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1．背景 

（1）地球温暖化問題に関する国内外の動向 

地球温暖化は自然生態系や生活環境、農業等への影響を与えることが懸念されている世界的な

問題で、既に世界各地では地球温暖化による様々な影響が現れ始めています。2016 年には温室

効果ガスの世界平均濃度が観測史上最も高い数値に達したことも発表されており、地球規模の深

刻な被害をもたらす前に国際社会全体で地球温暖化への迅速な対策が必要とされています。 

国際的な取組としては、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）で採択されたパリ協定が 2016 年 11 月 4 日に発効しました。パリ協定は、産業革

命前からの世界の平均気温上昇を 2 度未満に抑えること等を目標としており、全ての国に削減目

標・行動の提出・更新が義務付けられています。 

我が国においては、2015 年に日本の約束草案を決定し、2030 年度の温室効果ガス削減目標を

2013 年度比 26％減とすることを定めています。また、パリ協定や日本の約束草案の決定等を踏

まえ、2016 年 5 月に「地球温暖化対策計画」が策定され、地方自治体においては率先的な取組

を行うことにより、地域の事業者・住民の模範となることが求められています。 

 

（2）事務事業編の基本方針 

 本計画は、関市環境基本計画の施策の方針のひとつである「地球環境の保全の推進」に掲げて

いる基本的施策「地球温暖化対策の推進」も担う計画であり、市における地球温暖化対策の強化

と普及を図ります。 

 

 

2．基本的事項 

（1）事務事業編の目的 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という。）第 21 

条第 1 項に基づき、国の地球温暖化対策計画に即して、関市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として策定する

ものです。本計画に基づいて温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行

うことにより、市民や市内事業者の取組を促し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としま

す。 

 

（2）事務事業編の対象とする範囲 

本計画の対象範囲は、庁舎等におけるエネルギー消費のみならず、地方自治法に定められた全

ての行政事務を対象とします。 

外部への委託、指定管理者制度等により実施する事業等についても、受託者等に対して、可能

な限り温室効果ガスの排出の削減等の取組（措置）を講ずるよう要請します。 

なお、公営住宅等は個人の生活に伴う部分は対象外とし、共用部分を対象とします。 



 

（3）対象とする温室効果ガスの種類 

事務事業編の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第 2 条第 3 項に掲載されてい

る以下の 7 種類のガスですが、このうち、事務事業編で「温室効果ガス総排出量」の算定対象と

する温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項に基づき、①から⑥までの 6 種

類のガスとなっています。 

本計画では、①から④までの 4 種類を対象とし、⑤から⑦までの 3 種類は、排出量がない、ま

たは微量であり、把握が極めて困難なため対象外とします。 

種類 主な発生源 地球温暖化係数 

① 二酸化炭素（CO2） 電気の使用、燃料の使用 1    

② メタン（CH4） 自動車の走行 25    

③ 一酸化二窒素（N2O） 自動車の走行 298    

④ ハイドロフルオロカーボン（HFC） カーエアコンの使用 1,430 ※1 

⑤ パーフルオロカーボン（PFC） － 7,390～17,340 

⑥ 六ふっ化硫黄（SF6） － 22,800    

⑦ 三ふっ化窒素（NF3） － 17,200    

※1：HFC-134a の地球温暖化係数。 

 

（4）事務事業編の計画期間、見直し予定時期 

計画期間：2017 年度から 2030 年度までの 14 年間とします。 

見直し予定時期：計画期間の中間に当たる 2023 年度に見直しを予定します。 

 

（5）上位計画や関連計画との位置付け 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団体実行計画の事務事業編

として策定します。「関市環境基本計画」をはじめとする関連計画や、関連法との整合性を図りつ

つ、温室効果ガスの削減に向けた環境施策の推進を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．「温室効果ガス総排出量」の状況 

地球温暖化対策の 
推進に関する法律 地球温暖化対策計画 

岐阜県地球温暖化対策実行計画 

関市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

(連携) (即して策定) 

(策定根拠) 

関市 

関市総合計画 
上位 

計画 

関市環境基本計画 
上位 

計画 

(位置付け) 

(位置付け) 

関市公共施設等総合管理計画 
関市一般廃棄物処理基本計画 
関市水道ビジョン 
関市下水道事業計画 
関市森林整備計画    等 

関連 

計画 

(位置付け) 

(整合・連携) 



 

（1）「温室効果ガス総排出量」の算定範囲及び算定方法 

 算定範囲：市が実施する全ての事務事業、組織及び施設（出先機関を含む）。 

※指定管理者制度等により外部委託を実施している事務事業は除きますが、常時

正職員が勤務する施設は含まれます。 

 算定方法：温室効果ガス総排出量（t-CO2） 

＝ 二酸化炭素の排出量（t-CO2）× 地球温暖化係数（1） 

       ＋ メタンの排出量（t-CH4）× 地球温暖化係数（25） 

       ＋ 一酸化二窒素の排出量（t-N2O）× 地球温暖化係数（298） 

       ＋ ハイドロフルオロカーボンの排出量（t-HFC）× 地球温暖化係数（1,430） 

 

二酸化炭素（CO2） 

【電気】 

◆他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量（t-CO2） 

   ＝ 電気使用量（kWh）× 二酸化炭素排出係数（kg-CO2/kWh）÷ 1,000 

   ※排出係数については、毎年度、環境省ホームページで公表されている「電気事業者別排

出係数（政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用）」を参照。 

 【燃料】 

  ◆燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出量（t-CO2） 

   ＝ 使用量（L、kg、㎥）× 単位発熱量（MJ/L、MJ/kg、MJ/㎥）× 炭素排出係数（kg-C/MJ） 

× 44/12（kg-CO2/kg-C）÷ 1,000 

 

《各種燃料の単位発熱量と炭素排出係数》 

種類 単位 
単位発熱量 
(MJ/L､MJ/kg､

MJ/㎥) 

炭素排出係数 
(kg-C/MJ) 

（参考） 
単位発熱量×炭素排出係数×44/12 
(kg-CO2/L､kg-CO2/kg､kg-CO2/㎥) 

ガソリン L 34.6 0.0183 2.32 

灯油 L 36.7 0.0185 2.49 

軽油 L 37.7 0.0187 2.58 

A 重油 L 39.1 0.0189 2.71 

液化石油ガス(LPG) ※1 kg 50.8 0.0161 3.00 

出典：地球温暖化対策推進法施行令別表第一を基に作成。 

※1：LPG について、体積（㎥）から重量（kg）への換算は、「総合エネルギー統計」（経済産業

省資源エネルギー庁）に記載された LPG の混合比率（プロパン：ブタン＝7：3）とみなし

て、以下の式により計算します。 

   LPG 重量（kg）＝ 1,000/458（kg/㎥）× LPG 体積（㎥） 

 

メタン（CH4） 

  ◆自動車の走行に伴うメタンの排出量（t-CH4） 



 

   ＝ 走行距離（km）× メタン排出係数（kg-CH4/km）÷ 1,000 

 

一酸化二窒素（N2O） 

  ◆自動車の走行に伴う一酸化二窒素の排出量（t-N2O） 

   ＝ 走行距離（km）× 一酸化二窒素排出係数（kg-N2O/km）÷ 1,000 

 

《自動車の走行に伴うメタン及び一酸化二窒素の排出係数》 

自動車の種類 
排出係数 

（kg-CH4/km） 

排出係数 

（kg-N2O/km） 

ガ
ソ
リ
ン 

普通・小型乗用車（定員 10 名以下） 0.000010 0.000029 

普通・小型乗用車（定員 11 名以上） 0.000035 0.000041 

軽乗用車 0.000010 0.000022 

普通貨物車 0.000035 0.000039 

小型貨物車 0.000015 0.000026 

軽貨物車 0.000011 0.000022 

普通・小型・軽特種用途車 0.000035 0.000035 

軽
油 

普通・小型乗用車（定員 10 名以下） 0.000002 0.000007 

普通・小型乗用車（定員 11 名以上） 0.000017 0.000025 

普通貨物車 0.000015 0.000014 

小型貨物車 0.0000076 0.000009 

普通・小型特種用途車 0.000013 0.000025 

出典：地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項第 2 号ニ及び第 3 号ホを基に作成。 

表注 1）本表中の「自動車の種類」に示した名称は、地球温暖化対策推進法施行令に示された自

動車の種類の名称を平易に表現したものです。 

表注 2）本表中の普通・小型乗用車、軽乗用車は、道路運送車両法（昭和 26 年法律 185 号）第

3 条では、それぞれ普通自動車、小型自動車、軽自動車に対応しています。また、同法

の「特殊自動車」は、ショベル・ローダ、フォークリフト、農耕トラクタ等を指してお

り、本表中の「特種用途車」とは異なります。 

 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

  ◆カーエアコンの使用に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量（t-HFC） 

   ＝ カーエアコンの使用台数（台） 

× ハイドロフルオロカーボン排出係数（0.01 kg-HFC/台・年） 

× 総排出量算定期間の 1 年間に対する比率（1） ÷ 1,000 

  



 

（2）「温室効果ガス総排出量」の内訳 

種類 
2016 
消費量 

2016 
排出量 

(t-CO2) 

構成率 
（％） 

二酸化炭素（CO2）  (21,971.06) (99.90) 

 

電気 35,531 千 kWh 17,257.95 78.47 

ガソリン 119,028L 276.34 1.26 

灯油 676kL 1,682.89 7.65 

軽油 175,316L 453.19 2.06 

A 重油 672kL 1,820.87 8.28 

液化石油ガス 160t 479.82 2.18 

メタン（CH4） 

（走行距離） 

38.5kg-CH4 

(2,332,861km) 
0.96 0.00 

一酸化二窒素（N2O） 

（走行距離） 

61.1kg-N2O 

(2,332,861km) 
18.21 0.08 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

（公用車台数） 

2.33kg-HFC 

(233 台) 
3.33 0.02 

合計  21,993.56 100.00 

 

（3）「温室効果ガス総排出量」の分析結果 

 2016 年度の温室効果ガス排出状況を見ると、電気の使用による CO2 の排出が最も多く、全体

の 78.47％を占めています。次いで A 重油の使用による CO2 の排出が多く、8.28％を占めてい

ます。 

 また、ガスの種類別では、CO2

の排出量が最も多く、全体の

99.90％を占めています。反対

に、N2O は 0.08％、HFC は

0.02％で、全体に占める割合は

極めて小さく、CH4 については、

0.01％にも満たないほどとなっ

ています。 

  



 

4．「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標 

（1）目標設定の考え方 

 国の地球温暖化対策計画第 2 章第 3 節「温室効果ガス別その他の区分ごとの目標」を参考に目

標を設定することとします。 

種類 2030 年度目標削減率（2016 年度比） 

① 二酸化炭素（CO2） 公共施設等：32.9％、公用車：23.0％ ※1 

② メタン（CH4） 0％ ※2 

③ 一酸化二窒素（N2O） 0％ ※2 

④ ハイドロフルオロカーボン（HFC） 0％ ※2 

※1：二酸化炭素（CO2）の削減率は、地球温暖化対策計画に記載されている「エネルギー起源二

酸化炭素の各部門の排出量の目安」のうち、公共施設等は「業務その他部門」、公用車は「運

輸部門」の「2030 年度の各部門の排出量の目安」と「2013 年度実績」を参考に再計算し

ています。 

※2：自動車の走行によるメタン（CH4）と一酸化二窒素（N2O）の排出量及びカーエアコンの使

用によるハイドロフルオロカーボン（HFC）の排出量が「温室効果ガス総排出量」に占める

割合が軽微であるため、削減率の目標は０％とします。 

 

（2）基準年度 

 本計画策定前の最新の実績値がある 2016 年度を基準年度とします。 

 

（3）数量的な目標 

種類 

基準年度 

2016 

消費量 

基準年度 

2016 

排出量 

(t-CO2) 

中間目標 

2023 

排出量 

(t-CO2) 

削減率 

（％） 

最終目標 

2030 

排出量 

(t-CO2) 

削減率 

（％） 

二酸化炭素  (21,971.06) (18,380) (16.3) (14,813) (32.6) 

 

電気 35,531 千 kWh 17,257.95 14,410 16.5 11,580 32.9 

ガソリン 119,028L 276.34 244 11.7 212 23.3 

灯油 676kL 1,682.89 1,405 16.5 1,129 32.9 

軽油 175,316L 453.19 401 11.5 349 23.0 

A 重油 672kL 1,820.87 1,520 16.5 1,221 32.9 

液化石油ガス 160t 479.82 400 16.6 322 32.9 

メタン 

（走行距離） 

38.5kg-CH4 

(2,332,861km) 
0.96 0.96 0 0.96 0 

一酸化二窒素 

（走行距離） 

61.1kg-N2O 

(2,332,861km) 
18.21 18.21 0 18.21 0 

ハイドロフルオロカーボン 

（公用車台数） 

2.33kg-HFC 

(233 台) 
3.33 3.33 0 3.33 0 

合計  21,993.56 18,402.50 16.3 14835.50 32.5 



 

5．目標達成に向けた取組（関市環境マネジメントシステム） 

（1）目標達成に向けた取組の基本方針 

・温室効果ガスの発生に直接的に関連するエネルギー使用量については、環境配慮行動を推進

することにより削減を図ります。 

・温室効果ガスの発生に間接的に関連する可燃性廃棄物については、減量と資源物の回収量の

増加を目指します。 

・グリーン購入調達方針に基づいた物品の調達を推奨し、施設・設備の建設・改修の際には、

高効率照明や高気密・高断熱素材の使用に配慮します。 

・エネルギー使用量の削減のために再生可能エネルギーの導入も推進し、温室効果ガス排出量

の削減を目指します。 

 

（2）目標達成に向けた取組 

職員の取組 

区分 取組項目 具体的取組内容 

空調 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・室内温度を夏は 28℃、冬は 20℃を目安として、扉・窓や空

調等を利用して適切な調整に努める。 

・使用していない部屋の個別空調を停止する。 

・ブラインド、カーテン等の適切な利用により空調効率を向上

させる。 

照明 電気使用量の削減 ・不要な照明を消灯する。（始業前、昼休み、残業時） 

・使用していない部屋の照明は消灯する。 

エレベーター 電気使用量の削減 ・階段を利用する。（3 階程度） 

電気機器 電気使用量の削減 ・パソコン・プリンター等 OA 機器の不使用時は電源を切る。 

・電気ポットは極力使用しない。（使用時は保温設定 90℃以下） 

・暖房便座の蓋を閉める。 

給湯 燃料使用量の削減 ・必要最低限の給湯器利用。 

公用車 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

走行距離の抑制 

・停車時はエンジンを停止する。 

・エコドライブの徹底。（急発進、急加速、急停止等の抑制） 

・自動車の使用回数の抑制。（徒歩移動、相乗り等） 

・カーエアコンの適切な使用。（不要時は付けない） 

紙使用量の削減 ・必要以上に個人資料を持たず、資料を共有化する。 

・裏面用紙の活用徹底。 

・会議資料、内部文書等のコピー用紙使用量の削減。（両面印

刷、電子メールの活用等） 

・コピー機使用後は必ずリセットし、ミスコピーを防ぐ。 

水使用量の削減 ・トイレでの二度流しの防止。 

・水の流しっ放しの防止。 



 

廃棄物排出量の削減 ・分別ボックス等による分別徹底と資源化。 

・使い捨て製品（紙コップ、弁当容器等）の使用や購入を削減

し、会議やイベント時等のごみ減量に努める。 

・不要なダイレクトメール・資料の受取を断る。 

・使用済み封筒の庁内メール便等での再利用。 

 

職場の取組 

区分 取組項目 具体的取組内容 

照明 電気使用量の削減 ・不要な照明を間引きする。 

電気機器 電気使用量の削減 ・コピー機を 1~5 分程度で節電モードになるように設定する。 

公用車 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

走行距離の抑制 

・低燃費・低排出ガス車を導入する。（ハイブリッド車やアイド

リングストップ機能付き自動車等） 

働き方 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・ノー残業デーの徹底。（毎週水曜日） 

紙使用量の削減 ・必要最小限の部数印刷及び発注をする。 

・メールや参考資料等の印刷を削減する。（画面確認、課内での

回覧等） 

・用紙類の購入量をチェックし、使用量を削減する。 

廃棄物排出量の削減 ・各課等に配置するごみ箱を必要最小限にし、個人用ごみ箱を

設置しない。 

・不要な備品の情報提供により、他部署での再使用を図る。 

・裏紙用紙、封筒回収ボックスを設置する。 

 

 設備・機器の運用改善 

区分 取組項目 具体的取組内容 

空調 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・エアコンフィルター等の定期的な清掃や管理を行う。 

・余冷、余熱により、エアコン等の運転時間を短縮する。 

・冷暖房設備の維持管理を徹底する。 

・ボイラー等エネルギー供給施設の適切な運転、維持管理。 

照明 電気使用量の削減 ・支障のない範囲で廊下や階段等の共用部の照明を減灯する。 

電気機器 電気使用量の削減 ・暖房便座を節電モードに設定する。 

公用車 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・タイヤの溝、空気圧等の定期的な点検、整備を行う。 

水使用量の削減 ・配管等の水漏れ点検を実施する。 

 



 

 施設・設備の省エネ化 

区分 取組項目 具体的取組内容 

全般 ・太陽光発電システム等の再生可能エネルギーを活用する。 

・施設の新設において、省エネ化を検討する。 

・環境に配慮したエネルギーの選択を図る。 

空調 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・複層ガラスや建物の断熱型構造の強化を図る。 

照明 電気使用量の削減 ・LED 照明機器を導入する。 

電気機器 電気使用量の削減 ・節電型 OA 機器を導入する。 

給湯 燃料使用量の削減 ・高効率給湯機器を導入する。 

公用車 電気使用量の削減 

燃料使用量の削減 

・車両更新時に次世代自動車（プラグインハイブリッド車、電

気自動車、燃料電池自動車）の導入を検討する。 

水使用量の削減 ・雨水利用設備により、雨水をトイレや散水等へ活用する。 

 

 

6．事務事業編の進捗管理の仕組み 

（1）推進・点検・評価・見直し・公表の体制及び手続 

計画の推進体制は、PDCA サイクルにより環境課が事務局となり、各課等の環境活動責任者（各

課長等（職場の長））及び環境活動推進員（職場代表職員）により、各職場での温暖化防止への取

組がなされているかを把握するとともに、点検を行っていきます。（様式 1,2,3,4） 

環境活動責任者は、実行計画の進捗状況のチェックを行い、点検結果及び温室効果ガス排出量

算定のための使用量を事務局に報告します。事務局は、実行計画の推進状況の点検および、庁内

における温室効果ガスの総排出量をチェックし、有効な削減方策を見直し、検討します。 

PLAN 

計画策定、取組項目の作成（事務局） 
➡ 

DO 

計画実施、取組項目の実践（各職員） 

➡
 

 

➡
 

ACTION 

取組項目の追加・見直し（事務局） 

➡

 

CHECK 

点検表の作成・提出、排出量の算定 
（環境活動責任者、環境活動推進員） 

 

また、職員の地球環境保全への意識高揚を図るため、地球温暖化に関する取組や工夫等の情報

提供に努めます。 

温室効果ガスの排出量や取組状況等の公表については、市ホームページで行います。行政の取

組を公表することで、市民や市内事業者に対して環境保全に向けた取組を促していきます 


