
 

0 

 

 

 

大垣市第３次 

地球温暖化対策実行計画 
【事務事業編】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月 

 

大 垣 市 
 

 

 

 



 

1 

 

目       次 

 

 

第１章 実行計画の基本的事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 第１節 背景  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 第２節 目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 第３節 国内における温室効果ガス排出量の現状及び国の対応 ・・ ２ 

 第４節 計画の位置づけ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 第５節 計画の基準年度と期間  ・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 第６節 計画の範囲  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  

第２章 事務事業から排出される温室効果ガスの現状  ・・・・・・ ５ 

 第１節 旧計画における温室効果ガス排出量及び削減率  ・・・・ ５ 

 第２節 基準年度における温室効果ガスの総排出量  ・・・・・・ ９ 

第３節 排出原因別の温室効果ガス排出量  ・・・・・・・・・・ ９ 

第４節 施設別の温室効果ガス排出量  ・・・・・・・・・・・・ １０ 

  

第３章 目標値の設定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

  

第４章 温室効果ガスの排出削減のための取り組み  ・・・・・・・ １３ 

 第１節 取り組み概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 第２節 具体的な取り組み内容  ・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

  

第５章 計画の推進体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

  

別表１ 地球温暖化対策実行計画対象施設一覧表  

別表２ 実行計画期間における年度別削減量  

 

 

 



 

1 

 

第１章 実行計画の基本的事項 

 

第１節 背景 

地球温暖化問題は、予想される影響の大きさや深刻さから、人類の生存基盤に関わる最

も重要な環境問題の一つである。 

また、資源やエネルギーを効率よく利用する努力を行いながら、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を見直すことを迫るものであり、その意味で平成

９年（１９９７年）１２月１１日に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締結国会

議（ＣＯＰ３）による京都議定書の採択は転換点となるものである。 

その京都議定書が平成１７年（２００５年）２月に発効し、また、地球温暖化対策の推

進に関する法律（平成１０年法律第１１７号。以下「法」という。）に基づき、それまでの

地球温暖化対策推進大綱等を引き継ぐ、京都議定書目標達成計画（平成１７年４月）が定

められた。 

また、法第２０条の３に基づき、地方公共団体においては、地方公共団体自らが排出す

る温室効果ガスの抑制に向けて、実行計画を定めることとされているため、平成１８年４

月に大垣市地球温暖化対策実行計画を策定、さらに、平成２３年４月には第２次大垣市地

球温暖化対策実行計画【事務事業編】を策定し、環境保全に向けた行動を率先して実行し

てきたが、計画期間が平成２７年度で終了することから、更なる地球温暖化対策に向け本

計画を策定するものである。 

 

 

第２節 目的 

地球温暖化対策としては、環境基本計画推進事業及び環境管理の国際規格であるＩＳＯ

１４００１の要素を取り入れ、市独自の環境マネジメントシステムを構築し、運用してき

た。 

このことにより本計画は、市役所自らが事業者・消費者の立場から、物品の購入、建築

物の維持管理、公共事業の実施、その他の事務・事業の実施に際し、環境保全に向けた行

動を率先して実施し、環境負荷の低減を図るとともに、市民・事業者の行う地球温暖化防

止対策に配慮した自主的な取り組みを促進することを目的としている。 
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○地球温暖化対策の推進に関する法律 第２０条の３ 

都道府県及び市町村は、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。 

 

○地球温暖化に関する科学的知見 

地球温暖化問題は、人間活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス濃

度を増加させることにより、地球全体の地表及び大気の温度を追加的に上昇させ、自然の

生態系及び人類に深刻な影響を及ぼすものである。その予想される影響の大きさや深刻さ

から見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。 

 

「気候変動に関する政府間パネル・ＩＰＣＣ」の第５次評価報告書（２０１３年）で

は、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また１９５０年代以降、観測された変

化の多くは数十年前から数千年間にわたり前例のないものとし、大気と海洋は温暖化し、

雪氷の量は減少し、海面水位は上昇し、温室効果ガス濃度は増加していることが明らか

にされ、その原因について、人間の影響が明瞭であるとされている。 

将来予測において、１９００年に比べ、２１世紀末（２１００年）の世界平均気温につ

いて、最悪のシナリオでは２．６～４．８度上昇するとしており、予想される影響として、

海面上昇に伴う洪水や暴風雨による被害の増加、水不足の深刻化、種の絶滅リスクの増加、

感染症や栄養失調などによる社会的負担の増加等があるとしている。 

 

第３節 国内における温室効果ガス排出量の現状及び国の対応 

国内における温室効果ガス排出量は図１に示すとおりで、１９９０年と比べ、２００９年

に２．１％の削減となったが、産業の高度化や高齢化に伴う電気使用量の増加等に伴い、近

年増加傾向となっている。 

 

図 1 日本の温室効果ガス排出量 

 

（10.6%） 

※（ ）は 1990 年比増加率 

（8.9%） 

（6.0%） 

（2.0%） 

（－2.1%） 

（3.9%） 

（10.5%） 

（7.9%） 
（9.2%） 
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国内の地球温暖化対策に関する方針では、京都議定書第二約束期間（平成２５年から平成

３２年）には参加せず、国連気候変動枠組条約の下のカンクン合意に基づき、エネルギーミ

ックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを充分に考慮した裏付

けのある対策・施策や技術の積み上げにより、温室効果ガスの排出量を平成４２年度には平

成２５年度比で２６％を削減することを実現可能な削減目標として、平成２７年７月１７日

に国連気候変動枠組条約事務局に提出を行った。 

 その後、平成２７年１１月３０日から同年１２月１３日の期間で開催されたＣＯＰ２１に

おいて、パリ協定案に合意がなされ、日本を含む１９６か国・地域において各国の掲げた

削減目標に向け、地球温暖化対策への具体的な道筋が世界的に示された。 

このことに基づき、国では削減目標を達成することを目的とした地球温暖化対策計画や

先導的な対策を盛り込んだ政府実行計画を策定しているところである。 

 

上記の対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒

素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六

ふっ化硫黄（ＳＦ６）及び三ふっ化窒素（ＮＦ３）で、その発生源、主な対策は次の表のと

おりである。 

 

ガスの種類 人為的な発生源 主な対策 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

産業、民生、運輸部門などにおける燃

料の燃焼に伴うものが全体の９割程

度を占め、温暖化への影響が大きい。 

エネルギー利用効率の向上

やライフスタイルの見直し

など 

メタン 

（ＣＨ４） 

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門

から出るものが半数を占め、廃棄物の

埋立てからも２～３割を占める。 

埋立量の削減など 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

燃料の燃焼に伴うものや農業部門か

らの排出がそれぞれ３～４割を占め

る。 

高温燃焼、触媒の改良など 

ハイドロフルオロ 

カーボン（ＨＦＣ） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコ

ンや断熱発泡剤などに使用。 

回収、再利用、破壊の推進、

代替物質、技術への転換など 

パーフルオロカー 

ボン（ＰＦＣ） 

半導体等製造用や電子部品などの不

活性液体などとして使用。 

製造プロセスでの回収等や、

代替物質、技術への転換など 

六ふっ化硫黄 

（ＳＦ６） 

変電設備に封入される電気絶縁ガス

や半導体等製造用などとして使用。 

(絶縁ガス)機器点検時、廃棄

時の回収、再利用、破壊など 

(半導体)製造プロセスでの

回収等や代替物質、技術への

転換など 

三ふっ化窒素 

（ＮＦ３） 

半導体化学でエッチング液として使

用。 

現時点で排出量が算定され

ておらず、その対策は検討中 

※「主な対策」は、将来的な技術開発の結果見込まれるものを含む。 
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第４節 計画の位置づけ 

 本計画は、大垣市環境基本条例や大垣市環境基本計画に基づき、市役所の環境負荷低減

を図るための具体的な取り組み内容を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 計画の基準年度と期間 

本計画の基準年度は平成２６年度とし、平成２８年度から平成３２年度までの５年間を

計画期間とする。 

 

 

第６節 計画の範囲 

１．計画対象となる事務・事業 

 市が直接行う全ての事務・事業 

 

２．計画対象施設 

本計画の対象となる施設は、市職員等が常駐する施設及び指定管理者制度導入施設の 155

施設（別表１）とする。 

 

３．対象ガス 

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素を対象とする。 

なお、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒

素は、排出の実態把握が困難であるため、対象外とする。 

大垣市環境基本条例 

大垣市第五次総合計画 

大垣市環境基本計画 

 

エコ水都アクションプラン 
（大垣市環境行動計画） 

 

 

大垣市地球温暖化対策実行計画 

【事務事業編】 

 

大垣市地球温暖化対策実行計画 

【区域施策編】 
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第２章 事務事業から排出される温室効果ガスの現状 

 

本市の事務・事業に伴って排出される温室効果ガスは、１年間に使用した電気、ガス、

燃料、自動車の走行距離などのほか、市が収集・焼却している一般廃棄物の量や下水処理

量など、国のガイドラインに示されている算定項目ごとの活動量に各項目に係る排出係数

を乗じて算定する。 

本計画において、温室効果ガスの排出量等は二酸化炭素換算値で示す。 

 

第１節 旧計画における温室効果ガス排出量及び削減率 

 本市では、平成１８年４月に大垣市地球温暖化対策実行計画を策定し、その後、平成２

３年４月に第２次大垣市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】（以下、「旧計画」とする。）

を策定し、各公共施設への太陽光発電や地中熱ヒートポンプ、ＬＥＤ照明などの導入、ク

リーンセンターにおける廃棄物発電の発電量の拡大、空調設備の更新などの新エネルギー

や省エネルギー等の導入、省エネ活動による運用対策などの地球温暖化対策を行ってきた。

その旧計画の内容及び結果については、次に示すとおりである。 

 

 ⑴ 対象施設  １６１施設 

 ⑵ 対象ガス  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素 

 ⑶ 削減目標  平成２１年度（基準年度）比 

区  分 目標数値 

市 
独 
自 
分 

各 施 設 
（浄化センター・市民病院を除く） 

５.０％以上削減 

浄化センター 
（エネルギー起源の温室効果ガス） 

原単位１.０％以上削減 

市 民 病 院 原単位１.０％以上削減 

協 働 分 
（クリーンセンターでの一般廃棄物の焼却） 

（浄化センターでの下水処理） 
３.５％以上削減 

 

旧計画による温室効果ガスの排出量の推移は表１から表５、図２から図５に示すとおり

で、平成２１年度（基準年度）と比較すると、平成２６年度には各施設では３．６％の削

減、浄化センターでは原単位で４．３％の削減、市民病院では原単位で８．３％の削減、

協働分では６．６％の削減となった。 
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表１ 各施設の温室効果ガス排出量（エネルギー種別） 
（kg-CO2） 

エネルギーの種類 平成２１年度 
（基準年度） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

電気 10,603,311 10,502,725 11,029,235 10,927,780 10,612,217 

都市ガス 1,131,056 1,538,923 1,684,125 1,710,499 1,646,159 

液化石油ガス 

（ＬＰＧ） 
457,866 385,421 557,516 543,322 558,978 

ガソリン 259,886 320,007 226,855 253,650 254,778 

軽油 204,999 193,730 184,283 174,523 188,232 

Ａ重油 1,219,598 690,134 453,080 460,771 390,351 

灯油 1,267,438 1,006,676 977,562 875,616 945,552 

自動車の走行距離 9,902 11,319 10,448 10,008 10,573 

合     計 15,154,056 14,648,935 15,123,104 14,956,169 14,606,840 

※対象施設（１６１施設）の集計値 

※二酸化炭素排出係数は平成２１年度（旧計画の基準年）の値を使用 

※浄化センター、市民病院は除く 

 

図２ 各施設の温室効果ガス排出量の推移（エネルギー種別） 

  
※旧計画の対象施設（１６１施設）の集計値 

※二酸化炭素排出係数は平成２１年度（旧計画の基準年）の値を使用 
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表２ 浄化センターの温室効果ガス排出量（原単位） 
 

施設名 平成２１年度 
（基準年度） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

浄化センター 124.3 120.6 122.7 125.4 118.9 

※原単位について、浄化センターは下水処理量あたり（kg-CO2／千㎥）のエネルギー使用量としている 

※二酸化炭素排出係数は平成２１年度（旧計画の基準年）の値を使用 

 

図３ 浄化センターの温室効果ガス排出量の推移（原単位） 

  

 

表３ 市民病院の温室効果ガス排出量（原単位） 
 

施設名 平成２１年度 
（基準年度） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

市民病院 16.37 16.49 16.10 16.05 15.01 

※原単位について、市民病院は空調面積×空調時間あたり（kg-CO2／(㎡ h））のエネルギー使用量としている 

※二酸化炭素排出係数は平成２１年度（旧計画の基準年）の値を使用 

 

図４ 市民病院の温室効果ガス排出量の推移（原単位） 
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表４ 協働分の温室効果ガス排出量 
（kg-CO2） 

区  分 平成２１年度 
（基準年度） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

一般廃棄物焼却 39,374,347 38,706,637 38,914,924 38,871,767 36,577,239 

下水処理量 1,753,938 1,824,544 1,801,941 1,816,919 1,820,244  

合  計 41,128,285 40,531,181 40,716,865 40,688,686 38,397,483 

※協働分：クリーンセンターでの一般廃棄物焼却と浄化センターでの下水処理の合計 

※二酸化炭素排出係数は平成２１年度（旧計画の基準年）の値を使用 

 

図５ 協働分の温室効果ガス排出量の推移 

  

 

表５ 基準年度に対する温室効果ガス削減率               単位：％ 

区  分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 目標値（平成２７年度） 

市

独

自

分 

各施設 3.3 0.2 1.3 3.6 5.0 

浄化センター 3.0 1.3 -0.9 4.3 原単位 1.0 

市民病院 -0.7 1.6 2.0 8.3 原単位 1.0 

協働分 1.5 1.0 1.1 6.6 3.5 
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第２節 基準年度における温室効果ガスの総排出量 

当計画対象となる施設の平成２６年度における温室効果ガス排出量（二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素）は、表６、図６に示すとおりで、６７，２７６ｔ－ＣＯ２であった。

このうち、二酸化炭素が９７％を占めている。

 

表６ 温室効果ガス別二酸化炭素換算排出量     図６ 温室効果ガス別割合 

ガスの種類 
二酸化炭素換算排出量   

（ｔ-CO2） 
割合 

二酸化炭素 65,403  97% 

メタン 588  1% 

一酸化二窒素 1,285  2% 

計 67,276  100% 

※二酸化炭素排出係数は平成 26 年度の数値を使用 

 

第３節 排出原因別の温室効果ガス排出量 

当計画対象となる施設の平成２６年度における温室効果ガス排出原因別排出量をまとめ

たものを表７、表８、図７、図８に示す。表には市の直接的な消費による排出量（市独自

分）と一般廃棄物の焼却量や下水処理の量によるもの（協働分）に区分した。なお、プラ

スチック容器の回収に伴うリサイクルにより、一般廃棄物の焼却量からプラスチック製容

器包装収集による温室効果ガス削減量を減算するものとした。

表７ 排出原因別温室効果ガス排出量 表８ 排出原因別温室効果ガス排出量 

（市独自分） 単位：ｋｇ-CO2  （市独自分＋協働分） 単位：ｋｇ-CO2 

排出原因 温室効果ガス排出量 排出原因 温室効果ガス排出量 

電気（一般電気事業者） 22,293,888  市独自分 31,616,123  

都市ガス 2,692,843 協働分 35,660,245 

液化石油ガス（ＬＰＧ） 279,653  一般廃棄物焼却量 33,797,222 

ガソリン 253,286  下水処理量（終末処理場） 1,863,023  

軽油 192,489 市独自分＋協働分 67,276,368  

Ａ重油 4,946,693 ※二酸化炭素排出係数は平成 26 年度の数値を使用 

灯油 946,698 ※一般廃棄物焼却量 

自動車の走行 10,573  ＝その他廃プラスチック―プラスチック製容器包装収集量＋合成繊維 

小計(市独自分） 31,616,123  

うち市民病院＋浄化センター 16,467,574 
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図７ 排出原因別温室効果ガス       図８ 排出原因別温室効果ガス 

（市独自分）             （市独自分＋協働分） 

   

 

温室効果ガスの排出量は独自分で４７％、協働分で５３％であった。 

市独自分は３１，６１６ｔ－ＣＯ２で、このうち電気使用による温室効果ガスが７０％、

Ａ重油使用による温室効果ガスが約１６％で、この２つの排出源で全体の８６％を占めて

いることが明らかとなった。 

一方、協働分は３５，６６０ｔ－ＣＯ２で、このうち合成繊維とその他廃プラスチック

焼却による温室効果ガスが９５％を占めていた。 

 

第４節 施設別の温室効果ガス排出量 

 当計画の対象となる施設別の温室効果ガス排出量（市独自分）を図９に示す。 

温室効果ガス排出量（市独自分）の多いところでは、市民病院４１％、浄化センター 

１１％、北部水源地５％となっており、５２％が市民病院、浄化センターで半数以上を

占めている。 

図９ 施設別温室効果ガス排出量割合（上位５位） 
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第３章 目標値の設定 

市の事務・事業から排出される温室効果ガスは、電気使用量や車両燃料使用量など、市

が率先して行動することで削減が可能なもの（市独自分）と、クリーンセンターや浄化セ

ンターの処理過程から排出されるもののように、処理量で算出されるため、市独自では削

減が困難なもの（協働分）に区分できる。したがって、目標設定については次のように検

討を行った。 

市独自分・・温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その達成に向けて行動する。 

浄化センター、市民病院については、今後施設が増設され、また、エネル

ギー使用量が他と比べ著しく大きいため、引き続き原単位による削減目標

を設定する必要がある。 

協働分・・・市民、事業者に対してごみ分別の徹底、減量、節水などの指導や啓発を行

い、温室効果ガスの削減に向けて、市、市民、事業者とで取り組んでいく

必要がある。 

 

○目標数値（市独自分） 

  市の事務・事業（市独自分）については、各種の取り組み（次章参照）を実行するこ

とにより、排出される温室効果ガスを平成２６年度を基準に平成３２年度までに次のと

おり削減する。 

（１）市民病院・浄化センターを除く独自分について、温室効果ガスを５.０％以上削減

する。 

（２）浄化センターについては消化ガス発電のコージェネレーションから得られた熱量

を場内利用することと、省エネ法による削減を加味し原単位１.３％以上削減する。 

（３）市民病院については省エネ法に基づき原単位１.０％以上削減する。 

（４）施設の新設や増設による増加分については、プロジェクトチームを設置し、大垣

市グリーン購入基本方針（公共工事における環境配慮指針）に基づく新エネルギ

ー・省エネルギー設備の導入を考慮した工事設計など具体的な対策を講じ、削減に

努める。 

ただし、計画期間中における対象施設の拡大の状況を踏まえて、「実行計画期間

における年度別削減量（別表２）」に示す目標数値の見直しを必要に応じて行うも

のとする。 

対象項目 
対象ガス 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 

電気使用量 ○   

都市ガス使用量 ○   

ＬＰＧ使用量 ○   

燃料油使用量 

（ガソリン、軽油、A重油、灯油） 
○   

車両の走行距離  ○ ○ 
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○目標数値（協働分） 

市独自で削減が困難なもの（協働分）については、一般廃棄物処理基本計画に基づく

一般廃棄物の分別回収の徹底、プラスチック製容器包装の収集などリサイクルの推進等

によるごみ減量化を図り、また、下水道管渠の不明水の調査・修繕等により５．０％以

上削減する。 

  

対象項目 
対象ガス 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 

一般廃棄物（その他廃プラスチッ

ク＋合成繊維）の焼却 
○   

プラスチック製容器包装の収集 ○   

下水処理量  ○ ○ 

 

目標設定一覧 

区  分 
基準年度 

（平成２６年度） 

 
目標数値 

単位 

市 

独 

自 

分 

各 施 設 
（浄化センター・市民病院を除く） 

15,148,549 kg-CO2 5.０％以上削減 

浄化センター 
（エネルギー起源の温室効果ガス） 

109.4 kg-CO2/千㎥ 原単位１.３％以上削減 

市 民 病 院 16.05 kg-CO2/㎡ h 原単位１.０％以上削減 

協 働 分 
（クリーンセンターでの一般廃棄物の焼却） 

（浄化センターでの下水処理） 
35,660,245 kg-CO2 ５.0％以上削減 

※浄化センター原単位： 浄化センターエネルギー使用量（kg-CO2）/（下水処理量（千㎥）×消化ガス熱回収係数） 

※消化ガス熱回収係数： 
浄化センターエネルギー使用量（kg-CO2） 

浄化センターエネルギー使用量（kg-CO2）－消化ガス発電熱回収量（kg-CO2） 

※市 民 病 院 原 単 位： 市民病院エネルギー使用量（kg-CO2）/（空調面積（㎡）×空調時間（h）） 

※協 働 分： 一般廃棄物焼却量（kg-CO2）（その他廃プラスチック－プラスチック製容器包装収集量＋合成繊維）  

＋下水処理量（kg-CO2） 

 

 ○数値管理項目 

  水の使用や事務用紙の使用においても、その使用量の低減は地球温暖化対策に資する

ものであることから、数値管理項目として使用量の把握に努める。 

 

 



 

13 

 

第４章 温室効果ガスの排出削減のための取り組み 

 

第１節 取り組み概要 

今後、事務・業務量が増大する中、これまでの取り組みに加え、新たな対策等により温

室効果ガスの削減に努めることが重要である認識のもとに、取り組み項目として６項目を

設定し、１９の推進項目に取り組むこととする。 

 

取り組み項目 推進項目 

１ 施設等における省エネ活動 （１）電気使用量の削減 

（２）都市ガス使用量の削減 

（３）ＬＰＧ使用量の削減 

（４）Ａ重油使用量の削減 

（５）灯油使用量の削減 

（６）水使用量の削減 

（７）事務用紙等使用量の削減 

（８）緑化の推進 

２ 新エネルギー・省エネルギーの導入 （１）新エネルギー設備の導入 

（２）省エネルギー設備の導入 

３ 公用車燃料等削減の取り組み （１）公用車燃料使用量の削減 

（２）公用車走行距離の削減 

（３）次世代自動車への更新 

４ 環境負荷の少ない製品、工法の選択 （１）グリーン購入の推進 

５ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの 

取り組み 

（１）廃棄物の減量化及びリサイクルの推進 

（２）廃プラスチック排出量の削減 

（３）下水処理量の削減 

６ 職員意識向上 （１）研修会の参加 

（２）環境活動の参加 
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第２節 具体的な取り組み内容 

 

取り組み項目 具体的な進め方 

１ 施設等における省エネ

活動 

 

【考え方】 

電気の使用用途は、全ての事務・事業に大きく関わってお

り、特に、業務の電子化や施設の利用率の増加等に伴い電気

使用量は増加傾向にある。 

Ａ重油・ＬＰＧ・都市ガス・灯油・水使用量の削減は、電

気とともに日常の生活や業務の中で、資源の有効活用という

観点から重要な取り組みである。 

事務用紙等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

取り組みである。 

また、グリーンカーテンの設置や屋上緑化、壁面緑化など

の取り組みは、温室効果ガス削減に有効な方法として知られ

ている。 

 

【推進策】 

（１）電気使用量の削減 

① 昼休み、終業時には、室内の照明器具、ＯＡ機器等（常

時稼働を要するものは除く）、電気製品等の電源を切る

など、待機時消費電力の削減に努める。 

② 執務中、職場内の不必要な照明を消灯する。 

③ 緊急時を除き、ノー残業デーの取り組みを徹底する。 

④ 冷暖房の適正温度の徹底 

ア 室内の設定温度は、病院、福祉施設等を除き、原則と

して冷房２８℃、暖房１９℃とする。 

イ 適正な温度管理を推進するため、環境省が提唱する国

民運動「クールビズ」「ウォームビズ」を積極的に展開

する。 

ウ 事務室の保温効果を高めるため、夏季・冬季の退庁時

にはブラインドを下げる。 

 

（２）都市ガス使用量の削減 

（３）ＬＰＧ使用量の削減 

（４）Ａ重油使用量の削減 

（５）灯油使用量の削減 

① エネルギー供給設備で使用する燃料使用量の削減に向 

け、計画的な整備、運転管理を行う。 

② 冷暖房の適正温度の徹底（再掲） 
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（６）水使用量の削減 

① こまめな節水を行う。 

② 二次利用水の使用に努める。 

 

（７）事務用紙等使用量の削減 

① 印刷物をできる限り簡素化し印刷部数の適正化を図る。 

② 文書は、原則として両面印刷とする。 

③ 文書の下書き、校正、テスト印刷等を行う場合、片面印

刷済用紙（裏紙）を活用する。 

④ 文書類は、できる限りパソコンを使用して作成し、その

送付は、庁内情報システム（電子メール）を利用する。 

⑤ 各種報告書などの文書は、できる限りホームページで公

開することにより、作成部数の削減を図る。 

⑥ 使用済封筒の再使用を図る。 

 

（８）緑化の推進 

 各施設において、グリーンカーテンの設置や屋上緑化、壁

面緑化等の積極的な実施に努め、空調使用時間の低減を図る。 

 

２ 新エネルギー・省エネ

ルギーの導入 

【考え方】 

太陽光発電や消化ガス発電、地中熱利用などの新エネルギ

ー分野について、エネルギーの効率的活用や温室効果ガスの

削減に有効な取り組みとして注目されている。 

また、施設の改修時や新設時において省エネルギー機器を

導入することも温室効果ガス削減に有効な取り組みである。 

 

【推進策】 

（１）新エネルギー設備の導入 

クリーンなエネルギーである太陽光発電や消化ガス発電、

地中熱利用などの新エネルギーについて、補助制度を活用し

ながら率先して設置する。 

 

（２）省エネルギー設備の導入 

空調などの設備やクリーンセンターの焼却炉の長寿命化な

どの更新時や新設時において、エネルギー消費効率の良い設

備の導入に努める。 
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３ 公用車燃料等削減の取 

り組み 

【考え方】 

自動車の排気ガスは、地球温暖化や酸性雨、大気汚染など

を引き起こしている。環境に配慮したエコドライブを実践す

ることで、燃費が向上し、二酸化炭素排出量等が削減できる。 

また、自動車の更新時には、環境に配慮した自動車の購入

に努めることが重要である。 

一方、自転車の活用は、環境負荷低減や健康管理の観点か

ら重要な取り組みであり、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。 

 

【推進策】 

（１）公用車燃料使用量の削減 

（２）公用車走行距離の削減 

① 駐停車時にエンジンを停止するアイドリングストップ

を実施する。 

② 同じ方向に出向く時は、相乗りによる公用車の効率的利

用を図る。 

③ エコドライブを実施する。 

ア 急加速、急発進、急ブレーキをしない。 

イ 不要な荷物を積みっぱなしにしない。 

ウ タイヤの空気圧を毎月１回点検する。 

エ 回転計（タコメーター）が装着されている場合、 

約２，０００rpm（回転）を超えないように運転する。 

④ 公用車使用実態を精査し、台数の見直しを行い、その削

減を図る。 

⑤ 車両ごとの走行距離、燃費等を把握するなど、燃料使用

量の調査をきめ細かく行う。 

⑥ 短距離（１ｋｍ以内）の移動には、できる限り自転車を

利用する。 

例：本庁舎の場合、東へは国道２５８号線、西へは近鉄

西大垣駅、南へは新幹線、北へはＪＲ大垣駅までを

目安とする。 

 

（３）次世代自動車への更新 

 公用車等の更新時には、ハイブリッド車やプラグインハイ

ブリッド車などの環境負荷が低減される次世代自動車を選択

する。 
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４ 環境負荷の少ない製

品、工法の選択 

 

【考え方】 

持続可能な社会の実現に向けて、製品やサービスを購入す

る際に、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入

するグリーン購入の取り組みが重要である。幅広く情報を得

て、環境負荷の少ない製品等の購入に努める。 

また、公共工事においては、環境負荷の低減に資する工法

を採用することが重要である。 

 

【推進策】 

（１）グリーン購入の推進 

① 大垣市グリーン購入基本方針（公共工事における環境配

慮指針）に基づき、施設の新設や増設における新エネル

ギーや省エネルギー設備の導入、また、リサイクル資材

の使用など環境に配慮した工事設計を行う。 

② 大垣市グリーン購入基本方針（グリーン購入調達指針）

に基づき、環境に配慮した物品購入を行う。 

 

５ 廃棄物の発生抑制及び 

リサイクルの取り組み 

【考え方】 

廃棄物の減量化は、廃棄物の処理に伴い発生する温室効果

ガスの削減につながります。このためには、廃棄物の発生抑

制（リデュース）、断る（リフューズ）、再利用（リユース）、

再生利用（リサイクル）の４Ｒの取り組みが重要となる。 

 

【推進策】 

（１）廃棄物の減量化及びリサイクルの推進 

① 分別回収ボックスを「可燃物、不燃物、リサイクル用紙、

ビン、缶、ペットボトル」ごとに設置し、ごみの分別を

徹底する。 

② 事務用品（フラットファイルほか）を繰り返し利用する。 

③ 使用済用紙（カレンダー、ポスター）の裏面を使用する。 

 

（２）廃プラスチック排出量の削減 

廃プラスチックのリサイクルを推進する。 

 

（３）下水処理量の削減 

下水道管渠の不明水の調査・修繕を実施する。 
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６ 職員意識向上 

 

【考え方】 

地球温暖化対策は、国民全体の課題であり、職員一人ひと

りに正しい知識と積極的な行動が要求される。 

地球温暖化対策の意識の向上には、制度上の職員研修の機

会の提供と自発的な研修が不可欠である。 

 

【推進策】 

（１）研修会の参加 

① 地球温暖化対策に関する研修に参加しやすい環境を整

備する。 

② 職員に地球温暖化対策に関する情報を提供する。 

 

（２）環境活動の参加 

地球温暖化対策に関し、家庭でできる取り組み（アイドリ

ングストップ、自転車利用、省エネ製品の購入等）を積極的

に行う。 
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第５章 計画の推進体制 

 

大垣市環境保全推進本部が、計画の推進体制（図７）に基づき、環境マネジメントシス

テムのＰＤＣＡサイクルに従った進行管理を行い、各所属長が中心になって推進する。 

なお、施設の新増設など排出量の増加が予想される場合は、関係課の職員（主幹級）に

よるプロジェクトチームを設置し、具体的な削減対策を検討する。 

 

 図７ 計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトチーム 

関係課の主幹級職員 

市  長 

大垣市環境保全推進本部 

本部長：副市長 

本部員：各部局長、技監、教育長 

事務局 

事務局長：環境衛生課長 

事 務 局：環境衛生課 

大垣市環境保全推進本部幹事会 

幹事長：生活環境部長 

幹 事：関係所属長 

 

各所属 


