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第１章 基本的事項 

 

１．計画策定の背景 

 地球温暖化は、人間の活動により大気中における二酸化炭素等の温室効果ガス濃度が増

加することに伴い、太陽からの日射及び地表面から放射する熱の一部がバランスを超えて

温室効果ガスに吸収されることにより、地表面の温度が上昇する現象を指す。 

 急激な気温上昇に伴う地球環境への影響としては、海面水位の上昇に伴う陸域の減少、

豪雨や干ばつ等の異常現象増加、生態系への影響や砂漠化の進行、農業生産や水資源への

影響、マラリア等熱帯性の感染症発生数の増加等が挙げられており、私たちの生活へ甚大

な被害が及ぶ可能性が指摘されている。 

 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）において、世界中多くの国が署名

し、１９９４年に発効した。 

 また、これを受けて締約国会議が第１回目ドイツのベルリン（ＣＯＰ１）から始まり、

「温室効果ガスの排出及び吸収に関し、特定された期限の中で排出抑制や削減のための数

量化された拘束力のある目標」を定めることが決められた。１９９７年には、地球温暖化

防止京都会議（ＣＯＰ３）が開催され、京都議定書が採択された。この中で、我が国につ

いては、温室効果ガスの総排出量を「２００８年から２０１２年」の第１約束期間に、１

９９０年レベルから６％削減するとの目標が定められた。 

 これらの国際的動きを受け、我が国では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）が平成１０年１０月に公布され、平成１１年４月に施行された。この

法律では、地球温暖化対策への取り組みとして、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ともに、国、地方公共団体の実行計画の策定、事業者による

算定報告公表制度等、各主体の取り組みを促進するための法的枠組みを整備するものとな

っている。また、地球温暖化対策に関する具体的な取り組みについては、平成１０年６月

に「地球温暖化対策推進大綱」（旧大綱）、平成１４年３月には新大綱が策定され、その後、

京都議定書の発効を受けて、平成１７年４月に「京都議定書目標達成計画」が定められた。 

 地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１項に基づき、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、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実行計画を

策定することが義務付けられるとともに、同条第４項に基づき、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とされた。 
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２．計画の目的 

 本計画は、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）第２１条

及び京都議定書目標達成計画に基づき、北斗市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排

出の削減等の措置により、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。 

 

３．計画の基準年度及び期間 

 本計画の基準年度は平成１８年度とし、期間は平成２０年度から平成２４年度までの５

年間とする。 

 

４．計画の範囲 

（１）計画の対象とする事務・事業の範囲 

 本計画は、外部への委託又は指定管理者制度等により実施する事務及び事業を除く北斗

市の事務及び事業すべてを対象とする。また、外部への委託又は指定管理者制度等により

実施する事務及び事業については、温室効果ガスの排出の削減等の措置が可能なものにつ

いては、受託者等に対して必要な措置を講ずるよう要請することとする。 

 

（２）計画の対象とする施設等及び組織の範囲 

 本計画は、北斗市すべての公共施設を対象とし、対象とする施設等において業務を行う

すべての部局を対象とする。 
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第２章 計画の目標 

 

１．温室効果ガス総排出量の算定 

 温室効果ガスの総排出量を算定するにあたり、平成１８年度における北斗市の事務及び

事業全般を対象として、燃料及び電気の使用、車両等の運行、廃棄物埋め立て並びに浄化

槽によるし尿処理、カーエアコンの使用等に伴って生ずる二酸化炭素、メタン、一酸化二

窒素、ＨＦＣ（ハイドフルオロカーボン）の排出量等を二酸化炭素に換算した値として算

出し、その総和をもって温室効果ガスの総排出量とする。 

 

（１）燃料及び電気使用に伴い排出される二酸化炭素排出量 

区分 単位 使用量 
二酸化炭素排出量 

（単位：kg-CO2) 

ガソリン L 37,203 86,373 

灯油 L 389,920 970,698 

軽油 L 62,942 164,860 

A 重油 L 1,185,371 3,211,917 

LPG kg 12,268 36,808 

電気使用 kWh 6,539,656 3,629,509 

合計 8,100,165 

※LPG の使用量については、単位に m3を用いた場合がほとんどであったが、発熱量換

算（1 m3＝2kg）し単位を kg に統一して算出した。 

 

（２）公用車等車両の走行及びカーエアコン使用に伴い排出される二酸化炭素換算排出量 

区分 走行距離及び台数 
二酸化炭素排出量 

（単位：kg-CO2) 

普通・小型乗用車 141,710km 1,304 

軽乗用車 29,190km 205 

小型貨物車 180,176km 1,509 
ガソリン 

軽貨物車 48,628km 343 

普通貨物車 35,712km 166 

小型貨物車 45,620km 135 

特殊用途車 52,312km 420 
軽油 

バス 61,304km 497 

カーエアコン使用車 20 台 390 

合計 4,969 
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（３）廃棄物の埋め立て及び浄化槽によるし尿処理に伴い排出される二酸化炭素換算排出量 

区分 量及び人数 
二酸化炭素排出量 

（単位：kg-CO2) 

廃棄物の埋め立てによ

るＣＨ４排出量 
281,463t 5,910,719 

浄化槽によるし尿処理 1,570 人 28,841 

合計 5,939,560 

※なお、廃棄物の埋め立てによるＣＨ４排出量については、既に可燃ごみの埋め立て

処理を終了しており今後搬入されないことから、次項にて算定する温室効果ガス総排

出量からは除外することとする。 
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２．温室効果ガスの排出削減目標 

 本計画基準年度である平成１８年度における北斗市の事務及び事業に伴って排出される

二酸化炭素の量は、約８，１３４ｔである。 

 目標年度である平成２４年度における二酸化炭素排出量を、基準年度の排出量と比較し

て約６％削減することを目標とする。 

使用量等 
二酸化炭素排出量 

（単位：kg-CO2) 項

目 
区分 単位 

基準年度 

平成１８年度 

目標年度 

平成２４年度 

基準年度 

平成１８年度 

目標年度 

平成２４年度 

ガソリン L 37,203 34,960 86,373 81,165 

灯油 L 389,920 366,407 970,698 912,165 

軽油 L 62,942 59,147 164,860 154,919 

A 重油 L 1,185,371 1,113,893 3,211,917 3,018,238 

燃
料
使
用
量 

LPG kg 12,268 11,528 36,808 34,588 

電気使用 kWh 6,539,656 6,145,315 3,629,509 3,410,650 

普通・小型

乗用車 
km 141,710 133,165 1,304 1,225 

軽乗用車 km 29,190 27,430 205 193 

小型 

貨物車 
km 180,176 169,311 1,509 1,418 

ガ
ソ
リ
ン 

軽貨物車 km 48,628 45,696 343 322 

普通 

貨物車 
km 35,712 33,559 166 156 

小型 

貨物車 
km 45,620 42,869 135 127 

特殊 

用途車 
km 52,312 49,158 420 395 

公
用
車
等
走
行
量 

軽
油 

バス km 61,304 57,607 497 467 

カーエアコン使用車 台 20 20 390 390 

浄化槽によるし尿処理 人 1,570 1,600 28,841 29,392 

合計 8,133,975 7,645,810 
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第３章 計画を推進する取り組み 

 

１．電気・燃料使用量の削減に係る取り組み 

（１）照明の使用 

・始業前、残業時及び休日出勤時には、業務に支障のない範囲で職員のいない箇所の消

灯を徹底する。 

・昼休みの間は、市民対応窓口は除き事務室等の消灯を徹底する。 

・事務室等の最終退出者は、消灯を確認する。 

・利用箇所の明るさに応じて、蛍光灯本数の適正化を図る。 

 

（２）電子機器等の使用 

・コピー機及び印刷機を使用後は省電力状態にすることを徹底する。 

・昼休みや会議等によりパソコンを長時間使用しない場合には、電源を切る又は省電力

状態を使用する。 

・事務室等の最終退出者は、パソコン等の電源が切られていることを確認する。 

・電子機器等の導入及び更新にあたっては、エネルギー消費効率の高い製品の導入を積

極的に検討する。 

・待機電力削減のため、長時間使用しない電気製品の電源はコンセントから抜く。 

 

（３）冷暖房及び空調温度等の管理 

・冷暖房の設定温度は、冷房２８℃、暖房２０℃を目安として温度管理を行う。 

・外気の導入や換気の励行など、室内温度の調整を図る。 

・ブラインド、カーテン等の活用により、日差しの調整を行う。 

 

２．水道使用量削減に係る取り組み 

・日常的な節水を徹底する。 

・日頃から水漏れの点検を図る。 

 

３．用紙類の使用量の削減に係る取り組み 

・会議資料等の簡素化及び電子化を推進する。 

・送付文を極力省略するなど、事務手続きの簡素化に努める。 

・資料等の複写の際には、必要性を十分に吟味し、安易な複写を避ける。 

・両面印刷の徹底及びミスコピー防止に努める。 

・不要紙の裏面利用を徹底する。 

・ファイル、フォルダ、封筒等の再使用に努める。 

・庁内ＬＡＮ、電子メール等の活用によりペーパーレス化を推進する。 

・住民周知の手段としてインターネット及び広報紙による情報提供を促進し、全戸配布

する紙量の削減を図る。 
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４．廃棄物の減量・リサイクルの推進に係る取り組み 

（１）事務用品等の使用 

・事務用品の共有化及び再利用に努める。 

・部品の交換修理等により使用期間の長期化を図る。 

 

（２）リサイクル推進 

・古紙や缶、びん、ペットボトル等の分別及びリサイクルを徹底する。 

・プラスチック製容器包装の分別を徹底する。 

 

（３）物品等の購入 

・コピー用紙等の用紙については、古紙配合率の高い用紙を購入する。 

・簡易包装された商品及び詰替え可能な製品を購入する。 

・部品の交換修理が可能な製品や保守・修理サービス期間の長い製品、機能拡張性の高

い製品等、長期使用が可能な製品の購入を推進する。 

・リサイクル製品の購入を推進する。 

 

５．公用車等車両燃料使用量削減に係る取り組み 

（１）公用車等車両利用の合理化・走行量の抑制 

・公共交通機関を積極的に利用する。 

・走行ルートの合理化、相乗り等により効率的な利用を図る。 

 

（２）エコドライブの徹底 

・急発進、急加速、空ぶかし等はせず経済走行に努める。 

・駐停車時のアイドリングストップを徹底する。 

・カーエアコンの使用を控えめにする。 

・タイヤ空気圧の調整等、点検整備を徹底する。 

・不要な荷物を積まないようにする。 

 

（３）低燃費車、クリーンエネルギー自動車の導入 

・公用車等の導入及び更新にあたっては低燃費又は低公害車の導入を積極的に検討する。 

 

６．設備の更新等 

・公共施設における暖房設備及び照明設備等については、上磯町地域省エネルギービジ

ョン（平成１５年度）及び今後策定予定である北斗市地域省エネルギービジョンに基

づき、省エネルギー設備への更新を積極的に検討する。 
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第４章 計画の推進と点検、評価及び公表 

 

１．点検方法 

 総排出量について、組織、施設別にどれだけ温室効果ガスを排出したか点検する。 

 

２．点検結果の集約 

 組織、施設別、活動項目別に作成した表に整理し、温室効果ガスごとの排出量及び温室

効果ガスの総排出量を組織、施設別、活動項目別を算出します。 

 

３．総排出量に対する評価 

 総排出量を基準年と比較しその増減の原因等を分析する。また、目標達成の実現につい

て考察する。 

 

４．点検結果の公表 

 点検結果及び評価の内容等について、市のホームページ及び広報紙により市民等に対す

る公表を行う。 

 


