
経済産業省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等の

ため実行すべき措置について定める実施計画 

 

平成１９年１０月２４日 

経 済 産 業 省 

 

 

 「京都議定書目標達成計画（平成１７年４月２８日閣議決定）」及び「政府がその

事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定

める計画」（平成１９年３月３０日閣議決定。以下、「政府の実行計画」という。）に

基づき、経済産業省が行う具体的細目的措置を以下のとおり定める。 

 

 

一． 対象となる事務及び事業 

 

本計画の対象となる事務及び事業は、原則として以下の部局において経済産業省

が行うすべての事務及び事業とする。 

 本省（資源エネルギー庁、原子力安全・保安院、特許庁、中小企業庁を含む。）、

経済産業局、経済産業研修所、産業保安監督部等、原子力保安検査官事務所 

 

 

二． 対象期間 

 

本計画は、平成１９年度から平成２４年度までの期間を対象とする。また、その

実施の状況、技術の進歩等を踏まえ、２年毎にレビューを行うこととする。 

 

 

三． 目標 

 

１．温室効果ガスの総排出量 

本計画は、各組織の実績を踏まえつつ、以下に掲げた取り組みを徹底すること

によって、先進的な温暖化対策技術を事業者や家庭に先駆けて率先して導入する

ことを通じて社会全体への普及を牽引する役割を果たすとともに、平成１３年度

比で平成２２年度から平成２４年度までの期間に経済産業省の事務及び事業に伴

い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を平均で２１％削減す

ることを目標とする。（詳細別紙１） 

 

２．公用車の燃料使用量 
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公用車の燃料使用量を、平成１３年度比で、平成２２年度から平成２４年度ま

での期間に平均概ね８５％以下とすることに向けて努める。 

 

３．用紙類の使用量 

 用紙類の使用量を、平成１３年度比で、平成２２年度から平成２４年度までの

期間に平均で増加させないよう努める。 

 

４．事務所の単位面積当たりの電気使用量 

 事務所の単位面積当たりの電気使用量を、平成１３年度比で、平成２２年度か

ら平成２４年度までの期間に平均で概ね９０％以下にすることに向けて努める。 

 

５．エネルギー供給設備等における燃料使用量 

 エネルギー供給設備等で使用する燃料の量を、年々の気象状況を考慮し合理的

に考えられる使用量の変動を除いて、平成１３年度比で、平成２２年度から平成

２４年度までの期間に平均で増加させないことを念頭に置きつつ、計画的な管理、

削減に努める。 

 

６．事務所の単位面積当たりの上水使用量 

 事務所の単位面積当たりの上水使用量を、平成１３年度比で、平成２２年度か

ら平成２４年度までの期間に平均で９０％以下にすることに向けて努めることと

し、このため、庁舎における節水等を極力図る。 

 

７．廃棄物の量 

 事務所から排出される廃棄物の量（湿重量）を、平成１３年度比で、平成２２

年度から平成２４年度までの期間に平均で概ね７５％以下にすること及び廃棄物

中の可燃ごみの量を同期間に概ね６０％以下とすることに向けて努める。 

 

 

四． 事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの排出実態 

 

本計画の期間中、毎年度、経済産業省の事務及び事業に伴い排出される温室効果

ガスの総排出量の推計を行い、公表する。 

 

 

五． 措置の内容 

 

１．財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

 

 2 



（１）低公害車の導入 

① 一般公用車及びそれ以外についても、平成１８年度において低公害車比率

１００％を達成しており、今後もこれを維持する。 

② 次世代自動車燃料イニシアティブに基づき、電気自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車、水素自動車などの次世代自動車が実用化され次第、必要

な検討の後に公用車として率先導入する。 

③ ハイブリッド自動車については、平成１８年度に既に６９台を導入してお

り、公用車の更新の際にはハイブリッド自動車の優先的な導入を検討して

いく。また、低公害車のなかでも温室効果ガス排出の少ない車の導入を進

めていく。 

④ 公用車の燃料については、サービスステーション等の整備状況などに応じ、

バイオエタノールの積極的な利用拡大を図る。 

 

（２）自動車の効率的利用 

① 一般公用車一台ごとの走行距離、燃費等を把握するための調査・分析を行

い、当該結果に基づいて、エコドライブ研修受講等の燃費改善措置を検

討・実行していく。 

② アイドリング・ストップ装置付きの公用車は既に２１台導入済みである。

またそれ以外の公用車についても、アイドリング・ストップの励行につい

て、ポスターの掲示、シール添付などにより周知徹底を行っている。引き

続きこれらの対策を継続していく。 

③ 有料道路を利用する公用車については、すべてについてＥＴＣ車載器の搭

載をしているところであり、これを維持していく。 

④ ３メディア対応型の道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）対応車載機に

ついては、すべての公用車に導入済みであり、引き続き積極的に活用して

いく。 

⑤ 毎日の定期点検においてタイヤ空気圧調整等の点検・整備を行っているが、

引き続き実施していく。 

⑥ カーエアコンについては、適切な温度設定にするよう引き続き周知徹底を

行っていく。 

⑦ 通勤時や業務時の移動において、鉄道、バス等公共交通機関の利用を推進

する。 

⑧ 霞が関地域において、毎月第一月曜日は、警備上、業務上支障のある場合

を除き、公用車の使用を終日自粛するものとし、館内放送などを通じて省

内に周知徹底するとともに、移動手段は徒歩、自転車又は公共交通機関に

よるものとする。 

⑨ タクシー券の適切な管理の一層の徹底を図り、不要不急のタクシー利用を

抑制する。 

 3 



⑩ 来庁者に対しても低公害車の優先利用、自動車の利用の抑制や効率化を呼

びかける。 

 

（３）自転車の利用 

現在、本省（含む特許庁）には４０台の自転車を導入済みであり、今後は、

「霞が関自転車利用システム」（平成１１年２月）のさらなる活用なども含め、

自転車の共同利用を一層推進する。 

また、地方経済局等についても自転車の共同利用の検討を進める。 

 

（４）エネルギー消費効率の高い機器の導入 

① 省エネルギー型ＯＡ機器等の導入等 

・ 現に使用しているパソコン、ワープロ、コピー機等のＯＡ機器、電気冷蔵

庫、ルームエアコン等の家電製品、蛍光灯等の照明器具等の機器について、

旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又は買換えを計画的、重点的

に進め、買換えおよび新規購入にあたっては、エネルギー消費のより少な

いものを選択する。特に、蛍光灯については、省エネタイプへの切り替え

を順次進めているが、平成１９年度までに全て切り替えを完了させる。 

・ また、機器の省エネルギーモード設定の適用等により、使用面での改善を

図る。 

 

（５）用紙類の使用量の削減 

 

① コピー用紙、事務用箋、伝票等の用紙類の年間使用量について、部局単位

で把握し、管理し、削減を図る。 

② 会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図る。 

③ 各種報告書類の大きさ等の規格の統一化を進め、また、そのページ数や部

数についても必要 小限の量となるよう見直しを図る。 

④ 両面印刷・両面コピー・縮小コピー（複数ページを１ページに縮小してコ

ピー）の徹底を図る。 

⑤ 内部で使用する各種資料をはじめ、閣議、審議会等の政府関係の会議へ提

出する資料や記者発表資料等についても特段支障のない限り極力両面コ

ピーとする。また、不要となったコピー用紙（ミスコピーや使用済文書等）

については、再使用、再生利用の徹底を図る。 

⑥ 使用済み用紙の裏紙使用を図る。 

⑦ 使用済み封筒の再使用など、封筒使用の合理化を図る。 

⑧ Ａ四判化の徹底による文書の一層のスリム化を図る。 

⑨ 温室効果ガスの排出削減の観点から、ペーパーレスシステムの早期の確立

を図るため、電子メール、庁内ＬＡＮの活用及び文書・資料の磁気媒体保
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存等電子メディア等の利用による情報システムの整備を進める。 

 

（６）再生紙などの再生品や木材の活用 

① 購入し、使用するコピー用紙、けい紙・起案用紙、トイレットペーパー等

の用紙類については、引き続き再生紙を使用した製品を利用する。 

② 印刷物については、再生紙や間伐材を原料とする紙を使用するものとする。

また、再生紙使用の際には古紙パルプ配合率を明記するよう努めるととも

に、可能な場合においては、市中回収古紙を含む再生紙の使用拡大が図ら

れるような配慮を行う。 

③ 購入し、使用する文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再生

材料から作られたものを引き続き使用していく。 

④ 間伐材、小径材等の木材や未利用繊維等の利用状況の低位な原材料から作

られた製品を使用する。 

⑤ 初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には、リサイクル

のルートが確立しているものを使用する。 

 

（７）ＨＦＣの代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進等 

① 庁舎等の公共施設の冷蔵庫、空調機器及び公用車のカーエアコンの購入、

交換に当たっては、代替物質を使用した製品や、ＨＦＣを使用している製

品のうち地球温暖化への影響のより小さい機器の導入を引き続き行って

いく。 

② エアゾール製品を使用する場合にあっては、安全性に配慮し必要不可欠な

用途を除いて、代替物質を使用した非フロン系製品の選択・使用を徹底す

る。 

③ 電気機械器具からのＳＦ６の回収・破壊等庁舎等の公共施設の電気機械器

具については、廃棄、整備するに当たって極力ＳＦ６の回収・破壊、漏洩

の防止を行うよう努める。 

 

（８）その他 

ア その他温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の選択 

① 物品の調達に当たっては、温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の

使用が促進されるよう、製品等の仕様等の事前の確認を行う。 

②環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなどの環境物品等に

関する情報について、当該情報の適切性に留意しつつ活用し、温室効果ガス

の排出の少ない環境物品等の優先的な調達を図る。 

③資源採取から廃棄までの物品のライフサイクル全体についての温室効果ガ

スの排出の抑制等を考慮した物品の選択を極力図る。 

④購入、使用する燃料について、現に使用している燃焼設備で利用可能な場合
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は、バイオマス燃料、都市ガス、ＬＰＧ等の温室効果ガスの排出の相対的に

少ないものとする。 

⑤燃焼設備の改修に当たっては、バイオマス燃料、都市ガス、ＬＰＧ等の温室

効果ガスの排出の相対的により少ない燃料の使用が可能となるよう適切な

対応を図る。 

⑥重油を燃料としている設備の更新に当たっては、可能な場合、重油に比べ温

室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料に変更する。 

⑦平成１６年度に当省で実施したＥＳＣＯ診断に基づき、さらなるエネルギー

の使用の合理化が図られるよう費用対効果やその他の制約条件も考慮に入

れつつ、順次計画的に、設備・機器の導入や改修、運用改善を行っていく。 

 

イ 製品等の長期使用等 

①その事務として、容器包装を利用する場合にあっては、簡略なものとし、当

該容器包装の再使用を図る。 

②詰め替え可能な洗剤、文具等を使用する。 

③弁当及び飲料容器について、リターナブル容器で販売されるものの購入を進

めるとともに、適正な回収ルートを設け、再使用を促す。 

④庁舎内の売店等におけるレジ袋の使用や使い捨ての容器包装による販売の

自粛を呼び掛けているところ。これを引き続き継続する。 

⑤机等の事務用品の不具合、更新を予定していない電気製品等の故障の際には、

それらの修繕に努め、再使用を図る。 

⑥部品の交換修理が可能な製品、保守・修理サービス期間の長い製品の使用を

極力図る。 

 

ウ エネルギーを多く消費する自動販売機の設置の見直し 

①庁舎内の自動販売機について、設置実態を詳細に把握し、可能な限り省エネ

タイプ機器への交換を設置業者へ奨励していく。 

②可能な限りノンフロンタイプ機器への交換を設置業者へ奨励していく。 

 

エ 購入時の過剰包装の見直し 

①簡略に包装された商品の選択、購入を図る。また、リサイクルの仕組みが確

立している包装材を用いているものの積極的選択を図る。 

 

オ メタン（ＣＨ４）及び一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）の排出の抑制 

①エネルギー供給設備の適正な運転管理を図る。 

②庁舎から排出される生ごみ等については、極力、直接埋立の方法により処理

しないよう、分別や再生利用・適正処理を実施するとともに、廃棄物処理業

者に対し発注者として促す。 
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２．建築物の建築、管理等に当たっての配慮 

 

（１）既存の建築物における省エネルギー対策の徹底 

① 既存の建築物のエネルギー使用状況等の診断及び温室効果ガスの排出の抑

制等に資する改修を重点的に実施するとともに適正な運用管理の徹底に努

める。その際には、費用対効果やその他の制約条件を踏まえた検討を行う。 

② 本省総合庁舎においては、平成１６年度にＥＳＣＯ診断を実施し提案され

た以下の省エネ技術について導入を行ったところであり、今後もその効果

についてモニタリングを行う。 

＜本省総合庁舎におけるＥＳＣＯ事業で提案された省エネルギー技術の例

＞ 

・ 機械室等の換気量制御 

・ 別館冷凍機の冷却水温度設定値の変更 

・ 別館冷凍機の冷水出口温度の変更 

・ 別館空調機の立ちあがり時外気カット 

・ ＣＯ２濃度による外気量制御（別館） 

・ 別館女子トイレ「自動洗浄弁＋擬音装置」取り付け 

・ 本館１階以上の誘導灯を高輝度タイプに変更 

③ また、ＥＳＣＯ事業の成果についての情報提供等を通じて地方局や他省庁

等への導入を促進する。具体的には、本省総合庁舎に引き続き、可能な庁

舎についてはＥＳＣＯ事業のフィージビリティ・スタディを実施し、可能

な限りの幅広い導入を図る。 

④ さらに、過去にエネルギー使用状況等の診断やＥＳＣＯ診断・事業等を実

施してから５年以上経過しているところについては、再度、診断等を行い、

更なる取組の検討を行った上で順次追加策を講じる。 

 

（２）温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択 

① 建設資材については、再生された又は再生できるものをできる限り使用す

るとともに、コンクリート塊等の建設廃材、スラグ、廃ガラス等を路盤材、

タイル等の原材料の一部として再生利用を図る。また、支障のない限り混

合セメントの利用に努める。 

② 断熱性能向上のため、屋根、外壁等への断熱材の使用や、断熱サッシ・ド

ア等の断熱性の高い建具の使用を図る。特に、建築物の断熱性能に大きな

影響を及ぼす窓については、複層ガラスや二重窓、遮光フィルム、窓の外

部のひさしやブラインドシャッターの導入など、断熱性能の向上に努める。 

③ 建築物の建築等に当たっては支障のない限り再生産可能な資源である木

材の利用に努める。 
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④ 安全性、経済性、エネルギー効率、断熱性能等に留意しつつ、利用可能で

ある場合には、ＨＦＣを使用しない建設資材の利用を促進する。 

⑤ 損失の少ない受電用変圧器の使用を促進する等設備におけるエネルギー

損失の低減を促進する。 

⑥ 電力負荷平準化に資する蓄熱システムやガス冷房等の機器の導入促進に

ついて、費用対効果や他の制約条件を踏まえつつ、検討を行っていく。 

 

（３）温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 

① 空調設備については、本省総合庁舎及び特許庁庁舎の計画的な設備改修を

行ってきているが、引き続き実施していく。今後は、本省庁舎以外の庁舎

にも高効率空調機を可能な限り幅広く導入するよう検討を行っていく。 

② また、冷却性能の低下等の異常が認められた場合、冷媒の漏洩の可能性が

あるため、速やかに補修その他の必要な措置を講ずる。 

 

（４）冷暖房の適正な温度管理 

① 庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は２８℃、暖房の場合

は１９℃）を、引き続き徹底していく。 

② コンピューター室の冷房については、コンピューター性能が確保できる範

囲内で可能な限り設定温度を上げる等の適正な運用に努める。 

 

（５）新エネルギーの有効利用 

① 建築物の規模、構造等の制約の下、可能な限り、燃料電池、太陽熱、バイ

オマスエネルギー等の新エネルギーを活用した設備を導入する。 

 

（６）水の有効利用 

① 本省総合庁舎においては、現在、中央合同庁舎５号館のエネルギーセンタ

ーから中水を導入、特許庁庁舎においては中水設備を設置しトイレに利用

しているが、継続して利用する。 

② 本省庁舎以外についても、雨水利用・排水再利用設備等の活用により、水

の有効利用を極力図る。 

③ 感知式の洗浄弁、自動水栓については既に設置ずみであり、今後改修等を

行う際にも引き続きこれを維持する。 

 

（７）太陽光発電の導入及び建物の緑化の整備 

① 太陽光発電装置は、本省総合庁舎において１１年度に 2.6kW、１４年度に

40kW、特許庁庁舎においては１４年度に 30kW、経済産業研修所において１

０年度に 15kW の設備を導入済みであり、年間平均発電電力量は約

73,270kWh となっている。 
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② 「太陽光発電の導入及び建物の緑化に係る整備の考え方」（平成１９年３月

３０日付け地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）及び「国の庁舎におけ

る太陽光発電・建物緑化等のグリーン化」（地球温暖化対策推進本部幹事会

申合せ）に基づき、本省及び研修所において太陽光発電等を早急に整備す

る。（詳細別紙２） 

③ 本省総合庁舎については平成１７年度に 385m2、別館屋上の緑化を行った。 

④ 上記③以外についても、敷地内等における緑化を可能な限り検討・実施し

ていく。 

 

（８）その他 

ア 温室効果ガスの排出の少ない施工の実施 

① 建築物の建築等に当たっては支障のない限りエネルギー消費量の少ない

建設機械を使用するよう発注者として促す。 

② 合板型枠については、一層の効率的・合理的利用や使用削減など施工を合

理化する工法の選択を発注者として促す。 

③ 出入車輌から排出される温室効果ガスの抑制を発注者として促す。 

④ 建設業に係る指定副産物の再生利用を促進する。 

⑤ 建設業に係る指定副産物の新規用途の開発に努める。 

⑥ 建設業者による建設廃棄物等の適正処理を発注者として確認する。 

イ 建築物の建築等に当たってのその他の環境配慮の実施 

① 庁舎等の敷地について植栽を施し、緑化を推進するとともに、保水性舗装、

遮熱舗装や散水の実施に努める。 

② 敷地内の環境の適正な維持管理の推進のため、所管地に生育する樹木の剪

定した枝や落葉等は、再生利用を行い、廃棄物としての排出の削減を図る。 

③ 定格出力が大きく負荷の変動がある動力装置について、インバータ装置の

導入を図る。 

④ エレベーターの運転の高度制御、省エネルギー型の照明機器の設置、空調

の自動制御設備について、規模・用途に応じて検討し、整備を進める。 

⑤ 全ての白熱灯について、省エネルギー型蛍光灯又はＬＥＤ照明への切替え

を図る。 

⑥ 屋外照明器具の設置に当たっては、上方光束が小さく省エネルギー性の高

い適切な照明機器を選定する。 

ウ 施設や機器の効率的な運用に資する設備の導入 

① 機器の効率的な運用に資するため、機械室の換気運転の室温に応じた制御

を可能とする温度センサーや、空調の効率低下を防ぐための室外機への遮

光ネットなどの導入を図る。 

エ 新しい技術の率先的導入 

 民間での導入実績が必ずしも多くない新たな技術を用いた設備等であって
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も、高いエネルギー効率や優れた温室効果ガス排出抑制効果等を確認できる技

術を用いた設備等については、率先的に導入に努める。 

 

３．その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮 

 

（１）エネルギー使用量の抑制 

 

ア 庁舎におけるエネルギー使用量の抑制等 

① 省ＣＯ２に資する適正な施設の運用管理を徹底する。具体的には以下の項

目について取り組む。 

② 照明については、本省庁舎については高効率照明への交換および人感セン

サーをこれまで順次導入しており、平成１９年度末までに実施する。本省

庁舎以外の庁舎についても、省エネルギー型機器への交換を図るとともに、

スイッチの適正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。 

③ ＯＡ機器、家電製品については、適正規模のものの導入・更新、適正時期

における省エネルギー型機器への交換を徹底するとともに、スイッチの適

正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。 

④ 庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は２８℃、暖房の場合

は１９℃）を、引き続き徹底していく。（再掲） 

⑤ 夏季における執務室での服装については、暑さをしのぎやすい軽装、いわ

ゆる「クールビズ」を励行する。また、冬季における執務室の服装につい

て、快適に過ごせるよう適切な服装、いわゆる「ウォームビズ」を励行す

る。 

⑥ 冷暖房中においては、外部との出入り口の開放禁止の徹底、窓の施錠およ

びブラインドの使用を徹底する。 

⑦ 発熱の大きいＯＡ機器類の配置を工夫する。 

⑧ 深夜残業のための点灯時間の縮減及び帰宅時のタクシー利用の削減のため、

並びに職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、水曜日

の定時退庁の一層の徹底を図る。このため、水曜日の午後五時以降は、主

催会議の中止を進める。 

⑨ 職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、有給休暇の計

画的消化の一層の徹底、事務の見直しにより、夜間残業の削減を図る。 

⑩ 昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図る。また、夜間に

おける照明も、業務上必要 小限の範囲で点灯することとし、それ以外は

消灯を徹底する。 

⑪ 職員に対する直近階への移動の際の階段利用の奨励を徹底し、利用実態に

応じたエレベーターの間引き運転を進めるとともに、上り２階、下り３階

までの移動については階段の使用を励行する。 
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⑫ 給湯器へのエコノマイザーの導入等ガスコンロ、ガス湯沸器等の給湯機器

の効率的使用を極力図る。 

⑬ 費用対効果及びその他の技術的制約条件等を踏まえつつ、施設規模に応じ

たＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯

器等の高効率給湯器の導入の可能性を検討する。 

⑭ 冷蔵庫の効率的使用を図る。 

 

イ 庁舎における節水等の推進 

① 家庭と同様の簡便な手法を利用したトイレ洗浄用水の節水を進める。 

② 必要に応じ、トイレに流水音発生器を設置する。 

③ 必要に応じ、水栓での水道水圧を低めに設定する。 

④ 水漏れ点検の徹底を図る。 

⑤ 公用車の洗車方法について、回数の削減、バケツの利用等の改善を引き続

き行っていく。 

 

（２）ごみの分別 

① 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。 

② 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。 

③ 不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収す

るよう努める。 

 

（３）廃棄物の減量 

① その事務として、容器又は包装を利用する場合には、簡略な包装とし、当

該容器又は包装の再使用や再生利用を図る。 

② 使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。 

③ 紙の使用量の抑制を図る。（再掲） 

④ リサイクルルートの確保等を内容とする各庁舎ごとのリサイクル計画を

策定するとともに、実施のための責任者を指名する。 

⑤ 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。（再掲） 

⑥ 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。（再掲） 

⑦ 不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収す

るよう努める。（再掲） 

⑧ シュレッダーの使用は秘密文書及び個人情報が記載された文書の廃棄の

場合のみに制限する。 

⑨ コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進める。 

⑩ 厨房を使用する職員等へ呼びかけ、庁舎にある厨房施設から排水中に混入

する生ごみの量を抑制する。 

⑪ 食べ残し、食品残滓などの有機物質について、再生利用を行う。 
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⑫ 庁舎から排出される生ごみ等については、極力直接埋立の方法により処理

しないよう、分別や適正処理を実施するとともに、廃棄物処理業者に対し

発注者として促す。（再掲） 

⑬ 廃棄するＯＡ機器及び家電製品並びに使用を廃止する車が廃棄物として

処理される場合には、適正に処理されるよう引き続き努める。 

⑭ 物品の在庫管理を徹底し、期限切れ廃棄等の防止に引き続き努める。 

 

（４）電力の調達方式の検討 

庁舎の使用電力購入に際して、１９年以降に行われる入札については、省ＣＯ

２化の要素を考慮した購入方式にて行う。 

 

（５）政府主催等のイベントの実施に伴う温室効果ガスの排出等の削減 

① 政府が主催するイベントの実施に当たっては、会場の冷暖房の温度設定の適正

化、参加者への公共交通機関の利用の奨励など温室効果ガスの排出削減や、ご

みの分別、ごみの持ち込みの自粛・持ち帰りの奨励など廃棄物の減量化、パン

フレット等に再生紙を使用するなどの取組を可能な限り行う。また、イベント

を民間に委託して行う際には、可能な場合にはグリーン電力の活用に努める。 

② 政府が後援等をする民間のイベントについても、①に掲げられた取組が行われ

るよう促す。 

 

４．職員に対する研修等 

（１）職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会の提供、情報提供 

① 地球温暖化対策に関する研修については、平成１８年度においては環境政

策研修、省エネルギー担当官研修などを実施しているところであり、今後

とも引き続き実施していく。 

② 庁内誌、パンフレット、庁内ＬＡＮ等により、再生紙等の名刺への活用、

計画されている地球温暖化対策に関する活動や研修など、職員が参加でき

る地球温暖化対策に関する活動に対し、必要な情報提供を行う。 

③ 地球温暖化対策に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加が

図られるよう便宜を図る。 

④ 途上国からの地球温暖化対策に関する研修生等に対し積極的に対応する。 

 

（２）地球温暖化対策に関する活動への職員の積極的参加の奨励 

① 国が主唱する環境関係の諸行事において、地球温暖化対策に関する活動へ

の職員の積極的な参加に便宜を図る。 

② 希望する職員が地球温暖化対策に関する活動への積極的参加が進められる

よう、休暇をとりやすい環境づくりを一層進める等必要な便宜を図る。ま

た、職員に、いわゆる「環境家計簿」による電気、ガス等の温室効果ガス
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の排出の原因となる活動量の自己管理の実施を奨励する。 

 

（３）その他 

① 「環境配慮の方針推進本部幹事会」において策定した「省ＣＯ２行動ルー

ル」について、引き続き全職員に周知徹底を図る。 

 

 

六． 実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検 

 

① 本計画の策定・評価・点検は、「環境配慮の方針推進本部幹事会」において

実施するものとする。管理統括は産業技術環境局長が行う。庶務は産業技

術環境局環境政策課において行う。 

② 当省の実施計画の実施状況については、自主的に点検を行い、その結果を

踏まえ、地球温暖化対策推進本部幹事会において、毎年、成果をとりまと

めた上、適切な方法を通じ公表する。点検に当たっては、ＰＤＣＡ評価の

ための指標を設定して評価することとし、透明性の確保の観点から、点検

結果の公表に当たっては、温室効果ガスの総排出量のみならず、取組項目

ごとの進捗状況、組織単位の進捗状況について目標値や過去の実績値等と

の比較を行う等の評価を行い、これを併せて公表する。また、組織の大幅

改変等の要因分析もあわせて公表することとする。 

③ 総務省の行政評価・監視において、政府の実行計画の実施状況について調

査が行われる場合には、これに積極的に対応する。 
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（別紙１）

平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 460,975 441,968 -4.1% 433,939 -5.9%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 25,095,344 19,998,020 -20.3% 19,750,013 -21.3%

電気 kg-CO2 18,844,769 15,895,601 -15.6% 16,173,575 -14.2%

（電気使用量） kWh 42,151,080 39,251,692 -6.9% 39,473,896 -6.4%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.447 0.405 -9.4% 0.410 -8.4%

電気以外 kg-CO2 6,250,576 4,102,419 -34.4% 3,576,438 -42.8%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 25,556,319 20,439,988 -20.0% 20,183,952 -21.0%

平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

本　　　省 kg-CO2 10,081,080 5,675,373 -43.7% 5,362,904 -46.8%

特　許　庁 kg-CO2 11,002,034 10,715,219 -2.6% 10,649,206 -3.2%

経済産業局 kg-CO2 3,431,811 2,969,567 -13.5% 3,091,930 -9.9%

産業保安監督部 kg-CO2 432,051 545,353 26.2% 585,739 35.6%

原子力安全検査官事務所kg-CO2 64,990 98,844 52.1% 113,378 74.5%

経済産業研修所 kg-CO2 544,353 435,632 -20.0% 380,796 -30.0%

全省 kg-CO2 25,556,319 20,439,988 -20.0% 20,183,952 -21.0%

経済産業省の温室効果ガス排出削減計画

【省全体】

経済産業省温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

公用車燃料

経済産業省の組織別温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

※「電気」は、個々の電気事業者毎の電気使用量と事業者毎の排出係数を掛け合わせたものを足し上げた総ＣＯ２
排出量を記載。
　「電気の排出係数」の数値は、電気の総ＣＯ２排出量を、総電気使用量で除して算出した平均値を記載。



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 241,540 217,740 -9.9% 217,716 -9.9%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 9,839,540 5,457,633 -44.5% 5,145,187 -47.7%

電気 kg-CO2 7,825,088 4,235,734 -45.9% 4,047,631 -48.3%

（電気使用量） kWh 12,998,485 11,411,929 -12.2% 10,877,710 -16.3%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.602 0.371 -38.3% 0.372 -38.2%

電気以外 kg-CO2 2,014,452 1,221,899 -39.3% 1,097,557 -45.5%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 10,081,080 5,675,373 -43.7% 5,362,904 -46.8%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

・設備改修等ハード対策

　（１）空調システムの更新 192 t-CO2

　（２）変風量システム採用 71 t-CO2

　（３）高効率照明の導入 115 t-CO2

○推進体制

【本省】

経済産業省本省温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

公用車燃料

①対策の実施責任者は環境政策課長とし、対策の徹底を図るため各局等の政策調整官（総括課
長）からなる環境配慮の方針推進本部幹事会を中心とした推進体制とする。
②環境政策課において、毎月、電力・蒸気の使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の
見込みを把握し、委員会に報告するとともに、全職員にメールで伝達する。
③目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、環境配慮の方針推進本部幹事会において、設備改修
等のハード対策の追加や各部局のソフト対策の強化をとりまとめ、実施する。



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 40,131 35,629 -11.2% 35,629 -11.2%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 10,961,903 10,679,590 -2.6% 10,613,577 -3.2%

電気 kg-CO2 8,207,001 8,854,109 7.9% 9,117,945 11.1%

（電気使用量） kWh 21,711,644 20,766,903 -4.4% 21,439,309 -1.3%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.378 0.426 12.8% 0.425 12.5%

電気以外 kg-CO2 2,754,902 1,825,481 -33.7% 1,495,632 -45.7%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 11,002,034 10,715,219 -2.6% 10,649,206 -3.2%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

・設備改修等ハード対策

　（１）空調システムの更新 446 t-CO2

　（２）ＰＣ等の省エネタイプへの更新 34 t-CO2

・運転、管理等ソフト対策

　（１）機械室の換気量制御　　　　　　　   22 t-CO2

　（２）電算機室空調機運転台数制御　　　 121 t-CO2

・システム最適化計画に伴う新旧機器（サーバ等）の併設による

　短期的な電力消費量の増 ▲ 375 t-CO2

○推進体制

特許庁温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

公用車燃料

①対策の実施責任者は総務部長とし、対策の徹底を図るため各課室長からなる地球温暖化対策委
員会を中心とした推進体制とする。
②会計課において、毎月、電力・蒸気の使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見込
みを把握し、地球温暖化対策委員会に報告するとともに、全職員にメールで伝達する。
③目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、地球温暖化対策委員会において、設備改修等のハー
ド対策の追加や各課室のソフト対策の強化をとりまとめ、実施する。



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 123,435 139,173 11.7% 131,168 6.3%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 3,308,376 2,830,393 -14.4% 2,960,762 -10.5%

電気 kg-CO2 2,175,318 2,077,528 -4.5% 2,237,366 2.9%

（電気使用量） kWh 5,754,810 5,172,220 -10.1% 5,146,003 -10.6%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.378 0.402 6.3% 0.435 15.0%

電気以外 kg-CO2 1,133,058 752,865 -33.6% 723,396 -36.2%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 3,431,811 2,969,567 -13.5% 3,091,930 -9.9%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

　（１）蛍光灯のインバータ化 12 t-CO2

　（２）ハイブリッドカーの導入 7 t-CO2

　（３）窓ガラスへの遮熱フィルムの段階的導入 7 t-CO2

　（４）空調システムの更新 4 t-CO2

○推進体制

【地方支分局等】

経済産業局温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

公用車燃料

①対策の実施責任者は総務課長等とし、対策を検討するため関係課長課による温室効果ガス削減
推進チーム等を活用する。
②総務課等において、毎月、電力・ガスの使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見
込みを把握し、温室効果ガス削減推進チーム等に報告するとともに、全職員にメールで伝達す
る。
③会計課長等は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、温室効果ガス削減推進チーム等にお
いて設備改修等のハード対策及びソフト対策について検討等を行い措置する。



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 48,732 45,549 -6.5% 45,550 -6.5%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 383,319 499,804 30.0% 540,189 40.9%

電気 kg-CO2 260,008 356,913 37.3% 401,179 54.3%

（電気使用量） kWh 687,853 918,321 33.5% 1,059,980 54.1%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.378 0.389 0.378 0.1%

電気以外 kg-CO2 123,311 142,892 14.6% 139,010 12.7%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 432,051 545,353 25.8% 585,739 35.6%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

・設備改修等ハード対策

　（１）照明器具のインバータ化 3.6 t-CO2

　（２）ＴＶの買換 1.0 t-CO2

○推進体制

産業保安監督部温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

①対策の実施責任者は保安課長とし、産業保安監督部長会議において対策の徹底を図る。
②保安課において、毎月、電力・ガスの使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見込
みを把握し、各産業保安監督部・支部・事務所に報告する。
③保安課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、各産業保安監督部・支部・事務所にソ
フト対策の強化等を指示する。

公用車燃料



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 64,990 98,844 52.1% 113,378 74.5%

電気 kg-CO2 64,990 98,844 52.1% 113,378 74.5%

（電気使用量） kWh 171,932 261,492 52.1% 254,976 48.3%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.378 0.378 0.0% 0.445 17.6%

電気以外 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 64,990 98,844 52.1% 113,378 74.5%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

・運転・管理等ソフト対策

　（１）ＴＶの買換 0.1 t-CO2

○推進体制

原子力安全検査官事務所温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標

公用車燃料

①対策の実施責任者は原子力安全広報課長とする。
　なお、原子力保安検査官事務所長会議において対策の周知徹底を図る。
②原子力安全広報課において、毎月、電力の使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の
見込みを把握し、原子力保安検査官事務所に報告する。
③原子力安全広報課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、各原子力保安検査官事務所
にソフト対策の強化を指示する。



平成13年度

（単位） (13年度比) (13年度比)

kg-CO2 7,137 3,877 -45.7% 3,877 -45.7%

施設のエネルギー使用 kg-CO2 537,216 431,755 -19.6% 376,919 -29.8%

電気 kg-CO2 312,363 272,473 -12.8% 256,076 -18.0%

（電気使用量） kWh 826,356 720,827 -12.8% 695,919 -15.8%

（電気の排出係数）kg-CO2/kWh 0.378 0.378 0.0% 0.368 -2.7%

電気以外 kg-CO2 224,854 159,283 -29.2% 120,843 -46.3%

その他 kg-CO2 0 0 0.0% 0 0.0%

合　　　計 kg-CO2 544,353 435,632 -20.0% 380,796 -30.0%

○主な削減対策と削減量（18年度比）

・設備改修等ハード対策

　（１）空調システムの更新 38.7 t-CO2

○推進体制

公用車燃料

①対策の実施責任者は管理課長とし、対策の徹底を図るため所内の関係者で構成される委員会を
設置する。
②管理課において、毎月、電力・ガスの使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見込
みを把握し、委員会に報告するとともに、全職員にメールで伝達する。
③管理課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、設備改修等のハード対策の追加を行う
とともに、関係者にソフト対策の強化を指示する。

経済産業研修所温室効果ガス削減計画

平成18年度実績 平成22-24年度目標



（別紙２）

太陽光発電の導入スケジュールの目安

（単位：kW）
平成19～20年度 平成21～24年度 計

新築の庁舎 0 0 0
既存の庁舎 20 0 20
　　本府省 10 0 10
　　地方支分部局等 10 0 10
計 20 0 20

（注）上記以外についても、可能な限り、太陽光発電の導入を
　　　検討・実施していく。


	【経産省】
	Sheet1


