瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
第 3 次実行計画（2019～2023 年度）【概要版】
1.計画の概要
社会背景
（1）世界の動向
 2015 年 12 月にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、世界共通の
長期目標「世界の平均気温上昇を 2℃未満に保つ（1.5℃に抑える努力をする）」を掲げている。
 2018 年 10 月には「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
」が『1.5℃特別報告書』を公表し、「世界の平均
気温は産業革命前からすでに 1℃上昇しており、現状は 2100 年に 3℃上昇すると予測され、このままいくと
2030 年から 2052 年に 1.5℃上昇に達する可能性がある」と指摘している。

（2）国の動向
 パリ協定がすべての国に義務付けた温室効果ガス排出量削減目標の提出及び目標達成のための国内対策を推
進するため、2016 年 5 月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、2013 年比で 2030 年度に 26％削減する
中期目標と、2050 年までに 80％削減の長期目標を見据えた戦略的取り組み、各主体が取り組むべき対策や国
の施策が示された。

（3）市の取り組み
 2008 年度に「第 1 次実行計画」を策定、現在は 2013 年度に策定した「第 2 次実行計画」を基に、ソフト的取
り組みを主体に行政事務・事業を起源とする温室効果ガスの排出削減を図ってきた。
 2018 年度に第 2 次実行計画の計画期間が終期を迎えるが、2016 年度に策定された国の「地球温暖化対策計画」
を踏まえ、市有施設におけるエネルギー管理を強化するとともに、実行計画の進捗管理を確実に行っていくた
めの体制を整備し、より実効性の高い地球温暖化対策を推進していくため、新たに「第 3 次実行計画」を策定
する。

計画の基本的事項
（1）計画の目的
 「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「エネルギー使用の合理化等に関する法律」の遵守
 計画を着実に実施するにあたり「推進体制」の構築及び取り組みの継続的改善
 職員の環境意識の向上
 省エネルギー化による経費節減
 市民・事業者に対する率先行動 等

（2）計画の位置づけ
第 3 次実行計画は、法令に遵守するとともに、上位計画である「第 2 次瀬戸内市環境基本計画」や、
「瀬戸内市
公共施設等総合管理計画」等各種の環境関連計画及びまちづくりに関する他分野の関連計画等の整合性などに配慮
しながら、関係部局との連携等を図り、全庁的に取り組んでいくものとする。

（3）計画期間
 基準年度：2013 年度
 計画期間：2019 年度～2023 年度（5 年間）

（4）調査対象範囲
 市が管理する事務及び事業（指定管理施設含む）

（5）調査対象ガス
 CO2（二酸化炭素）

2. 基準年（2013 年度）温室効果ガス総排出量
第 3 次実行計画の基準年（2013 年度）の温室効果ガス排出量は、13,701t-CO2 であり、同排出量を第 3 次実行計
画の基準排出量とする。

基準年（2013 年度）の温室効果ガス排出量 ： 13,701 t-CO2
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※合計値については、端数処理の関係により一致しない場合がある。

3.温室効果ガス削減目標
削減目標は、省エネルギー化（職員の意識の向上、設備の運用改善、設備改修による省エネ効果）、ごみの減量
化、電気の CO2 排出原単位低減などを考慮し設定し、第 3 次実行計画を推進するものとする。

【第 3 次実行計画における削減目標】
2023 年度の温室効果ガス排出量を

2013 年度総排出量（13,701ｔ-CO2）比
▲27.1％（▲3,717 t-CO2）
2013 年度
削減項目
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施設の省エネ改修等を実施した場合の削減量
公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業に基づく
CO2 削減量

－

ごみ焼却（廃プラスチック焼却）に係る削減量
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※ 四捨五入のため、合計値が整合しない場合がある。
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4.目標達成のための取り組み
取り組みの体系
取り組み方針

取り組みの内容
1) 計画推進体制の整備

1

オール瀬戸内による取り組み

2) 職員の環境意識の向上
3) 環境に関する教育

2

職員による省エネ行動の推進

3

施設・設備の省エネ対策の推進

4

温室効果ガス削減に向けた間接的な取り組み

1) 公共施設での省エネの推進
2) 公用車の使用の合理化
1) 設備運用・施設管理の最適化
2) 施設整備の推進
1) ごみ減量・リサイクルの推進
2) 省資源・節水の推進

取り組みの内容
（1）オール瀬戸内による取り組み
1）計画推進体制の整備
全職員の参加のもと、オール瀬戸内で第 3 次実行計画を推進するため、環境推進委員会及び環境推進員を中心と
した計画推進体制を整備し、PDCA サイクルによる継続的な改善を図ることで取り組みを強化する。

2）職員の環境意識の向上
職員の目指すべき姿として、①学習する（環境に配慮した知識を身につける）、②行動する（学習したことを活
かし実践に移す）
、③共有する（環境配慮の視点を共有する）を掲げ、環境に配慮した意識の向上に繋げる。

3）環境に関する教育
①研修
職員に地球温暖化対策に対する研修やシンポジウムなどへの参加を積極的に呼びかけるとともに、環境推進員
を対象とした研修会等を実施し、最新の地球温暖化関連の情報や省エネ手法などについて、知識・ノウハウの共
有を図る。
②意識啓発の推進
全職員に対して、温室効果ガス排出量削減に資する省エネ等の取り組みをはじめとして、事務・事業全般にお
いて広く環境負荷の低減に向けた啓発を行い、環境マインドの向上を図る。

（2）職員による省エネ行動の推進
1）公共施設での省エネの推進
公共施設において空調、照明、ＯＡ機器等を使う際は、全職員が推進員の啓発指導にしたがって省エネを推進し、
電気、灯油、A 重油、LPG 等のエネルギーの削減に努める。

2）公用車の使用の合理化
公用車の使用に関して、全職員が使用頻度を見直すとともに運転方法などの合理化を図り、ガソリン、軽油等の
車輌燃料の削減に努める。

（3）施設・設備の省エネ対策の推進
1）設備運用・施設管理の最適化
施設管理者は、設備機器の運用改善や保守・点検などを通じて最適な運用に努めるとともに、省エネに配慮した
施設管理をする。

2）施設整備の推進
「瀬戸内市公共施設等総合管理計画」との整合を図りながら、施設の新築や大規模修繕する際は、創エネ（分散
型電源）
・蓄エネ（蓄電池）
・省エネ（エネルギーマネジメントシステムなど）を積極的に導入する。
①設備更新
施設や設備のなかには、老朽化等によりエネルギーの使用効率が低下しているものもある。施設の大規模改修
時や新築等には、高効率な設備機器を積極的に導入する。
②建物の省エネルギー化に関する取り組み
2016 年施行の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、施設の大規模改修時等には、庁
舎等の断熱性能の向上を徹底する。
③フロン対策の取り組み
地球温暖化への影響等があるフロン類への排出抑制をめざし、2015 年 4 月にフロン排出抑制法が施行された
ことから、同法に基づく業務用冷凍空調機器、空調機器の適正管理に加え、低 GWP、ノンフロン機器の導入検討
などフロン類の発生抑制に取り組む。

（4）温室効果ガス削減に向けた間接的な取り組み
1）ごみ減量・リサイクルの推進
公共事業においては、リサイクル資材、建材等の積極的な利活用を図り、ライフサイクルの視点から環境負荷の
低減に努める。また、日常の事務・事業の中では、職員一人ひとりが３Ｒ（ごみの発生抑制、再使用、リサイクル）
の実践に努める。

2）省資源・節水の推進
温室効果ガスの排出に間接的に関連している用紙・水の使用について、職員一人ひとりが環境配慮を実践し、環
境負荷の低減に努める。

5.実行計画の推進
推進体制
第 3 次実行計画は、環境マネジメントシステムにおける進行管理の考え方である PDCA サイクルを基本として、
継続的な改善を図りながら推進する。また、各組織等が自らの役割を踏まえ、温室効果ガスの削減に向けて、計画
期間内の計画全体の推進及び施設単位での毎年度の取り組みの推進の両方において、多層的に PDCA サイクルを運
用し、継続的な改善を図りながら推進する。

【進行管理】
【推進体制図】

