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は じ め に 

 

 

地球温暖化は、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）など

の温室効果ガスの大気中濃度が増加し、地表面の温度が上昇する現象です。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の公表によれば、温室効果ガスの濃度が現

在の増加率で推移した場合、2100 年には 1990 年に比べて地球全体の平均気温が 1.1～6.4℃

上昇する可能性があるとしています。 

急激な気温の上昇は、自然生態系に大きな影響を与えるともに、人間社会についても、

洪水や高潮を引き起こしたり、干ばつの激化や農業への影響を引き起こす可能性が指摘さ

れており、健康面への被害、農作物の生育障害、海面上昇による低地の侵食等、さまざま

な気候変動の影響が予測されています。 

地球温暖化防止に関する対策として国際的には、1992 年に国連気候変動枠組条約が採択

され、同年の国連環境開発会議(地球サミット)では、世界中の多くの国が署名を行い、1994

年には条約が発効しました。 

また、1997 年には、地球温暖化防止京都会議が開催され、京都議定書が採択されました。

この中で我が国については、温室効果ガスの総排出量を、2010 年度の温室効果ガスの排出

量を 1990 年時点と比べて、６％削減する目標が定められました。 

これらの国際的動きを受けて、わが国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が平

成 10年 10 月に公布され、平成 11年 4月に施行されています。この法律では、地球温暖化

防止京都会議の成果を踏まえ、今日の段階からの地球温暖化対策の取組みとして、国、地

方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにするともに、地球温暖化対策に関

する基本方針の策定など、各主体の取組を促進するための法的枠組みを整備するものとな

っています。 

平成 17 年 2 月に京都議定書が発効し、日本の削減目標を達成するための「京都議定書目

標達成計画」が策定されました。 

このような背景のもと、本村においても、地球温暖化対策実行計画を策定し、地球温暖

化対策について積極的な対策に努め、村の事務事業による温室効果ガス排出量の削減に率

先して取り組みます。 
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第１章 計画の基本的事項 

 

１ 計画の目的 

実行計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条の３に基づき、村が自ら行

う事務・事業に伴う温室効果ガスの排出の抑制等を図り、地球温暖化対策の推進を図るこ

とを目的とします。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（抄） 

第 20条の３ 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、該当都道府県及

び市町村の事務事業に関し、温室効果ガスの排出抑制等のための措置に関する計画（以

下この条において「実行計画」という。）を策定するものとする。 

８ 都道府県及び市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

１０ 都道府県及び市町村は、実行計画に基づく措置の実施の状況（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。 

 

２ 計画の期間 

計画の期間は平成２０年度から平成２４年度までの５年間とし、毎年度の目標達成状況

や、社会情勢の変化等により、必要に応じて見直すことします。 

 

３ 基準年 

目標設定の基準とする年度は、平成１８年度とします。 

 

４ 対象物質 

計画の対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二

窒素（Ｎ２０）ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）とします。パーフルオロカーボン（Ｐ

ＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）については、本村の事務・事業との関わりが小さいため対

象から除きます。 

 

温室効果ガスの種類 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素（ＣＯ２） 1 

メタン（ＣＨ４） 21 

一酸化二窒素（Ｎ２０） 310 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 140～11,700 

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ） 6,500～9,200 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 23,900 

※ 地球温暖化係数とは、温暖化ガスの物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度を二酸化炭素に対する比

で示した数値で、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第 4条に定められた係数をいいます。 
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温室効果ガスの主な発生源 

 

温室効果ガス  部門  主な発生源  

エネルギー転換部門 電気事業者とガス事業者の自家消費  

産業部門  
農林水産業、鉱業、建設業、製造業における

燃料消費  

運輸部門  
自動車、鉄道、国内船舶、国内航空機におけ

る燃料消費  

民生部門  家庭や事務所での電気、ガス、灯油等の消費 

工業プロセス  石灰石の使用に伴う排出  

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

廃棄物  一般廃棄物・産業廃棄物の焼却  

エネルギー  
二酸化炭素のエネルギー転換・産業・運輸・

民生の各部門と同様  

農業  
牛などの家畜の反すう、水田の嫌気性状態か

らの発生等  

メタン 

（ＣＨ４） 

廃棄物  一般廃棄物・産業廃棄物の焼却  

エネルギー  
二酸化炭素のエネルギー転換・産業・運輸・

民生の各部門と同様  

有機溶剤等の使用  医療用の笑気ガスの使用  

農業  牛などの家畜のふん尿、窒素肥料の施用  

一酸化二窒素 

（Ｎ２０） 

廃棄物  一般廃棄物・産業廃棄物の焼却  

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） カーエアコン等の冷媒、工業用エアゾール等 

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ） 
電子機械製造での半導体エッチング、洗浄・

乾燥等  

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 電力絶縁用ガス、半導体クリーニング等  

 

 

５ 計画の範囲 

 

（１）対象とする事務・事業 

本計画の対象となる範囲は、村が自ら行う事務及び事業のすべてとし、（２）に示す本

庁舎及び出先機関を含めた組織及び施設等に係る事務・事業とします。ただし、民間へ

の委託等（指定管理者を指定した施設等を含む）により実施している事業は、対象とし

ません。 

 

（２）対象とする組織及び施設 

本計画の対象となる組織、施設は、村役場、保育園、小中学校、村の公共施設、村の

事務及び事業に関連する施設とします。 
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施設分類 対象とする組織及び施設 

一般事務 庁舎 

総務課、住民福祉課（保健センター含む）、財務課、産業

課、建設水道課(公共下水道、農業集落排水を除く)、教育

委員会 

保育園 保育園 
北部保育園、中部保育園、南部保育園、南原保育園、西部

保育園 

上水道施設 南箕輪村水道事業配水施設 
上下水道 

施設 
生活排水処理

施設 
南箕輪浄化センター、南箕輪西部地区処理施設 

小学校 南箕輪小学校、南部小学校 

中学校 南箕輪中学校 教育施設 

給食センター 学校給食センター 

公民館 南箕輪村公民館 
その他施設 

その他 村民センター、赤松荘、郷土館、すくすくはうす 
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第２章 温室効果ガスの排出等の現況 

 

１ 温室効果ガス排出量の算定方法 

 

温室効果ガスの排出の算定については、電気、燃料油、ＬＰＧ等の使用量や自動車走行

量等の活動量に排出係数を乗じて活動の種類ごとに排出量を求め、これらの活動の種類ご

との排出量に地球温暖化係数を乗じて、二酸化炭素に換算した排出量を算定します。 

 

温室効果ガス種類ごとの排出量＝活動量（燃料使用量や電気使用量など） 

×排出係数（単位使用量発生する温室効果ガス排出量） 

 

二酸化炭素換算排出量＝温室効果ガス種類ごとの排出量×地球温暖化係数 

 

活動の種類・温室効果ガスごとに算出した二酸化炭素換算の温室効果ガス排出量を合計

し、温室効果ガス総排出量とします。 

 

２ 温室効果ガスの総排出量の現況 

 

（１）温室効果ガスの総排出量 

平成１８年度における村の事務・事業から排出される温室効果ガスの総排出量は 1,334

トンで、各活動量事務・事業活動ごとの排出量は次頁の表のとおりとなっています。 

 

（２）活動量別排出割合 

温室効果ガス総排出量の活動量別割合は、電気の使用によるものが 63.9％を占め、各

種燃料使用量が 30.2％となっています。 

温室効果ガスを削減するためには、電気や冷暖房用の燃料や公用車のガソリン使用量

の削減に重点的に取り組むことが必要です。 
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温室効果ガスの活動区分ごとの二酸化炭素換算排出量 

活動区分 活動量 
二酸化炭素換算 

排出量（㎏－CO2）

割合 

（％） 

（参考） 

排出係数 

ガソリン 20,725 L 48,118 3.6  2.32

灯油 121,043 L 301,335 22.6 2.49

軽油 8,050 L 21,084 1.6 2.62

燃
料
使
用
量 液化石油ガス 

（ＬＰＧ） 
10,489 ㎏ 31,468 2.4 3.00

電気使用量 

（一般電気事業者）
1,771,127 kWh 851,911 63.9 0.48

自動車の走行量計 263,603 Km 2,058 0.2  0.01

生活排水処理量 

（公共下水道） 
753,425 ㎥ 51,293 3.8 0.07

農業集落排水 

処理人口 
1,394 人 25,608 1.9  18.37

カーエアコン使用 41 台 801 0  19.54

合  計  1,333,676 100.0  

 

二酸化炭素換算排出量

4%

21%

2%

5%

62%

0%

4%

2%
ガソリン

灯油

軽油

LPG

電気使用量

自動車

公共下水道

農集排

 

 

その他個別取組集計表（総排出量に含まれないもの） 

種 類 使 用 量 二酸化炭素換算排出量 

コピー紙 ２２５ 千枚

中質紙 １，０２１ 千枚

上質紙 １５５ 千枚

ロール紙 ４ 千枚

古紙は「再生可能エネルギー」に指定されて

いますので、カウントの対象とはなりません

が、ごみとして出された紙は焼却処理をされ

る場合、当然 CO2 を発生させます 

上水道使用量 ３７，１７２ ㎥ ２１，５６０ ㎏－CO2

 



 

- 6 - 

 

（３）温室効果ガス別排出割合（CO2 換算） 

 

本村の事務・事業に起因する温室効果ガスの種類別発生は、二酸化炭素（CO2）によるも

のが 94.0％を占め、次にメタン（CH4）が 2.3％、一酸化二窒素（N2O）が 3.7％、ハイドロ

フルオロカーボン（ＨＦＣ）が 0.0％となっています。 

CO2
94%

CH4
2%

N20
4%

HFC
0%

CO2

CH4

N20

HFC

 

 

（４）温室効果ガス排出量 施設別使用割合 

 

排出量の多い施設は、一般事務 13.4％、保育園 10.0％、上下水道施設 34.2％、教育施設

35.4％、その他施設 7.0％となっています。 

一般事務
13%

保育園
10%

上下水道施設
34%

教育施設
36%

その他施設
7%

一般事務

保育園

上下水道施設

教育施設

その他施設
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第３章 計画の目標 

 

１ 温室効果ガスの削減目標 

 

我が国は、すでに地球温暖化防止京都会議において、2010 年度の温室効果ガスの排出量

を 1990 年時点と比べて、6％削減する削減目標を世界に約束しています。 

本村としても温室効果ガスの削減をするために、削減目標を設定し、目標達成のため積

極的に取組を推進します。 

主な排出要因である電気及び燃料使用量について数値目標を設定し、目標達成のため職

員自らが行動し、削減できる省エネルギー、省資源などのエコオフィス活動の取組を推進

していきます。 

削減目標 6％の内訳は、森林吸収分が 3.9％、そのほかに海外調達が 1.6％、国内におけ

る排出削減量が 0.5％となっています。したがって、本村においても、国の削減目標のうち

国内における排出削減量相当分の 0.5％を目標とします。 

 

平成２０年度から平成２４年度までの間に、平成１８年度比で 0.5％削減 

 

平成１８年度の温室効果ガスの総排出量    １，３３４ｔ－ＣＯ２ 

↓ 

平成２４年度の温室効果ガスの総排出量  １，３２７ｔ－ＣＯ２ 

 

２ 分野別の目標 

 

平成１８年度を基準年度とし、削減目標、目標年度の排出量（CO2 換算）を次のとおりとし

ます。 

 

（１）省エネルギーの推進                     （単位：㎏－CO2） 

分野 削減目標 
基準年度 

(平成１８年度) 

目標年度排出量 

（平成２４年度） 

電気の使用量 0.5％削減  ８６１，９１１   ８４７，６５１

灯油の使用量 0.5％削減 ３０１，３３５ ２９９，８２８

ガソリン、軽油使用量 0.5％削減 ６９，２０２ ６８，８５６

液化石油ガス 

（ＬＰＧ）の使用量 
0.5％削減 ３１，４６８ ３１，３１１ 

 

（２）省資源・リサイクルの推進 

■コピー用紙の使用量を削減します。 

■庁舎・施設から発生する廃棄物の量を削減します。 

■環境に配慮した物品等の購入や利用に努めます。 
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■村庁舎をはじめとする施設の管理にあたっては、省エネルギーや節電対策を徹底します。 

■水道施設においては、村民、事業者への節水啓発の推進し、あわせて消費電力等の削減

に努めます。 
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第４章 目標達成に向けて実施すべき取組 

 

本計画の目標を達成するため、温室効果ガスの抑制等に配慮した具体的な取組を次のと

おり定めます。 

なお村民サービス等を主体にしている機関については、村民サービスの質に影響を与え

ない範囲で取り組むものとします。 

 

１ 省エネルギー対策の推進 

 

【ＯＡ器機】 

■パソコン（ＰＣ）は省電力モードに切り替わるように設定しておき、席を離れるときは

ノートパソコンのふたを閉じる。 

■コピー機の省電力（余熱）モードのある機種については、設定時間などを確認し、使い

やすく無駄のないように設定する。 

■昼休みの１時間は、ＰＣ・コピー機の電源をオフにする。 

■夜間や休日等職員が出勤しないときは、支障がない範囲で待機電力にせず電源を切る。 

■新規購入・更新の際には、部品交換修理が容易で保守・修理サービス期間が長い製品や

エネルギー消費効率の高い製品（エネルギースターマークのＰＣなど）を導入する。 

 

【電気、電気製品】 

■夜間や休日等職員が出勤しないときは、支障がない範囲で待機電力にせず主電源のオフ

を行う。 

■新規購入の際には、省エネルギータイプを購入する。 

■エネルギー消費効率の高い製品の導入・更新を検討する。 

■使用量の把握・管理を徹底する。 

■階段を極力利用し、エレベータの使用削減に努める。 

 

【照明】 

■使用していない部屋やトイレなどは消灯を徹底する。 

■明るさが十分な窓際などは消灯を徹底する。 

■採光のため、窓の前には、なるべくものを置かない。 

■照明器具は良く掃除し（ホコリなどを取り払い）、明るさを保つ。  

■昼休み、業務時間外については必要な部分以外は消灯する。 

■廊下等業務に支障のない場所は間引き消灯を行うなど、節電に務める。 

■照明灯の新規購入の際には、省エネルギー型とする。 

■ブラインドやカーテン、自然光の活用を図る。 

 

【冷暖房】 

■冷暖房時の温度管理を徹底（冷房時２８℃、暖房時２１℃）し、運転時間も最小限とし
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燃料使用量の削減に努める。 

■空調の風がスムーズに流れるよう、シーリングファン等を活用する。 

■稼働時の、窓・出入口の開放を禁止する。 

■必要のない場所は積極的に消すようにする。 

■夏期（６月１日～９月３０日）は、ネクタイを着用せず、涼しい服装を心掛ける。 

■冬期（１２月１日～３月３１日）は、ガーディガンの重ね着等、体感温度を保つ服装を

心掛ける。 

■使用量の把握・管理に努める。 

■ペレットストーブやまきストーブの導入に努める。 

■太陽光発電システムの導入を検討する。 

 

【公用車】 

■公用車はエネルギー効率が落ちないように、適切に整備する。 

■車内の整理整頓に努め、不必要な荷物は積まないようする。 

■エアコンの使用は控えめにする。 

■経済運転に努め、暖気運転の抑制、アイドリングストップを徹底する。 

■急発進・急加速はしない。 

■公用車走行ルートの合理化をはかる。 

■同一方向に行く場合は、公用車の乗り合わせに務める。 

■近距離の移動の際は、徒歩や自転車を利用し、公用車の利用を控える。 

■使用量の把握・管理に努める。 

■低公害車・低燃費車の導入に努める。 

■台数の見直しを検討する。 

■庁舎間の定期便の設定を検討する。 

■タイヤ空気圧の調整・黒煙排出状況の点検など車両整備を励行する。 

■自転車を積極的に利用する。 

 

 

２ 省資源対策の推進 

 

【用紙】 

■コピー機やプリンターはこまめに点検を行い、両面コピーや裏紙利用を徹底する。 

■会議資料の簡素化に務める。 

■片面コピー済み用紙を（裏面利用するために）ストックするサイズ別にボックスを設置

し、適正に活用する。 

■ＰＣからの打ち出しでは不必要な印刷をしないよう、印刷プレビューで確認してから印

刷する。 

■庁内ＬＡＮの活用によりペーパーレス化に務める。 

■コピー・プリンター用紙は、極力再生紙とする。 
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■使用量の把握・管理に努める。 

■印刷用紙を発注する場合は、古紙配合率の高い印刷物の発注に心がける。 

 

【グリーン購入】 

■村が購入する封筒など再生紙が使用されている製品を購入する。 

■再生できる用紙類を購入する。 

■間伐材、未利用繊維等から作られた製品を購入する。 

■廃プラスチックから作られた製品を購入する。 

■その他紙以外の再生された製品を購入する。 

■文具類をはじめとする物品を購入する際には、グリーン購入の観点から十分な検討を行

う。 

 

【その他】 

■簡易包装された商品を購入する。 

■詰め替え可能な製品を購入する。 

■リターナブル容器での販売製品を購入する。 

 

【廃棄物量の削減、リサイクル】 

■ミスコピー紙の裏面の再利用を徹底する。 

■使用済封筒を連絡用等に再利用することを徹底する。 

■分別マナーを徹底し、リサイクルの促進を図る。 

■簡易包装製品、詰め替え可能製品の選択、購入を徹底する。 

■ファイルの再利用に務める。 

■紙ごみ、雑誌等可燃ごみの分別を徹底する。 

 

【水の使用】 

■節水を励行し、水使用量を抑制する。 

■トイレの水は何度も流さない。 

■水漏れ点検を徹底する。 

■耐用年数を考慮した節水型製品への更新・導入を検討する。 

 

 

３ 建築物の建築に当たっての配慮 

 

■省エネルギー型の空調設備や、照明設備等の導入に努める。 

■建築物の配置や構造の工夫により省エネルギー化に努める。 

■太陽光発電設備の導入に努める。 

■太陽光・自然光等の自然エネルギーの活用に努める。 
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ＡＣＴＩＯＮ 

見直し 

ＣＨＥＣＫ 

実施状況の把握 

 

第５章 計画の推進・点検体制等 

 

１ 計画の推進体制 

 

本村における推進・点検体制は次のとおりです。本計画の効率的、効果的な推進を図る

ために、推進・点検体制を構築し、計画の継続的な改善を目指します。 

 

・南箕輪村地球温暖化対策推進委員会 

 

本計画の推進のため、南箕輪村地球温暖化対策推進委員会（以下、「委員会」という。）

を設置します。委員会は、副村長、住民福祉課長、委嘱された庁内各課の係長をもって組

織し、本計画の全庁的な推進を図るため進捗状況を評価し、必要に応じて見直しを指示し

ます。 

 

 ①推進体制 

  委員会が実行計画の策定･評価･見直しを行う。 

 ②点検・評価体制 

 ・年度ごとに委員会が排出抑制計画のための実行計画（Plan）を作成する。 

 ・各課等が実行計画に従って実施する。(Do) 

 ・各課等が排出量を調査（Check）し、委員会で評価する。 

 ・各課等が調査結果を自己点検のうえ、評価に応じて排出抑制計画見直しを行い、委員

会はそれを基に実行計画を見直す。(Action) 

 

 

 

 

２ 職員に対する啓発等 

 

計画の推進を図るため、職員を対象に地球温暖化対策に関する啓発活動を計画的に実施

するともに、職員に対して環境負荷の削除に必要な情報を提供し、職員一人ひとりが地球

温暖化対策に積極的に取り組むために必要な援助を行います。 

ＰＬＡＮ 

実行計画 

ＤＯ 

職員の取組実施 

継続的な改善 
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３ 計画の取組状況の点検・評価 

 

職員は、取組成果を様式２に掲げる事項について定期的に点検・評価します。この点検

結果を踏まえて、課等の長は様式１により各職場における取組状況の点検・評価をします。 

 

４ 公表 

 

実行計画の内容及び計画の進捗状況を毎年広報等により公表します。 


