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第１章 計画の概要

第1節 計画策定の背景

2015年（平成27年）11月から12月にフランス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、気候変動枠組条約に加盟する196ヵ国すべてが協調して温室効果ガスの

削減に取り組む国際的な枠組として、「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」は法的拘

束力を持つ枠組であり、産業革命以降の世界の気温上昇を2℃未満に抑えることを目標として

掲げる他、自然災害対策、食糧問題、生態系の保全、健康被害など、気候変動や温暖化に伴

う悪影響への適応能力を高め、被害や損失を最小限に抑えることの重要性を認識し、対策や

支援を強化することを求めています。

また、COP21に先立ち、各国は2020年以降の地球温暖化対策に関する目標として、「約束草

案」を国連気候変動枠組条約事務局に提出しており、日本においても2030年度に向けた温室

効果ガス削減目標として「日本の約束草案」を提出しました。

「日本の約束草案」では、2030 年度のエネルギーミックス予測を前提とした温室効果ガス

削減目標として、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 26.0％削減することを掲

げました。また、目標を達成するために、各主体が取り組むべき対策・施策を明らかにし、

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2016 年 5月に「地球温暖化対策計画」

を策定しました。

こうした状況を受け、玉野市では、国の施策との整合が求められること、平成 26 年度で省

エネ計画が終了したことなどを受け、玉野市地球温暖化対策推進計画「玉野市地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）」を策定することとなりました。
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第2節 計画の位置づけ

１ 計画の法的位置づけ

玉野市地球温暖化対策推進計画（以下「推進計画」という。）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。）第21条に規定する「地方公共団体実行計画」
として、行政の事務及び事業より排出される温室効果ガスの把握及び排出抑制を目的とし

て本市が策定する計画（地方公共団体実行計画（事務事業編））です。

また、本市の市長部局は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」第7条に規定さ
れる「特定事業者」（年度単位のエネルギー総使用量が原油換算で1,500 kLを超える事業者）
であり、本市の主な温室効果ガス排出要因はエネルギー消費に伴うものであることから、

推進計画では省エネルギー化と温室効果ガスの削減を一体的に実施するものとします。

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋）

（平成十年十月九日法律第百十七号） 最終改正：平成二八年五月二七日法律第五〇号

（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

～中略～

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。

９ 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

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。

１１ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めると

きは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力

を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。

１２ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定

める。
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上位計画

平成23～26年度

地球温暖化対策及び省エネルギー化対策の統合的

な実施のための計画

玉野市環境基本計画

玉野市省エネ計画

玉野市地球温暖化対策推進計画

第一期 平成14～18年度

第二期 平成20～24年度

玉野市総合計画

玉野市率先実行計画

２ 玉野市での計画の位置づけ

推進計画は、温対法の地方公共団体実行計画（事務事業編）であるとともに、「玉野市環

境基本計画」における行政の率先的実行を図る計画として平成14年度に策定した「玉野市
率先実行計画」、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）

の改正により本市が同法の特定事業者として省エネルギー化を図ることを目的として策定

した「玉野市省エネ計画」の内容を網羅した計画として新たに策定するものであり、本市

の地球温暖化対策及び省エネルギー化対策を統合的に実施するための計画となります。

なお、本市では、地球温暖化対策に関する国の計画（地球温暖化対策計画：平成28年5
月）との整合を目的として、国の計画における目標との整合を図るものとします。

【玉野市地球温暖化対策推進計画の位置づけ】

エネルギーの使用の合理化に関する法律（抜粋）

（昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号）

最終改正：平成二七年九月九日法律第六五号

（特定事業者の指定）

第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者（第十九条第一項に規定する連鎖化事業者

を除く。第三項において同じ。）のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの

年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。）の使用量の合計量が政令で定

める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定

するものとする。

２ 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

３ 工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令

で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上

であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度

におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める

事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者（以

下「特定事業者」という。）については、この限りでない。
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第3節 推進計画の基本的事項

１ 計画策定の意義及び目的

推進計画は、温対法及び省エネ法の遵守はもとより、計画運用を着実に実施する「カー

ボン・マネジメント体制」の構築及び取組の継続的改善、計画の運用を通した市職員の意

識啓発、市民・事業者に対する率先行動、省エネルギー化による経費節減などを目的とし

ています。

２ 計画の対象

（１） 対象範囲

推進計画の対象は、指定管理者制度施設を含む本市の全事務事業とします。

（２） 対象となる温室効果ガス

推進計画の調査対象ガスは、温対法により削減の対象となる7物質のうち、本市の事務事
業より排出される4種類のガスとします。

【推進計画で調査対象とする温室効果ガス】

３ 計画の期間

地球温暖化対策や省エネルギー化への取組は一過性のものでなく、今後も国や岡山県と

の施策の整合を図りつつ長期的・継続的に推進すべきものです。

推進計画においても、本市の地球温暖化対策の継続性に配慮し、基準年及び計画期間を

設定します。

ガス種 概要

調
査
対
象

二酸化炭素（CO2）
電気・燃料の使用、廃棄物の焼却（可燃ご
みに含まれるプラスチック類）

メタン（CH4）
廃棄物の焼却、下水・し尿処理、公用車の
走行

一酸化二窒素（N2O）
廃棄物の焼却、下水・し尿処理、公用車の
走行

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） カーエアコンからの冷媒の漏洩

調
査
対
象
外

パーフルオロカーボン類（PFCs） 半導体や液晶パネルの製造

六ふっ化硫黄（SF6）
半導体や液晶パネルの製造、変電機器の電気
絶縁ガス

半導体や液晶パネルの製造 半導体や液晶パネルの製造
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【推進計画の基準年及び計画期間】

基準年 ： 平成27年度

年度単位での温室効果ガス排出量の把握が可能な平成27年度を推進計画の基準年とし

ます。

ただし国の「地球温暖化対策計画」による部門別目標の遵守に向けた計画として、国の基

準年である平成25年度（2013年度）の温室効果ガス排出状況の把握及び比較を行うもの

とします。

計画期間 ： 平成28年度 ～ 平成33年度 （6年間）

計画期間は環境基本計画等上位計画の期間との整合を目的として平成33年度までの6年

間とします。
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第２章 温室効果ガス排出状況

１ 温室効果ガス排出量及び排出構成

£ 基準排出量 ： 22,408 t-CO2（平成 27年度）

推進計画の基準年となる平成27年度の温室効果ガス総排出量は、22,408 t-CO2となり

ました。

なお、推進計画では同排出量をもって基準排出量とします。

£ 排出要因別温室効果ガス排出状況

電気、燃料など排出要因別での温室効果ガス排出状況では、電気の構成比が全体の

57.1％と最も高く、以下廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプラスチック類）（30.4%）、
A重油（5.9%）、CO2以外のガス（CH4、N2O、HFCs：3.1%）などが続いています。

【排出要因別温室効果ガス排出構成】

£ 施設別温室効果ガス排出状況

玉野市の排出上位10施設の温室効果ガス排出状況では、東清掃センターの構成比が全
体の40.9％と最も高く、以下市民病院（9.9%）、浄化センター（7.7%）、玉野競輪場（4.2%）
などが続いています。

【施設別温室効果ガス排出構成】

東清掃センター

40.9%

市民病院

9.9%
浄化センター

7.7%

玉野競輪場（日

の出会館含む）

4.2%

下水道課

2.6%

契約管理課(玉野

市役所

+野々浜ポンプ場）

2.2%

サテライト津山

2.1%

サテライト笠岡

1.8%

学校給食センター

1.8%

水道課

1.5%

その他

25.3%

推進計画の基準排出量 ： 22,408 t-CO2

電気

57.1%

廃棄物の焼却

30.4%

A重油

5.9%

CO2以外

3.1%

灯油

2.1%
ガソリン

0.8%
LPG

0.4%
軽油

0.3%

排出量
t-CO2

電気 12,786

6,807

A重油 1,323

CO2以外 688

灯油 464

ガソリン 176

LPG 90

軽油 74

22,408合計

廃棄物の焼却
（可燃ごみに含まれるプラスチック類）

排出源

排出量
t-CO2

9,163

2,222

1,736

939

576

486

478

410

335

5,669

22,014

水道課

その他

合計

排出源

東清掃センター

市民病院

浄化センター

玉野競輪場（日の出会館含む）

下水道課
 契約管理課(玉野市役所+野々浜ポンプ場）

サテライト津山

サテライト笠岡
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【施設別排出要因別温室効果ガス排出構成】

9,163

2,222

1,736

939

576

486

478

410

393

335

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

東清掃センター

市民病院

浄化センター

玉野競輪場（日の出会館含

む）

下水道課

契約管理課(玉野市役所

+野々浜ポンプ場）

サテライト津山

サテライト笠岡

学校給食センター

水道課

ガソリン 軽油 灯油 A重油 LPG 電気 廃棄物の焼却 CO2以外

ｔ-CO2

単位：t-CO2

施設 区分 ガソリン 軽油 灯油 A重油 LPG 電気
廃棄物の焼却

（可燃ごみに含まれる
プラスチック類）

CO2以外 総排出量

排出量 2.13 36.06 0.84 16.53 0.54 1,975.04 6,807.43 324.31 9,162.90

構成比 0.02% 0.39% 0.01% 0.18% 0.01% 21.55% 74.29% 3.54% 100.00%

排出量 3.76 894.30 11.65 1,312.69 2,222.40

構成比 0.17% 40.24% 0.52% 59.07% 100.00%

排出量 0.30 5.42 0.16 1,385.90 343.72 1,735.50

構成比 0.02% 0.31% 0.01% 79.86% 19.81% 100.00%

排出量 2.73 10.87 54.47 7.42 863.52 0.14 939.15

構成比 0.29% 1.16% 5.80% 0.79% 91.95% 0.02% 100.00%

排出量 10.40 0.65 11.38 0.29 553.31 0.42 576.45

構成比 1.80% 0.11% 1.97% 0.05% 95.99% 0.07% 100.00%

排出量 33.02 3.23 0.69 447.47 1.72 486.12

構成比 6.79% 0.66% 0.14% 92.05% 0.35% 100.00%

排出量 478.44 478.44

構成比 100.00% 100.00%

排出量 409.59 409.59

構成比 100.00% 100.00%

排出量 226.29 16.92 150.28 393.49

構成比 57.51% 4.30% 38.19% 100.00%

排出量 12.07 2.32 0.20 319.52 0.71 334.83

構成比 3.60% 0.69% 0.06% 95.43% 0.21% 100.00%

東清掃センター

市民病院

浄化センター

玉野競輪場
（日の出会館含む）

下水道課

契約管理課(玉野市役所
+野々浜ポンプ場）

サテライト津山

サテライト笠岡

学校給食センター

水道課
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２ 排出要因別施設別温室効果ガス排出構成

（１） 電気使用に伴う排出

£ 電気使用に伴う CO2排出量 ： 12,786 t-CO2

n 総排出量の57.1%を占める

n 電気は空調・照明・ＯＡ機器のほか、モータ等の動力用として使用されることが一般的

n 電気使用量は機器の保有状況や稼働状況及び施設規模等に応じて変動

【電気使用に伴う施設別 CO2排出構成】

（２） 廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプラスチック類）に伴う排出

£ 廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプラスチック類）に伴う CO2排出量 ： 6,807 t-CO2

n 総排出量の30.4%を占める

n 一般廃棄物の焼却処理過程で、可燃ごみに含まれる化石燃料（石油）起源であるビニー

ル・プラスチックなどを焼却する際に排出されるCO2が対象

n 廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプラスチック類）量はごみの減量化及びごみの分別・リ

サイクルの状況に応じて変動

（３） A重油使用に伴う排出

£ A重油使用に伴う CO2排出量 ： 1,323 t-CO2

n 総排出量の5.9%を占める

n A重油は空調や給湯の熱源としてボイラなどの機器の燃料として使用されることが一般的で

あり、同機器を使用する施設が排出上位施設となっている

【A 重油使用に伴う施設別 CO2排出構成】

使用量
ｋＷｈ

排出量
t-CO2

東清掃センター 2,797,512 1,975
浄化センター 1,963,032 1,386
市民病院 1,859,340 1,313
競輪事業課（日の出会館入り） 1,223,117 864
下水道課 783,725 553
サテライト津山 677,676 478
契約管理課(玉野市役所+野々浜ポンプ場） 633,807 447
サテライト笠岡 580,152 410
水道課 452,583 320
サテライト山陰 406,136 287
その他 6,732,926 4,753

18,110,006 12,786

電気使用に伴う排出量
上位10施設

合計

東清掃センター

15.4% 浄化センター

10.8%

市民病院

10.3%

競輪事業

課（日の出

会館入り）

6.8%
下水道課

4.3%

サテライト津山

3.7%

契約管理課(玉野市役

所+野々浜ポンプ場）

3.5%

サテライト笠岡

3.2%

水道課

2.5%

サテライト山陰

2.2%

その他

37.2%

使用量
ℓ

排出量
t-CO2

市民病院 330,000 894
学校給食センター 83,500 226
総合文化センター 29,000 79
玉野競輪場（日の出会館含む） 20,100 54
玉野市総合体育館 12,000 33
東清掃センター 6,100 17
下水道課 4,200 11

浄化センター 2,000 5

市民会館 1,200 3

合計 488,100 1,323

A重油使用に伴う排出量
上位10施設

市民病院

67.6%学校給食

センター

17.1%

総合文化

センター

5.9%

玉野競輪場（日

の出会館含む）

4.1%

玉野市総合体育館

2.5%

東清掃

センター

1.2%

下水道課

0.9% 浄化センター

0.4%

市民会館

0.2%
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（４） CO2以外のガスの排出

£ CO2以外（CH4、N2O、HFCs）のガスの排出量 ： 688 t-CO2

n 総排出量の3.1%を占める

n CO2以外のガスは廃棄物の焼却、汚水処理や公用車の運行に伴い排出されることから、浄

化センター、東清掃センターをはじめ、公用車の稼働の多い所属などが排出上位となってい

る

【CO2以外のガスの排出構成】

（５） 灯油使用に伴う排出

£ 灯油使用に伴う CO2排出量 ： 464 t-CO2

n 総排出量の2.1%を占める

n 灯油は暖房器具（ストーブ・ファンヒーター等）などの燃料として使用されるほか、一部でボイ

ラ・バーナーなどの燃焼機器の燃料として使用されることが一般的であり、同機器を使用す

る施設が排出上位施設となっている

【灯油使用に伴う施設別 CO2排出構成】

使用量
ℓ

排出量
t-CO2

斎場 64,000 159
備南高校 26,072 65
海洋博物館 18,000 45
消防署 11,395 28
日の出ふれあい会館 5,966 15
サンライフ玉野 5,450 14
競輪事業課（日の出会館入り） 4,364 11
荘内小学校 3,856 10
児童発達支援センター 3,373 8
八浜小学校 2,543 6
その他 41,418 103

186,437 464

灯油使用に伴う排出量
上位10施設

合計

斎場

34.3%

備南高校

14.0%

海洋博物館

9.7%

消防署

6.1%

日の出ふれ

あい会館

3.2%

サンライフ玉野

2.9%

競輪事業課（日

の出会館入り）

2.3%

荘内小学校

2.1%

児童発達支

援センター

1.8% 八浜小学校

1.4%

その他

22.2%

排出量
t-CO2

浄化センター 344
東清掃センター 324
西清掃センター 12
消防署 2
契約管理課(玉野市役所+野々浜ポンプ場） 2
水道課 1
農林水産課 1
車両等 1
下水道課 0.4
健康増進課（すこやかセンター） 0.4
その他 1

688合計

CO2以外のガスの排出量
上位10施設

浄化センター

50.0%

東清掃

セン…

西清掃セン

ター

1.8%

消防署

0.3%

契約管理課

(玉野市役所+

野々浜ポンプ

場）

0.2%

水道課

0.1%

農林水産課

0.1%

車両等

0.1%

下水道課

0.1%
健康増進課

（すこやかセン

ター）

0.1%
その他

0.1%
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（６） ガソリン使用に伴う排出

£ ガソリン使用に伴う CO2排出量 ： 176 t-CO2

n 総排出量の0.8%を占める

n ガソリンはガソリン車に使用されることから、同車両の保有状況や稼働状況により排出量が

左右される

【ガソリン使用に伴う施設別 CO2排出構成】

（７） LPG使用に伴う排出

£ LPG 使用に伴う CO2排出量 ： 90 t-CO2

n 総排出量の0.4%を占める

n LPGは給湯や調理用の燃料として使用されることが一般的であり、給食調理などでの使用か

ら、学校給食センターをはじめ保育園などが排出上位施設となっている

【LPG 使用に伴う施設別 CO2排出構成】

使用量
ℓ

排出量
t-CO2

消防署 23,221 54
契約管理課(玉野市役所+野々浜ポンプ場） 14,232 33
玉野市総合体育館 5,956 14
水道課 5,202 12
農林水産課 5,128 12
土木課 4,529 11
下水道課 4,482 10
健康増進課（すこやかセンター） 2,573 6
都市計画課 2,122 5
市民病院 1,620 4
その他 6,912 16

75,977 176合計

ガソリン使用に伴う排出量
上位10施設

消防署

30.6%

契約管理課(玉

野市役所+野々

浜ポンプ場）

18.7%

玉野市総合体育館

7.8%

水道課

6.8%

農林水産課

6.7%

土木課

6.0%

下水道課

5.9%

健康増進課（す

こやかセンター）

3.4%

都市計画課

2.8%

市民病院

2.1%

その他

9.1%

使用量
kg

排出量
t-CO2

学校給食センター 5,639 17
市民病院 3,882 12
競輪事業課（日の出会館入り） 2,473 7
玉原保育園 2,370 7
大崎保育園 1,590 5
児童発達支援センター 1,408 4
八浜認定こども園 1,330 4
玉認定こども園 1,171 4
田井保育園 1,168 4
渋川保育園 850 3
その他 8,178 25

30,058 90

LPG使用に伴う排出量
上位10施設

合計

学校給食センター

18.8%

市民病院

12.9%

競輪事業

課（日の出

会館入り）

8.2%
玉原保育園

7.9%
大崎保育園

5.3%

児童発達支援

センター

4.7%

八浜認定こども園

4.4%

玉認定こども園

3.9%

田井保育園

3.9%

渋川保育園

2.8%

その他

27.2%
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（８） 軽油使用に伴う排出

£ 軽油使用に伴う CO2排出量 ： 74 t-CO2

n 総排出量の0.3%を占める

n 軽油はパッカー車などをはじめとするディーゼル車に使用されることから、同車両の保有状

況や稼働状況により排出量が左右される

【軽油使用に伴う施設別 CO2排出構成】

使用量
ℓ

排出量
t-CO2

東清掃センター 13,978 36
消防署 6,710 17
土木課 3,425 9
一般廃棄物最終処分場 1,840 5
リサイクルプラザ 1,080 3
水道課 901 2
下水道課 250 1
海洋博物館 226 1
玉野市総合体育館 80 0
西清掃センター 55 0

合計 28,545 74

軽油使用に伴う排出量
施設

東清掃セン

ター

49.0%

消防署

23.5%

土木課

12.0%

一般廃棄物最

終処分場

6.4%

リサイクルプラザ

3.8%

水道課

3.2%

下水道課

0.9%

海洋博物館

0.8%
玉野市総合体

育館 0.3%

西清掃セン

ター 0.2%
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３ 【参考】平成25年度の温室効果ガス排出状況

推進計画は、国の「地球温暖化対策計画」における目標達成に向け、地方公共団体とし

て寄与することを目的としていることから、国の目標との比較が可能なように、平成25年
度（2013年度）の本市事務事業における温室効果ガス排出状況も把握するものとします。

£ 平成 25年度（2013 年度）温室効果ガス排出量 ： 21,650 t-CO2

「地球温暖化対策計画」の基準年である平成25年度（2013年度）の温室効果ガス総排
出量は、21,650 t-CO2となりました。

なお、同排出量は、国の温室効果ガス削減目標における本市の達成状況を把握する上

での基準排出量となります。

£ 排出要因別温室効果ガス排出状況

電気、燃料など排出要因別での温室効果ガス排出状況では、電気の構成比が全体の

65.3％と最も高く、以下廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプラスチック類）（20.4%）、
A重油（7.1%）、CO2以外のガス（CH4、N2O、HFCs：3.2%）などが続いています。

【排出要因別温室効果ガス排出構成】

電気

65.3%

廃棄物の焼却

20.4%

A重油

7.1%

CO2以外

3.2%

灯油

2.1%
ガソリン

0.8%
LPG

0.7% 軽油

0.4%

排出量
t-CO2

電気 14,131

4,413

A重油 1,529

CO2以外 702

灯油 461

ガソリン 175

LPG 146

軽油 94

21,650

排出源

廃棄物の焼却
（可燃ごみに含まれるプラスチック類）

合計

国の目標との比較における基準排出量 ： 21,650 t-CO2
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第３章 温室効果ガス削減目標

１ 目標設定の考え方

推進計画の温室効果ガス削減目標設定は、本市の地球温暖化対策に係る各種の要件を考

慮した上で設定するものとします。

なお、目標設定に考慮した要件は、以下のとおりです。

£ 国の施策との整合

国は、「地球温暖化対策計画」において2030年度（平成42年度）の温室効果ガス削減
目標（2013年度（平成25年度）温室効果ガス総排出量比▲26％）を掲げています。本市
としては国と遜色ない取組をめざし、国の目標に準じて推進計画の目標を設定します。

【国の目標と玉野市の事務事業の相関】

なお、国の目標には2030年度（平成42年度）までの電源構成の変化による電気のCO2

排出原単位低減効果が織り込まれており、玉野市においても同効果が期待できるものと

します。

£ 省エネ法の努力目標の遵守

省エネ法では、特定事業者の省エネルギー化に係る努力目標として、年平均1%のエネ
ルギー消費原単位改善が定められています。

£ 玉野市の温室効果ガス削減ポテンシャル

施設の運用改善などのソフト的取組、省エネ改修・省エネ機器への更新などのハード

的取組を行った場合、取組に応じて温室効果ガス削減効果（削減ポテンシャル）が見込

まれます。

£ 市の計画との整合

「玉野市一般廃棄物処理基本計画」に準じたごみ減量が実施された場合、ごみ処理に

伴い排出される温室効果ガスの削減が期待できます。

国の温室効果ガス削減目標（地球温暖化対策計画）
玉野市に該当する事務事業

排出区分 目標値

エネルギー

起源CO2

産業部門 6.5% 該当なし

家庭部門 39.3% 該当なし

業務その他部門 39.8% 施設等でのエネルギー使用

運輸部門 27.6% 公用車の燃料使用

エネルギー転換部門 27.7% 該当なし

非エネルギー起源CO2 6.7%
廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれるプ

ラスチック類）

CH4 12.3% 廃棄物の焼却、下水・し尿処理、公用

車の運行N2O 6.1%

HFC等4ガス 25.1% カーエアコンからの冷媒（HFCs）漏出
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２ 温室効果ガス削減目標

本市の地球温暖化対策に係る要件を遵守した場合に予測される推進計画期間中の温室効

果ガス削減効果を推計し、削減効果の合計値をもって推進計画の目標とします。

【推進計画の温室効果ガス削減目標に係る要件】

目標設定上の要件 内容
玉野市での削減効果

（推進計画期間中）

省エネルギー化

の推進

玉野市の温室効果ガス排出構成、国の目標、

省エネ法の努力目標、省エネルギー化の推進

などを勘案した市の削減ポテンシャル

▲9.8%

電気のCO2排出

原単位低減

「電気事業における低炭素社会実行計画」に

おける電気のCO2排出原単位目標（国全体の

排出係数で0.37kg-CO2/kWh(2013年度比で

平均▲35%相当)をめざす）を基に推計

▲9.8%

ごみ量の削減

「玉野市一般廃棄物処理基本計画」における

ごみ減量目標、玉野市の将来推計人口を基に

推計

▲3.2%

合計 ▲22.8%
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取組の基本方針

第４章 温室効果ガス削減への取組施策

第1節 取組の基本方針

本市は、推進計画及び省エネ法の特定事業者としての対応を一体的に取り組むことで合

理的な地球温暖化対策の推進をめざすものであり、本市のこれまでの地球温暖化対策、法

制度上の要件、国や県の地球温暖化対策などを鑑みて、以下の取組方針に基づき具体的な

取組施策を実施します。

£ ソフト的取組施策の徹底

市職員による省エネルギー化の取組が、温室効果ガス排出量の削減に対して一定の効

果が認められることから、今後も施設や職場、職員の差異なく設備・機器や公用車の運

用改善などソフト的取組施策の徹底を図ります。

£ ハード的取組施策の推進

温室効果ガス排出量を継続的かつ効率的に削減するため、省エネルギー化（省エネ改

善・省エネ型機器への更新）や再生可能エネルギーの導入、ESCO事業の導入などハー
ドの取組を併せ、市施設全体のエネルギー使用量を削減します。設備・機器導入の際に

は、環境省の定めるL2-Tech認定製品（先進的な低炭素技術）、ASSETリスト（環境省指
定先進的高効率機器一覧）、BAT（利用可能な最善の手法）等、省エネ性能・環境性能の
高い設備機器・技術などに倣い、より高度な技術の導入を図ります。

また、再生可能エネルギーの導入拡大を図ることで、エネルギーの低炭素化を図りま

す。

£ その他の温室効果ガスの削減に資する取組の推進

温室効果ガス総排出量を抑制するためのその他の取組として、電気事業者の選択、ご

みの減量・リサイクル、省資源（用紙や水）等に関する取組を推進します。

また、より低炭素なエネルギーの選択、環境物品の購入による環境負荷の低減、公共

事業における環境配慮に関する取組を推進します。

£ 市域の取組への発展

地球温暖化対策への取組を地域に波及させることで、行政事務事業における温室効果

ガス排出量の削減に加えて、市民や事業者など市全域での温室効果ガス排出量の削減を

図ります。
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第2節 取組施策

１ ソフト的取組施策

ソフト的取組施策は、地球温暖化対策及び省エネルギーへの取組の徹底及び継続的な取

組を目的として、以下のように設定します。

なお、照明や空調等職場内のエネルギー管理は、省エネ法に基づく管理標準を遵守徹底

することとします。

n ソフト的取組施策（職員） ※職員とは、正規職員だけでなく、嘱託職員，臨時職員等も含む

職員の節電や燃料の使用抑制など、日常業務における環境配慮活動を主体とした即効

性が期待される取組とする。

n ソフト的取組施策（施設管理者） ※施設管理者とは、施設（現場）の管理者のことをいう

施設の運用改善や設備・機器のメンテナンスなど、省エネ法の管理標準に基づく「設

備・機器の保守・管理」、「設備・機器の運用改善」に関する取組とする。

（１） 電気の使用に関する取組

① 照明

£ 職員の取組

n 原則として晴天時は廊下、風除室は消灯する

n 断続的に使用する部屋（会議室、トイレ、給湯室等）の照明はこまめに消す

n 始業前、昼休みには、業務に必要な場合を除き消灯する

n 照度が基準値より高い場合は、基準値を大きく超えないよう点灯数を調整する

n 廊下・ホール等共用スペースの点灯は、必要最小限度とする

£ 施設管理者の取組

n 照明スイッチに点灯場所を明示する

n 照明器具の清掃、適正な時期での交換を実施する

n 屋外照明等は、安全の確保に支障のない範囲で消灯するなど点灯縮減を図る

n 洗面所やトイレには人感センサ付き照明やスイッチを設置する

n 白熱電球は、交換時期に電球型蛍光灯やLED電球等照明効率の高いランプへ切り替える

n トイレ、廊下、階段等について、不用な箇所は間引き消灯を実施するとともに、消灯管理を

徹底する

n 照明機器等を購入、更新するときは、省エネルギー基準達成率の高い製品を優先的に選

択する

※管理標準とは

エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保

守・点検）を定めた「管理マニュアル」をいいます。
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② OA機器

£ 職員の取組

n スイッチ付き電源タップを活用し、退室後の待機電力消費を防止する

n 昼休み中は、プリンタの電源を切る

n パソコンモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げる

n 低電力モード機能を搭載しているOA機器、電気製品は、低電力モードに設定を行い使用す

る

n デスクトップコンピューターでは、本体だけでなくモニターの電源も切る

n 不要不急時には、OA機器等の電源をこまめに切る

£ 施設管理者の取組

n OA機器（パソコン、プリンタ、コピー機等）等を購入、更新するときは、省エネルギー基準達

成率の高い製品を優先的に選択する

③ その他の電力

£ 職員の取組

n できるだけ階段を利用し、安易にエレベーターを利用しないようにする

n 機器を利用しない時には、業務に支障のない範囲で主電源を切る。または、電源プラグを

抜いておく

n トイレ、給湯室、倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は、必要時のみ使用する

£ 施設管理者の取組

n サービス水準を損ねない範囲で、時間帯別のエレベーター稼働台数を最少とする

n 設備の更新や改修に合わせて管理標準の見直しを行う

n 電気使用のピークカット及び電気使用量の削減を図るため、デマンド監視装置等を設置する

n デマンド警報発令時の対処方法を事前に決める

n 春、秋の穏やかな日には、出来る限り自動ドアを開放しておく

n 空調を実施しない中間期には、特別な事由がない場合、窓の開閉による自然換気を行う

n 洋式トイレは、寒候期以外は便座への通電を行わない

n 温水洗浄便座は季節に合わせて設定温度を調節する
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（２） 冷暖房機器の使用に関する取組

£ 職員の取組

n 不必要な空調、冷暖房機器は使用しない

n 冷暖房機器の使用時は、換気に留意しながら室内外の熱の出入りを最小限に抑えるよう努

める

n 自然光や自然風を積極的に取り入れるとともに、冷房時にはブラインド等で日差しを遮る

n 庁舎内や会議室の空調の室温は、国の推奨値（冷房時28℃、暖房時19℃）を目処に設定

温度を調節する

n 就業時間外や会議室の使用前後における空調の使用時間短縮化を図る

n 夏季における事務所での服装について、暑さをしのぎやすい軽装「クールビズ」を励行する。

また、 冬季における事務所の服装について、快適に過ごせるよう適切な服装「ウォームビズ」

を励行する

n 空調の使用時は、空調設備の空気の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するような障害

物を配置しない

n 空調の使用時は、扉や窓の開放を止め、できるだけ開閉を控える

n 断続的に使用する部屋（会議室等）の空調は、電源をこまめに切る

£ 施設管理者の取組

n 冷房期間中、すだれなどを利用し空調室外機への日光の直射を防止する

n 空調機器の運用マニュアルを作成・統一する

n 空調の使用時は、空調機器のフィルター清掃を月1回程度行う

n 室内温度や外気温を測定し、空調使用や温度設定の参考とする

n 閉館時間が定まっている施設では、閉館前に空調を止め、使用時間を削減する

n 緑のカーテン、遮蔽シート等で日射・遮蔽を行う

n 夜間の巡視により空調・換気などの消し忘れを防止する

n 空調・冷暖房機器等を購入、更新するときは、省エネルギー基準達成率の高い製品を優先

的に選択する

（３） 給湯、ボイラの使用に関する取組

£ 職員の取組

n 湯を沸かすときは、給湯器などのお湯を利用する

n 給湯器などは季節に合わせて設定温度を調節する

n 給湯時期・時間はできるだけ縮小する

n 湯沸かし時には必要最低限の量を沸かす

n ガスコンロ等の火の強さは、やかんの大きさに合わせて調節する

£ 施設管理者の取組

n 施設利用者に支障のでない範囲で、冬期以外にトイレや洗面所等の給湯を停止する



19

n 施設の利用状況に応じてボイラの運転時間をできるだけ短くする

（４） 公用車の使用に関する取組

£ 職員の取組

n 待機時のエンジン停止の励行、 急発進、急加速の中止等の環境に配慮した運転（エコドラ

イブ）を行う

n 無駄な荷物を積まない

n 交通規則を順守しつつ、加減速の少ない滑らかな運行を心がける

n 近距離の場合は、可能な限り徒歩、自転車・二輪車等で移動する

n 事前に綿密なルート確認を行い、運行ロスを避ける

n 同一方向へ移動する場合は、極力相乗りをする

n 荷物の積み降ろし等で車を降りる際はエンジンを切る

n 燃料消費量と走行距離から燃料を計測し、取組の指標とする

n カーエアコンについて、こまめにオン、オフするなど適切な温度調整を心掛ける

£ 施設管理者の取組

n 公用車の新規導入、更新をするときは、 低公害車（低燃費かつ低排出ガス認定車、ハイブ

リッド自動車、電気自動車等）を優先的に選択する

n タイヤの空気圧チェック等適切な点検整備を行う

（５） 用紙類の使用に関する取組

£ 職員の取組

n 可能な限り、両面印刷、両面コピー、裏面利用を行う

n ミスコピー等は、メモ用紙として再利用する

n ミスコピーをしないよう留意する

n 毎年のコピー用紙使用枚数を把握することで、その削減に努める

n 作成文書等は印刷物よりも電子媒体による保存を心掛け、用紙の使用を極力避ける

n 会議等で使用する資料は、ワンペーパー化（規格統一）するように工夫する

n 会議・講習会等においては、可能な限り封筒を配布しない

n 資料等の作成は、必要最少部数とする

n 電子メール、庁内ＬＡＮを活用し、ペーパーレス化に努めることで、資源節約と廃棄物の減量

化を図る

n パソコンからのプリントアウト時には、プレビュー画面で確認してから、印刷することでミスコピー

を防ぐ

n 同じ資料の複数保存を防ぐため、資料の個別所有を制限し、担当内で共有する

n 使用済封筒の再使用等、封筒使用の合理化を図る

n 文書ホルダーやファイルは、再利用する
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（６） グリーン購入の推進に関する取組

£ 施設管理者の取組

n 省資源・省エネルギー型物品の購入・使用を推進する

n 長期間の使用ができる物品の購入・使用を推進する

n リサイクルが可能である物品の購入・使用を推進する

n 再生された素材や再使用されている部品を多く利用している物品の購入・使用を推進する

n 使用後に再資源化できる物品、 もしくは廃棄時に処理･処分が容易な物品の購入・使用を

推進する

（７） 上水の使用に関する取組

£ 職員の取組

n 日常的に洗面所や流しにおける節水を励行する

£ 施設管理者の取組

n 設備・機器等を設置、更新するときは、節水コマや自動水栓等の節水型を優先的に選択す

る

n 水漏れの点検を実施する

n 施設利用者に対して節水を呼び掛ける

n 止水栓等の調整により水道水圧を低めに設定する

（８） 廃棄物の減量・リサイクルに関する取組

£ 職員の取組

n ごみの排出時、分別を徹底し、資源のリサイクルを図る

n 使い捨て製品・容器の購入・使用を自粛する

n 備品、機器をはじめ事務用品等が故障や不具合を生じた場合、可能な限り修理・補修し、

長期間、繰り返し使用する

n 購入物等の過剰包装等を控える。（梱包材は、納入業者に持ち帰りを依頼する。）

n 不用な物品は、「庁内不用品活用銀行」を活用し、再使用に努める

（購入の必要性を再考し、購入量を減らす）

n 排出するごみの量を意識し、減量化に努める

（９） 公共工事に関する取組

£ 施設管理者の取組

n 環境に配慮した設計及び施工を行う

n 再生資材（再生砕石類、 再生アスファルト及び再生土砂等）の利用及び建築副産物（解

体撤去コンクリート、撤去アスファルト及び建設発生土等）の再利用を推進する

n 支障のない限り、エネルギー消費量の少ない建設機械を使用するよう発注者として促す
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n 建築物を建築する際には、省エネルギー対策を徹底し、温室効果ガスの排出の抑制に配

慮したものとして整備する

（１０） その他の取組

£ 職員の取組

n 環境に関する研修、講演会等に積極的に参加する

n 推進計画に基づく温室効果ガス排出量削減への取組行動の実施状況を定期的にチェック

する

n 毎月のエネルギー使用量を記入するシートを作成するなど、毎月のエネルギー使用量の

「見える化」を行う

£ 施設管理者の取組

n 重油を燃料としている設備の更新にあたっては、可能な場合、重油に比べ温室効果ガス排

出の相対的に少ない燃料に変更する

n 環境配慮に関する情報を職員に提供、共有する

n 各職場での優れた取組を公表し、庁舎全体で実践する

n 推進計画の推進状況を定期的に公表する

n 植林、植樹等森林の整備や管理・保全の適切な推進を図る

n 市が主催する行事の実施にあたっては、会場の照明の間引きや冷暖房の温度設定の適正

化、 参加者への公共交通機関の利用の奨励など温室効果ガスの排出削減や、ごみの分

別、パンフレット等に再生紙を使用するなどの取組を可能な限り行う

n 温室効果ガス排出量削減への取組行動に関するアイデアを募集、実践する

（１１） 設備・機器の保守・管理に関する取組

£ 施設管理者の取組

設備の保守・管理を適切に実施することで、エネルギー消費効率の低下を防ぐことと

なる。

n 設備・機器の保守・管理に関する取組は、管理標準に準拠する。

【設備・機器の保守・管理に関する取組（例）】

 1 熱源設備・熱搬送設備
・密閉式冷却塔熱交換器のスケール除去

・冷却塔充てん材の清掃

・冷却水の水質の適正な管理

2 空調設備・換気設備

・温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃・自動制御装置の管理等の保守及び点検

3 照明設備

・照明器具の定期的な保守及び点検
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（１２） 設備・機器の運用改善に関する取組

£ 施設管理者の取組

施設で運用している既存の設備・機器の運用改善を行うことで、エネルギー使用量の

削減に寄与することとなる。なお、運用改善を行うにあたって、計測等により現状を把

握した上で、設備・機器の調整や制御を行うものとする。

n 設備・機器の運用改善に関する取組は、管理標準に準拠する。

【設備・機器の運用改善に関する取組（例）】

 1 熱源設備・熱搬送設備
・冷温水出口温度の適正化、冷却水設定温度の適正化

・熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化

・冷温水ポンプの冷温水流量の適正化、蓄熱システムの運転スケジュールの適正化

・熱源機のブロー量の適正化

・燃焼設備の空気比の適正化

・熱源機の運転圧力の適正化

・熱源機の停止時間の電源遮断

2 空調設備・換気設備

・ウォーミングアップ時の外気取入停止

・空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化

・冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止

・除湿・再熱制御システムの再加熱運転の停止

・夜間等の冷気取入れ

3 発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備

・変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止

・コンデンサーのこまめな投入及び遮断

4 昇降機設備

・利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止

5 給排水設備・給湯設備・冷凍冷蔵設備

・給排水ポンプの流量・圧力の適正化

・給湯温度・循環水量の適正化

・冬季以外の給湯供給期間の短縮
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２ ハード的取組施策

（１） 省エネルギー機器への更新

高効率エアコンや高効率ボイラ、LED照明等、エネルギー効率が高くエネルギー消費を
低く抑えることができる機器をはじめ、自動調光システムや人感照明センサ等必要な時に

必要最小限のエネルギーを使うように制御する機器、その他、窓からの熱の出入りを抑制

し冷暖房にかかるエネルギーを抑えることができる断熱フィルムの施工等、省エネルギー

のためのさまざまな設備・機器等が製品化されています。

今後、省エネルギー診断調査を行った４施設（本庁舎、玉野競輪場、備南高校、荘内市

民センター）をはじめとして、省エネ改修やESCO事業の設計等のFS調査（フィジビリテ
ィスタディ：実現可能性調査）により、省エネ機器・設備の導入を積極的に検討し、公共

施設の再編整備を考慮しながら効果的と判断した事業から順次更新を進めることで、省エ

ネルギー化及び温室効果ガス排出量の削減を図ります。

設備・機器導入の際には、環境省の定めるL2-Tech認定製品（先進的な低炭素技術）、
ASSETリスト（環境省指定先進的高効率機器一覧）、BAT（利用可能な最善の手法）等、
省エネ性能・環境性能の高い設備機器・技術などに倣い、より高度な技術の導入を図りま

す。

（２） 再生可能エネルギーの普及

太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーへの転換による温室効果ガス排出量の

削減はもとより、災害発生時の独立型電源システムとしてライフラインの確保にも寄与

します。

（３） 低公害車の普及

本市は、公共交通の利便性を鑑みた場合、業務上、公用車の使用は欠かせないことな

どから、公用車の車両更新時には環境に配慮した低公害車（電気自動車、ハイブリッド

車、低燃費かつ低排出ガス車等）への転換を検討します。

また、試乗会、環境イベント等の普及啓発活動を行うと共に、普及の原動力となる急

速充電スタンド等のインフラ整備をはじめ、太陽光等の再生可能エネルギーを利用した

充電スタンドの設置を視野に入れた検討を行います。
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３ その他の温室効果ガス削減に資する取組

（１） 行政の取組

① 電気事業者の選択

電力小売自由化に伴い、国のエネルギー政策及び電気事業者（一般電気事業者やPPS
（特定規模電気事業者））の動向（CO2排出原単位、単価、契約内容等）に配慮し、最適

な電力購入先を選定する。

② グリーン購入の促進

環境負荷の少ない製品や原材料の購入について、環境物品等及びその調達目標を定め

た方針を策定し、グリーン購入を実施する。

③ フロン法における簡易定期点検の実施の徹底

2000年代以降、冷凍空調機器の冷媒として用いられるフロン類について、特定フロン
から代替フロンへの転換が進む中、冷媒としての市中ストックが増加傾向にあることか

ら、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成27年4月施行）」に基
づき、機器の定期的な点検、点検内容の記録・保管が義務付けられた。また、定期点検

によるフロン類の漏洩防止、漏洩量の定期的な報告が必要となっている。

④ エネルギーマネジメントシステムの率先的な導入

ＢＥＭＳ（ビルのエネルギー管理システム）やデマンド監視装置を導入することで、

照明や空調などオフィスビルなどで使用する、エネルギー機器・設備の運転やエネルギ

ー使用状況を監視・管理する。ビルで使用するエネルギーを「見える化」し、熱や空調

などビルのエネルギー使用量を把握して適正に管理することで、省エネ促進やエネルギ

ー利用効率化による温室効果ガス排出削減につながる。

⑤ ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの促進

国は、私たち国民が消灯や節水などを日常的に取り組んだ上で、車、家電、住宅など

の各種製品の選定にあたって、より環境負荷の小さい製品を選定するよう心掛けるよう

「COOL CHOICE」を旗印に国民運動を展開している。
本市でも、行政をはじめ市民・事業者においても、省エネ・低炭素型の「製品」「サー

ビス」「行動」といった温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促すことで、地域で

の温室効果ガス排出削減に貢献するものとする。
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⑥ カーボンオフセットの促進

カーボンオフセットにより、自らの活動で排出した温室効果ガス排出量のうち、削減

が困難な部分について、他の場所で実現した排出削減や吸収活動等とオフセットするこ

とで、温室効果ガス排出削減に努める。また、削減分を他の地域の排出量とオフセット

することで、他地域での温室効果ガス排出削減に貢献するものとする。

（２） 東清掃センターにおける廃棄物焼却量の削減

本市の行政事務事業において、東清掃センターでの廃棄物の焼却（可燃ごみに含まれる

プラスチック類）に伴う非エネルギー起源CO2の排出は、総排出量の約3割を占めるなど電
気に次いで影響度が高くなっている。

削減には市民・事業者の協力なくしては成し得ないことであり、市民・事業者に対して

ごみの分別やリサイクルなどごみ減量について意識啓発を図るとことで、「玉野市一般廃棄

物処理基本計画」におけるごみ減量目標（▲15%）の達成を図ることが望まれる。

n 分別やリサイクルの徹底によるごみ減量化

n グリーン購入の促進

（３） 上下水道関連施設における処理量の低減

東清掃センターと同様に、上下水道関連施設など市民サービス事業に関わる施設の中に

は、施設の稼働率の変化が温室効果ガスの排出に直接的に影響する場合があるため、温室

効果ガス削減対策として市民・事業者に対して節水の意義を呼び掛けるなど、行政と市民・

事業者の連携が望まれる。

n 節水

n 雨水利用

４ 市域の取組への発展

市全域における温室効果ガス排出量の削減や省エネルギーの推進のためには、行政事務

事業における温室効果ガスの排出削減や省エネルギー化はもとより、市民及び事業者への

普及、啓発を積極的に行うことで、行政、市民及び事業者の協働による市全域の取組へと

発展させていくことが望まれる。
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第５章 推進計画の運用・管理

第1節 計画の推進体制

本市では、「玉野市カーボン・マネジメント推進委員会」（以下「推進委員会」という。）

のもとに継続的な地球温暖化対策の推進を図ります。

なお、推進委員会及び事務局など推進計画の進行管理を担う主体を「計画の推進主体」、

推進責任者・推進員及び職員など推進計画に基づく具体的な取組の実施を担う主体を「計

画の実行主体」とします。

【推進計画の推進体制】

なお、各主体の役割は以下のとおりとします。

① 計画の推進主体

£ 市長

推進委員会の委員長として、本市の省エネルギー化、地球温暖化対策等の取組を統括

します。

玉野市カーボン・マネジメント推進委員会

委員

推進責任者（所属長・課長）

推進員（係長）

副市長（副委員長） 教育長（副委員長）

政策財政部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、

建設部長、消防長、会計管理者、病院事業管理局参与、議会事務局長、

選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、教育次長

市長（委員長）

事務局（環境保全課）

計画の

推進主体

計画の

実行主体

全職員 各施設

エネルギー管理責任者
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£ 副市長、教育長

推進委員会の副委員長として、委員長を補佐します。

£ カーボン・マネジメント推進委員会

カーボン・マネジメントを含む省エネルギー化、地球温暖化対策の推進に関わる施策

決定を行います。

なお、推進委員会は各部局の長で組織します。

£ 事務局（環境保全課）

エネルギー使用状況をはじめとする推進計画推進に係る基礎調査、「見える化」の推進

などに関して推進責任者・推進員を支援するとともに、各種調査結果、推進計画進捗状

況、地球温暖化対策推進状況などをとりまとめ、推進委員会に報告します。

また、調査結果の公表手続き、国・県及び庁内各関係部局への報告・連絡・調整を行

います。

£ エネルギー管理責任者（総合政策課長）

公共施設のうち、玉野市公共施設白書に掲載する建物系施設の状況を把握し、設備の

対策、更新等の効果的な運営及び助言等を行います。

② 計画の実行主体

£ 推進責任者

所属長及び課長で組織し、推進委員会の指示に基づくカーボン・マネジメントを含む

地球温暖化対策に係る取組を先導的に実践し、各職場への波及を図ります。

また、事務局との連携により、エネルギー使用状況をはじめとする推進計画の運用に

係る基礎調査を行うとともに、各課や施設単位での「見える化」など市職員の啓発策を

推進します。

£ 推進員

各所属の庶務担当係長で組織し、推進計画の運用に係る基礎調査、「見える化」の推進

などに係る実務を担当するなど、推進責任者を補佐します。
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第2節 計画の管理及び運用

１ 計画の管理

（１） 管理手法

計画の運用は、国際規格ISO14001による環境マネジメントシステム（PDCAサイクル）
を活用し、エネルギー使用及び温室効果ガス排出の実態把握と取組方針の改善など定期的

な見直しを図るものとします。

PDCA サイクル（環境マネジメントシステム）

（２） 管理項目

推進計画の管理においては、計画の推進主体及び計画の実行主体各々の管理項目や内容

を差別化し、取組内容や作業を明確化・単純化することで、各主体の負担軽減とともに推

進計画の着実な実施をめざします。

£ 計画の推進主体（玉野市カーボン・マネジメント推進委員会、事務局等）

n 温室効果ガス排出量の把握・管理

n 温室効果ガス増減要因の把握（巨視的な要因分析）

n 推進計画の目標達成状況の把握

£ 計画の実行主体（推進責任者、推進員等）

n エネルギー使用量の把握・管理

n エネルギー使用量増減要因の調査・把握（各所管・施設単位）

n 温室効果ガス排出量削減への取組状況の把握・管理
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【推進計画の主体別管理項目】

２ 計画の運用

（１） 運用の内容

① 活動状況、温室効果ガス排出状況の確認及び増減要因分析

事務局は、各所管・施設の活動状況を基にエネルギー使用量をはじめとする活動量推

移及び温室効果ガス排出状況を調査・把握するとともに、それらの増減要因についても

調査・分析を行います。またその際事務局は、必要に応じて推進責任者又は推進員から

活動状況の変化について個別にヒアリングを行うものとし、排出量等の増減が取組状況

の変化によるものか、あるいはその他の要因によるものか可能な範囲で把握するものと

します。

② 温室効果ガス等削減措置の見直し

推進委員会は、事務局からのエネルギー使用量をはじめとする活動状況、温室効果ガ

ス排出状況、省エネルギー化や温室効果ガス削減措置に関する取組状況調査結果の報告

を基に、必要に応じて措置を見直すものとします。特に、取組状況とエネルギー使用量

または温室効果ガス排出量の増減状況に矛盾があるような場合、措置そのものの見直し

の検討について事務局に提案します。

③ 計画の見直し

推進計画期間中に市勢の変化などに伴いエネルギー使用状況や温室効果ガス排出状況

が著しく変動した場合、計画の目標や省エネルギー化及び温室効果ガス削減措置そのも

のに合理性が失われることが予測されることから、そのような状況下では推進計画の見

直しについて検討するものとします。

なお、推進計画の見直しについては、推進委員会で最終的に判断するものとします。

分類 計画の推進主体 計画の実行主体

必須

· 活動量（市全体）
· 推進計画の取組状況（市全体）
· 活動量増減要因（巨視的な要因把握）
· 温室効果ガス排出量（市全体）
· エネルギー消費原単位（市全体）
· 原単位増減要因（巨視的な要因把握）

· 活動量（所管・施設単位）
· 推進計画の取組状況（所管・施設単位）
· 活動量増減要因（所管・施設単位）

任意

· 温室効果ガス排出量（所管・施設単位）
· エネルギー消費原単位（所管・施設単位）
· 原単位増減要因（所管・施設単位）
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④ 計画進捗状況の公表

推進計画の推進は、地域の環境、ひいては地球の環境を守るために、行動の輪を行政

から市民・事業者に広げ、地域が一丸となって行動していくことが望まれます。そのた

め事務局は、毎年度計画の進捗状況等について広報紙やホームページ等を通じて市民に

公表するものとします。

⑤ 職員研修の実施

推進計画に掲げた取組は、個々の職員が実施するものであり、計画の推進には、職員

一人ひとりが地球温暖化の現状や本計画の趣旨・内容を理解し、毎年度の取組状況を踏

まえて取組の在り方を見直す事が求められます。

本市では環境に関する研修を計画的に実施するとともに、庁内LAN等の活用により地
球温暖化対策等に関する情報を積極的に提供し、地球温暖化防止に向けたより幅広い取

組を促進するものとします。

なお研修内容は、地球温暖化関連情報、計画の内容及び進捗状況、推進体制と役割、

省エネルギーや温室効果ガス削減措置等に関する研修を行うものとします。

３ 計画の運用手順

カーボン・マネジメント体制に基づく推進計画の運用は、推進委員会及び事務局が主体

となります。推進委員会及び事務局は、推進責任者・推進員にロードマップに基づく施策

の進捗状況や温室効果ガス排出量算定に必要なエネルギー使用量調査などを指示し、調査

結果を基に推進計画進捗状況調査（施策の実施状況調査、温室効果ガス排出量算定、計画

の目標達成状況調査、温室効果ガス増減要因分析など）を行い、同調査結果から「推進計

画運用報告書」を作成します。

なお、推進計画運用報告書は、調査結果を基に今後の地球温暖化対策推進方法を見直し、

職員研修等を通じて全職員に配信します。

推進責任者・推進員は、推進委員会及び事務局の指示により調査したエネルギー使用量

を基に、所管・施設単位で増減要因分析を行い、調査結果や今後の改善提案について情報

を配信します。

以上のように、所管・施設単位での個別管理、推進委員会・事務局による全体管理、相

互の情報配信などにより推進計画の実効性を高め、国と遜色のない取組をめざすものとし

ます。
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【事務局の推進計画運用フロー】

£ 推進委員会の計画運用における主な役割

省エネルギー化、地球温暖化対策の推進に関わる施策決定を行うと共に、事務局

からの推進計画進捗状況調査結果などの報告を受け、今後の対応について推進責任

者に適宜指示する。

£ 事務局の計画運用における主な役割

n 推進計画の運用支援

推進責任者及び推進員による各施設の活動量や省エネへの取組状況調査結果の集

計、温室効果ガス排出量算定、毎年度の推進計画運用状況報告書の作成など、推進

計画の運用を支援する。

推進計画運用調査

温室効果ガス排出量算定

温室効果ガス排出状況分析

温室効果ガス排出量増減要因分析

温室効果ガス排出削減の改善策の設定

玉野市カーボン・マネジメント推進委員会

推進計画、改善策に準じた取組の実施

· 推進計画運用調査として、施設ごとのエネルギー使用量や温室効果ガ
ス排出量算定に必要な活動量を調査

· 施設個別の取組（省エネ改修等）の施策実施状況を併せて調査
· 活動量等調査は推進責任者・推進員が担当

· 集計した活動量を基に温室効果ガス排出量を算定

· 温室効果ガス排出状況（施設別・エネルギー種別排出増減状況等）
分析

· 排出量増減の著しい項目に対して要因の特定を図る
· 排出量増減要因分析は推進責任者・推進員を主体に実施

· 排出量増減要因分析により改善策を設定
· 一連の分析内容及び改善策を推進委員会に報告

· 推進責任者・推進員からの報告を含め、「推進計画運用報告書」を作
成

· 「推進計画運用報告書」の内容は庁内及び一般に情報配信
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n 管理標準の策定・運用支援

管理標準の策定準備中施設に対し、類似施設、類似機器による管理標準例などの

情報提供、設備更新等に伴う管理標準改定に関するアドバイスなど、管理標準の策

定・運用を支援する。

また、職員研修などを通じた情報提供などにより、施設ごとの「見える化」につ

いても支援する。

£ 推進責任者・推進員の計画運用における主な役割

推進責任者及び推進員は、市の意向や事務局からの伝達事項を各職員に周知するなど、

推進計画の推進において各所管及び施設で主導的な役割を果たす。

n 推進計画の推進に係る調査

毎年度の活動量、省エネルギー化への取組状況など、所管及び施設単位での推進

計画の運用に係る調査を行う。

n 「見える化」の推進

毎年度実施する施設単位での活動量調査及び取組状況調査を基に、エネルギー使

用量増減状況や要因分析、改善の方向性や提案などを「見える化」することで、省

エネルギー化や地球温暖化対策の推進に向けた職員の意識啓発を行う。

n 意見交換の場の設定

エネルギー使用状況及び職員の取組状況、推進計画の進捗状況などに関して共通

認識を持ち、施設関係者の発案による施設独自の取組改善を図ることなどを目的と

して、施設関係者による意見交換の場を設ける。


