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１．背景 

（１）地球温暖化対策を巡る国内外の動向 

１）気候変動の影響 

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基

盤に関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つです。既に

世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されており、我が国

においても平均気温の上昇、暴風、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が

観測されています。気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準で、

大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、地球温暖化を防止することは人類共通の

課題とされています。 

平成 27年 3月中央環境審議会により「日本における気候変動による影響の評価に

関する報告と今後の課題について」が取りまとめられました。こうした評価を背景と

して、政府は平成 27 年 11 月に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定しまし

た。この計画では、いかなる気候変動の影響が生じようとも、適応策の推進を通じて

気候変動の影響による国民の生命、財産及び生活、経済、自然環境等への被害を最小

化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社会の構築を目指す

こととしています。 

地方公共団体においては、地域レベルで気候変動及びその影響に関する観測・監視

を行い、その地域の気候変動の影響評価を行うとともに、その結果を踏まえて、各地

方公共団体が関係部局間で連携し、推進体制を整備しながら、自らの施策の中に適応

を組み込む等、総合的かつ計画的に取り組むことが重要であるとされています。 

 

２）地球温暖化対策を巡る国際的な動向 

2015（平成２７）年 11月から 12月にかけて、フランス・パリにおいて COP21 が

開催され、京都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書と

なるパリ協定が採択されました。 

パリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ

て２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や「今世紀後

半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、すべての国が参加し、

5年ごとに貢献を提出・更新する仕組み等を規定しています。 
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３）地球温暖化対策を巡る国内の動向 

政府は、平成 27年 7月に開催した地球温暖化対策推進本部において、2030年度の

温室効果ガス削減目標を、2013 年度比で 26.0％減とする「日本の約束草案」を決定

し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

また、平成 27 年 12 月のパリ協定の採択を受け、政府は同年 12 月 22 日の地球温

暖化対策推進本部において「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針について」

を決定し、「地球温暖化対策計画」を策定することとしました。 

地球温暖化対策計画は、我が国の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、地球温暖化対策推進法第 8条に基づいて策定する、我が国唯一の地球温暖化に

関する総合的な計画です。この中では、地方公共団体の役割として、自ら率先的な取

組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範となることを目指すべきであるとさ

れています。 
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２．基本的事項 

（１）本計画の目的 

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

第１項に基づき、都道府県及び市町村並びに地方公共団体の組合（一部事務組合、広域

連合）に策定と公表が義務付けられている計画です。また、我が国の「地球温暖化対策

計画」（平成 28年 5月 13日閣議決定）に即して策定することが義務付けられています。 

本計画の目的は、市が実施している事務・事業に関し、「温室効果ガスの排出量の削

減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に取り組むための計画です。 

 

地球温暖化対策推進法第 21条 

（地方公共団体実行計画等） 

第 21 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。 

2～7 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 5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。 

 

 

（２）計画対象とする範囲 

本計画の対象範囲は、甲州市の全事業拠点の事務・事業とします。 

なお、指定管理者制度を含む、外部委託して行う事務・事業も対象とし、受託者に排

出量を把握する資料の提出や本計画への協力を要請します。 

また、基準年度以降に施設が増えた場合には、随時、計画の対象とします。 
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図表－１ 管理担当別主要対象施設一覧 

課名 対象施設 指定管理施設 

管財課 本庁舎、別館  

環境政策課 環境センター し尿処理場 

福祉課 障害者地域生活支援センター 
勝沼健康福祉センター、大和福祉センタ

ー、大和デイサービスセンター、鈴宮寮 

子育て対策課 
保育所（4）、児童センター（2）、児童クラブ

（2）、ふれあい親子館（2） 
 

健康増進課 塩山保健福祉センター  

国民年金課 診療所（3） 勝沼病院 

観光交流課  

日川渓谷レジャーセンター、天目山温泉、

大和自然学校、道の駅甲斐大和、農産

物加工体験施設、大菩薩の湯 

産業振興課 
木工芸館、勤労青少年ホーム、大久保緑の交流

館、親水公園、森林自然の家 
菱山営農センター 

農林土木課 小佐手水辺公園、牛奥トンネル  

建設課 公営住宅（8）  

都市整備課 

総合公園、都市公園（11）、塩山駅前広場、

塩山駅南口駐車場、塩山駅南口自転車駐輪

場、大和浄化センター 

 

勝沼支所 勝沼支所、勝沼市民会館、勝沼防災センター  

大和支所 大和支所  

教育総務課 小学校（13）、中学校（5）  

給食センター 学校給食センター  

生涯学習課 

市民文化会館（塩山図書館を含む）、公民館

（9）、体育館（4）、多目的広場、活性化施

設、わだつみ平和文庫、勝沼図書館、勝沼中央

公園、勝沼弓道場、勝沼中央公民館、大和ふる

さと会館（大和図書館を含む）、大和公民館、

大和スポーツ公園、天目山石庭会館、屋外ステー

ジ、武田の郷錬成館 

塩山 B＆G 海洋センター、勝沼 B＆G 海

洋センター 

 

文化財課 
甘草屋敷、宮光園、旧田中銀行、ぶどうの国文化

館 
 

水道課 上水道・簡易水道施設（12）  

ぶどうの丘 ぶどうの丘、ワインカーヴ観光案内所  
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（３）対象とする温室効果ガスの種類 

温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第 2 条第 3 項が対象にしている以下の７種

のガスです。このうち、「温室効果ガス総排出量」の算定対象とするガスは 1 から６の

６種類です。しかし、二酸化炭素（CO2）以外の温室効果ガスは総排出量全体に占める

割合が小さく、本計画では二酸化炭素（CO2）のみを対象にします。 

 

図表－２ 温室効果ガスの概要 

温室効果ガス 概要 

１．二酸化炭素（CO2） 
・地球温暖化に及ぼす影響が最も大きい温室効果ガス 

・化石燃料の消費、森林破壊などから生じます。 

２．メタン（CH4） 
・二酸化炭素に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きい温室効果ガス 

・水田・湿地、家畜からの放出など、発生源は多岐にわたります。 

３．一酸化二窒素（N2O） ・窒素肥料の使用、工業活動等が主な発生源 

４．ハイドロフルオカーボン（HFC） 
・カーエアコン、家庭用・業務用の冷蔵庫の冷媒やスプレーなどに使われてい

ます。 

５．パーフルオロカーボン（PFC） ・半導体のエッチングや洗浄に用いられます。 

６．六フッ化硫黄（CF6） ・電子機器の絶縁材として広く利用されています。 

７．三フッ化窒素（CF3） ・半導体のエッチングや洗浄に用いられます。 
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（４）計画期間 

本計画の計画期間は 2018（平成 30）年度から、2022（平成 34）年度末の５年間と

し、最終年度の 2022（平成 34）年度に見直しを行うものとします。 

 

年度 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 

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 

平  成 
36 年度 

平  成 
37 年度 

平  成 
38 年度 

平  成 
39 年度 

今回の計画           

次回の計画     ◎ 
見直し 

     

 

 

 

 

  

第 １ 期 

第 2 期 



 

7 

 

３．温室効果ガスの総排出量の状況 

（１）温室効果ガス総排出量の算定範囲及び算定方法 

本市の事務・事業の範囲における温室効果ガスの排出量の算定は、「温室効果ガス総

排出量算定方法ガイドライン」に準拠し行いました。 

算定年度は、2016（平成 28）年度とします。 

 

（２）温室効果ガス総排出量及び内訳 

１）活動種類別の二酸化炭素排出量の状況 

本市の事務・事業のうち、二酸化炭素が排出される活動種類別ごとに、活動量と二

酸化炭素排出量を求めた結果は、図表－３に示すとおりです。 

2016（平成 28）年度の二酸化炭素総排出量は 7,076ｔ、そのうち電気の使用からの

排出量の割合が最も高く、75%を占め、次いで施設暖房に用いられる灯油からの排出

量が 13％弱となっています。 

 

図表－３ 活動種類別の二酸化炭素排出量 

活動の種類 
平成２８年度 

活動量 二酸化炭素排出量 率 

燃料の

使用 

公用車他 
ガソリン 64,958  ㍑ 150,702  kg-CO2 2.1% 

軽油 5,352  ㍑ 13,808  kg-CO2 0.2% 

施設利用 

・運営 

灯油 363,266  ㍑ 904,532  kg-CO2 12.8% 

重油 149,000  ㍑ 403,790  kg-CO2 5.7% 

LPG 45,030  m3 294,901  kg-CO2 4.2% 

 電気の使用 10,617,487  kWh 5,308,744  kg-CO2 75.0% 

合計     7,076,476  kg-CO2 100.0% 
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２）各課の二酸化炭素総排出量 

各課の二酸化炭素総排出量は図表－４に示すとおりです。二酸化炭素総排出量に占

める割合は、観光交流課が最も高く、次いで、水道課、ぶどうの丘、生涯学習課、教

育総務課などとなっています。 

 

図表－４ 各課の二酸化炭素総排出量 

 

ガソリン
2.1%

軽油
0.2% 灯油

12.8% 重油
5.7%

LPG
4.2%

電力
75.0%

観光交流課
16.7%

水道課
15.9%

ぶどうの丘
15.3%生涯学習課

9.6%

教育総務課
9.6%

福祉課
7.4%

管財課
6.2%

給食センター
5.9%

勝沼支所
2.6%

その他
10.8%
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※二酸化炭素排出量の単位：kg-CO2 

 

 

  

施設利用
・運営

公用車他 合計 率

1 観光交流課 1,165,915 15,150 1,181,064 16.7%

2 水道課 1,101,855 21,801 1,123,656 15.9%

3 ぶどうの丘 1,078,047 4,195 1,082,242 15.3%

4 生涯学習課 669,543 10,625 680,168 9.6%

5 教育総務課 677,526 1,866 679,393 9.6%

6 福祉課 516,344 3,901 520,245 7.4%

7 管財課 410,554 29,152 439,706 6.2%

8 給食センター 416,170 692 416,862 5.9%

9 勝沼支所 183,702 2,121 185,823 2.6%

10 国保年金課 125,141 1,368 126,509 1.8%

11 建設課 109,504 15,137 124,641 1.8%

12 子育て支援課 116,829 1,442 118,271 1.7%

13 都市整備課 107,634 6,097 113,731 1.6%

14 大和支所 78,447 3,990 82,438 1.2%

15 総務課 43,404 1,771 45,175 0.6%

16 産業振興課 31,624 5,345 36,969 0.5%

17 農林土木課 21,708 7,625 29,333 0.4%

18 健康増進課 17,967 8,199 26,166 0.4%

19 文化財課 19,169 2,492 21,661 0.3%

20 介護支援課 13,108 5,393 18,501 0.3%

21 環境政策課 7,776 2,213 9,988 0.1%

22 政策秘書課 0 9,127 9,127 0.1%

23 市民課 0 1,931 1,931 0.0%

24 税務課 0 1,292 1,292 0.0%

25 議会事務局 0 894 894 0.0%

26 収納課 0 689 689 0.0%

合計 6,911,966 164,510 7,076,476

所有課・施設
平成２８年度　
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４．温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標 

（１）目標設定の考え方 

対象とする温室効果ガスは、事務・事業からの総排出量の大部分を占める二酸化炭素

（CO２）とします。 

基準年度は、直近のエネルギー消費データ等の把握が可能な 2016（平成 28）年度と

し、目標年次は、2022（平成 34）年度とします。 

 

（２）数量的な目標 

二酸化炭素排出量については、2022（平成 34）年度までに、2016（平成 28）年度比

で 10％の削減を目指します。 
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５．目標達成に向けた取組 

（１）基本方針 

2016（平成 28）年度の二酸化炭素排出量は公共施設の電気が 75％、施設の給湯・暖

房用等の灯油、重油、LPG が合わせて 23％弱を占め、公用車のガソリン・軽油が 2％

強となっています。 

 

  活動量 二酸化炭素排出量 率 

公共施設 

電気の使用 10,617,487  kWh 5,308,744  kg-CO2 75.0% 

燃料の 

使用 

灯油 363,266  ㍑ 904,532  kg-CO2 12.8% 

重油 149,000  ㍑ 403,790  kg-CO2 5.7% 

LPG 45,030  m3 294,901  kg-CO2 4.2% 

公用車 
燃料の 

使用 

ガソリン 64,958  ㍑ 150,702  kg-CO2 2.1% 

軽油 5,352  ㍑ 13,808  kg-CO2 0.2% 

合計     7,076,476  kg-CO2 100.0% 

 

二酸化炭素排出削減のためには、公共施設の電気使用量を減らすことが、絶対条件で

す。このための取り組みは、次のとおりです。 

 

１）電気由来の二酸化炭素排出削減 

① 省エネルギーの推進 

〇 省エネ活動、運用改善などの推進 

〇 軽微な省エネ機器の導入 

・ 比較的簡単な電気機器（LED照明）などの導入 

・ 人感センサーの導入による点灯、消灯 

・ 効率の良い空調機への切り替え 

② 創エネルギー 

・ 太陽光発電の導入推進 

 

２）灯油・重油由来の二酸化炭素排出削減 

〇 省エネ活動、運用改善などの推進 

〇 高効率設備機器の導入 
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〇 再生可能エネルギーによる代替 

・ 木質バイオマスボイラー、太陽熱温水器などの導入 

 

３）公用車由来の二酸化炭素排出削減 

〇 効率的な利用など、公用車の運用の改善 

・ エコドライブの推進 

〇 エコカーの導入 

・ 計画的な低燃費・低公害車の導入 

 

（２）一般的な取り組み内容 

１）日常業務での運用改善 

① 省エネルギーの取り組み 

項目 取り組み 

消費電力量の把握 
・身近な機器の消費電力量の把握（コピー機、照明、冷蔵庫、電気ポット他） 

・担当分野の電力量の把握 

照明 

・こまめな点灯・消灯 

・就業時前、昼休みの室内照明消灯 

・照明の間引きによる減灯 

・残業時の部分点灯 

空調 

・設定温度の適正化 

・使用していない部屋の空調停止 

・空調時には窓を閉める。 

・冷房時には扇風機を併用する。 

・空調の利用を時期で定めない。 

・エアコンフィルターのこまめな清掃 

・帰宅時にはブラインド、カーテンを閉める。 

・空調時にはブラインドを閉める。 

事務機器 

・パソコンの休止設定の活用 

・使用していない時間の電源遮断 

・機器の省電力モードの活用 

給湯 ・冬期以外の使用停止 

公用車 

・自転車の活用 

・エコドライブの推進 

・空気圧の点検 

その他 

・季節に合わせた便座ヒーターの温度設定 

・クールビズやウォームビズの励行 

・ノー残業デーやノーマイカーデーの徹底 

・緑のカーテン等の緑化推進 
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② 省資源の推進 

項目 取り組み 

用紙類 

・両面コピー、裏面利用の徹底 

・資料の共有化や簡略化 

・再生紙の利用 

・所内メールの活用よるペーパーレス化 

廃棄物・リサイクル 

・使用済み封筒、ファイルの再利用 

・トナーカートリッジの回収 

・分別収集の徹底 

物品購入 ・グリーン購入の徹底 

 

２）施設管理者の取り組み 

① 適切な保守・管理 

項目 取り組み 

照明 

・照明機器の定期的点検・保守 

・LED 照明への取替え 

・白熱電球は使わない。（電球型蛍光灯、LED 電球への取替え） 

・人感センサーの設置 

空調 ・空調機フィルター等のこまめな清掃 

給排水 

・漏水有無の点検（水道メータなどで） 

・女子トイレ用擬音発生装置の設置 

・手洗い器への自動水栓の設置 

熱源 ・熱交換機のスケール除去 

 

② 運用の改善 

項目 取り組み 

照明 

・外灯の点灯時間の季節別管理 

・自動販売機照明の夜間・休日消灯 

・自動販売機の夜間の停止 

空調 

・不快指数に基づく冷房使用 

・空調不要時の空気調和機の停止 

・事務機器からの発熱を考慮した暖房使用 

・過剰な外気取り入れの防止 

・外気導入による冷房時間の短縮 

給排水 ・手洗い器の水量や圧力の調節 

熱源 

・ボイラーの水質検査 

・ボイラーの排気ガスの酸素濃度のチェック 

・蒸気配管や冷温水管、バルブの保温 

その他 
・冷凍機、ボイラー、空調機周りの温度の記録と分析 

・エネルギー使用状況と外気温、室内温度の記録と分析 



 

14 

 

３）設備・機器の更新、施設改善改修、再生可能エネルギーの導入、省エネ指導 

項目 取り組み 

照明・空調・給排水設

備の更新 

・更新時にエネルギー消費効率の高い設備の導入 

・冷水・冷却水ポンプ・空気調和機のインバータ制御の導入 

公用車 ・エコカーの導入 

施設改善改修 

・外部ガラスに断熱フィルムを貼る。 

・屋上に熱反射塗料の塗布 

・最上階天井裏に断熱材を施工 

再生可能エネルギーの

導入 

・太陽光発電、風力発電 

・太陽熱利用 

・木質バイオマスボイラー・ストーブ 

省エネ指導 ・省エネセンターによる省エネ診断・省エネ指導を受ける。 
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６．推進・点検体制及び進捗状況の公表 

（１）推進体制 

庁内に地球温暖化対策推進委員会、各課温暖化対策推進担当者及び事務局を設置しま

す。 

〇 地球温暖化対策推進委員会は、市長の指示により副市長、教育長、各課代表から構

成し、実行計画の進行管理、評価、見直し等を行います。 

〇 各課温暖化対策推進担当者は、事務局への温室効果ガス排出量の定期的な報告や

CO２削減のための所属職員への啓発などを行います。 

〇 事務局（環境政策課）は、計画の進行に関する庶務を行います。各課温暖化対策推

進担当者からの報告を基に地球温暖化対策推進委員会に結果を報告します。 

 

（２）点検体制 

事務局は、進捗状況について各課の温暖化推進担当者から報告を受け、点検を行いま

す。また、これらの結果を踏まえ地球温暖化対策推進委員会で対策などを検討します。 

 

（３）進捗状況の公表 

計画の進捗状況については、年１回公表します。 
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