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１．はじめに
表１ 対象とする温室効果ガスの種類

表２　カーボンマネジメント対象部施設一覧（黄色ハッチは調査対象の８施設）

表3　全施設合計のエネルギー消費量

宇多津町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

 宇多津町では、平成19年2月に公表した「宇多津町エコオフィス計画」に定めたとおり、これま

でにも環境に配慮した活動を推進してきたところです。 現在、我が国では温対法のもとに地球温暖

化への対策が推進されており、国、地方公共団体、事業者、国民（住民）のそれぞれに温室効果ガ

ス（表１）の排出抑制等に対する責務が定められています。  

 地方公共団体においては、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減ならびに吸

収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガス

の排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その

他の措置を講ずるように努めるものと定められています（温対法第4条第2項）  

 さらに、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と

義務付けられています。（温対法第21条第1項）  

 宇多津町では「宇多津町総合計画」に定める通り「低炭素・循環型社会に対応したまちづくり」

をめざし、住民と一体となってCO2 の排出の少ない社会の形成を進めることを目的として、「宇

多津町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（以下、「実行計画」という）を策定し、温室効

果ガス排出量の削減目標値と目標達成のための施策を定めます。  

 本計画の適用範囲は、宇多津町の本庁、支所内の全組織が行うすべての事務・事業とします。 

宇多津町の事務・事業は以下の8部局が執行しており、「実行計画」は、表2に示すこれらの部局

が管轄する町内49施設に適用されるものとします。 

 全施設のエネルギー消費量を表3に示します。電気の消費量では平成25年度と平成28年度を比

較すると2％の削減が図れております。これはエコオフィス計画の活動によるものと思われます。 

 

 本実行計画では、①二酸

化炭素（CO2）、②メタン

（CH4）、③一酸化二窒素

（N2O）、④ハイドロフル

オロカーボン（HFC）の４

種類の温室効果ガスを削減

対象とします。 

 

（１）計画の期間 

  

 計画の期間は、2018（平成30）年4月～2022(平成34)年3月の５年間とします。環境省が作

成した「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・改定の手引き」（平成26年3月 環境省地球

環境局 地球温暖化対策課）では、実行期間を概ね5年程度が適当であると定められております。 

（２）基準年度の設定 

 

 目標達成度合いを評価するための基準年度は、平成25年度（2013年）とします。基準年の設

定は、「地球温暖化対策計画」によります。 

分類 番号 対象施設 分類 番号 対象施設 

総務課 1 本庁舎 地域整備課 25 漁港照明 

2 保健センター 26 公園照明 

3 コミュニティー会館 27 新町水門、鴨田ﾎﾟﾝﾌﾟ

場 

4 西館 28 道路照明 

5 1分団 2F倉庫 29 漁港水産施設 

6 マロニエ広場 30 宇多津臨海公園 

危機管理課 7 屯所（6箇所） まちづくり課 31 こめっせ宇多津 

8 防災無線（12箇所） 32 古街の家 

教育委員会 9 幼稚園 33 産業資料館（うみほた

る） 

10 宇多津小学校 34 観光灯 

11 宇多津北小学校 35 旧ｶﾞﾗｽ館北照明灯 

12 宇多津中学校 保健福祉課 36 福祉ｾﾝﾀｰ 

13 総合型スポーツ施設 37 中央保健園 

14 ﾃﾞｭｱﾙ･ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 38 ｷｯｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ（児童館） 

15 三角邸 39 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（駅前） 

16 町民体育館 40 やすらぎプラザ（山下） 

17 放課後児童（借上） 住民生活課 41 平山墓地電灯 

18 北小ナイター  42 はなの森墓地公苑電

灯 

19 ユープラザうだつ  43 清掃・し尿現場事務所 

20 宇多津給食センター  44 火葬場 

水道課 21 配水池・貯水池（6 箇所）  45 防犯灯 

22 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ（14箇所）  46 慈光寺井戸電灯 

23 川東雨水ポンプ場  47 JR駐車場 

24 塩浜雨水ポンプ場  48 防犯カメラ 

    49 ｺﾐｭﾆﾃｨｰ分館(26箇所) 
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連携 

＜法第2条第3項において規定されている次の７種類の物質＞ 

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）のうち政令で定めるもの 

パーフルオロカーボン（PFC）のうち政令で定めるもの 

六ふっ化硫黄（SF6） 

三ふっ化窒素（NF3） 

単位 平成25年度 平成28年度

電気 [kWh/年] 3,981,265 3,889,658 98%

軽油 [L/年] 23,572 19,536 83%

灯油 [L/年] 2,228 1,763 79%

ＬＰＧ [m3/年] 10,357 11,679 113%

都市ガス [m3/年] 13,026 18,735 144%

ガソリン [L/年] 12,058 9,863 82%

Ａ重油 [L/年] 911 1,766 194%

エネルギー種別
使用量 比率

28年度/25年度

全施設合計

Administrator
長方形



図 2　宇多津町の温室効果ガス総排出量 図 3　エネルギー種別・用途別の温室効果ガス排出量

図 4　管理部門別の温室効果ガス排出量の構成比

図 5　施設別排出量

（３）温室効果ガス総排出量の推計結果＿エネルギー

種別 

  

 温室効果ガス総排出量の推計にあたり対象とした温

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）の4種類です。 

 各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じて

合算し、温室効果ガス総排出量を算定しました。 

 宇多津町の温室効果ガス総排出量の推計を行った結

果、平成25年度（基準年）は2,988,166kg-CO2、

平成28年度は2,195,595kg-CO2となりました。

（図 2） 

（４）温室効果ガス総排出量の推計結果＿エネルギー

種別・用途別 

 

 温室効果ガスを排出する活動は、電力の使用が平成

25年度は93％、平成28年度は90％を占めています。

次いで、特殊車両（軽油）によるもの、冷温水発生機

（LPG）によるものがそれぞれ約2～3％となっていま

す。（図 3） 

 

（５）部門別・施設別の温室効果ガス排出量推計結果 

 

 温室効果ガス総排出量を管理部門別にみると、教育

委員会が約50％、総務課が16％、住民生活課が12

～13％の割合を占めています。（図 4） 

 施設別では、ユープラザうたづ、宇多津給食セン

ター、本庁舎の温室効果ガス排出量が多いことがわか

ります。（図 5） 

 

平成25年度 平成28年度

総計 2,988,166 2,195,595

A重油 2,485 4,819

灯油 5,552 4,389

なし 7,239 7,253

ガソリン 29,811 23,748

都市ガス 30,342 43,713

軽油 61,722 51,159

LPG 68,110 76,788

電力 2,782,904 1,983,726
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温室効果ガス総排出量_エネルギー種別・用途別

電力・電力全般 軽油・車_特殊用途車

LPG・冷温水発生機 ガソリン・車_乗用車（定員10名以下）

都市ガス・ガス機関 都市ガス・ボイラー（焼却炉、給湯等）

LPG・ガス機関 浄化槽・し尿、雑排水処理

灯油・ボイラー（焼却炉、給湯等） A重油・ディーゼル機関

LPG・家庭用機器（こんろ、湯沸器、ストーブ等） 都市ガス・家庭用機器（こんろ、湯沸器、ストーブ等）

なし・自動車用エアコン 灯油・家庭用機器（こんろ、湯沸器、ストーブ等）

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
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コミュニティー会館

清掃・し尿現場事務所

デュアル・スポーツセンター
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川東雨水ポンプ場

火葬場

福祉センター

コミュニティー分館（２６か所）

塩浜雨水ポンプ場

マンホールポンプ（１４か所）

町民体育館

中央保育園

宇多津臨海公園
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漁港照明

配水池・貯水池（６か所）
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古街の家

温室効果ガス排出量[kg-CO2/年]

温室効果ガス排出量_施設別

平成25年度 平成28年度



２．目標と取組項目 表 4　ポテンシャル診断対象施設及び提案対策とCO2削減ポテンシャル

図 6　温室効果ガス削減目標とロードマップ

（１）数量的な目標 

 

 宇多津町の温室効果ガス削減計画は、我国の地球温暖化対策計画と整合することが求められます。

地球温暖化対策計画では、民生部門における「業務その他部門」においては、「日本の約束草案」

に掲げられた2030年目標に向けて、排出量を約4割削減する必要があると明記されています。 

 この国の目標を鑑み、宇多津町では2030年度を目標年度として定め、2013（平成25年）年

度比で温室効果ガスを40％削減することを目指すこととします。  

  

（２）目標達成に向けた取組の基本方針 

  

 温室効果ガス削減目標値にアプローチするための方策は、あらゆる分野における取組が求められ

ますが、より効果的な二酸化炭素排出量削減方策を検討する必要があります。 

 宇多津町では以下の取組を基本として具体的な削減施策を決定します。 

 １）設備機器の新規又は更新に関する整備計画 

 ２）設備の運用改善方針  

 ３）その他の取組 

 上記対策のうち、設備機器の更新による町施設のCO2削減ポテンシャルを把握するため、町全体

施設に占めるCO2排出量の割合等の要件を勘案し、8施設を代表施設として抽出してCO2削減ポ

テンシャルの診断を実施しました。 

 その結果、町施設のなかには、設備更新により最大で施設全体のCO2排出量が50％以上削減さ

れるものもあり、設備機器の高効率化の施策はCO2排出量削減に大きく寄与することを確認しまし

た。（表4） 

 また、CO2排出量の多い防犯灯や道路照明のＬＥＤ化が進めば、更なるCO2削減効果が期待で

きます。 

（試算）ＬＥＤ化による削減量179t-CO2・削減率70％ 

 

（３）ロードマップ 

 

 宇多津町では、実行期間である2018（平成30年）年度～2022（平成34年）年度における温

室効果ガスの削減目標を2016（平成28年）年度比で6％の削減計画とします。（年1％削減） 

 2016（平成28年）年度の温室効果ガス排出量実績は、基準年度である2013（平成25年）年

度比で27％削減されました。年１％削減を継続すれば、実行期間の最終年度である2022（平成

34年）年度には、単純累計で33％削減となります。 

 その後も年１％削減を継続することにより、2030（平成42年）年度には40％の削減が可能と

なります。 

（図6） 

 実行計画を確実に運用し、温室効果ガス排出量の今後の推移や社会情勢に応じて取組の修正を行

い目標に向けて活動を継続することが重要です。 

温室効果ガスの削減目標

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度以降
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度以降

省エネ・省資源の推進

（１）購入にあたっての配慮(グリーン購入)

（２）使用にあたっての配慮

　　①電気使用の削減 ●

　　②燃料使用の削減 ●

　　③コピー用紙使用量の削減

　　④節水の推進

　　⑤廃棄物排出量の削減

（３）公共事業の計画・実施にあたっての配慮

（４）イベントの計画・実施にあたっての配慮

重点

宇多津町地球温暖化対策実行計画の運用と修正 継続

No. 施設の名称 設備 省 CO2化対策概要 

更新前

CO2量

（kg-CO2/

年） 

平成25年

度実績値 

更新後

CO2量 

（kg-CO2/

年） 

CO2

削減

率 

（％） 

1 
本庁舎 

（3,4階含む） 

空調 ・高効率 HP ﾁﾗｰ採用 

・全熱交換器の採用 261,841 
184,032 

(119,163） 

29.7 

(54.5) 
照明 ・LEDの採用 

２ 保健センター 

空調 ・高効率 HP ﾁﾗｰ採用 

・全熱交換器の採用 163,646 90710 44.6 

照明 ・LEDの採用 

３ コミュニティー会館 
空調 ・GHP ﾏﾙﾁ→EHP ﾏﾙﾁ 

56,123 34,467 38.6 
照明 ・LEDの採用 

４ 宇多津中学校 
空調 ・ﾊﾟｹｰｼﾞ空調機の更新 

230,189 152,987 33.5 
照明 ・LEDの採用 

５ ﾃﾞュｱﾙ･ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
空調 ・更新対象外 

48,824 211,24 56.7 
照明 ・HID→LEDの採用 

６ ﾕｰﾌﾟﾗｻﾞうたづ 
空調 ・高効率 HP ﾁﾗｰ採用 

479,961 314,436 34.5 
照明 ・LEDの採用 

７ 産業資料館 
空調 ・ﾊﾟｹｰｼﾞ空調機の更新 

119,836 78,255 34.7 
照明 ・LEDの採用 

８ 火葬場 
空調 ・GHP ﾏﾙﾁ→EHP ﾏﾙﾁ 

42,154 36,895 12.5 
照明 ・LEDの採用 

合   計 1 ,402,571 912,905 

(848,037) 

34.9 

(39.5) 

※本庁舎の( )内数値は、平成 26年度に実施された 3,4階の設備更新（空調・照明）の CO2削減

効果が通年あったと想定した CO2削減量を加算した場合を示す。 



３．計画の推進 

図 7　宇多津町カーボン・マネジメント体制図

以上

（１）推進体制 

  

 実行計画策定後は、計画の実施状況やCO2排出量の推移などを年一回、公表することになります。

CO2排出削減目標値に達するためには、現状のままでは困難であり、図7に示す宇多津町独自の町

長をトップとした部門横断的なカーボン・マネジメント体制を構築し、実行計画に基づくＰＤＣＡ

による取り組みを行い、CO2削減目標値の達成を目指すこととします。 

  

１）地球温暖化対策実行推進本部の設置 

 温室効果ガス排出量の削減に向けた計画・改善策を策定するため、地球温暖化対策実行推進本部

を設置します。また、地球温暖化対策実行推進本部長（副町長）は、計画の実施状況を町長に報告

し、町長は必要な指示や指導・助言を行います。 

  

２）地球温暖化対策実行推進委員会の設置 

 本部が策定した計画の周知・徹底により職員に対する意識啓発を図りながら計画を実行するとと

もに、計画の実施状況を評価するため、地球温暖化対策実行推進委員会を設置します。地球温暖化

対策実行推進委員は、各課の課員とします。 

  

３）環境活動推進責任者の配置 

 各課における環境保全に向けた取り組みを推進し、調整を行うため環境活動推進責任者を配置し

ます。環境活動推進責任者は、各課の課長とします。 

（２）PDCAサイクルの手順 

  

 実行計画の実効性を高めるための強固な体制作りとして、PDCAサイクルを回す運営体制を整え

ます。PDCAサイクルを回す手順を以下に示します。 

 １）企画（Ｐlan） 

 地球温暖化対策実行推進本部は、各施設毎のエネルギー原単位等により定量的な削減目標を設定

するなど、温室効果ガス排出量の削減に向けた計画を策定します。 

２） 実行（Ｄo） 

 地球温暖化対策実行推進委員会は、推進責任者と連携して計画を実行します。また、実行計画の

実効性を高めるために、職員の教育と訓練を実施します。 

 ３）評価（Ｃheck） 

 委員会は、計画の実施状況を把握するとともに達成度を評価し、本部に定期的に報告します。 

改善が必要な場合は、そのインパクトに応じた適切な改善計画を策定し実施します。 

本部長は、計画の実施状況を町長に報告します。 

 ４）改善（Ａction） 

 本部は、各課の計画の実施状況を踏まえ、計画の改善策を策定します。町長は、本部長からの報

告を受け、必要な指示・指導を行います。また、計画の実施状況や社会情勢の変化等により、必要

に応じて計画を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地球温暖化対策実行推進本部】 

本部長：副町長 

本部員：各課長（課長会） 

事務局：住民生活課 

【地球温暖化対策実行推進委員会】 

委員長：住民生活課長 

委員：各課員 

事務局：住民生活課 

町  長 町 民 
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報告 

指示･指導 

連携 

報告 

指示･指導 

企画 

（Ｐ） 

評価 

（Ｃ） 

連携 

改善 

（Ａ） 

実行 

（Ｄ） 

事務局(住民生活課） 

【各実行部門】 

環境活動推進責任者（各課長） 

職員（計画の実行） 

推進本部 

推進委員会 

各実行部門 

本部,委員会､各実行部門の PDCA 実行

の核となる機能を有する部署 
【多層的ＰＤＣＡの展開】 

１年毎の 

PDCA を推進 

見直し予定時期

までの PDCA を

推進 


