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地球温暖化防止対策実行計画 

平成２９年３月２３日策定 

 

第１章 計画策定の背景 

１. 計画策定の趣旨 

地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象で、その主な

原因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされています。日本においても平均気

温の上昇、農作物や生態系への影響、暴風や台風等による被害も観測されています。 

平成 26 年 11 月に発表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次評価報告書に

よれば、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、1950年代以降観測された変化の多くは

数十年から数千年間にわたり前例のないものであり、すでに気候変動は全ての大陸と海洋に

わたり、自然界及び人間社会に影響を与えていることが示されています。また、地上気温は

21世紀にわたって上昇すると予測されており、多くの地域で、熱波はより頻繁に発生し、ま

たより長く続き、極端な降水がより強く、またより頻繁となる可能性が高いことが示されて

います。 

平成 10 年 10 月に制定された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。以下「温暖化対策法」という。）では、温室効果ガスの排出抑制等に向けた国、地方公共

団体、事業者及び国民の責務が定められ、その中で、地方公共団体には事務・事業に伴う温

室効果ガス排出抑制等のための計画の策定が義務づけられています。一部事務組合である弘

前地区環境整備事務組合（以下「事務組合」という。）も、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第 292条の規定により温暖化対策法第 21条が準用されるため、当該計画の策定が義務づ

けられています。 

このため、事務組合は、事務・事業に伴う温室効果ガスの排出を抑制し、住民や事業者の

行動の模範となるよう、地球温暖化防止対策実行計画（以下「実行計画」という。）を策定し、

環境負荷の低減に取り組んでいきます。 

 

第２章 基本的事項 

１．実行計画の目的 

温暖化対策法に基づき、事務組合における事務及び事業に関して、温室効果ガスの排出を

抑制することにより、地球温暖化の防止を図ることを目的とします。 

２．実行計画の期間 

計画期間は平成 28年度から平成 32年度までの５年間とします。 

３．対象範囲 

実行計画は、事務組合が行う事務事業を対象とします。 

事務組合の業務は、構成市町村（弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板柳町及び西目屋村）

から排出される一般廃棄物の処理が主たるもので、施設の管理運営は外部へ委託しています。

委託業務においては、受託者に温室効果ガスの削減に対して必要な措置を講ずるよう協力を

要請することとします。 

４．対象とする温室効果ガス 

温暖化対策法第２条第３項において削減の対象となっている６種の温室効果ガスのうち、

総排出量に占める割合の大きい二酸化炭素（CO2）を実行計画の対象とします。 
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具体的には、弘前地区環境整備センター及び南部清掃工場の稼働並びに公用車の使用等に

係る燃料の使用、一般廃棄物に含まれる廃プラスチックの焼却及び他人から供給された電気

の使用に伴い排出される二酸化炭素を対象とします。 

 

第３章 温室効果ガスの削減目標 

温室効果ガス排出量を平成27年度（基準年度）と比較して、平成32年度（目標年度）で0.7％

削減することを目標とします。 

事務組合の行う事務・事業によって排出される温室効果ガスの削減率及び排出量、各エネ

ルギーの使用量及び廃プラスチックの焼却量の目標は次の表のとおりです。 

 

 27年度 

(基準年度) 
28年度 29年度 30年度 31年度 

32年度 

(目標年度) 

温室効果ｶﾞｽ

削減率 
％ － △2.0 △1.4 △0.8 △0.3 0.7 

温室効果ｶﾞｽ

排出量 
kg-co2 47,383,389 48,310,427 48,052,237 47,749,553 47,520,700 47,042,483 

（エネルギー項目内訳） 

 電力 

使用量 
kwh 3,157,448 3,152,711.8 3,147,975.7 3,143,239.5 3,138,503.3 3,133,767.1 

A重油 

使用量 
㍑ 18,117 18,089.8 18,062.6 18,035.5 18,008.3 17,981.1 

灯油 

使用量 
㍑ 64,676 64,579.0 64,482.0 64,385.0 64,287.9 64,190.9 

LPｶﾞｽ 

使用量 
kg 65 64.9 64.8 64.7 64.6 64.5 

都市ｶﾞｽ

使用量 
kg - - - - - - 

軽油 

使用量 
㍑ 20 20.0 19.9 19.9 19.9 19.9 

ｶﾞｿﾘﾝ 

使用量 
㍑ 1,246 1,244.1 1,242.3 1,240.4 1,238.5 1,236.7 

（一般廃棄物中の廃プラスチック焼却量） 

 
合成繊維 t 2,509 2,527.4 2,513.5 2,497.3 2,485.0 2,459.2 

合成繊維

以外 
t 14,681 14,787.9 14,706.8 14,611.7 14,540.0 14,389.2 

※ 中央衛生センター（平成27年度末に廃止）及び津軽広域クリーンセンター（平成27年度中に完成・稼動、

平成28年度から津軽広域連合に移管）については、平成27年度の数値には含まれていません。 
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第４章 温室効果ガス削減のための具体的取り組み 

事務組合が行う事務・事業によって排出される温室効果ガスを削減するための取り組み項目

を以下に示します。 

なお、温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴って排出されるだけでなく、日常使用してい

る製品の原料調達・製造・流通・廃棄の段階でも排出されているため、取り組み項目には、温

室効果ガスの排出を間接的に抑制するための項目も含まれています。 

 

①使用の際の環境配慮 

電力使用量の削減 

ａ）照明の適正管理 

・就業時間前後及び昼休みは消灯し、残業時は必要に応じ再点灯する。 

・外勤等不在時は消灯する。 

・給湯室、トイレ等は必要時以外消灯する。 

・各部屋の状況に応じて必要な最低基準照度を確保し節電する。 

・廊下･階段ロビー等の照明点灯数を安全上、管理不適切とならない範囲で削減する。（施

設管理部門） 

・消費電力の少ないインバータ式照明器具への切り替えを進める。（施設管理部門） 

ｂ）ＯＡ機器の適正管理 

・ＯＡ機器の使用は必要最小限とし、省エネモードに設定する。 

ｃ）電気機器の待機電源ストップ 

・非使用時は主電源を切るなど、待機電力を発生させない。 

・帰宅時は電源がついていないか確認する。 

ｄ）定時退庁の励行 

・事務改善による時間外勤務の削減に努めるとともに、ノー残業デーの徹底を図る。 

ｅ）空調機器の運転管理 

・空調機器は、室内温度を適正に保つよう運転管理する。 

（夏季26度、冬季22度を目安とする。） 

・使用していないエリアや時間の空調停止を徹底する。 

ｆ）電気製品の見直し 

・電気製品の使用は必要最低限とし、職員の福利厚生、事務及び業務の目的以外の電気製

品は使用しない。 

・コーヒーメーカーの使用は禁止とする。 

ｇ）エレベーターの使用制限 

・職員は、できるだけエレベーターではなく階段を利用する。 

ガソリン・軽油使用量の削減 

ａ）通勤時、事務連絡・会議等の移動にあたっては、可能な限り公共交通機関を利用する。

特に近距離の場合は、徒歩か自転車を利用する。 

ｂ）公用車の適正利用 

・走行ルートを合理化するとともに、同一方面へ出かけるときは相乗りに努める。 

ｃ）公用車の適正運転 

・不要なアイドリングや空ふかし、急発進、急加速をしない。 
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・タイヤの空気圧を適正に保ち、定期的に点検、整備を実施する。 

・不必要な荷物を積みっぱなしにしない。 

・冷暖房の使用は、必要最小限に抑える。 

ｄ）低公害車・低燃費車の導入 

・公用車の選定にあたっては、低公害車・低燃費車の導入に努める。 

ｅ）その他 

・草刈機や除雪機など、ガソリンや軽油を使用する機器の効率的な運転に努める。 

水道水使用量の削減 

ａ）節水の推進 

・日常的に節水に努め、洗車時や給湯室では必要最小限の使用に努める。 

ｂ）設備機器の更新や新設にあたっては、節水型機器の導入に努める。（感知型洗浄弁、自

動水栓、節水コマなど） 

用紙類の使用量削減 

ａ）コピーの適正管理 

・両面印刷、両面コピーを徹底する。 

・コピー機使用後の設定解除を徹底し、ミスコピーの防止を図る。 

・集約印刷（用紙１枚に２ページ分を印刷）を取り入れる。 

・片面コピー用紙の裏面利用に努める。 

ｂ）情報化によるペーパーレス化の推進 

・庁内のグループウェア等電子メディアを利用した文書のペーパーレス化を図る。 

・印刷前にプレビュー画面を利用し、ミスプリントを防止する。 

ｃ）印刷物の適正管理 

・印刷物の簡素化を図る。 

・印刷にあたっては、発行物及び部数を精査する。 

ｄ）資料の適正管理 

・会議資料の簡素化を図る。 

・職員対象の会議等では封筒を使用しない。 

 

②廃棄の際の環境配慮 

廃棄物排出量の削減 

ａ）備品、消耗品管理の徹底による廃棄物の減量 

・物品の廃棄にあたっては、再使用・リサイクル可能か検討する。 

ｂ）リサイクルの推進 

・資源回収箱等を設置し、新聞・雑誌、使用済み用紙、雑がみ等のリサイクルを徹底する。 

・片面コピー用紙の裏面利用に努める。 

・現在廃棄物として扱っている品目のリサイクルを検討し、可能な場合は導入に努める。 

ｃ）包装材などの廃棄物発生の抑制 

・物品購入時の簡易包装、ダンボール等包装材の引き取りを納入業者に依頼する。 

ｄ）弘前市の「事業系ごみ処理マニュアル」に基づく分別廃棄の徹底 

 

③建築物の設計･施工、管理の際の環境配慮 
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公共工事における環境負荷の低減 

ａ）環境負荷の少ない製品の使用 

・再生資材の使用に努める。 

・再生可能な資材を使用し、廃棄物の発生を抑制する。 

ｂ）ライフサイクルコストに配慮した設計 

・設計にあたっては、規模の適正化に努めるとともに、維持管理や改修が容易な構造を検

討する。 

・建築物等の耐久性・耐震性等の向上を図る。 

ｃ）省エネルギー対策 

・設計にあたっては、断熱性能等を高めることで、省エネルギー性の高い躯体構造とする。 

・設備機器の更新及び新設の際には、省エネルギー型機器の導入に努める。 

ｄ）建設副産物対策 

・建設廃材等の再資源化に努める。 

・建設廃棄物を適正に処理する。 

ｅ）その他 

・周辺環境に影響の少ない工法を選定する。 

・環境負荷の少ない建設機械の使用を促進する。 

再生可能エネルギーの導入・緑の保全 

ａ）再生可能エネルギーの導入 

・設計にあたり、太陽光や地中熱など再生可能エネルギーの導入を検討する。 

ｂ）緑化の推進 

 

④職員の環境保全意識の向上 

職員の環境保全意識の向上 

ａ）環境に関する研修及び情報提供等の積極的な実施 

・環境に関する研修や情報提供により職員の環境保全意識の向上を図る。 

・職員は積極的に研修に参加するとともに、日頃から環境保全に関心を持ち、情報の収集

に努める。 

ｂ）環境保全活動への職員の積極的参加の奨励 

 

第５章 実行計画の推進体制 

「推進本部」及び「推進担当者」を設け、実行計画の着実な推進と進行管理を行います。 

１．推進本部  

事務局長を本部長とし、全職員をもって組織し、実行計画の策定、見直し及び実行計画の

推進点検を行います。 

２．推進担当者  

１名以上の「推進担当者」を置き、実行計画の推進及び進捗状況を把握しつつ、点検し、

実行計画の総合的な推進を図るとともに進行管理を行います。 

 

第６章 実行計画の点検・公表 

１．点検 
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実行計画の実施状況を点検・評価するため、年１回、電力・燃料などのエネルギー使用量

の数値を把握します。 

 

【 取組成果の評価（算定）方法 】 

温室効果ガスの総排出量は、国が公表している最新の排出係数を使用して算定することと

しています。そのため、温室効果ガスの総排出量は、排出係数の増減に影響を受け、事務組

合の取組成果が適切に反映されないことがあります。 

事務組合の取組成果を適切に評価する視点から、電力の排出係数は、基準年の排出係数で

固定して算定する排出量（実行計画の評価のための排出量）のほか、最新の排出係数を用い

て算定する排出量（実際の排出量）と合わせて把握します。 

 

※電力の排出係数：1kWhを発電する際に排出され二酸化炭素の量 

算定式 ： 電力の使用に伴う二酸化炭素排出量 ＝ 電力使用量 × 電力の排出係数 

 

 

２．公表 

上記の点検結果（実施状況）については、ホームページ等により毎年度公表します。 


