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【計画での表記について】 

➊用語の解説 

 本計画の本文中に使用されている意味が分かりにくい用語及びカタカナ・アルファベットの用

語については、＊印を上に付け、巻末の参考資料「用語の解説」で説明していますので、参照し

てください。なお、同一ページ内に複数回使われている場合は、最初の用語に付けています。 

➋ 年号の表記 

 地球温暖化対策は、世界全体で取り組んでいくものであるため、本計画では、西暦表記を基本

に、原則、西暦（和暦）で示しています。また、同一ページ内に同じ年（年度）がある場合は、

本文中の最初に使われている箇所だけ（和暦）を付け、その他は省略しています。 

なお、我が国、群馬県及び本市における各年の温室効果ガス排出量、基準年比、計画の目標年

などは年度単位となりますが、本計画では西暦（和暦）の年次の表記を用いています。なお、引

用文は原則として記載されている西暦、和暦及び年（年度）をそのまま用いています。 

➌ 割合（％）の表記について 

本計画では、全体の中での割合（％）などは、端数処理を行って表記していますので、合計が

100％にならないことがあります。 
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序章 地球温暖化について 
現在、地球の平均気温は１４～１５℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、

メタンなどの温室効果ガス＊がなければ、マイナス１９℃くらいになります。太陽から地球

に降り注ぐ光は、地球の大気を素通りして地面を暖め、その地表から放射される熱を温室

効果ガスが吸収し大気を暖めているからです。 

産業革命以降、科学技術の急速な発展により、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類

などの温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気

温が上昇し始めています。これを地球温暖化と言います。 

地球温暖化とは、私たち人類の活動により排出された温室効果ガスが、大気中に増加し

すぎたことにより、地球の地表付近の温度が上昇するもので、それにより自然や生物など

に悪影響を引き起こしています。 

ＩＰＣＣ＊（気候変動に関する政

府間パネル）の第 5 次評価報告書

（２０１３年（平成２５年））では、

『地球温暖化は疑う余地はない。２

０世紀半ば以降の温暖化の原因は、

人間活動の可能性が極めて高い。ま

た、１９８６～２００５年を基準と

した、２０８１～２１００年におけ

る世界平均地上気温の変化は、温室

効果ガス排出量が最も低いシナリ

オ（ＲＣＰ＊２.６：低位安定化シナリ

オ）の場合で０.３～１.７℃、温室

効果ガス排出量が最大のシナリオ

（ＲＣＰ８.５：高位参照シナリオ）

の場合で２.６～４.８℃の範囲に上

昇する可能性が高い。』と報告されて

います。 

加えて同報告書ではここ数十年、気候変動の影響が全大陸と海洋において、自然生態系

及び人間社会に次のような影響を与えているとされています。 

●水資源への影響（水量や水質） 

●陸域、淡水、海洋生物の生息域の変化など 

●農作物への影響 

また、熱波や干ばつ、洪水、台風、山火事など、近年の気象と気候の極端現象による影響

は、生態系や人類に対して著しい被害を受ける恐れや被害を与えていると報告されていま

す。 

  

出典等：1950～2100年までの気温変化（観測と予測） 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

（http://www.jccca.org/）より 
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また環境省の「日本国内における気候変動による影響評価のための気候変動予測につい

て（お知らせ）」では､ＲＣＰ＊２.６（低位安定化シナリオ）とＲＣＰ８.５（高位参照シナリ

オ）の場合における日本の気候変動の特徴は、現在気候の再現結果と比較し次のように予

測しています。さらに、２１００年末に予測される日本への影響として、洪水の年被害額

が３倍程度に拡大することや熱中症による死者、救急搬送患者が２倍以上に増加すること

などを指摘しています。 

 

（参考）予測される日本の気候変動（現在気候との比較） 

気候 ＲＣＰ2.6ケースの場合 ＲＣＰ8.5ケースの場合 

年平均気温 平均 1.1℃（0.9～1.2℃）上昇 平均 4.4℃（3.9～4.7℃）上昇 

真夏日の年間日数 平均 12.3日（10.8～14.3日）増加 平均 52.6日（45.8～58.4日）増加 

真冬日の年間日数 平均 4.3日（4.0～4.6日）減少 平均 15.4日（13.5～16.6日）減少 

年降水量 シナリオにより増加する場合も減少する場合もあり、有意な変化がみられない。 

大雨による年降水

量 

平均 19.6％（17.1～23.0％）増加 平均 40.5％（33.2～53.4％）増加 

無降水日 平均 11.5日（8.1～13.9日）増加 平均 22.3日（17.4～28.2日）増加 

（備考） 将来の予測値（変化量）は将来気候の予測（2080～2100年平均）と現在気候（1984

～2004年平均）との差の全ケースにおける平均値を示す。 

括弧内は全ケースの差の下端と上端を示す。なお、産業革命以降、現在までに生じて

いる気候値の変化量は含まない。 

出典等：環境省「日本国内における気候変動による影響評価のための気候変動予測について（お知

らせ）」平成 26年 6月 6日報道発表資料より 

 

北極や南極の氷山や山岳氷河の減少であるとか、気象の変化による大規模な洪水や干ば

つ、農作物の収穫量の減少などは、地球温暖化による影響と考えられており、このまま温

室効果ガス＊が排出され続けた場合には、こうした気候変動はさらに拡大し、地球上の生物

にとって取り返しのつかない事態を招くことが予想されます。 

地球温暖化の影響は、私たちの身近でも起こり始めています。 

農作物に被害を及ぼすサルやイノシシは、気候変化による積雪量・積雪期間の減少によ

る影響で生息分布を拡大していると考えられています。また、農作物の栽培適地の北上に

より、本市でも農業への影響が懸念されます。 

その他にも、降水量の変化により渇水や集中豪雨などの災害や、感染症の媒介生物であ

る蚊の分布域の北上による健康面への影響など、多くのリスクが発生する可能性がありま

す。 

地球温暖化の問題は、人類がわずか２００年ほどの短期間に、地球に著しい負荷を与え

たことにより起こした問題です。仮に、温室効果ガスをすべてゼロにできたとしても、今

後、数十年は温暖化の影響は止めることができないと考えられています。 

私たちが快適な生活を求めた結果で生じた負の遺産を、子や孫の世代に押しつけるわけ

にはいきません。一刻も早く、温暖化を抑える効果的な対策を行う必要があるのです。 
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参考 ～日本の気候変動とその影響～ 

出典等：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響 2018 年度版」

2018年 2月 環境省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・気象庁より 

日本では世

界より早い

ペースで気

温が上昇し

ている 

日本の年平均気温は、世界の年平均気温と同様、変動を繰り返しながら上昇して
おり、長期的には１００年あたり１.１９℃の割合で上昇しています。顕著な高温を
記録した年は、概ね１９９０年代以降に集中しています。 

４つの RCP シナリオを用いた予測では、日本の２１世紀末の年平均気温は全国
的に上昇することが予測されています。RCP２.６シナリオで０.５～１.７℃、RCP

８.５シナリオで３.４～５.４℃上昇し、低緯度より高緯度の方が、その上昇の程度が
大きいと予測されています。 

強い雨が増

加している

一方、降水

日が減少し

ている 

日降水量が１００ｍｍ以上の大雨の日数が増加しています。また、アメダスの観
測による１時間降水量５０ｍｍ以上の短時間強雨（滝のように降る雨）の発生回数
も増加しています。 

一方で、日降水量１.０ｍｍ以上の日が減少しており、弱い降水も含めた降水の日
数は減少しています。 

RCP８.５シナリオを用いた予測では、２１世紀末における短時間強雨の発生回数
は、全ての地域及び季節で有意に増加すると予測されています。一方、４つの RCP

シナリオを用いた予測によれば、２１世紀末の無降水日は全国的に増加すると予測
されています。 

真夏日・猛

暑日の日数

が増加して

いる 

日最高気温３０℃以上の真夏日と日最高気温３５℃以上の猛暑日の年間日数は、
統計期間１９３１～２０１６年で増加傾向が現れており、猛暑日は１０年あたり０.

２日の割合で増加しています。 

RCP８.５シナリオを用いた予測では、２１世紀末の猛暑日の年間日数も増加し、
特に沖縄・奄美では、年間で５４日程度増加することが予測されています。 

多くの地域

で積雪が減

少 す る 一

方、内陸部

では大雪が

増加する可

能性も 

年最深積雪は、１９６２～２０１６年の期間で、東日本の日本海側と西日本の日
本海側で減少しています。減少率は東日本の日本海側で１０年あたり１２.３％、西
日本の日本海側で１０年あたり１４.６％となっています。 

RCP８.５シナリオを用いた予測では、２１世紀末の最深積雪・年降雪量は、特に
本州日本海側で大きな減少が予測されています。一方、本州や北海道の内陸部では
１０年に一度しか発生しない大雪が現在より高頻度で現れるとの予測も報告されて
います。 

 

 

 

 

 

気候変動による影響【農業、森林・林業、水産業】 

コ メ の 収

量・品質へ

の影響 

気温の上昇によるコメの白未熟粒（高温等の障害によりデンプンが十分に詰まら
ず白く濁ること）や胴割粒（高温等により亀裂が生じること）の発生等、コメの品
質の低下が、既に全国で確認されています。また、一部地域や極端な高温年には収
穫量の減少も報告されています。 

RCP４.５シナリオを用いた予測では、近未来（２０３１～２０５０年）及び２１
世紀末（２０８１～２１００年）には、品質の高いコメの収量が増加する地域と減
少する地域の偏りが大きくなる可能性が予測されています。 

また、高温で二酸化炭素濃度の高い環境では、コメの品質に重要な指標である整
粒率（整った米粒の割合）が低下することが指摘されています。 

シイタケ栽

培への影響 

シイタケ栽培において、夏場の気温上昇と病原菌の発生やシイタケの子実体（き
のこ）の発生量の減少等との関係が指摘されています。 

ただし、データの蓄積が十分でなく、今後さらに研究を進める必要があります。 
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果 実 の 品

質・栽培適

地への影響 

夏季の高温・少雨が果樹生産に及ぼす影響として、強い日射と高温による日焼け
果の発生、高温が続くことによる着色不良等が知られています。ぶどう、りんご、
かき、うんしゅうみかんでこのような影響が報告されています。 

また、ももでは、特に高温になりやすく降雨の多い西日本のもも産地を中心に、
外見からは区別がつかず、果実内部に「水浸状果肉褐変症」と呼ばれる果肉障害等
が発生し、品質の不安定化等が懸念されています。 

将来、うんしゅうみかんやぶどう等の栽培適地が変化することが予測されていま
す。例えば、世界の平均気温が１９９０年代と比較して２℃上昇した場合、ワイン
用ぶどうの栽培適地が北海道の標高の低い地域で広がることが予測されています。 

サンマの南

下の遅れ 

サンマの来遊量を予測するモデルに温暖化後の海面水温のデータを組み込んで解
析した結果、サンマの南下が遅くなる可能性が指摘されています。 

道東海域では、来遊資源量のピークが１０月上旬～１１月上旬に、三陸海域では
１１月中旬～１２月中旬以降に、常磐海域では１２月中旬以降に遅れることが予測
されています。 

さらに、温暖化に伴い、サンマの来遊時期が遅くなると、水揚げされるサンマの
体重が徐々に減少する可能性等が指摘されています。 

 

 

気候変動による影響【自然生態系】 

ハチクマの渡

りの経路が変

化 

日本で繁殖する猛禽類の一種であるハチクマは、秋に日本列島を西に進み、五島
列島周辺から東シナ海を横断して中国に移動します。 

ハチクマの渡りの経路の将来変化を評価した研究によれば、秋の東シナ海では、
ハチクマにとって追い風となる北東風が変化し、２１世紀半ば（２０４６～２０５
５年）にはハチクマの渡りに適している空域の多くが秋の東シナ海から失われ、２
１世紀末（２０９１～２１００年）には東シナ海が渡りに適した空域から外れるこ
とが予測されています。 

竹林の雑木

林への侵入

が進む 

気候変動は、身近な里山にも変化をもたらす可能性があります。 

放棄竹林は現在では主に西日本で問題となっていますが、気候変動が進むと、東
日本や北日本でも竹林が定着し、地域の生態系・生物多様性や里山管理に悪影響を
及ぼす可能性があります。 

現在は、東日本でモウソウチクとマダケの生育に適した土地の割合は３５％であ
るのに対し、２℃上昇で５１～５４％、４℃上昇では７７～８３％まで増加し、北
限は最大５００ｋｍ進んで稚内に到達すると予測されています。 

藻 場 の 衰

退、消失 

気候変動による海水温の上昇により、沖合・沿岸域では、水産生物の産卵場・餌
場・回遊経路が変化して分布に直接影響を及ぼすことが考えられます。 

また、浅場では、藻場・干潟の分布域や構成種の減少等に伴う産業等への影響も
心配されています。 

２０１３年には、九州北部から山口県に至る約２００ｋｍの海岸線沿いでアラメ・
カジメ場の大規模な衰退減少が発生しました。高水温が原因と考えられ、日本で初
めての大規模かつ急激な藻場の衰退事例と言われています。 

RCP２.６シナリオと RCP８.５シナリオを用いた予測では、海水温の上昇に伴い、
２１世紀末までに本州から九州沿岸のカジメの生息不適域が拡大する可能性が示唆
されています。 
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気候変動による影響【水環境・水資源、自然災害・沿岸域】 

河川の流況

が変わる 

気候変動によって、雨の量や降り方が変化するとともに、これまで雪だったもの
が雨に変わる可能性も出てきます。山地の多い日本において、こうした変化は河川
の流況（一年を通じた河川の流量の特徴）を大きく変えると予想されます。 

近未来、２１世紀末のそれぞれの気候下で河川流量計算を行った結果、日本海側
の多雪地帯において河川流況が大きく変化することが予測されています。 

流域の複合

的な水害・

土砂災害 

近年、豪雨の増加傾向が見られ、これに伴う土砂災害の激甚化・形態の変化が懸
念されています。例えば、深層崩壊の増加による大規模な被害、河川が堰き止めら
れることによる天然ダムの形成やその決壊による洪水被害、大量の土砂による河床
上昇に伴う二次災害、深層・表層崩壊の増加に伴う流木量の増加とその集積等がも
たらす洪水氾濫等が挙げられます。 

２０１７年の九州北部豪雨災害では、広範囲にわたる斜面崩壊や土石流が直接的
な災害の原因となりましたが、これに伴って多量の土砂が下流域に流出し、河川を
埋め尽くすような河床上昇を引き起こし、甚大な洪水氾濫を助長する原因となりま
した。将来、気候変動によってこのような豪雨の頻度・強度が増加することにより、
同様の甚大な被害が各地で生じることが懸念されます。 

台風による

高潮 

高潮は、気圧や風によって海面が平常より高くなる現象です。台風による高潮は、
内湾の奥で顕著になることが知られており、台風の強さや経路によって大きく変わ
ります。 

日本でもこれまでに台風によって甚大な高潮被害が発生しています。２００４年
の台風第１６号は、瀬戸内地方に高潮による大きな被害をもたらしました。特に香
川県高松市では、沿岸部の冠水とともに、河川沿いに海水が逆流し、大規模な浸水
被害が発生しています。 

将来の台風の出現特性を日本の各地域まで定量的に予測することはまだ難しい状
況ですが、一つの試算として、東日本で高潮偏差が増加し、西日本では同程度ある
いは減少し、必ずしも全国で一様には変化しないという結果も得られています。 

 

気候変動による影響【健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活】 

熱中症が増

加 

熱中症は、暑熱による直接的な影響の一つで、気候変動との相関は強いと考えら
れています。熱中症による死亡者数は増加傾向にあり、特に記録的な猛暑となった
２０１０年には、過去最多の死亡者数となっています。 

RCP８.５を用いた予測では、２１世紀半ば（２０３１～２０５０年）の熱中症搬
送者数は、現状（１９８１～２０００年）と比較して、全国的に増加し、特に東日
本以北で２倍以上増加することが予測されています。 

産業・経済

活動や生活

面にも様々

な影響が及

ぶ 

製造業、商業、建設業等の各種の産業においては、豪雨や強い台風等、極端現象
の頻度・強度の増加が、甚大な損害をもたらす可能性があります。 

また、私たちの生活においても、気温の上昇等が、快適な生活を送る上での支障
や季節感の変化等をもたらす可能性があります。 

さらに、このような気候の変化を直接受けて生じる影響だけでなく、自然生態系
の変化、農業や水産業への影響、自然災害への影響等が、産業・経済活動や生活面
に、様々な波及的な影響をもたらしかねないのです。 

世界各地の気候変動による影響が、サプライチェーンを通じて、国内の産業・経
済に影響を及ぼすことも懸念されます。 

２０１１年、タイ国チャオプラヤ川で発生した洪水は、現地の日系企業に被害を
もたらし、ハードディスクのサプライチェーンを通じて国内の企業に約３,１５０億
円の損失をもたらしたと試算されています。この洪水が気候変動の影響によるもの
であったかどうかの判断は難しいですが、将来、気候変動によってこのような洪水
の頻度・強度が増加すれば、同様の甚大な被害が各地で生じることが予想されます。 
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平成３０年度地球温暖化防止ポスターコンクール入賞作品 

小学校低学年の部 

第１章 基本的事項 
１ 計画の目的 

我が国の動向としては、京都議定書＊により、温室効果ガス＊の排出量を１９９０年（平

成２年）比で２０１２年（平成２４年）までに６％削減することを国際社会に約束し、「京

都議定書目標達成計画」を定め、その目標に向けた取り組みを進めてきました。 

さらに、２００９年（平成２１年）９月、当時の鳩山首相は、国連の気候変動サミット

で、２０２０年（平成３２年）までに２５％削減する中期目標を言明し、そのための法案

整備が進められてきました。しかし２０１１年（平成２３年）３月に発生した東日本大震

災及びそれに伴う福島第一原子力発電所事故を契機とした原子力発電の停止など、エネル

ギー政策及びエネルギーミックス＊の見直しが必要になりました。そこで、２０１３年（平

成２５年）に当面の目標として、『２０２０年度の温室効果ガス削減目標は、２００５年度

（平成１７年度）比で３.８％減とする。』を掲げました。その後、2015年（平成 27年）

12月のＣＯＰ２１において、気温上昇を産業革命前と比較して 1.5℃以内にし、21世紀

後半に世界の温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目標とした「パリ協定」が採択

されました。日本は、「２０３０年度に温室効果ガス排出量を２０１３年度比▲２６％（２

００５年度比▲25.4％）の水準にする。」ことを約束草案として提出しました。そして、２

０１６年（平成２８年）に「地球温暖化対策計画」を策定し、取り組み進めていくことにし

ました。 

これらの目標を達成し、快適な生活環境を保護していくためには、私たち一人ひとりが、

温室効果ガス削減に向けた対策を実施することが必要となります。 

沼田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下「実行計画」といいます。）は、市

民・事業所・市の各主体が、それぞれの役割に応じた温室効果ガスの排出抑制に向けた対

策を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定します。 

※ 事業所：製造業をはじめ、飲食店や農家など事業活動を行う者すべてをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼田市長賞 

池田小学校２年 井口
いぐ ち

 昊士
そら と

さん 

沼田市議会議長賞 

沼田小学校１年 井上
いのうえ

 大希
ひろ き

さん 

沼田市教育長賞 

沼田東小学校１年 小渕
おぶ ち

 空夢翔
く う が

さん 
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地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成 10年 10月 9日制定、最終改正：平成 26年 5月 30日） 

群馬県地球温暖化対策推進計画 
「新コツコツ（ＣＯ2ＣＯ2）プラン」 

沼田市環境基本計画 

 
沼田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

エコの実プラン 

第 20条（国及び地方公共団体の施策） 

地方公共団体実行計画の策定 

事務事業編の策定と実施状況の報告（義務）

区域施策編の策定（指定都市以外は努力） 

第 21条 

温室効果ガス算定排出量の報告など 
整合 

地球温暖化対策の個別分野 

 

２ 計画の位置づけ 

実行計画は、沼田市環境基本計画における地球温暖化対策の個別計画として、地球温暖

化対策を推進するためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑のカーテン事業・ゴーヤ苗等の配布 

緑のカーテン 
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３ 計画の対象 

（1）対象とする活動 
沼田市において行われる、温室効果ガス＊を排出する市民の日常生活を始め、事業所の経

済活動や市の事業など、すべての活動とします。 

（2）基準年 
基準年は、２００７年（平成１９年）とします。 

（3）目標年 
本実行計画では、目標年を短期、中期、長期に分けて次のようにしています。 

短期目標年は、２０２０年 

中期目標年は、２０３０年 

長期目標年は、２０５０年 

本実行計画の当初の短期目標年次は２０１４年（平成２６年）でしたが、２０１２年（平

成２４年）の排出量が目標を達成する見込みであること、国の当面の目標や 2016年（平

成２８年）に策定された「地球温暖化対策計画」を踏まえ、本市の短期目標年次を２０２

０年に、中期目標年次を２０３０年とします。 

なお、計画の進行管理の状況をはじめ、国の地球温暖化対策計画や県の計画等の取組、

動向等を踏まえ、必要に応じて施策を見直し、長期的な視野に立って計画を推進します。 

（4）対象となる温室効果ガス 
本実行計画で対象とする温室効果ガスは、下表の「エネルギー起源のＣＯ2（二酸化炭素）」

及び「エネルギー起源ＣＯ2以外の温室効果ガス」とします。 

実行計画で対象とする温室効果ガス 

温室効果ガス 地球温暖化係数 主な発生原 

エネルギー起源 CO2 

二酸化炭素（CO2） 1 
石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料の燃焼、電気の
使用（火力発電所によるもの） など 

エネルギー起源 CO2以外の温室効果ガス（非エネルギー起源 CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6） 

二酸化炭素（CO2） 1 
セメント、生石灰等の製造など工業プロセスから発生
するＣＯ2、廃棄物の燃焼に伴い発生するＣＯ2 など 

メタン（CH4） 21 稲作・家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立て など 

一酸化二窒素（N2O） 310 化石燃料の燃焼、工業プロセス など 

ハイドロフルオロ 

カーボン類（HFC） 
140～11,700 

代替フロン等の製造時における漏えい、冷蔵庫・エア
コンなどの冷媒からの大気放出 など 

パーフルオロ 

カーボン類（PFC） 
6,500～9,200 半導体製造時等における漏えい など 

六フッ化硫黄（SF6） 23,900 半導体製造や電気の絶縁体 など 

三フッ化窒素（NF3） 17,200 半導体製造 など 

※地球温暖化係数は、各温室効果ガスが地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果に対

する比で表したものです。  
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平成３０年度地球温暖化防止ポスターコンクール入賞作品 

小学校高学年の部 

 

４ 計画の基本的な考え方 

（1）あらゆる主体を巻き込んだ地域ぐるみの対策推進 
地球温暖化対策は、市民・事業所・市それぞれが主体であるという認識の下、主体別

に、果たすべき役割や具体的な取り組みを提示し、実践につなげます。 

（2）沼田市の地域特性を踏まえた対策の実施 
本市の自然的や社会的特性、温室効果ガス＊の排出特性、課題等に照らした対策を実

施し、効果的な削減を図ります。 

（3）迅速な点検と評価 
進行管理に際して、温室効果ガス排出量を把握することは、各種統計資料から導き

出されるため、各資料公表後の算出となります。しかし、結果としての削減量にのみ

意識がとらわれると、何をするべきか、という過程がおろそかになりかねません。 

実行計画では、期間ごとの目標削減値を設定し、各主体に求められる取り組みを充

実させることにより、温室効果ガスの着実な削減につなげます。そして、迅速に点検

と評価を行い、必要な見直しを図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

沼田市長賞 

沼田東小学校６年 金子
かね こ

 輝
き

咲
さき

さん 

沼田市議会議長賞 

沼田小学校６年 熊切
くまきり

 叶汰
かな た

さん 

沼田市教育長賞 

沼田小学校５年 村山
むらやま

 陽和
ひよ り

さん 
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平成３０年度地球温暖化防止ポスターコンクール入賞作品 

中学校の部 

 

５ 計画の推進主体とその役割 

●推進主体 
本計画の推進主体は、市民・事業所及び市とします。 

●各主体の役割 
【市民の役割】 

市民は、地球温暖化など環境問題への関心を持ち、生活様式の見直しを行い、温暖

化防止対策に取り組みます。 

具体的には、家庭での電気、ガス、ガソリン等の使用量を知り、エネルギーの節約、

過度の自動車依存の解消、省エネルギー（以下「省エネ」といいます。）機器の利用、

マイバックの持参など、日常生活の中でできる温暖化防止対策に取り組みます。 

 

【事業所の役割】 

事業所は、業種の特性や組織規模に応じて、継続的して温暖化防止対策に取り組む

体制や仕組みを整備します。 

具体的には、工場・事業所などで使用する電気やガス、燃料等のエネルギー使用状

況を把握して、業種特性に応じた省エネ対策を講じるとともに、事業活動における省

資源化や、再生可能エネルギー＊の導入なども検討します。 

 

【市の役割】 

市は、市民・事業所が地球温暖化などの環境問題への認識を高め、温暖化防止対策

に取り組むことができるよう、情報の発信と共有、啓発活動を一層推進します。 

また、一事業所として、庁舎や公共施設での省エネ対策や再生可能エネルギーの導

入を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

沼田市長賞 

薄根中学校３年 安達
あだち

 由那
ゆ な

さん 沼田市議会議長賞 

薄根中学校２年 三宅
みやけ

 凜
りん

さん 

沼田市教育長賞 

沼田中学校３年 武井
たけい

美里花
み り か

さん 
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第２章 沼田市の温室効果ガス排出状況と推移 
１ 温室効果ガス排出量の算出方法 

本市の温室効果ガス＊排出量算出にあたっては、２０１７年（平成２９年）3月に環境省

が取りまとめた「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）Ver1.0」

及び「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）Ver1.0」、

（以下「環境省策定・実施マニュアル」といいます。）に基づいて算出します。 

 

本実行計画の基準年は、２００７年（平成１９年）です。 

また、本実行計画の見直しにあたっては、現状年（２０１5年（平成２7年））の排出量

を算出し、基準年の排出状況と比較しています。 

算出に用いる統計数値等は、基準年（２００７年）と現状年（２０１５年）における各種

数値を用い、エネルギー消費は「都道府県別エネルギー統計」（資源エネルギー庁）の「群

馬県：２００７年」と「群馬県：２０１５年」を用います。 

（1）温室効果ガス排出量の算出区分 
温室効果ガス排出量算出のための分類は国のエネルギー統計と同様に、大分類は「エネ

ルギー起源」と「エネルギー起源以外」とし、このうち「エネルギー起源」では、中分類と

して産業、民生、運輸の 3部門に、また、小分類として、産業部門は製造業、建設業、農

業に、民生部門は家庭と業務に、運輸部門は自動車と鉄道に、それぞれ分類します。 

温室効果ガス排出量算出区分 

大分類 中分類 小分類 概   要 

エネルギー起源による排出量 

 

産業部門 

製造業部門 
第二次産業における排出量 

建設業部門 

農林業部門 第一次産業における排出量 

民生部門 

家庭部門 一般家庭における排出量 

業務部門 
第三次産業の業務（ホテル、病院、スーパー等店舗、飲食
店、事務所等）における排出量 

運輸部門 
自動車部門 自動車等での排出量 

鉄道部門 鉄道での排出量 

エネルギー起源以外による排出量 

 自動車の走行による排出（メタン、一酸化二窒素） 

廃棄物の燃焼による排出量 

排水処理による排出量 

水田からの排出量 

家畜の飼育による排出量 

家畜の糞尿による排出量 

農業廃棄物の焼却による排出量 

肥料の使用による排出量 

代替フロン（冷蔵庫等の触媒）による排出量 

代替フロン（カーエアコン）による排出量 

※運輸部門の自動車は、沼田市における全ての車輌（産業部門や民生部門を含む）から発生する温室効果

ガスの排出量となります。 
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（2）対象とするエネルギーの種類 
対象とするエネルギーの種類は、国のエネルギー統計に準じて、石炭・石炭製品、電力、

都市ガス、ＬＰＧ（液化石油ガス）、ＬＮＧ（液化天然ガス）、石油製品とし、石油製品は、

ガソリン、灯油、軽油、重油（Ａ、Ｃ）に区分し、以下のとおりとします。 

 

各部門の対象とするエネルギーの種類 

部門  産 業  民 生 運 輸 

エネルギーの種類 製造業 建設業 農業 家庭 業務 自動車 鉄道 

石炭・石炭製品 ○ － － － － － － 

電力 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 

都市ガス ○ ○ － ○ ○ － － 

ＬＰＧ ○ － － ○ ○ － － 

ＬＮＧ － － － － － ○ － 

石油 

製品 

原油 ○ － － － － －  

ナフサ ○ ○ ○ － － －  

ガソリン ○ － － － － －  

灯油 ○ ○ ○ ○ ○ －  

軽油 ○ ○ ○ － － －  

Ａ重油 ○ ○ ○ － ○ －  

Ｃ重油 ○ ○ ○ － － －  

※○が算出対象        

 

（3）各部門の算出方法 
【温室効果ガス＊排出量算出区分】 

ア 産業部門 

「都道府県別エネルギー統計」における「群馬県：２００７年」と「群馬県：２０１

5年」の中から、「産業部門」のうち、「製造業」、「建設業」、「農業」のエネルギー消費

量を用います。製造業は群馬県に占める本市の工業出荷額比、建設業は群馬県に占め

る本市の建設業従事人数比、農業は群馬県に占める本市の農業出荷額比をそれぞれ乗

じ求めます。 

 

イ 民生家庭部門 

一般家庭の生活によるエネルギー消費量（灯油、ＬＰガス、都市ガス、電力の使用

量）を国、または群馬県数値より按分し、排出量を求めます。（都市ガスについては販

売実数） 
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ウ 民生業務部門 

製造業以外のホテル、病院、スーパー等店舗、飲食店、事務所等におけるエネルギー

消費量（重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス、電力の使用量）を国、または群馬県数値よ

り按分し、排出量を求めます。（都市ガスについては販売実数） 

 

エ 運輸部門 

本市に登録されているすべての車輌が運輸部門に計上されます。従って、産業部門

だけでなく、民生部門も含めた車輌で使用するガソリン、軽油の量から排出量を求め

ます。ガソリン、軽油の使用量は、全国の車種別燃料別自動車数と販売燃料量から按

分し求めます。 

また、運輸部門では、もう一つ鉄道からの排出があり、鉄道は、「ＪＲ東日本社会環

境報告書」に記載されているＪＲ東日本からの温室効果ガス＊排出量のうち、ＪＲ東日

本路線延長と本市を走る路線（ＪＲ上越線）の線路延長比を乗じて求めます。 

 

平成 30年度地球温暖化防止標語コンクール入賞者 

小学校低学年の部 

沼田市長賞 
沼田北小学校 

１年 淺野目
あ さ の め

 徠杜
らいと

さん へらそうよ 水のだしすぎ たべのこし 

沼田市議会議長賞 
升形小学校 

１年 新井
あらい

 莉音
りおん

さん 
わたしができるちいさなこと 
つけたらけすからはじめよう 

沼田市教育長賞 
白沢小学校 

３年 渡貫
わたぬき

 仁
ひとし

さん 
家族みんなでエコ活動 
こどものぼくもがんばるよ 

小学校高学年の部 

沼田市長賞 
白沢小学校 

５年 阿部
あ べ

 拓斗
たくと

さん 
きちんと分別 ごみを減らして 
住みよいぼくらの町 

沼田市議会議長賞 
白沢小学校 

４年 矢代
やしろ

 佑
ゆう

介
すけ

さん コンセント かぞくみんなでポチット運動 

沼田市教育長賞 
白沢小学校 

６年 角田
つのだ

 頌
しょう

泰
た

さん 一つのエコ 続けるだけで 救えるアース 

中学校の部 

沼田市長賞 
沼田中学校 

２年 安倍
あんばい

 生羽
ゆ う

さん 
当たり前に使える水 いつまで続くその当
たり前 

沼田市議会議長賞 
沼田東中学校 

２年 井上
いのうえ

 愛
あい

理
り

さん エコライフ 楽しく実践 マイライフ 

沼田市教育長賞 
沼田中学校 

２年 大島
おおしま

 颯音
はやと

さん 省エネで 未来と私が かわってく 

一般の部 

沼田市長賞 横塚町 高井
たかい

 信彦
のぶひこ

さん 節電に 効果てきめん 早寝早起き 

沼田市議会議長賞 町田町 岡田
おかだ

 愛子
あいこ

さん 
けっこうあるぞ待機電力 
減らして防ごう温暖化 

沼田市教育長賞 上原町 角田
つのだ

 和男
かずお

さん 省エネ 小さな気持ち 大切に 
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２ 排出量算出結果 

（1）排出量算出結果 
現状年（２０１５年）の本市の温室効果ガス＊排出量３７万８,２６１t－ＣＯ２で、本計画

の基準年である２００７年（平成１９年）の排出量４１万８,１３６t－ＣＯ２と比べ、温室

効果ガス 3万９,８７５ｔ－ＣＯ２、率にして９.５％減少しています。 

大分類では、エネルギー起源排出量は３４万５,５０３ｔ－ＣＯ２で、２００７年と比べ１

０.８％の減少となっています。また、エネルギー起源以外の排出量は３万２,７５８ｔ－Ｃ

Ｏ２で２００７年と比べ５.６％の増加となっています。 

 

本市の温室効果ガス排出量の推移（算出結果） （単位：t-CO2） 

 2007年 2015年 2007年→2015年 

温室効果ガス （平成 19年） （平成 27年） 増減量 増減率 

エネルギー起源 387,121 345,503 －41,618 －10.8％ 

エネルギー起源以外 31,015 32,758 1,743 5.6％ 

温室効果ガス排出量 

合計（総排出量） 
418,136 378,261 －39,875 －9.5％ 

※メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンは二酸化炭素換算 
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（2）各分類における排出量内訳 
ア エネルギー起源の排出量 

ガス種 部門 

2007(H19)年 2015(H27)年 2007→

2015年 

増減比(%) 
排出量 

（t-CO2） 

構成比 

（％） 

排出量 

（t-CO2） 

構成比 

（％） 

エネル
ギー起
源 

産業 

部門 

製造業 75,764 18.1 52,692 13.9  -30.5 

建設業 10,100 2.4 6,658 1.8  -34.1 

農林水産業 907 0.2 1,086 0.3  19.7 

業務その他部門 92,309 22.1 96,015 25.4  4.0 

家庭部門 72,068 17.2 70,748 18.7  -1.8 

運輸 

部門 

自動車 133,077 31.8 115,347 30.5  -13.3 

鉄道 2,895 0.7 2,957 0.8  2.2 

エネルギー起源合計 387,121 92.6  345,503 91.3  -10.8 

エネルギー起源以外 

（下表イを参照） 
31,015 7.4 32,758 8.7  5.6 

合 計 418,136 100.0 378,261 100.0 -9.5 

 

イ エネルギー起源以外の排出量 

ガス種 項目 

2007(H19)年 2015(H27)年 2007→

2015年 

増減比(%) 
排出量 

（t-CO2） 

構成比 

（％） 

排出量 

（t-CO2） 

構成比 

（％） 

エネル
ギー起
源以外 

自動車の走行に伴う
排出量 

1,348 0.3 956 0.3 -29.1 

水田からの排出量及
び肥料の使用におけ
る排出量 

2,849 0.7 2,982 0.8 4.7 

家畜の飼育や排せつ
物の管理に伴う排出
量 

9,545 2.3 8,700 2.3 -8.8 

農業廃棄物の焼却処
分に伴う排出量 

0.3 
0.000

07 
0.3 

0.000

08 
-0.3 

廃棄物の焼却処分に
伴う排出量 

15,894 3.8 18,802 5.0 18.3 

排水処理に伴う排出
量 

1,211 0.3 1,147 0.3 -5.3 

代替フロン等の製
造や使用に伴う排
出量 

168 0.04 171 0.05 1.8 

エネルギー起源以外 合計 31,015 7.4 32,758 8.7 5.6 

※各年の排出量構成比は、総排出量に対する割合 
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３ 温室効果ガス排出量の特性 

（1）本市における部門別排出量 
本市における２０１５年（平成２７年）のエネルギー起源の温室効果ガス＊排出量は３４

万５,５０３ｔ-CO2で、全排出量の 91.3％を占めています。 

その内訳は、産業部門１７.５％、民生部門４８.３％、運輸部門３４.２％となっており、

排出量が最も多い部門は、２００７年（平成１９年）と同様に民生部門です。 

また、２００７年のエネルギー起源の温室効果ガス排出量に比べ１０.８％減少していま

す。とくに、製造業など産業部門では２００７年比３０.４％の減少となっています。反面、

家庭や業務など民生部門は１.５％の増加、運輸部門は１３.０％の減少となっています。 

 

エネルギー起源排出量の部門別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー起源排出量の部門別排出量の推移 

大分類 中分類 小分類 
2007(H19)年 2015(H27)年 2007→2015年 

増減比 排出量（t-CO2） 排出量（t-CO2） 

エネル
ギー起
源 

産業 

部門 

産業部門 計 86,771 60,436 -30.4% 

製造業 75,764 52,692 -30.5% 

建設業・鉱業 10,100 6,658 -34.1% 

農林水産業 907 1,086 19.7% 

民生 

部門 

民生部門 計 164,378 166,764 1.5% 

業務その他部門 92,309 96,015 4.0% 

家庭部門 72,068 70,748 -1.8% 

運輸 

部門 

運輸部門 計 135,972 118,304 -13.0% 

自動車 133,077 115,347 -13.3% 

鉄道 2,895 2,957 2.2% 

エネルギー起源合計 387,121 345,503 -10.8% 

※運輸部門の自動車は、本市に登録されているすべての車輌（産業部門や民生業務部門、一般
家庭所有車輌）から発生する温室効果ガスの排出量となります。 

  

部門別ＣＯ2排出割合（2007年） 部門別ＣＯ2排出割合（2015年） 
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（2）排出量の比較 
ア 国との比較 

本市の２０１５年（平成２７年）における温室効果ガス＊排出量のうちエネルギー起

源の二酸化炭素排出状況と国の平均値を比較します。 

国の排出量と市の排出量については、算出の方法が異なるため単純な比較は出来ま

せんが、参考に比較すると、国に比べ産業部門の排出割合が半分ほど少なく、運輸部

門の排出量の割合が多くなっています。 

 

本市と全国のエネルギー起源の分野別排出割合の比較 

（エネルギー転換部門除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県との比較 

群馬県の２０１５年における温室効果ガス排出量は 18,151 千 t-CO 2で、県内排

出量に占める本市の割合は２.１％となっています。 

 

群馬県排出量との比較（2007年及び 2015年ベース） 

年  群馬県 沼田市 県に占める割合 

2007 

(H19) 

温室効果ガス 20,102 千 t-CO2 418,136 t-CO2 2.1％ 

人口 2,016,674 人 54,606 人 2.7％ 

市民一人当たり 9.97 t-CO2/人 7.66 t-CO2/人 － 

2015 

(H27) 

温室効果ガス 18,151 千 t-CO2 378,261 t-CO2 2.1％ 

人口 2,006,962 人 50,478 人 2.5％ 

市民一人当たり 9.04 t-CO2/人 7.49 t-CO2/人 － 

※：詳細は「参考資料７」に掲載 

市の算出方法は、環境省策定・実施マニュアル（平成 29年 3月）に基づいて算出しており、県とは

算出方法が異なります。 

平成 19年と平成 27年の人口は、県及び本市とも 9月 30日現在（市町村住民基本台帳人口）で算

出・比較しています。 

沼田市 2015(Ｈ27)年 全国 2015(Ｈ27)年 
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平成３０年度地球温暖化防止ポスターコンクール入賞作品（一般の部） 

 

第３章 目標値の設定 
１ 短期目標について 

我が国は、京都議定書＊で温室効果ガス＊排出量を２０１２年（平成２４年）までに基準

年１９９０年（平成２年）比の６％削減を約束していました。しかし、温室効果ガスは、１

９９０年以降も増え続けています。 

我が国では２００８年（平成２０年）の金融危機の影響に伴い総排出量が減少しました

が、２０１０年（平成２２年）以降の景気回復や東日本大震災を契機とした火力発電の増

加により、京都議定書の第一約束期間中（２００８～２０１２年）の５カ年平均の実際の

総排出量は１２億７,８００万トンと１９９０年（基準年）比で１.４％の増加となっていま

す。 

しかし、海外で実施した温室効果ガスの排出削減量などを、自国の排出削減約束の達成

に換算することができるとした京都メカニズムクレジット＊を加味すると、5カ年平均で１

９９０年比８.４％減となり、目標を達成しました。 

京都議定書以降の削減目標については、国では、東日本大震災以降のエネルギーミック

スが定まらないため、当面の目標として、『２０２０年度（平成３２年度）における温室効

果ガス排出量を２００５年度（平成１７年度）比３.８％削減』を掲げていました。 

 

本実行計画策定時の２００９年度（平成２１年度）では、沼田市環境基本計画の目標年

度である２０１４年度（平成２６年度）との整合性を考慮して、短期目標を２０１４年度

までに２００７年（平成１９年）比で温室効果ガス排出量６％を削減するとしていました。 

しかし、東日本大震災以降の電力需給調整等により、２０１１年の温室効果ガス排出量

は６％削減目標を達成しますが、２０１２年には電源構成の変化等により再び増加に転じ

ました。 

これらの状況から、本改訂にあたっては中長期的視野に立って削減目標を定めていくこ

ととし、中期目標としていた２０２０年を国と合わせて短期目標年としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
沼田市長賞 

上原町 角田
つのだ

 和男
かずお

さん 

沼田市教育長賞 

町田町 岡田
おかだ

 愛子
あいこ

さん 

沼田市議会議長賞 

横塚町 高井
たかい

 千秋
ちあき

さん 
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短期目標の設定は、環境省の推進手引き書及び策定マニュアルに掲げられていた項目の

うち、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を基本に、２０２０年までの削減見込量を２０

１３年度（平成２５年度）に実施した環境意識調査（アンケート）結果を踏まえて積み上

げ、２０１４年度（平成２６年度）から差し引くことにより、新たな短期目標年の排出量

として設定しました。 

 

エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減見込量は次のようになっています。 

民生家庭部門 4,100 ｔ-CO2 

民生業務部門及び産業部門 4,400 ｔ-CO2（統計資料の都合、一緒に合算） 

運輸（自動車部門） 23,300 ｔ-CO2 

合計 31,800 ｔ-CO2 

 

 この削減見込量を考慮し、２０１４年から２０２０年までに２４,０００ｔ-ＣＯ２以上削

減し、３６６,０００ｔ-ＣＯ２以下、２００７年比約１３％の削減を短期目標として設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２００７年排出量 

418,136 ｔ-ＣＯ2 

２０２０年排出量 

366,000 ｔ-ＣＯ2 

以下をめざします。 

約１３％ 
削減 

2012年排出量 414,839 ｔ-ＣＯ2 

2007年比 0.8％減少 

2014年排出量 390,643 ｔ-ＣＯ2 

 

削減対策等の実施により、2014年よ

り約 24,000ｔ-CO2以上削減 



20 

 

２ 中・長期目標の設定 

本実行計画の新たな中期目標は、パリ協定にお

ける日本の約束草案の達成に向けた国の地球温暖

化対策計画の中期目標と合わせて、２０３０年ま

での削減目標を定めていくものとします。 

なお、本実行計画の長期目標期間は、国の長期目

標期間と合わせ２０５０年とします。また、温室効

果ガス＊の排出削減量については、当面は現行の計

画の目標を継承していくこととします。 

 

中期目標の設定 

市域の温室効果ガス排出量は、現状趨勢で推移した場合、人口減少や高齢化の進行など

による世帯数の減少をはじめ、自動車保有台数の減少、次世代自動車の普及、廃棄物の減

量・資源化の進展などにより、中期目標の２０３０年の排出量は約３２万６,０００ｔ-CO2

となることが見込まれます。 

また、短期目標年までの対策や市民・事業者・市の取り組み等をより積極的に継続・実

施していくことにより排出量を約２万５,０００ｔ-CO2以上削減し、２０３０年における

排出量を、国が目指す２０１３年比２６％削減と同じ水準にしていくことを中期目標とし

て設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007年排出量 

418,136 ｔ-ＣＯ2 

長期目標 2050年の排出量 

2007年比 60～80％削減 

中期目標年（2030年）排出量 

国の目標と整合 

2013年比 26％減の水準をめざす 
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部門別の削減対策や取り組みによる現状年（2015年）よりの削減見込み量 

家庭部門 
再生可能エネルギー導入やエネルギー効率利用機器導入 2,580  ｔ-CO2 

省エネ行動や省エネ性能の高い家電等の活用 1,420  ｔ-CO2 

業務その他部門 
再生可能エネルギー活用や省エネ機器等の活用 2,020  ｔ-CO2 

市の事務事業における温暖化防止対策の推進 1,280  ｔ-CO2 

産業部門 再生可能エネルギー活用やエネルギー消費量削減 4,140  ｔ-CO2 

運輸部門 次世代自動車の普及活用とエコドライブ徹底 13,640  ｔ-CO2 

 

 

３ 削減目標値のまとめ 

新たな短期目標及び中・長期目標は、以下のとおりとします。 

 

 

年次削減目標値 

 目標年次 削減目標値 基準年 備考 

短 期 2020年 13％ 

2007年 

（平成19年） 

 

中 期 2030年 28%  

長 期 2050年 60～80％ 当面は現目標を継承 

  

基準年：２００７（平成１９）年排出量 

    ４１８,１３６ ｔ-CO2    

中期目標年：２０３０年排出量 

    ３０１,０００ ｔ-CO2    

現状年：２０１５（平成 27）年排出量： 378,261 ｔ-CO2 

 基準年（２００７年）比 ９．５％減少 
基準年（2007年）

比 
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第４章 温室効果ガス排出削減に向けた取り組み 
１ 低炭素社会の実現に向けて 

第二次沼田市環境基本計画が掲げる基本目標及び重点施策と一体となって、温室効果ガ

ス＊の排出削減など地球温暖化対策の取り組みを進め低炭素社会＊の実現をめざしていきま

す。 

“地球”という大きな枠組みの中であっても、本市における活動の継続が、地球全体の

環境を守ることにつながるという意識を持ち、市民・事業所・市が協働して、地域におけ

る環境負荷の低減を推進します。 

第二次沼田市環境基本計画における本実行計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

関連する取り組みの
推進及び行動の促進 

・二酸化炭素吸収等森林

環境の整備 

・事業活動における環境

負荷の低減 

・公共交通機関の充実 

・都市緑化の推進 

・ごみの発生・排出量の

抑制 

・廃棄物の適正な処理と

資源化の推進 

・他 

地球温暖化への適応
の検討 

・水環境の保全 

・生物多様性の確保 

・農地の適正管理等 

・自然災害の軽減、他 

協働による取り組み 

の推進 

【環境 【基本方針 【重点施策】 【取り組み施策】 

市民の 

取り組み 

事業者の 
取り組み 

市民･事業
者･市の取
り組みや行
動の推進 

市の 

取り組み 

低炭素社会
の実現に向
けた重点的
取り組みの
展開 

森林環境の整備 

さ
わ
や
か
な
空
気
、
澄
ん
だ
水
、
緑
豊
か
な
、
自
然
に
や
さ
し
い
ま
ち ２ 

自然との共生 

３ 

生活環境の保全 

４ 

循環型社会の構築 

５ 

地球温暖化の防止 

６ 

協働による環境像

の実現 

１ 

自然環境の保全と

再生 
水環境の保全 

自然との共生エリアの

創出 

事業活動における環境
負荷の低減 

快適な生活環境の確保 

（安心してくらせる
安全で快適な環境づ
くり） 

ごみの発生・排出量の
削減 

低炭素社会＊の実現 

市民・事業所・市の協働
による環境問題への取
り組み 

環境を保全する人づく
り 

廃棄物の適正な処理と
資源化の推進 

【各主体の行動】 

① 地域での温室効果
ガス対策の推進 

② 再生可能エネルギ
ーの活用推進 

③ カーボンオフセッ
ト事業の推進 
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２ 低炭素社会の実現に向けた重点的取り組みの展開 

第二次沼田市環境基本計画が掲げる重点施策「低炭素社会＊の実現」に向けた取り組

み施策をはじめ、関連する重点施策や取り組み施策を庁内の関係各課と連携を図りな

がら、効率的に推進していきます。 

（1）地域での温室効果ガス＊対策の推進 
本実行計画に基づく具体策の推進 

市内からの温室効果ガスの排出抑制に向けて、公共交通機関の充実と利用促進、都

市の緑化や再生可能エネルギー＊の活用など低炭素まちづくりを進めていきます。 

市は、本実行計画が掲げる市民及び事業者に求められる取り組みの普及啓発をは

じめ、環境学習や情報提供などを通して市民・事業所の温室効果ガスの排出抑制に

つながる取り組みが円滑に進むよう、さまざまな支援や促進を行っていきます。ま

た、各施策の推進に際しては、県や近隣自治体との連携を図っていきます。 

あわせて、市の率先行動として「沼田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

を進めていきます。 

緑のカーテン＊づくりの推進 

省エネ対策の推進に向け、暑い夏の日差しから室内の温度上昇を抑える効果が期

待でき、地球にやさしい取り組みとして、市の公共施設や住宅、事業所での「緑の

カーテンづくり」を推進していきます。 

そのため、緑のカーテン用苗等配布や緑のカーテンづくりコンテストなどの推進

とあわせて取り組み事例の情報提供など、その普及を図っていきます。 

エコドライブ＊の普及啓発 

市内からの温室効果ガスの排出量の約４０％を占める運輸部門（自動車）での省

エネ対策の推進に向け、エコドライブ講習会の実施や情報の提供・発信など、エコ

ドライブの普及啓発を図っていきます。 

また、ハイブリット車＊やＥＶ車＊などの低公害車の普及を促進していきます。 

環境にやさしい買い物スタイル普及運動の推進（県内同一歩調によるレジ袋削減の推進） 

ごみの焼却などに伴う温室効果ガスの排出抑制に向けて、３Rの推進によりごみ

の減量・資源化を進めていきます。とくに、ごみの発生抑制（リデュース）に係る

マイバック運動を促進していくとともに、県及び市町村との連携によるレジ袋削減

の取り組みを推進していきます。 

講演会等の開催、出前講座や広報、ホームページによる啓発 

地球温暖化問題講演会の開催をはじめ、地球温暖化対策に係る出前講座や親子エ

コ料理教室の充実など、市民の環境学習を支援していきます。 

また、地球温暖化防止ポスター・標語コンクールの継続、市の広報やホームペー

ジによる情報の提供・発信に努め、温室効果ガスの排出抑制や地球温暖化防止活動

などの啓発に努めていきます。 
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■ 市民・事業所の取り組みを支援・促進する施策を推進していきます。 

 

  

（1）省エネにつながる取り組みの支援・促進する施策 

・広報やホームページ等による、広く環境に関する情報提供を行い、意識の

啓発を図ります。 

・広報やホームページ等による地球温暖化防止に関する情報提供を行いま

す。 

・環境に関するイベント、体験学習等の場の提供、支援を環境問題に取り組

む市民活動団体等と協働で行います。 

・ゴーヤ、アサガオ、フウセンカズラなどで建物の窓や壁面を覆う「緑のカ

ーテン＊」の普及を推進します。 

・エコドライブ＊の取り組みを推進します。 

・日常の広報やホームページ等による情報発信に加えて、環境月間（６月）、

エコドライブ推進月間（１１月）及び地球温暖化防止月間（１２月）にあ

わせ、地球温暖化防止や環境に関するキャンペーンなどを行います。 

・省エネ機器・設備の購入や導入に関する情報提供や支援の検討を行います。 

 

（2）ごみ減量化と資源の有効活用 

・「ごみの減量化」をさらに推進します。 

・レジ袋や過剰包装の削減を促します。（県内同一歩調によるレジ袋削減の推

進を図っていきます。） 

・剪定枝及び生ごみ等の堆肥化の推進を行います。 

・コンポスト等の生ごみ堆肥化装置の購入補助を行います。 

・分別の徹底による一般廃棄物の再生利用を促進します。 

 

（3）環境教育・環境学習の推進 

・地球温暖化等に関する出前講座を実施するなど、環境問題に対する認識を

広め、対策の普及・啓発を図ります。 

・小中学校においては、持続可能な社会の構築のためのエネルギー・環境教

育を推進し、環境の保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動する

実践的な態度や資質、能力を育成します。 

・環境団体やボランティアとの連携により、環境教育・環境学習を推進しま

す。 
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■ 市の温室効果ガス＊排出抑制の取り組みを進めていきます。 

 

 

■ 群馬県や近隣自治体との連携を図っていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・市役所の地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの削減に取り組

みます。 

・沼田市環境にやさしい物品の調達方針（グリーン購入＊調達方針）に基づき、

グリーン購入に取り組みます。 

・公共施設に太陽光発電システムを検討していきます。 

・公用車の買い換え計画に基づき、ハイブリッド車やＥＶ車*などの低公害車

を導入していきます。 

・再生可能エネルギー＊を率先して導入します。 

・緑のカーテン＊で公共施設の省エネ化を進めます。 

・県と連携して地球温暖化対策を進めます。 

・近隣自治体などと積極的に情報交換や意見交換を行い、連携して地球温暖

化対策を進めます。 

太陽光発電システム導入事例 緑のカーテン（東原庁舎） 
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（2）再生可能エネルギー＊の活用推進 
◆ 太陽光、太陽熱利用の普及促進 

本市の日照時間の特性を活かし、環境負荷の少ないクリーンエネルギーである

太陽光や太陽熱の活用を促進するため、住宅用太陽光発電設備設置補助事業や住

宅用太陽熱利用システム補助事業、大規模太陽光発電事業をはじめ、安定した太

陽光発電の活用に向けた蓄電の普及など、再生可能エネルギーの普及に向けた取

り組みを推進していきます。 

◆ 小水力、マイクロ発電の導入検討 

沼田市地球温暖化対策協議会と連携し、地域での再生可能エネルギー活用方法

をはじめ、本市の特性である水環境を活かした小水力、マイクロ発電などの導入

に向けた検討を進めていきます。 

◆ バイオマス＊の利活用 

沼田市地球温暖化対策協議会と連携し、本市の特性である豊かな森林や農林業

などの地域産業を踏まえ、木質バイオマスなどのバイオマス原料のエネルギー資

源としての有効活用に向けた調査・研究を進め、導入を図っていきます。 

◆ 地域の特性を活かしたエネルギーの導入検討 

沼田市地球温暖化対策協議会や事業者と連携し、それぞれの地域に賦存してい

るエネルギー資源の把握とその有効活用について調査・研究を進め、導入の促進

を図っていきます。 

 

（3）カーボンオフセット事業の推進 
◆ 事業化に向けた調査、研究 

本市の豊かな森林環境の特性や首都圏としての立地を活かし、森林による二酸化

炭素の吸収機能を活用したカーボンオフセット＊の事業化に向けた調査・研究を進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
新宿の森（下草刈りのようす） 
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（4）地球温暖化の影響への対策（地球温暖化への適応策の検討と推進） 
地球温暖化については、温室効果ガス＊の排出を抑制し、温暖化の進行を緩和するこ

とが不可欠です。しかし、一方で、最も厳しい緩和の努力をしても、ある程度の気温の

上昇は避けられません。そうである以上、このような影響に対応するためには従来の

温室効果ガス排出削減対策だけではなく、温暖化しつつある気候に合わせてどのよう

に人や社会・経済を調節していくかという「適応策」が重要になってきます。 

２０１８年（平成３０年）１２月には気候変動適応法が施行され、我が国における

適応策の法的位置づけが明確化され、適応策を推進するための法的仕組みが整備され

ました。 

以下は、各分野における「適応策」の基本的な考え方の例で、市は今後進展する地球

温暖化に向け、情報収集を行なうとともに、対策を検討していきます。 

 

■ 食糧対策についての代表例 

 

 

■ 水環境・水資源対策についての代表例 

 

 

■ 自然生態系対策についての代表例 

 

 

■ 防災対策についての代表例 

 

  

●高温に耐性のある品種等の開発や導入を検討する。 

●高標高地域での農産物栽培の研究を検討する。 

●普及指導員・営農指導員への情報提供・人材育成を行う。 

●渇水対策としての導水、排水管理システムの導入を検討する。 

●下水再生水、浸出水、雨水等の利用を行う。 

●農業用水の水道用水等への転用を検討する。 

●スギ林など人工林を自然林化できるよう整備を推進する。 

●各生態系のモニタリング体制を整備する。 

●人為的な生物の移植・放流の規制を徹底する。 

●モニタリングに協力可能な知識・技術を有するボランティアの育成を行う。 

●既存施設の有効活用・長寿命化を図る。 

●ハザードマップの作成・配布を検討する。 
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■ 健康被害対策についての代表例 

 

 

■ 市民生活対策についての代表例 

 

 

市は、国や県、関係機関と連携し、市民や事業所に向けた勉強会の開催などを実施

するとともに、私たちの生活が地球温暖化の進展に適応できるよう情報提供に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●媒介蚊の対策を徹底する。（発生環境の除去、幼虫防除等） 

●熱中症等に関する保健指導マニュアル等作成を検討する。 

●媒介生物の発生・分布状況の調査を行う。 

●高齢者世帯へのケアを行う。（介護制度活用、町内会やボランティアによる

ケアの仕組み等） 

●体調管理等の一般への普及啓発を行う。 

●職場・学校での取り組みを支援する。 

●災害による家屋被害軽減のための建物の強化を推進する。 

●遮熱性・断熱性の塗料・建材等の活用を図る。 

●高齢者等への暑さ対策ケアを推進する。（町内会、介護制度の活用） 

●自主防災組織の強化を図る。 

地球温暖化防止ポスター・標語コンクール作品展示 
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３ 低炭素社会の実現に向けた各主体の環境保全行動の促進 

【３者の連携】 
地域における温室効果ガス＊の排出削減に向けた取り組みを効果的に進めていくため、市

民・事業所・市が一体となって温室効果ガス排出削減に向けた施策を実行するとともに、

効果の検証を行い、計画の実行性を高めていくこととします。 

 

 

 

 

【削減目標に向けた取り組み方向】 
（1）産業部門の代表的な業種 

ア 製造業 

製造業における温室効果ガス＊の排出量は、電力の使用に伴う排出量が９０％近くを

占めています。 

温室効果ガス排出量を削減するには、省エネ、節電に努めるほか、太陽光発電シス

テムを設置し、使用電力量を減らすことが最も効果的と考えられます。ただし、太陽

光発電は気象（日照）条件、電圧、周波数の安定性等の課題もあります。 

 

イ 建設業 

建設業における温室効果ガスの排出量は、灯油の使用による排出量が約４３％、電

力の使用による排出量が約３３％を占めています。 

灯油は、現場での工事用ヒーターの使用などが考えられます。高性能ヒーターの使

用や施工時期の変更などにより、灯油の使用量を減らすとともに、事務所などでは、

太陽光発電システムの導入による電力削減が効果的と考えられます。 

 

ウ 農業 

農業における温室効果ガスの排出量は、A 重油の使用による排出量及び電力の使用

による排出量がそれぞれ 3分の 1以上を占めています。 

A 重油は、主にビニールハウスの暖房用ボイラーで使われていることから、バイオ

マス＊を活用したボイラーに変更することなどで、使用量を削減できます。 

国内でも、遊休農地などに太陽光発電システムを導入する取り組みが始まっていま

す。 
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（2）民生部門 

ア 民生家庭部門 

民生家庭部門における温室効果ガス＊の排出量は、電力の使用に伴う排出量が８０％

以上を占めています。 

そのため、太陽光発電システムの導入による削減が効果的です。 

※自動車からの排出量は含まれていないため、別途自動車の利用を控えるなどの対策が必要です。 

 

イ 民生業務部門（ホテル・旅館・商店等） 

民生業務部門における温室効果ガスの排出量は、電力の使用が８０％以上と大半を

占めています。次いで、重油や灯油の使用による排出割合となっています。 

そのため、産業部門と同様に太陽光発電システムの導入やＥＳＣＯ事業＊の導入によ

る削減が効果的です。また、照明を通常の蛍光灯からＬＥＤ＊蛍光灯に転換することで

も効果があります。 

 

 

（3）運輸部門 

運輸部門の自動車における温室効果ガス＊の排出量は、２００７年とほぼ同じ割合で、

軽油２５.７％、ガソリン６９.６％、天然ガス４.７％となっています。 

自動車からの排出を減らすには、自動車燃料の使用を抑えることが最も効果的とな

ります。近隣へはなるべく車を使わない取り組みや、車を運転する際には、急発進・急

停車をなくし、アイドリング運転の停止やエコドライブ＊に心がけることが重要です。

また、車を買い換える際には、ハイブリッド車やＥＶ車＊などの低公害車、トップラン

ナー基準＊の車種を選択することが自動車燃料の消費抑制に効果があります。 

なお、運送業や製造業などの運搬の際は、夜間の渋滞緩和時間帯の利用や効率的な

配送システムの構築により、燃料の使用が抑制されるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（望郷の湯） （市役所） （しゃくなげの湯） 

電気自動車用充電器の設置 
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１ 市民に求められる取り組み（行動の推進） 
 

家庭生活では、主に電気、ガス、灯油、自動車燃料などの使用によって温室効果ガス＊を

排出しています。一人ひとりが、自分たちの生活が地球温暖化と密接に関わりがあること

を認識し、環境負荷の少ない生活様式への転換を図っていく必要があります。 

日常の生活での具体的な取り組みについて、家庭でできる節電アクションを中心に以下

に示します。それぞれができることから取り組んでいきましょう。 

 

 

 

 

ライフスタイルを見直し節電アクションなど省エネに取り組んでいきましょう！ 
➊ こまめにスイッチオフ －スイッチオフで電気使用は必要最小限に！－ 

 

エアコン  冷房・暖房は必要な時だけつけよう 

 タイマーを上手に使うなど、必要な場所で必要な時だけ使いま
しょう。 

 外出する場合は直前でなく、早めにスイッチを切るようにしま
しょう。 

 また、長時間つかわない時はプラグを抜きましょう。 

 

1日 1時間、使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・冷房（設定温度 28℃）電気 18.78kWh、原油にして 4.73L CO2削減量 7.8kg 

・暖房（設定温度 20℃）電気 40.73kWh、原油にして 10.26L CO2削減量 16.8kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算 

 

照明 必要のない灯りは、こまめに消す 

 人のいない部屋や廊下はこまめに消灯しましょう。 

 また、照明の間引きや照度の調整を行って、必要最小限の
灯かりを心がけましょう。 

【リモコン】 

 手元で照明器具のＯＮ/ＯＦＦ、明るさの調光が行えます。 

 また、設定した調光状態でＯＮ、ＯＦＦが可能で、省エネ
にもなります。 

 
1日 1時間、点灯時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・白熱電球（54W） 電気 19.71kWh、原油にして 4.97L CO2削減量 8.1kg 

・蛍光ランプ（4.38W） 電気 4.38kWh、原油にして 1.10L CO2削減量 1.8kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  

 

● 照明も電化製品も本当に必要な時だけ使い、使わない場合は、こまめにスイッチを

切りましょう。 

● また長時間使用しない場合は、プラグを抜いておきましょう。 

● 「みんなで節電アクション」（環境省）に掲げられている取り組み 

ホームページ：みんなで節電アクションhttp://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/より 

○ 現行のエコの実プランに掲げられた省エネアクション（ＣＯ2排出抑制）の取り組み 

記号の 

内容 
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テレビ 見ないテレビはこまめに消す 

 テレビを見ていないときはこまめに消しましょう。 

 リモコン待ち状態でもエネルギーを消費しているので、消す時は
主電源から。 

 旅行など、長期不在の時はプラグを抜くようにしましょう。 

 

1日 1時間、テレビを見る時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・ブラウン管（25インチ） 電気 31.86kWh、原油にして 8.03L CO2削減量 13.2kg 

・液晶（20インチ） 電気 15.00kWh、原油にして 3.78L CO2削減量 6.2kg 

・プラズマ（32インチ） 電気 74.57kWh、原油にして 18.79L CO2削減量 30.82kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  

 

パソコン  パソコンを使わない時は電源 OFF 

 パソコンを使わないときは、必ず電源をオフにしましょう。 

 また、長時間使わない時にはコンセントからプラグを抜けば待機電力も減らすことがで
き、より節電です。 

【電源オプションを見直す】 

 電源オプションを上手に設定するだけで節電につながります。 

例えば、「モニター電源をＯＦＦ」から「システムスタンバイ」に設定を変えた場合１

年間で１２.５７ｋＷｈの消費電力を削減できます（デスクトップ型パソコンの場合）。 

 
1日 1時間、使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・デスクトップ型 電気 31.57kWh、原油にして 7.96L CO2削減量 13.0kg 

・ノート型 電気 5.48kWh、原油にして 1.38L CO2削減量 2.3kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算 

➋ 待機電力を削減 －使用していない場合にも電力が消費される待機電力を削減！－ 
 

待機時消費電力を減らすための便利な機能や機

器もあります 

 プラグを抜くことで設定に影響が出てしまう 

ビデオデッキなどでは、「表示ＯＦＦ機能」

などを上手に使って消費電力を減らしまし

ょう。 

 

家電製品の待機時消費電力をすべて削減できた場合、 

・年間で 285kWh節電、117.7kg-CO2削減、約 6,500円節約になります。何にも使われていない無用

の待機電力は、極力削減したいものです。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算、1kWh22.86円で試算  

 

● 電化製品の節電を考える時、使用していない場合にも電力が消費されてしまう

「待機時の消費電力」。それを、いかにして減らしていくのかも重要な節電対策

です。 

● 年間を通じて家庭で消費される電力量を見ると、待機時消費電力は約 6％を占

めます。 
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➌ エアコンで節電！ －設定温度・風向きを調整して節電！－ 
カーテンで窓からの熱の出入りを防ごう 

 外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的です。 

夏は日照を遮るほか、冷房の冷気が逃げるのを防ぎ、冬は室内の

暖気を閉じ込め、外気が入るのを防ぎます。厚手のカーテンや床ま

で届く長いカーテンの他、断熱シートなどを使うことをおすすめし

ます。 

フィルターの掃除はこまめに 

 2週間に一度は、フィルターの掃除をしましょう。 

フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷暖房の効果

が下がり、無駄な電気を使います。冷房時で約 4%、暖房時で

約 6%の消費電力の削減になります。 
 

室外機の周りに物を置かない 

 室外機の吹出口に物を置くと、冷暖房の効果が下がります。 

室外機は風通しのいいところに設置して、周囲はきちんと整

理整頓しましょう。 
 

扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを上手に調整 

 扇風機やサーキュレーターを併用すれば、夏は風が体にあたると
涼しく感じ、逆に冬は暖まった空気を循環させることができます。 

 

室内温度は適温に保つ 

 夏の冷房時の室温は２８℃を目安に、冬の暖房時の室温は２０℃
を目安にしましょう。 

夏の冷房時の温度設定を１℃高くすると約１３％（約７０Ｗ）の

消費電力の削減になり、冬の暖房時の温度設定を１℃低くすると

約１０％の消費電力の削減になります。 
 

エアコンなど暖房器具の利用を最低限に抑えるために 

 身体の温まる食材(大根、ニンジンなどの根菜、生姜、ニンニクなどの香味野菜)を利用 

 陽が落ちて冷気が入る前にカーテンを閉め室内を保温 

 普段より一枚羽織ったり、ストールの活用も効果的 

 湯たんぽを利用、中のお湯は翌朝の洗面に 

 仕事の合間にストレッチなど軽い運動で血行を良くして 

 利用する場合は室温２０℃以下を目安に、ドアやふすまを閉め暖房範囲を小さく 

 こたつや電気カーペットなど部分暖房の活用も 
 

家電製品の待機時消費電力をすべて削減できた場合、 

・年間で 285kWh節電、117.7kg-CO2削減、約 6,500円節約になります。 

・何にも使われていない無用の待機電力は、極力削減したいものです。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算 1kWh22.86円で試算 
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➍ 冷蔵庫で節電！ －扉の開閉時間を短く、詰め込む量も考えて節電！－ 
開いている時間を短く、余分な開閉はしないように 

 開閉が多いと冷気が逃げてしまいます。 

冷蔵庫と冷凍室のドアの開閉回数がそれぞれ５０回・１６

回の場合は、２５回・８回の場合に比べて消費電力量が約

６％増加してしまうことも。 

 また､設定温度はできるだけ夏は「中」、冬は「弱」に設定し
ましょう。 

 

物を詰め込みすぎないように 

 冷気の流れが悪くなり、冷蔵庫内が均一に冷えなくなりま
す。 

また庫内の見渡しが悪くなるため、ドアの開閉時間が長く

なる原因に。 

 冷蔵庫の中を整理してみましょう。ずいぶん前の食べ残しや
常温保存できるものが入っていないかチェック。缶詰、瓶詰

や調味料は未開封なら冷蔵庫に入れないようにしましょう。 

 

熱いものは冷ましてから入れよう 

 麦茶やカレーなど、熱いものを冷まさずにそのまま入れると庫
内温度が上昇して周囲の温度も上げてしまいます。再度、庫内

を冷やすための余分なエネルギーがかかります。 

 

壁から適切な間隔で設置しよう 

 冷蔵庫の周囲が壁などに接していると効率よく放熱できませ
ん。冷蔵庫の周囲には５ｃｍ以上の隙間を空けましょう。 

 

 

傷んだパッキンは取り替えよう 

 傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。 
名刺などをはさんでズリ落ちるようだったら、パッキンを

取り換えましょう。 

 

 

・設定温度を「強」から「中」にした場合、年間で 61.7kWh節電、25.5kg-CO2削減、約 1,400円節約

になります。ただし食品の傷みにはご注意下さい。 

・詰め込んだ場合と半分の場合の比較では、年間で 43.8kWh 節電、18.1kg-CO2削減、約 1,000 円節

約になります。 

季節に応じた設定変更にこころがけましょう。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算、※1kWh22.86円で試算 
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➎ 照明で節電！ －明るさや点灯時間を調整して節電！－ 
照明器具の掃除で明るさアップ 

 ランプやかさが汚れると、明るさは極端に低下します。 

 ダイニングキッチンなどの汚れやすい場所は、こまめにお手入
れしましょう。 

 

 

 

点灯時間を短くしよう 

 必要のないあかりはこまめに消しましょう。長時間部屋を空
けるときは消した方が経済的です。 

 蛍光ランプは極端に頻繁に点滅させるとランプの寿命が縮
むので注意しましょう。 

 

 

待機消費電力を削減しよう 

 リモコン機能（点灯・消光・調光など）を使用中は約１Wの

電気を消費しています。 

 照明のスイッチの電源を切る習慣をつけて、待機消費電力＊
を削減しましょう。 

 

 

省エネ型の照明器具に買換えよう 

 買換えは、インバーター＊式器具がおすすめです。イン
バーターとは周波数変換機のこと。家庭に届く電気の

周波数を目的に合わせて変換するものです。 

 ON・OFF だけでなく明るさ調節もできるから、従来

の器具にくらべて省エネ効果に優れています。 

 また、白熱電球を利用している場合は、なるべく消費電
力の少ない、電球型蛍光灯やＬＥＤ＊電球に買換えまし

ょう。 

 

・蛍光ランプ 1 灯の点灯時間を 1 日 1 時間短縮した場合、年間で 4.4kWh 節電、1.8kg-CO2削減、約

100円節約になります。 

・点灯時間を縮めることは電球の長寿命化にもつながります。 

・人感センサーで点滅や照度調整をする照明もあります。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  ※1kWh22.86円で試算 
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➏ テレビで節電！ －主電源ＯＦＦ・明るさを調整して節電！－ 
テレビを見ないときは消そう 

 消すときは主電源を OFFに 

リモコン待ち状態でもエネルギーを消費しているので、主

電源で消しましょう。旅行など長期不在の時はプラグを抜き

ましょう。 

 ゲームが終わったらテレビもOFFに 

テレビゲーム機の電源を消した後は、忘れずにテレビの電

源も消しましょう。 

 

画面を掃除しよう 

 テレビの画面は静電気でほこりがつきやすく汚れやすいも
のです。一週間に一度くらい乾いた布でふきましょう。 

 

 

 

音量は不必要に大きくしない 

 必要以上に音を大きくしないようにしましょう。 

 

 

画面は明るすぎないようにしよう 

 液晶テレビ、プラズマテレビは、画面モードを省エネ
モードにしよう。 

 

 

 

 

・プラズマテレビの輝度を「最大→中央」に調節した場合、年間で 152kWh 節電、62.7kg-CO2削減、

約 3,500円節約になります。 

・明るすぎる画面は目も疲れやすくなります。 

・目にやさしい明るさに設定することをおすすめします。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  ※1kWh22.86円で試算 
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➐ 他にもこんなところで節電！ －生活スタイルを見直して節電！－ 
台所で節電！ 

【炊飯器】 

 炊飯器の保温は控えましょう。 

 ご飯は保温よりレンジであたためましょう。 

【電気ポット】 

 電気ポットの保温を控えましょう。 

【食器洗浄機】 

 汚れを拭き取った上で節約モードに切り替えましょう。乾燥機能はできるだけ控えまし
ょう。 

トイレで節電！ 

【電気便座】 

 できるだけ温水洗浄便座の使用を控えましょう。使用する場合は温水洗浄便座の設定温
度を低めに設定しましょう。 

 使わないときは温水洗浄便座のフタを閉めましょう。 

 節水コマなど節水器具を使用し、水の使用を抑えましょう。 

 トイレットペーパーは、再生紙を使用したものを用い、必要以上の使用は控えましょう。 

 

洗濯で節電！ 

【洗濯機】 

 洗濯は、お風呂の残り湯を利用し、まとめ洗いで洗濯回数を減らす工夫を。 

【乾燥機】 

 衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能の使用をできるだけ控えましょう。 

 

お風呂・洗面所で節電！ 

 お風呂の自動保温をできるだけ止めましょう。 

 送水にも電気を使用するため、蛇口をこまめに閉めたり、シャワーの時間を少しでも短
くする努力を。 

 シャワー使用時は、出しっぱなしにしないようにしましょう。 

 節水シャワーヘッドなど節水器具を使用するようにしましょう。 

 風呂は冷めないうちに続けて入浴し、追い炊きをしないようにしましょう。 

 太陽熱温水器を利用しましょう。 

 洗顔や歯磨きは、洗面器やコップを使い、水を出しっぱなしにしないようにしましょう。 
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生活スタイルを見直して節電！ 
早寝早起きのライフスタイル（朝チャレ！）で節電！ 

 早寝早起きは、夜の消費電力を抑えることになり節電につな
がります。 

早寝早起きの健康的な生活スタイル（朝チャレ！）を実践し

ましょう。 

 

一家団らんで仲良く節電！ 

 食事や団らんの時などは、家族みんなで一つの部屋に集まりまし
ょう。 

できるだけ一か所で生活することで照明やエアコンなどの節電

につながります。 

 

エコクッキングで省エネ 

 水滴を拭いてから火にかけよう 

水滴がついたまま火にかけると、残った水滴を蒸発させるた

めに余分なエネルギーがかかってしまいます。 

 炎がはみださない火加減で調理しよう 

炎は鍋底からはみ出さない程度が最も効率的。強火ではみ出

した部分の熱は鍋に伝わらず、弱火すぎても時間がかかり、

放熱する量が多くなってしまいます。  

 鍋にはふたをしよう 

ふたをすると鍋に伝わる炎の熱を有効に利用することができ

ます。 

鍋にふたをすれば時間もエネルギーも節約できます。  

 下ごしらえを工夫しよう 

野菜の次に肉や魚を切ったり、上手に鍋や調理道具を使い回すことが大切です。 

また、野菜を煮るなどの下ごしらえは一度にまとめて行いましょう。 

少量の場合は、電子レンジで行うのも便利です。 

 

 ごはんを温める場合は、保温ジャーより電子レンジを使うようにしましょう。 

 洗い物をする際、給湯器の温度はできるだけ低くしましょう。 

 油などで汚れのひどい食器は、紙や布などで拭き取りをしてから洗いましょう。 

 給湯器の種火は、つけっぱなしにしないで、こまめに消しましょう。 

 電気ポットやジャーは、長時間の保温を控え、長時間使わないときはコンセントからプ
ラグを抜きましょう。 

 
便座の設定温度を「中→弱」にした場合、 

・年間で 26.4kWh節電、10.9kg-CO2削減、約 600円節約になります。 

洗濯をする場合の洗濯物の量について、洗濯機の容量の 4割を 8割とした場合、 

・年間で 5.9kWh節電、2.4kg-CO2削減、約 100円節約になります。 

※電力の CO2排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  ※1kWh22.86円で試算  

  

http://funtoshare.env.go.jp/asachalle/
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着るものや緑で温度を調節 

 夏は薄着、冬は厚着を心がけましょう。 

 宅地内の緑化、植物を利用した緑のカーテン＊、打ち水、よしずなどを活用し、夏の

暑さ対策を行いましょう。 

 

ごみの減量（削減） 

 ごみの分別を徹底し、ごみの排出量を削減しましょう。 

 食べ物はなるべく残さずに食べましょう。 

 生ごみは堆肥化処理をしましょう。 

 生ごみを排出するときは、水切りを徹底しましょう。 

 

買い物をするとき 

【買い物をする時】 

 エコマーク商品＊や再生品など環境に配慮した商品を購入するよ

うにしましょう。 

 買い物をするときは、包装の少ない商品を選択しましょう。 

 マイバック・買い物かごなどを使用し、レジ袋は、貰わないように
しましょう。 

 使い捨て商品の購入や使用を控え、詰替え可能な商品を購入しま
しょう。 

 

【食料品】 

 食料を購入する際は、フードマイレージ＊を意識し、地元で生産
されたものを優先的に購入しましょう。 

 旬の食材を優先して購入しましょう。 

 買いすぎや食事の作りすぎに注意し、食べ残しをしないように
しましょう。 

 

【家電製品など】 

 家電製品の購入、買い換えの際は、「省エネラベル＊」を確認し、省
エネ効果の高い製品を選んで購入しましょう。 

 待機消費電力＊の少ない商品を選択しましょう。 

 効率の良い石油ストーブ、ガス機器、給湯器等を購入しましょう。 

 

【自動車】 

 ハイブリット車＊などの低公害や低燃費車、トップランナー基準＊
適合車を選択して購入しましょう。 

 排気量や大きさなど用途に応じた最適車輌を購入しましょう。 
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外出するとき 

【自動車利用の抑制】 

 近距離移動時はマイカーの利用を控え、徒歩や自転車を利用しま
しょう。 

 バスや鉄道などの公共交通を積極的に利用しましょう。 

 乗り合わせを心がけましょう。 

【エコドライブ＊の実践】 

 走行時は前の車の動きや信号を見て、余裕を持ったブレーキやア
クセルの操作を行いましょう。 

 スピードを出し過ぎないようにし、急発進、急加速を控えましょ
う。 

 停車中はこまめにエンジンを切る。不要なアイドリングや長時間
の暖機運転を控えましょう。 

 タイヤの空気圧を適正に保ちましょう。 

 必要以上にエアコンを使用しないようにしましょう。 

 不要な荷物を積んだまま走行しないようにしましょう。 

 

住宅での対応 

【住宅の省エネ性能の向上】 

 建物の新築・改築する際には、二重サッシなど冷暖房効率の高い住宅（高断熱住宅等）
を選択しましょう。 

 建物の改修にあたっては、高断熱化・高気密化をしましょう。 

 

【再生可能エネルギー＊等の導入】 

 太陽光発電システムや太陽熱温水システムなどの再生可能エネルギーを導入しましょう。 
 ヒートポンプ＊などの省エネ機器を導入しましょう。 

 

【エコハウスやスマートハウスの導入】 

 住まいの建築や建て替えるときは環境への負荷の少ないエコハウス＊を検討しましょう。 

 ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）＊を導入して、住まいのスマートハ
ウス＊化を進めましょう。 

 
エコハウス：地域の気候風土や敷地の条件、住まい方に応じて自然エネルギーが最大限に活かされること、さら

に身近に手に入る地域の材料を使うなど、環境に負担をかけない方法で建てられることを基本とした住宅の

こと。 

ホームエネルギーマネジメントシステム（ＨEMS）〈Home Energy Management System〉：住宅用のエネル

ギー管理システムで、通称“ヘムス”という。ＩＣＴ（情報通信技術）を用いて、建物や施設などのエネルギ

ー使用量を管理し、最適化するコンピュータシステムのこと。照明や空調などのエネルギー設備を自動的に監

視・制御し、建物内のエネルギー使用状況を一元的に把握、需要予測に基づいて設備機器の制御を行い、エネ

ルギー使用量の最小化を図っていくシステム。 

スマートハウス：スマートホームとも言う。エネルギーマネジメントシステムを導入し、電気などのエネルギー

の使用状況を監視し、家電などの制御を行うことによりエネルギーの賢い（スマートな）使用を図り、節電な

ど省エネが行われている住宅を言う。 
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２ 事業所に求められる取り組み（行動の推進） 
 

事業所は、経済活動の様々な場面で温室効果ガス＊を排出しており、各事業所が環境負荷

の少ない事業活動に取り組むことが重要です。 

事業所の取り組みは業種により様々であり、事業所共通の事項と、主な業種に区分して

具体例を示します。 

 

 

 

（1）事業所共通の取り組み 
ワークスタイルにあわせて節電アクションや省エネに取り組んでいきましょう！ 
➊ エアコンで節電 

設定温度、風向きを調整して節電！ 

 夏の冷房時の室温は２８℃を目安に、冬の暖房時の室温は２
０℃を目安にしましょう。 

夏の冷房時の温度設定を 1℃高くすると約１３%（約７０Ｗ）

の消費電力の削減になり、冬の暖房時の温度設定を 1℃低くす

ると約１０%の消費電力の削減になります。  

 春季や秋季は、空調機器の使用を控えましょう。 

冷房・暖房は必要な時だけつけよう 

 タイマーを上手に使うなど、必要な場所で必要な時だけ使いましょう。 

 外出する場合は直前でなく、早めにスイッチを切るようにしましょう。 

 また、長時間つかわない時はプラグを抜きましょう。  
 

1日 1時間、使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・冷房（設定温度 28℃）電気 18.78kWh、原油にして 4.73L CO2削減量 7.8kg 

・暖房（設定温度 20℃）電気 40.73kWh、原油にして 10.26L CO2削減量 16.8kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算  

 

扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを上手に調整 

 扇風機やサーキュレーターを併用すれば、夏は風が体にあたる
と涼しく感じ、逆に冬は暖まった空気を循環させることができ

ます。  

 扇風機等を利用して、室内の空気循環を行い、室温の均一化を
図りましょう。 

フィルターの掃除はこまめに 

 2週間に一度は、フィルターの掃除をしましょう。 

フィルターが目詰まりしているエアコンでは冷暖房の効

果が下がり、無駄な電気を使います。 

冷房時で約４%、暖房時で約６%の消費電力の削減になり

ます。 

● 「みんなで節電アクション」（環境省）に掲げられている取り組み 

ホームページ：みんなで節電アクションhttp://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/より 

○ 現行のエコの実プランに掲げられた省エネアクション（ＣＯ2排出抑制）の取り組み 

記号の 

内容 



42 

 

 

➋ 夏はクールビズ、冬はウォームビズで快適に 勤務の状況にあわせて服装に工夫を！ 
クールビズ 

 「素材」や「上着着用スタイル」を見直そう！ 

冷感素材の導入や上着を着用しないなど、室温２８℃

でも快適に過ごせる工夫をしましょう。 

 体感温度を下げるグッズの活用！ 

「うちわ」や「氷のう」などを効果的に使って、涼し

さを作り出す工夫をしましょう。  

 涼しく働けるように就業時の服装を工夫！ 

「かりゆし」「ポロシャツ」に着替える、「ビジネスサンダル」に履き替えるなど、勤

務の状況にあわせて服装も工夫しましょう。  

 

ウォームビズ 

 首、手首、足首の「三つの首」をあたためる。 

マフラー、手袋、レッグウォーマー等を活用し、太

い血管のある部分を重点的にあたためることで体全体

があたたまり、冷え性などの改善にも役立ちます。 

保温効果の高い素材を選んで対策しましょう。  

 「素材」に着目し、おしゃれにあたたまる！ 

軽くて薄い腹巻など、より薄く、軽く、暖かく、機

能性素材は進化しています。Ｔシャツ、腹巻き、股引、靴下など、下着の素材を意識し

て、体幹をあたためましょう。 

セーターなど上に羽織るものは、機能性素材を活用したものを選ぶことで、 オフィス

での着ぶくれを防いで、あたたかさもおしゃれ度も上昇します。  

 マフラーやストールでこまめな体温調節、ストールはひざ掛け代わりにも！ 

小さくたためるマフラーやストールを用意しておき、寒さを感じたときにさっと羽織

れば、暖房に頼らずに、こまめな体温調節が可能です。スポーツ観戦などで利用されて

いる“スポーツひざ掛け”など、男性が使いやすいものもあります。  

 湯たんぽ、毛足の長いスリッパや座布団、カイロなどを効果的に活用！ 

足下を制して冬を乗り切るために、湯たんぽや毛足

の長いスリッパは家だけでなく、職場の机の下でもぜ

ひ活用しましょう。 

また、毛足の長い座布団は腰まわりからくる冷えの

予防に効果的です。  
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➌ 断熱性を向上 熱の出入りを効果的に防いで節電！ 
カーテンやブラインドを効果的に利用しよう 

 夏は光をさえぎるために閉めて、冬は光を取りこむために開け
ておくと効果的です。  

 カーテンやブラインドを効果的に使用し、冷暖房効率を向上さ
せましょう。 

 

カーテンで窓からの熱の出入りを防ごう 

 外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的です。 

 夏は日照を遮るほか、冷房の冷気が逃げるのを防ぎ、冬は室内の暖気を閉じ込め、外気
が入るのを防ぎます。 

 厚手のカーテンや床まで届く長いカーテンの他、断熱シートなどを使うことをおすすめ
します。 

 

窓に断熱シート、複層ガラス、二重サッシを利用しよう 

 夏はシングルガラスの 2倍以上に断熱性が高まり、冬は窓から流出する熱を逃さない工

夫につながります。 

 

自然を上手に取り入れよう 

 夏にはグリーンカーテンで涼しく、冬には室内に植物を
置いて湿度で体感温度を上げる工夫をしましょう。  

 

 

 

➍ 照明で節電！ 明るさや点灯時間を調節して節電！ 
照度を下げる、間引き点灯をする 

 明るさ（照度）を調整できる照明器具は、必要のない場合
は照度を下げましょう。 

 また、照明器具の数を減らすことも節電につながります。 
 過剰な照明の見直しを行い、削減を図りましょう。 

 

照明器具の掃除で明るさアップ 

 ランプやかさが汚れると、明るさは極端に低下します。 

 ダイニングキッチンなどの汚れやすい場所は、こまめにお
手入れしましょう。  

 効率よく使用するため、定期的な清掃及び維持管理を行
いましょう。 
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点灯時間を短くしよう 

 必要のないあかりはこまめに消しましょう。 

 長時間部屋を空けるときは消した方が経済的です。 

 蛍光ランプは極端に頻繁に点滅させるとランプの寿命が
縮むので注意しましょう。  

 自然光をできるだけ取り入れ、照明の削減を図りましょ
う。 

 昼休み時間など不要な照明は消灯しましょう。 

 

人感センサーをうまく活用しよう 

 明るさを検知して点灯・消灯（調光）する「照度センサー」、人を検知して点灯・消灯（調
光）するのが「人感センサー」です。 

 どちらのセンサーも照明が必要なときだけ点灯し、消し忘れもないので無駄な電気を使
わず節電になります。 

 

省エネ型の照明器具に買換えよう 

 白熱電球を利用している場合は、なるべく消費電力の少な
い、電球型蛍光灯やＬＥＤ＊電球に買換えましょう。  

 

 

➎ 就業の見直し  オフィスで朝チャレ！ 
就業時間を前倒しする 

 「明るい時間に働いて暗くなったら帰る」を目標に、朝早くから
働いて夜間の消費電力を削減。 

オフィスで朝チャレ！しましょう。 

 

ノー残業デーを推奨しよう 

 残業しない日を決めることで、夜間の消費電力を効果的に削減
できます。 

 

  

http://funtoshare.env.go.jp/asachalle/
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➏ 省エネ機器で節電！  日々進化する省エネ機器で節電！ 
省エネタイプの高効率ＯＡ機器を導入 

 電化製品、ＯＡ機器も日々進化しています。 

高効率ＯＡ機器を導入することで効果的に節電できます。  

 パソコン等は、省エネモードの設定を行いましょう。 

 

太陽光発電や太陽熱温水器を設置 

 太陽光発電（太陽電池）では、無尽蔵な太陽光エネルギーを電気
エネルギーに変換して利用することができます。 

太陽熱温水器では太陽光エネルギーを熱源として給湯や暖房に

使用できます。  

 

最新の省エネ基準を満たす断熱材やエコガラスを採用 

 熱の出入り口となる窓、壁、床などを断熱化すると室内の温度
や湿度をコントロールしやすくなり冷暖房の効率が高まって、光熱費を節約することが

できます。  

 

➐ 省エネ行動で節電！  電気使用は必要最小限に！ 
エレベーターの使用を控える 

 低層階の場合は階段を利用する、稼働台数を減らしてなるべく一台に乗り合わせるなど
の工夫をしましょう。 

 

ＯＡ機器のこまめなスイッチオフ 

 パソコンやコピー機などのＯＡ機器を使わないときは、必
ず電源をオフにしましょう。 

 また、長時間使わない時にはコンセントからプラグを抜け
ば待機電力も減らすことができ、より節電です。 

 コピーやパソコン等のＯＡ機器は、昼休みや会議などで長
時間使わない場合はこまめに電源を切りましょう。 

 

1日 1時間、使用時間を減らした場合の省エネ効果（年間） 

・デスクトップ型 電気 31.57kWh、原油にして 7.96L CO2削減量 13.0kg 

・ノート型 電気 5.48kWh、原油にして 1.38L CO２削減量 2.3kg 

※電力の排出係数 0.413kg-CO2/kWhで試算 

 

コンセントを抜く、便利な機能や機器を活用する 

 使用していない機器のコンセントは抜きましょう。 

 また、機器の省エネモード等の便利な機能や節電グッズ等
を活用しましょう。  
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ワークスタイルにあわせて省エネに取り組んでいきましょう！ 
オフィスや店舗等における取り組み 

【ＯＡ機器・事務用品】 

 環境ラベル＊の付いた事務用品や再生紙を利用しましょう。 

 筆記用具は最後まで使い切りましょう。 

【ごみの減量化】 

 古紙やシュレッダーごみのリサイクルを行いましょう。 

 両面印刷や縮小印刷の徹底等により紙使用量を削減しましょう。 

 使い捨て製品の使用を控えましょう。 

 簡易包装された商品や、再利用が可能な包装材が使用されている商品を優先的に購
入しましょう。 

 資料やカタログ類は、必要なもの以外受取らないようにしましょう。 

 古紙の分別を徹底し、リサイクルしましょう。 

 裏紙や封筒を再利用しましょう。 

 食堂などでの割り箸使用はやめ、マイ箸を持参しましょう。 

 弁当販売の際は、割り箸提供の有無を聞きましょう。 

【その他】 

 ガス給湯器の種火はこまめに消しましょう。 

 給湯器の温度は低めに設定しましょう。 

 自動販売機の設置数や利用時間について縮減を図りましょう。 

 ＥＳＣＯ事業＊の導入を検討しましょう。 
 

ものを購入するときの取り組み 

【自動車】 

 ハイブリット車＊などの低公害、低燃費車など、トップランナー基準＊適合車を導入しま
しょう。 

 排気量や大きさなど、用途に応じた必要最小限の車輌を導入しましょう。 

 適正な自動車台数の見直しを行いましょう。 

【ＯＡ機器】 

 待機消費電力＊・消費電力の少ない機器を導入しましょう。 

 用途にあった適正規模の機器を選択しましょう。 

【事務用品】 

 事務用品購入時は、エコマーク商品＊等、グリーン購入法＊に配慮した物品にしましょう。 
 

建物や施設・設備に関する取り組み 

【生産工程の省エネ化】 

 生産工程における不要な動力や熱の使用、照明の見直しを図りましょう。 

 設備の適切な整備、管理を行い、エネルギー使用効率の向上を図りましょう。 

 生産設備の設置、更新の際は、エネルギー使用効率の高い設備の導入を図りましょう。 

 省エネ効果が高いシステムへ切り替えましょう。 

 廃熱回収や断熱対策による、温熱、冷熱の保温性向上及び熱効率の向上を図りましょう。 

【建物の省エネ化】 

 室内環境やエネルギー使用状況を把握し、エネルギー消費量の削減を図るため、ビルエ
ネルギーマネジメントシステム＊（ＢＥＭＳ）の導入を図りましょう。 
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 太陽光発電システムや太陽熱利用システムなど再生可能エネルギー＊の導入を検討しまし
ょう。 

 節水効果の大きい機器の導入や雨水の利用を行いましょう。 

 建物を新築・改築する際は、断熱化、省エネ化を行いましょう。 

 建築物の用途に応じて、ヒートポンプ＊やコージェネレーションシステム＊の利用など、
建築物における熱の効率的な利用を図りましょう。 

 事務所などに太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを導入しましょう。 
 

自動車に乗るとき、移動するときの取り組み 

【自動車利用の抑制】 

 通勤や営業に、電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用しましょう。 

 車の乗り合わせで使用する車輌を減らしましょう。 

【エコドライブ＊の実践】 

 スピードを出し過ぎないようにし、急発進・急加速を控えましょう。 

 車内に不要な荷物などを積んだまま走行しないようにしましょう。 

 必要以上にエアコンを使用しないようにしましょう。 

 タイヤの空気圧を適正に保ちましょう。 

 荷物の積み下ろし時など不要なアイドリングや長時間の暖機運転を控えましょう。 

【効率的な輸配送】 

 出発前の営業、配送ルートを確認し、計画的な運行をしましょう。 

 適正な在庫管理を行いましょう。 

 帰り荷の利用促進を図りましょう。 
 

環境負荷の少ない事業活動に向けた取り組み 

【省エネを推進するための仕組みづくり】 

 省エネ診断＊等の手法を活用し、事業活動の省エネ化を図りましょう。 

 ＬＣＡ＊（ライフサイクルアセスメント＊）を実施し、環境負荷の評価を行いましょう。 

 ＩＳＯ＊やエコアクション２１＊ 、群馬県環境ＧＳ認定制度＊などの環境マネジメントシ

ステム＊を構築し、推進しましょう。 

 環境報告書を作成するなどし、省エネ活動やその取り組み結果などを公表しましょう。 

 従業員への環境教育を実施し、地域の環境保全活動にも積極的に参加しましょう。 

 環境に係る社会貢献活動に取り組みましょう。 

 関連企業に対して、環境保全や環境負荷低減を呼びかけましょう。 

【製品の開発、製造、販売】 

 環境負荷が少なく、使用時のエネルギー消費の少ない製品の開発や製造、販売を行いま
しょう。 

 長期的に使用できることや繰り返し利用ができることなどに留意しましょう。 

 廃棄時のリサイクルや処理・処分の容易性を考慮して、開発・製造・販売を行いまし
ょう。 

 簡易包装やレジ袋削減を推進しましょう。 

【資源化・リサイクル】 

 リサイクルの取り組みを徹底しましょう。 

 原材料や事務用品などにリサイクル製品を積極的に利用しましょう。 
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（2）主な業種ごとの取り組み 
農林業 

【省エネ対策】 

 農業機械の効率的な使用などで、エネルギー消費量を削減しましょう。 

 ビニールハウスの密閉性を向上させ、適正な温度管理で燃料消費量を削減しましょ
う。 

【廃棄物の発生抑制】 

 剪定枝や木くずのリサイクルやチップ化を行いましょう。 

 生産に伴う生ごみはコンポスト利用等により減量しましょう。 

 出荷の際は、小分けの梱包をできる限り控えましょう。 

【地産地消旬産旬消】 

 農産地直売所等における地産地消旬産旬消の取り組みに協力しましょう。 

 消費者に地産地消を呼び掛ける取り組みを行いましょう。 

【環境保全型農業の推進】 

 生ごみ、家畜排せつ物、農林業副産物の有効利用等、省エネ農法を行いましょう。 

 畜産農家との連携による飼料の地元生産、家畜排せつ物堆肥の有効活用やバイオマス＊
発電を通して生産コストの低減、化石燃料使用の削減を図りましょう。 

【持続可能な山林経営の推進】 

 健全な山林整備、保全のための間伐を実施しましょう。 

 間伐材の有効活用を図りましょう。 

 里山の保全管理を行い、自然環境を保全育成しましょう。 

 

建設業 

【設計段階における省エネ技術の採用】 

 設計段階から、建物の省エネ技術や、照明器具、空調機器、サッシ、外壁等の省エネ資
材の活用など、新技術を導入しましょう。 

【グリーン購入＊】 

 工事に使用する資材は、再生建設資材などの利用を拡大しましょう。 

 焼却灰や浄化槽汚泥から製造される製品を活用しましょう。 

【建設機材対策の推進】 

 建設現場における高効率仮設電気機器の使用を促進しましょう。 

 建設機械や工事車輌のアイドリングストップ＊など低燃費運行を行いましょう。 

 環境配慮型の機械を導入しましょう。 

【建設副産物削減対策の推進】 

 建設発生土の有効利用や、アスファルト、コンクリート塊などの再資源化を推進しまし
ょう。 
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製造業 

【省エネ対策】 

 製品の生産から廃棄までの各工程を見直し、エネルギー消費の少ない生産システムを整
備しましょう。 

 放熱の防止や排熱回収を行うことにより、一層の省エネ対策の推進を図りましょう。 

 コージェネレーションシステム＊など効率の良いエネルギー供給システムを導入し

ましょう。 

 製造に使用する燃料は、環境負荷の少ないクリーンエネルギーを利用しましょう。 

 ボイラーの燃料は、石油石炭から天然ガスなどの温室効果ガス＊排出量の少ない燃料へ

転換を図りましょう。 

 廃棄物発電など、発電や熱供給に利用するための施設を整備しましょう。 

【生産効率の向上】 

 品質管理や流通管理の徹底により、廃棄される製品や無駄な使用資源を削減しましょう。 
 工場設備や生産設備の集約化を図りましょう。 

【設計調達段階の対策の推進】 

 製品製造の際の省エネ型製品の設計、開発を推進しましょう。 

 原材料や部品の共有化統合化、リサイクル部材の利用などにより、設計段階調達段
階からの省エネ対策を推進しましょう。 

【冷凍冷却設備】 

 空調などの熱源への雪氷熱利用＊システムを導入しましょう。 

 冷凍機の冷凍効率を改善しましょう。 

【用水対策】 

 製造工程で使用される洗浄水や冷却水を再利用しましょう。 

【フロンガス対策】 

 フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策に努め、フ
ロン類の環境への漏えい防止に努めましょう。 

 フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減しましょう。また、
製品ごとにノンフロン・低ＧＷＰフロン製品への転換を進めましょう。 

 冷凍空調機器使用事業者など定期点検によるフロン類の漏えい防止に努めましょう。 

 
※フロン類の回収・破壊について 

冷蔵庫やエアコンの冷媒などに使用されてきたＣＦＣやＨＣＦＣのオゾン層破壊物質については、モ

ントリオール議定書及びオゾン層保護法により生産等の段階的規制を実施しています。 

また、オゾン層破壊物質の代替物質として近年多く用いられるようになってきたＨＦＣは、オゾン層

破壊物質ではないものの、温室効果があり、気候変動に関する国際枠組条約の京都議定書＊において削減

対象ガスとなっています。（ＣＦＣ、ＨＣＦＣ及びＨＦＣを「フロン類」といいます。） 

業務用冷凍空調機器は、様々な用途に使用されており、ビル空調（パッケージ型や大型のターボ型な

ど各種の空調機器）、食品のショーケースや大型冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫など機器の種類も多様です。機

器の冷媒として用いられるフロン類は、使用中は機器中に密閉されていますが、機器を廃棄する際など

に、フロン類を回収する等の適切な処理を行わなければ、機器中の冷媒フロン類は大気中に放出される

ことになります。 

フロン回収・破壊法が改正され、「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」（略称「フ

ロン排出抑制法」）として平成２７年４月１日から施行されました。 

出典等：フロン排出規制法の概要 経済産業省ＨＰ、環境省ＨＰより 
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卸売り・小売業・飲食店 

【環境に配慮した商品展開の推進】 

 環境配慮商品や地場産品の率先販売、仕入れを行いましょう。 

 リサイクル商品や再生しやすい商品など、環境に配慮した商品を販売しましょう。 

【物流の合理化効率化の推進】 

 製造業者、運送業者等との連携を図り、共同輸配送の推進、物流の合理化を行いましょ
う。 

【アイドリングストップ＊】 

 荷積み、荷下ろし中のアイドリングストップを徹底しましょう。 

 アイドリングストップ可能な冷凍車輌を導入しましょう。 

【ごみの少ない容器包装の推進】 

 顧客に対し、マイバック、マイバスケットの利用を促しましょう。 

 梱包材の発生を抑制しましょう。 

 詰替え式製品やリターナブル容器＊商品の販売を促進しましょう。 

【再使用再生利用の推進】 

 生ごみ等の資源を有効活用しましょう。 

 リサイクル材の使用等、省資源の視点で店舗を設営しましょう。 

【省エネ対策の推進】 

 グリーンエネルギーの利用、電灯、空調用節電装置の導入等、省エネ化を行いましょう。 

【地産地消の推進】 

 地産食材を利用しましょう。 

 

運輸・通信業 

【物流の合理化・効率化の推進】 

 配送センターの整備等で、物流の合理化効率化を図り、車の台数や走行距離を削減しま
しょう。 

 共同輸配送の推進や帰り荷の確保などにより物流を合理化しましょう。 

 夜間等道路が混雑していない時間帯に輸送しましょう。 

【環境負荷の少ない自動車利用の推進】 

 エコドライブ＊や走行ルートの選択により、省エネ運転を行いましょう。 

 最大積載量に見合った輸送単位を設定しましょう。 

【環境負荷の少ない車輌の普及】 

 燃費効率の良い車輌や環境負荷の少ないハイブリット車＊を導入しましょう。 
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３ 市に求められる取り組みの推進（率先行動の推進） 
－沼田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進－ 

市は、２００6 年度（平成１8 年度）に「沼田市地球温暖化対策実行計画」を策定し、

一事業所の立場で率先して温室効果ガス＊の排出抑制に取り組んできましたが、平成２２年

度からの取り組みについては、地域全体の計画であるエコの実プランが「区域施策編」に

対して、市役所の計画を「事務事業編」として位置づけ、一層の推進を図ることとしまし

た。 

また、区域施策編において地域全体で取り組む計画期間、削減目標等を定めたことから、

事務事業編においても計画期間や削減目標の見直しを行い、平成２２年度以降の取り組み

を再スタートさせ、本実行計画とも一体的に取り組みを推進しています。 

 

沼田市役所の地球温暖化対策の取り組み（温室効果ガス排出削減に向けた取り組み） 

温室効果ガス排出削減のため、職員一人ひとりが地球温暖化問題に対しての意識を持ち、

日頃から省エネルギーを心掛け、以下の取り組みを重点的に行います。削減目標及び具体

的に取り組む事項を以下に示します。 

 

削減項目 具体的な内容 

電気使用量

の削減 

○照明 

・照明は、設備の実情に応じて２割から５割程度間引く。 

・昼休みの消灯の徹底、時間外勤務時の必要箇所のみ点灯する。 

（窓口業務及び接客対応時は除く。） 

・トイレ、給湯室等の使用時のみ点灯する。 

・ノー残業デーを徹底する。 

・会議室等の利用時間のみ点灯し、人数に応じて点灯箇所を調整する。 

・自然光を取り入れ、照明の削減を図る。 

・太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの導入に努める。 

・照明機器を更新する場合には、省エネ機器への転換を図る。 

【夏季】 

・会議等は、電力使用のピーク時間帯のうち午前11時から午後３時の時間帯を避ける。 

【冬季】 

・会議室は、夜間の時間帯を極力避ける。 

 ○空調 

・春季や秋季は、空調機器を使用しない。 

・個別運転が可能な機器は、必要台数のみ使用する。 

・扇風機等を活用して室内の空気循環を行い、室温の均一化を図る。 

【夏季】 

・クールビズ（軽装）を推進する。 

・冷房２８℃以上の設定温度を徹底する。 

・個別運転が可能な機器は、必要台数のみ使用する。 

・カーテンやブラインドを効果的に使用し、冷房効率を向上させる。 

・雨天等、外気温が低い場合は、冷房を切って外気を取り入れる。 

・緑のカーテンなどを利用し、室温の上昇緩和に努める。 

【冬季】 

・機能性肌着の着用、ウォ－ムビズ（厚着等）を励行する。 

・暖房１９℃以下の設定温度を徹底するとともに、外気温に合わせてこまめに設定する。 
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削減項目 具体的な内容 

電気使用量

の削減 

・個別運転が可能な機器は、必要台数のみ使用する。 

・状況に応じて、窓のカーテン等を閉めて断熱効果を高める。 

・春季は、天候により空調機器の使用を控える。 

 ○OA機器 

・席を離れるとき、昼休みはパソコンをスタンバイモードにする。２時間以上席

を離れる場合は、主電源を切る。 

・プリンタなどＯＡ機器は、使用するときのみ電源を入れて、こまめに主電源を

切る。 

・待機電力消費防止のため、使用しない機器は、プラグをコンセントから抜く。 

 ○その他 

・エレベーターは原則使用禁止とし、階段を利用する。 

・手動ドアがある場合、職員は自動ドアの利用を控える。 

・ビルマネージメントシステム（ＢＥＭＳ）の導入を検討する。 

・電気ポット等保温機能付電気製品は使用しない。 

・上記以外ほか、各部署、施設ごとに創意工夫して電気使用量の削減に努める。 

【冬季】 

・暖房便座は、温度設定を低くし、使用後はふたを必ず」閉める。 

・換気扇をこまめに切る。 

灯油・Ａ重

油使用量の

削減 

・暖房 20℃以下の設定を徹底する。 

・個別運転が可能な機器は、必要台数のみ使用する。 

・軽装（クールビズ）や厚着（ウォームビズ）を推進する 

・春期や秋期は、空調機器の使用を控える。 

・扇風機等を活用して室内の空気循環を行い、室温の均一化を図る。 

・カーテンやブラインドを効果的に使用し、冷暖房効率を向上させる。 

ＬＰＧ・都

市ガスの削

減 

・ガス給湯器の種火はこまめに消す。 

・給湯器の温度は低めに設定する。 

ガソリン・

軽油の削減 

（走行距離の

短縮） 

・市内２㎞未満の出張は自転車等を活用する。（雨天､荷物運搬､体調不良時等は除く） 

・エコドライブを実践する。（急発進、急加速の禁止等） 

・駐･停車時のアイドリングストップを徹底する。 

・アップル号等公共交通機関の利用を促進する。 

その他環境

に配慮した

取り組み 

○用紙使用量の削減 

・両面コピー、印刷等を徹底する。 

・会議資料等の簡素化に努める 

・内部文書は、使用済用紙等の裏面を使用する。 

・重複資料等は抑える。 

・刊行物等は印刷部数の適正化に努める。 

・事務連絡等は電子掲示板、電子メールを活用して、ペーパーレス化を推進する。 

・書類のデジタル保存を促進する。 

・再生紙を利用する。 

 ○ごみの減量化 

・ごみの分別を徹底し、再資源化を推進する。 

・グリーン購入を推進する。 

・簡易包装品を優先して購入する。 

・不要品を庁舎に持ち込まない。 

・物品を大切に繰り返し使用する。 

・古紙やシュレッダーごみのリサイクルを推進する。 
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第５章 計画の推進体制と進行管理 
１ 計画の推進体制 

■市民・事業所・市の連携 

実行計画の推進は、「市民」、「事業所」、「市」の三者が情報を共有し、意見交換をし

ながら、協働して取り組むことが重要です。市民、事業所、市が連携して対策・施策を

推進していきます。 

 

２ 計画の進行管理 

■進行管理の方法 

地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出状況、国内外の動向、施策や技術革新など

環境問題の中でも特に情勢変化が著しい分野です。 

このため、方向や取り組み内容、実行計画の進行管理は、沼田市環境基本計画の考

え方に基づき、ＰＤＣＡサイクルにより毎年度点検評価し、社会経済情勢の最新の動

向を見ながら、翌年度の事業実施に反映させていきます。また、事業の進捗状況や計

画の検証結果を公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

連携 

市 
地球温暖化対策施策、行動の実践 

市民・事業所の支援、意識啓発 

国
・
県
・
関
係
市
町
村
・
民
間
企
業
・
民
間
団
体 

地球温暖化対策実行計画ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

情報公開 

広報、ホームページへの掲載 

ACTION 
（見直し） 

PLAN 
（取り組みの設定） 

各年評価に基づき、取り組み
内容を見直しながら翌年度
の事業実施に反映させます。 

計画に基づき、目標を達成
するための各種取り組みを

設定します。 

CHECK 
（確認、評価） 

DO 
（取り組みの実施） 

施策の実施状況を検証し、
達成状況の確認、評価を行
います。 

目標達成に向けて各主体が
取り組みを実施します。 
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資料編 
１ 地球温暖化対策の世界の動向 

地球温暖化防止に関する対策として国際的には、１９９２年（平成４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）では、世界中の多くの国

が署名を行い、１９９４年（平成６年）には条約が発効しました。 

また、これを受けて締約国会議が第１回目のドイツのベルリン（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ました。 

１９９７年（平成９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、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（平

成２０年）から２０１２年（平成２４年）」の第一約束期間に、１９９０年（平成２年）レ

ベルから６％削減するとの目標が定められました。 

また、２００９年（平成２１年）１２月に行われた気候変動枠組み条約締約国会議（Ｃ

ＯＰ１５）では、２０１３年以降の地球温暖化対策の国際枠組みの骨格を示した政治合意

文書「コペンハーゲン合意」を承認し、２０１０年（平成２２年）１２月ＣＯＰ１６（カン

クン）において、その合意に基づいて米国、中国を含む全ての主要国が参加する公平かつ

実効性のある枠組みの構築を目指しました。我が国においては、全ての主要国による公平

かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として２０２０年（平

成３２年）の排出削減量２５％削減を表明し、交渉に臨みましたが合意に至らず、進国・

途上国両方の削減目標・行動が同じ枠組みの中に位置づけられる次期枠組みづくりの合意

が採択されました。２０１１年（平成２３年）のＣＯＰ17（ダーバン）で、我が国は京都

議定書の第二約束期間への参加を正式に見送りました。 

２０１２年のＣＯＰ１８（ドーハ）では、新たな国際枠組みの構築等に向けたＡＤＰ（強

化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会）の作業に関する決定が

なされ、作業計画が決定されました。 

２０１３年（平成２５年）11月のＣＯＰ１９（ワルシャワ）では、２０２０年以降の枠

組みについて、締約国会議は、すべての国に対し、自主的に決定する約束草案のための国

内準備を開始しＣＯＰ２１に十分先立ち約束草案を示すことを招請し、ＡＤＰに対し、約

束草案を示す際に提供する情報をＣＯＰ２０で特定することを求めることが決定しました。 

２０１４年のＣＯＰ２０（リマ）において、最終的に２０２０年以降の枠組みに向けて

各国が提出する約束草案等に関する決定がなされ、２０２０年以降の枠組みについては、

２０１５年（平成２７年）のＣＯＰ２１（パリ）に十分先立って（準備のできる国は２０１

５年第 1四半期までに）提出を招請されている約束草案を提出する際に示す情報（事前情

報）等を定める決定「気候行動のためのリマ声明」が採択されました。 
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２０１５年のＣＯＰ２１（パリ）において、京都議定書に代わる新たな法的枠組みとな

る「パリ協定」が採択されました。この協定は途上国を含むすべての国が参加する世界初

の枠組みであり、「産業革命前からの地球の気温上昇を２℃より十分低く保つ。１.５℃以下

に抑える努力をすること」を目標としています。 

２０１６年のＣＯＰ２２（マラケシュ）、２０１７年のＣＯＰ２３（ボン）では、パリ協

定を実施していくためのルール作りを進めました。 

２０１８年のＣＯＰ２４（カトヴィツェ）では、パリ協定の実施に向けたルールが採択

されました。また、温室効果ガス削減目標の上積みを促すプロセス「促進的対話（タラノ

ア対話）」を１年間かけて実施することが合意されました。 
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２ 地球温暖化対策の日本の動向 

２００８年（平成２０年）６月に改正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「法」という。）において、都道府県並びに指定都市、中核市

及び特例市（指定都市等）の地方公共団体に対し、現行の地方公共団体実行計画を拡充し、

従来の地域推進計画に相当する区域全体の自然的社会的条件に応じた施策について盛り込

むことが義務付けられました。法では、この新しい地方公共団体実行計画と、都市計画や

農業振興地域整備計画等の関連施策との連携を図ることも求められることとなりました。 

この法改正において、地方公共団体での地球温暖化対策実行計画として、事務事業編の

策定はすべての自治体で義務付けされました。また、区域全体での実行計画（区域施策編）

の策定が都道府県及び指定都市等に義務化され、それ以外の市区町村（分類上の本市の位

置づけ）においては、法改正前と同様に、法により計画策定の努力義務が定められていま

す（法第２０条第２項）。 

 

 

【京都議定書（第一約束期間）の目標について】 

我が国は、京都議定書＊に基づき「京都議定書目標達成計画」を定め、温室効果ガスの排

出量を１９９０年（平成２年）比で２０１２年（平成２４年）までに６％削減することを

国際社会に約束し、その目標に向けた取り組みを進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：京都議定書の目標達成状況】 

我が国では２００８年（平成２０年）後半の金融危機の影響に伴い総排出量が減少しましたが、

２０１０年（平成２２年）以降の景気回復及び東日本大震災を契機とした火力発電の増加により、

京都議定書の第一約束期間中（２００８～２０１２年）の 5カ年平均の実際の総排出量は１２億

７,８００万トンと１９９０年（基準年）比で１.４％の増加となっています。 

しかし、海外で実施した温室効果ガスの排出削減量などを、自国の排出削減約束の達成に換算

することができるとした京都メカニズムクレジット＊を加味すると、５カ年平均で１９９０年比

8.4％減となり目標達成が見込まれています。 
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【京都議定書目標達成計画後の取り組みについて】 

２０１２年末の京都議定書＊の第一約束期間の終了後の我が国の地球温暖化対策として

は、京都議定書第二約束期間（２０１３年（平成２５年）～２０２０年（平成３２年））に

は加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、２０１３年度以

降も引き続き地球温暖化対策に取り組むとしました。 

このため、今後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、国による地球

温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を規定する必要があり、２０１３年に「地

球温暖化対策の推進に関する法律」を一部改正し、「京都議定書目標達成計画」を「地球温

暖化対策計画」に改め、新たに策定し、取り組みを進めていくことになりました。 

この新たな地球温暖化対策計画が策定されるまでの間として、国は２０１３年３月に「当

面の地球温暖化対策に関する方針」を決定しました。この方針には、地球温暖化対策を切

れ目なく推進する必要性と、新たな「地球温暖化対策計画」の策定に至るまでの間におい

ても、地方公共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画（京都議定書目標達成計画）に掲

げられたものと同等以上の取り組みを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年（平成２８年）にはＣＯＰ２１で採択されたパリ協定や国連に提出した「日

本の約束草案」を踏まえ、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための

計画である「地球温暖化対策計画」を策定しました。 

計画では、２０３０年度に２０１３年度比で２６％削減するとの中期目標について、各

主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成への道筋を付けるととも

に、長期目標として２０５０年までに８０％の温室効果ガスの排出削減を目指すことを位

置付けており、我が国が地球温暖化対策を進めていく上での礎となるものです。 

  

【参考：２０１３年度以降の地球温暖化対策に関する基本方針（当面の主な方針）】 

○ ２０２０年までの削減目標については、平成２５年１１月の国連気候変動枠組条約＊第１９回

締約国会議（ＣＯＰ１９）までに、２５％削減目標をゼロベースで見直す。 

○ その実現のための地球温暖化対策計画の策定を行う。 

○ 地球温暖化対策計画に位置付ける対策・施策については、京都議定書目標達成計画の実施及

び進捗点検を通じて得られた知見を十分に活用しながら、エネルギー政策の検討状況を考慮し

つつ、我が国の経済活性化にも資するものを目指す。 

○ 特に、再生可能エネルギーや省エネルギーについては、東日本大震災以降、事業者及び国民に

よる取り組みが拡大してきたことを踏まえ、これをさらに加速させ、低炭素社会＊の創出にも資

するよう最大限の推進を図るものとする。 
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３ 群馬県の地球温暖化対策の動向 

群馬県では、１９９８年（平成１０年）３月に策定した「群馬県地球温暖化対策推進計

画」の結果を踏まえ、２０５０年頃の脱温暖化社会を目指して、２００６年度（平成１８

年度）から 5 年間の第２次計画を策定し、さまざまな取り組みや対策を進めてきました。 

また、２００９年度（平成２１年度）には、その取り組みをさらに強化し、化石燃料に依

存したエネルギーの大量消費型社会から地球環境への負荷の少ない低炭素社会＊への転換

を促すため「群馬県地球温暖化防止条例」（２０１０年（平成２２年）4月 1日施行）を制

定し、県・事業者・県民の各主体が地球温暖化防止の取り組みを推進していくとともに、

温室効果ガス＊の排出量が多い事業者や一定規模以上の事業者に削減計画・実績報告を義務

付けるなど、温室効果ガス排出削減の実効性を確保するものとなっています。 

県では、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に実施するため、温室効果ガスの削減目標

とその目標達成のための取り組みを示す「群馬県地球温暖化対策実行計画」を２０１１年

（平成２３年）３月に策定し、温室効果ガス削減に関する取り組みの計画的な推進を図っ

てきました。この実行計画の計画期間は、平成２３年度から２０２０年度（平成３２年度）

までの１０年間ですが、東日本大震災後、エネルギー情勢が大きく変化したことにより、

電源構成が変わり、２０１５年（平成２７年）に計画そのものを見直しました。 

 

群馬県地球温暖化対策実行計画（改定版） 

○計画期間 

・２０２０年度までの１０年間 

○計画の基本的な考え方 

・目指すべき将来の姿として「豊かな低炭素社会」を可能な限り構想する。 

・実現に向けた現実的な道筋を示す。 

・その通過点として、２０２０年までの具体的な目標と取り組みを示す。 

○目指すべき「豊かな低炭素社会」 

ア 暮らし 

人々のライフスタイルは変化し、日々の生活には省エネ・節電・３Ｒ行動が定着

し、省エネ機器購入や太陽光発電など再生可能エネルギー＊等の利用は一般化して

おり、我慢することなく暮らしから排出される二酸化炭素が減少している。 

イ 運輸 

ハイブリッド車や電気自動車等が普及し、道路状況の改善や公共交通利用の定着

により、二酸化炭素排出が少ないだけでなく、大気への負荷も少なくなり、良好な

生活環境が保たれている。 

ウ 産業 

事業活動における環境マネジメントシステム＊の普及、省エネ技術の高度化が進

み、経済も成長している。エネルギー構成は再生エネルギーや水素などの新たなエ

ネルギーの比率が高まっている。 
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○「豊かな低炭素社会＊」に向かう道筋 

1．省エネルギー対策（省エネ行動の促進・定着、省エネ機器の普及） 

2．省資源対策（ごみ減量化、リサイクルの促進と循環型社会システムの構築） 

3．新たなエネルギーの創出（再生可能エネルギー＊普及、インフラ整備） 

4．森林による二酸化炭素吸収（森林整備・保全、県産材利用の促進による林業の

再生） 

5．技術革新の促進（水素エネルギー調査研究、モデル的な取り組み促進） 

6．県民意識の醸成（県民への情報提供、理解・参加・行動の促進） 

 

○温室効果ガスの削減目標 

・２０２０年度に２００７年度比で 14％削減 

（内訳）排出削減分▲8％、森林吸収分▲6％ 

 

○部門別の主な指標 

分野 指標 2007 2013  2020 

家庭 

住宅用太陽光発電設備普及率 

１世帯あたりのエネルギー消費
量 

１.4％ 

46ＧＪ/年 

７.2％ 

43GJ/年 
 

15％ 

40GJ/年 

交通 次世代自動車普及率 0.7% 8％  20％ 

事
業
者 

共通 環境 GS 認定等事業者数 908 2,560  5,000 

産業 
製造業の付加価値額あたりのエ
ネルギー消費量 

19.4 

ＧＪ/百万円 

17.7 

GJ/百万円 
 

16.5 

GJ/百万円 

業務 
床面積あたりのエネルギー消費
量 

1.98 

ＧＪ/㎡ 

1.59 

GJ/㎡ 
 

1.57 

GJ/㎡ 

資源利用 
県民ひとりあたりのごみの量 

リサイクル率 

1,153ｇ/日 

16.1％ 

1,050ｇ/日 

15.6％ 
 

890ｇ/日 

25％ 

エネルギ
ー 

新エネルギー自給率 0.4％ 3.3％  4％以上 

 

○計画の推進体制（ＰＤＣＡ） 

・毎年、各分野の指標ごとにＰＤＣＡを実施し、施策の推進と見直しにつなげてい

く。 

 

出典等：群馬県地球温暖化対策実行計画（改定版）より 
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４ 地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編） 

２００８年（平成２０年）６月に改正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「法」といいます。）において、都道府県並びに指定都

市、中核市及び特例市(指定都市等)の地方公共団体に対し、現行の地方公共団体実行

計画を拡充し、従来の地域推進計画に相当する区域全体の自然的社会的条件に応じた

施策について盛り込むことが義務付けられました。また、法では、この新しい地方公

共団体実行計画と、都市計画や農業振興地域整備計画等の関連施策との連携を図るこ

とも求められることとなりました。 

さらに、低炭素社会＊づくり行動計画（平成２０年７月閣議決定）において、２０５

０年の長期目標として、現状から温室効果ガス＊排出の６０～８０%削減を行うこと

が我が国の目標とされ、国の取り組みだけでなく、地方公共団体の積極的な取り組み

もますます重要性を増してきています。 

他方、これまで環境省では、地域の温室効果ガスの排出抑制等のための施策を推進

し、特に中小規模の市区町村の計画策定を促すため、「地域推進計画ガイドライン」

（第 3版）において、現状把握、将来推計の手続を簡素化したものを提示していまし

たが、対策効果が把握しにくいという反省点があり、２００９年（平成２１年）６月

に全面的に見直し、「地方公共団体実行計画（区域施策）策定マニュアル」（環境省策

定マニュアル）を作成し、地方公共団体での取り組みを進めてきました。 

また、京都議定書＊第一約束期間の終了に伴い、それ以降の地球温暖化対策を継続

して進めていくために、２０１３年（平成２５年）に「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」を一部改正し、国では「地球温暖化対策計画」を定めることになりました（現

時点では未策定）。 

それに伴い、地方公共団体の区域全体の自然的社会的条件に応じた施策を今まで以

上に進めていくため、2014年（平成 26年）２月に「地方公共団体実行計画におけ

る地球温暖化対策の計画的な推進のための手引き」（環境省推進手引書）を作成し、自

主的に計画を策定する地方公共団体向けに参考となる事項をまとめ、国の新たな「地

球温暖化対策計画」の策定に至るまでの間においても、地方公共団体、事業者及び国

民には、それぞれの取り組み状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられたも

のと同等以上の取り組みを推進することを求めています。 

 

今回義務付けされた都道府県及び指定都市等以外の市区町村（分類上の本市の位置

付け）においては、法改正前と同様に、法により計画策定の努力義務が定められてい

ます。 
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５ 地球温暖化の現状 

（1）地球を包む温室効果ガス＊ 
地球は太陽からのエネルギーで温め

られています。地球に届いた太陽光は

地表での反射や輻射熱として最終的に

宇宙に放出されますが、二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）などの大気に含まれる温室効果ガ

スがこの熱を吸収し、再び地表に戻し

ています（再放射）。 

温室効果ガスによって、地表の平均

気温は約１５℃と、人間をはじめ生物

が生きるのに適した環境が保たれてい

ます。 

出典等：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

（2）二酸化炭素濃度の変化 
二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす影響が最も大きな温室効果ガスです。 

産業革命（１８世紀後半）以降の人間活動に伴う化石燃料の消費、セメント生産や森林

伐採などの土地利用の変化が、大気中の二酸化炭素濃度を増加させていると考えられてい

ます。また、人間活動に伴う排出のうち、およそ 4分の 3は化石燃料の消費によるもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典等：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より
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６ 日本の二酸化炭素排出量 

２０１6 年（平成２8 年）の日本の温室効果ガス＊の総排出量は、１３億 7００万トン

（二酸化炭素換算）であり、前年度比-1.2％、2013年度（平成２５年度）比-7.3％、2005

年度（平成 17年度）比-5.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度／２０１３年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物からの

代替に伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類（HFCｓ）の排出量が増加し

た一方で、省エネ等によるエネルギー消費量の減少とともに、太陽光発電及び風力発電等

の導入拡大や原子力発電の再稼働等によるエネルギーの国内供給量に占める非化石燃料の

割合の増加等のため、エネルギー起源の CO２排出量が減少したことが挙げられます。 

２００５年度と比べて排出量が減少した要因としては、オゾン層破壊物質からの代替に

伴い、冷媒分野においてハイドロフルオロカーボン類（HFCｓ）の排出量が増加した一方

で、省エネ等によるエネルギー消費量の減少等のため、エネルギー起源の CO２排出量が

減少したことが挙げられます。 

 

２０１6年度の１人当たりＣＯ２総排出量は 9.49トンになります。１９９０年度（平成

２年度）と比べ 1.5％の増加、前年度と比べると 1.5％の減少となっています。 
出典等：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2018年 4月 環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 監修より 

 

 

 

 

 

 

我が国の温室効果ガス排出量の推移（1990～2016年度） 

出典等：2016年度温室効果ガス排出量、環境省ＨＰより
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７ 群馬県の温室効果ガス排出量について 

本市の算出方法と群馬県の算出方法とは異なるため、単純な比較はできませんので、

あくまで、参考値となります。 

 

2016年度（平成 28年度）の県内温室効果ガス＊排出量について 

【温室効果ガス排出量】 

•２０１６年度（平成２８年度）の県内温室効果ガス排出量は１,７９３万トンとなり、前

年度と比べると１.４％増加した。 

•「群馬県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（改定）」（平成 23年度-平成 32年度）

の基準年である 2007年度（平成１９年度）と比較すると１０.８％減少した。 

※「群馬県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（改定）」の目標平成 32年度における

温室効果ガスの排出削減目標は、平成 19年度比で８％削減する。 

【二酸化炭素排出量】 

•温室効果ガスの約９０％を占める二酸化炭素については前年度に比べ１.８％減少し、平

成１９年度比では６.０％の減少となった。 

【前年度比の増加要因】 

•平成２４年度の排出量が前年度と比べて増加したのは、各部門においてエネルギー消費

量が減少したことに加え、電気１ｋｗｈを発電する際に排出されるＣＯ２両（電力係数）

が下降（0.500 から→0.486（kg-CO2/kwh））したことが主な要因としてあげられ

る。 

【部門別二酸化炭素排出量】（平成２７年度から２８年度の傾向） 

・産業部門：製造業の排出量は増加したが、建設業・鉱業の排出量が減少したため、全体

として排出量は減少した。 

・業務部門：石炭・都市ガス消費量は増加したが、石油製品の消費量が減少したため、エ

ネルギー消費量は減少し、電力排出係数も下降したため、排出量は減少した。 

・家庭部門：エネルギー消費量が減少し、電力排出係数も下降したため、排出量は減少し

た。 

・運輸部門：長期的に減少傾向となっている。 

 

出典等：群馬県ＨＰ「平成 28年度の県内温室効果ガス排出量について（環境政策課）」より 
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県内温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

 

           
※２００７年度（平成１９年度）までの排出量については「群馬県温室効果ガス実態調査」（平成２１年度実施）によるも

の。２０１２年度（平成２０年度）以降は、鉱工業生産指数、県内エネルギー販売量等の統計指標等を用いた簡易手法

により排出量を算出している。 

出典等：群馬県ＨＰ「平成 28年度の県内温室効果ガス排出量について（環境政策課）」より 
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８ 温室効果ガス排出量短期削減目標について 

環境省推進手引書及び環境省策定マニュアルに掲げられた排出量削減目標量の簡易算定

方法をもとに、２０１２年における短期目標年２０２０年までの削減見込量の算定を行っ

ています。この削減見込量を１年間での削減見込量に計算し直し、２０１４年以降の６年

間での削減見込量を算定しました。 

その結果から、基準年（２００７年）比１３％削減という目標を設定しました。 

 

 

１ 民生家庭部門       

 取り組み内容 対象 対象数 単位 導入率 
削減見込量 

t-CO2  

  設備等導入       

① 太陽光発電システムの導入 市補助分 700 件 100 ％ 865 

② 太陽光発電システムの導入 市補助以外 14,900 戸 4 ％ 736 

③ 太陽熱温水･給湯システムの導入 市補助 70 件 100 ％ 29 

④ 太陽熱温水･給湯システムの導入 市補助以外 14,900 戸 8 ％ 492 

⑤ 住宅の断熱化を新築戸建住宅で実施 新築住宅 1,260 戸 100 ％ 126 

⑥ 住宅の断熱化を既築戸建住宅で実施 既築住宅 14,900 戸 19 ％ 112 
 行動による削減（普及啓発による）      

⑦ 
1日1時間使用時間を減らした場合 

（エアコン、冷房） 
世帯 20,441 世帯 20 ％ 32 

⑧ 同上（エアコン、暖房） 世帯 20,441 世帯 20 ％ 69 

⑨ 1日 1時間、点灯時間を減らした場合 世帯 20,441 世帯 15 ％ 25 

⑩ 
家電製品の待機時消費電力をすべて削

減できた場合 
世帯 20,441 世帯 38 ％ 914 

⑪ トップランナー機器を導入 世帯 20,441 世帯 19 ％ 709 

  民生家庭部門（合計）      4,109 
       4,100 

 

２ 民生業務部門・産業部門      

 取り組み内容 対象 対象数 単位 導入率 
削減見込量 

t-CO2  
 設備等の導入     

① 太陽光発電システム 事業所数 1,000 事業所 10 ％ 124 

 の導入 製造業 90 事業所 10 ％ 28 

② 太陽熱給湯器の導入 事業所数 1,100 事業所 5 ％ 23 
 省エネ技術の導入を事業所で実施（ESCO事業等）     

③ 製造業で実施 H24年度製造業排出量 49,351  ｔ-CO2 40 ％ 2,566 

④ 建設業で実施 H24年度建設業排出量 6,490  ｔ-CO2 40 ％ 286 

⑤ 業務施設で実施 H24年度業務部門排出量 64,543  ｔ-CO2 20 ％ 1,420 

 民生業務部門・産業部門（合計）     4,446 
       4,400 
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３ 運輸自動車部門       

 取り組み内容 対象 対象数 単位 導入率 
削減見込量 

t-CO2 

旅客車       

① クリーンエネルギー自動車導入 全旅客車 44,000 台 30 ％ 17,160 

燃費基準適合自動車の導入（トップランナー基準適車）導入 30,800  台 ①以外の自動車対象 

② ガソリン車（旅客車） 対象車 H24年度排出量 74,600  ｔ-CO2 30 ％ 4,900 

③ 軽油車（旅客車） 対象車 H24年度排出量 12,500  ｔ-CO2 30 ％ 400 

貨物車      

④ クリーンエネルギー自動車導入 全貨物車両 1,500 台 30 ％ 585 

燃費基準適合自動車の導入（トップランナー基準適車）導入 1,050  台 ④以外の自動車対象 

⑤ ガソリン車（貨物車） 対象車 H24年度排出量 200  ｔ-CO2 30 ％ 0.00 

⑥ 軽油車（貨物車） 対象車 H24年度排出量 15,000  ｔ-CO2 30 ％ 300 
 運輸自動車部門 合計     23,345 
       23,300 

 

 H24年度排出量よりの削減見込量 合計（削減見込量） 31,800 
t-CO2 

（千ｔ未満切捨て） 

 
 基準年：2007年度（平成 19年度）の温室効果ガス排出量 418,136 t-CO2 
 参考年：2012年度（平成 24年度）の温室効果ガス排出量 414,839 t-CO2 
 参考年からの 2020年度までの削減見込量（①） 31,800 t-CO2 

 参考年から削減見込量を差し引いた排出量 383,039 t-CO2 

 2014年度（平成 26年度）の温室効果ガス排出量（②） 390,643 t-CO2 
    

 １年間での削減量見込量（①÷8） 3,975 t-CO2 
 6年間（2014年～2020年）での削減見込量（③） 23,850 t-CO2 
 2020年排出見込量（②－③） 366,000 t-CO2 

 基準年（2007年）からの削減量 52,316 t-CO2 

 基準年（2007年）からの削減率 12.5 % 

 端数の処理を行い、2020年で排出量 366,000 t-CO2以下、基準年（2007年）比 13％の削減を

短期目標として設定しました。 
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９ 温室効果ガス排出量中期削減目標の設定について 
市域の温室効果ガス排出量は、現状趨勢で推移した場合、人口減少や高齢化の進行などに

よる世帯数の減少をはじめ、自動車保有台数の減少、次世代自動車の普及、廃棄物の減量・

資源化の進展などにより、中期目標の２０３０年の排出量は約３２万６，０００ｔ-ＣＯ2と

なることが見込まれます。 

 

 

２０３０年における温室効果ガス排出量の推計（現状趨勢の場合） 

年 

分野 

基準年 

2007年 

(ｔ-ＣＯ2) 

現状年 

2015年 

(ｔ-ＣＯ2) 

中期目標年 

2030年 

(ｔ-ＣＯ2) 

現状年比 

2015年比 

(％) 

基準年比 

2007年比 

(％) 

エネル

ギー起

源ＣＯ2 

産業部門 86,771  60,436 62,325 3.1 ▲28.2 

業務その他部門 92,309  96,015 84,493 ▲12.0 ▲8.5 

家庭部門 72,068  70,748 67,706 ▲4.3 ▲6.1 

運輸部門 135,972  118,304 81,009 ▲31.5 ▲40.4 

エネル

ギー起

源以外

ＣＯ2 

燃料燃焼分野 1,348  956 535 ▲44.0 ▲60.3 

農業分野 12,394  11,682 11,682 0.0 ▲5.7 

廃棄物分野 17,105  19,949 18,389 ▲7.8 7.5 

代替フロン等 4ガス 168  171 171 0.0 1.5 

合計 418,136  378,261 326,310 ▲13.7 ▲22.0 

 

 

国の削減目標「２０３０年の温室効果ガス排出量を２０１３年比２６％減の水準にする」

を市域からの排出量に当てはめて考えると、２０３０年における排出量は３０万１，３０４

ｔ-ＣＯ２の水準にしていく必要があります。この水準を達成するためには、次のような追加

対策等により、さらに排出量を約２万５千ｔ-ＣＯ2以上削減していく必要があります。 

 

 

部門別の削減対策や取り組みによる現状年（2015年）よりの削減見込み量 

家庭部門 
再生可能エネルギー導入やエネルギー効率利用機器導入 2,580  ｔ-CO2 

省エネ行動や省エネ性能の高い家電等の活用 1,420  ｔ-CO2 

業務その他部門 
再生可能エネルギー活用や省エネ機器等の活用 2,020  ｔ-CO2 

市の事務事業における温暖化防止対策の推進 1,280  ｔ-CO2 

産業部門 再生可能エネルギー活用やエネルギー消費量削減 4,140  ｔ-CO2 

運輸部門 次世代自動車の普及活用とエコドライブ徹底 13,640  ｔ-CO2 

追加対策等によるエネルギー起源 CO2の削減見込み量 25,080  ｔ-CO2 
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部門ごとの主な追加対策による削減見込み量 

  取組内容 対象 

現状年～２０３
０年までの削減
見込量 

(単位：ｔ-ＣＯ2) 

家
庭
部
門 

① 
太陽光発電システムの導入 

（2016年度以降の補助件数） 

2030までの市補助
件数 

1,540  

② 太陽熱温水･給湯システムの導入 市補助 40  

③ 高効率給湯器の導入 未導入の世帯対象 360  

④ 
家庭用燃料電池システム（エネファー
ム）の導入 

持ち家一戸建住宅対
象 

450  

⑤ 
HEMS,スマートメーターの導入による
エネルギーの徹底管理 

未導入の世帯対象 120  

⑥ 住宅の断熱化を既築戸建住宅で実施 
既築住宅、持ち家一
戸建住宅対象 

70  

再生可能エネルギー導入やエネルギー効率利用機器導入促進（計） 2,580 

⑦ 1日 1時間、点灯時間を減らした場合 世帯 30  

⑧ 
トップランナー制度機器による省エネ
の向上 

世帯 1,390  

省エネ行動や省エネ性能の高い家電等の利用の普及（計） 1,420 

業
務
そ
の
他
部
門 

① 太陽光発電システムの導入 未導入の事業所 970  

② 
トップランナー機器・設備等導入によ
る省エネ性能向上 

2015年度民生業務
部門排出量 

1,050  

再生可能エネルギー活用や省エネ機器等の活用の普及（計） 2,020 

③ 小水力発電の導入促進  300  

④ 
沼田市地球温暖化対策実行計画（事務
事業編）の推進による排出量削減 

市役所の事務事業に
伴う CO2 

980  

市の事務事業など市の率先的対策の推進（計） 1,280 

産
業
部
門 

① 太陽光発電システムの導入 製造業事業所数 120  

② 高効率空調の導入 
H24年度製造業排
出量 

720  

③ エネルギー消費量の毎年 1％削減 
製造業のうち排出量
の多い業種 

3,300  

再生可能エネルギー活用やエネルギー消費量削減対策の普及（計） 4,140 

運
輸
部
門 

① 次世代自動車の普及 
現状年の自動車から
の排出量 

10,680  

② 
環境に配慮した自動車利用（エコドライ
ブの普及、自動車運送のグリーン化など） 

全貨物車両 2,960  

次世代自動車の普及活用とエコドライブ徹底の普及促進（計） 1,3640 

合計 25,080 

 以上のことから、本市では２０３０年の温室効果ガス排出量を２００７年比２８％の削減

を中期目標として設定しました。 
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１０ 用語解説 

【Ｅ】 

ＥＳＣＯ事業 Energy Service Companyの略称で、ビルや工場の省エネ化に必要な、「技

術」・「設備」・「人材」・「資金」などのすべてを包括的に提供するサービス。

ESCO事業は、省エネ効果をESCO事業者が保証するとともに、省エネ化に要し

た経費等が、すべて省エネ化による経費削減分でまかなわれるため、導入企業に

おける新たな経済的負担はなく、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利

益となる。 

ＥＶ車 EVとはElectric Vehicleの略で、電気自動車のこと。走行中にＣＯ2や排気ガ

スを出さないため、大気汚染防止など地球環境問題に役立つ。 

【Ｉ】 

ＩＳＯ 1947年に工業規格（電気及び電子技術分野を除く）の国際的統一と調整を促

進することを目的として設立された国際機関である国際標準化機構の略称。環境

分野のISO14001は「環境マネジメントシステム」の規格のことをいう。 

ＩＰＣＣ Intergovermental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パ

ネル）の略。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、

技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988

年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。 

【Ｌ】 

LED 

（LED照明機器） 

発光ダイオード（Light Emitting Diode）を用いた照明機器。消費電力が少な

い事や、長寿命化により、白熱球・水銀灯と比較して50～80％の省エネ効果が

ある。 

LCA 

（ライフサイクル

アセスメント） 

製品やサービスなどが環境に与える影響を、作るところから棄てるまでの各段

階において分析・評価することにより、環境への負担を軽くし、改善を図る手法。 

【Ｒ】 

ＲＣＰ 

（RCPシナリオ） 

Representative Concentration Pathways（代表的濃度経路）の略。気候変

動の予測を行うため、IPCCが第5次評価報告書で用いたシナリオで、放射強制力

（地球温暖化を引き起こす効果）をもたらす大気中の温室効果ガス濃度やエーロ

ゾルの量がどのように変化するかを仮定し、政策的な温室効果ガスの緩和策を前

提として、将来の温室効果ガス安定化レベルとそこに至るまでの経路のうち代表

的なものを選んだシナリオ。 

RCPシナリオは、2100年以降も放射強制力の上昇が続くRCP8.5（高位参照

シナリオ）、2100年までにピークを迎えその後減少するRCP2.6（低位安定化

シナリオ）、これらの中間に位置し2100年以降に安定するRCP6.0（高位安定

化シナリオ）、RCP4.5（中位安定化シナリオ）の4つが用意され、気候の予測や

影響評価等を行っている。 

【あ】 

アイドリングス

トップ 

自動車を利用する際に、信号待ちなどの停車中に積極的にエンジンを切ること

で、二酸化炭素の削減や省エネルギーを図るもの。地球温暖化防止に効果がある

とされている。 

インバータ－（照

明機器） 

グロー球を用いず、スターター機能を電子化して内部に組み込んだ照明機器。

従来の蛍光灯より明るく省エネになるもの。 

エコアクション

２１ 

中小企業等においても容易に環境配慮の取り組みを進めることができるよう、

環境省が構築した環境経営システム。 

エコドライブ 急加速や急ブレーキをしないなど、おだやかにアクセルを操作する環境に配慮

した運転方法のこと。燃費向上のみならず、排出される二酸化炭素も削減され、

温暖化防止に効果がある。 

  



70 

 

 

 

エコマーク商品 様々な商品(製品及びサービス)の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフサ

イクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商

品。 

エネルギーミッ

クス 

電力・エネルギーの分野では、各電源を最適なバランスで組み合わせていくと

いう意味で使用。ベストミックスは、火力発電、水力発電、原子力発電などの各

供給電源の特徴を生かし、その時々需要状況に適切に対応できるような電源の組

み合わせを追求すること。温室効果ガスの大量排出による地球温暖化問題や化石

燃料入手の不安定性もあり、化石燃料を出来る限り燃やさない方法で必要な量の

電気を生産し、安定供給ができるベストミックスが重要になっている。 

温室効果ガス 大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖

める働きがあるガス。 

【か】 

環境マネジメン

トシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取り組みを進めるに当たり、環境に関する

方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと。 

環境ラベル 消費者が環境にかかる負担の少ない製品やサービスを選ぶときの目安すとな

るように制定されたマーク。 

気候変動枠組条約 大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもた

らすさまざまな悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約。 

京都議定書 1997年12月京都で開催されたCOP3で採択された気候変動枠組条約の議定

書。2008年から2012年までの期間中に、1900年比温室効果ガスを日本6％、

イギリス、フランスなど欧州各国8％削減することを求めている。 

京都メカニズム

クレジット 

京都議定書において定められた温室効果ガス排出量削減への措置。海外で実施

した温室効果ガスの排出削減量などを、自国の排出削減約束の達成に換算するこ

とができるとした柔軟的な措置。 

京都議定書では、温室効果ガス削減目標の達成を容易にするために、直接的な

国内の排出削減のほかに、第6条で共同実施、第12条でクリーン開発メカニズム、

第17条で排出量取引の3つのメカニズムが導入された。また、森林による吸収量

の増大を温室効果ガス排出の削減量に含めることを認めている。これらを総称し

京都メカニズムと呼ばれている。 

なお、排出量取引は炭素クレジット（排出権取引など）とも言われ、排出量を

排出枠内に抑えた国や事業で発生したクレジットを、排出枠を超えて排出してし

まった国が買い取ることで、排出枠を達成したと見なすとしている。 

グリーン購入 製品やサービスを購入する際に、省エネ機能を優れているものや、リサイクル

可能品など、環境への負担が少ないものを優先的に購入すること。 

群馬県環境GS

認定制度 

群馬県内事業者が、温室効果ガスを持続的に削減するための計画（Ｐｌａｎ）

を立て、実行（Ｄｏ）、点検（Ｃｈｅｃｋ）、見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行う体

制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用する

ことを支援する群馬県の認定制度。 

コージェネレー

ションシステム 

都市ガスなどの燃料を用いて発電するとともに、その際に発生する排熱を冷暖

房や給湯、蒸気などの用途に有効利用する省エネルギーシステム。電力と排熱両

方使えるので、発電ロスが少なく燃料エネルギーの70～80％を利用することが

でき、買電コストの低減につながる。 

【さ】 

再生可能エネル

ギー 

本計画では、主として再生可能エネルギーをいうが、新エネルギーなどを含め

て総称として使っている。 

有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、

自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。太陽光や風

力、バイオマス（持続可能な範囲で利用する場合）、地熱、波力、温度差などを

利用した自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクルエネル

ギーをいう。 
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再生可能エネル

ギー 

（続き） 

石炭・石油などの化石燃料や核エネルギー、大規模水力発電などに対し、新し

いエネルギー源や供給形態の総称である新エネルギーに含まれ、上記の再生可能

エネルギーのほかに、コジェネレーション、燃料電池などの新しい利用形態のエ

ネルギーも含まれる。 

省エネラベル 2000年8月にJIS規格として導入された表示制度で、家電製品等エネルギー消

費機器の省エネ性能を示したもの。省エネ機能が高い製品は、二酸化炭素など温

室効果ガスの削減に役立つだけでなく、光熱費も安くなり節約製品選びの目印に

もなる。 

省エネ診断 建物などにおける電気と熱エネルギーの使用現状を診断すること。 

雪氷熱利用 冬季に積もった雪や凍結した氷を夏季等必要とする時期に冷房や冷蔵に利用

すること。 

【た】 

待機消費電力 コンセントに接続された家電製品が、電源の切れている状態 (待機時) で消費

する電力のこと。2007年時点で、日本の一般家庭における待機電力は平均して

約180kWh/年・世帯とされており、これは一般的な家庭の電力消費量のほぼ1

ヶ月分に相当する。 

地球温暖化係数 各温室効果ガスが地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素を基準に表

したもの。 

低炭素社会 地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを極力排出し

ない経済社会像。石油などの化石燃料に過度に頼らずに再生可能エネルギーを活

用し、大量生産・大量消費社会から循環型社会へ脱却すること。 

トップランナー

基準 

自動車や電化製品など、現時点で最もエネルギー効率が優れた製品の値を目標

基準として、目標年度では、それ以上の性能に基準を設定する制度。 

【は】 

バイオマス 再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマ

スとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、

下水汚泥などがある。主な活用方法としては、農業分野における飼肥料としての

利用や汚泥のレンガ原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、ア

ルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などもある。 

ハイブリッド車 ガソリンエンジンとモーターなど複数の動力源を組み合わせて低公害化や省

エネルギー化を図った自動車。 

ヒートポンプ 水などの低温物体から熱を吸収し、高温物体へ熱を移動させるポンプのこと

で、冷媒（フロンガス等）を圧縮したり蒸発させたりすることによって、冷凍機

の機構で暖房も行うことができる。この装置は冷媒の循環を変えることによっ

て、冬季は、室外の熱を取り込んで暖房用に使い、夏季は室内の熱を外に出して

冷房用に使うことが出来る。使用電力の約3倍の熱を得ることができる。家庭用

では約46％の省エネ効果があるとされている。 
ビルエネルギー
マネジメントシ
ステム 

ビルで使用するエネルギーの管理を効率的に行うために、コンピューターを利

用し、一括して管理を行う為のシステム。 

フードマイレージ 食料の生産地から消費される食卓までの輸送に要した「距離×重さ」を表した

もの。食料の生産地から食卓までの距離が長いほど、輸送にかかる燃料や二酸化

炭素の排出量が多くなるため、フードマイレージが高ければ高いほど、食料の消

費が環境に対して大きな負荷を与えていることになる。 

【ま】 

緑のカーテン アサガオやヘチマ、ゴーヤのように、ツルが何かに巻き付いて伸びる植物（ツ

ル性植物）で作る、緑の日よけのこと。建物に直接日光があたり、温度が上昇す

るのを防ぐ。 

【ら】 

リターナブル容器 繰り返し使用できる容器のことで、ビールや牛乳の瓶などが代表的なものであ

る。自然保護につながり、環境を配慮した容器と言われている。 
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