧実行計画の概要 

計画期間  平成 25 年度から平成 29 年度（５年間） 

基準年度  平成 23 年度 

対象範囲  EMSにおいて適用範囲とする全ての部局が行う事務事業及 

び所管施設（指定管理施設を含む） 

削減目標  基準年度比で温室効果ガス（二酸化炭素）総排出量を５％ 

削減 

 

（２） 温室効果ガスの総排出量の状況 

旧実行計画における計画期間中の事務事業に伴う温室効果ガスの総排出

量（二酸化炭素）は下記のとおりです。計画最終年の平成 28 年度では基

準年である平成 23 年度と比較し、△615ｔ-CO2 減少しましたが、目標値

である 2,63ｔ-CO2 にはあと 467ｔ-CO2 及びませんでした。 

 

 

 

４ 



 

【温室効果ガス総排出量各年度実績推移】 

 

 

なお、平成 28 年度の実績を下表のとおり「活動の区分別」で示した場合、

目標とする△5％削減を達成できている項目は「灯油」「A 重油」「LPG」「ガ

ソリン」の４つでしたが、全体では△2.8％と及びませんでした。電力の使用

に伴う温室効果ガス排出量の増が要因と考えられます。 

 

【活動の区分別温室効果ガス排出量】 

 

 

【基準】

H23 H24 H25 H26 H27 H28

温室効果
ガス排出量
( ｔ-CO2)

21,645
△5％

22,497 21,728 20,678 23,158 21,030

852 83 △ 967 1,513 △ 615

3.9 0.4 △ 4.5 7.0 △ 2.8

【実績】
年度

H23比→

削減率（％）

20,563

H29

【目標】

平成23年度
【前回基準】

平成29年度
【前回目標】

CO2排出量
（kg-CO2）

CO2排出量
（kg-CO2）

使用量
CO2排出量
（kg-CO2）

増減
（kg-CO2）

増減率
(％)

灯油（ℓ） 1,283,428 1,219,257 280,218.7 697,745 -585,683 △ 45.6

A重油（ℓ） 4,375,322 4,156,556 1,519,290.0 4,117,276 -258,046 △ 5.9

LPG（kg） 1,034,562 982,834 290,913.3 872,740 -161,822 △ 15.6

ガソリン（ℓ） 140,014 133,014 43,004.8 99,771 -40,243 △ 28.7

軽油（ℓ） 114,082 108,378 52,799.8 136,223 22,141 19.4

14,698,031 13,963,129 24,092,542.1 15,106,024 407,993 2.8

21,645,439 20,563,168 -615,660
(21,645 t-CO2) (20,563 t-CO2) (615 t-CO2)

燃料

電力(kwh)

平成28年度
【実績】

活動項目（単位）
平成23年度比

△ 2.8(21,030 t-CO2)
計

21,029,779

【目標値】
20,563 

(H23比 
△5％) 

(t-CO2) 

５ 



 

４ 本実行計画の目標 

 

（１）  温室効果ガス総排出量の削減目標 

    本実行計画では、旧実行計画での目標の達成状況を踏まえ、計画期間

の最終年度である平成 34 年度において、平成 29 年度比で５％削減する

こととし、事務事業から排出する温室効果ガスの総排出量を以下のとお

り定めます。 

 

【温室効果ガス総排出量削減目標】 

 

 

５ 目標達成のための具体的取組み 

 

   目標達成のための具体的取組みはＥＭＳ手順書の「エコオフィスに関す

る運用手順書」により実施します。 

 

（１） 水の使用量削減に関する取組み 

ア 必須項目 

・流し放しはせず、水栓をしっかり閉める。 

・洗面器を利用し食器等を洗う。 

・流水によりお茶等を冷やす場合は、流量を最小限にする。 

イ 努力目標 

・公用車の洗車 

   流し放しはしない 

   バケツ等を利用し洗車をする 

   ホースによる水掛け洗車はしない 

・節水タイプの水栓に切り替える 

・水栓に節水コマ等を取り付ける 

 

（２） 電気の使用量削減に関する取組み 

   ① 照明器具の使用 

平成28年度
【基準年度】

削減率５％
（削減量）

平成34年度
【目標年度】

温室効果
ガス排出量
( ｔ-CO2)

21,030 1,051 19,979

６ 



 

    ア 必須項目 

     ・通常時の消灯 

        会議室や談話室等常に使用しない所の照明は、使用時以外は

必ず消灯する。 

     ・退庁時の消灯 

        終業時以降は、関係箇所を消灯する。 

        最後の退庁者は必ず照明を切る。 

        宿当直者は、巡視の際、不要な照明を切る。 

     ・残業時の消灯 

        時間外勤務の照明は、必要最小限に努める。 

        電気スタンドがあるところは電気スタンドを利用する。 

        時間外勤務時は、無駄な照明を省くため、場所を移動するな

どまとまって行なう。 

        勤務時間外に外出する場合は、消灯し出掛ける。 

    イ 努力項目 

     ・省エネ型機器の導入 

        環境配慮型商品リストにある機器を購入する。 

        既存の照明器具へ省電力・高効率照明器具等の取付けを随時

行なう。         

② ＯＡ機器の使用 

 ア 必須項目 

  ・本体付属のパワーセーブ機能の活用 

  ・就業中コンピューター及びプリンター（周辺機器含む）を３０分

以上使用しないときは、主電源を切る。 

  ・昼休み及び退庁時における未使用コンピューター及びプリンター

（周辺機器含む）の電源を切る。 

     各課共通のＯＡ機器の電源は、各課職員が切る。 

     庁共用のＯＡ機器（コピー機器除く）の電源は、所管課の管

理者が 17 時 30 分に切る。 

  ・コピー機の勤務時間外の使用を自粛する。 

     コピー機は、所管課の管理者が 17 時 30 分に主電源を切る。 

     時間外に利用する場合は、当該時間外利用者が責任をもって

主電源を切る。 

 イ 努力項目 

  ・省エネ型機器の導入 

     「国際エネルギースターロゴ」のついた機器を導入する。 

③ 空調設備（エアコン、空気清浄機など） 

 ア 必須項目 

  ・使用しない空間の冷暖房機は運行をしない。 

７ 



 

     電源切替や冷暖風力の調整をまめに行なう。 

  ・ボイラー運転時（11 月 20 日～３月 31 日）には、エアコンによる

暖房は原則使用しない。 

  ・温度管理の徹底 

     各課において、冷房時は 28℃を下回らないように、暖房時に

は 20℃を上回らないように空調機を運転する。 

     ボイラーによる温度管理は、総務課（市民サービスセンター）

で行なう。 

  ・ブラインドやカーテンなどにより、空調の効率化を図る。 

  ・空調機のフィルターを定期的に清掃する。 

     定期清掃は総務課（地域調整課）が行なうが、必要に応じ各

課にて清掃を行なう。 

イ 努力項目 

 ・衣服等による対応 

    夏季（天候に応じて、実施期間を決定）は、ノーネクタイを

推奨する。 

④ テレビ、冷蔵庫、その他の家電製品等 

  ・緑色の「省エネ性マーク」のついた機器を導入する。 

   （緑色のものは省エネ基準達成率が 100％を越えているもので、省

エネ効果が高い。） 

 

（３） コピー用紙購入量の削減に関する取組み 

ア 必須項目 

・裏面利用の徹底 

       コピー用紙は、両面使用を原則とする。 

       コンピューター及びプリンター又はコピー機は、初期設定状

態を両面印刷にする。 

       ミスコピー等により裏面が利用できるものについては、分別

ボックスの裏面利用可能棚に入れる。この際、裏面には×印を

付ける。ただし、個人情報や機密文書的なものにあっては、リ

サイクルする。 

       裏面利用が可能なコピー用紙は、内部資料やメモ書き用とし

て利用するよう努める。 

・コピー用紙、メモ用紙のリサイクル推進 

   各課は、発生した両面使用済みの用紙を、各課の分別ボック

スに分別し、定期的にエコスペースへ持ち込む。 

   コピー機の横にある分別ボックスは、企画政策課がエコスペ

ースへ持ち込む。 

   エコスペースに持ち込まれたコピー用紙は、総務課がリサイ

８ 



 

クル業者に引き渡す。 

   メモ用紙は、リサイクルする。 

・コピー部数の適正化 

   余分なコピーはしない。 

   予備用としての資料の作成を抑える。 

    例（職員共通資料は、課に１部配布。パワーエッグの活用。） 

・ミスコピーをしない 

   設定間違いがないよう、印刷を行なう。 

   大量のコピーを行なうときは、試しコピーを利用し、設定が

正しいことを確認したうえで大量コピーを開始する。 

・会議資料の削減 

   会議資料は、必要最小限とし両面印刷で作成する。 

   会議資料で縮小可能なものは、縮小印刷する。 

   プロジェクターの活用。 

イ 管理項目 

・コピー用紙の購入量の削減 

   財政課は、目標に定めた削減計画を考慮し、コピー用紙を発

注購入する。 

 

（４） ごみの削減及び資源回収に関する取組み 

ア 必須項目 

・分別の徹底及びリサイクルの推進 

       分別を徹底し、資源回収できるものはリサイクルする。 

       業者が回収しリサイクルや廃棄を行なうもの（例えばコピー

機やプリンターのトナーカートリッジなど）については、確実

に業者に引き渡す。 

・コピー用紙のゴミとしての排出禁止 

   コピー用紙については、原則的にゴミとして排出しない 

・物品の再利用の検討 

   不要と思われる物品については、他の場所で利用できないか、

他に利用する方法がないか等について検討するなど、再利用化

に努める。 

・不要な資料を受け取らない 

   不要な資料やカタログ、虚礼用名刺等は受け取らない。 

・印刷物の適正部数の徹底 

   印刷物は、適正な部数を印刷する。 

   予備用印刷物の数は、極力最小に留める。 

 

（５） ガソリン・軽油使用量の削減に関する取組み 
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ア 必須項目 

・長時間のアイドリング禁止 

       信号待ちや渋滞以外、１分以上のアイドリングはしない。 

・経済速度運転の励行や空ぶかし等の禁止 

   経済速度による運転 

   急発進、急加速、空ぶかしはしない。 

・トランクの中を整理し、不要なものは積まない。 

・室内エアコンの適正温度維持 

   車内が冷えすぎや暖めすぎにならないようこまめにエアコン

を調整し、適正温度の維持に努める。 

イ 努力項目 

・低燃費低公害車への漸次切替 

  一般公用車を買い換えるときは、公用車の台数増加につなが

らないよう見直しを行なうとともに、低燃費公害車の導入に努

める。 

 

（６） Ａ重油の使用量削減に関する取組み 

ア 必須項目 

・使用しない空間の暖房用吹き出し口は送風を止める。 

・暖房中は出入口のドアを閉める。 

    イ 管理項目 

・運用期間 

   暖房用ボイラーの運用は、毎年 11 月 20 日から翌年３月 31 日

までの期間で、運転時間は７時 50 分から 1７時 15 分までとす

る。 

・適正温度での運用管理 

   エアコンによる暖房は、ボイラー運転時には原則使用しない。

ボイラー運転時以外に使用する場合は、室内温度を 20℃以下にする。 

 

（７） 環境物品の調達（グリーン購入）に関する取組み 

① 基本方針 

       ・事前に調達の必要性と適正量を十分検討し、調達総量をできるだ

け抑制すること。 

・物品等の選択に当たっては、価格や品質などに加え、環境保全の

観点を十分考慮するものとし、資源採取から製造、流通、使用、廃

棄に至る物品等のライフサイクル全体を通じて発生する環境負荷が

相対的に小さいものの調達に努めるもの。 

・調達した物品等については、長期使用、適正使用、廃棄時の分別

等に留意し、環境への負荷が着実に低減するよう努めること。 
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  ② 特定調達品目 

  重点的に調達する環境物品等の種類、判断基準、調達目標及び物

品等の選択方法等は、ＥＭＳ手順書の別添「品目一覧」のとおりと

する。 

③ 調達手段 

 ア 特定調達品目 

     具体的な商品の選択に当たっては、ＥＭＳ手順書の別添「品目一

覧」の「商品の選択方法等」欄を参照すること。 

 イ その他の品目 

    特定調達品目以外の物品等を調達する際にあっても、可能な限り、

国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に掲げる特定調

達品目の判断基準を満たす商品や「エコマーク」「グリーンマーク」

「国際エネルギースターロゴ」「省エネ性マーク」など第三者機関が

認定する商品を選択するよう努めること。 

 

④  各課独自目標に係る取組み 

各課の事務事業に係る環境負荷の低減に資するため、各課が独自に目標

を設定し、取組む。 

 

６ 推進と点検・評価 

 

（１） 推進・点検体制 

既に構築されているＥＭＳ推進体制により本計画を推進していきます。 

  

（２）  実施状況の点検方法 

実施及び運用の具体的方法については、ＥＭＳ手順書の「エコオフィス

に関する監視測定手順書」に従います。 

温暖化効果ガスの排出量については年１回集計し、計画期間中におけ

る削減状況を点検したうえで、新たな削減目標の見直しを行います。 

 

（３）  実施状況の公表 

    実行計画の内容及び実施状況を市の HP において公表します。 
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