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【解説１】 
温暖化対策に関する予算規模の対象となる対策・施策 

(1) 太陽光、風力その他の自然エネルギー導入の促進に関するもの 

太陽光発電の導入 
風力発電の導入 
バイオマス発電の導入 
地熱発電の導入 
中小水力発電の導入 
廃棄物発電の導入 
海洋エネルギー発電（波力発電、潮流発電、海洋温度差発電等）の導入 
太陽熱温水器の導入 
地中熱利用設備の導入 
温度差エネルギー利用設備の導入 
雪氷冷熱利用設備の導入 
バイオマス熱利用の導入 
廃棄物熱利用設備の導入 
温泉熱利用設備の導入 
工場排熱利用設備の導入 

(2) 地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制活動の促進に関するもの 

省エネ改修の促進（ESCO 事業等） 
高効率機器・省エネ設備の普及（LED、高効率給湯器等） 
省エネ行動の推進（エコドライブ、節電、クールビズ等のキャンペーン） 
運用管理による省エネ促進（BEMS、HEMS、計測器等の普及） 
省エネ診断の促進 
住宅・建築物の省エネ化の促進（ゼロエネルギー住宅、建築物性能表示制度等） 
先進エコカーの普及促進（EV 等） 
環境教育・環境学習の推進（省エネアドバイザー派遣等） 
環境マネジメントシステム・エコアクション 21 等の普及促進 
地域における環境認定制度の運用（クレジット制度、エコポイント制度等） 
代替フロン等対策の促進（ノンフロン製品の導入、フロン類の回収、フロン類の漏洩対策等） 

(3) 公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善に関するもの 

公共交通機関の見直し・拡充（運賃の引き下げ、路線見直し、コミュニティーバスの運行、LRT・
BRT の導入） 
公共交通機関の利用促進（ノーマイカー通勤キャンペーン、パークアンドライドの推進、カー
シェアリングの導入等） 
自転車の利用促進（コミュニティサイクルの導入、自転車道・駐輪場の整備等） 
物流対策の促進（共同配送、市街地への流入規制、貨物車専用・優先レーンの整備等） 
市街地緑化の推進（屋上・壁面緑化、街路樹の整備等） 
森林整備・里山保全 
エネルギーの面的利用の推進（地域熱融通等） 
土地利用の見直し（市街化区域の見直し、集客施設等の再配置等） 
低炭素型地区・街区の形成（スマートタウン、スマートコミュニティ等の形成） 

(4) 循環型社会の形成に関するもの 

一般廃棄物の排出抑制（ごみ有料化、過剰包装抑制、レジ袋の削減、リターナブル容器使用の促
進等） 
産業廃棄物の排出抑制 
グリーン購入の推進（エコショップ、エコ商品の認定等） 
家庭のリサイクル推進（環境教育、生ごみのたい肥化等） 
廃棄物焼却施設・再資源化施設等の整備 
資源の循環利用の促進（資源の分別回収、再資源化事業等） 
廃棄物処理法の運用（不法投棄の防止等） 
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【解説２】 
「実行計画（区域施策編）」について 
実行計画（区域施策編）：  
平成 20 年 6 月の法律改正に伴い、地方公共団体実行計画の中に、「区域全体の自然的・社会的
条件に応じた施策」（法律第 20 条の 3 第 3 項）を掲げることが義務化された。都道府県、指定
都市、中核市、特例市は義務化され、その他の市区町村は努力義務（法律第 20 条第 2 項）対象
となる。 

【実行計画（区域施策）の策定において満たすべき条件】（法律第 20 条の 3 の抜粋） 
・施策に関する事項として以下の 4 項目を定めること。 
  １．「太陽光、風力その他の自然エネルギー導入の促進」  
  ２．「地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制活動の促進」 
  ３．「公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善」 
  ４．「循環型社会の形成」  
・都市計画、農業振興地域整備計画、その他の施策との調和を図り、連携すること。 
・指定都市等は都道府県等の実行計画と整合性を図ること。 
・計画策定にあたって、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聞くこと。また、住民その他利害

関係者の意見を反映させるための処置を講じること。 
・計画を策定したときには、延滞なく、公表すること。 
（毎年一回、計画に基づく措置及び施策の実施状況を公表すること） 

 

【解説３】 
総量、部門別、原単位、事業量目標について 

１．総量目標：区域全体における排出削減目標 
２．部門別目標：産業、民生家庭、民生業務、運輸部門等の部門や工業プロセス、廃棄物等の分
野における排出削減目標 
３．原単位目標排出削減目標：人口、世帯数、生産額等、単位当たりの排出削減目標 
４．事業量目標：機器の導入量等、事業の進捗管理可能な定量的目標 
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 実行計画（事務事業編及び区域施策編）の策定状況 ２.
（１）全団体数 

 
注）表題の記号の表す内容は以下の通り。 

    ①事務事業編及び区域施策編を策定済 

    ②事務事業編のみ策定済 

    ③区域施策編のみ策定済 

    ④未策定 

 

  

① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計

北海道 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 11 127 0 38 176 15 127 0 38 180

青森県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 25 0 12 38 4 25 0 12 41

岩手県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 19 0 9 32 6 19 0 9 34

宮城県 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 1 10 34 1 24 1 10 36

秋田県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17 0 7 24 2 17 0 7 26

山形県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 15 0 15 34 6 15 0 15 36

福島県 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 39 0 14 57 7 39 0 14 60

茨城県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 22 0 6 42 17 22 0 6 45

栃木県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 18 0 1 24 7 18 0 1 26

群馬県 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 22 0 7 31 7 22 0 7 36

埼玉県 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 1 6 14 32 2 7 55 22 33 2 7 64

千葉県 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 8 34 0 9 51 12 34 0 9 55

東京都 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 20 0 10 62 33 20 0 10 63

神奈川県 1 0 1 3 0 3 1 0 1 5 0 5 5 16 0 3 24 15 16 0 3 34

新潟県 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 7 11 2 7 27 10 12 2 7 31

富山県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10 0 2 14 4 10 0 2 16

石川県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 10 0 2 18 8 10 0 2 20

福井県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 9 0 3 16 6 9 0 3 18

山梨県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19 0 6 26 3 19 0 6 28

長野県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 37 1 28 75 12 37 1 28 78

岐阜県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 21 0 13 41 9 21 0 13 43

静岡県 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 23 0 4 31 9 23 0 4 36

愛知県 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 9 28 1 10 48 16 28 1 10 55

三重県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 16 0 7 28 7 16 0 7 30

滋賀県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 10 0 4 18 6 10 0 4 20

京都府 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 12 0 1 25 14 12 0 1 27

大阪府 1 0 1 1 1 2 4 0 4 5 0 5 3 23 0 6 32 14 24 0 6 44

兵庫県 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3 2 29 0 3 34 10 29 0 3 42

奈良県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 17 0 19 38 4 17 0 19 40

和歌山県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 20 0 7 29 4 20 0 7 31

鳥取県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 14 0 3 18 3 14 0 3 20

島根県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 0 3 18 7 10 0 3 20

岡山県 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 16 0 4 25 8 16 0 4 28

広島県 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 14 0 3 20 6 15 0 3 24

山口県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 16 0 0 18 4 16 0 0 20

徳島県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 24 1 23 0 1 25

香川県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 12 0 2 16 4 12 0 2 18

愛媛県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 16 0 1 19 4 16 0 1 21

高知県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 23 0 6 33 6 23 0 6 35

福岡県 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 10 27 0 20 57 13 28 0 20 61

佐賀県 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 12 0 2 19 7 12 0 2 21

長崎県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 16 0 1 19 4 17 0 1 22

熊本県 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 44 4 42 0 0 46

大分県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 15 0 2 17 2 15 0 2 19

宮崎県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 17 0 5 25 5 17 0 5 27

鹿児島県 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 36 0 3 42 5 36 0 3 44

沖縄県 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 19 0 19 40 3 20 0 19 42
全国 47 0 47 16 4 20 42 1 43 36 4 40 235 1,051 7 345 1,638 376 1,060 7 345 1,788

特例市未満の市区町村
合計

全体
都道府県

都道府県 政令指定都市 中核市 特例市
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【特例市未満の市区町村の内訳】 

 
注）表題の記号の表す内容は以下の通り。 

    ①事務事業編及び区域施策編を策定済 

    ②事務事業編のみ策定済 

    ③区域施策編のみ策定済 

    ④未策定 

  

① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計

北海道 2 4 0 0 6 2 10 0 1 13 2 29 0 5 36 5 84 0 32 121

青森県 0 1 0 0 1 0 7 0 0 7 0 9 0 8 17 1 8 0 4 13

岩手県 0 3 0 0 3 3 3 0 1 7 0 9 0 5 14 1 4 0 3 8

宮城県 0 2 0 0 2 0 12 1 1 14 0 6 0 6 12 0 3 0 3 6

秋田県 0 0 0 0 0 0 8 0 2 10 0 5 0 1 6 0 4 0 4 8

山形県 0 2 0 0 2 1 6 0 0 7 3 4 0 4 11 0 3 0 11 14

福島県 2 0 0 0 2 0 9 0 0 9 0 9 0 7 16 2 21 0 7 30

茨城県 4 2 0 0 6 8 15 0 3 26 2 3 0 3 8 0 2 0 0 2

栃木県 3 3 0 0 6 2 7 0 0 9 0 8 0 1 9 0 0 0 0 0

群馬県 0 1 0 0 1 1 8 0 0 9 1 7 0 3 11 0 6 0 4 10

埼玉県 6 8 0 0 14 4 20 1 2 27 2 4 1 4 11 2 0 0 1 3

千葉県 8 5 0 0 13 0 16 0 4 20 0 9 0 2 11 0 4 0 3 7

東京都 28 10 0 1 39 4 6 0 1 11 0 0 0 1 1 0 4 0 7 11

神奈川県 2 2 0 1 5 2 7 0 0 9 1 5 0 1 7 0 2 0 1 3

新潟県 1 1 0 0 2 5 7 2 0 14 0 2 0 3 5 1 1 0 4 6

富山県 0 1 0 0 1 0 7 0 1 8 2 2 0 0 4 0 0 0 1 1

石川県 2 0 0 0 2 1 4 0 1 6 3 4 0 1 8 0 2 0 0 2

福井県 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 2 5 0 1 8 0 0 0 2 2

山梨県 0 0 0 0 0 0 9 0 1 10 1 5 0 1 7 0 5 0 4 9

長野県 1 2 0 0 3 8 4 0 0 12 0 14 0 5 19 0 17 1 23 41

岐阜県 3 1 0 0 4 3 11 0 0 14 1 5 0 9 15 0 4 0 4 8

静岡県 3 4 0 0 7 1 13 0 1 15 0 3 0 1 4 0 3 0 2 5

愛知県 4 6 0 0 10 5 17 1 6 29 0 4 0 1 5 0 1 0 3 4

三重県 2 3 0 0 5 2 4 0 0 6 1 7 0 5 13 0 2 0 2 4

滋賀県 2 1 0 1 4 2 5 0 1 8 0 3 0 0 3 0 1 0 2 3

京都府 1 0 0 0 1 8 5 0 0 13 2 3 0 0 5 1 4 0 1 6

大阪府 2 8 0 1 11 1 11 0 1 13 0 3 0 3 6 0 1 0 1 2

兵庫県 0 3 0 0 3 2 17 0 3 22 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0

奈良県 1 1 0 0 2 1 9 0 0 10 0 4 0 4 8 0 3 0 15 18

和歌山県 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 0 8 0 3 11 1 6 0 4 11

鳥取県 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 8 0 0 8 0 5 0 2 7

島根県 1 0 0 0 1 2 2 0 1 5 1 2 0 1 4 2 5 0 1 8

岡山県 1 0 0 0 1 2 9 0 1 12 2 6 0 0 8 0 1 0 3 4

広島県 1 2 0 0 3 1 5 0 0 6 1 7 0 1 9 0 0 0 2 2

山口県 2 3 0 0 5 0 6 0 0 6 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3

徳島県 0 1 0 0 1 0 6 0 1 7 0 9 0 0 9 0 7 0 0 7

香川県 0 1 0 0 1 2 4 0 0 6 0 5 0 2 7 0 2 0 0 2

愛媛県 2 1 0 0 3 0 8 0 0 8 0 5 0 0 5 0 2 0 1 3

高知県 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 9 0 0 11 0 13 0 6 19

福岡県 5 0 0 0 5 3 16 0 6 25 2 7 0 10 19 0 4 0 4 8

佐賀県 0 1 0 0 1 3 2 0 1 6 1 5 0 1 7 1 4 0 0 5

長崎県 0 1 0 0 1 1 8 0 1 10 1 5 0 0 6 0 2 0 0 2

熊本県 0 1 0 0 1 1 12 0 0 13 1 14 0 0 15 0 15 0 0 15

大分県 0 1 0 0 1 0 9 0 0 9 0 5 0 1 6 0 0 0 1 1

宮崎県 1 1 0 0 2 1 3 0 0 4 0 8 0 3 11 1 5 0 2 8

鹿児島県 1 1 0 0 2 2 9 0 0 11 0 11 0 1 12 0 15 0 2 17

沖縄県 1 2 0 0 3 1 7 0 2 10 0 6 0 3 9 0 4 0 14 18
全国 92 91 0 4 187 91 374 5 44 514 34 304 1 111 450 18 282 1 186 487

特例市未満の市区町村
10,000～29,999人

特例市未満の市区町村
10,000人未満都道府県

特例市未満の市区町村
100,000人以上

特例市未満の市区町村
30,000～99,999人
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（２）団体数の構成比 

 
注）表題の記号の表す内容は以下の通り。 

    ①事務事業編及び区域施策編を策定済 

    ②事務事業編のみ策定済 

    ③区域施策編のみ策定済 

    ④未策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計

北海道 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 6% 72% 0% 22% 100% 8% 71% 0% 21% 100%

青森県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 3% 66% 0% 32% 100% 10% 61% 0% 29% 100%

岩手県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 13% 59% 0% 28% 100% 18% 56% 0% 26% 100%

宮城県 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 3% 29% 100% 3% 67% 3% 28% 100%

秋田県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 71% 0% 29% 100% 8% 65% 0% 27% 100%

山形県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 12% 44% 0% 44% 100% 17% 42% 0% 42% 100%

福島県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 7% 68% 0% 25% 100% 12% 65% 0% 23% 100%

茨城県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 33% 52% 0% 14% 100% 38% 49% 0% 13% 100%

栃木県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 21% 75% 0% 4% 100% 27% 69% 0% 4% 100%

群馬県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 6% 71% 0% 23% 100% 19% 61% 0% 19% 100%

埼玉県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 83% 17% 100% 25% 58% 4% 13% 100% 34% 52% 3% 11% 100%

千葉県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 16% 67% 0% 18% 100% 22% 62% 0% 16% 100%

東京都 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 52% 32% 0% 16% 100% 52% 32% 0% 16% 100%

神奈川県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 21% 67% 0% 13% 100% 44% 47% 0% 9% 100%

新潟県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 26% 41% 7% 26% 100% 32% 39% 6% 23% 100%

富山県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 14% 71% 0% 14% 100% 25% 63% 0% 13% 100%

石川県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 33% 56% 0% 11% 100% 40% 50% 0% 10% 100%

福井県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 25% 56% 0% 19% 100% 33% 50% 0% 17% 100%

山梨県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 4% 73% 0% 23% 100% 11% 68% 0% 21% 100%

長野県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 12% 49% 1% 37% 100% 15% 47% 1% 36% 100%

岐阜県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 17% 51% 0% 32% 100% 21% 49% 0% 30% 100%

静岡県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 13% 74% 0% 13% 100% 25% 64% 0% 11% 100%

愛知県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 19% 58% 2% 21% 100% 29% 51% 2% 18% 100%

三重県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 18% 57% 0% 25% 100% 23% 53% 0% 23% 100%

滋賀県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 22% 56% 0% 22% 100% 30% 50% 0% 20% 100%

京都府 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48% 48% 0% 4% 100% 52% 44% 0% 4% 100%

大阪府 100% 0% 100% 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 9% 72% 0% 19% 100% 32% 55% 0% 14% 100%

兵庫県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 6% 85% 0% 9% 100% 24% 69% 0% 7% 100%

奈良県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 5% 45% 0% 50% 100% 10% 43% 0% 48% 100%

和歌山県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 7% 69% 0% 24% 100% 13% 65% 0% 23% 100%

鳥取県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 6% 78% 0% 17% 100% 15% 70% 0% 15% 100%

島根県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 33% 50% 0% 17% 100% 35% 50% 0% 15% 100%

岡山県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 20% 64% 0% 16% 100% 29% 57% 0% 14% 100%

広島県 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 15% 70% 0% 15% 100% 25% 63% 0% 13% 100%

山口県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 11% 89% 0% 0% 100% 20% 80% 0% 0% 100%

徳島県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 0% 4% 100% 4% 92% 0% 4% 100%

香川県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 13% 75% 0% 13% 100% 22% 67% 0% 11% 100%

愛媛県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 11% 84% 0% 5% 100% 19% 76% 0% 5% 100%

高知県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 12% 70% 0% 18% 100% 17% 66% 0% 17% 100%

福岡県 100% 0% 100% 50% 50% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 18% 47% 0% 35% 100% 21% 46% 0% 33% 100%

佐賀県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 26% 63% 0% 11% 100% 33% 57% 0% 10% 100%

長崎県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 11% 84% 0% 5% 100% 18% 77% 0% 5% 100%

熊本県 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 95% 0% 0% 100% 9% 91% 0% 0% 100%

大分県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 88% 0% 12% 100% 11% 79% 0% 11% 100%

宮崎県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 12% 68% 0% 20% 100% 19% 63% 0% 19% 100%

鹿児島県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 7% 86% 0% 7% 100% 11% 82% 0% 7% 100%

沖縄県 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 5% 48% 0% 48% 100% 7% 48% 0% 45% 100%
全国 100% 0% 100% 80% 20% 100% 98% 2% 100% 90% 10% 100% 14% 64% 0% 21% 100% 21% 59% 0% 19% 100%

都道府県
都道府県 政令指定都市 中核市 特例市

特例市未満の市区町村
合計

全体
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【特例市未満の市区町村の内訳】 

 
注）表題の記号の表す内容は以下の通り。 

    ①事務事業編及び区域施策編を策定済 

    ②事務事業編のみ策定済 

    ③区域施策編のみ策定済 

    ④未策定 

 
  

① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計 ① ② ③ ④ 計

北海道 33% 67% 0% 0% 100% 15% 77% 0% 8% 100% 6% 81% 0% 14% 100% 4% 69% 0% 26% 100%

青森県 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 53% 0% 47% 100% 8% 62% 0% 31% 100%

岩手県 0% 100% 0% 0% 100% 43% 43% 0% 14% 100% 0% 64% 0% 36% 100% 13% 50% 0% 38% 100%

宮城県 0% 100% 0% 0% 100% 0% 86% 7% 7% 100% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

秋田県 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 20% 100% 0% 83% 0% 17% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

山形県 0% 100% 0% 0% 100% 14% 86% 0% 0% 100% 27% 36% 0% 36% 100% 0% 21% 0% 79% 100%

福島県 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 56% 0% 44% 100% 7% 70% 0% 23% 100%

茨城県 67% 33% 0% 0% 100% 31% 58% 0% 12% 100% 25% 38% 0% 38% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

栃木県 50% 50% 0% 0% 100% 22% 78% 0% 0% 100% 0% 89% 0% 11% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

群馬県 0% 100% 0% 0% 100% 11% 89% 0% 0% 100% 9% 64% 0% 27% 100% 0% 60% 0% 40% 100%

埼玉県 43% 57% 0% 0% 100% 15% 74% 4% 7% 100% 18% 36% 9% 36% 100% 67% 0% 0% 33% 100%

千葉県 62% 38% 0% 0% 100% 0% 80% 0% 20% 100% 0% 82% 0% 18% 100% 0% 57% 0% 43% 100%

東京都 72% 26% 0% 3% 100% 36% 55% 0% 9% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 36% 0% 64% 100%

神奈川県 40% 40% 0% 20% 100% 22% 78% 0% 0% 100% 14% 71% 0% 14% 100% 0% 67% 0% 33% 100%

新潟県 50% 50% 0% 0% 100% 36% 50% 14% 0% 100% 0% 40% 0% 60% 100% 17% 17% 0% 67% 100%

富山県 0% 100% 0% 0% 100% 0% 88% 0% 13% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

石川県 100% 0% 0% 0% 100% 17% 67% 0% 17% 100% 38% 50% 0% 13% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

福井県 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 100% 25% 63% 0% 13% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

山梨県 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 10% 100% 14% 71% 0% 14% 100% 0% 56% 0% 44% 100%

長野県 33% 67% 0% 0% 100% 67% 33% 0% 0% 100% 0% 74% 0% 26% 100% 0% 41% 2% 56% 100%

岐阜県 75% 25% 0% 0% 100% 21% 79% 0% 0% 100% 7% 33% 0% 60% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

静岡県 43% 57% 0% 0% 100% 7% 87% 0% 7% 100% 0% 75% 0% 25% 100% 0% 60% 0% 40% 100%

愛知県 40% 60% 0% 0% 100% 17% 59% 3% 21% 100% 0% 80% 0% 20% 100% 0% 25% 0% 75% 100%

三重県 40% 60% 0% 0% 100% 33% 67% 0% 0% 100% 8% 54% 0% 38% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

滋賀県 50% 25% 0% 25% 100% 25% 63% 0% 13% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 33% 0% 67% 100%

京都府 100% 0% 0% 0% 100% 62% 38% 0% 0% 100% 40% 60% 0% 0% 100% 17% 67% 0% 17% 100%

大阪府 18% 73% 0% 9% 100% 8% 85% 0% 8% 100% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

兵庫県 0% 100% 0% 0% 100% 9% 77% 0% 14% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

奈良県 50% 50% 0% 0% 100% 10% 90% 0% 0% 100% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 17% 0% 83% 100%

和歌山県 0% 0% 0% 0% 0% 14% 86% 0% 0% 100% 0% 73% 0% 27% 100% 9% 55% 0% 36% 100%

鳥取県 0% 100% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 50% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 71% 0% 29% 100%

島根県 100% 0% 0% 0% 100% 40% 40% 0% 20% 100% 25% 50% 0% 25% 100% 25% 63% 0% 13% 100%

岡山県 100% 0% 0% 0% 100% 17% 75% 0% 8% 100% 25% 75% 0% 0% 100% 0% 25% 0% 75% 100%

広島県 33% 67% 0% 0% 100% 17% 83% 0% 0% 100% 11% 78% 0% 11% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

山口県 40% 60% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

徳島県 0% 100% 0% 0% 100% 0% 86% 0% 14% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

香川県 0% 100% 0% 0% 100% 33% 67% 0% 0% 100% 0% 71% 0% 29% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

愛媛県 67% 33% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 67% 0% 33% 100%

高知県 0% 0% 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 100% 18% 82% 0% 0% 100% 0% 68% 0% 32% 100%

福岡県 100% 0% 0% 0% 100% 12% 64% 0% 24% 100% 11% 37% 0% 53% 100% 0% 50% 0% 50% 100%

佐賀県 0% 100% 0% 0% 100% 50% 33% 0% 17% 100% 14% 71% 0% 14% 100% 20% 80% 0% 0% 100%

長崎県 0% 100% 0% 0% 100% 10% 80% 0% 10% 100% 17% 83% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

熊本県 0% 100% 0% 0% 100% 8% 92% 0% 0% 100% 7% 93% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100%

大分県 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 83% 0% 17% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

宮崎県 50% 50% 0% 0% 100% 25% 75% 0% 0% 100% 0% 73% 0% 27% 100% 13% 63% 0% 25% 100%

鹿児島県 50% 50% 0% 0% 100% 18% 82% 0% 0% 100% 0% 92% 0% 8% 100% 0% 88% 0% 12% 100%

沖縄県 33% 67% 0% 0% 100% 10% 70% 0% 20% 100% 0% 67% 0% 33% 100% 0% 22% 0% 78% 100%
全国 49% 49% 0% 2% 100% 18% 73% 1% 9% 100% 8% 68% 0% 25% 100% 4% 58% 0% 38% 100%

特例市未満の市区町村
100,000人以上

特例市未満の市区町村
30,000～99,999人

特例市未満の市区町村
10,000～29,999人

特例市未満の市区町村
10,000人未満都道府県
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（３）実行計画（事務事業編及び区域施策編）の策定団体名一覧 

（地方公共団体） 
      ※実行計画（区域施策編）の策定が義務づけられている団体については、団体名を 斜体 で表記。 

都道府県 策定状況 団体名 

北海道 事務事業編 
および 
区域施策編 

北海道 札幌市 函館市 旭川市 釧路市 苫小牧市 稚内市  
富良野市 石狩市 ニセコ町 上砂川町 比布町 猿払村 鹿追町 
上富良野町 

事務事業編 
のみ 

小樽市 室蘭市 帯広市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市  
留萌市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市  
名寄市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 深川市 登別市  
恵庭市 北広島市 北斗市 福島町 知内町 七飯町 森町  
八雲町 長万部町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 せたな町  
島牧村 黒松内町 蘭越町 真狩村 留寿都村 倶知安町 共和町  
神恵内村 積丹町 余市町 赤井川村 南幌町 奈井江町  
由仁町 長沼町 月形町 新十津川町 秩父別町 雨竜町 北竜町 
沼田町 鷹栖町 東神楽町 当麻町 愛別町 上川町 東川町  
美瑛町 中富良野町 剣淵町 美深町 中川町 幌加内町 小平町 
苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 中頓別町 枝幸町 豊富町  
利尻町 幌延町 美幌町 津別町 清里町 小清水町 訓子府町  
佐呂間町 遠軽町 湧別町 興部町 西興部村 雄武町 大空町  
豊浦町 白老町 厚真町 むかわ町 新冠町 浦河町 様似町  
えりも町 新ひだか町 音更町 士幌町 上士幌町 新得町  
清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広尾町 幕別町  
豊頃町 本別町 陸別町 浦幌町 釧路町 厚岸町 浜中町  
標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 別海町 中標津町 標津町  
羅臼町 和寒町 下川町 置戸町 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 三笠市 歌志内市 伊達市 当別町 新篠津村 松前町  
木古内町 鹿部町 江差町 奥尻町 今金町 寿都町 喜茂別町  
京極町 岩内町 泊村 古平町 仁木町 栗山町 浦臼町  
妹背牛町 南富良野町 占冠村 音威子府村 増毛町 天塩町  
浜頓別町 礼文町 利尻富士町 斜里町 滝上町 壮瞥町  
洞爺湖町 安平町 日高町 平取町 池田町 足寄町  

青森県 事務事業編 
および 
区域施策編 

青森県 青森市 八戸市 外ヶ浜町  

事務事業編 
のみ 

弘前市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市  
つがる市 平川市 今別町 蓬田村 鰺ヶ沢町 深浦町 藤崎町  
田舎館村 板柳町 鶴田町 野辺地町 七戸町 おいらせ町  
大間町 風間浦村 佐井村 五戸町 田子町 階上町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 平内町 西目屋村 大鰐町 中泊町 六戸町 横浜町 東北町  
六ヶ所村 東通村 三戸町 南部町 新郷村  

岩手県 事務事業編 
および 
区域施策編 

岩手県  盛岡市 宮古市 大船渡市 滝沢市 野田村  

事務事業編 
のみ 

花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市  二戸市  
奥州市 雫石町 葛巻町 岩手町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町  
住田町 山田町 岩泉町 田野畑村 洋野町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 陸前高田市 八幡平市 紫波町 平泉町 大槌町 普代村 軽米町  
九戸村 一戸町  
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都道府県 策定状況 団体名 

宮城県 事務事業編 
および 
区域施策編 

宮城県 

事務事業編 
のみ 

仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市  
多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 大崎市 蔵王町 柴田町  
川崎町 亘理町 松島町 七ヶ浜町 大和町 大郷町 富谷町  
大衡村 加美町 南三陸町  

区域施策編 
のみ 

東松島市  

未策定 七ヶ宿町 大河原町村 田町 丸森町 山元町 利府町 色麻町  
涌谷町 美里町 女川町  

秋田県 事務事業編 
および 
区域施策編 

秋田県 秋田市  

事務事業編 
のみ 

能代市 大館市 男鹿市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 潟上市  
大仙市 にかほ市 仙北市 小坂町 三種町 八峰町 井川町  
大潟村 美郷町 羽後町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 横手市 北秋田市 上小阿仁村 藤里町 五城目町 八郎潟町 
東成瀬村  

山形県 事務事業編 
および 
区域施策編 

山形県  山形市 寒河江市 村山市 高畠町 庄内町  

事務事業編 
のみ 

米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 上山市 長井市 天童市 東根市  
南陽市 中山町 真室川町 川西町 小国町 飯豊町  
遊佐町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 尾花沢市 山辺町 河北町 西川町 朝日町 大江町 大石田町  
金山町 最上町 舟形町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 白鷹町 三川町  

福島県 事務事業編 
および 
区域施策編 

福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 矢祭町 飯舘村  

事務事業編 
のみ 

白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市  
南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村  
天栄村 下郷町 檜枝岐村 只見町 西会津町 磐梯町 猪苗代町  
会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 棚倉町 塙町 鮫川村  
石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町  
広野町 富岡町 川内村 葛尾村 新地町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 鏡石町 南会津町 北塩原村 金山町 昭和村 会津美里町  
西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 楢葉町 大熊町 双葉町  
浪江町  

茨城県 事務事業編 
および 
区域施策編 

茨城県  水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 龍ケ崎市  
常陸太田市 つくば市 潮来市 筑西市 神栖市 行方市 茨城町  
東海村 美浦村 阿見町  

事務事業編 
のみ 

結城市 下妻市 常総市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市  
ひたちなか市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 坂東市  
かすみがうら市 桜川市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市  
大子町 河内町 八千代町 五霞町 利根町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 牛久市 鹿嶋市 稲敷市 大洗町 城里町 境町  
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都道府県 策定状況 団体名 

栃木県 事務事業編 
および 
区域施策編 

栃木県 宇都宮市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 上三川町  
高根沢町 

事務事業編 
のみ 

足利市 栃木市 佐野市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市  
さくら市 那須烏山市 下野市 益子町 茂木町 市貝町  
壬生町 野木町 塩谷町 那須町 那珂川町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 芳賀町  
群馬県 事務事業編 

および 
区域施策編 

群馬県 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 沼田市 邑楽町 

事務事業編 
のみ 

桐生市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市  
上野村 下仁田町 中之条町 長野原町 嬬恋村 高山村  
東吾妻町 片品村 川場村 みなかみ町 玉村町 板倉町  
明和町 千代田町 大泉町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 榛東村 吉岡町 神流町 南牧村 甘楽町 草津町 昭和村  
埼玉県 事務事業編 

および 
区域施策編 

埼玉県 さいたま市 川越市 川口市 秩父市 所沢市 春日部市 
狭山市 草加市 越谷市 戸田市 和光市 新座市 久喜市  
富士見市 鶴ヶ島市 ふじみ野市 嵐山町 横瀬町 皆野町  
長瀞町 伊奈町 

事務事業編 
のみ 

熊谷市 行田市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市  
鴻巣市 深谷市 上尾市 蕨市 入間市 朝霞市 志木市 桶川市  
北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 日高市  
吉川市 白岡市 三芳町 毛呂山町 越生町 吉見町 鳩山町  
ときがわ町 宮代町 杉戸町 松伏町  

区域施策編 
のみ 

小鹿野町 小川町 

未策定 川島町 東秩父村 美里町 神川町 寄居町 滑川町 上里町 
千葉県 事務事業編 

および 
区域施策編 

千葉県 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 成田市 佐倉市  
習志野市 柏市 市原市 流山市 鎌ケ谷市  

事務事業編 
のみ 

館山市 木更津市 野田市 茂原市 東金市 旭市 勝浦市  
八千代市 我孫子市 君津市 浦安市 四街道市 袖ケ浦市  
八街市 印西市 白井市 富里市 南房総市 匝瑳市 香取市  
山武市 大網白里市 酒々井町 多古町 東庄町 横芝光町  
一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町 大多喜町  
御宿町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 銚子市 鴨川市 富津市 いすみ市 栄町 神崎町 九十九里町  
芝山町 鋸南町  

東京都 事務事業編 
および 
区域施策編 

東京都 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区  
目黒区 大田区 世田谷区 中野区 豊島区 北区 荒川区  
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 武蔵野市  
三鷹市 府中市 昭島市 調布市 小金井市 小平市 日野市  
狛江市 稲城市 羽村市 あきる野市  

事務事業編 
のみ 

千代田区 中央区 杉並区 立川市 青梅市 町田市 東村山市  
国分寺市 国立市 福生市 東大和市 東久留米市 武蔵村山市  
多摩市 西東京市 瑞穂町 檜原村 奥多摩町 利島村 小笠原村  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 渋谷区 清瀬市 日の出町 大島町 新島村 神津島村 三宅村  
御蔵島村 八丈町 青ヶ島村  
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都道府県 策定状況 団体名 
神奈川県 事務事業編 

および 
区域施策編 

神奈川県 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市  
藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 伊勢原市 葉山町 
箱根町  

事務事業編 
のみ 

逗子市 三浦市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 寒川町  
大磯町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 真鶴町  
湯河原町 愛川町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 秦野市 二宮町 清川村  
新潟県 事務事業編 

および 
区域施策編 

新潟県 新潟市 長岡市 三条市 村上市 燕市 妙高市  
魚沼市 南魚沼市 刈羽村  

事務事業編 
のみ 

新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 糸魚川市 五泉市  
上越市 佐渡市 胎内市 聖籠町 出雲崎町 津南町  

区域施策編 
のみ 

阿賀野市 柏崎市 

未策定 加茂市 弥彦村 田上町 阿賀町 湯沢町 関川村 粟島浦村  
富山県 事務事業編 

および 
区域施策編 

富山県 富山市 上市町 入善町  

事務事業編 
のみ 

高岡市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 南砺市  
射水市 立山町 朝日町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 小矢部市 舟橋村  
石川県 事務事業編 

および 
区域施策編 

石川県  金沢市 小松市 珠洲市 加賀市 白山市 内灘町  
宝達志水町  

事務事業編 
のみ 

七尾市 輪島市 羽咋市 かほく市 野々市市 川北町 津幡町  
志賀町 穴水町 能登町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 能美市 中能登町  
福井県 事務事業編 

および 
区域施策編 

福井県 福井市 勝山市 鯖江市 越前市 永平寺町  

事務事業編 
のみ 

敦賀市 小浜市 大野市 あわら市 坂井市 南越前町 美浜町  
高浜町 若狭町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 池田町 越前町 おおい町  
山梨県 事務事業編 

および 
区域施策編 

山梨県 甲府市 富士川町  

事務事業編 
のみ 

富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市  
北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 市川三郷町  
身延町 南部町 昭和町 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 中央市 早川町 道志村 富士河口湖町 小菅村 丹波山村  
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都道府県 策定状況 団体名 
長野県 事務事業編 

および 
区域施策編 

長野県 長野市 松本市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市  
小諸市 伊那市 茅野市 東御市 安曇野市  

事務事業編 
のみ 

上田市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 塩尻市 佐久市  
千曲市 小海町 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 下諏訪町  
辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 宮田村 阿南町 天龍村  
泰阜村 大鹿村 上松町 木曽町 朝日村 高山村 山ノ内町  
木島平村 野沢温泉村 信濃町 飯綱町 栄村 松川町 王滝村 
小谷村 小布施町 木祖村 

区域施策編 
のみ 

白馬村  

未策定 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 立科町 青木村 長和町  
富士見町 原村 中川村 高森町 阿智村 平谷村 根羽村  
下條村 売木村 喬木村 豊丘村 南木曽町 大桑村 麻績村  
生坂村 山形村 筑北村 池田町 松川村 小川村 坂城町 

岐阜県 事務事業編 
および 
区域施策編 

岐阜県 岐阜市 高山市 多治見市 恵那市 各務原市 可児市  
下呂市 御嵩町  

事務事業編 
のみ 

大垣市 関市 中津川市 瑞浪市 羽島市 美濃加茂市 土岐市  
山県市 瑞穂市 飛騨市 本巣市 郡上市 海津市 養老町  
関ケ原町 輪之内町 大野町 川辺町 七宗町 八百津町 白川村  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 美濃市 笠松町 垂井町 安八町 揖斐川町 北方町 坂祝町  
富加町 白川町 岐南町 神戸町 池田町 東白川村  

静岡県 事務事業編 
および 
区域施策編 

静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 三島市 富士市 焼津市  
掛川市 伊豆の国市  

事務事業編 
のみ 

熱海市 富士宮市 伊東市 島田市 磐田市 藤枝市 御殿場市  
袋井市 下田市 湖西市 伊豆市 御前崎市 菊川市 牧之原市  
東伊豆町 南伊豆町 松崎町 函南町 清水町 長泉町 小山町  
吉田町 川根本町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 裾野市 河津町 西伊豆町 森町  
愛知県 事務事業編 

および 
区域施策編 

愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市  
碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市 新城市 知立市  
日進市 みよし市  

事務事業編 
のみ 

瀬戸市 豊川市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 稲沢市 
東海市 大府市 知多市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市  
愛西市 清須市 北名古屋市 東郷町 豊山町 蟹江町 阿久比町  
東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 東栄町  

区域施策編 
のみ 

田原市  

未策定 津島市 弥富市 あま市 長久手市 大口町 扶桑町 大治町  
飛島村 設楽町 豊根村  

三重県 事務事業編 
および 
区域施策編 

三重県 津市 四日市市 伊勢市 亀山市 伊賀市 紀北町  

事務事業編 
のみ 

松阪市 桑名市 鈴鹿市 名張市 鳥羽市 いなべ市 志摩市  
東員町 菰野町 朝日町 川越町 明和町 大台町 度会町  
熊野市 木曽岬町 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 尾鷲市 多気町 玉城町 大紀町 南伊勢町 御浜町 紀宝町  
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都道府県 策定状況 団体名 
滋賀県 事務事業編 

および 
区域施策編 

滋賀県 大津市 長浜市 近江八幡市 草津市 栗東市  

事務事業編 
のみ 

彦根市 守山市 甲賀市 野洲市 湖南市 米原市 日野町  
竜王町 愛荘町 多賀町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 高島市 東近江市 豊郷町 甲良町  
京都府 事務事業編 

および 
区域施策編 

京都府 京都市 舞鶴市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市  
向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 宇治田原町  
与謝野町  

事務事業編 
のみ 

福知山市 綾部市 京丹後市 木津川市 大山崎町 久御山町  
井手町 笠置町 和束町 精華町 京丹波町 伊根町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 南山城村 
大阪府 事務事業編 

および 
区域施策編 

大阪府 大阪市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市  
茨木市 八尾市 寝屋川市 和泉市 箕面市 摂津市 東大阪市  

事務事業編 
のみ 

堺市 池田市 泉大津市 貝塚市 守口市 泉佐野市 富田林市  
河内長野市 松原市 大東市 柏原市 門真市 高石市 藤井寺市  
四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 忠岡町  
熊取町 田尻町 河南町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 羽曳野市 泉南市 能勢町 岬町 太子町 千早赤阪村  
兵庫県 事務事業編 

および 
区域施策編 

兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市  
宝塚市 高砂市 加西市  

事務事業編 
のみ 

洲本市 芦屋市 伊丹市 豊岡市 赤穂市 西脇市 三木市  
川西市 三田市 篠山市 養父市 丹波市 南あわじ市 淡路市  
宍粟市 加東市 たつの市 猪名川町 多可町 稲美町 播磨町  
市川町 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町  
新温泉町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 相生市 小野市 朝来市  
奈良県 事務事業編 

および 
区域施策編 

奈良県 奈良市 天理市 橿原市  

事務事業編 
のみ 

大和高田市 大和郡山市 桜井市 五條市 生駒市 香芝市  
葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 田原本町 広陵町  
河合町 吉野町 天川村 十津川村  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 御所市 山添村 安堵町 川西町 三宅町 曽爾村 御杖村  
高取町 明日香村 上牧町 王寺町 大淀町 下市町 黒滝村  
野迫川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村  

和歌山県 事務事業編 
および 
区域施策編 

和歌山県 和歌山市 岩出市 印南町  

事務事業編 
のみ 

海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市  
高野町 広川町 有田川町 美浜町 日高町 由良町 みなべ町  
日高川町 白浜町 上富田町 那智勝浦町 古座川町 串本町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 紀美野町 かつらぎ町 九度山町 湯浅町 すさみ町 太地町  
北山村  
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都道府県 策定状況 団体名 
鳥取県 事務事業編 

および 
区域施策編 

鳥取県 鳥取市 境港市  

事務事業編 
のみ 

米子市 岩美町 若桜町 智頭町 八頭町 三朝町 湯梨浜町  
琴浦町 北栄町 日吉津村 大山町 南部町 伯耆町 日南町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 倉吉市 日野町 江府町  
島根県 事務事業編 

および 
区域施策編 

島根県 出雲市 益田市 安来市 江津市 川本町 西ノ島町  

事務事業編 
のみ 

松江市 浜田市 雲南市 奥出雲町 飯南町 邑南町 津和野町  
吉賀町 海士町 知夫村  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 大田市 美郷町 隠岐の島町  
岡山県 事務事業編 

および 
区域施策編 

岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 瀬戸内市 和気町 美咲町  
浅口市 

事務事業編 
のみ 

玉野市 笠岡市 井原市 新見市 備前市 赤磐市 真庭市  
美作市 早島町 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 久米南町  
吉備中央町 総社市 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 高梁市 新庄村 奈義町 西粟倉村  
広島県 事務事業編 

および 
区域施策編 

広島県 呉市 福山市 三次市 廿日市 世羅町  

事務事業編 
のみ 

広島市 竹原市 三原市 尾道市 府中市 庄原市 大竹市  
東広島市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町  
坂町 神石高原町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 安芸太田町 北広島町 大崎上島町  
山口県 事務事業編 

および 
区域施策編 

山口県 下関市 宇部市 山口市  

事務事業編 
のみ 

萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 美祢市  
周南市 山陽小野田市 周防大島町 和木町 上関町 田布施町  
平生町 阿武町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 － 
徳島県 事務事業編 

および 
区域施策編 

徳島県 

事務事業編 
のみ 

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 阿波市 美馬市 三好市  
勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町  
美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町  
つるぎ町 東みよし町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 吉野川市  
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都道府県 策定状況 団体名 
香川県 事務事業編 

および 
区域施策編 

香川県 高松市 善通寺市 観音寺市  

事務事業編 
のみ 

丸亀市 坂出市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 土庄町  
小豆島町 三木町 直島町 琴平町 多度津町 まんのう町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 綾川町 宇多津町 
愛媛県 事務事業編 

および 
区域施策編 

愛媛県 松山市 今治市 新居浜市  

事務事業編 
のみ 

宇和島市 八幡浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市  
西予市 東温市 久万高原町 松前町 砥部町 内子町 伊方町  
松野町 鬼北町 愛南町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 上島町  
高知県 事務事業編 

および 
区域施策編 

高知県 高知市 南国市 香南市 香美市 四万十町  

事務事業編 
のみ 

室戸市 安芸市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市  
奈半利町 馬路村 本山町 大豊町 土佐町 大川村 いの町  
中土佐町 佐川町 越知町 梼原町 津野町 大月町 三原村  
黒潮町 仁淀川町 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 東洋町 田野町 安田町 北川村 芸西村 日高村  
福岡県 事務事業編 

および 
区域施策編 

福岡県 北九州市 大牟田市 久留米市 飯塚市 筑紫野市  
春日市 宗像市 古賀市 福津市 糸島市 芦屋町 大木町  

事務事業編 
のみ 

福岡市 直方市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市  
豊前市 中間市 小郡市 大野城市 太宰府市 うきは市  
宮若市 嘉麻市 みやま市 志免町 粕屋町 遠賀町 小竹町  
広川町 川崎町 赤村 苅田町 吉富町 上毛町 築上町  
筑前町 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 田川市 朝倉市 那珂川町 宇美町 篠栗町 須恵町 新宮町  
久山町 水巻町 岡垣町 鞍手町 桂川町 東峰村 大刀洗町  
香春町 添田町 糸田町 大任町 福智町 みやこ町  

佐賀県 事務事業編 
および 
区域施策編 

佐賀県 佐賀市 鳥栖市 鹿島市 小城市 上峰町 みやき町  

事務事業編 
のみ 

唐津市 多久市 伊万里市 武雄市 嬉野市 吉野ヶ里町 基山町  
玄海町 大町町 江北町 白石町 太良町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 神埼市 有田町  
長崎県 事務事業編 

および 
区域施策編 

長崎県 長崎市 松浦市 南島原市 

事務事業編 
のみ 

佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 対馬市 壱岐市  
西海市 雲仙市 長与町 時津町 東彼杵町 川棚町 波佐見町  
小値賀町 佐々町 新上五島町 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 五島市  
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都道府県 策定状況 団体名 
熊本県 事務事業編 

および 
区域施策編 

熊本県 熊本市 水俣市 玉名市   
  

事務事業編 
のみ 

八代市 人吉市 荒尾市 山鹿市 菊池市 上天草市 阿蘇市  
天草市 宇土市 宇城市 合志市 美里町 玉東町 南関町  
長洲町 和水町 大津町 菊陽町 南小国町 小国町 産山村  
高森町 西原村 南阿蘇村 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町  
山都町 氷川町 芦北町 津奈木町 錦町 多良木町 湯前町  
水上村 相良村 五木村 山江村 あさぎり町 苓北町 球磨村 

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 － 
大分県 事務事業編 

および 
区域施策編 

大分県  大分市  

事務事業編 
のみ 

別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後高田市  
杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 日出町 九重町  
玖珠町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 竹田市 姫島村  
宮崎県 事務事業編 

および 
区域施策編 

宮崎県 宮崎市 都城市 日南市 日之影町  

事務事業編 
のみ 

延岡市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 高原町  
高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 都農町 諸塚村  
椎葉村 高千穂町 五ヶ瀬町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 三股町 国富町 綾町 門川町 美郷町 
鹿児島県 事務事業編 

および 
区域施策編 

鹿児島県 鹿児島市 鹿屋市 日置市 姶良市  

事務事業編 
のみ 

枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市  
薩摩川内市 曽於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市  
志布志市 奄美市 南九州市 三島村 十島村 さつま町 長島町  
湧水町 大崎町 東串良町 錦江町 肝付町 南種子町 屋久島町  
大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町  
伊仙町 和泊町 知名町 与論町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 伊佐市 南大隅町 中種子町  
沖縄県 事務事業編 

および 
区域施策編 

沖縄県 宜野湾市 沖縄市  

事務事業編 
のみ 

那覇市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 豊見城市 うるま市  
南城市 大宜味村 今帰仁村 本部町 恩納村 宜野座村 金武町  
嘉手納町 北谷町 西原町 与那原町 南風原町 竹富町  

区域施策編 
のみ 

－ 

未策定 宮古島市 国頭村 東村 伊江村 読谷村 北中城村 中城村  

渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村  

伊平屋村 伊是名村 久米島町 八重瀬町 多良間村 与那国町  
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（４）実行計画（事務事業編）の策定団体名一覧（一部事務組合） 

※策定状況不明（無回答）の場合は未策定扱いとした。  

都道府県 策定状況 団体名 

北海道 策定済 北しりべし廃棄物処理広域連合 北空知広域水道企業団 大雪浄化組合 
大雪消防組合 大雪清掃組合 川上郡衛生処理組合 根室北部衛生組合 
桂沢水道企業団 深川地区消防組合 石狩東部広域水道企業団  
砂川地区広域消防組合 羊蹄山ろく消防組合消防本部 
羽幌町外２町村衛生施設組合 西天北五町衛生施設組合  
西紋別地区環境衛生施設組合 釧路公立大学事務組合 

未策定 上川教育研修センター組合 中空知広域市町村圏組合  
中空知広域水道企業団 中空知衛生施設組合 釧路広域連合  
函館圏公立大学広域連合 函館湾流域下水道事務組合 長幌上水道企業団 
北十勝消防事務組合 北十勝２町環境衛生処理組合 北後志消防組合  
北後志衛生施設組合 釧路北部消防事務組合 北海道市町村備荒資金組合 
北海道市町村職員退職手当組合 北空知衛生センター組合  
北空知衛生施設組合 遠軽地区広域組合 北部桧山衛生センター組合  
十勝中部広域水道企業団 十勝圏複合事務組合 南十勝消防事務組合  
道央地区環境衛生組合 南十勝複合事務組合 南宗谷消防組合消防本部  
南渡島消防事務組合 南空知ふるさと市町村圏組合 南空知公衆衛生組合  
南部後志環境衛生組合 南部後志衛生施設組合 南宗谷衛生施設組合 
南部桧山衛生処理組合 名寄地区衛生施設事務組合 士別地方消防事務組合 
富良野広域連合 山越郡衛生処理組合 岩内・寿都地方消防組合  
岩内地方衛生組合 日高中部広域連合 日高中部消防組合  
日高中部衛生施設組合 日高地区交通災害共済組合 日高東部消防組合 
日高管内地方税滞納整理機構 日高西部消防組合 月新水道企業団  
東十勝消防事務組合 根室北部廃棄物処理広域連合 檜山広域行政組合 
根室北部消防事務組合  渡島・檜山地方税滞納整理機構  
渡島廃棄物処理広域連合 滝川地区広域消防事務組合 網走地区消防組合 
石狩教育研修センター組合 砂川地区保健衛生組合 紋別地区消防組合 
空知教育センター組合 網走地方教育研修センター組合 胆振東部消防組合 
美幌・津別広域事務組合 西いぶり広域連合 西空知広域水道企業団  
西胆振消防組合 釧路・根室広域地方税滞納整理機構 利尻郡清掃施設組合   

青森県 策定済 下北地域広域行政事務組合 

未策定 鰺ヶ沢地区消防事務組合 つがる西北五広域連合 三戸郡福祉事務組合 
一部事務組合下北医療センター 三戸地区塵芥処理事務組合  
三戸地区環境整備事務組合 上北地方教育・福祉事務組合  
中部上北広域事業組合 久吉ダム水道企業団 五所川原地区消防事務組合  
八戸圏域水道企業団 八戸地域広域市町村圏事務組合  
北部上北広域事務組合 十和田地区環境整備事務組合  
十和田地区食肉処理事務組合 十和田地域広域事務組合  
南黒地方福祉事務組合 弘前地区消防事務組合 黒石地区清掃施設組合 
弘前地区環境整備事務組合 津軽広域水道企業団 西海岸衛生処理組合 
田子高原広域事務組合 西北五広域福祉事務組合 青森県市長会館管理組合 
西北五環境整備事務組合 青森県後期高齢者医療広域連合 
青森地域広域事務組合 青森地域広域消防事務組合  
青森県交通災害共済組合 青森県市町村総合事務組合  
青森県市町村職員退職手当組合 

岩手県 策定済 久慈広域連合 北上地区広域行政組合 奥州金ケ崎行政事務組合  
岩手・玉山環境組合 岩手沿岸南部広域環境組合 気仙広域連合  
盛岡・紫波地区環境施設組合 盛岡地区衛生処理組合  
釜石大槌地区行政事務組合 二戸地区広域行政事務組合 

未策定 一関地区広域行政組合 北上地区消防組合 大船渡地区消防組合  
大船渡地区環境衛生組合 宮古地区広域行政組合 岩手中部広域行政組合 
岩手県後期高齢者医療広域連合 岩手県競馬組合 岩手県自治会館管理組合 
盛岡北部行政事務組合 盛岡地区広域消防組合 紫波、稗貫衛生処理組合 岩
手中部水道企業団 岩手県市町村総合事務組合 滝沢・雫石環境組合  
盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合 岩手県沿岸知的障害児施設組合 
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都道府県 策定状況 団体名 

宮城県 策定済 亘理名取共立衛生処理組合 加美郡保健医療福祉行政事務組合  
塩釜地区消防事務組合 大崎地域広域行政事務組合 宮城東部衛生処理組合 
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 白石市外二町組合  
石巻地区広域行政事務組合 石巻地方広域水道企業団 

未策定 みやぎ県南中核病院企業団 亘理地区行政事務組合  
仙南地域広域行政事務組合 大衡村外一町牛野ダム管理組合  
宮城県市町村職員退職手当組合 宮城県市町村自治振興センター    
宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合  
色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合 黒川地域行政事務組合 
西臼杵広域行政事務組合 

秋田県 策定済 大仙美郷介護福祉組合 大曲仙北広域市町村圏組合  
本荘由利広域市町村圏組合 湯沢雄勝広域市町村圏組合  
男鹿地区消防一部事務組合 秋田県市町村会館管理組合  
秋田県市町村総合事務組合 秋田県後期高齢者医療広域連合  
能代山本広域市町村圏組合 鹿角広域行政組合 

未策定 井川町・潟上市共有財産管理組合 八郎湖周辺清掃事務組合  
八郎潟町・井川町衛生処理施設組合 北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合 
北秋田市周辺衛生施設組合 大仙美郷環境事業組合  
湖東地区行政一部事務組合 男鹿地区衛生処理一部事務組合  
能代市山本郡養護老人ホーム組合 

山形県 策定済 最上広域市町村圏事務組合 

未策定 北村山公立病院組合 北村山広域行政事務組合 西村山広域行政事務組合 
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 山形広域環境事務組合  
庄内広域行政組合 最上川中部水道企業団 酒田地区広域行政組合 
東根市外二市一町共立衛生処理組合 松川堰組合 置賜広域行政事務組合 
河北町ほか２市広域斎場事務組合 置賜広域病院組合 西置賜行政組合 

福島県 策定済 双葉地方広域市町村圏組合 川俣方部衛生処理組合 東白衛生組合  
白河地方広域市町村圏整備組合 相馬地方広域市町村圏組合  
石川地方生活環境施設組合 福島県後期高齢者医療広域連合  
磐梯町外一市二町一ヶ村組合 郡山地方広域消防組合  
須賀川地方広域消防組合 双葉地方水道企業団 

未策定 伊達地方消防組合 伊達地方衛生処理組合  
会津若松地方広域市町村圏整備組合 公立小野町地方綜合病院企業団  
公立岩瀬病院企業団 公立藤田病院組合 南会津地方広域市町村圏組合 
南会津地方環境衛生組合 喜多方地方広域市町村圏組合  
福島県国見町・桑折町有北山組合 安達地方広域行政組合  
田村広域行政組合 相馬地方広域水道企業団 相馬方部衛生組合  
福島地方水道用水供給企業団 福島県市民交通災害共済組合  
福島県市町村総合事務組合 須賀川地方保健環境組合 

茨城県 策定済 下妻地方広域事務組合 大宮地方環境整備組合 新治地方広域事務組合 
日立・高萩広域下水道組合 稲敷地方広域市町村圏事務組合  
筑北環境衛生組合 茨城地方広域環境事務組合 龍ケ崎地方塵芥処理組合 
高萩・北茨城広域工業用水道企業団  

未策定 さしま環境管理事務組合 ひたちなか・東海広域事務組合  
利根川水系県南水防事務組合 取手地方広域下水道組合  
取手市外2市火葬場組合 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合 
大洗、鉾田、水戸環境組合 常総地方広域市町村圏事務組合 常総衛生組合 
水戸地方農業共済事務組合 県西総合病院 龍ケ崎地方衛生組合 
清水丘診療所事務組合 湖北水道企業団 湖北環境衛生組合  
牛久市・阿見町斎場組合  石岡地方斎場組合 江戸崎地方衛生土木組合 
笠間地方広域事務組合 筑西広域市町村圏事務組合 塩谷広域行政組合 
茨城北農業共済事務組合 茨城県南水道企業団 茨城県市町村総合事務組合 
茨城県後期高齢者医療広域連合 茨城租税債権管理機構  
茨城美野里環境組合 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  
霞台厚生施設組合 鹿島地方事務組合 鹿行広域事務組合  
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栃木県 策定済 佐野地区衛生施設組合 小山広域保健衛生組合 那須地区広域行政事務組合 
塩谷広域行政組合 

未策定 南那須地区広域行政事務組合 大田原地区広域消防組合  
宇都宮市街地開発組合 宇都宮西中核工業団地事務組合  
栃木県南公設地方卸売市場事務組合 栃木県市町村総合事務組合  
石橋地区消防組合 芳賀中部上水道企業団 芳賀地区広域行政事務組合 
芳賀郡中部環境衛生事務組合 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合  
黒磯那須共同火葬場組合 黒磯那須消防組合 

群馬県 策定済 桐生地域医療組合 甘楽西部環境衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 
西吾妻衛生施設組合 群馬県市町村会館管理組合  
群馬県市町村総合事務組合 沼田市外二箇村清掃施設組合  
利根沼田広域市町村圏振興整備組合 群馬県後期高齢者医療広域連合  
多野藤岡医療事務市町村組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 

未策定 利根東部衛生施設組合 利根沼田学校組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 
吾妻東部衛生施設組合 大泉町外二町環境衛生施設組合  
富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 富岡地域医療事務組合  
富岡甘楽衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組合  
烏帽子山植林組合 西吾妻環境衛生施設組合 西吾妻福祉病院組合  
邑楽館林医療事務組合 館林地区消防組合 館林衛生施設組合  
高崎市・安中市消防組合 

埼玉県 策定済 志木地区衛生組合 朝霞地区一部事務組合 上尾、桶川、伊奈衛生組合  
久喜宮代衛生組合 北本地区衛生組合 坂戸、鶴ヶ島下水道組合  
埼葛斎場組合 小川地区衛生組合 東埼玉資源環境組合  
比企広域市町村圏組合 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合  
秩父広域市町村圏組合 蓮田白岡衛生組合 蕨戸田衛生センター組合  
越谷・松伏水道企業団 川越地区消防組合 荒川北縁水防事務組合 

未策定 坂戸・鶴ヶ島消防組合 埼玉西部消防組合 西入間広域消防組合  
児玉郡市広域市町村圏組合 入間東部地区消防組合 本庄上里学校給食組合 
入間東部地区衛生組合 入間西部衛生組合 加須市・羽生市水防事務組合 
吉川松伏消防組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸地区衛生組合  
埼玉中部環境保全組合 埼玉東部消防組合 埼玉県央広域事務組合  
埼玉県市町村総合事務組合 埼玉県浦和競馬組合 埼玉県都市競艇組合 
埼玉西部環境保全組合 妻沼南河原環境施設組合 広域静苑組合  
広域飯能斎場組合 戸田競艇組合 桶川北本水道企業団  
江戸川水防事務組合 皆野・長瀞上下水道組合 鴻巣行田北本環境資源組合 
利根川栗橋流域水防事務組合 大里広域市町村圏組合  

千葉県 策定済 佐倉市、酒々井町清掃組合 印旛衛生施設管理組合 印西地区消防組合 印
西地区衛生組合 君津広域水道企業団 東総衛生組合  
東葛中部地区総合開発事務組合 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合  
三芳水道企業団 北千葉広域水道企業団 千葉県市町村総合事務組合  
印西地区環境整備事業組合 

未策定 一宮聖苑組合 九十九里地域水道企業団 八匝水道企業団 
佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 佐倉市八街市酒々井町消防組合  
匝瑳市ほか二町環境衛生組合 匝瑳市横芝光町消防組合  
千葉県後期高齢者医療広域連合 千葉県競馬組合 南房総広域水道企業団 
君津中央病院企業団 君津富津広域下水道組合 香取広域市町村圏事務組合 
君津郡市広域市町村圏事務組合 四市複合事務組合 夷隅環境衛生組合 
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 安房郡市広域市町村圏事務組合  
山武郡市広域水道企業団 山武郡市広域行政組合 山武郡市環境衛生組合 
布施学校組合 東総地区広域市町村圏事務組合 東総広域水道企業団  
東金市外三市町清掃組合 鋸南地区環境衛生組合 国保国吉病院組合 
長生郡市広域市町村圏組合 長門川水道企業団 香取市東庄町病院組合  
印旛利根川水防事務組合 印旛郡市広域市町村圏事務組合  
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東京都 策定済 柳泉園組合 多摩ニュータウン環境組合 小平・村山・大和衛生組合  
東京都二十三区清掃一部事務組合 柳泉園組合 特別区競馬組合  
瑞穂斎場組合 立川・昭島・国立聖苑組合 阿伎留病院企業団  
多摩ニュータウン環境組合 小平・村山・大和衛生組合  
東京たま広域資源循環組合 立川・昭島・国立聖苑組合  
西多摩衛生組合 阿伎留病院企業団 

未策定 青梅、羽村地区工業用水道企業団 東京都三市収益事業組合  
南多摩斎場組合 多摩六都科学館組合 多摩川衛生組合 昭和病院組合 
東京都十一市競輪事業組合 東京都四市競艇事業組合 臨海部広域斎場組合 
東京都市町村議会議員公務災害補償等組合 湖南衛生組合 ふじみ衛生組合 
特別区人事・厚生事務組合 稲城・府中墓苑組合 秋川衛生組合 
福生病院組合 秋川衛生組合 東京都四市競艇事業組合 西秋川衛生組合 
羽村・瑞穂地区学校給食組合 臨海部広域斎場組合 多摩六都科学館組合      

神奈川県 策定済 広域大和斎場組合 神奈川県内広域水道企業団  
秦野市伊勢原市環境衛生組合 

未策定 南足柄市外二ケ市町組合 南足柄市外二ケ町組合 南足柄市外五ケ市町組合 
南足柄市外四ケ市町組合 南足柄市山北町開成町一部事務組合  
厚木愛甲環境施設組合 神奈川県後期高齢者医療広域連合  
小田原市外二ヶ市町組合 松田町外三ケ町組合 松田町外二ヶ町組合  
神奈川県市町村職員退職手当組合 神奈川県競輪組合 箱根町外二ヵ市組合 
足柄上衛生組合 足柄東部清掃組合 足柄西部清掃組合  
金目川水害予防組合 高座清掃施設組合 神奈川県川崎競馬組合 

新潟県 策定済 上越地域消防事務組合 十日町地域広域事務組合 新井頸南広域行政組合 
新潟県市町村総合事務組合 新発田地域広域事務組合  
豊栄郷清掃施設処理組合 

未策定 三条地域水道用水供給企業団 五泉地域衛生施設組合  
加茂市・田上町消防衛生組合 寺泊老人ホーム組合  
新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合 新潟県中東福祉事務組合  
新潟県中越福祉事務組合 新潟県後期高齢者医療広域連合  
燕・弥彦総合事務組合 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 

富山県 策定済 砺波地方衛生施設組合 

未策定 新川地域消防組合 富山県市町村総合事務組合 新川広域圏事務組合 
滑川中新川地区広域情報事務組合 中新川広域行政事務組合  
富山地区広域圏事務組合 富山県後期高齢者医療広域連合  
新川広域圏事務組合 庄川左岸水害予防組合 小矢部川中流水害予防組合 
庄川右岸水害予防組合 庄川左岸水害予防組合 新川地域介護保険組合  

石川県 策定済 － 

未策定 南加賀広域圏事務組合 奥能登クリーン組合 小松加賀環境衛生事務組合 
手取川流域環境衛生事業組合 手取郷広域事務組合  
白山野々市広域事務組合 石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合  
石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合 能美広域事務組合 
石川県市町村消防賞じゅつ金組合 石川県市町村職員退職手当組合  
石川県市町議会議員公務災害補償等組合 能美介護認定事務組合  

福井県 策定済 五領川公共下水道事務組合 

未策定 公立小浜病院組合 勝山・永平寺衛生管理組合 南越消防組合  
南越清掃組合  坂井地区広域連合 敦賀美方消防組合  
美浜・三方環境衛生組合 若狭消防組合 大野・勝山地区広域行政事務組合 
福井県丹南広域組合 福井県市町総合事務組合 福井県自治会館組合  
嶺北消防組合消防本部 武生三国モーターボート競争施行組合  
鯖江・丹生消防組合 鯖江広域衛生施設組合 
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山梨県 策定済 大月都留広域事務組合 山梨県市町村総合事務組合 峡北広域行政事務組合 
峡南衛生組合 

未策定 富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 釈迦堂遺跡博物館組合  
三郡衛生組合 中巨摩地区広域事務組合 富士五湖広域行政事務組合  
山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合 山梨県後期高齢者医療広域連合 
峡北地域広域水道企業団 峡南広域行政組合 峡東地域広域水道企業団 
東八代広域行政事務組合 東山梨環境衛生組合 東部地域広域水道企業団  
東山梨行政事務組合東山梨消防本部 山梨県東部広域連合  
河口湖南中学校組合 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合  
甲府地区広域行政事務組合 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合 
青木が原ごみ処理組合 青木ヶ原衛生センター  
鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合 

長野県 策定済 組合立諏訪中央病院 松塩筑木曽老人福祉施設組合 伊北環境行政組合 
松本広域連合 伊南行政組合 北信広域連合 北信保健衛生施設組合 
長野県上伊那広域水道用水企業団 上田地域広域連合 北部衛生施設組合 
千曲衛生施設組合 南信州広域連合 塩尻市辰野町中学校組合  
木曽広域連合 浅麓環境施設組合 白馬山麓環境施設組合 長野広域連合 
佐久水道企業団 上伊那広域連合 下伊那郡町村公平委員会組合  
南諏衛生施設組合 小諸市外二市御牧ヶ原水道組合 白馬山麓環境施設組合 
組合立諏訪中央病院  

未策定 上田市長和町中学校組合 佐久平環境衛生組合 六ケ郷用水組合 
東筑摩郡筑北保健衛生施設組合 穂高広域施設組合 伊那中央行政組合   
長野県市町村自治振興組合 下伊那郡土木技術センター組合  
安曇野松筑広域環境施設組合 佐久広域連合 諏訪広域連合  
諏訪市・茅野市衛生施設組合 両小野国保病院組合 川西保健衛生施設組合 
北佐久郡老人福祉施設組合 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合  
松本市・山形村・朝日村中学校組合 浅麓水道企業団 湖北行政事務組合 
湖周行政事務組合 白樺湖下水道組合 諏訪南行政事務組合 葛尾組合 
麻績村筑北村学校組合 松塩安筑老人福祉施設組合 岳南広域消防組合 
下伊那郡土木技術センター組合 岳北広域行政組合 川西保健衛生施設組合 
上田市東御市真田共有財産組合 下伊那南部総合事務組合  
北アルプス広域連合 須高行政事務組合 南佐久環境衛生組合 
北信地域町村交通災害共済事務組合  安曇野・松本行政事務組合  
安曇野市・松本市山林組合 松塩地区広域施設組合  
小海町北相木村南相木村中学校組合 長野県市町村総合事務組合  
東信地区交通災害共済組合 諏訪市・茅野市衛生施設組合  
諏訪南行政事務組合 辰野町塩尻市小学校組合  

岐阜県 策定済 瑞穂市・神戸町水道組合 揖斐郡消防組合 中濃地域農業共済事務組合  
南濃衛生施設利用事務組合 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合  
岐北衛生施設利用組合 東濃農業共済事務組合 大垣消防組合 

未策定 揖斐川水防事務組合 西南濃粗大廃棄物処理組合  
古川国府給食センター利用組合 美濃加茂市富加町中学校組合  
岐阜県市町村職員退職手当組合 本巣消防事務組合 可茂消防事務組合 
岐阜県地方競馬組合 岐阜県地方競馬組合 西濃環境整備組合  
飛騨農業共済事務組合 あすわ苑老人福祉施設事務組合 揖斐広域連合 
岐阜羽島衛生施設組合 不破消防組合 中濃地域広域行政事務組合  
中濃消防組合 可児川防災等ため池組合 可茂公設地方卸売市場組合  
大垣輪中水防事務組合 安八郡広域連合 岐阜県市町村会館組合  
岐阜羽島衛生施設組合 東濃西部広域行政事務組合 羽島郡広域連合  
西南濃老人福祉施設事務組合 中濃地域広域行政事務組合  
大垣輪中水防事務組合 岐阜県市町村会館組合 可茂広域行政事務組合 
土岐川防災ダム一部事務組合 西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合 

静岡県 策定済 三島函南広域行政組合 三島市外三ケ市町箱根山林組合  
三島市外五ケ市町箱根山林組合 

未策定 東河環境センター 掛川市・菊川市衛生施設組合 西豆衛生プラント組合 
御殿場市・小山町広域行政組合 牧之原市御前崎市広域施設組合 
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愛知県 策定済 小牧岩倉衛生組合 尾張旭市長久手市衛生組合 公立陶生病院組合  
刈谷知立環境組合 名古屋港管理組合 尾三衛生組合 北設広域事務組合 
海部南部広域事務組合 海部南部水道企業団 知多中部広域事務組合  
衣浦東部広域連合 衣浦衛生組合 西知多医療厚生組合 知多北部広域連合 
逢妻衛生処理組合 尾張東部衛生組合 愛知中部水道企業団  
海部地区環境事務組合 北設広域事務組合 知北平和公園組合 
海部南部消防組合  

未策定 愛知県市町村職員退職手当組合 東部知多衛生組合 海部地区水防事務組合 
海部地区水防事務組合 日東衛生組合 知多南部広域環境組合  
知多南部消防組合 丹羽広域事務組合 五条広域事務組合  
北名古屋水道企業団 北名古屋衛生組合 尾張東部火葬場管理組合  
新城北設楽交通災害共済組合 春日井小牧看護専門学校管理組合  
江南丹羽環境管理組合 瀬戸旭看護専門学校組合 知多南部消防組合  
西春日井広域事務組合 東部知多衛生組合 西春日井広域事務組合  
尾三消防組合 知多南部衛生組合 

三重県 策定済 松阪地区広域消防組合 紀勢地区広域消防組合 鈴鹿亀山地区広域連合 
四日市港管理組合 松阪地区広域衛生組合 桑名広域清掃事業組合 

未策定 多気郡多気町松阪市学校組合 南牟婁清掃施設組合 志摩広域行政組合 
紀南特別養護老人ホーム組合 菊狭間環境整備施設組合 
松阪飯多農業共済事務組合 香肌奥伊勢資源化広域連合  
東紀州農業共済事務組合 わたらい老人福祉施設組合 朝明広域衛生組合  
三重地方税管理回収機構 朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター 
紀南社会福祉施設組合  

滋賀県 策定済 八日市布引ライフ組合 公立甲賀病院組合 彦根愛知犬上広域行政組合 
愛知郡広域行政組合 湖北広域行政事務センター 湖南広域行政組合  
湖東広域衛生管理組合 

未策定 中部清掃組合 大滝山林組合 守山野洲行政事務組合  
彦根市犬上郡営林組合 彦根市、米原市山林組合 湖北地域消防組合  
滋賀県市町村交通災害共済組合 滋賀県市町村職員研修センター  
滋賀県市町村職員退職手当組合 滋賀県後期高齢者医療広域連合  
甲賀広域行政組合 長浜水道企業団 東近江行政組合 

京都府 策定済 乙訓環境衛生組合 城南衛生管理組合 相楽東部広域連合  
船井郡衛生管理組合 

未策定 加茂笠置組合 与謝野町宮津市中学校組合 乙訓消防組合  
乙訓福祉施設事務組合 亀岡市及び南丹市財産区組合  
京都中部広域消防組合 京都地方税機構 相楽郡西部塵埃処理組合 
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合 京都府市町村職員退職手当組合 
京都府市町村議会議員公務災害補償等組合 京都府後期高齢者医療広域連合 
京都府自治会館管理組合 加茂笠置組合 国民健康保険南丹病院組合  
国民健康保険山城病院組合 宮津与謝消防組合 宮津与謝環境組合  
桂川・小畑川水防事務組合 淀川・木津川水防事務組合  
澱川右岸水防事務組合 相楽中部消防組合 相楽郡広域事務組合  

大阪府 策定済 南河内環境事業組合 四條畷市交野市清掃施設組合 大阪広域水道企業団 
北河内４市リサイクル施設組合 守口市門真市消防組合 飯盛霊園組合 
岸和田市貝塚市清掃施設組合 東大阪都市清掃施設組合 州水防事務組合 
枚方寝屋川消防組合 柏羽藤環境事業組合 泉佐野市田尻町清掃施設組合 
泉北環境整備施設組合 泉南清掃事務組合   

未策定 大和川右岸水防事務組合 大阪府都市競艇組合 恩智川水防事務組合 
柏原羽曳野藤井寺消防組合 泉北水道企業団 淀川左岸水防事務組合 
泉大津市、和泉市墓地組合 泉州南消防組合 淀川右岸水防事務組合  
藤井寺市柏原市学校給食組合 豊中市伊丹市クリーンランド 
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兵庫県 策定済 兵庫県市町村職員退職手当組合 揖龍保健衛生施設事務組合  
公立豊岡病院組合 北播磨清掃事務組合 中播衛生施設事務組合  
公立八鹿病院組合 南但広域行政事務組合 西播磨水道企業団  
西脇多可行政事務組合 兵庫県競馬組合 くれさか環境事務組合  
小野加東広域事務組合 播磨高原広域事務組合 

未策定 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園  
加古川市外2市共有公会堂事務組合 北播磨総合医療センター企業団 
市川町外三ケ市町共有財産事務組合 洲本市・南あわじ市山林事務組合 
南あわじ市・洲本市小中学校組合 西はりま消防組合 
兵庫県佐用郡佐用町・宍粟市三土中学校事務組合 北はりま消防組合  
氷上多可衛生事務組合 兵庫県市町交通災害共済組合  
兵庫県町議会議員公務災害補償組合 淡路広域消防事務組合  
美方郡広域事務組合 小野加東加西環境施設事務組合  
揖龍地区農業共済事務組合 赤相農業共済事務組合  
中播農業共済事務組合 北但行政事務組合 但馬広域行政事務組合 
猪名川上流広域ごみ処理施設組合 にしはりま環境事務組合  
兵庫県後期高齢者医療広域連合   

奈良県 策定済 王寺周辺広域休日応急診療施設組合 

未策定 やまと広域環境衛生事務組合 上下北山衛生一部事務組合  
南和広域医療組合 南和広域衛生組合 国保中央病院組合  
奈良広域水質検査センター組合 香芝･王寺環境施設組合 
奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 奈良県市町村総合事務組合 
奈良県広域消防組合 奈良県後期高齢者医療広域連合  
奈良県葛城地区清掃事務組合 宇陀衛生一部事務組合  
川西町・三宅町式下中学校組合 飛鳥広域行政事務組合 
曽爾御杖行政一部事務組合 東宇陀環境衛生組合 桜井宇陀広域連合 
老人福祉施設三室園組合 葛城広域行政事務組合 山辺環境衛生組合 
西和衛生試験センター組合 静香苑環境施設組合  

和歌山県 策定済 上大中清掃施設組合 和歌山県市町村総合事務組合 那賀消防組合 
御坊広域行政事務組合 御坊日高老人福祉施設事務組合  
橋本伊都衛生施設組合 橋本周辺広域市町村圏組合 那賀広域事務組合 
那賀衛生環境整備組合 

未策定 串本町古座川町衛生施設事務組合 五色台広域施設組合  
伊都消防組合 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合  
伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 公立紀南病院組合  
公立那賀病院経営事務組合 和歌山地方税回収機構  
和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合  
和歌山県後期高齢者医療広域連合 国民健康保険野上厚生病院組合 
大辺路衛生施設組合 富田川治水組合 富田川衛生施設組合  
御坊市外五ヶ町病院経営事務組合 御坊市日高川町中学校組合  
新宮周辺広域市町村圏事務組合 日高広域消防事務組合  
有田周辺広域圏事務組合 有田聖苑事務組合 有田衛生施設事務組合 
有田郡老人福祉施設事務組合 那賀老人福祉施設組合 
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合 那賀児童福祉施設組合 
海南海草老人福祉施設事務組合 湯浅広川消防組合  
田辺周辺広域市町村圏組合 田辺市周辺衛生施設組合  
紀の海広域施設組合 紀南地方児童福祉施設組合 紀南学園事務組合 
紀南地方老人福祉施設組合 那賀休日急患診療所経営事務組合 
紀南環境広域施設組合 紀南環境衛生施設事務組合  
那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部事務組合  

鳥取県 策定済 米子市日吉津村中学校組合 鳥取中部ふるさと広域連合  
日野病院組合 鳥取県西部広域行政管理組合 

未策定 鳥取県後期高齢者医療広域連合 南部箕蚊屋広域連合  
八頭環境施設組合 南部町・伯耆町清掃施設管理組合  
境港管理組合 日野町江府町日南町衛生施設組合  
玉井斎場管理組合 鳥取県東部広域行政管理組合  
鳥取県町村消防災害補償組合 鳥取県町村職員退職手当組合 
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島根県 策定済 斐川宍道水道企業団 江津邑智消防組合 浜田地区広域行政組合  
浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合 鹿足郡事務組合 
益田地区広域市町村圏事務組合 邑智郡公立病院組合  
邑智郡総合事務組合 隠岐広域連合 雲南市・飯南町事務組合  
雲南広域連合 鹿足郡不燃物処理組合 鹿足郡養護老人ホーム組合 

未策定 － 

鳥取県 策定済 米子市日吉津村中学校組合 鳥取中部ふるさと広域連合 
日野病院組合 鳥取県西部広域行政管理組合 

未策定 鳥取県後期高齢者医療広域連合 南部箕蚊屋広域連合  
八頭環境施設組合 南部町・伯耆町清掃施設管理組合  
境港管理組合 日野町江府町日南町衛生施設組合 玉井斎場管理組合 
鳥取県東部広域行政管理組合 鳥取県町村消防災害補償組合  
鳥取県町村職員退職手当組合 

岡山県 策定済 神崎衛生施設組合 勝英衛生施設組合 高梁地域事務組合 
和気・赤磐し尿処理施設一部事務組合 和気北部衛生施設組合  
岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院 東備農業共済事務組合 
柵原、吉井、英田火葬場施設組合   

未策定 田原用水組合 和気老人ホーム組合 岡山県市町村税整理組合  
岡山市久米南町衛生施設組合 岡山県中部環境施設組合  
岡山県井原地区清掃施設組合 津山圏域衛生処理組合  
津山圏域東部衛生施設組合 津山圏域西部衛生施設組合  
久米老人ホーム組合 津山圏域消防組合 勝田郡老人福祉施設組合 
東備消防組合 美作養護老人ホーム組合 岡山県広域水道企業団 
柵原吉井特別養護老人ホーム組合 津山広域事務組合  
津山地区農業共済事務組合 岡山県市町村総合事務組合  
岡山県後期高齢者医療広域連合 津山圏域資源循環施設組合  
旭川中部衛生施設組合 

広島県 策定済 備北地区消防組合 広島県市町総合事務組合 福山地区消防組合 

未策定 広島中央環境衛生組合 

山口県 策定済 周南地区福祉施設組合 養護老人ﾎｰﾑ秋楽園組合 

未策定 光地区消防組合 周南地区衛生施設組合 周南東部環境施設組合  
周東環境衛生組合 周陽環境整備組合 宇部・山陽小野田消防組合  
宇部･阿知須公共下水道組合 山口県市町総合事務組合  
山口県後期高齢者医療広域連合 岩国地区消防組合  
柳井地区広域消防組合 柳井地域広域水道企業団 美祢市萩市競艇組合 
熊南総合事務組合 玖珂地方老人福祉施設組合 玖西環境衛生組合 
田布施・平生水道企業団 養護老人ホーム長生園組合 
萩・長門清掃一部事務組合 豊浦・大津環境浄化組合  
 

徳島県 策定済 吉野川環境整備組合 美馬環境整備組合 中央広域環境施設組合  
みよし広域連合 

未策定 海部郡衛生処理事務組合 阿北環境整備組合  
小松島市外三町村衛生組合 

香川県 策定済 大川広域行政組合 

未策定 さぬき市・三木町山林組合 まんのう町外三ケ市町七箇地区山林組合 
まんのう町外三ケ市町山林組合 香川県後期高齢者医療広域連合 
まんのう町外二ケ市町十郷地区山林組合 三木・長尾葬斎組合  
三観広域行政組合 三豊市観音寺市学校組合 三豊総合病院企業団 
中讃広域行政事務組合 仲多度南部消防組合 伝法川防災溜池事業組合 
土庄町小豆島町環境衛生組合 坂出、宇多津広域行政事務組合  
小豆医療組合 小豆地区広域行政事務組合 香川県市町総合事務組合  
香川県東部清掃施設組合 
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都道府県 策定状況 団体名 

愛媛県 策定済 伊予地区ごみ処理施設管理組合 愛媛県後期高齢者医療広域連合  
松山広域福祉施設事務組合 松山衛生事務組合  
松山養護老人ホーム事務組合 

未策定 愛媛県市町総合事務組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合  
伊予市外二町共有物組合 伊予市松前町共立衛生組合  
伊予消防等事務組合 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合  
八幡浜地区施設事務組合 南予水道企業団 大洲・喜多衛生事務組合 
大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 大洲地区広域消防事務組合 
宇和島地区広域事務組合 愛媛地方税滞納整理機構  
松山市、東温市共有山林組合 津島水道企業団 篠山小中学校組合 

高知県 策定済 香南清掃組合 高吾北広域町村事務組合 

未策定 こうち人づくり広域連合 中芸広域連合 仁淀川下流衛生事務組合 
仁淀川中央清掃事務組合 仁淀川広域市町村圏事務組合  
仁淀消防組合 南国・香南・香美租税債権管理機構 香南斎場組合 
安芸広域市町村圏事務組合 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合 
嶺北広域行政事務組合 幡多中央消防組合消防本部  
幡多中央環境施設組合 幡多広域市町村圏事務組合 芸東衛生組合 
幡多西部消防組合 日高村佐川町学校組合 津野山広域事務組合  
津野山養護老人ホーム組合 高陵特別養護老人ホーム組合 
香南香美老人ホーム組合 香南香美衛生組合 仁淀川中央清掃事務組合 
高幡広域市町村圏事務組合 高幡東部清掃組合 高幡消防組合  
高幡西部特別養護老人ホーム組合 高知中央西部焼却処理事務組合 
高知県・高知市病院企業団 高知県市町村総合事務組合 高知県競馬組合 
高知県広域食肉センター事務組合 高知県後期高齢者医療広域連合 
香美郡殖林組合 高幡障害者支援施設組合    

福岡県 策定済 うきは久留米環境施設組合 八女地区消防組合 北筑昇華苑組合  
古賀高等学校組合 大野城太宰府環境施設組合 山神水道企業団  
春日・大野城・那珂川消防組合 田川地区斎場組合 飯塚地区消防組合 
福岡地区水道企業団 福岡県南広域水道企業団 粕屋北部消防組合 
福岡県後期高齢者医療広域連合 筑慈苑施設組合  
筑紫野太宰府消防組合 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合   
粕屋南部消防組合消防本部  

未策定 ふくおか県央環境施設組合 三井水道企業団 豊前市外二町財産組合 
上毛町外一市一町矢方池土木組合 下田川清掃施設組合  
両筑衛生施設組合 久留米市外三市町高等学校組合  
久留米広域市町村圏事務組合 京築地区水道企業団  
八女西部広域事務組合 吉富町外1町環境衛生事務組合  
堀川水利組合（事務局：水巻町役場 産業環境課 産業振興係）  
宇美町・志免町衛生施設組合 宗像地区事務組合 山の井用水組合 
宮若市外二町じん芥処理施設組合 浮羽老人ホーム組合 
春日大野城衛生施設組合 有明広域葬斎施設組合 柳川みやま土木組合 
東山老人ホーム組合 須恵町外二ヶ町清掃施設組合 
玄界環境組合 甘木・朝倉・三井環境施設組合 田川地区水道企業団 
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 遠賀・中間地域広域行政事務組合 
田川地区清掃施設組合 田川郡東部環境衛生施設組合  
直方・鞍手広域市町村圏事務組合 直方市・北九州市岡森用水組合  
福岡県中間市外二ヶ町山田川水利組合 福岡県介護保険広域連合  
福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 豊前広域環境施設組合 
福岡県市町村職員退職手当組合 福岡県田川地区消防組合  
福岡県自治会館管理組合 福岡県自治振興組合 糟屋郡自治会館組合 
福岡都市圏南部環境事業組合 福岡都市圏広域行政事業組合  
築上郡自治会館等資産管理組合 粕屋郡粕屋町外１市水利組合  
糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 飯塚市・桂川町衛生施設組合 
花宗太田土木組合 花宗用水組合 行橋市・みやこ町清掃施設組合  
豊前市外二町清掃施設組合   
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都道府県 策定状況 団体名 

佐賀県 策定済 佐賀東部水道企業団 佐賀西部広域水道企業団 杵島工業用水道企業団 
杵東地区衛生処理場組合 杵藤地区広域市町村圏組合  
鹿島・藤津地区衛生施設組合 

未策定 三神地区環境事務組合 三養基西部葬祭組合  
伊万里・有田地区医療福祉組合 伊万里・有田地区衛生組合  
佐賀中部広域連合 佐賀県市町総合事務組合 西佐賀水道企業団 
佐賀県後期高齢者医療広域連合 佐賀県競馬組合  
佐賀県西部広域環境組合 天山地区共同衛生処理場組合  
有田磁石場組合 脊振共同塵芥処理組合 鳥栖・三養基西部環境施設組合 
鳥栖・三養基地区消防事務組合 鳥栖地区広域市町村圏組合 

長崎県 策定済 北松南部清掃一部事務組合 県央県南広域環境組合 北松北部環境組合 
南高北部環境衛生組合 島原地域広域市町村圏組合 長崎県病院企業団 
有明海自動車航送船組合 東彼地区保健福祉組合 雲仙・南島原保健組合 
県央地域広域市町村圏組合   

未策定 長崎県後期高齢者医療広域連合 長与・時津環境施設組合  
長崎県市町村総合事務組合 

熊本県 策定済 上天草衛生施設組合 上益城広域連合 人吉球磨広域行政組合  
大津菊陽水道企業団 天草広域連合 山鹿植木広域行政事務組合  
御船地区衛生施設組合 御船町甲佐町衛生施設組合 菊池広域連合 
有明広域行政事務組合 水俣芦北広域行政事務組合 菊池環境保全組合 
熊本県市町村総合事務組合 球磨郡公立多良木病院企業団  
益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 菊池養生園保健組合  
阿蘇広域行政事務組合 

未策定 上天草・宇城水道企業団 上球磨消防組合 上益城消防組合  
人吉下球磨消防組合 八代広域行政事務組合 八代生活環境事務組合 
大津町西原村原野組合 宇城広域連合 小国町外一ヶ町公立病院組合 
氷川町及び八代市中学校組合 後期高齢者医療広域連合 
公立玉名中央病院企業団 

大分県 策定済 － 

未策定 大分県交通災害共済組合 大分県市町村会館管理組合 臼津広域連合 
大分県後期高齢者医療広域連合 大分県消防補償等組合  
大分県退職手当組合 宇佐・高田・国東広域事務組合  
日田玖珠広域消防組合 杵築速見消防組合 杵築速見環境浄化組合 
玖珠九重行政事務組合  

宮崎県 策定済 川南、都農衛生組合  高鍋・木城衛生組合 

未策定 入郷地区衛生組合 宮崎県中部地区衛生組合 日向東臼杵広域連合 
小林高原衛生事業事務組合 日南串間広域不燃物処理組合  
西都児湯環境整備事務組合 霧島美化センター事務組合 

鹿児島県 策定済 北薩広域行政事務組合 

未策定 いちき串木野市・日置市衛生処理組合 中南衛生管理組合  
伊佐北姶良火葬場管理組合 伊佐北姶良環境管理組合  
伊佐湧水消防組合 南大隅衛生管理組合 大口地方卸売市場管理組合 
大隅曽於地区消防組合 大隅肝属地区消防組合 大隅肝属広域事務組合 
鹿児島県後期高齢者医療広域連合 徳之島愛ランド広域連合  
徳之島地区消防組合 徳之島地区介護保険組合 指宿南九州消防組合 
指宿広域市町村圏組合 曽於北部衛生処理組合 曽於南部厚生事務組合 
曽於地区介護保険組合 曽於地域公設地方卸売市場管理組合  
沖永良部バス企業団 沖永良部与論地区広域事務組合  
沖永良部衛生管理組合 熊毛地区消防組合 種子島地区広域事務組合 
種子島産婦人科医院組合 肝付東部衛生処理組合  
鹿児島県市町村総合事務組合 
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都道府県 策定状況 団体名 

沖縄県 策定済 中城北中城消防本部 
未策定 中城村北中城村清掃事務組合 中部北環境施設組合  

中部広域市町村圏事務組合 中部衛生施設組合 倉浜衛生施設組合 
八重山広域市町村圏事務組合 北部広域市町村圏事務組合  
南部広域市町村圏事務組合 南部広域行政組合 南部水道企業団  
国頭地区行政事務組合 島尻消防、清掃組合 沖縄県離島医療組合 
本部町今帰仁村消防組合 本部町今帰仁村清掃施設組合  
東部消防組合消防本部 東部清掃施設組合 比謝川行政事務組合  
沖縄県介護保険広域連合 沖縄県市町村総合事務組合  
沖縄県市町村自治会館管理組合 沖縄県後期高齢者医療広域連合  
沖縄県都市交通災害共済組合 沖縄県離島医療組合 那覇港管理組合 
糸満市・豊見城市清掃施設組合 那覇市・南風原町環境施設組合  
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 高効率照明導入促進への取組について ３.

都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

北海道 北海道 照明等の高効率化、ＬＥＤ化 ※数値目標は設定していない 
 

函館市 １．省エネルギーの推進（１）電気使用量の削減 
目標値（平成２８年度）対象施設床面積１㎡当たり６％削減 
【施設に関する事項】①ＬＥＤ照明等高効率照明へ切り替えを促進する。 
 

小樽市 ・施設管理及び施設更新時の取組については、「エネルギーの使用の合理
化に関する基本方針」（平成２１年経済産業省告示第５７号）、「工場等
におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成
２１年経済産業省告示第６６号)、「北海道地球温暖化防止対策条例」（平
成２１年北海道条例第５７号）、「北海道地球温暖化対策指針」（平成２
１年北海道策定）等に準ずることとする。 
・新しく施設を建築する際の取組については、「建築物に係るエネルギー
の使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」
（平成１１年通商産業省・建設省告示第１号）等に準ずることとする。 

旭川市 実行計画（事務事業編）１０Ｐ３－３管理部門（者）の取組 
電力消費量の削減 
②照明の効率的な設置に努める。 
○白熱球から省エネ型照明への切り替えを推進する。 
○蛍光灯の交換時は，省エネ型照明を採用する。 

室蘭市 省エネルギー型設備の導入等エネルギー効率の高い製品の採用に努めま
す。①LED 等高効率照明 

釧路市 照明機器や街路灯の更新時に高効率照明（ナトリウム照明、ＬＥＤ照明等）
への切り替えを促進する。 

北見市 公共施設の既存の設備を更新する際には、できるだけ省エネルギー性能の
高い設備を導入する 

岩見沢市 積極的に省エネルギー診断の実施を図り、エネルギー使用の合理化が図ら
れるよう、可能な限り省エネルギー型設備や機器の導入、設備等の改修な
ど、温室効果ガスの排出の少ない維持管理の導入に努めます。 

網走市 施設・設備の更新において、高効率な照明器具や省エネ型の空調設備など
の導入に努めます。 

苫小牧市 エネルギー消費効率の高い機器や設備の導入・更新を推進します。 

稚内市 現在、ヒートポンプや高効率照明器具などの高効率設備が普及しているこ
と、また、市内最大の事業所としての責務から、一層の省エネ化を図るこ
とで、目標達成に向けて取組を進めます。 

芦別市 施設設備の改善（省エネルギー設備の導入） 
・インバーター式の蛍光灯器具などの、省エネ型の照明の導入を検討しま
す。 
・白熱電球は、ＬＥＤ電球などの、省エネ型の電球へ交換するよう努めま
す。 

江別市 （第５章計画の推進）～中略～ 
江別市環境マネジメントシステム実行計画で定める環境配慮、クールビ
ズ・ウォームビズ・節電などの省エネ活動に取り組み、あわせて LED 照
明などの省エネルギー機器・設備の導入や市有施設における省エネルギー
診断の受診などについて進めていくことで、エネルギー使用量の低減を図
り、温室効果ガスの発生を抑制していきます。 

三笠市 実行計画(事務事業編)を策定していない 
砂川市 第３章具体的な取り組み 

４その他の取り組み 
・高効率照明やＬＥＤ照明の導入を検討します。 

深川市 電球型蛍光灯などの省エネ照明の導入 
富良野市 照明器具、電化製品の購入時は、消費電力の少ない LED 等節電型の製品

購入に努める。 

恵庭市 重点施策として公共施設の新エネ・省エネ機器導入の検討・推進を盛り込
んでいます。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

北海道 
（つづき） 

北広島市 施設の新築や改修にあたっては環境負荷に配慮します。 
省エネルギーへの配慮 
省エネ型の照明や給湯設備について検討します。 

石狩市 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/uploaded/attachment/110.pdf 
P10 を参照 

北斗市 公共施設の暖房設備及び照明設備等については、上磯町地域省エネルギービ
ジョン（平成１５年度）及び今後策定予定である北斗市地域省エネルギービ
ジョンに基づき、省エネルギー設備への更新を積極的に検討する。 

知内町 電気製品を購入する際には、省エネタイプを購入する。 

寿都町 実行計画（事務事業編）を策定していない。 

ニセコ町 数値目標はなく、買い替えを順次行う旨の記載のみです。 

倶知安町 省エネルギー設備の導入 

神恵内村 今年度中に策定する計画に盛り込む予定。 

積丹町 高効率照明への買い換えを順次行う。 

余市町 照明（庁舎内）のＬＥＤ化 

奈井江町 室内照明や街灯などはＬＥＤ電球などの省電力照明への更新に努めます。 

長沼町 高効率照明への買い換えを順次図ります。 
街路灯や交差点照明は、LED 灯具の性能強化・価格低廉化を見極め、補助
金等の財源確保を図った上で、更新を検討します。 

秩父別町 照明機器の更新にあたっては、省エネルギータイプのものを導入する。 

東川町 電球や蛍光管の交換は、省電力を使用します。 

美瑛町 施設内の照明や街路灯などにＬＥＤ照明の導入を検討する。 

和寒町 電球、蛍光灯を交換する場合は、省電力電球等の使用を検討します。 

美深町 省資源・省エネルギー化の推進（照明器具の電球等を消費電力の少ないもの
に交換するよう努める） 

羽幌町 (１)直接効果が把握できる取組 
①電気使用量の削減 
８室内灯や街灯を更新する際は、消費電力の少ない物を購入します。 

利尻町 平成26 年度環境省二酸化炭素排出抑制事業で庁舎内全フロアーの照明をＬ
ＥＤ化（現在工事中） 

幌延町 照明機器、ＯＡ機器、空調機器等の更新や新規の購入、リースに当たっては、
国際エネルギースターロゴ認定などのエネルギー性に優れた機器を導入す
る。 

津別町 数値目標はないが、公民館や役場庁舎などに導入している 

清里町 第 4 節行動計画２エネルギーの使用（電気）１）電気使用量の抑制 

訓子府町 インバーター式の蛍光灯器具や LED 等、省エネ型照明を導入する。 

置戸町 電気使用量の削減や省エネルギー型の OA 機器、家電製品の購入に努める。 
大空町 電気製品を購入する際には、省エネタイプを購入します。 

施設の新築、改築するときは、環境に配慮した工事を実施するとともに、環
境負荷の低減に配慮した施設を整備し、適正な管理に努めます。 

豊浦町 ２-２省エネルギー設備等の導入 
・蛍光灯はインバーター型蛍光灯※2 を優先的に導入し、白熱灯は電球型蛍
光灯※3 への切り替えを実施します。 

厚真町 電気製品等の新規購入やレンタルするときには、省エネルギータイプで環境
負荷の少ないものの導入に努める。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

北海道 
（つづき） 

浦河町 補助照明や常時灯等をＬＥＤ照明にする 

様似町 具体的な記載と数値目標等はなし。 

音更町 街路灯・防犯灯の省エネ化を進める。 

士幌町 導入促進には取り組んでいるが、数値目標などは計画に盛り込んでいな
い。 

清水町 省エネルギー機器の導入（２）施設内の照明や街路灯などに LED 照明の
導入を推進する 

中札内村 １省エネルギーに関する取組 
（１）電気使用量の削減 
カ街灯・防犯、各施設の照明用電交換時には省エネタイプ電球に換えてい
きます。 

更別村 街路灯及び公共施設の照明を徐々に LED へと変更している。 

大樹町 約 1,200 の街路灯を、LED 又はｴﾊﾞｰﾗｲﾄの高効率街灯 1,037 灯に変更 

豊頃町 物品等の購入は、省エネルギータイプで環境負荷の少ないものの購入に努
める。 

本別町 街路灯の LED 化を積極的に取り組む。 

陸別町 数値目標は計画には盛り込んでいないが、役場庁舎、学校、街路灯などの
公共施設に高効率照明を導入している。 

浦幌町 記述：「省エネルギー型設備機器の導入（新規購入や買替時）」 
数値目標はありません 

釧路町 蛍光灯や電化製品の導入に当たっては、省エネタイプの物を調達する。 

厚岸町 厚岸町役場本庁舎の証明（451 箇所） 

標茶町 施設において、蛍光管を取り替えるときには、省エネルギータイプの管を
選択する。 

弟子屈町 蛍光管・照明器具を更新する際には、高効率・省エネルギー型（グリーン
購入）のものを購入する。 

標津町 平成 21 年度に防犯灯（449 基）及び役場庁舎の照明（242 基）を省エ
ネタイプに交換。 
平成 22 年度に公共施設の照明（1024 基）を省エネタイプに交換。 

青森県 青森県 環境に配慮した照明管理・器具の更新に当たっては関係法令に適合した省
エネ型へ切り替える。・執務形態に合わせて効率的に照明を配置する。・
定期的に器具の清掃を実施する。・階段や廊下等では、可能な範囲で間引
き照明を行う。 

青森市 施設・事業管理等の取り組み 
照明場所・照明器具の見直しをする。 

弘前市 消費電力の少ないインバーター式照明器具への切り替えを進める。 

つがる市 器具の更新にあたってはインバーター式、LED 等省エネ型へ切り替える。 

今別町 省資源その他環境への負荷低減 

鰺ヶ沢町 省エネルギー対策施設管理における取組照明設備における環境配慮を行
う。器具の更新に当たってはインバーター式等省エネ型のものへの更新を
図る。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

青森県 
（つづき） 

深浦町 照明機器の更新の際は、インバーター式等省エネ型に切り替える。 

藤崎町 高効率照明への買い換えを順次行う。 

野辺地町 【第４章】具体的な取組み 
１．直接的な効果に対する取組み 
（１）電気使用量の削減 
照明関係改修時は省エネタイプの機器を選択する。 

風間浦村 高効率証明へ買い替えを順次行う。 

佐井村 第 3 章具体的な取組 2 施設整備の改善等・高効率照明への買い換えを順
次行う。 

五戸町 庁内にある蛍光灯は消費電力の少ないＬＥＤに切り替えていく。 

南部町 今後も新規に設置する場合は、継続的に設置を促す。 

岩手県 盛岡市 第４章第１節 
３道路照明灯，街路灯及び建築物等への高効率機器の導入 
照明器具への LED やナトリウム灯の導入，蛍光灯のインバーター化等，
省エネルギー型設備の導入・改修の検討を進めます。 

宮古市 環境に配慮した製品の購入を拡大します 
イエネルギー消費が少ない製品ウ長期間使用できる製品エその他環境に
配慮した製品 

花巻市 【財やサービスの購入にあたっての配慮】 
電気製品：エネルギー消費効率の高い製品を導入する。 
※数値目標はなし 

久慈市 第５章削減に向けた具体的な取組内容 
第一節具体的な取組内容の検討 
１．具体的な取組内容の検討 
(2)グリーン購入の推進 

奥州市 ・エネルギー消費効率の高い製品を購入する 
・省エネルギー型製品への切替え 
・省エネルギー設備の導入 

雫石町 照明の高効率化：省エネルギー型の照明機器が開発されていますので、そ
の動向をみながら照明機器の効率化を進めます。 

葛巻町 第３章１(1) 
「省エネ測定装置」の活用や「エネルギー使用量調査」を実施することに
より、定期的なエネルギー使用状況の把握に努める。 
施設の新築、改築を実施する際には、環境に配慮した工事を実施するとと
もに、環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に努める。 

金ケ崎町 計画に盛り込んではいるが、具体的な数値目標等は設定していない。 

宮城県 宮城県 照明設備の更新時には，省エネ型照明設備に切り替える 

仙台市 LED 照明等の省エネ機器等を積極的に導入する（計画本文より抜粋） 

石巻市 取り組んでいるが、実行計画に盛り込んでいない。 

塩竈市 LED 照明等の省エネルギー設備の導入を検討する。 

白石市 Ⅳ.取組内容１－（１）照明器具の管理・省エネ型照明設備への切り替え 

名取市 エネルギー効率の高い製品を購入・更新する。 
※コピー機、パソコン、プリンター、省エネ蛍光灯、自動パワーオフ製品
など 

角田市 庁舎内の照明を順次 LED 化する予定。 
岩沼市 更新時には省エネルギー型照明（蛍光灯、LED 照明等）の導入を推進す

る。 
登米市 省エネルギー型照明装置の導入を推進する。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

宮城県 
（つづき） 

栗原市 建物の管理、建築に当たっての配慮 
・省エネルギー型照明装置を導入する。 

大崎市 照明器具の更新時には，インバーター照明等の省エネルギー型機器を優先
的に導入する。 

蔵王町 高効率照明への買い換えを順次行う。 

川崎町 １．施設設備の改善等 
・施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した工事を実施するとともに、
環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に努める。 

丸森町 計画策定未決済 

亘理町 具体的な取り組みとして、省エネルギー対策【照明】 
④省エネ型蛍光灯等、省エネ型製品を導入と記述している。 

松島町 防犯灯の高効率照明への取り替えを順次行う。 

七ヶ浜町 ◎環境配慮型照明（ＬＥＤを含む）を推進します。 

大和町 町内の防犯灯を LED 等に更新（1290 灯/H23～H27 まで） 

富谷町 省エネルギー型製品の購入及び更新 

大衡村 数値目標の記載はなし。灯具の買い替え時には、インバーター化や LED
照明を積極的に導入する旨記載。 

美里町 計画 12,489Kｇ-co2 実績 11,237ｋｇ-co2 

秋田県 秋田県 照明の LED 化 
既設照明の LED 化に努めるとともに、県有建築物の新築時には LED 照明
を導入する。 

秋田市 計画的に省エネ型の照明設備やＯＡ機器等の導入を促進する。 

大館市 照明の LED 化を推進します。 

男鹿市 ・照明器具の転換 
照明器具を、LED などを使用した省エネタイプのものに変更することで、
電気使用量の削減と廃棄物の削減により、二酸化炭素排出量を削減しま
す。 
※平成２２年度事業計画 
１．廊下や駐車場の照明器具を LED 等に変更する。（病院） 
２．男鹿温泉郷の街灯を LED 化する。（環境防災課） 

湯沢市 公園の外灯及び防犯灯のＬＥＤ化を実施している。 
事務室の一部にＬＥＤを試験導入している。 

由利本荘
市 

二酸化炭素削減への具体的な取り組み内容に「室内照明や街路灯、防犯灯
の更新の際は、LED 照明に切り替える」と定めている。 

上小阿仁
村 

実行計画は無いが、補助等予算を確保した場合に導入している。 

大潟村 庁舎内照明及び住宅地街灯を予算の範囲内で LED 化に更新している。更
新率等の数値目標は定めていない。 

山形県 山形県 エネルギー消費効率が優れた設備又はエネルギーの効率的利用が可能と
なる設備等の導入を推進する。 

米沢市 照明 
【購入に当たっての取組】 
寿命等による交換時には、省エネルギー型蛍光灯やＬＥＤ照明へ切り替え
る。 

鶴岡市 ・ＬＥＤ等省エネ型機器の導入に努めます。 
（数値目標等はありません。） 

酒田市 ＬＥＤ照明等への導入に努める。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

山形県 
（つづき） 

新庄市 「物品の調達等に関する具体的な取り組みについては、国等による環境物
品等の調達の推進等に関する法律に基づき、方針を定めて運用する」とし
ており、方針の数値目標を置かない取組みとして、「照明の更新時は、実
施可能な範囲内で、ＬＥＤ電灯や省エネ型の蛍光灯を導入するよう検討す
る」としている。 

寒河江市 進行管理指標項目：ＬＥＤ防犯灯設置数現状（Ｈ２４）２４５基→目標（Ｈ
３５）３,０００基への増加 

南陽市 照明器具は、インバーター蛍光灯等の省エネルギー型のものを選択し、白
熱電球は電球型蛍光ランプに更新する。 

中山町 高効率型の照明機器や空調設備、給湯設備等の導入を図る。 

飯豊町 LED 防犯灯更新事業実施 

遊佐町 4.環境に負荷の少ない公共事業に関する取り組み 
⑧省エネルギー型の空調システム、照明機器を採用する。 

福島県 福島県 省エネルギー型の照明機器の設置を進める。 

会津若松
市 

小・中学校について⇒体育館および室内照明の高効率化により５年間で８
３，２２９㎏-CO2 削減する。 

郡山市 取組項目の「省エネルギーの推進」の中に、「低消費電力及びセンサー式
の照明の導入を積極的に行う」との記述を入れている。ただし、数値等に
ついては設定していない。また、導入割合についても把握していない。 

いわき市 省電力照明の採用 

須賀川市 LED 蛍光灯、LED 電球及び高効率照明器具を採用する。 
なお、具体的な数値目標は定めておらず、導入割合も現在把握していない。 

相馬市 第 6 章-1-(4)-④に記述有。建築物の設計･建築等に当たっては、節電に寄
与するようエリアに配慮した照明スイッチ回路、タイマー制御、インバー
ター制御機器、センサー式照明スイッチを導入します。 

田村市 施設や機器等の更新時には、省エネルギー型、高効率型の機器を優先的に
導入する。 

南相馬市 従来型照明器具のＨｆインバーター式証明器具への切替え 

伊達市 特に盛り込んでいないが、導入は促進している。 

本宮市 努力目標であり数値化していない。 

桑折町 LED 蛍光灯の導入。 

川俣町 省エネルギー型の照明機器の設置や太陽光発電等の新エネルギーの導入に
努める。 

会津美里
町 

防犯灯設置補助事業（年間 60 灯程度）※数値目標は設定なし 

矢祭町 具体的目標年度はなく、老朽化したものを順次更新 

石川町 ・新エネルギー技術の導入 
実用化が進む新エネルギー技術を応用した商品の購入、施工技術を優先導
入 

浅川町 役場庁舎・公民館内に LED 照明を導入 

広野町 平成 25 年度に町内の防犯灯全 503 箇所をＬＥＤ化 

川内村 防犯灯について計画的（年間１０基）に LED 化している 

茨城県 茨城県 インバーター化されている蛍光灯照明についても、機器の老朽化に合わせ
て随時 LED 化に努める。 

水戸市 計画期間中に新規建設・更新する施設については，再生可能エネルギーの
活用や高効率設備等の導入を図る。 

日立市 昼光自動消灯装置や LED 等の高効率ランプなど、省エネ型設備の導入を
促進します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

茨城県 
（つづき） 

古河市 施設・設備を改善し、省エネルギー化を行うことが最も効率の良い地球温
暖化の防止対策であり、大きな効果を得ることができる。施設を新築・改
築するとき、設備を新設・更新するときは、設計段階から省エネルギー化
を検討する。 
（ア）外壁、屋根、床等に断熱材を使用し、建物の断熱性能の向上を図る。 
（イ）太陽光発電設備の導入や太陽光採光システムの導入等、太陽光や太
陽熱の利用を促進する。 
（ウ）インバーター型照明機器、LED 照明等、高効率照明を推進する。 

龍ケ崎市 高効率照明器具への更新により、エネルギー使用量の削減に努めます。 
（LED 照明器具を公共施設に順次導入していきます。） 

下妻市 電気使用量の削減の項目に「省エネ型蛍光管・照明器具を使用する。」旨
明記している。 

常総市 数値目標は、全体の使用量の削減目標のみ設定している。 

常陸太田市 高効率蛍光灯、インバーター照明などを積極的に導入します 

笠間市 購入・更新にあたっては、省エネルギー型の製品を選択する。 

つくば市 照明灯や水銀灯を交換するときは，LED 照明を始めとした消費電力の少な
い高効率照明用ランプへ切り替えます。（期待削減効果：約 207ｔ-CO2） 

ひたちなか市 施設の新築・改修にあたっては，ＬＥＤ照明を導入します。 

常陸大宮市 実行計画中の定性的な記述として 
「ＬＥＤ照明を導入するなど，省エネルギー型の設備の導入を進めます。」
との記載有。 

神栖市 エネルギー消費効率の高い機器の導入：エネルギー消費効率の高い機器の
導入も、地球温暖化対策の重要な柱の一つです。家電製品、OA 機器、照
明機器、自動車等、エネルギー消費効率が高い機器の導入を図る必要があ
ります。 
□照明器具の定期的な清掃と交換を行います。 
□省エネルギー型の照明や空調の導入に努めます。 

東海村 施設の冷暖房機具の高効率化，照明の LED 化により電気使用量を５％削
減 

阿見町 実行計画の記載はあるが，具体的な数値目標は無い 

八千代町 「省エネ型蛍光管など省エネ型製品の採用に努めます。」との記述のみで、
特別な数値目標は無し。 

栃木県 栃木県 省エネ改修の推進、省エネ機器への更新 

宇都宮市 第４章目標達成に向けた取組第２節庁内等の設備や公用車の調達における
環境配慮１庁内等における省エネルギー・新エネルギー設備等の導入の推
進（１）省エネ設備導入の推進 

足利市 ・新たな施設、設備、機器の導入（リース含む）に当たっては、より省電
力のものを選びます。（例えば、ＯＡ機器については、国際エネルギース
ターロゴ製品、電気器具については、省エネラベル等を参考とします。ま
た、照明器具については、ＬＥＤ等の省エネルギー製品の導入を検討しま
す。） 

栃木市 省電力型施設、設備、機器類の導入の推進 
新たな施設、設備、機器の導入に当たっては、より省電力の物を選びます。 
例えば、OA 機器については国際エネルギースターロゴ製品 
電気器具については省エネラベル等を参考とします。 
また、照明器具については、LED 等の導入を検討します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

栃木県 
（つづき） 

佐野市 ７建築物の建築等における配慮 
○省エネルギー・新エネルギー構造、設備の導入 
①省エネルギー構造・設備 
・省エネルギー型の照明器具 

鹿沼市 ＬＥＤやＨｆ蛍光灯等の高効率照明器具を導入します。 

日光市 具体的な数値の盛り込みはないが、平成 23 年度策定の「日光市庁舎等整
備指針」の中で、以後庁舎等の整備の際にＬＥＤ照明の導入を促進する旨
を盛り込んでいる。 

大田原市 施設の新築若しくは改修又は設備の更新の際には、「大田原市役所節電エ
コオフィス取組方針」に掲げる設備対策を考慮し、エネルギー効率の良い
設備を導入します。 

矢板市 市庁舎におけるダウンライトの LED 化と Hf 型蛍光灯の導入・街路防犯灯
の LED 化 

さくら市 ・電気機器更新時には省エネ型の機器を購入する。 
・白熱灯の交換時期には、省エネ型の蛍光灯に交換する。 

那須烏山市 省エネルギータイプ照明設備への計画的な切り替えを推進する（P6） 

下野市 1.電気使用量の抑制 
①照明の適正な使用・管理 
・照明器具及び蛍光灯は、省電力タイプのものを選定します。 

上三川町 太陽光、小水力発電等、再生可能エネルギー設備の導入促進にその規模、
用途に応じて取り組む。 

益子町 計画に盛り込んでいないがＬＥＤ照明の導入に努めている。 

群馬県 群馬県 ・中小規模施設の省エネルギー化を推進するため、施設のエネルギー量な
どを調査し、改修が必要な施設について、高効率空調、LED 等高効率照明
の導入を行う。 
・白熱電球や蛍光灯の交換時は、ＬＥＤやＨｆ蛍光灯などの省エネルギー
タイプとする。 
・信号機は、新設時はＬＥＤ化を原則とし,更新に際しては電球式からＬＥ
Ｄ式への転換を計画的に進める。 

前橋市 市庁舎や各市有施設（支所、市民サービスセンター・公民館、市立学校等）
における効率性を高めた照明器具（ＬＥＤ・Ｈｆ等）や空調・給湯用の熱
源機器への更新、窓ガラスのフィルムの貼付等による断熱化、太陽光発電
の設置等により施設整備を推進する。 

高崎市 消費電力の少ない照明器具インバーター式蛍光灯、ＬＥＤ等）や、ＯＡ機
器、給湯器など、省エネ型機器を導入します。 

桐生市 照明器具、空調機器、ＯＡ機器、家電製品等の導入･更新は電力使用効率の
高い物を選択する。 

伊勢崎市 ・温室効果ガスの排出削減のための取組具体的な取組内容 
・施設の建築・改修・管理等「照明は、ＬＥＤ照明や省エネ型の蛍光灯、
電球型蛍光灯の採用に努める。」 

太田市 照明機器の購入、更新にあたっては、省エネルギー機能のついた製品を選
択する。 

沼田市 照明機器を更新する場合は、省エネ機器への転換を図る。 

館林市 Ⅳ温室効果ガス排出抑制のための取り組み方針 
７施設の設計、施工、維持管理における配慮等 
（２）省エネ・新エネルギー設備の導入 
人感センサー、自動照度調節（昼光センサー）等、省エネルギー型照明器
具の導入を図る。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

群馬県 
（つづき） 

渋川市 照明器具の更新には、LED 照明や高効率蛍光灯を計画的に導入する。 

藤岡市 消費電力の少ない照明器具（ＬＥＤ照明や省エネ型の蛍光灯、電球型蛍光灯）
の導入を検討する 

みどり市 市有施設等での取り組み：蛍光灯の更新には、ＬＥＤ蛍光灯を計画的に導入
する。 

下仁田町 公共施設（保健センター）照明器具の約半分を消費電力の少ないＬＥＤ照明
に取り替え 

中之条町 消費電力や待機電力が少ない空調・照明・OA 機器の購入・更新を行う。 

嬬恋村 高効率照明への買い換えを順次行う。 

川場村 照明は、ＬＥＤ照明や省エネ型の蛍光灯、電球型蛍光灯を使用する。 

みなかみ町 第３章具体的な取組 
２．施設設備の改善、維持管理等における配慮 
○高効率照明「（環境配慮型照明器具）等への交換を順次行います。 

玉村町 LED の推進及び蛍光灯を省エネタイプへ変更 

明和町 照明灯の新規購入の際には、省エネルギータイプ（ＬＥＤ）を購入し、定期
的な清掃と適正な時期で交換を実施 

埼玉県 埼玉県 ○道路照明、信号機の省エネ化 
道路照明については、今後も従来の水銀灯をエネルギー効率の良いナトリウ
ム灯に替えていくことにより省エネルギーを進めていきます。 
また信号機についても、既存信号機を含め継続してＬＥＤ化を推進していき
ます。 

さいたま市 街路灯 32,000 灯及び市有施設に LED 照明を導入し、見込みとして 638
ｔ-CO2 削減する。 

川越市 計画内の「２．具体的な取組事項（１）省エネルギーの推進①電力使用量の
削減」の中で「実現により効果が見込まれる取組」として『消費電力が少な
い照明器具（LED 照明等）の広範な導入』と記載されていますが、具体的
な数値は定めていません。 

熊谷市 取組の中で設備更新時における省エネルギー設備型導入の検討をすること
としている。 

川口市 照明機器は、高効率タイプ（ＬＥＤ照明含む）のものを導入する。 

行田市 照明機器を省電力タイプにします。 

秩父市 ・LED などの省エネ型照明機器へ転換する。 

所沢市 ５温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組み 
⑥建築物の建築、施設・設備の管理 
・照明設備については、点灯時間などを考慮しながら LED 照明など消費電
力の少ない設備を導入します。（数値目標は行っていない。） 

飯能市 電気機器等の導入や交換時には、省エネタイプの機器導入に努めます。 

加須市 省エネ施設への転換を図ります 

東松山市 市有施設の大規模改修を実施するタイミングに合わせて、太陽光発電設備の
設置やＬＥＤ照明への交換など、再生可能エネルギーによる創エネルギー
化、効率的技術の採用による省エネルギー化を推進します。 

狭山市 照明、避難誘導灯については、人感センサー、自動照度調節、インバーター
制御機器等の省エネ型照明機器の導入を推進するとともに、消費電力の少な
い LED 照明の導入に努めます。また、市内の街路灯を LED 照明や省エネ型
照明機器に交換するなど、必須公共サービスに関しても、可能な限り省エネ
に努めます。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

埼玉県 
（つづき） 

鴻巣市 施設の新・増設、改修時に省エネルギー化や再生可能エネルギー導入等の改
善を進める 

深谷市 深谷市における施設照明のＬＥＤ化に関する指針 

草加市 機器の省エネ型機器への転換 

越谷市 第４章温室効果ガス排出量の削減に向けた取組【１】電気の使用にあたって
環境配慮（節電）（１）市庁舎や公共施設における電気使用量の削減 LED
照明等の省エネ・高効率型設備の導入を推進する。（２）その他の公共建築
物や野外施設等における電気使用量の削減（街路灯）水銀灯やナトリウムラ
ンプを省エネ・高効率方の照明（コンパクト蛍光灯や LED 照明、メタルハ
ライドランプ等）に順次交換を図る。【４】建築物の建築・管理等にあたっ
ての環境配慮（１）環境にやさしい施設の整備・管理の推進⑥施設の照明設
備については、消費電力の少ない LED 照明や高効率型照明の導入を進める
とともに、エリア別の点灯・消灯が可能なスイッチ回路の設置等に配慮する。
⑦屋外照明（道路照明灯・公園灯など）の新設・更新にあたっては、LED 照
明などの高効率照明機器の導入を図る。 

蕨市 ＬＥＤ照明の設置 

戸田市 省エネルギー設備・機器の導入 
照明器具は用途に応じて人感センサー、Hf インバーター方式蛍光灯や LED
等を導入する。 

新座市 照明器具を逐次、LED 照明などの省電力タイプのものに更新するよう努め
る。 

久喜市 ・照明器具及び蛍光管を LED などの省電力タイプ化する。 
・白熱電球は電球型蛍光ランプに順次換える 
・Ｈｆインバーター方式の蛍光管に順次換える 

北本市 LED などの高効率照明機器の導入に努める。 

八潮市 本庁舎・別館、各保育所、小中学校、リサイクルプラザ、ゆまにて、道路照
明等：蛍光灯をＬＥＤ照明に切り替える 
浄水場：水銀灯を省エネ型のものに切り替える 

富士見市 白熱電球を電球型蛍光ランプや LED 電球へ切り替える。 

三郷市 【庁舎等の省エネルギー化】 
省エネルギー化の推進 
ＬＥＤ照明など、エネルギー効率の良い照明器具への転換を進めます。 

幸手市 エネルギー消費効率の高い機器の導入 
・省エネ型機器の導入 

鶴ヶ島市 設備・物品の購入、更新照明ＬＥＤ等の高効率の照明を導入 

吉川市 グリーン購入の項目として計画に記述あり。グリーン購入は全品目で実施率
を平均で７５％としている。 

白岡市 取組内容 
(1)電気使用量の削減 
・ＯＡ機器等電気製品購入時は、エネルギー効率の高い機器を導入 

川島町 実行計画（事務事業編）未策定 

ときがわ町 蛍光灯の更新には、ＬＥＤを計画的に導入する。 

横瀬町 具体的な取組 
・施設･設備の改善等：エネルギー効率のより高い省電力タイプの照明へ順次
買い替えを行い、電気使用量の縮減に努めます。 

皆野町 平成 23・24 年度：役場庁舎蛍光灯を Hf 式に変換（計画へは、具体的な記
載なし。） 

長瀞町 高効率照明ランプ（Hf 式インバーター蛍光灯やＬＥＤ蛍光灯）を採用する。
プランＰ８抜粋 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

千葉県 千葉市 照明機器の省電力化 

市川市 【目標達成に向けた取組】において温暖化対策・省エネルギー対策・節電対
策として「エネルギー消費効率の高い機器を導入する」としている。 
また、建設工事関連対策の中でも「省エネルギー型機器の導入を図る」とし
ている。 

船橋市 第 2 章－1－（２）庁舎、施設等におけるエネルギー使用量を節減する。【実
行プログラム】⑧空調機器、照明機器、窓ガラス等の省エネ改修を行う。 
第 2 章－4－（１）環境に配慮した施設整備を行う。【実行プログラム】③
省エネルギー型の空調機器、照明機器等を設置するとともに、エレベーター
の高度制御、空調設備の自動制御等の省エネルギーに配慮した建築設備を導
入する。 

館山市 数値目標は記載していない。「国や県の方針や制度，地方公共団体に対する
補助制度やリース制度を視野に入れ，LED 電球やソーラーパネル等の省エネ
製品の導入を当初から念頭に入れた施設管理の計画づくりを検討します。」
との記載をしている。 

木更津市 第２次木更津市地球温暖化対策実行計画の配慮事項でグリーン購入の推進の
一環として照明器具の記述をしています。 

松戸市 蛍光灯を Hf 蛍光灯へ変換（安定器を銅鉄式から Hf インバーターへ変換する
と、消費電力を 35％低減） 
常時点灯照明の LED 化（高天井、誘導灯常時点灯する照明機器は LED 化す
ることにより、消費電力を 57％低減） 

野田市 ④電気の使用量の削減 
 
・冷暖房の温度は、冷房 28℃、暖房 20℃を目安に空調温度の適正化を図る。 
・ノー残業デー（毎週水曜日）の徹底を図る。 
・昼休み及び時間外勤務時等は通路の照明を半減し、執務室内も必要最小限
の照明とする。 
・ＬＥＤ電球等省エネルギー型の電気機器等の導入を推進する。 
・エレベーターの使用は可能な限り控え、最寄の階などへは階段を利用する。 
・トイレ洗面台の照明は、必要時以外消灯に努める。 
・カーテンやブラインド、緑のカーテンを有効に利用し、室温の適正化を図
る。 
・OA 機器・コピー機等の事務機械は事務に支障ない範囲で電源を切る。 
・空調機器の適正な維持管理に努める。 
・夏季の執務室における服装はノーネクタイなど見苦しくない範囲で暑さを
しのぎやすい服装を心掛ける。 

成田市 照明ランプ等の取替え時は、高効率（Hf 蛍光灯やＬＥＤ照明等）の導入を検
討する。 

佐倉市 【施設・設備機器等の補修・改修工事の際の留意点】 
①照明設備 
・高効率照明ランプ（Hf 式インバーター蛍光灯や LED 蛍光灯）を採用する。 

習志野市 ５．温室効果ガス削減のための取組 
（１）重点取組事項 
②・LED 照明器具や省エネルギー機器等の導入を促進します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

千葉県 
（つづき） 

柏市 省エネルギー機器対策（ＬＥＤ蛍光灯の普及） 

市原市 ○照明機器の省エネ化を推進するとともに、蛍光灯の配置やスイッチの分
配を見直す。 
照明機器の設置時、または、交換時には、高効率蛍光灯(Hf 蛍光灯、冷陰極
管ランプ)や無電極ライトやＬＥＤライト等を使用する。 

流山市 P.11４．省エネルギー対策・新エネルギー対策 
「私有施設における ESCO 事業（省エネルギーのための改善方策を提案・
提供する事業）を検討する。」 
P.13２．施設管理に係る行動 
「エネルギー消費効率の高い製品を採用する。」 

我孫子市 省エネルギー設備の導入（省エネルギー型照明[ＬＥＤや高周波点灯型蛍光
灯など]への転換） 

浦安市 (ア)省エネルギー設備の導入・省エネルギー対策 
【省エネルギー設備の導入】 
・直管型蛍光灯については整備して 10 年以上が経過した照明機器を対象
に LED 照明の積極的な導入を図る。 
・電球についてはＬＥＤ照明を導入する。 

四街道市 照明機器の導入に当たっては、エネルギー消費効率の高い製品を選択する。 
①省エネルギー型蛍光灯を採用する。 
②省エネルギー型照明器具を採用する。 
③白熱級の更新の際には白熱球型蛍光灯を採用する。 

袖ケ浦市 ３建物の建設・管理について（２）建物の管理・機器更新の際には、省エ
ネルギー型機器を選択する。 

印西市 照明、空調、OA 機器等の設備の購入、更新時にはトップランナー基準を
参考に省エネルギー性能の高い機器を導入する。 

白井市 １．取組みのための実施事項 
○温室効果ガスの排出抑制のために 
◇省エネルギーの推進 
略 
・照明の交換やＯＡ機器等を導入する際は、省エネルギー型（蛍光灯・LED
照明等）の機種とします。 
・施設建設（（仮称）第一地区コミュニティセンター）や改修工事（市庁
舎、小・中校舎・体育館）には、省エネルギー型（蛍光灯・LED 照明等・
空調等）の機器を導入します。 

富里市 ２．電気の使用に関する取組み課・施設を中心とした取組み[電気機器の購
入]①使用する適正規模を考慮し，エネルギー消費効率の高い製品を導入す
る。 

匝瑳市 電球等の照明器具・照明機器等を更新する際は、省エネタイプを採用する。 

山武市 ＯＡ機器や蛍光灯等の購入や買い換え時には、省エネルギー機器を選択し
ます。 

大網白里市 照明器具の LED の導入等省エネルギー型照明機器への切り替えを推進す
る。 

多古町 施設設備の改善等 
・高効率照明（LED 蛍光灯等）の導入を順次行う。 

九十九里町 実行計画やその他導入計画等については未策定であるが、予算の範囲内で
省電力である。ＬＥＤの外灯等順次できる範囲で切替を実施している。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

千葉県 
（つづき） 

芝山町 数値目標等は無いが、新規防犯灯についてはＬＥＤを設置している。 

白子町 施設設備の改善等・・・高効率照明への交換（順次） 

長柄町 高効率照明への買い替えを順次行うように努める。 

東京都 東京都 都内の公園灯・街路灯の省エネタイプへの切換え、信号灯の LED 化を推進
し、省エネルギー化を図る。 

千代田区 ・区有施設の照明機器の交換時に、LED 等の高効率照明機器に切り替え、
その導入を図る。 
・特に誘導灯関しては、計画期間中に全ての誘導灯を LED 照明に切り替え
る。また、街路灯に関しては、高圧ナトリウムランプの寿命と費用対効果を
考慮して積極的に LED に切り替える。 

中央区 ≪施設改修・設備更新により、温室効果ガス排出量を基準年度と比較し３．
７％削減≫ 
・既設のランプより高効率なランプの採用が可能な場合は、ランプの交換の
期間をとらえて順次高効率のランプを導入する。 
・照明器具の更新、新設等の機会をとらえ、既設照明の点灯回路、ランプ方
式、照度等を勘案し、順次高効率の照明器具（Ｈf 型蛍光灯、ＬＥＤ照明等）
を導入すること。 

港区 ・港区区有施設環境配慮ガイドラインに基づく環境負荷の少ない施設の新・
改築 
・グリーン調達基準により、省エネルギー型の照明や空調、高率的な熱源機
器導入 

新宿区 白熱灯を電球型蛍光灯、ＬＥＤに置き換える（２３年度～２７年度中に
1,300 個） 

文京区 ＜照明の適正管理＞照明器具の新規導入・更新にあたっては、省エネルギー
タイプのものを選定するよう努める。 

台東区 4.具体的な取組み（1）日常活動における省エネルギーを徹底します（本文）
また、照明については白熱灯からＬＥＤ型電球への交換を進めるとともに、
クールビズ、ウォームビズの徹底はもとより、蛍光灯のエネルギー効率を高
める配置を順次進めます。 

江東区 【ｵﾌｨｽにおける取組マニュアル】２エネルギー①c 
庁舎等の区有施設で使用している白熱電球については全廃し、LED 照明や
Hf 型照明、電球型蛍光ランプ等のより消費電力の少ないものへ切り替える。 

品川区 資料-３建築物の設備に対する省エネルギー対策例 
〈建築物における設備対策リスト〉照明設備 
・高周波点灯型（Hf）照明器具・蛍光灯への更新 
・LED（発光ダイオード）照明の導入 

目黒区 新築・改築・改修時における省エネルギー・再生可能エネルギー設備等の導
入 

大田区 庁舎・施設の照明は、人感センサー、Hf 型蛍光灯、LED 照明の導入を推進
する。 
なお、Q1-12 については、施設更新時等に交換を進めていますが、正確な
数値は把握していません。 

世田谷区 照明器具の高効率化（LED 等） 

渋谷区 実行計画策定に向け盛り込む内容を検討中 

中野区 区有施設の長期保全計画に基づき、更新時期を迎えた照明器具を更新する際
は、LED 照明器具への更新を実施している。 
（平成 26 年度 6 施設（実施）、平成 27 年度 15 施設（予定）） 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

東京都 
（つづき） 

杉並区 (2)区立施設における維持管理の効率化 
①太陽光発電機器の設置及び空調機、照明器具の省エネ化（ＬＥＤなど）、
高効率機器、照明制御システムなどの導入の検討 

豊島区 ・２-Ⅰ「カーボンマイナス施設づくりガイドライン」の活用 
・２-Ⅱ新庁舎整備計画の環境配慮対策 
・２-Ⅳ省エネルギー型の街路灯の導入 

北区 5.2.3 エネルギー使用（電気）【計画に直接的に関与する取組み】 
○室内照明機器は、更新時に省エネルギー型のコンパクト蛍光灯等に切り替
えを推進します。施設管理者 
○避難口・通路誘導灯は、更新時に省エネルギー型の高輝度誘導等に切り替
えを推進します。施設管理者 
○屋外灯は、可能な範囲で更新時に LED 照明に切り替えます。施設管理者
（第４次実行計画 p3７より抜粋、数値目標なし） 
 

荒川区 高効率照明器具の導入を図る。（数値目標は設定していません） 

板橋区 事業所でのエネルギー対策の推進 
・街路灯の省エネ対策 
・新エネルギー・省エネルギーの普及・啓発 

練馬区 高効率照明設備を導入し、エネルギーの効率的な利用を図る。 

足立区 ＬＥＤ等の高効率照明への交換 

葛飾区 29 年度までの 33 カ所で高効率照明を導入予定、249.2kl 削減目標 

江戸川区 具体的な取組項目として「高効率照明ランプ・器具を採用する」を設定。 

八王子市 建物、設備の省エネルギー化の推進 
省エネルギーの手法や設備の選定にあたっては、「エネルギーの合理化に関
する法律」(省エネ法）に基づく指針に掲げる検討対象機器を参考とするほ
か、東京都が、都有施設の省エネ性能をさらに向上させるために策定した「省
エネ・再エネ東京仕様」、「東京都建築物環境計画書制度」等を参考 

武蔵野市 温室効果ガスの削減目標を達成するための取組内容の１つとして、LED 照
明等の高効率型照明の導入を推進する旨を記載。 

三鷹市 蛍光灯は、インバーター式の製品や LED 照明など省エネルギー型の製品を
購入します。 

府中市 市の施設においては、照明器具や空調設備の見直しを行い、施設の建て替え
や改修時に省エネルギー型の設備の導入を進めます。また、実施に当たって
は、民間の技術等を活用した ESCO 事業などの制度の導入を検討していき
ます。 

昭島市 照明、非難誘導灯については、人感センサーや自動照度調節、インバーター
制御器、LED 照明等の省エネ型照明機器の導入に努めます。 

調布市 省エネ型蛍光管など省エネ型製品を採用し，逐次省エネタイプのものに更新
する。 

町田市 市庁舎内における照明は、竣工時から全て省エネ型（Ｈｆ型蛍光灯・蛍光灯
型電球）を使用 

小金井市 照明機器は、より消費電力のない蛍光灯（Hf 管やＬＥＤ等）を使用します。 

小平市 取組 7 項目のうちの一つ、「省エネルギーの推進」の中で、「具体的取組
事例」として記載している。 
※「省電力型照明器具へ更新する。」等 

国分寺市 設備改修等に伴う省エネルギーなどの推進の項目において，取組事例として
「蛍光灯は Hｆインバーター式の器具や LED のものを購入する」「街路灯
は順次 LED 照明に切り替える。」を掲げている。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

東京都 
（つづき） 

狛江市 ・省エネルギー型の照明器具・空調機器・昇降機などの導入を検討します。 
・人感センターによる店頭設備や、LED を利用した照明機器の導入を検討し
ます。 
（数値目標は定めていない） 

東大和市 第二次計画の取り組みとして導入することを記載しているのみ。 

武蔵村山市 （１）購入等に当たって配慮すべき事項（４）設計・施工に当たっての配慮
すべき事項 
「電気製品」「省エネルギー」 
エネルギー消費効率の高い製品とすること。 
照明器具等電気機器の更新の際は、省エネルギー型に転換すること。 

多摩市 設備の更新時や新設時などに、順次高効率な機器や設備の採用に努める。 
・LED 照明や高効率蛍光灯（Hf 型）等の高効率照明の導入に努める。 
・人感センサー等調光制御システムの導入に努める。 

稲城市 省エネルギー型照明（ＬＥＤや高周波点灯形蛍光灯など）への転換を検討し
ます。 

羽村市 照明設備管理標準 
3．屋内光源（ランプ含む）の選択、更新「基準を満たす LED 照明を採用す
る。 
A.特殊な色温度又は演色性を要す場合に限り、基準に満たないものを採用す
ることができるが、複数比較により効率の高い製品を採用すること。 
B.LED 照明が採用できない場合に限り、高周波専用（Hf 型）器具、省力型
蛍光管、セラミックメタルハライド灯、高圧ナトリウム灯の採用とする。 
 
4．屋外光源の選択、更新「街路灯、防犯灯、投光器などの特殊照明につい
て基準を満たす LED 照明を採用する。A.屋外光源は消費電力、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ経費
が高いことから、より信頼性の高い設計の製品を採用する。B.特殊な色温度
又は演色性を要す場合に限り、基準に満たないものを採用することができる
が、複数比較により効率の高い製品を採用すること。C.LED 照明が採用でき
ない場合に限り、高周波専用（Hf 型）器具、省力型蛍光管、セラミックメタ
ルハライド灯、高圧ナトリウム灯の採用とする。」※いずれもグリーン調達
標準において別に定める「グリーン調達判断基準」満たす物品により更新す
る。 

あ き る 野
市 

数値目標は、なし。 
記述は次のとおり 
「街路灯・防犯灯に LED 照明を導入する。」 
「白熱灯の更新時には、省エネルギー型蛍光灯又は LED 照明への切替えに
努める。」 

西東京市 現在使用している白熱電球を電力消費量の少ない LED 照明へ更新する。 

瑞穂町 また、今後、電力使用量の大きな役場等の施設で、蛍光灯のＬＥＤ化をすす
めていきます。これにより、町の事務・事業全体の電気の使用量の８．９％
を削減することが可能ですが、町の財政状況をみながらすすめます。 

小笠原村 照明設備更新時には、省エネ型インバーター証明を導入します。 

神奈川県 神奈川県 残っている白熱球を電球形蛍光灯へ切り替えるとともに、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）を試行的に導入してその成果を検証し、ノウハウを積んだ後、技術が
安定したことを見極めた上で、施設改修時に合わせて効率的に導入を進めま
す。(本県の実行計画（事務事業編）P12(b)②より) 

横須賀市 「推進のための取り組み」の「すべての部局（施設）に共通した取り組み」
の中で、次のとおり記載 
・照明器具は用途や場所を考慮しつつ、消費電力の少ない LED などを採用
します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

神奈川県 
（つづき） 

平塚市 防犯灯のＬＥＤ照明への更新 
省エネ型（道路照明灯及びｵﾌｨｽで使用する蛍光灯の省エネ型照明への更新） 

藤沢市 公共施設の照明器具の設置にあたっては、ＬＥＤや省エネルギー機能の付い
た製品の導入に取り組んでいる 

小田原市 電気における温室効果ガスを削減する主な対策例として、高効率照明の導入
を記載している。 

茅ヶ崎市 照明器具を取り替える際は、LED 等に変更します。（当計画書 P．75 記載） 

逗子市 家電製品・OA 機器・照明器具等の購入には、省エネルギー型の製品を選び、
エネルギー消費量を抑えるようにします。 
省エネルギー型照明機器、省エネルギー型空調設備の他、新エネルギーシス
テムを導入します。 

厚木市 基本方針２：公共施設管理の省エネ化 
④空調、給湯、照明などについて省エネ設備（ＬＥＤやＣＣＦＬ照明など）
の導入に努める。 

大和市 照明等を含む電気機器の購入にあたっては、省エネルギータイプの機器を検
討します。 

伊勢原市 照明器具の定期清掃を行うとともに、インバーター照明やＬＥＤなどの省電
力タイプのものに計画的に変更します。 

海老名市 照明設備の改善 
白熱球の電球型蛍光灯への交換など削減量 232,103kg-CO2 

綾瀬市 全庁における重点項目として本庁等の公共施設の照明器具を高効率な照明
器具に交換する。 

寒川町 第３章地球温暖化対策の施策と取り組み 
（３）製品やサービスの購入や利用にあたっての取り組み 
・家電、OAKLAND 機器、照明機器などの購入、更新の際は、省エネ型製
品を選択したり、高効率照明（LED・Hf 蛍光灯）の導入を検討します。 

中井町 省エネ型 OA 機器や LED 等の高効率証明への転換を図っている。 

大井町 ＜基本目標１＞町民の健康を保護し、すがすがしい日常生活を確保しよう 
＜個別目標③＞環境にやさしいライフスタイル、事業活動を確立しよう 
＜町の行動２＞町施設における省エネ化、省資源化の推進＞ 
＜計画＞町施設で使用している白熱球を蛍光球に切り替えます。 

箱根町 電気使用量の削減 
真鶴町 平成 24 年６月に役場庁舎内の蛍光灯をＬＥＤに変更し、各自席でＯＮ・Ｏ

ＦＦできるようにした。（53％削減） 

新潟県 
 

新潟県 ○庁舎の建設及び照明設備等の更新に当たっては、昼光自動消灯装置、イン
バーター照明等省エネ型の照明設備の導入を図る。 
○蛍光灯や白熱灯など照明機器の交換に当たっては、省エネルギー型蛍光灯
や電球型蛍光灯または LED 照明など省エネ性能の高いものを使用する。 

新潟市 １省エネルギーの推進 
（1）庁舎等におけるエネルギー使用量の削減 
・導入可能なところから，LED 照明などへの切り替えを行います。 

長岡市 庁舎等においては、昼光自動消灯装置、インバーター（パワー調整）照明、
電球型蛍光ランプやＬＥＤ電球へ切り替え等省エネ型照明装置の導入を推
進する。 

三条市 Ｐ５、２具体的な行動事項、(１)エネルギー使用量を削減するための取組(証
明管理)番号４照明等の更新時には、高効率タイプの機器を検討する。 

新発田市 ・省エネ型照明機器の導入 
建物内および各種外灯において、費用対効果を勘案しつつ、ＬＥＤ照明等の
省エネルギー型・高効率型の照明機器への更新を進めます。 

十日町市 省エネルギー型・高効率型の照明機器を導入します。特に、LED 照明につ
いては、現在、技術の安定化や価格の低減等により急速に普及が進んでいる
ため、施設の用途や利用形態等に応じて各施設への導入を進めます。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

新潟県 
（つづき） 

新発田市 省エネ型照明機器の導入 
建物内および各種外灯において、費用対効果を勘案しつつ、ＬＥＤ照明等の
省エネルギー型・高効率型の照明機器への更新を進めます。 

十日町市 省エネルギー型・高効率型の照明機器を導入します。特に、LED 照明につ
いては、現在、技術の安定化や価格の低減等により急速に普及が進んでいる
ため、施設の用途や利用形態等に応じて各施設への導入を進めます。 

見附市 建物内および防犯灯や各種外灯において、ＬＥＤ照明等の省エネルギー型・
高効率型の照明機器に順次交換を進めます。 

村上市 公共施設の照明の更新時に、LED 照明や省エネ型照明機器を導入する。（数
値目標なし） 

燕市 LED 照明や Hf 型照明、人感センサー付照明機器等の省エネタイプの照明設
備導入を推進する。 

糸魚川市 照明器具等の入替・修繕の際は、使用電力の少ないもの・電力効率の良いも
のを採用する。 

妙高市 蛍光灯は、交換時にエネルギー消費効率の高い製品（LED 蛍光灯など）を
選択する。 

五泉市 施設内の白熱電球は、省エネに優れた「電球型蛍光ランプ」への切り替えを
図ります。（※実行プログラム[4]に記載。数値目標などはない） 

阿賀野市 公共施設の省エネ化の推進（空調設備の切替え、ＬＥＤ化など） 

佐渡市 白熱電球からＬＥＤ電球への切替えに取り組みます。 
蛍光灯をインバーター照明に切替えます。 

魚沼市 エネルギーを消費する器具や設備を更新する際は、省エネ型を選択するこ
と。特に、LED 式照明器具を積極的に導入すること。 

胎内市 数値目標はないが、導入を促進している。 

聖籠町 国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準以上の照明
を導入するよう努めている。 

富山県 
 

富山県 ・効果的な省エネ改修の推進。省エネルギー診断結果に基づき費用対効果が
高い省エネ改修を優先的に実施します。 

富山市 第３章取り組み１．省資源・省エネルギーの推進（１）電気使用量削減のた
めに取り組むこと【施設管理担当課】○照明機器を交換する時は、省エネタ
イプのものにします。 

高岡市 照明。新設・更新時の配慮。 
・器具の更新、蛍光管の交換は、省エネルギータイプを使用する。 

魚津市 施設の省エネルギー化 
・省エネ型照明（高効率蛍光灯、LED 照明等）への更新を行います。 

南砺市 配慮項目に関する取り組み―環境負荷の少ない施設整備、施工作業の実施―
太陽光発電やＬＥＤ蛍光灯の導入を推進する。 

立山町 公共施設の照明・外灯を省電力器具に交換 
石川県 石川県 県有施設のグリーン化推進 

金沢市 計画期間中にＬＥＤ照明装置を１０，０００基導入する 
七尾市 「施設の設備管理面からの取り組みメニュー」 

・インバーター蛍光灯などの省エネ型照明機器を導入する。 

小松市 照明器具の導入・更新にあたっては、市民の利用度が高く消灯しにくい場所
から、LED 照明等省エネルギー型のものに順次整備する。 

能美市 町(内)会管理の防犯灯を取替・新設する際の費用を補助している。 
（LED 防犯灯に取替・新設の場合器具・電力申請費…1/2 工事費などその
他の費用…1/3) 
25 年度実績 38 町会 320 基 LED 化 

野々市市 ・施設を新築（改修、改築を含む。）する場合は、環境負荷の低減に配慮し
た施設や設備（複層ガラス、熱反?ガラス、ＬＥＤ照明灯等）を導入するな
ど、できる限りの省エネルギー対策を講ずる。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

石川県 
（つづき） 

川北町 高効率照明への買い換えを順次行う。 

内灘町 施設設備更新、新設時の省エネルギー化 

宝達志水町 数値目標はないが、「高効率照明への買い換えを順次行う。」と記載してい
る。 

福井県 福井市 事業活動で使用する機器は効率よく使い、省エネ・節水に取り組む。 

勝山市 LED 街路灯の導入率を、53.7％（H25）から 58.7％（H30）まで増やす
ことを目標とする。 

越前市 施設の新築や改修には、LED 照明の導入を検討する。 

高浜町 ４．施設整備の改善等 
①施設の新築、改築をする際は、環境に配慮した工事を実施するとともに、
環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理を行う。 
５．物品購入等 
①電気製品等の物品の新規購入、レンタルをする際には、省エネルギータイ
プで環境負荷の少ないものを購入する。 

若狭町 電気使用料を４．０％削減 

山梨県 山梨県 エネルギー消費設備の新設・更新時には、高効率機器・高効率運転方式の導
入を促進する。 

甲府市 公共施設、道路照明、公園照明等の LED 化など、高効率化の推進 

山梨市 グリーン購入、環境負荷の少ない製品やサービスを積極的に選択する。 

韮崎市 LED 照明の導入促進 
庁舎等の建物の建築等にあたっては、積極的に LED 照明の導入を検討し、
既設施設における照明設備の整備を行う際は、LED 照明の導入を検討する。 

南アルプス市 ・施設内の照明や街路灯などにＬＥＤ照明の導入を検討する。 

甲斐市 「照明器具等電気器具の更新の際は、省エネルギー型の器具に転換を図る」
と明記。 

笛吹市 省エネルギー型の空調、照明設備導入に努める。 

上野原市 高効率照明（LED 照明等）への切り換え 

南部町 室内灯のほか、街灯・防犯灯で白熱灯のものを蛍光灯や LED 照明に切り替
える 

忍野村 特に明記はしていないが、施設の新築改築等の際は積極的に導入する方向で
取り組む。 

山中湖村 ・照明器具の交換に際しては、省エネ型（電球型蛍光灯、LED 電灯等）へ切
り替える。・省エネルギー型照明器具を採用する。 
・自動照明制御システム（タイムスケジュール点灯制御、昼光利用制御、在
室者検知制御等）の採用に努める。 

長野県 長野県 省エネルギーの推進／電気使用量の削減／設備更新による削減（基準年度比
４％削減）「照明設備更新時の省エネ型インバーター、ＬＥＤ照明、反射板
等の導入」 

長野市 高効率蛍光灯、インバーター照明等省エネ設備機器の利用 

松本市 高効率照明器具、人感センサー等の省エネルギー型機器の導入を検討する 

上田市 施設の建築に当たっては、地域の特性、その規模、用途に基づいて、技術的
側面、管理的側面、経済的側面等から総合的に判断して、エネルギーの効率
的な利用が可能な構造及び設備を検討する。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

長野県 
（つづき） 

松本市 高効率照明器具、人感センサー等の省エネルギー型機器の導入を検討する 

上田市 施設の建築に当たっては、地域の特性、その規模、用途に基づいて、技術的
側面、管理的側面、経済的側面等から総合的に判断して、エネルギーの効率
的な利用が可能な構造及び設備を検討する。 

岡谷市 電気使用量を基準年度比 2％以上削減 

飯田市 ２具体的な取組み事項 
（３）省エネルギー機器、新エネルギー機器等の導入 
ア LED 等次世代照明器具を公共施設や防犯灯などの公共的設備で活用する
ことで、日常的に長時 
間にわたって業務で使う照明を省エネ型に転換し、電気使用量を抑える。 

須坂市 平成 27 年度までに電気使用量を平成 21 年度比 14.5％削減する 
≪具体的取組≫ 
ア施設、整備の改善による削減 
・LED 照明の導入 

駒ヶ根市 環境に配慮した物品等の推進 
事務用品・電化製品の購入 
〔具体的な取組〕・電化製品は、エネルギー消費効率の高い製品を購入する。 

中野市 照明灯の更新時には、高効率タイプの機器を導入する。 

大町市 第 5 章施策の推進 2 具体的な施策（2）電気使用量の削減への取組み省エネ
機器への入れ替え 

飯山市 照明器具は、市民の利用度が高く、消灯しにくい施設から、順次 LED 照明
塔省エネルギー型のものに更新する。（数値目標なし） 

茅野市 新規及び買い替え時には、消費電力の小さい製品を購入する。 

千曲市 LED 化については計画に盛り込まれていません。 

軽井沢町 温室効果ガスの「削減目標達成に向けた取組」の中で、施設の低炭素化に関
する取組として、「施設内の照明をＬＥＤやＨｆ型蛍光灯などの効率タイプ
の機器に随時変更する」、また「防犯灯、道路灯などの屋外照明についても、
ＬＥＤなどの高効率照明化を推進する」旨記載している。具体的な数値目標
については、特段定めていない。 

立科町 町内の防犯灯を新設、改修にあわせ、ＬＥＤの防犯灯にしている 

南箕輪村 建築物の建築・管理にあたっての配慮の中で、照明器具の設置あるいは更新
時には、ＬＥＤ等小電力設備の導入に努める。 

宮田村 第 5 章：目標実現のための具体的取組み 2 具体的な行動内容 
（2）エネルギー転換の促進②省エネ設備（新技術）への対応 
照明機器について、省エネタイプのものへの交換を促進します。 
（白熱電球から電球形蛍光灯へ、省エネ型インバーターなど） 

松川町 町内 1017 カ所ある防犯灯を順次ＬＥＤに交換をします。 

王滝村 ・照明器具について、省エネタイプのものへの交換を促進します。 
（白熱電球から電球形蛍光灯へ、省エネ型インバーターなど） 

木曽町 町内の全防犯灯の LED 化推進事業 

松川村 村内約 700 本の防犯灯すべてを LED 化する計画。 

坂城町 庁舎及び町管理の公共施設の LED 化。防犯灯の LED 化。 

山ノ内町 「省エネルギーの取り組み－電気使用量の削減」として、「照明の LED 化
を推進する」。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

岐阜県 
（つづき） 

岐阜県 「省エネ、省資源に配慮した設備への更新」 

岐阜市 （２）ＬＥＤの設置 
新築の場合 
①新築（大規模改修含む）は、施設における必要な照度を確保した上で、原
則として導入、設置 
 
既設の場合 
①施設が今後１０年以上利用されること 
②照明器具の設置年数が古いこと（概ね１０年） 
③電力使用量が多く（概ね 1 日 8 時間以上、月 20 日以上点灯）、容易に
器具ごと取り換えられる照明であること 
④蛍光管のみの交換については、照度が不安定になる場合があるため、導入
にあたっては十分に検討すること 
⑤器具ごと交換については、費用対効果を考慮し、その都度導入を検討する 

大垣市 第 4 章【推進策】（10）省エネルギー機器への更新②ＬＥＤ照明器具等に
より消費電力の少ないものへの切替えを推進する。 

高山市 省エネルギー型の照明機器等の導入を推進する。 

多治見市 省エネ設備の導入（省エネ型空調機の導入、ＬＥＤ照明の導入等） 

中津川市 第４節中津川市エネルギー管理規定／８．照明設備管理標準 
この管理標準は、適切な照明効果と併せて省エネルギーを実現するために、
運転、計測・記録、 
保守・点検について定め、エネルギーの使用の合理化と温室効果ガスの削減
を図るものとする。 

美濃市 市内の街頭設置に対する補助制度 

羽島市 【内容】高効率照明ランプ、灯具への更新（730 台） 
【該当する工場等】本庁舎 
【実施期間】平成 23 年～平成 26 年 
【エネルギー使用合理化期待効果】12kl/年（原油換算 kl/年） 

土岐市 従来型の FLR 型蛍光灯を Hf 蛍光灯等の高効率型照明に更新し、消費電力量
を削減する。 
水銀灯をセラミックメタルハライドランプ等の高効率照明に更新し、照明の
消費電力量を削減する。 
従来型の FL 型蛍光灯を用いた誘導灯として、LED を用いた誘導灯に更新
し、誘導灯の消費電力量を削減する。 
白熱灯は電球型蛍光灯や LED 電球に更新し、消費電力量を削減する。 

各務原市 ･庁舎等における LED 等の高効率照明器具導入 
・街路灯・防犯灯における LED 等の高効率照明器具導入 

可児市 機器の更新時は、省エネ機器を積極的に導入する。 

飛騨市 配慮項目：照明機器高効率照明器具の導入 

下呂市 2017 年度までに 100ｔ・CO2 削減見込み 

養老町 ＬＥＤ照明の設置 

輪之内町 照明設備の設置・改修には LED や LVD 等の省電力照明を積極的に採用し
ている。 

富加町 庁舎内電気を LED 照明器具に替える 

御嵩町 公共施設へ LED 照明を積極的に導入します。 

静岡県 静岡県 ＬＥＤ等次世代照明や新たな高効率機器等の運用実証を行い、施設管理者対
象の見学会等により県有施設への普及を図ります。 

静岡市 事務系施設、事業系施設の主な施策として「照明器具、空調設備の高効率設
備への更新」と記載 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

静岡県 
（つづき） 

浜松市 数値目標はないが、以下の取組項目を記載している。 
・白熱灯を電球型蛍光灯や LED に交換する。 
・誘導灯を LED タイプに切り替える。 

沼津市 第 3 期沼津市地球温暖化対策実行計画事務事業編 P10「市が設置する街路
灯を従来主流であった水銀ランプから、維持管理が容易で、長寿命・省エネ
といった特性を持つ LED 照明へ転換することを促進する。LED 照明への転
換は、ESCO 事業の仕組みを活用することも検討する。」 

三島市 ・庁舎等公共施設への LED 照明、Hf 型蛍光灯、セラミックメタルハライド
ランプ等の省エネルギー照明設備の導入を推進します。 
・街灯や防犯灯への LED 照明やソーラーLED 照明等の導入を推進します。 

富士宮市 数値目標なし。 
エネルギーを使用する設備については、省エネ法に基づくエネルギー管理標
準の遵守及び運用により取り組みます。（照明設備の管理標準の新設更新の
項目に、高効率照明の採用。と記述） 

伊東市 「第Ⅳ章目標達成に向けての取組」の「１物品等の購入に当たっての配慮」
における「エネルギー消費効率の高い製品の導入」 

焼津市 ＬＥＤ照明や、インバーター式蛍光灯などの省エネ型照明機器の導入に努め
る。 

掛川市 エネルギー効率の良いものに切り替えを進める 

藤枝市 施設照明や避難誘導灯は、消費電力の低い照明や省エネ型照明機器の導入に
努めます。 

御殿場市 ＬＥＤ照明やインバーター式蛍光灯など省エネ型照明機器の導入を推進す
る。 
省エネ・省資源設備など、環境負荷の少ない高効率機器の導入に努める。 
省エネ型照明機器等の導入に努める。 

袋井市 LED照明への更新ＣＯ２排出量の削減市役所本庁10t/年、総合センター8t/
年、浅羽支所 6t/年、防犯灯・道路照明灯 22t/年、愛野駅南北自由通路 20t/
年、公園照明灯 30t/年 

菊川市 照明の LED 化による二酸化炭素削減量の目安 
対象施設（二酸化炭素削減量）：市役所本庁舎（55.8ｔ-CO2/年） 

東伊豆町 省エネ型照明を採用、交換していく。 

南伊豆町 地球温暖化対策を推進するため、LED などの最新省エネ製品の採用に努め
る。 

川根本町 「照明機器は、可能な限りＬＥＤ等の省エネルギー機器へ転換する。」 
数値的な目標記述はなし。 

愛知県 愛知県 「公共建築グリーン整備基準」や調達方針に基づき、エネルギー効率の高い
空調システムや照明設備の採用、断熱性の高い構造や建具の採用など、計画
的に施設の省エネルギー化を図ります。 

名古屋市 エネルギーを消費する設備の設置にあたっては、エネルギー効率が優れ、か
つ、効率的な使用が可能となる設備を導入します。（コージェネレーション、
ＬＥＤ照明等） 

岡崎市 ・省エネルギーの推進 
照明の適正管理。白熱電球を電球型蛍光ランプやＬＥＤ電球へ切り替える。 
・環境配慮型工事の施工。省エネルギーの推進（建物・設備等） 
ＬＥＤなどの低消費電力及びセンサー式照明器具の導入を積極的に図る。 

一宮市 ・パソコン及びその周辺機器、コピー機などのＯＡ機器、照明器具、エアコ
ン、テレビなどの電化製品の購入（更新）に当たっては、消費電力が少なく
エネルギー消費効率の良い製品を導入します。 

瀬戸市 高効率照明機器の導入に努めます。 

春日井市 エネルギー効率の低い機器から、高効率給湯器やコジェネレーションシステ
ム、ヒートポンプなど、エネルギー効率の高い機器の導入促進を図ります。 

豊川市 OA 機器や照明機器の更新に当たっては、省エネルギー型の機器を導入しま
す。 

碧南市 照明器具は、省エネタイプ（ＬＥＤ等）やセンサー付きのものに変更してい
く。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

愛知県 
（つづき） 

刈谷市 １材やサービスの購入に当たっての配慮事項②エネルギー消費効率の高い機
器の購入 
◎ＯＡ機器、家電製品、照明等の導入・更新時は、極力、省エネルギー型の
製品を選択する。 
３建築物の建築・管理等に当たっての配慮事項①省エネルギーに配慮した施
設設計 
◎省エネルギー型の照明機器の設置を進める。 

豊田市 OA 機器等の電気製品の導入には、省エネルギータイプ等の機器を検討する。 

西尾市 OA 機器や照明器具、電気製品を購入する際は、エネルギー消費効率の高い
機器を選択します。 

蒲郡市 電気の総使用量を 4％削減する。 

犬山市 省エネ推進（省エネ推進率先行動＿節電に関する取り組み） 
電球や照明器具の交換時には、LED 等の高効率照明への切り替えを検討しま
す。 
公共事業における取り組み（省エネ設備の導入） 
LED 等高効率照明器具への切り替えを推進します。 

常滑市 LED 証明等の省エネルギー機器を導入するよう努める 

江南市 消費電力の少ないＬＥＤ照明等の高効率照明を採用する（計画書Ｐ13、電気
使用量の係る照明機器の取り組みより抜粋） 

小牧市 施設の新築・改修時には、新エネルギー設備の導入など省エネルギーに配慮
します。 

稲沢市 高効率照明（LED 照明等）への買い換えを順次行う。 

新城市 ・設置から 10 年以上経過している照明器具の安定器を計画的にインバータ
ー方式のものに交換します。 
・可能な範囲で白熱電球をＬＥＤ電球等により消費電力の少ないものへ切り
替えをします。 

知多市 電球型蛍光ランプやＬＥＤ（発光ダイオード）等効率の良い照明器具を積極
的に利用 

岩倉市 温室効果ガス排出削減に向けた取組の中で、「LED 照明や Hf 照明などエネ
ルギー効率の良い照明機器の導入に努める。」と記述している。 

日進市 照明灯の更新時には、高効率タイプまたはＬＥＤ照明灯の機器を検討する。 

田原市 実行計画（事務事業編）を策定していないため、該当部分はありません。 

愛西市 同計画の第 4 章具体的な取り組みの中で、施設設備の改善として高効率照明
への転換を記載している。 

北名古屋市 エネルギー消費効率の高い製品の導入及び更新。 

みよし市 省エネ型空調設備、照明器具の採用、断熱、通風に配慮した設計に努める。 

東郷町 事務事業編には盛り込んでいない。 

大口町 実行計画の策定をしていないため数値目標は設けていないが、少しでも温室
効果ガスの排出削減となるようＬＥＤ電球へ交換するなど積極的に進めてい
る。 

美浜町 高効率の空調システムや照度設備を採用するなど施設の省エネルギー化に努
める。 

幸田町 エネルギー使用量の抑制電気使用量や燃料使用量等の抑制に努めます。ＬＥ
Ｄ照明器具やセンサー付き照明の導入や断熱性の向上等省エネルギー対策を
推進します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

三重県 三重県 計画的に高等学校等の教室の照明設備を初期焦土補正制御装置付きに更新す
るとともに、昼光利用システムも設置していきます。設備更新により約 30％
の省エネ効果が見込めます。 

津市 省エネタイプの蛍光管への更新 
庁舎等の照明用蛍光管は、順次、省エネタイプのものに更新する。 

四日市市 照明器具の適正使用・大規模な更新の際は省エネ型器具を導入する 

伊勢市 高効率照明設備による削減※数値目標なし 

鈴鹿市 第６章温暖化に向けた取組み３省エネルギー・省資源活動の推進（1）電気
削減・冷暖房燃料削減関係省エネ電気機器の選択導入 

名張市 建物・施設のエネルギー使用量の削減のための環境目標例として、「ＬＥＤ
電球への取り替え」を挙げている。 

亀山市 省エネルギー、新エネルギーの推進 
・照明器具や避難誘導等を設置又は、交換する場合は、消費電力の少ないＬ
ＥＤ照明を可能な限り導入する。 

熊野市 エネルギー消費の少ない機器（OA 機器、LED 証明など）の優先的導入や買
い替えを進めます。 

朝日町 高効率照明への買い換えに努める。 

川越町 各施設の取組み例として、高効率照明の買い替えを順次行うと明記。 

滋賀県 滋賀県 効率の良い照明設備の導入などの省エネ・省 CO?機器の導入を進めます。 

長浜市 ・庁舎施設等での取り組みとして、照明は高効率タイプ（インバータ照明、
LED 照明）を導入する。また、避難誘導等についても、高輝度誘導灯を導入
し CO2 を削減する。 

草津市 白熱電球のうち、代替え可能なものについて、計画的に電球型蛍光灯または
LED 電球に切り替える。 

守山市 2 事務活動（ｵﾌｨｽ）における取組みについて 
(1)電気についての取組み 
ア購入についての配慮：イ使用についての配慮：ウ廃棄についての配慮： 

甲賀市 LED ランプへの交換６９ｔ－ＣＯ2／年 
屋外灯のＬＥＤ照明への更新・新設１３ｔ－ＣＯ2 

野洲市 省資源・省エネルギー型機器等の採用 

湖南市 温室効果ガスを大幅に削減するためには、節電などの照明設備や空調設備等
のエネルギー使用量を減らす対策(ソフト対策)はもとより、高効率設備の導
入等を実施する(ハード対策)必要があります。 

京都府 京都府 新築施設における高効率照明導入の標準仕様化 
全総合庁舎の旧式照明の高効率機器への切り替え 
信号機・道路照明のＬＥＤ化 

京都市 ○庁舎照明の LED 照明など高効率照明への更新 
庁舎の照明について，LED 照明など高効率照明への更新を進めます。 
○道路照明等の省エネ化 
主要幹線道路に設置している道路照明灯の光源を水銀ランプから，セラミッ
クメタルハライドランプ等の省エネランプに順次転換します。また，生活道
路等で使用している蛍光灯の道路照明灯について，新設を行う際には LED
照明灯を設置し，更なる省エネ化を図ります。 

福知山市 省エネ型機器への転換を図ります。 

舞鶴市 実行計画第 4 章取組内容（DO）において、全体の取り組みとして「省エネ
ルギー設備への更新」を記載 
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京都府 
（つづき） 

宇治市 白熱電球や従来型蛍光灯については、環境管理事務局が中心となり、各施設
を所管する部署と協力検討の上、使用頻度が高く効果が大きい箇所すべてに
5 年間で高効率照明を導入する。 
機器の更新の際には高効率機器を導入する。 

宮津市 高効率照明への置き換えを記載しているが、数値目標までは記載していない。 

城陽市 ＬＥＤなど高効率照明器具へ更新する 

向日市 組織全体で取り組む項目「省エネ機器の導入」：冷暖房機器の省エネ型への
切替、LED 照明等の高効率機器の計画的導入 

長岡京市 電気使用量削減に向けて照明機器を消費電力の少ないＬＥＤに交換します。 
施設の新設・増改築時には蛍光灯のインバーター化を図ります。 

八幡市 OA 機器や電気製品は特に使用段階における排出量が多くなっていると言わ
れているため、使用時の消費電力量ができるだけ少ない製品を導入すること 

京田辺市 施設や設備の中には、老朽化等により、エネルギー使用効率が低下する場合
があります。 
これらの施設や設備について、見直し、更新の際に、エネルギー使用効率の
向上を図ることで、省エネ化を進めます。 
・高効率機器（空調や給湯設備、照明器具など）の導入を進める。 

井手町 白熱灯は順次廃止し、蛍光灯に交換する 
トイレ照明に人体感知型スイッチの導入 
ＬＥＤ照明の導入 

宇治田原町 施設の省電力照明化を実施する（LED など） 

京丹波町 庁内照明器具や街頭の更新時には積極的な LED 化に努める。 

大阪府 大阪府 ・空調や換気、照明、給湯、昇降機等の設備機器について、エネルギー効率
の高いシステムを採用するなどの手法により設備システムのエネルギー損失
を低減させ、エネルギー低減率（ERR）を 15％以上とする。 
・庁舎等の施設及び設備に、省エネルギー型蛍光灯や電球型蛍光灯、LED 照
明など高効率の照明を導入する。 
・昼光制御、人感センサー等調光制御システムを導入する。 
・府管理の道路照明は、本計画期間中に全ての水銀灯及びナトリウム灯を
LED 化する。 

大阪市 ・道路照明灯の光源を水銀ランプや高圧ナトリウムランプから LED ランプ
に順次転換します。 
・博物館等の展示室スポットライトや誘導灯の LED 化などの省エネルギー・
省 CO2 設備の導入や省エネルギー・省 CO2 に配慮した運転に加え、「庁
内環境保全行動計画」に基づく取組みを推進します。 

堺市 エネルギー管理指定工場における取組内容として、ＬＥＤ等高効率照明の導
入と記載 

豊中市 建築物の規模や用途に合わせて、エネルギー使用の合理化が図れる設備を導
入する。たとえば、LED を用いた省エネルギー型照明機器や環境に配慮した
スイッチ回路の採用などを考慮する。 

池田市 第３章１－（４）環境にやさしいｵﾌｨｽ 
④省エネ型の照明器具および冷暖房器具などの導入促進 
機器の購入時には仕様を確認し、照明のＬＥＤ化など、エネルギー効率の高
い製品を選びます。 

吹田市 「高効率な省エネルギー機器等の導入を進める」 
（努力目標としての記述） 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

大阪府 
（つづき） 

高槻市 施設の新築、改修時等には、「環境に配慮した公共建築物整備指針」を活用
し、空調設備、ボイラー設備、照明設備等について、高効率な設備の導入を
検討し、省エネルギー化を図る。 

貝塚市 温暖化防止に向けた取組み方針として、照明の更新には省エネルギー型照明
または LED 照明の導入につとめる。 

枚方市 道路等の照明を新設する際は、原則として LED 照明を設置します。 

茨木市 ・インバーター蛍光灯や省エネラベルなどを参考に、節電型の電気製品を導
入します。 

八尾市 『八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）』４頁民生業務部門 
建築物、設備の省エネルギー化：庁舎等の省エネルギー化を推進します。 

富田林市 LED 照明や省エネ型の蛍光灯・電球型蛍光灯等の電気使用量の少ない省エネ
機器を採用する。 

寝屋川市 市庁舎内、各小学校の証明を高効率照明へ順次交換している。 

河内長野市 照明器具については、LED の導入を図ります。 
大東市 ◆計画推進に向けて、単価契約を行っている消費電力量が２割少ない蛍光管

（従来型 FLR：40W→新規型 Hf：32W）を使用する。 
◆新たに、LED 型蛍光灯の導入検討を、従来型 FLR（40W）を多く設置し
ている施設を中心に進める。 

摂津市 自然エネルギーの活用や LED 化などの検討をする。 
エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となるものを導入す
る。 

藤井寺市 極力導入に取り組む 

東大阪市 ＬＥＤ照明器具などの高効率照明や太陽光発電設備を積極的に導入します。 

交野市 公共施設において環境配慮型設備の設置・更新を検討し導入している 

大阪狭山市 施設改修を含めたハード面の省エネ化について、ＬＥＤ照明への切り替えを
行う。 

阪南市 第 3 章排出削減のための取り組み 
2．重点施策①省エネルギー設備の導入 
高効率照明器具等や高効率空調設備等への更新により、エネルギー使用量の
削減に努める。 
排出削減のための具体的な取り組み 
(2)間接的な取り組み⑤施設整備・維持管理 
・照明は、ＬＥＤ照明の導入に努める。 

田尻町 P８省エネ化工事の導入、更新⇒省エネ型照明機器への転換（LED 照明、高
効率照明等） 

河南町 道路照明、防犯灯の LED 照明化 

兵庫県 兵庫県 【構想・計画】 
施設規模、用途に応じて、設備区分ごとに次の機器、システムの導入等に努
める。 
照明設備 
・Ｈｆ（高周波点灯形）照明、ＬＥＤ（発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ）照明等高効率照明機器、
照明対象範囲の細分化、人感センサー等照明の高度制御装置 
【維持管理】 
照明設備 
・室内蛍光灯照明のＨｆ照明への更新、外灯（水銀灯）の無電極放電ランプ
等高効率照明への更新等による省エネ化改修事業を計画的に推進する。 
・電球について、ＬＥＤ照明、メタルハライドランプ、電球型蛍光灯等への
転換を図る等、照明の高効率化に努める。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

兵庫県 
（つづき） 

神戸市 事業場における照明設備の高効率化（LED 照明、インバーター化など）や
ヒートポンプなどの高効率機器の導入を進めます。 

姫路市 照明機器、電化製品等を取り換える場合は、省エネ型製品の導入に努める。 

尼崎市 照明機器や OA 機器等の省エネルギー型機器の購入 
【第 2 次尼崎市環境率先実行計画】5-Ⅰ-(1)-⑥ 

西宮市 環境配慮項目ごとの目標達成にむけた取り組み 
エネルギー消費量のより少ない建築設備や自然エネルギー設備の導入等、
「環境配慮型庁舎」の取り組みの推進 

芦屋市 計画書の配慮事項として以下のとおり記載しています。 
１施設等の維持管理及び製品等の使用に当たっての環境への配慮 
(１)施設等におけるエネルギー使用量の削減 
【電気使用量の抑制】 
⑪蛍光灯，水銀灯については交換の際にエネルギー使用量の少ない，省エネ
型照明を極力採用しましょう。 

豊岡市 電源オフ待機の機能を有するエネルギー消費効率が高いコンピュータ、プリ
ンタ-、コピー機、照明器具等の機器を導入する。 

加古川市 【目標】電気使用量による温室効果ガスの排出量を平成 16 年度比 14％削
減します。施設管理（該当課）・エネルギー効率の高い機器を導入します。 

赤穂市 エネルギー消費効率の高い機器の利用 
蛍光灯等の照明器具を逐次、省エネタイプのものに交換する 

西脇市 照明機器の設置・更新時には、必ず省エネ型のものを導入します。 

宝塚市 施設管理における取り組み 
公共施設の運用、及び大規模でない修繕などについては、適切な措置を講じ
る。 

高砂市 照明機器は、高効率タイプ（ＬＥＤ照明含む）ものを導入する。 

篠山市 設備の適正利用として、設備稼働状況の把握、運用対策の実施を行い、費用
対効果等を検討し、適正な時期に設備導入を行います。 

養父市 高効率の照明器具への更新 
・環境配慮照明器具を導入する 
・白熱電球を LED 電球や高効率型の蛍光灯ボール球に転換する 
・旧型の蛍光灯を高効率蛍光灯(Hf 型)等に転換する 
・インバーター照明、高輝度型誘導灯を導入する 

丹波市 蛍光灯照明器具を高効率器具に更新する→ 
【設備の概要】①蛍光灯照明器具を LED 器具に更新する。②器具を再利用
して安定器とランプを LED ユニットに更新する。③器具を再利用して安定
器とランプを高効率タイプに更新する。 
【効果が見込まれる施設等】①は天井改修が不要で容易に器具を交換できる
施設・部屋に有効。②③は埋め込み式で天井改修にコストがかかる施設・部
屋に有効。②③は利用頻度で選択。 

淡路市 LED 照明器具への転換 

宍粟市 第 3 章３の③省エネルギー型製品の導入 
照明機器、OA 機器、空調機器等の更新や新規の購入、リースに当たっては、
国際エネルギースターロゴ認定などのエネルギー性に優れた機器を導入す
る。 

加東市 省エネルギー型機器・器具の照明 
可能な限り高効率照明（ＬＥＤ照明・インバーター照明）を採用する 

たつの市 電気使用量の削減 
①照明機器等について 
省エネルギー型（ＬＥＤ照明、ＨＦインバータ蛍光灯）照明機器の導入を推
進する。 

猪名川町 計測中 

福崎町 公共施設全般の照明を省エネタイプへ順次交換する。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

兵庫県 
（つづき） 

太子町 エネルギー消費効率の高い機器の購入 
・高効率照明の導入（ＬＥＤ照明、インバータ照明） 

上郡町 上郡町では、導入効果を十分に検討したうえでこれらの機器の導入を行い、
温室効果ガスの排出量の削減を実施します。 

佐用町 エネルギー消費効率の高い機器の導入。 
・高効率照明の導入（ＬＥＤ照明、インバータ照明） 

新温泉町 3.2.2 財やサービスの購入・使用にあたっての配慮 
（3）エネルギー消費効率の高い機器の導入 
・高効率照明の導入（LED 照明、インバータ照明） 

奈良県 奈良県 省エネルギー型の照明機器の設置、窓側電灯配線のライン化及び建築物の断
熱性向上等の省エネルギー設備の導入を検討します。 

奈良市 ・全ての白熱灯について、消費電力の少ないＬＥＤ電球や電球型蛍光灯に順
次切り替えを図ります。（3 次計画Ｐ12） 
・省エネ型及びセンサー式の照明機器の導入に努めます。（3 次計画Ｐ20） 

天理市 目標達成に向けた取組で「エコオフィス活動の推進」、「公共工事における
環境配慮」の 2 項目を掲げており、そのうち、「エコオフィス活動の推進」
において、「省エネ型の照明・家電製品を購入する。」と推進しています。 

橿原市 庁舎内照明をＬEＤに変更 

生駒市 ・本庁のダウンライトについて、平成 23 年度にＬＥＤ照明を導入。 
・花のまちづくりセンターに、平成 23 年度にＬＥＤ照明を導入。 
・本庁の 40Ｗ蛍光灯について、平成 24 年度にＬＥＤ照明を導入。 
・市内の防犯灯・街路灯について、平成 24 年度にＬＥＤ照明を導入。 

香芝市 実行計画 P11【物品の購入】 
《照明機器、家電製品》 
□適正規模の機器を選択するとともに、省エネルギー型の製品を購入します。 
照明器具の更新の際は、より省電力タイプのものとします。 

宇陀市 高効率照明への買い替えを順次行う。 

平群町 照明設備は蛍光灯・LED 等の消費電力の少ない器具への転換を奨励します。 

王寺町 策定中のため提示できないが、盛り込む予定。 

吉野町 省エネルギー型の製品の導入を図ります。 

天川村 第３章具体的な取組１施設設備等の改善「効果率照明への買い換えを順次行
う」 

十津川村 平成 20 年から 24 年の間で役場庁内の照明をＬＥＤに取り換えました。 

下北山村 村内の防犯灯等をＬＥＤにしました 

和歌山県 和歌山県 太陽光などの再生可能エネルギー、省エネ・省 CO2 型の給湯・照明設備の
導入を推進します。 

和歌山市 省エネルギー･省資源活動の取組において、電気使用量の削減を図るため、省
エネ型の照明器具及び OA 機器等の導入を促進すると明記している。 

橋本市 エネルギー消費効率の高い製品の優先的な導入を図ります。（ＬＥＤ照明器
具等） 

紀の川市 ○始業開始前は、必要箇所を除いて原則消灯とします。○昼休みは、窓口業
務を除き原則消灯を行います。○照明点灯箇所の削減を実施します。○照明
器具の清掃や電球の適正な時期での交換を実施します。○晴天時の窓際の照
明は、支障のない限り消灯を行います。○トイレ、廊下、階段等の供用部分
の照明は、来庁者の支障にならない範囲で消灯します。○残業する場合は、
業務に支障のない範囲で部屋の部分消灯を行います。○照明器具の更新時は、
省エネルギー型照明機器（高効率蛍光灯照明器具やＬＥＤ照明等）を積極的
に導入します。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

和歌山県 
（つづき） 

由良町 毎年度予算の範囲内において、庁舎執務室等の照明をＬＥＤ照明に変更して
いる。 

上富田町 温室効果ガス総排出量の削減目標として、平成 24 年度(目標年度)までの計
画期間内に、平成 18 年度(基準年度)のエネルギー使用に伴う二酸化炭素
(CO2)総排出量の 6.0％以上の削減を達成できるよう努力します。 

鳥取県 鳥取県 【庁舎管理担当課、営繕担当課における取組】 
■省エネルギー型の照明機器への切替え、導入を図る。 

米子市 LED 照明等の省エネルギー型照明器具の導入を図る 

倉吉市 ○省エネルギー型照明機器(LED)への切り替え、導入を図る。 

境港市 市内街灯の LED 化 

岩美町 電球等の照明器具、照明機器は、LED などの省電力タイプのものに更新す
るようにする 

智頭町 智頭町住宅用太陽光発電システム等導入推進事業に導入の促進を行う。 

八頭町 「電球等の照明器具、照明機器は省電力タイプのものに更新する。」 
目標値なし 

三朝町 ②各施設において、空調設備を環境負荷の少ない設備に更新、Hf 型蛍光灯、
LED 照明等省エネ型照明の導入を推進する。 

湯梨浜町 計画には盛り込んでいないが、庁舎改修を行った際、発光ダイオードによる
照明に一部切り替えた。 
事業担当課：総務課総務係 

南部町 省エネルギー型の照明機器へ切り替える。 

伯耆町 公共施設を新設又は改築する場合にあっては、太陽光発電システム、LED
照明設備等の省エネ設備の導入に努める。 

日野町 事業名日野町 LED 防犯灯設置補助金（単独町補助金） 
目標数値等は無し、地域自治会に対し、防犯灯設置費用上限３０千円１５基
分までを補助、 

島根県 島根県 照明器具などの更新については、インバーター化やＬＥＤなどエネルギー使
用量の削減につながる設備に更新するよう努めます。 

浜田市 ①LED 照明や電子回路式安定期（インバーター）を点灯回路に使用した高
効率ランプ蛍光ランプランプ等省エネ型設備を採用する。 
②清掃、光源の交換等についての保守性を考慮する。 
③照明器具の選択には、被照明場所への照射効率も考慮する。 
④昼光を利用できる場所の照明設備の回路は、他の照明設備と別回路にする
ことを考慮する。 
⑤人体感知装置の設置、タイマーの利用、保安設備との連動等を考慮する。 

益田市 白熱電球から電球型蛍光ランプやＬＥＤ照明等の切り換えを進め、高効率で
省エネルギー型照明製品の導入を図る事。 

江津市 数値目標はないが、促進につとめるよう記載あり 

奥出雲町 LED 照明設備等、耐久性があり効率的な照明を導入します。電気使用量 5％
削減。 

飯南町 ⑥照明ランプの適正な時期での交換を実施し省エネタイプの LED ランプ等
のトップランナーとする。 
町防犯等の LED 化に順次、取組んでいる。 

川本町 ・施設の規模、用途に応じた省エネルギー型空調機、照明機器の導入や、各
種制御システムの採用に努め、消費電力の低減を図る。特に機器のレイアウ
トへの配慮、個別冷暖房、個別照明可能なシステムの導入を検討する。 
・冷暖房設備、照明器具等の機器更新の際には、省エネルギー型の機器を導
入するよう努める。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

岡山県 
 

岡山県 第５章具体的な取組１基本方針（１）施設・設備の省エネルギー化、新エネ
ルギーの導入等に関する対策の実施省エネ設備・機器の導入、エネルギーの
見える化、太陽光発電等の新エネルギーの導入等を推進する。 

岡山市 ・電球等の照明器具、照明機器は、省電力タイプ（インバーター）のものへ
の更新や、白熱灯の蛍光灯への切り替えを行う。 
・照明灯の新設・維持管理に当たっては、上空への漏光が少なく、省エネル
ギー型ランプ（ナトリウム灯、ＬＥＤ灯等）の採用に努める。 

倉敷市 「照明設備管理標準」に基づき、照明設備の適切な使用に努める。 
（抜粋）交換時に省エネ型照明器具の採用を検討する―Hf 蛍光ランプ、高
輝度 HID ランプ、LED― 

津山市 省エネ機器普及促進プロジェクト 

高梁市 実行計画（事務事業編）を作成していない。 

新見市 市内全域を対象に、防犯灯を LED への転換を、助成金にて推進している。
（目標数値＝１００％） 

備前市 改修時の省エネルギー対策の実施（インバーター蛍光灯などの照明機器、省
エネルギー型空調機の導入） 

瀬戸内市 ・ＬＥＤ照明器具への転換 

浅口市 LED 照明器具への転換 

和気町 長期的取組の中で「ＬＥＤ照明器具への転換を検討する」と記載している。 

奈義町 庁舎内の照明を LED に交換 

久米南町 省エネ型照明の導入（インバーター型、白熱灯→蛍光灯）を検討する。 

広島県 広島県 庁舎等の照明設備について，蛍光灯の高効率化やＬＥＤ化等を進める。 

広島市 （別紙）Ⅲ環境配慮型物品の購入・使用 
１環境配慮型物品の購入・使用 
行動目標：環境配慮型物品の優先的購入・使用に努める 
具体的行動：「広島市役所グリーン購入方針」に基づき、環境配慮型物品の
購入を推進する。 

呉市 1.電気・燃料使用量の削減 
(1)省エネルギーの推進 
○高効率機器の導入 
・設備の更新を計画的に行い，省エネルギー型照明や高効率給湯機器設備へ
の切り替えを図る。 

竹原市 ・施設照明の高効率照明への交換を順次行う。 
・市所有公衆街路灯について適正配置を検討した上で，高効率照明化をすす
める。 

尾道市 照明器具の更新時には、インバーター蛍光灯等省エネルギー型のものに取り
替える。 

福山市 建築物の建設・運用に関する取組 
○次の項目については，個別に検討を行います。 
(1)計画するとき 
・省エネルギー型の建築設備の導入に努める。 

府中市 電気製品の購入・更新に関する部分で照明器具（蛍光灯）等の製品を購入す
る際は、トップランナー制度と省エネラベリング制度を活用し、なるべく省
エネルギー型電気製品を購入するよう記述。 

安芸高田市 実行計画(事務事業編）には盛り込んでいないが、地域防犯灯（LED)の新設
や地域管理集会所の高効率照明の交換に対し、支援をしている。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

広島県 
（つづき） 

世羅町 照明機器は、極力省エネルギー型の電球型蛍光灯 LED 電球などに切り替え
るようにする。 

山口県 山口県 ・照明器具を更新時に節電型のものに切り替えます。 
・太陽光発電や太陽熱、保水性舗装、高反射塗装、屋上緑化、ＬＥＤ照明施
設等の省エネルギー、再生可能エネルギー導入施設を整備します。 

下関市 白熱電球を型蛍光ランプや LED 電球へ切り替える。 
低消費電力及びセンサー式の照明器具導入を積極的に図る。 

宇部市 省エネ化・緑化を推進する 
新エネルギー・省エネルギー設備を導入する 

山口市 重点的に取り組むものとして、庁舎・設備等の省エネルギー化の推進を掲げ
ており、高効率照明器具への更新により、エネルギー使用量の削減に努める
こととしている。 

下松市 第４章目標達成のための取組５建築物の設計、維持管理等に当たっての配慮
（２）維持管理について・可能な限り省エネルギー型設備や機器の導入、設
備の改修等、温室効果ガス排出の少ない維持管理を行う。 

岩国市 白熱電球を省エネ電球（電球型蛍光灯・LED 電球）へ交換する。「いわく
にエコマネジメントプラン」エコオフィス活動実施規程（平成 23 年 4 月
現在）より 

光市 省エネ機器の購入・更新時は、省エネ型照明器具を導入 

長門市 (９)省資源・省エネルギー型の施設への転換 
【達成のための取組】 
建築物の建設に当たっては、省エネルギー型、節水型の建築等に努めます。 

柳井市 ・公共施設の建設等にあたっては、自然エネルギーや太陽光発電、LED 照
明等のエネルギー、新エネルギーの導入に努めます。 
・照明器具を更新時に節電型のものに切り替えます。 

美祢市 防犯灯など街路灯の新規設置の場合は、省エネ効果が高く、耐用年数の長い
もの（ＬＥＤ証明など）を設置する 

周南市 照明器具は、計画的に省エネルギー型への更新を促進するよう努める。 

山陽小野田市 建築構造及び設備に関しては、省エネルギー型の設備、建物の断熱性能の向
上等を通じた省エネルギーの推進、廃棄物等から作られた建設材料の利用促
進、電力利用の平準化等に努めます。 

周防大島町 施設設備の改善等高効率照明への買い替えを順次行う 

阿武町 電気使用量の削減５％（高効率照明の設置については記述ありません。） 

徳島県 徳島県 第４章目標達成に向けた取り組み 
２建築物のグリーン化 
◆再生可能エネルギーの導入等 
・LED 照明やリチウムイオン電池の積極的な導入に努める。 

徳島市 白熱電球を使用している場合は、速やかに電球型蛍光灯、LED 照明に交換
する。 
Hf 型蛍光灯・LED 照明やセンサー付機器への転換を図る。 

鳴門市 消費電力の少ない機種（ＬＥＤ照明、Ｈｆ型蛍光灯等のインバーター型製品）
やセンサー付機器への転換を図ります。 

小松島市 １．温室効果ガスの排出抑制対策に直接的に資する取組み 
ａ．エネルギー消費効率の高い電気製品の導入 

上勝町 計画には、高効率照明の数値目標等は明記されていない。 

石井町 防犯灯のＬＥＤ使用 

神山町 実行計画８－７）－①－ウ 
省エネルギー型空調・照明機器の導入に努めると共に、採光や通風など自然
エネルギーの十分な活用を図ります。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

徳島県 
（つづき） 

石井町 防犯灯のＬＥＤ使用 

神山町 実行計画８－７）－①－ウ 
省エネルギー型空調・照明機器の導入に努めると共に、採光や通風など自然
エネルギーの十分な活用を図ります。 

藍住町 LED 照明器具への転換を検討する。 

板野町 家電製品の購入にあたっては、可能な限り、エネルギー消費効率の高い（消
費電力の低い）省エネルギー型の製品を購入する。 

上板町 電球等の照明器具、照明機器は、省電力タイプのものに更新するようにする 

香川県 香川県 照明設備については、更新時期等に合わせて、ＬＥＤ照明やＨf（高周波点灯
形）蛍光灯などエネルギー消費効率の高い機器に順次切り替えます。 

坂出市 照明設備については、更新時期等にあわせて、LED 照明や Hf(高周波点灯形）
蛍光灯などエネルギー消費効率の高いものを導入します。 

観音寺市 本庁舎他１１施設。 

東かがわ市 新築時や照明設備の一体的な更新時において、ＬＥＤやＨｆ（高周波点灯専
用形）蛍光灯などエネルギーの消費効率の高いものを順次積極的に導入しま
す。 

三豊市 第５章第３節１．省エネルギー機器への更新 
省エネルギー機器の導入を積極的に検討し、順次更新を進めていくことで、
省エネルギー化及び温室効果ガス排出量の削減を図る。 

三木町 みきエコオフィス計画８の（2）の①省電力で節電効果の高い LED 灯や照明
器具を積極的に選択する。 

愛媛県 松山市 数値目標等の記載はしていないが、「重点的取組項目」として記載している。 

今治市 ＯＡ機器、蛍光灯照器具の購入に関しては省エネ効果の目標基準達成機器、
器具の購入を目指す。 

新居浜市 防犯灯ＬＥＤ導入化 

大洲市 （１）省エネルギー機器への更新高効率エアコンや高効率ボイラ、ＬＥＤ照
明等、エネルギー効率が高く、エネルギー消費を低く抑えることができる機
器をはじめ、自動調光システムや人感センサ-等必要な時に必要最小限のエネ
ルギーを使うように制御する機器、その他、窓からの熱の出入りを抑制し冷
暖房負荷の低減が可能な断熱フィルムの施工等、省エネルギーのためのさま
ざまな機器・設備等が製品化されている。これら省エネ機器等の導入を積極
的に検討し、順次更新を進めることで、省エネルギー化及び温室効果ガス排
出量の削減を図る。 

四国中央市 第２期四国中央市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第５章第４節「ハ
ード的取り組み」２「省エネルギー器機」 

東温市 照明の省エネの推進 

松前町 「設備の省エネルギー化：施設の省エネルギー化を積極的に導入することで、
エネルギー使用量を削減し、温室効果ガスの排出量の削減が図られます。」 

砥部町 照明器具の更新時には、インバーター蛍光灯など、省エネルギー型のものに
取り替える。 

内子町 ①照明（屋内、屋外）・照明機器のカバーの洗浄並びに古い蛍光管は省エネ
タイプの電球へ取り替えるよう努める。 

高知県 高知県 ◆施設の新設又は改修時における配慮 
設備・機器の高効率化、建築物の環境性能の向上又は計測・制御システム、
再生可能エネルギー設備等の導入を検討し、エネルギー使用の合理化を推進
していきます。 

高知市 【庁舎・施設管理に関する取組】 
・インバーター型の照明機器など，省エネタイプの設備機器等を導入する。 

南国市 「Ⅲ．目標達成のための実行事項」として「公共施設の省エネ設備導入を推
進する」と記載 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

高知県 
（つづき） 

土佐市 白熱電球は、ＬＥＤ電球や電球型蛍光灯に交換する。 

宿毛市 省エネ型照明器具への切り替えを推進します。 

土佐清水市 施設新築・改築時など積極的に導入を行う。 

四万十市 施設の新築・建て替え等に関わる取り組み 
省エネルギー設備の導入を図ります。 
（ペアガラス、高効率照明、照明の人感センサー等） 

香南市 街路灯・防犯灯の LED 化 

奈半利町 役場庁舎内蛍光灯を随時 LED へ交換 

馬路村 ・施設の新築又は改築時に、環境に配慮した工事を実施するとともに、設備・
機器の効率化や建築物の環境性能の向上または計測・制御システムの導入を
検討する等、環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に努め
ます。 
・設備や施設の耐用年数や使用状況、省エネ効果等を勘案し、改修等の優先
順位を検討し、計画的な改修等に努めていきます。 
（第 3 章５．施設設備等の改善等） 

大川村 LED 照明などの高効率照明への買い替えを順次行う。 

いの町 電気機器導入時は、ＬＥＤ、ＣＣＦＬ等の照明機器など省エネタイプの製品
を優先する。 

佐川町 省エネルギー型設備を積極的に導入する 

四万十町 「庁舎等における省エネ・省資源活動の推進」（実行計画ｐ．24）で「白熱
電球は電球型蛍光灯へ交換する。」とある。 

福岡県 福岡県 空調・照明機器の更新時には、省エネルギー機器を導入する。 

北九州市 ①省エネルギー改修事業の推進 
②学校エコ改修と環境教育事業 

福岡市 屋外照明については、照射方向・時間帯等の適正化を図るとともに、省エネ
型の照明方式を採用する。 

大牟田市 省エネルギー型照明機器の導入を進める 

豊前市 省エネ蛍光灯の切り替えにより節電する。 
照明器具等の入れ替えの時には長寿命、省エネ型の証明を採用する。 

筑紫野市 電気使用量を平成２１年度比で２７年度までに６％削減する。 

春日市 電気製品は、省エネルギー型の製品を購入します。 

大野城市 第６章の第２節⇒○○○（施設名）LED 照明への更新 

太宰府市 施設・設備の更新時に省エネ対応のＬＥＤ照明等の導入を図る。 

古賀市 省エネルギーの推進「LED 照明への切り替え」 

福津市 目標２地球温暖化を防止する～福津を受け継ぐ子孫のために～（１）省エネ
ルギーの推進基本となる施策９省エネルギー型ライフスタイル、ビジネスス
タイルへの転換市においては、庁舎エコオフィスプランに基づいた省エネル
ギー対策を率先して進めます。 

芦屋町 省エネルギー型の証明機器の設置 

遠賀町 高効率照明への買い替えを順次行う。 
庁舎の照明を平成 22 年度に省エネルギー型照明機器に交換する。 

筑前町 省エネルギー化に配慮した照明機器の導入に努める 

  

広川町 施設を新築・改築するときは、環境に配慮した工事を実施するとともに、省
エネルギー・高効率の施設・機器等の整備普及に努め、適正な管理を行う。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

福岡県 
（つづき） 

香春町 具体的な数値については、特に盛り込んでいない。 

上毛町 第２章具体的な取り組み 
５その他 
⑤電気製品や照明器具等の入れ替え時には、長寿命型、省エネルギー型の照
明を優先して採用するよう努める。 

築上町 同計画内第 3 章具体的な取り組み第 2 項施設設備の改善等 

佐賀県 佐賀県 第３章「第１節環境にやさしい職場づくり」「（２）新エネルギー・省エネ
ルギー率先導入」のなかで、「施設・設備の新築・改修・更新に際して、「施
設・設備の省エネルギー化など、県有施設の低炭素化を図る」と記述してい
る。 

佐賀市 省エネルギー型ＯＡ機器や家電製品等などエネルギー消費効率の高い製品へ
の転換を図ります。 

鳥栖市 省エネ設備の導入  LED など照明の省エネ化 
伊万里市 LED をはじめとした高効率照明などエネルギー効率が良い機器の購入を図

る 
白石町 照明等新規購入の際には、省エネルギータイプを購入する。 

長崎県 長崎市 省エネ機器の導入については、空調・照明や OA 機器等の電気を使用する設
備、また空調や給湯等の熱源設備における対策が主なものとなります。施設
規模や利用形態、また費用対効果等を勘案しつつ、高効率な設備への更新や
新規導入を進めます。 
特に、施設の新築及び大規模改築時においては、太陽光発電設備、太陽熱温
水設備、屋上緑化、雨水利用設備、LED 灯の設置を検討します。 

佐世保市 第 6 章取組内容 
第 1 節温室効果ガスの排出削減に向けた取組方針 
2 施設における省エネルギー化の推進、高効率な設備機器の優先導入 
・LED 照明等の高効率照明への更新など 

諫早市 照明器具を入れ替える場合は、インバーター照明など省エネ型を導入する。 

大村市 新たな照明設備については、LED 照明等の低電力型設備の導入を図るととも
に、既設の設備についても積極的な更新を検討する。 

対馬市 ・施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した工事を実施するとともに、
環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適切な管理に努める。 
・高効率照明への買い換えを順次に行う。 

時津町 照明器具及び電化製品は、省エネルギー型の製品を採用する。 

波佐見町 省エネルギー設備、機器への更新促進消費電力の小さい省エネ型の電子機器
等やマルチ方式の空調機器など電力消費のより少ない機器等への更新を促進
する。 

小値賀町 蛍光灯は、インバーター式製品など省エネタイプの製品を選ぶ。（数値目標
の記載なし） 

新上五島町 消費電力の小さい省エネ型の電子機器等やマルチ方式の空調機器など電力消
費のより少ない機器等への更新を促進する。 

熊本県 熊本県 「県の取組状況一覧（p.59 表１－５）」の「省エネルギーの徹底Ⅱ施設管
理等での取組」に【照明機器の管理及び省エネ機器への転換】と記載。 

熊本市 照明機器の更新時においては、ＬＥＤ等省エネルギー型照明器具を積極的に
取入れます。 

荒尾市 物品の購入にあたっては、インバーター蛍光灯などの省エネルギー型の製品
を購入 

菊池市 新築・改築時には、電気使用量の少ない照明器具（ＬＥＤ・インバータ等）
を積極的に導入する。 

上天草市 照明は、ＬＥＤ照明や省エネ型の蛍光灯などを採用し、個々に点消灯できる
装置の設置に努める。 

宇城市 ＬＥＤ照明や省エネ型の照明器具を導入する。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

熊本県 
（つづき） 

阿蘇市 省エネルギー型機器の導入や、高効率照明への買い換えを順次行います。(節
電・節水器具の導入・照明のＬＥＤ化等) 

天草市 公共工事の設計時には、次のような環境配慮を行う 
⑥高効率機器の選定 

合志市 目標値としては小見込んでいないが、市の施設については照明を随時ＬＥＤ
への変更を行っている。 

長洲町 照明器具を発行ダイオード（LED）などの省エネ型に変更していく。 

和水町 庁舎等公共施設の照明をＬＥＤに移行 

西原村 庁舎施設等の高効率照明化 

甲佐町 Ⅱ施設管理等での取組み 
（１）省エネルギーの徹底建設・改修等の計画の際の取組み 
□照明器具に光り反射板を取り付け、照度を上げることにより、照明機器の
削減や調光量の調整装置の導入 
□インバーター式蛍光灯など省エネ型の照明機器の導入（再掲） 

氷川町 照明。エネルギー消費効率の高い製品の導入 
※具体的数値は無し 

芦北町 照明器具の LED 化の促進 

錦町 平成２２年度において、庁舎等のＬＥＤ照明の導入により電気使用量の削減
を目指す。 

大分県 日田市 (2)省エネ・節電に配慮した施設・設備・機器・車両等の更新 
省エネ・節電に配慮した設備更新は、導入時には財政的な負担が大きくなる
と見込まれるものの、将来的には投資分を回収できることになります。した
がって、施設の新設・更新時や設備・機器・車両等の購入時には、できるだ
け省エネに配慮した製品を選択します。なお、選定にあたっては、全庁的に
見て省エネ効果が大きいもの、又は費用対効果の大きいものを優先的に導入
することとします。 

佐伯市 省エネルギー型照明器具・ランプへの転換 

臼杵市 省エネ型照明機器の使用（当該取組みによる数値目標の設定は無） 

津久見市 新規購入や機器の更新の際は、LED 照明等省エネルギータイプの導入を図
る。 

国東市 「施設、設備の改善、管理における省エネルギー対策の推進」 
既存の施設や設備（空調、照明、給湯等）については、効率的利用に努め、
更新時においては、エネルギー消費効率の高い設備や機器を導入して改善す
ることにより、温室効果ガスの削減を図ります。 

九重町 （エネルギー効率の高い製品の導入） 
パソコン、コピー機などＯＡ機器をはじめ、蛍光灯、エアコンなどの新規導
入や更新に当たっては、エネルギー消費効率が高い機器を選択・導入してい
きます。また、用途に応じて適切な規模の製品を選択したり、機器の共有化
を図ります。 

宮崎県 宮崎市 市有施設の建設・改修にあたっては、太陽光発電等のクリーンエネルギー設
備やＬＥＤ照明器具等の省エネルギー型設備の積極的な導入を図る。 

延岡市 数値目標、定性的な記述はなし。 
「機器の新設、更新時には極力、エネルギー消費の少ない省エネルギータイ
プのものを選択します。」 

宮崎県 小林市 街頭（防犯灯・安全灯）の LED 照明率（H23 年度－）→（目標値 3 校） 
美郷町 目標計画はないが交換時期となった照明器具を随時 LED 照明に変更してい

る。 
日之影町 高効率照明の導入については、計画に盛り込んでいないが、庁舎照明機器を

随時交換している。 
五ヶ瀬町 庁舎及び公の施設に関する照明施設の LED 化に取り組む。また、家庭及び

事業所の LED 化普及啓発を行う。 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

鹿児島県 
 

鹿児島県 ・省資源・省エネルギーの推進：電気使用量の削減：省エネルギー型のＯＡ
機器，照明器具，家電製品等の導入に努めます。 
・公共建築物の建築・改修における環境配慮：省エネルギーに配慮した建築・
改修の推進：照明設備にＬＥＤを活用するなど省エネルギー型の機種の導入
に努めます。 

鹿児島市 白熱電球からＬＥＤ電球への転換率１００％ 

鹿屋市 温室効果ガス排出量の少ない省エネルギー機器を設備する。 
※証明器具は、LED など消費電量の少ないものを導入する 

指宿市 更新時には省エネ型機器を導入する。 

日置市 省エネルギー型設備の導入に努める。 

霧島市 LED 照明器具等、エネルギー効率の高い照明器具を積極的に導入する。 

いちき串 
木野市 

エネルギー消費効率の高い省エネルギー型の製品をリース又は購入する。 

南九州市 第４章目標達成に向けて実行すべき取組３具体的な取組内容①電気使用量
の削減 
照明 
インバーター式蛍光灯，ＬＥＤ蛍光灯など，省エネルギー型の照明機器を導
入します。 

姶良市 高効率な設備機器の優先導入 

さつま町 第３章具体的取り組み 
３，施設設備の改善等 
「高効率照明への買い換えを順次行う。」 

錦江町 エネルギー消費効率の高い製品への更新 

徳之島町 第４章具体的な取組 
１．物品の購入にあたっての取組 
冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン・蛍光灯その他の電気製品は、エネルギ
ー消費効率が高い省エネルギー型の製品を購入する。 
４．建築及び管理にあたっての取組 
省エネルギー照明器具及びエリアに配慮したスイッチ回路の導入に努力す
る。 

沖縄県 沖縄県 実行計画（事務事業編）において以下のとおり記載 
４各機関の役割－（７）公共工事の環境対策及び県有建築物の企画、設計を
所管する機関 
④公共施設の維持管理にあたっては、ESCO 事業等により省エネ型設備を
積極的に導入し、地球温暖化防止対策を図る。 

那覇市 目標達成に向けた取組として、「照明設備等は、省エネ型照明設備の導入を
促進する。」としている。 

宜野湾市 第 5 章目標達成に向けた具体的取り組み 
１．省エネルギー等に関する具体的取り組み 
（１）省エネルギーの推進 
白熱電球を電球型蛍光ランプや LED 電球への切り替えを検討します。 

浦添市 トップランナー基準の機器へ更新する。 
目標値１０％ 

名護市 名護市役所本庁舎の照明を高出力インバーター照明に切り替え、消費電力の
低減に努めています。 

糸満市 市庁舎照明をＬＥＤ化 
市が管理している防犯灯をＬＥＤ化 
自治会が管理している防犯灯をＬＥＤ化 
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都道府県 団体名 高効率照明導入促進に関する具体的な取組 

沖縄県 
（つづき） 

糸満市 市庁舎照明をＬＥＤ化 
市が管理している防犯灯をＬＥＤ化 
自治会が管理している防犯灯をＬＥＤ化 

沖縄市 沖縄市地球温暖化実行対策計画ページ 21 
(3)庁内等の管理所管課 
②省エネ機器の導入や転換を進める。 
(6)公共工事及び市公共施設の設計等を所管する課 
①公共施設の設計にあたっては、環境配慮製品や省エネ機器の導入に努め
る。（後略） 

豊見城市 省エネルギー型の空調システム、照明機器を採用します。 

宮古島市 平成 21 年度に市役所平良庁舎照明を高効率照明（一部 LED 照明）に変更
する取り組みを実施済み。 

東村 実行計画は、今年度中に策定予定。街路灯、防犯灯等にＬＥＤを活用してい
る。 

金武町 外灯の取り替え 

北谷町 ＬＥＤ照明等への切り替えを促進し、消費電力の削減に努めます。 

与那原町 4．計画達成のための取組 
（２）建築物の建築、管理等に関する取り組み②建築物の管理にあたっての
取り組み・LED の導入を検討する 
（３）その他の事務・事業に関する取り組み①公共事業にあたっての取り組
み・LED 街路灯の導入を推進する 

南風原町 ＬＥＤライトの導入を検討する 

渡名喜村 実行計画は策定しておりませんが、寿命が長い LED ランプへの取替を意識
的行っています。 

久米島町 事業計画（事務事業編）は無い。（集落内の防犯灯へのＬＥＤ取替等を進め
ている） 

資料編 78 



 

 再生可能エネルギー導入促進への取組について ４.

都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

北海道 北海道 新エネルギーの導入（太陽光発電装置の設置など） 
（数値目標なし） 

札幌市 ・将来的に学校、区役所等多くの市有施設への太陽光発電設備の導入を目指
し、ランドマークとなるような施設から計画的に設備を導入していきます。 
・市有施設への木質バイオ燃料利用設備の導入を進めるとともに、木質バイ
オ燃料を活用した地域熱供給等のエネルギーの活用を検討していきます。 
・北方都市の特殊性を活かし、雪冷熱システムなど再生可能エネルギーの市
有施設への導入を図っていきます。 
・市有施設に太陽熱や（地中熱）ヒートポンプ、コジェネレーションシステ
ム、燃料電池などの導入を検討していきます。 

函館市 ５．施設整備等に係る環境配慮 
（１）省エネルギー設計の推進目標値（平成２８年度）省エネルギー設計を
基本とし，新エネルギーの活用に努める。①太陽光等の自然エネルギーを活
用した設備について，規模・用途に応じて検討し，その積極的な導入を図る。
※再生可能エネルギーに限定した数値目標は設定していない。 

旭川市 実行計画（事務事業編）１０Ｐ３－３管理部門（者）の取組 
電力消費量の削減 
③太陽光発電設備など再生可能エネルギーの導入を推進する。 

室蘭市 自然エネルギー等の新エネルギーの活用により、エネルギー効率の向上に努
める。 

釧路市 市有施設への太陽光発電設備等の設置促進（施設の新築・改築時には導入を
検討する）. 

北見市 太陽光発電システム等の自然エネルギーの導入を図る 

岩見沢市 太陽光発電・風力発電施設など新エネルギーの導入に努めます。 

網走市 施設・設備等の更新において、太陽光発電等の新エネルギー設備の導入など、
環境負荷の少ない、より高効率な設備等への転換（施設整備）を検討します。 

苫小牧市 未利用エネルギーの導入を検討します。 

美唄市 施設を整備・改修する際は、環境に配慮した工事を実施するとともに、雪エ
ネルギー等自然エネルギーの活用など、環境負荷低減への配慮も検討する。 

芦別市 施設設備の改善（新エネルギー設備の導入） 
・木質バイオマスを燃料としたペレットボイラーやペレットストーブなどの
導入を検討します。 

江別市 （第５章計画の推進）～中略～ 
また、化石燃料の代替となりうる太陽光やバイオマスなどの再生可能エネル
ギーを利用した設備導入を積極的に推進することで、温室効果ガスの低減を
目指します。 

滝川市 滝川市住宅用太陽光発電導入支援補助金※具体的数値目標等については定
めていない 

砂川市 第３章具体的な取り組み 
４その他の取り組み 
・太陽光発電などの自然エネルギーシステムの導入を検討します。 

富良野市 ・太陽光発電、ソーラーシステムなどの新エネルギーの導入を検討する。 
・木質ペレットストーブ、ボイラーの導入を検討する。 
・施設の新設及び改修時には、太陽光発電等の新エネルギーの活用を検討す
るとともに、省エネ機器等の導入に努める。 

恵庭市 重点施策として公共施設の新エネ・省エネ機器導入の検討・推進を盛り込ん
でいます。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

北海道 
（つづき） 

北広島市 施設の新築や改修にあたっては環境負荷に配慮します。 
新エネルギーの導入 
太陽光発電やバイオマスの利用など、新エネルギーの導入について検討しま
す。 

知内町 施設の新築、改築する時は、環境に配慮した工事を実施するとともに、再生
可能エネルギーの導入など環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正
な管理に努める。（木質バイオマスボイラーの導入により、平成 27 年度の
削減目標率を従来の5％から大幅に引き上げ、10.4％を目指すこととした。） 

厚沢部町 当町においては、平成１３年度から木質バイオマス、平成１５年度に様々な
新エネルギーの活用の検討をしてきました。平成１８年度に策定した「厚沢
部町バイオマスタウン構想」により、木質バイオマスや農業系廃棄物（焼酎
絞りかす）の活用を進めてきました。町施設では、館憩いの家のチップボイ
ラーや集会施設等へのペレットストーブの導入を進めてきました。 
今後も、木質バイオマスを中心とした再生可能エネルギーの導入を町有施設
に進めていきます。 

ニセコ町 各種公共施設の新設・設備更新を行う際には、再生可能エネルギー導入の検
討や導入を行う旨の記載。 

長沼町 ・公共施設への再生可能エネルギーの導入を検討します。 
・住宅用太陽光発電システムの導入促進を図るため設置費用の一部を補助し
ます。 

東川町 採光などの自然エネルギーの活用に努めます。 

美瑛町 太陽光、太陽熱、水力、風力、バイオマスなどの自然エネルギーを利用した
施設の導入に努める。 

和寒町 太陽光発電等の自然エネルギーを利用した設備の導入に努めています。 

下川町 公共施設の新築や改築、増築等の際には、その都度状況に応じて施設に適し
た再生可能エネルギーの利活用に努めます。 

利尻町 太陽光・風力発電等再生可能エネルギー積極導入 
利尻町総合体育館に平成 25 年度、太陽光・風力発電等導入 

津別町 ペレットストーブ、ペレットボイラーの導入 

清里町 第 4 節行動計画６省エネルギー１）自然エネルギーの活用 

訓子府町 太陽光発電設備や太陽熱利用設備および地中熱利用設備など、新エネルギー
の導入を検討する。 

置戸町 太陽光発電設備や太陽熱利用設備の設置を検討する。 

湧別町 重点目標を「公共施設等の新エネ（クリーンエネルギー）・省エネ機器の導
入についての検討・実施」とし、その個別取組みを「教育施設等の太陽光発
電の設置」と記述 

大空町 地域の特性に合った新エネルギーの有効活用に向けた導入の方策を積極的
に検討しながら、地球温暖化対策を進めます。 

厚真町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

浦河町 ○太陽光や風力、木質バイオマス、小水力など地域の特性に合った再生可能
エネルギーの導入を推進する 

音更町 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入を図る。 

士幌町 個人住宅用太陽光発電システム導入助成目標件数 10 件/年 

更別村 太陽光発電など自然エネルギーを活用した設備の導入に努める 

本別町 ・給食センターの新築に伴い、太陽光発電・ヒートポンプ（エコキュート）
等の導入を検討し、積極的に導入に取り組む。 
・施設の新築・改修を行う時は再生可能エネルギーの導入を検討し、積極的
に導入に取り組む。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

北海道 
（つづき） 

陸別町 更新・新規施設に新エネルギー機器の導入を検討する。 
小学校についてソーラーパネル発電の実施を行い、その他の公共施設につい
て導入を検討する。 

浦幌町 記述：「太陽光発電など自然エネルギーの活用検討」 
数値目標はありません。 

釧路町 太陽光発電等の導入に努める。 

別海町 ・施設のエネルギー使用削減（太陽光発電等の自然エネルギーの利用を促進
する。） 
・省エネルギー型建築設備の導入や自然エネルギー利用を推進する。 

青森県 
 

青森市 施設・事業管理等の取り組み 
新エネ・省エネルギー設備の導入を検討する。 

弘前市 設計にあたり、太陽光や地中熱など自然エネルギーの導入を検討する。 

十和田市 太陽光発電 

つがる市 施設に対する高遮熱塗装、太陽光発電など省エネ設備の導入を図る。 

深浦町 大戸瀬中学校、岩崎中学校に、太陽光発電設備（10ｋｗ）を平成２７年度
に導入。 
その他、公共施設の建設に際しても、施設利用に支障がなく、著しくコスト
が高騰しない範囲で、再生可能エネルギーの導入を検討する。 

藤崎町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入。 

鶴田町 ・鶴田町役場庁舎に、太陽光発電を平成２４年度に導入。 
・鶴田町保健福祉センター「鶴遊館」に太陽光発電を平成２５年度に導入。 
・鶴田町立胡桃舘小学校に太陽光発電を平成２６年度に導入。 
・鶴田町立水元中央小学校に太陽光発電を平成２７年度に導入。 

風間浦村 村内４集落に太陽光発電を平成２７年度に導入予定 

三戸町 太陽光発電の導入に取り組んでいるが、温暖化実行計画を策定していない。 

五戸町 再生可能エネルギーの導入促進には励んでいるが、実行計画には盛り込んで
いない。 

南部町 今後新たな施設整備が可能な場合は、整備促進を促す。 

岩手県 岩手県 東日本大震災津波に伴う電力需給の逼迫の状況などを踏まえ、従来から実施
している温暖化対策の取組に加え、電力需要が多い時期における節電対策や
防災の視点から再生可能エネルギーの導入を拡大し、温室効果ガスの排出削
減につなげていきます。 

盛岡市 第４章第１節 １公共施設への太陽光発電システムの導入 
各公共施設について設置の可能性を検討し，国等の補助制度や支援策を有効
に活用しながら，太陽光発電の導入を計画します。 

大船渡市 気仙広域環境未来都市計画に基づき、地産地消型エネルギー社会の構築を図
るため、蓄電施設付帯メガソーラー発電所の建設及び公共施設への太陽光発
電・蓄電設備の設置など、再生可能エネルギーの活用に向けて取り組む。 

花巻市 【建築物の設計・施工・管理にあたっての配慮】 
設計：太陽光などの自然エネルギーの導入を推進する。 
ペレットストーブなどのバイオマスエネルギーの導入を推進する。 
※数値目標なし 

久慈市 第５章削減に向けた具体的な取組内容 
第一節具体的な取組内容の検討 
２．直接的に資する取組 
(1)財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

遠野市 再生可能エネルギービジョンを現在策定中のため、実行計画に盛り込んでい
ない。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

岩手県 
（つづき） 

釜石市 平成 27 年度までに公共施設の 33 施設に対し、太陽光発電パネルを設置予
定。一般家庭の新エネルギー導入については数値目標はなく予算範囲内での
補助を想定。 

奥州市 ・バイオ燃料の導入 
・省エネルギー設備の導入 
・廃棄物の有効利用 

雫石町 新エネルギー、高効率機器の導入などの検討：太陽光エネルギーなどの新エ
ネルギーの導入の検討を進めます。 

葛巻町 第３章１(1) 
これまで本町では、二酸化炭素排出量の削減や新エネルギー設備の普及、環
境教育等を目的として、様々な再生可能エネルギー等を利用した設備を導入
してきた。 
今後も引き続き二酸化炭素排出量の削減を図るとともに、災害時の必要最低
限のエネルギー確保に向け、防災拠点や避難所を中心に再生可能エネルギー
設備等の導入を行う。 

岩手町 盛り込んではいるが、具体的な数値目標などの記述はない。 

矢巾町 一般住宅太陽光発電システム導入促進として、平成 22 年度の基準の 600
件に対し、平成 32 年度までに 2,400 件、約 10,000ｋｗから 13,000ｋ
ｗを目標としています。 

岩泉町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入 

洋野町 再生可能エネルギーの導入状況 
H21～H24H25～26 予定 
施設数４１３ 
設備容量４８２０３ 

宮城県 宮城県 「公共施設等への自然エネルギー等の導入指針」に基づき，太陽光発電，太
陽熱利用設備等の自然エネルギー等の導入を推進 

仙台市 『「仙台市市有建築物低炭素化整備指針」に基づき、高効率、高断熱機器等
省エネルギー設備等の導入を推進する。』（計画本文抜粋）としたうえで、
同指針において、導入技術項目（導入検討項目）に太陽光発電、風力発電、
木質バイオマス、太陽熱利用、地中熱利用を掲げている。 

塩竈市 太陽光発電設備の導入を検討する。バイオマス及びリサイクルエネルギーの
導入を推進する。 

名取市 太陽光発電の導入や自然光を取り入れた施設の整備を検討していく。 
※街灯、空調熱源、給湯熱源、トップライト等 

岩沼市 太陽光発電、省エネルギー型設備等を積極的に導入する。 

登米市 太陽光発電システム、太陽熱利用給湯設備等の導入を推進する。 

栗原市 その他の事務事業に当たっての環境保全への配慮 
・新エネルギーの導入を推進する。 

大崎市 太陽光発電等の自然エネルギーを利用した施設を設計する。 

蔵王町 太陽光発電の導入を図る。 

川崎町 １．施設設備の改善等 
・太陽光発電等の再生エネルギーの導入を検討する。 

亘理町 具体的な取り組みとして、公共事業における環境負荷の低減等【省エネルギ
ー・省資源の推進】①太陽光等クリーンエネルギーの採用を優先的に検討す
ると記述している。 

七ヶ浜町 ◎太陽光発電等、自然エネルギーの普及を推進します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

宮城県 
（つづき） 

大和町 大和町役場庁舎、保健福祉総合センター、鶴巣防災センター、宮床中学校、
吉田教育ふれあいセンター、落合教育ふれあいセンターに太陽光発電及び蓄
電池を、平成 25 年度から順次導入する。 

富谷町 太陽光等自然エネルギー等の活用 

大衡村 太陽光発電設備設置による効果として、19,500 ㎏/年の CO2 削減があっ
た旨を記載。 

美里町 公用施設４か所 140kw 

秋田県 秋田市 施設の改修や新設などの際は、再生可能エネルギーを積極的に導入する。 

大館市 施設ボイラーの更新・新規導入時には、ペレットボイラーの使用を検討しま
す 
カーボンオフセットに積極的に取り組みます 
バイオマスへの取組みを推進します 
太陽光発電の導入を進めます 

男鹿市 新エネルギーへの転換 
二酸化炭素排出量の少ない設備として、太陽光発電システムの導入を推進し
ます。 
※平成２２年度住宅用太陽光発電システム導入に対して補助を行う。 

にかほ市 家庭用太陽光発電への補助金の交付及び市施設への太陽光発電施設の設置 

羽後町 平成２３年３月１１日に発生した震災に伴う原子力発電所の事故を契機と
した電力需給の逼迫への対応のため、再生可能エネルギー等の地域資源を徹
底活用し、災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムを導入し、環境先
進地域づくりに努めます。 

山形県 山形県 太陽光等の自然エネルギーや未利用エネルギーの活用を推進する。 

米沢市 設備  【設計・施工段階の配慮】 
新エネルギー・省エネルギー設備（太陽光発電、太陽熱温水器、ヒートポン
プなど）を導入する。 

鶴岡市 ・太陽光発電システムや森林バイオマスの活用を図る設備の導入など、再生
可能エネルギーの導入を推進します。（数値目標等はありません。） 

酒田市 太陽光、風力等のクリーンエネルギーの採用を優先的に検討する。 

新庄市 太陽光、小水力、風力等の自然エネルギーについては、技術進歩の動向を見
極め、積極的に導入するよう検討する 

寒河江市 進行管理指標項目：太陽光発電システム発電量現状（Ｈ２４）２００ＭＷｈ
→目標（Ｈ３５）２,８００ＭＷｈへの増加 
進行管理指標項目：木質系バイオマスエネルギー（燃焼）量現状（Ｈ２４）
１,０００ＧＪ→目標（Ｈ３５）５,０００ＧＪへの増加 

上山市 （４）建設・解体工事の際の配慮 
④新築･改築にあたっては、太陽光発電等温室効果ガス排出の少ない設備の
導入を検討する等、再生可能エネルギーの積極的な活用を図る。 

南陽市 施設等の建設にあたっては、太陽光等の自然エネルギーの有効利用を検討す
る。 

中山町 太陽光発電装置や太陽熱を利用した設備等の自然エネルギーの導入を検討
する。 

真室川町 木質チップボイラーの導入により、年間 27ｔ-co2 の削減を目標にしてい
る 

飯豊町 公共施設への太陽光発電導入、ペレットボイラー導入、バオイマス製造施設
の建設等 

遊佐町 4.環境に負荷の少ない公共事業に関する取り組み 
⑩太陽光発電等の自然エネルギーの利用を促進する。 

福島県 福島県 再生可能エネルギーの利活用について検討し、効果的な導入を図る。 

福島市 太陽光等、自然エネルギーの活用に努める。 

会津若松市 新たな公共施設の建設に際しては、施設利用に支障がなく、著しく高額なコ
ストにならない範囲で、太陽光発電等の新エネルギーの導入を検討します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

福島県 
（つづき） 

郡山市 取組項目の中に「新エネルギーの導入推進」を入れている。ただし、数値等
については把握していない。また、既導入量等についても把握していない。 

いわき市 太陽光等、自然エネルギーの活用 

須賀川市 太陽光発電装置を採用する。 

喜多方市 太陽光発電、バイオマス等新エネルギーの導入を検討する。 

相馬市 第 6 章-1-(4)-④に記述有。 
公共施設等に太陽光･熱等の自然エネルギーや未利用エネルギー(下水排熱、
ごみ焼却排熱等)を活用した設備の導入や、ヒートポンプ等の利用を検討し
ます。 

二本松市 公共施設に随時導入していく予定 

田村市 施設や機器等の更新時には、省エネルギー型、効率型の機器を優先的に導入
する。 

南相馬市 太陽光発電の設置 
「全体の電気使用量 2.4％削減」を実現するための施策の１つとして行う 

桑折町 太陽光発電の優先順位を検討します。（再エネについては、別計画（新エネ
ビジョン）があるため、実行計画には全体的事項のみ記載。） 

国見町 ３．建設物の設計・管理にあたっての配慮 
・公共工事における環境負荷の低減 
③省エネルギー型施設や機器、太陽光発電の新エネルギーの導入の促進 
(国見町地球温暖化対策実行計画Ｐ６) 

川俣町 省エネルギー型の照明機器の設置や太陽光発電等の新エネルギーの導入に
努める。 

大玉村 数値的な目標はなく、公共施設には取り入れるという記述。 

磐梯町 実行計画上、温暖化対策に取組んではいるが、数値目標等は特段定めていな
かった。 

猪苗代町 さくらこども園の太陽光発電、役場庁舎地中熱ヒートポンプ冷暖房システム
導入によるＣＯ2 の削減。 

中島村 公共施設に太陽光導入 

矢吹町 平成 24 年度 1 施設（中学校体育館）30ｋｗｈ、 
平成 25 年度 1 施設（保健福祉センター）20ｋｗｈ、 
平成 27 年度予定 1 施設（役場庁舎）30ｋｗｈ 

塙町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入（塙中学校に太陽光発電を平
成 22 年度に導入。） 

玉川村 役場北庁舎・泉中学校・須釜中学校に太陽光発電を平成 26 年度に導入 

浅川町 太陽光発電設備を公共施設 3 か所に設置する計画 

川内村 太陽光発電 

茨城県 茨城県 ・化石燃料に代わる太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用した発電
設備等について施設への導入を図る。 
・公共事業については、サッカースタジアムや美術館などの県有施設におい
て、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを活用した発電設備等の導入を
率先して進める。 

水戸市 計画期間中に新規建設・更新する施設については，再生可能エネルギーの活
用や高効率設備等の導入を図る。 

日立市 太陽光利用等の自然エネルギーの活用整備に努めます。 

土浦市 太陽光など，再生可能エネルギーの活用を検討します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

茨城県 
（つづき） 

古河市 施設・設備を改善し、省エネルギー化を行うことが最も効率の良い地球温暖
化の防止対策であり、大きな効果を得ることができる。施設を新築・改築す
るとき、設備を新設・更新するときは、設計段階から省エネルギー化を検討
する。（ア）外壁、屋根、床等に断熱材を使用し、建物の断熱性能の向上を
図る。 
（イ）太陽光発電設備の導入や太陽光採光システムの導入等、太陽光や太陽
熱の利用を促進する。 
（ウ）インバーター型照明機器、LED 照明等、高効率照明を推進する。 

龍ケ崎市 太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入により、温室効果ガスの
削減に努めます。 
（10KW 程度の太陽光発電設備・蓄電池を導入します。） 

下妻市 電気使用量の削減の項目に「新エネルギー発電システムを導入する。」旨明
記している。 

常総市 数値目標は、全体の使用量削減目標のみ設定している。 

常陸太田市 太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等（熱利用を含む）の自然エネルギ
ーを活用します 

高萩市 建築物の整備にあたっての配慮事項【省エネルギー化の推進】太陽光発電設
備の導入や太陽光採光システムの導入、ソーラーシステム導入等、太陽光、
太陽熱の利用推進 

北茨城市 自然エネルギーの利用として、太陽光発電、風力発電を明記している。 

つくば市 公共施設の新設，改修の際には，太陽光発電等の再生可能エネルギー機器の
導入を検討します。 

ひたちなか市 施設の新設・改修にあたっては，太陽光発電システムの導入等に努めます。 

常陸大宮市 実行計画中の定性的な記述として 
「太陽光利用等の再生可能エネルギーの利用を促進することにより，エネル
ギー使用量を削減し，温室効果ガスの排出量削減を図ります。」との記載有。 

神栖市 太陽光利用等新エネルギーの有効利用：太陽熱利用や太陽光発電等の新エネ
ルギーの利用を促進することにより、エネルギー使用量を削減し、温室効果
ガスの排出量削減が図られます。 
④自然エネルギー利用の推進 
□太陽光発電、風力発電、太陽熱給湯装置などの自然エネルギー利用設備の
導入を推進します。 

東海村 ３第３次エコオフィスプランの重点施策 
再生可能エネルギー（太陽光発電）の積極的利用 
第２次エコオフィスプランでは，化石燃料から発生する二酸化炭素を削減す
るため，エネルギー消費の抑制に重点を置いた施策を行ってきました。第３
次エコオフィスプランでは，これに加え，化石燃料を再生可能エネルギーに
置き換える施策を積極的に行っていきます。具体的には，公共施設における
使用電力量の 20％以上を太陽光発電で賄うべく，その整備計画について，
第５次総合計画実施計画及び第２次環境基本計画前期実施計画に位置付けを
行います。20％以上を太陽光で賄うという取組みは近隣自治体でも先駆的な
取組みであり、当面は，改築の予定がある施設をはじめ東日本大震災の教訓
を活かしたまちづくりの一環として，各コミュニティセンターをはじめとす
る基幹避難所への設置を優先的に行います。 

八千代町 「太陽光発電や風力発電などの発電設備の導入に努める。」との記述のみで、
特別な数値目標は無し。 

利根町 再生可能エネルギー導入事業により，太陽光パネル及び蓄電池を導入し，余
剰電力を活用して施設電力量のピークカットを図り，電気量の削減を図りま
す。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

栃木県 栃木県 防災拠点となる学校などの公共施設に太陽光発電を優先的に導入します。 
県有施設や県立学校に太陽光発電を積極的に導入し、「県庁メガソーラー」
を推進します。 

宇都宮市 第４章目標達成に向けた取組 
第２節庁内等の設備や公用車の調達における環境配慮 
１庁内等における省エネルギー・新エネルギー設備等の導入の推進 
（１）新エネルギー設備等の導入①太陽光発電システム等の計画的な導入の
推進 

足利市 ・施設の新築、改築の際には、太陽光発電システムなど、再生可能エネルギ
ーシステムの導入を検討します。 
・既存の施設においても、再生可能エネルギーシステムの導入を検討します。 

栃木市 新エネルギーの導入検討 
施設の新築、改築の際には、太陽光発電システムなど、新エネルギー、省エ
ネルギーシステムの導入を検討します。 
既存の施設においても、新エネルギー省エネルギーシステムの導入を検討し
ます。 

佐野市 ７建築物の建築等における配慮 
○省エネルギー・新エネルギー構造、設備の導入 
②新エネルギー設備 
・太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、地域熱供給システム、燃料電池等 

鹿沼市 太陽光発電等のクリーンエネルギー設備の導入 

日光市 太陽光発電設置目標平成 31 年度：300kW 

大田原市 施設の新築又は改修の際には太陽光等の再生可能エネルギーの導入を検討し
ます。 

矢板市 H21 年度における太陽光パネル補助件数の実績は 21 件だったが、27 年度
を目途にこれを 60 件まで増加させることを目標としている。 

那須烏山市 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入・活用を推進する（P7） 

下野市 ７.建築物の建設・管理等における配慮 
①新エネルギー設備の導入 
・地球温暖化防止を始め、電力の平準化や環境・エネルギー教育の推進を図
るため、太陽光発電等の新エネルギー設備の導入を推進します。 

上三川町 太陽光、小水力発電等、再生可能エネルギー設備の導入促進にその規模、用
途に応じて取り組む。 

益子町 電気使用量（ＣＯ２）Ｈ２４年度１３９８ｔ、Ｈ３０年度１３２８ｔであり
行動目標として電気使用量の削減、取り組み方針として電気使用量の抑制や
新エネルギー導入により、施設におけるエネルギーの有効活用を図ることに
より、購入電気の使用量の削減をする。 

那珂川町 庁舎等、公共施設の建築にあたっては、新エネルギー設備の導入に努める 
（例：太陽光発電設備等） 

群馬県 群馬県 ・県有施設の設置可能な箇所に太陽光発電設備を導入します。 
・農業用水路や中小河川を中心とした小水力発電の可能性を調査し、可能な
ところに設置します。 

前橋市 市庁舎や各市有施設（支所、市民サービスセンター・公民館、市立学校等）
における効率性を高めた照明器具（ＬＥＤ・Ｈｆ等）や空調・給湯用の熱源
機器への更新、窓ガラスのフィルムの貼付等による断熱化、太陽光発電の設
置等により施設整備を推進する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

群馬県 
（つづき） 

高崎市 太陽光利用等新エネルギーの有効利用 
・庁舎・学校等の公共施設の新設・改築・大規模改修の際に太陽光発電導入
など、新エネルギーの有効利用を検討します。 
・木質バイオマスの利用を促進します。 

桐生市 太陽光発電等自然エネルギーを利用した設備の導入を検討する。 

伊勢崎市 ・温室効果ガスの排出削減のための取組具体的な取組内容 
・施設の建築・改修・管理等「太陽光発電等再生可能エネルギーを利用した
設備の導入に努める。」 

太田市 公共施設の整備、設備更新では、太陽光発電など自然エネルギー設備を導入
する。 

沼田市 太陽光発電システムなど新エネルギー導入に努める。 

館林市 Ⅳ温室効果ガス排出抑制のための取り組み方針 
７施設の設計、施工、維持管理における配慮等 
（２）省エネ・新エネルギー設備の導入 
○太陽光発電等、自然エネルギーの積極的導入を進める。 

渋川市 太陽光や小水力等自然エネルギーを活用した設備等を、規模・用途に応じて
導入を図るよう努める。 

藤岡市 太陽光発電の導入に配慮する 

みどり市 市有施設等での取り組み：太陽光や小水力等自然を活用した設備等を、規模・
用途に応じて導入を図るよう努める。 

上野村 公共施設等へのペレットストーブ・太陽光発電等を順次導入 

中之条町 再生可能エネルギー（太陽光・小水力・バイオマス発電等）の導入を推進す
る。 

嬬恋村 嬬恋村立東中学校及び西中学校に太陽光発電を平成 22 年度に導入を計画す
る 

川場村 太陽光発電等再生可能エネルギーを利用した設備の導入に努める。 

みなかみ町 第３章具体的な取組 
１．新エネルギー等の利用促進 
クリーンな新エネルギー等の導入の可能性について、地域や公共施設等への
設置を検討し、枯渇性エネルギーである化石燃料の使用を抑え、温室効果ガ
スの排出を抑制します。 

玉村町 太陽光発電システムの導入を推進する。（住宅用太陽光発電システム補助：
1Kw 当たり 30,000 円で上限は 90,000 円） 

明和町 太陽光発電パネルを可能な限り公共施設に導入 

埼玉県 埼玉県 ○太陽光発電設備の導入など再生可能エネルギー利用の拡大 
県による太陽光発電の率先導入を通じ、一般家庭や事業所への飛躍的な普及
を目指すため、平成 21 年３月に「太陽光発電設備の設置ガイドライン」を
策定しました。 
快晴日数日本一の本県の特色を活かし、本ガイドラインに基づき、県有施設
への太陽光発電設備の設置を推進していきます。 
また、再生可能エネルギーの中でもエネルギー変換効率の高い太陽熱利用機
器について、稼働見込み率やコストを踏まえ、導入を検討していきます。 

さいたま市 ・市有施設 215 施設に 3,400kW の太陽光発電設備の導入 
・市有地に２MW のメガソーラー 
・小水力発電の実施 
・ごみ焼却熱を利用した発電、給油、冷暖房、隣接施設への温水熱・蒸気の
供給を実施 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

埼玉県 
（つづき） 

熊谷市 取組の中で設備更新時における太陽光発電設備の導入の検討をすることとし
ている。 

川口市 ・公共施設、公共空間においては、施設・設備の更新などの機会を捉え、太
陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備を導入する。・保育所・幼
稚園・小中高校などに新エネルギーシステムの積極的な導入を図る。 

行田市 新エネルギーの活用 

秩父市 ・太陽光発電システムを導入する。 
・使用済みてんぷら油のバイオディーゼル燃料化を進め、軽油使用量を削減
する。 

所沢市 ５温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組み 
⑥建築物の建築、施設・設備の管理 
・太陽光や太陽熱など再生可能エネルギーの利用を図るため、導入を促進し
ます。 

飯能市 公共施設の整備に際しては、太陽光など新エネルギーの活用や環境に配慮し
た設備等の導入を検討します。 

加須市 省エネ施設への転換を図ります 

本庄市 ・新たな公共施設等に、自然エネルギー、未利用エネルギーを利用した設備
の導入を検討する。 
・空調、給湯の熱源として、太陽光エネルギーを検討する。 

東松山市 太陽光発電設備の設置やＬＥＤ照明への交換など、再生可能エネルギーによ
る創エネルギー化、効率的技術の採用による省エネルギー化を推進します。 

春日部市 具体的な目標数値はございません。事務事業計画の中で『施設の規模に応じ
て、自然由来エネルギーによる発電設備等の新エネルギーを利用した設備を
積極的に利用する』と記述しています。 

狭山市 施設内の施設の更新時には、省エネルギーまたは再生可能エネルギー設備に
ついて検討・導入していきます。 

鴻巣市 施設の新・増設、改修時に省エネルギー化や再生可能エネルギー導入等の改
善を進める 

深谷市 新エネルギーの導入及び利活用施策基本方針 

上尾市 太陽光等自然エネルギーの活用 

草加市 太陽光発電システム、太陽熱利用システム等の設置 

越谷市 第４章温室効果ガス排出量の削減に向けた取組 
【２】資源・エネルギーの使用にあたって環境配慮 
（５）再生可能エネルギー等の導入推進 
①風力・バイオマス等によるグリーン電力証書の購入を促進する。 
②太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの率先導入を図る。 
③PPS（特定規模電気事業者）の導入を検討する。 
【４】建築物の建築・管理等にあたっての環境配慮 
（１）環境にやさしい施設の整備・管理の推進 
①施設の新増設にあたっては、太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを
導入し、省エネルギー・省資源型の施設を目指す。 
②公共施設の建設にあたっては、建設から使用に至る全ての過程において、
環境への配慮に努め、自然通風や太陽光等の自然エネルギーの利用促進を図
る。 

戸田市 新エネルギー及び自然エネルギーの活用 
①太陽光発電や太陽熱利用等新エネルギー設備及び機器の導入を検討する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

埼玉県 
（つづき） 

入間市 ・施設の設備改修にあたっては、計画段階から省エネルギーや省資源対策、
太陽光発電システムの導入など新エネルギーの導入を検討する。 
・公共施設や民間施設における太陽熱利用施設や太陽光発電施設を導入する。 

朝霞市 「環境に配慮した建設工事の推進」というテーマの「新エネルギーの推進」
という項目の中で、太陽光発電などの新エネルギー設備の導入を推進する。
と謳っている。 

和光市 ■省エネ改修及び新エネルギーの推進 
削減可能量 188t-CO2（上記 532t-CO2 に占める見込量） 
新エネルギービジョンに基づき、太陽光発電や太陽熱温水器、天然ガスコジ
ェネレーション、新エネルギーによる街路灯などの新エネルギー設備の導入
を推進します。 

新座市 ※実行計画（事務事業編）には盛り込んでいないが、太陽光発電システムを
積極的に設置する体制となっている。 

久喜市 太陽光発電システムの導入を積極的に推進し、省エネルギー・省資源型の施
設を目指す。 

北本市 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に努める。 

八潮市 改修等の機会を利用した省エネ型建築、省エネルギー設備や新エネルギーの
計画的な導入を図る 

富士見市 建設工事に関して、太陽光の有効活用を促進する。 

三郷市 【庁舎等の省エネルギー化】 
新エネルギーの導入。公共施設の設備更新、新築・改築に際しては、太陽光
発電システム等の新エネルギーの積極的な導入を 
検討します。 

幸手市 公共施設への太陽光発電システムの設置を推進します 

鶴ヶ島市 設備・物品の購入、更新その他再生可能エネルギーを活用できる設備を導入
する。 

日高市 【取組内容】太陽光、その他の自然エネルギー導入の促進に努めます。 
（数値目標等はない） 

白岡市 取組内容 (7)新エネルギーの導入促進 
・太陽光発電・太陽熱利用システムの導入 

ときがわ町 太陽光や小水力等の自然エネルギーを活用した施設等を、規模・用途に応じ
て導入を図るよう努める。 

横瀬町 具体的な取組：太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

皆野町 「施設更新時に積極的に導入する。」＊包括的記載のみ 

千葉県 
 

千葉県 化石燃料に代わる太陽光や風力などの新エネルギー等を活用した発電設備等
について、県有施設への導入を進める旨を記載している。 

千葉市 施設の新設、改修に合わせた省エネルギー対策、再生可能エネルギー設備整
備 

市川市 公共施設の使用による温室効果ガス排出量の削減項目として、再生可能エネ
ルギーや未利用エネルギー等の有効活用を図る（太陽光、廃熱、コージェネ
レーションなど）としている。 

船橋市 第 2 章－1－（２）庁舎、施設等におけるエネルギー使用量を節減する。 
【実行プログラム】⑨太陽光システムの導入や清掃工場での廃棄物発電等に
より、未利用エネルギーや新エネルギーの活用を進める。 
第 2 章－4－（１）環境に配慮した施設整備を行う。 

【実行プログラム】②太陽光、風力、廃棄物発電等の新エネルギーを活用した
設備を導入する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

千葉県 
（つづき） 

館山市 数値目標は記載していない。「国や県の方針や制度，地方公共団体に対する
補助制度やリース制度を視野に入れ，LED 電球やソーラーパネル等の省エネ
製品の導入を当初から念頭に入れた施設管理の計画づくりを検討します。」
との記載をしている。 

松戸市 公共施設の新築、改築、空調設備更新時等には、ガスコジェネレーションな
どの効率がよく、コスト削減につながる新エネルギーを検討する。 

野田市 ③その他の環境にやさしい行動 
・物品購入において環境配慮型商品(エコ商品)の購入に可能な限り努める。 
・施設の新増設に当たっては、太陽光発電等の新エネルギーの導入などを検
討し、省エネルギーに配慮した施設として整備するよう努める。 

成田市 施設の規模、用途から可能なものについて、再生可能エネルギーやコジェネ
レーションシステム等の導入によるエネルギーの効率利用を図る。 
設備改修の際に、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）を踏まえた新エネ
ルギー・省エネルギー型設備の導入を検討する。 

佐倉市 １取組方針 
（３）市有施設の整備及び管理運営に係る取組 
ESCO 事業導入、省エネ改修・長寿命化の推進、再生可能エネルギー等の利
活用などを進めます。また、緑化の保全及び推進に努めます。 

習志野市 ５．温室効果ガス削減のための取組 
（１）重点取組事項 
②・太陽光発電システム等の新エネルギー設備等の導入を促進します。 

柏市 新エネルギーの活用→以下の技術を新設施設に設置 
太陽光発電，太陽熱発電，天然ガスコジェネレーション，風力発電 

勝浦市 再生可能エネルギー等（太陽光、廃熱、コージェネレーションなど）の導入
に努めます。 

市原市 ○設備導入 
・新設施設への再生可能エネルギーや、省エネルギー機器の導入を図る。 
○建築物の設計・施工及び管理にあたっての配慮 
・再生可能エネルギーの導入（太陽光発電、風力発電、小水力発電、バイオ
マス発電、バイオマス熱利用、太陽光利用、太陽熱利用、地熱利用など）を
推進する。 

流山市 P.11４．省エネルギー対策・新エネルギー対策 
「私有施設へ、太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギー設備の導入を順次
拡大する。」 

八千代市 太陽光発電の導入 
公共施設での省エネルギー対策 

我孫子市 環境負荷低減のための達成目標・指標（新エネルギーの導入、目標年２０１
５年度までに１００ほど導入目標） 

浦安市 (エ)その他の取組み 
【新エネルギー等の導入】 
・公立小中学校や公共施設への太陽光発電の導入を推進する。 
・市内道路の街灯への太陽光発電の導入を検討する。 

袖ケ浦市 ３建物の建設・管理について（１）建物の建設・太陽光発電などの再生可能
エネルギーの利用を検討する。 

印西市 公共施設の建設、改修の際には、設計段階から太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーやコジェネレーションシステム等の導入に努める。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

千葉県 
（つづき） 

富里市 ２．電気の使用に関する取組み課・施設を中心とした取組み[その他]②太陽
光発電の導入等自然エネルギーの活用を推進する。 

匝瑳市 太陽光発電等の自然エネルギーの利用を検討し、可能な限り導入を図る。 

香取市 分類施設毎の取組項目に「太陽光等自然エネルギー活用（太陽光発電の導入）」
と記載。 

大網白里市 公共施設の新設・改修の場合、太陽光発電システム等の再生可能エネルギー
の導入を推進する。 

多古町 太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの利用の促進 
・役場庁舎に、太陽光発電及び省エネ空調機器を平成 22 年度に導入する。 

一宮町 太陽光発電設備設置者に対して補助金を交付。 

東京都 
 

東京都 都施設において再生可能エネルギーを拡大していくことで、CO2 削減を図っ
ていく。 

千代田区 ・区有施設に再生可能エネルギーを生み出す設備を積極的に導入する。 
・太陽光発電の屋根貸し事業や大規模改修時の地中熱利用の導入等を検討す
る。 

港区 太陽光発電、風力発電、太陽熱供給装置などの再生可能エネルギー利用施設
の導入を推進 

新宿区 新たに建設する区有施設については、原則、太陽光発電設備を導入する。 
既存施設は、全施設を調査のうえ、可能な施設には設置済 

文京区 区有施設の新築・改装の際には、太陽光・太陽熱などの自然エネルギーの利
用を検討し、建築物等の設計・施工・管理・解体及び建築資材の廃棄にいた
るまで、環境負荷をできるだけ小さくするものとする。 

台東区 4.具体的な取組み（4）区有施設における緑化を充実させるとともに、新エネ
ルギー設備を率先して導入します（本文内）太陽光発電の設置など新エネル
ギー設備の率先導入を行います。 

墨田区 １新築の区施設には、原則として再生可能エネルギー設備（太陽光発電等）
を導入する。 
２既存の区施設には、設備の取換え・更新等に際してできる限り再生可能エ
ネルギー設備の導入に努める。 

江東区 【建築・土木工事等に関するマニュアル】１エネルギー①a 
太陽光・太陽熱・地中及び大気中の熱等を利用する設備・機器等の積極的な
導入を図る。 

品川区 第５章率先行動計画 
２温室効果ガス排出抑制のための施設運営上の具体的な取り組み 
（４）工事の計画・設計・施行段階の配慮 
□再生可能エネルギーなどの導入 
・新規施設の計画・設計に際しては、太陽光発電などの再生可能エネルギー
の導入を検討し、環境課と協議を行います。 

目黒区 新築・改築・改修時における省エネルギー・再生可能エネルギー設備等の導
入 

大田区 庁舎・施設の公共建築物や公園等を新設、改修する場合は、可能なかぎり太
陽光発電等再生可能エネルギーについて、導入前提で検討する。 

世田谷区 太陽光発電システムの導入 

杉並区 (2)区立施設における維持管理の効率化 
①太陽光発電機器の設置及び空調機、照明器具の省エネ化（ＬＥＤなど）、
高効率機器、照明制御システムなどの導入の検討 

豊島区 ２-Ⅰ「カーボンマイナス施設づくりガイドライン」の活用 
２-Ⅱ新庁舎整備計画の環境配慮対策 
２-Ⅴ再生可能エネルギーの導入等 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

東京都 
（つづき） 

北区 5.4.5 省エネルギー(新エネルギーの有効利用)【計画に直接的に関与する取り
組み】 
太陽熱利用や太陽光発電等の新エネルギーの利用を促進することにより、化
石燃料の使用量を削減し、温室効果ガスの排出量削減が図られます。 
太陽光発電は、既にさまざまな分野への活用がなされていますが、平成 24
年 7 月から始まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により普及
に弾みがつくことが期待されております。多数の公共施設を保有・建設して
いる地方公共団体である北区役所においても、国や都とともに、太陽光発電
の普及に当たっての先導的役割を果たす必要があります。 
【取組項目・内容】 
○太陽光等自然エネルギー活用 
○省エネルギー対策として、太陽光発電等の新エネルギーの活用、高効率機
器の選定等を検討します。 
（実行計画 p41 より抜粋、数値目標なし） 

荒川区 施設の建築及び改築時においては、再生可能エネルギー等を導入した、環境
に配慮した施設を建築する。 

板橋区 区施設の省エネ・新エネ設備 
・学校施設の太陽光発電設備設置数【５校】（H24～H27） 

練馬区 再生可能エネルギー(太陽光発電、太陽熱温水器等)の導入については、効果
を検証し、設置を図る。 

足立区 計画において、建築物の建築や修繕等での環境配慮として、再生可能エネル
ギーの利用促進を記載している。 

葛飾区 平成 29 年度目標太陽光発電システムの公共施設の設置目標 
公共施設 5 カ所小中学校 10 カ所 

江戸川区 具体的な取組検討項目として「太陽光発電設備の導入を実施する」「建物の
エネルギー需要の状況に応じて太陽熱給湯器、太陽熱暖房器など太陽熱設備
の導入を実施する」「地中熱ヒートポンプの導入を実施して、温室効果ガス
排出量の削減に努める」「熱源設備の更新、新設等の機会をとらえて、建物
のエネルギー需要の状況に応じて生物資源（バイオマス）設備の導入を実施
する」を設定。 

八王子市 再生可能エネルギーの積極的な導入 
施設の建設、大規模改修等にあたっては、計画の早い段階から国等の補助制
度などについて積極的に情報収集を行い、再生可能エネルギーの率先導入に
ついて積極的に検討します。また、建設段階で設置が困難な場合においても、
将来設置コストが低下した場合等に備え、設置が可能な設計とするなどの配
慮に努めます。 

武蔵野市 温室効果ガスの削減目標を達成するための取組内容の１つとして、太陽光発
電システム等の再生可能エネルギー利用設備の導入を推進する旨を記載。 

三鷹市 太陽光発電、クリーンエネルギー自動車、コージェネレーション、太陽熱な
どの利用に努めます。 

府中市 市の施設においては、照明器具や空調設備の見直しを行い、施設の建て替え
や改修時に省エネルギー型の設備の導入を進めます。また、実施に当たって
は、民間の技術等を活用した ESCO 事業などの制度の導入を検討していきま
す。 

昭島市 太陽光発電等、創エネルギー機器の導入に努めます。 

調布市 再生可能エネルギー設備の導入を検討する。 

町田市 太陽光発電設備を、竣工時に設置 

小金井市 今後、新設する施設や大規模改修が予定されている施設については、環境に
配慮し、使用エネルギーをより低減化する設備を導入することを目指します。 
特に CO2 削減効果が見込まれる照明設備・空調設備を中心に、設備の見直
しと改善を行い、再生可能エネルギー等の導入を推進していきます。 
（１）太陽光発電、太陽熱利用等の自然エネルギー導入を図ります。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

東京都 
（つづき） 

小平市 取組 7 項目のうちの一つ、「新エネルギーの利用の推進」の中で、「具体的
取組事例」として記載している。 
※「太陽光発電等自然エネルギーや未利用エネルギーの導入を推進する」等 

日野市 ・家庭用太陽光 8,511 トン-ＣＯ２ 
・公共施設太陽光 59 トン-ＣＯ２ 
計 8,570 トン-ＣＯ２削減 

東村山市 「新しく公共施設を建設するときは、太陽光発電システム等の導入を推進す
る」 
※具体的な数値目標は現在なし 

国分寺市 設備改修等に伴う省エネルギーなどの推進の項目において，取組事例として
「公共施設を新設する場合は，太陽光発電や風力発電などの再生可能エネル
ギーの導入を図る」「公共施設を改修する場合は，再生可能エネルギーの活
用を検討する」と掲げている。 

国立市 設備改修などで行う対策について：太陽エネルギー利用設備を導入する 

狛江市 太陽光発電システムなどの設置の導入を検討します。 
（数値目標は定めていない） 

東大和市 第二次計画の取り組みとして導入することを記載しているのみ。 

武蔵村山市 （４）設計・施工に当たっての配慮すべき事項 
「省エネルギー」 
太陽光発電等の自然エネルギーを利用する設備を導入すること。 

多摩市 施設新設時及び改修時等には、太陽光発電設備の積極的導入を図る。 
その際、「屋根貸し事業」等、市・事業者（市民）で連携して設置する手法
を検討する。 

稲城市 新エネルギー設備の導入を検討します。 

羽村市 4．エネルギー等の管理及び実践の基本指針 
③施設の新築又は改築には、法規を遵守し、ESCO 事業等を積極的に活用し、
設備群には省エネルギー機器の導入を図り、施設には再生可能エネルギーの
導入を行うものであること。 
5．目標期間の設定 
(1)中期目標 
本計画の実施期間である 3 カ年（第 1 次平成 27 年度まで）を中期目標とし、
毎年度の実施結果に応じて更新する（省エネ法における中期目標も同様）。 
ただし、中期目標達成のためには、日常管理による省エネルギー活動及び温
室効果ガス削減活動だけでは達成することが非常に困難であることから、対
象施設は省エネ法の指針及び本計画による管理標準に基づき、投資を伴う設
備の省エネルギー改修計画を中期目標として策定しなければならない。 
(2)長期目標 
長期目標は、平成 32 年度までの 8 カ年とし、中期目標における投資を伴う
設備の省エネルギー改修計画を基本に計画し、毎年度の実施結果に応じて更
新する。 
ただし、エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の削減目標値については、
区域施策編及び本計画により定められていることから、これを長期目標とす
る。 
【建設及び土木工事標準】 
D.再生可能エネルギーの導入  Ⅰ太陽光発電システムの導入 
Ⅱ建設・土木現場におけるオフグリッド太陽光発電 
Ⅲ太陽熱利用システムの導入  Ⅳ太陽光採光システムの導入 
Ⅴ地中熱利用システムの導入  Ⅵバイオマスエネルギーの導入 

あきる野市 数値目標は、なし。 
「太陽光などの再生可能エネルギーの設備の導入を検討する。導入に当たっ
ては、災害時のエネルギー確保などにも配慮する。」 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

東京都 
（つづき） 

利島村 太陽光発電、太陽熱温水器を役場庁舎・保育園・診療所・小中学校・勤労福
祉会館・高齢者在宅サービスセンターに導入することを記載している。 

小笠原村 本庁舎等への太陽光発電の導入を検討します。 

神奈川県 
 

神奈川県 国においては、再生可能エネルギーの固定価格による全量買取制度の創設を
検討していることも踏まえながら、太陽光発電をはじめとする新エネルギー
等の導入を積極的に進めます。(本県の実行計画（事務事業編）P12（ｃ）
より) 

横浜市 公共施設に設置された太陽熱利用システム・（中略）横浜市の財政状況等を
勘案の上で導入していきます。（p16） 

川崎市 再生可能エネルギー源の優先的な利用を進める 

相模原市 ①太陽光発電設備 
あらゆる施設において、新設・改修等の機会を捉えて太陽光発電設備の設置
を検討し、積極的な導入を図ります。特に、小中学校・公民館・こどもセン
ター・文化施設・スポーツ施設など日常的に多くの市民が利用する施設につ
いては、CO2 削減効果のほか、市民への普及啓発や環境教育への活用とい
う観点からも設置効果が期待されるため、施設の構造等を勘案しつつ、導入
を進めます。 
②太陽熱利用設備 
太陽熱利用設備は、エネルギーの変換効率が高く、二酸化炭素の削減効果が
高い設備です。特に、高齢者福祉施設やスポーツ施設といった給湯需要の多
い施設については、新設・改修等の機会には太陽熱利用設備の導入を検討し、
積極的な導入を図ります。 
③その他の再生可能エネルギー利用設備 
小水力・バイオマス・風力などその他の再生可能エネルギーについては、本
市の自然的特性を生かしたエネルギーの活用や市民に対する再生可能エネル
ギーの普及啓発・環境教育という視点を踏まえ、施設の周辺環境等を考慮し
つつ導入を検討します。 

横須賀市 「推進のための取り組み」の「すべての部局（施設）に共通した取り組み」
の中で、次のとおり記載 
・市の施設へ太陽光発電などの新エネルギーを利用した設備の導入に努めま
す。 

平塚市 公共施設への太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備の導入 

藤沢市 公共施設における太陽光発電システム導入に率先的に取り組む 

小田原市 電気における温室効果ガスを削減する主な対策例として、太陽光発電システ
ムの導入を記載している。 

茅ヶ崎市 平成３２年度までに公共施設への省エネルギー機器・再生エネルギー自家発
電設備の設置目標を２３とする。 

逗子市 省エネルギー型照明機器、省エネルギー型空調設備の他、新エネルギーシス
テムを導入します。 

厚木市 基本方針１：再生可能エネルギーの導入 
【施設整備の際の再生可能エネルギー等の導入促進】 
①再生可能エネルギー導入ガイドラインを作成する 
②ＣＡＳＢＥＥ、ＣＡＳＢＥＥかながわの上位ランクに適合した施設整備を
行う。 
【既存施設への再生可能エネルギーの導入促進】 
①再生可能エネルギー導入計画を作成する 

大和市 太陽光発電等を積極的に推進・拡大することにより、電気使用量を削減しま
す。 
庁舎の屋上等への設置を推進します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

神奈川県 
（つづき） 

海老名市 施設の新築・改築時に太陽光発電システム等の自然エネルギーの導入 

綾瀬市 全庁における重点項目として公共施設等に太陽光発電設備などの新エネルギ
ー設備を導入する。 

寒川町 第３章地球温暖化対策の施策と取り組み 
（１）公共事業などの取り組み 
・費用対効果を踏まえ、計画的に太陽光や風力、バイオマスなど新エネルギ
ーの活用や蓄電システムの導入などを検討します。 

中井町 太陽光発電等の再生エネルギーの積極的な導入 
公共施設の新築、改築等に併せて、太陽光発電やヒートポンプなど再生エネ
ルギーの積極的な導入を図る。 

大井町 ＜基本目標１＞町民の健康を保護し、すがすがしい日常生活を確保しよう 
＜個別目標③＞環境にやさしいライフスタイル、事業活動を確立しよう 
＜町の行動３＞新エネルギー（自然エネルギー、未利用エネルギー等）の利
用 
＜計画＞公共施設の建設、改良等の際には積極的に新エネルギー（自然エネ
ルギー、未利用エネルギー等）の導入を検討します。 
住宅用太陽光発電システム設置に対する国等の補助制度の情報を提供すると
ともに、町 
の補助制度を創設します。 

山北町 町内全世帯 4000 戸の 10％400 戸に 3ｋｗの太陽光発電パネルの設置。
公共施設 10 ケ所に 10ｋｗの太陽光発電パネルの設置。 

真鶴町 平成 26 年度中に真鶴町立まなづる小学校に設置 

愛川町 ５．公共事業などにあたっての取組み 
(1)新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進 
ア公共施設においては、省資源・省エネルギー型の施設整備に努めます。【企
画政策課・各施設主管課】 
イ太陽光や風力など自然エネルギーの有効利用を検討します。【企画政策課・
各課】 

新潟県 
 

新潟県 小規模施設の建設等に当たっては、設置面積の確保の可能性及び費用対効果
を検討のうえ、太陽光発電システムの導入を図る。 
また、熱使用量が小さく、使用期間が夏季を中心とする施設について、費用
対効果を検討のうえ、太陽熱利用給湯設備の導入を図る。また、地域性を考
慮しながら、雪冷房システム、風力発電システム等の自然エネルギーを活用
した設備の導入を図る。 

新潟市 ４庁舎・施設の整備における環境配慮 
(1)再生可能エネルギー等の導入及びグリーン調達の推進 
・太陽光発電などの新エネルギーの導入に努めます。 
・ごみ焼却熱や下水処理発生ガスといった循環型エネルギーを活用します。 

長岡市 公共施設において、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や、天然ガス
を用いた空調、コジェネレーションシステム等の導入を推進する。 

新発田市 ・高効率熱源機器等の導入 
施設の建築や、空調設備の更新に際しては、可能な限り省エネルギータイプ
の設備を選択します。併せて太陽光発電設備など、新エネルギー設備の設置
を検討します。 

十日町市 再生可能エネルギーは化石燃料に依存しないクリーンなエネルギーであり、
温室効果ガスの削減に大きく寄与することから、あらゆる部門において、そ
の導入拡大が期待されています。市施設においても、太陽光をはじめとする
再生可能エネルギー利用設備の積極的な導入を進めます。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

新潟県 
（つづき） 

見附市 
 

太陽光発電設備：引き続き、新築・改修等の機会を捉えて太陽光発電設備の
設置を検討のうえ推進します。太陽熱利用設備：太陽熱利用は、エネルギー
の変換効率が高い設備です。特に給油設備については、太陽熱利用設備の導
入を検討します。 

燕市 太陽光発電や太陽熱温水器等の設備を積極的に導入する。 
その他の新エネルギーについて、省エネ効果等を適切に診断し、公共施設等
への積極的な導入を検討する。 

糸魚川市 太陽エネルギーを利用した「太陽光発電設備・太陽熱温水器」、林産資源と
して発生する「木質バイオマス」、地中熱を利用した「地中熱ヒートポンプ」
などの再生可能エネルギーについて、設備導入補助を行い、エネルギーの地
産地消を促進します。 

五泉市 公共施設への新エネルギー設備の導入を積極的に行います。 
（※実行プログラム[36]に記載。数値目標などはない。） 

佐渡市 太陽光などの自然エネルギーの導入について、新規の公共施設建設および大
規模改修時に積極的に導入します。 

魚沼市 第３章実践する取組みと目標２.施設における省エネ管理（2）施設の営繕計
画・施設の大規模改修をするときは、可能な限り屋根、外壁、建具などの断
熱工事を設計仕様に盛込むこと。また、同時に太陽光発電やペレットボイラ
ー等の新エネルギー設備の導入を検討すること。 

胎内市 学校や公共施設に太陽光発電の施設設備を行うことと併せて、一般家庭に対
して太陽光発電設備設置の補助金交付を行って支援する。 

関川村 取組中の段階で、具体的にはまだ取り組んでおりません。 

富山県 
 

富山県 新築等における省エネルギー化等 
新築・改築等に当たっては、省資源・省エネルギーに配慮した施設となるよ
う計画段階、設計段階から検討します。なお、施工に当たっては、環境負荷
の少ない作業を行います。 

富山市 第３章取り組み４．施設の建設、維持管理に関する取り組み 
【施設建設・管理担当課】 
（１）環境負荷の低い施設整備 
○自然エネルギーや新エネルギーの導入を推進します。 

高岡市 自然エネルギーの活用 
施設の場所等の条件を踏まえ，太陽光発電システムや太陽熱等を活用した設
備について，規模，用途に応じて採用する。 

魚津市 自然エネルギー等の活用 
・太陽光発電や風力発電、小水力発電等の自然エネルギーの導入を推進しま
す。 

南砺市 配慮項目に関する取り組み―環境負荷の少ない施設整備、施工作業の実施―
太陽光発電やＬＥＤ蛍光灯の導入を推進する。 

立山町 国の太陽光発電システム導入を促進する制度の活用を推奨し、クリーンエネ
ルギーの普及促進に努める。 

入善町 新エネルギー導入に伴う二酸化炭素期待削減量は、熱利用において
32,419t/年、発電利用において 85,349t/年の削減を目標とする。 

石川県 
 

石川県 自然エネルギーを活用した設備、機器の導入拡大 

金沢市 計画期間中に 10kW 程度の太陽光発電設備を５台、木質バイオマスボイラ
ーを２基導入する 

七尾市 「施設の設備管理面からの取り組みメニュー」 
太陽光、太陽熱等の自然エネルギー設備の導入に努める 

小松市 太陽光等の自然エネルギーや廃熱等の未利用エネルギーの活用に努める。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

石川県 
（つづき） 

珠洲市 第３章具体的な取組 
１、太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入 
・保育所や小・中学校を中心に、太陽光発電装置やハイブリッド外灯を導入 
する。 

白山市 太陽光、風力等の新エネルギーの活用に努める。 

能美市 能美市内の者で、自らが居住する市内住宅に自然エネルギー設備を設置する
方に対し、補助金を交付している。 
25 年度申請実績太陽光 85 件薪・ペレットストーブ 3 件風力 0 件 

野々市市 ・太陽光発電、コジェネレーションシステム、小水力発電、太陽熱温水器、 
地中熱ヒートポンプなどの新エネルギーを活用した設備を導入する。 

川北町 公共施設への太陽光発電設備の導入を推進する。 

内灘町 新エネルギーの積極的導入 

福井県 
 

福井市 太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を進める。 

敦賀市 「太陽光など自然エネルギーを利用した公共施設の整備に努めます」（前期
環境アクションプラン P.66） 

越前市 施設の新改築においては、太陽光発電の導入を企画段階から検討する。 

永平寺町 今後建設する公共施設に、新エネルギー・省エネルギー設備を積極的に取り
入れる。 

高浜町 １．太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入 
①新庁舎公民館に、太陽光発電及び蓄電池を導入（ＢＥＭＳの検討） 
②町内施設に、太陽光、バイオマス発電を導入 

若狭町 公共施設への太陽光発電設備を設置しているが、数値目標は定めていない。 

山梨県 
 

甲府市 ・太陽光発電の利用 
・甲府市環境センターで発生するごみ焼却熱の利用の拡充を図る 

山梨市 施設等の建築・改修における配慮（導入を図る）バイオマスや太陽光等の新
エネルギー機器・設備 

韮崎市 再生可能エネルギーの導入促進 
庁舎等の建物の建築等にあたっては、地域の特性、庁舎等の規模、用途から
技術的側面、管理的側面、経済的側面等を総合的に判断し、エネルギーの効
率的利用が可能な省エネルギー構造・設備をするとともに、太陽光発電シス
テム等再生可能エネルギー設備の導入を検討する。 

南アルプス市 ・公共施設の建設・改修にあたっては、太陽光発電装置や高効率ヒートポン
プ空調などのＣＯ2 排出を軽減する機器の導入を積極的に検討する。 

北杜市 クリーンエネルギーの活用 

甲斐市 「公共施設への再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を検討
する」と明記。 

笛吹市 太陽光発電など新エネルギーを利用した設備導入に努める。 

富士川町 実施項目の「電気・重油・灯油の使用量削減」の中に「太陽光発電システム
導入の検討」を掲示 

西桂町 第３章具体的な取組 
１．太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

山中湖村 太陽光発電や風力発電、太陽熱給湯装置の導入を検討する。 
氷蓄熱式空調システム等による深夜電力利用など、ピークカット運転の出来
るシステムの導入に努める。 
コジェネレーションシステムの導入を検討する。 

鳴沢村 新エネルギーの導入に努める。 

長野県 長野県 省エネルギーの導入／太陽光エネルギーの活用・木材エネルギーの利用「新
築、改築する設備への導入を検討します」。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

長野県 
 

長野市 ＜市有施設への太陽光発電システムの導入＞ 
・新たに建設される学校等公共施設については、原則設置 
〔目標〕900kＷ（基準値：37 施設 531kＷ⇒61 施設 1,431kＷ） 
＜市有施設へのバイオマス利活用の推進 
・①ペレットストーブ・ボイラー※の導入②その他（薪ボイラー等の導入検
討） 
※ペレットボイラーについては、冷温水発生装置等の導入も研究 
〔目標〕（ストーブ）５台（基準値：10 台⇒目標値：15 台） 
〔目標〕（ボイラー）２台（基準値：１台⇒目標値：３台） 

松本市 太陽光発電システムやマイクロ水力発電システムの導入、木質バイオマスの
利用を検討する。 
※実行計画とは別に、太陽光発電システムについては、導入方針を定めて計
画的に導入を実施している。 

上田市 施設の建築に当たっては、地域の特性、その規模、用途に基づいて、技術的
側面、管理的側面、経済的側面等から総合的に判断して、エネルギーの効率
的な利用が可能な構造及び設備を検討する。 

飯田市 （３）省エネルギー機器、新エネルギー機器等の導入 
イ  普及啓発効果の高い施設（小中学校等）を中心に、木質バイオマス機器
（ペレットストーブ、 
ペレットボイラー、薪ストーブ等）を暖房器具更新時に順次導入し、灯油使
用量の抑制を図る。 
ウ  日照時間に恵まれた地域特性を生かし、公共施設での太陽エネルギー（太
陽光・太陽熱）利用 
を推進し、化石燃料使用の抑制を図る。 
エ  市立病院において、蒸気ボイラーを更新することで高効率機器への転換
を図る。 
オ  公共施設の建て替え、冷暖房機器等の更新時には、再生可能エネルギー
機器や、高効率省エネルギー機器の積極的な利用を図る。 

須坂市 太陽光、太陽熱、風力、水力、木質バイオマス、燃料電池、BDF、その他の
新エネルギーについて検討、推進 

駒ヶ根市 木材のエネルギー活用 
〔具体的な取組み〕・ペレットストーブの導入 

中野市 太陽光等の自然由来エネルギー設備を導入する。 

大町市 第 5 章施策の推進 2 具体的な施策（2）電気使用量の削減への取組みサ再生
可能エネルギー導入 

飯山市 市が管理する施設については、自然環境を積極的に活かしながら、環境に配
慮した整備を行います。 

茅野市 太陽光発電・太陽熱利用等、新エネルギー利用を検討する。 

安曇野市 太陽光発電システムの導入を検討します。 
・庁舎等の建築、改築時には太陽光発電システムの導入を検討します。 
・街路灯など屋外施設の照明装置には太陽電池システムの導入を検討します。 
施設の建築、改築時には、コジェネレーションシステムの導入を検討します。 
ペレットストーブなどの導入を図り、木質バイオマスエネルギーの利用に努
めます。 
バイオマスの利用について、調査・研究します。 
バイオディーゼル事業を推進し、公用車等へのバイオディーゼル燃料の使用
拡大を目指します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

長野県 
（つづき） 
 

佐久穂町 太陽光発電をはじめとする新エネルギー－を活用するとともに、自然光の採
光により環境に配慮した施設整備に努める。 

軽井沢町 温室効果ガスの「削減目標達成に向けた取組」の中で、施設の低炭素化に関
する取組として「各施設に再生可能エネルギー（太陽光・地熱・バイオマス
等）を積極的に導入することを検討する」旨記載している。具体的な目標数
値等は定めていない。 

立科町 太陽光発電施設設置補助金を交付している 

南箕輪村 建築物の建築・管理にあたっての配慮の中で、太陽光発電設備の導入に努め
る。 

宮田村 第 5 章：目標実現のための具体的取組み 2 具体的な行動内容 
（2）エネルギー転換の促進①自然エネルギー・新エネルギーの導入 
太陽光発電などの新エネルギー導入を検討します。（導入実績：太陽光発電
西保育園 10kw） 
（5）環境に配慮した公共施設管理の推進①公共施設の整備・維持管理での
環境配慮 
新規や改修による施設整備時には、省エネルギー対策や太陽光などの新エネ
ルギー設備の導入を図ります。 

松川町 ①自然エネルギーの導入・庁舎、保育園、小中学校へ太陽光発電システムの
設置を図る。 

売木村 水道施設等の災害強化、飯田市にある「お日様進歩」への協力により行って
います。目標等は定めていません。 

木祖村 公共施設等への太陽エネルギーの利用を検討する。 

王滝村 ・太陽光発電などの新エネルギー導入を検討します。 
新たな施設を整備する際には、新エネルギー（転換）の導入を検討します。 

松川村 公共施設に太陽光発電パネルを取り付け、導入促進に取り組んでいる。 

坂城町 太陽光発電の設置補助 

山ノ内町 「新エネルギー対策の推進」として、「太陽光発電に対する助成の充実や、
温泉熱利用への助成、雪室を活用した施設整備など、化石燃料に依存したエ
ネルギー利用から、自然エネルギーの活用に移行できるよう、様々な施策を
試行・展開し、温室ガス排出削減に地域として取り組めるよう努めるものと
する」。 

岐阜県 
 

岐阜県 「再生可能エネルギーの導入に努める。」 

岐阜市 （１）太陽光発電システムの設置 
ア．導入基準 
①効果的な発電に必要な日照時間が確保できること 
（構造物等による日陰の影響を考慮し、午前９時～午後４時の日照が確保さ
れていること） 
②新築（大規模改修含む）は、原則として導入。既存については建物の構造、
耐荷重等を十分検討したうえで導入 
イ．設置基準 
①停電時における自立運転機能を有すること 
②発電出力は総需要電力の概ね２０％以上を目標とする 
（年間発電量 1,100kWh/kW/年） 
ただし、設置可能な面積に応じて検討を行うこと。 
＊20％以上については国の再生可能エネルギーの割合想定 
③設置工事費が過大とならないこと 
地中熱を利用した空調設備の導入については、スマートシティ岐阜実証結果
により明確な方針を提示する予定であるが、表－２を参考とし導入を検討す
ること 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

岐阜県 
（つづき） 

大垣市 第 4 章 
【推進策】（9）新エネルギーの導入 
クリーンなエネルギーである太陽光発電システムなど新エネルギーについ
て、補助制度を活用しながら率先して設置する。 

高山市 自然エネルギーを積極的に導入し、活用する。 

多治見市 再生可能エネルギーの導入（市有施設への太陽光発電システム導入、小水力
発電の導入） 

関市 自然エネルギーの利用促進で人と地球が共生できる安全・安心で快適なまち
づくりを目指す。 

中津川市 第４節中津川市エネルギー管理規定／２．受配電設備管理標準 
この管理標準は、受電・配電設備の管理を適切に実行して省エネルギーを実
現するために運転、計測・記録、 
保守・点検について定め、エネルギーの使用の合理化と温室効果ガスの削減
を図るものとする。 

土岐市 太陽光発電など、新エネルギーを利用したシステムの導入を検討する。 

各務原市 ・太陽光発電の積極的な導入に努める 

可児市 ○太陽光発電装置の積極的な導入と、その他の再生可能エネルギー（バイオ
マス利用など）の率先的な導入を検討する。 
○再生可能エネルギー施設の稼働状況について公表及び装置効果を積極的に
ＰＲする。 

飛騨市 配慮項目：自然エネルギー太陽光発電の導入 

下呂市 現状目標設定せず、得られたデータをもとに、次年度以降の公共施設への導
入計画予定 

輪之内町 施設の建設・改修には再生可能エネルギーを利用した発電施設・蓄電施設を
積極的に採用している。 

大野町 町が推進する住宅用太陽光発電システム設置事業を活用し、地球温暖化防止
に努めます。 
公共施設においても、太陽光発電システム設置を推進します。 

富加町 庁舎、小学校、中学校、保育園、町営住宅に太陽光発電システムを導入して
いる 

御嵩町 公共施設屋上などに再生可能エネルギーを利用する太陽光発電などを導入し
ます。 
太陽光発電を設置した公共施設において、蓄電池・燃料電池などのエネルギ
ー技術を研究・導入します。 

白川村 小水力発電の導入 

静岡県 
 

静岡県 県有施設の設備改修等に際し、新エネルギー設備の積極的な導入を推進しま
す。 

静岡市 全ての施設において主な施策として「新エネルギーの導入」を記載 

浜松市 数値目標はないが、取組目標に「施設の新設、更新等の際には、新エネルギ
ー・省エネルギー設備等の導入を積極的に検討する」ことが定められている。 

熱海市 市有施設の新、増設、改修にあたっては、太陽光発電、コジェネレーション
システム等を導入し、省エネ、省資源型の施設を目指す。（数値目標なし） 

三島市 ・再生可能エネルギー等の新エネルギー設備の調査・研究を行います。 
・庁舎等公共施設への太陽光発電システム・太陽熱利用システム・風力発電
システム・地中熱利用システム・コージェネレーションシステム・蓄電池等
の新エネルギー設備の導入を推進します。 
・木質バイオマス等のバイオマス燃料の調査・研究を進め、庁舎等公共施設
への導入について検討を行います。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

静岡県 
（つづき） 

富士宮市 数値目標なし。 
建築物の建築、改修、維持管理等における配慮 
公共施設における太陽光発電システム、天然ガスコジェネレーションなど新
エネルギー等の導入を検討します。 

伊東市 「第Ⅳ章目標達成に向けての取組」の「４設計、施工に当たっての配慮」に
おける「太陽光等自然エネルギー活用」 

焼津市 太陽光、太陽熱等の自然エネルギー設備の導入に努める。 

藤枝市 建築物の規模や構造などを考慮し、施設の新築・増改築及び施設内の設備更
新に際しては、省エネルギー設計や新エネルギーの導入に努めます。 

御殿場市 新エネルギーの利用について調査研究を行い、導入を促進する。 

袋井市 太陽光発電システムの導入 
ＣＯ２排出量の削減 
市役所本庁舎 50kw・21t/年、本庁以外６施設各 10kw・25t/年、 

菊川市 太陽光発電の導入による二酸化炭素削減量の目安 
対象施設（二酸化炭素削減量）：菊川市浄化センター（5.7ｔ-CO2）、「本
庁舎、北館、小笠支所庁舎、総合保健福祉センター、プラザけやき、中央公
民館、小学校 7、中学校 3」（85.5ｔ-CO2） 

東伊豆町 風力発電、太陽光発電、小水力発電等の新エネ技術を積極的に取り入れてい
く。 

愛知県 愛知県 ①調達方針に基づき、太陽光発電設備の導入などの自然エネルギーや、廃熱
等の未利用エネルギーの有効利用、燃料電池、コージェネレーション等のエ
ネルギー高効率利用など、新エネルギーの積極的な導入を図るとともに、蓄
熱式空調システムなど、電力平準化設備の導入に努めます。 
②庁舎内新設の場合には、新エネルギー施設の積極的な導入を図ります。 

名古屋市 ・太陽光発電など新エネルギー設備を導入します。 
・太陽光発電設備の導入 10,000ｋＷ（平成 32 年度目標） 

豊橋市 省エネルギーのための新技術（LED 照明、太陽光発電、小規模水力発電等）
の実証検証、先導的導入、啓発に努めます。 
太陽光発電等の新エネルギーの利用を促進します。 

岡崎市 ・環境配慮型工事の施工 
新エネルギーの導入推進 
太陽光発電、太陽熱利用、風力など自然エネルギーの活用。 

瀬戸市 公共施設を新規に建設又は増設する際は、新エネルギー利用設備導入の可否
につちえ検討する。 

春日井市 太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーはクリーンで枯渇しないエネルギ
ーです。市では、クリーンセンターエコメッセなどに太陽光発電システムを
設置し、普及促進を図ってきました。今後も市の施設に太陽光発電システム
や小水力発電など、再生可能エネルギーを利用した設備の導入を行い、更な
る普及促進を行います。 

豊川市 公共施設の新築・増改築時においては、太陽光発電システムを導入します。 
清掃工場において、廃棄物焼却による発電や廃熱利用を実施します。 
バイオマスエネルギーの有効利用に取り組みます。 

碧南市 公共施設を設置する際は、自然エネルギーの導入や雨水利用をできるように
する。（平成３１年度を目標年度と設定し、１５０ｋＷ設置していく） 

刈谷市 ３建築物の建築・管理等に当たっての配慮事項①省エネルギーに配慮した施
設設計 
◎太陽光発電システムの設置など、自然エネルギーの活用を進める。 

豊田市 職員等は、公共工事を計画・設計・施工する時には、「公共工事における環
境配慮指針」及び運用手順に従い、環境への負荷の低減を図る。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

愛知県 
（つづき） 

安城市 温室効果ガス排出量削減の目標値を、９つあるエネルギー由来の中のひとつ
として取り扱っている。 
目標値：約１，４２１ｔ 

西尾市 建築物の建築等の公共工事にあたっては、温室効果ガスの排出低減に資する
再生素材、再生利用可能な梱包・建築資材等を選択するなど、環境負荷の少
ない工事の実施に努めます。特にふれあいセンターなどの多くの市民の利用
が見込まれる建築物等を新たに建設するにあたっては、太陽光発電設備の設
置をはじめとする新たなエネルギーの導入を検討します。 

犬山市 施設建設に関しては、太陽光発電等の新エネルギーの導入に積極的に取り組
んでいる。 

江南市 公共施設へ太陽光発電システムを設置する（計画書Ｐ14、電気使用量削減に
係るその他の取り組みより抜粋） 

小牧市 施設の新築・改修時には、新エネルギー設備の導入など省エネルギーに配慮
します。 

稲沢市 太陽光発電、太陽熱温水器及び風力発電の導入に努める。 

新城市 ・太陽光発電、小規模風力発電、太陽熱利用など再生可能エネルギーを利用
した設備を率先導入します。 

大府市 再生可能エネルギーの導入促進に関する内容を実行計画には盛り込んでいな
い。 
公共施設等においては、実行計画とは別に「大府市の公共施設等における新
エネルギー・省エネルギー設備の導入に関する考え方」にて推進している。 

知多市 建築物の設計、施工、管理に当たっては環境に配慮した取組の検討を行ない、
再生可能エネルギーの有効活用に努める 

知立市 省エネルギー・自然エネルギー利用の推進 
公共施設等の整備又は改修については、高効率の空調・照明システムや排水
設備を採用する。 
太陽光発電等の自然エネルギーを積極的に取り入れる。 

岩倉市 温室効果ガス排出削減に向けた取組の中で、「太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーの有効利用に努める。」と記述している。 

豊明市 再生可能エネルギーの利活用に努める。 

日進市 太陽光発電システム設置を推進すること。 

みよし市 太陽光発電設備等の自然エネルギーの活用、利用に努める。 

豊山町 太陽光発電等の自然エネルギーの利用を検討する。 

蟹江町 太陽光発電施設（20Kw）、小型風力発電装置（1,300w）、バイオディー
ゼル燃料製造設備（100?/回） 

幸田町 太陽光利用等新エネルギーの有効利用太陽熱利用や太陽光発電等の新エネル
ギーの利用を促進します。 

三重県 
 

三重県 高等学校等に太陽光発電設備を順次取り付けます。この設置により年間 4.2
ｔの二酸化炭素を削減。 

津市 新エネルギーの導入 
津市地域新エネルギービジョンを推進し、「公共施設等への新エネルギー等
の導入指針」に基づいて新築や改築時における太陽光発電等の新エネルギー
の導入を図る。 

四日市市 太陽光発電システムなどの新エネルギー設備やコジェネレーションシステム
などの効率的なエネルギーシステムを導入する。・新総合ごみ処理施設にお
いてごみ発電による熱エネルギー回収を行う。 

伊勢市 太陽光発電設置での削減※数値目標なし 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

三重県 
（つづき） 

松阪市 教育施設や公共施設の改修や施設の更新にあたっては、太陽光発電設備の導
入を検討するものとする。 
また、未利用エネルギーの有効活用の観点から、新たに建設するごみ処理基
盤施設においては、熱回収施設（廃棄物発電）の導入を図る。 

鈴鹿市 『鈴鹿市新エネルギービジョン』では，地域からの地球温暖化防止のための
今後の方向性のひとつとして公共施設への新エネルギーの積極的導入を掲げ
ています。 
新エネルギー設備の導入は，本市の温室効果ガスの削減手段として大きな効
果をもたらすと言えますので，公共施設の新築・改築・改修などの機会にお
いて，新エネルギー設備の積極的な導入の検討を図ることとします。 
なお，現在，本市の施設に設置されている新エネルギー設備による年間発電
量をＣＯ2 換算する 
と 7,699.45ｔとなり，本市の温室効果ガス総排出量の約 23％をまかなっ
ていることとなります。 

名張市 建物・施設のエネルギー使用量の削減のための環境目標例として、「新エネ
ルギーの導入」を挙げている。 

亀山市 省エネルギー、新エネルギーの推進 
・二酸化炭素の排出量が少なく環境へ与える負荷が小さい新エネルギー（太
陽光発電等）について可能な限り導入する。 

鳥羽市 温室効果ガスの排出抑制として新エネルギーの導入推進を明記している。 

熊野市 新たに建設する施設には太陽光発電システムの活用を図ります。 

志摩市 建築物の建築にあたっては太陽光発電システムなど新エネルギーの導入に努
めます。 

川越町 各施設の具体的な取組み例として、太陽光発電システムの設置や追加設置を
行うと明記。 

滋賀県 滋賀県 太陽光発電その他の再生可能エネルギーの県施設での利用を進めます。 

彦根市 公共施設等において、太陽光発電の積極的な推進を図る。 

長浜市 庁舎施設等での取り組みとして、空調設備には、大気熱（再生可能エネルギ
ー）を利用するヒートポンプ空調機等、エネルギー効率が高く、温室効果ガ
ス（CO2）の排出を大幅に抑制することができる機器を導入する。 
・本庁舎の建替えにあたっては、太陽光発電の活用等、環境に優しい庁舎建
設を目指す。 

守山市 2 事務活動（ｵﾌｨｽ）における取組みについて 
(7)建築物についての取組み 
ア導入の検討 
イ建築物の設計・施工段階での配慮 
ウ建築物の維持管理についての配慮 
エ解体・廃棄等についての配慮 

栗東市 平成 24 年度に比し平成 34 年度に 1901.52ｋｗの太陽光パネルの設置を
拡大する。 

甲賀市 太陽光発電システム導入３５ｔ－ＣＯ2／年 
その他自然エネルギー発電の導入２１ｔ－ＣＯ2／年 

野洲市 太陽光、太陽熱利用システム、コジェネレーションシステムあるいはエコア
イスシステムなどを自然エネルギーまたは効率的なエネルギー利用を積極的
に選択する。 

湖南市 大気熱(再生可能エネルギー)を利用する電気式ヒートポンプ空調機等、エネ
ルギー効率が高く、温室効果ガス(CO2)の排出を大幅に抑制する事ができる
機器を導入します。 

米原市 既存の施設において、投資回収の見込みなどを踏まえ、積極的に再生可能エ
ネルギー設備の導入や省エネ改修を実施します。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

京都府 
 

京都府 府立学校や広域振興局、府立大規模公園等における太陽光発電設備の導入。 
屋根･土地貸しによる太陽光発電事業の推進。 
災害時の活動拠点となる施設への太陽光発電やガスコジェネレーション・蓄
電池等の併設導入。 

京都市 ○本市が整備する公共建築物について，京都市公共建築物低炭素仕様等に基
づき，可能な限り率先実行に努め，建築物の点炭素化を進めます。（取組内
容に「再生可能エネルギー利用設備の導入」を挙げている。） 
公共建築物への再生可能エネルギー利用設備の導入による効果量（CO2 換算
値） 
209 トン CO2（平成 22 年度）→440 トン CO2（平成 27 年度） 

舞鶴市 実行計画第 4 章取組内容（DO）において、全体の取り組みとして「再生可
能エネルギーの導入」を記載。 

宇治市 ・太陽光発電システム等の導入を積極的に検討する。 
・防災拠点等となる施設について、環境に配慮しながら防災機能強化（蓄電
池付き太陽光発電システム、高効率照明など）に努める。 

宮津市 再生可能エネルギーの利用により、削減目標 10％のうち５％を削減するこ
ととしている。 

亀岡市 太陽光をはじめとする自然エネルギーを各施設において積極的に導入する。 

城陽市 施設の新築、改修時には、太陽光発電設備の設置を検討する 

長岡京市 施設の新築・増改築時には太陽光発電設備の導入を推進します。 

八幡市 多数の公共施設を保有・建設している地方公共団体は、国とともに太陽光発
電の普及に当たっての先導的役割を果たすこと 

京田辺市 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを利用した設備について、省
エネ効果を判断しながら、導入の推進を図る。 

京丹後市 新たな公共施設整備の際は、自然光をできる限り採り入れる工夫や自然エネ
ルギーの導入に努めます。 

木津川市 木津川市地球温暖化対策実行計画により、再生可能エネルギーの導入を促進
し、温室効果ガス排出量の削減に取り組む。 
平成２１年度（基準年度）5,804 トン→平成２７年度（目標年度）5,455
トンで６％減 

久御山町 省エネ設備の導入太陽光発電等、自然エネルギー等を活用した設備、機器の
導入の検討 

井手町 自然エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用等）の検討 

和束町 公共施設への太陽光発電設備導入による CO2 削減を目的にしているだけで
なく、町内各家庭への波及効果につながることも目的にしている。 

京丹波町 太陽光発電や照明器具の LED 化など、温暖化対策に寄与する再生エネルギー
の活用や省エネ機器の導入のための調査・研究を行う。 

大阪府 大阪府 ・府有施設等に民間の資金やノウハウを活用するなどして、再生可能エネル
ギーの導入を検討する。 
・下水道施設で、太陽光発電（メガワットソーラー等）の導入を検討する。 

大阪市 ①太陽光発電の導入促進／目標：2020（平成 32）年度の市域の導入量 15
万 kW 
②ごみ焼却工場や下水処理場の未利用エネルギーの活用 
③自然が持つエネルギーの活用 
④都市型の未利用エネルギーの活用 
⑤スマートコミュニティ実証実験 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

大阪府 
（つづき） 

堺市 太陽光・太陽熱・小水力・地中熱・バイオマス等の再生可能エネルギーの導
入を拡大し、市で使用する化石燃料を再生可能エネルギーに代替することで
温室効果ガスを削減します。 
また、これらのエネルギーを施設内で活用することでエネルギー自給率を向
上し、更に余剰電力を電力会社等へ売電することで地域におけるエネルギー
の安定供給に寄与します。 

豊中市 ・太陽熱・太陽光発電などの自然エネルギーを活用したシステムの導入を進
める。 
・冷暖房設備を更新する時は、外気温と地中の温度差を活用し、ヒートアイ
ランド現象緩和に効果のある地中熱ヒートポンプの利用を検討する。 

池田市 第３章-２環境にやさしい公共工事 
③新エネルギーの導入 
太陽光発電、バイオマスエネルギーなどの新エネルギー導入を、計画段階で
検討します。 

吹田市 「再生可能エネルギーの導入を進める」 
（努力目標としての記述） 

泉大津市 太陽光等の自然エネルギーを活用した設備について、規模、用途に応じて検
討し、積極的に導入する。 

高槻市 「環境に配慮した公共建築物整備指針」を活用し、公共施設への太陽光発電
システム、太陽熱利用機器を率先導入するとともに、地域から生み出される
未利用エネルギー（廃棄物系バイオマス等）や森林系バイオマス（木質ペレ
ットなど）の積極的な導入を検討している。 

貝塚市 施設を新設する際は、太陽光発電システムや蓄電池及び、コージェネレーシ
ョンやビル管理シス 
テムの導入の検討等につとめる。 

守口市 温暖化を防ぐための実践行動の中で、｢建築物の設計、設備の更新にあたって
は、コジェネレーションシステム（熱電併給システム）、太陽光発電・太陽
熱の利用など再生可能エネルギーの導入を積極的に検討する｣と明記してお
り、2013 年に市内小中学校９校に太陽光発電施設を設置した。 

枚方市 新設する公共施設には、原則として太陽光発電システムを導入します。 
既存の公共施設については、耐震性等を踏まえ、太陽光発電システムの導入
を検討します。 

茨木市 公共施設の建設・改築等にあたっては、「茨木市公共工事に係る環境配慮手
順書」に基づき、計画・設計段階から環境配慮に努めます。 

八尾市 『八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）』４頁民生業務部門 
省エネルギー行動の率先的な実施：市民、事業者の手本となるよう、率先的
に省エネルギー化を実践します。 
【具体的取り組み】・学校園や公共施設で、省エネルギーまたは太陽光発電
等の新エネルギー設備の導入を検討する。・公共施設を新設するときは、省
エネルギーまたは新エネルギー設備の導入を検討する。 

泉佐野市 再生可能エネルギー－等の活用 
太陽光発電などの自然エネルギー－の活用を検討します。 

富田林市 太陽光発電施設・太陽熱利用機器の導入に努めること。 

河内長野
市 

・太陽光、風力等のクリーンエネルギーの採用を優先的に検討します。 
・コージェネレーション（熱電供給）システム等の採用を検討します。 
・バイオマスタウン構想を策定し、バイオマスエネルギーの導入を図ります。
特に、木質バイオマス及び廃食用油の利用を行います。 

松原市 ①環境に配慮した建物、施設の設計 
・施設建物内や屋外照明等の省エネ設計や、省エネ機器の採用 
太陽光などの自然エネルギー利用の設計 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

大阪府 
（つづき） 

大東市 本計画の終了年度である平成 30 年度までに、合計 320kW 分の 
太陽光発電設備の新規設置を推進する予定。 

和泉市 公共施設に太陽光発電などの新エネルギー施設やコージェネレーションなど
の省エネルギー施設の導入することを目指します。 

摂津市 自然エネルギーの活用や LED 化などの検討をする。 

藤井寺市 極力導入に取り組む 

東大阪市 ＬＥＤ照明器具などの高効率照明や太陽光発電設備を積極的に導入します。 

交野市 公共施設における再生可能エネルギーの活用を検討し導入している 

大阪狭山市 施設改修を含めたハード面の省エネ化について、太陽光発電の導入に向けて
検討する。 

阪南市 第 3 章排出削減のための取り組み 
2．重点施策③再生可能エネルギーの導入 
施設の新築時には、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入に努める。 
排出削減のための具体的な取り組み 
(2)間接的な取り組み⑤施設整備・維持管理 
・太陽光発電等再生可能エネルギーを利用した施設の導入に努める。 

熊取町 本町では、施設の大規模改修に併せて再生可能エネルギーの導入についても
検討し、化石燃料の消費に伴って発生する温室効果ガスの削減を図ります。 

田尻町 P５第３章具体的な取組１．太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入 

河南町 町有施設への太陽光発電システム等再生可能エネルギーの導入 

兵庫県 兵庫県 【構想・計画】 
地域の特性、建物の規模、用途から可能なものについて、太陽光発電等の再
生可能エネルギーの導入を図る。 

神戸市 市の事務・事業に導入する再生可能エネルギー量の割合を、2020 年度まで
に、本市が使用するエネルギー量の 30％(売電、供給分を含む。）以上にし
ます。 

姫路市 平成２８年度において、市直営施設への太陽光発電システムの導入規模を
1,000ｋW 以上とする。 
平成２８年度において、市直営施設への太陽熱利用システムの導入規模を
500ｍ2 以上とする。 

尼崎市 施設の新築や改修の際は、再生可能エネルギーの導入に努めます。 
【第 2 次尼崎市環境率先実行計画】5-Ⅴ 

西宮市 環境配慮項目ごとの目標達成にむけた取り組み 
エネルギー消費量のより少ない建築設備や自然エネルギー設備の導入等、「環
境配慮型庁舎」の取り組みの推進 

芦屋市 計画書の配慮事項として以下のとおり記載しています。 
１施設等の維持管理及び製品等の使用に当たっての環境への配慮 
(１)施設等におけるエネルギー使用量の削減【電気使用量の抑制】 
⑫施設・設備の改修の際には省エネ診断などを利用し，省エネルギーにつな
がる，機器の導入や運用の見直しに努めましょう。 

豊岡市 太陽光利用等新エネルギーの有効利用 
【具体的取組み】 
太陽光利用等新エネルギーの利用を進める。 

加古川市 【目標】環境に配慮した公共工事及び施設整備を推進します。 
施設整備 
・新エネルギーを導入します。 

赤穂市 自然エネルギー等の利用 
施設整備に当たっては屋外時計、空調機器、街灯、給湯熱源等に太陽光発電
や太陽熱利用システム等を導入する 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

兵庫県 
（つづき） 

西脇市 ・施設の新築時や耐震工事等の大規模改修時には、太陽光発電、太陽熱利用、
地中熱利用等の導入について必ず検討を行い、可能な限り導入します。 
・既存施設への太陽光発電設備の設置については、設置の可否や啓発効果等
を勘案しながら導入計画を作成し、計画的に導入します。 

宝塚市 地球温暖化を防止する５つのうち、施策中の１施策として「再生可能エネル
ギーの利用促進」を設け、「エネルギー源として永続的に利用できる再生可
能エネルギーの利用を促進します」と記載。目標値等は定めていない。 

三田市 新エネルギー機器の活用例としては以下の手法が挙げられ、施設の新築・増
改築、設備更新等に合わせた導入が考えられる。 
・庁舎や教育関連施設等への太陽光発電導入 
・都市整備・道路建築に併せた太陽光街灯、ハイブリッド街灯等の導入 
・温浴施設を有する福祉施設等への太陽熱温水器の導 
・熱需要の高い施設へのチップボイラー等の導入 

加西市 Ⅳ目標達成のための取組 
２温室効果ガスの排出を直接抑制する取組 
①電気使用量の削減 
h.公共施設の新設・改修時には、新エネルギーシステム（太陽光発電・太陽
熱利用・燃料電池・コージェネレーション等）の導入に努める。 

養父市 ①クリーンエネルギーとしての太陽光発電システムの設備導入を検討 
②庁舎の暖房に、ペレットストーブ、ペレットボイラーなどの導入 
③バイオマスをメタン発酵させて、発生したガスによる発電施設を導入。南
但クリーンセンターH25 稼働 
④利用可能な小河川・水路・管路を活用した、マイクロ水力発電の導入を検
討 

丹波市 太陽光発電設備及び蓄電池設備の新設 
【設備の概要】 
・各公共施設の屋根に発電用の太陽光パネルを設置し、太陽エネルギーを電
気に変換する。 
・また、蓄電池と合わせることで施設への電力供給も可能となる。 
【効果が見込まれる施設等】比較的平面を多くとることのできる屋根や屋上
がある施設に有効。 

南あわじ市 住宅用太陽光発電システム設置補助金交付 
淡路市 太陽光や風力を活用した発電型屋外照明の導入 
加東市 再生可能エネルギーの導入 

再生可能エネルギーの積極的な導入に努める 
たつの市 施設の建設・回収等について 

太陽光発電等再生可能エネルギーを利用した設備の導入に努める。 
播磨町 町内全幼稚園、小・中学校に太陽光発電設備の導入にて、約 40tCO2 削減 
福崎町 八千種幼児園へ太陽光発電を建設時に導入。 

高岡幼児園へ太陽光発電を建設時に導入。 
田原小学校体育館に太陽光発電を導入。 

太子町 再生可能エネルギーの有効利用 
太陽光発電・太陽熱利用（温水器）・風力発電・小水力発電・空気熱、地中
熱、水熱利用（ヒートポンプ）・燃料電池・バイオマスエネルギー（木質ぺ
レットストーブなど）など 

佐用町 再生エネルギーの有効利用。 
・太陽光発電・太陽熱利用（温水器）・小水力発電・空気熱、地中熱、水熱
利用（ヒートポンプ） 

新温泉町 3.2.4 再生可能エネルギーの有効利用 
・太陽光発電 
・太陽熱利用（温水器） 
・空気熱、地中熱、水熱利用（ヒートポンプ） 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

奈良県 
 

奈良県 ・建築物の規模・用途に応じ、太陽光発電・太陽熱等の自然エネルギー、コ
ジェネレーションシステムや、夜間電力を利用した蓄熱設備等の導入を検討
します。 
・ふさわしい施設において太陽光発電設備等再生可能エネルギーの利用を積
極的に進めます。 

奈良市 ・自然エネルギーの活用を図るため、太陽光発電の導入に努めます。また、
燃料電池、コジェネレーションシステムなどの導入を検討します。（3 次計
画Ｐ20） 

大和郡山市 ・建築物の規模・用途に応じて、太陽光発電等の自然エネルギー、コジェネ
レーションシステムや、夜間電力を利用した蓄熱設備等の導入を検討する。 
・建築にあたっては、自然採光を活用した設計となるよう配慮する。 
・新築や施設の改修の際には、複層ガラスの採用等による断熱性の向上を図
る。 

天理市 公共工事における環境配慮のひとつとして、「地域の特性、建物の規模、用
途から可能なものについて、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に努
める。」としています。 

橿原市 普及拡大・システムの導入に努める 

生駒市 ・南コミュニティセンターに、平成 23 年度に太陽光発電システムを導入。 
・山崎浄水場に、平成 24 年度に小水力発電を導入。 

香芝市 実行計画 P13【公共事業の計画・実施】 
《建築物の基本構想段階》 
□建築物の規模、用途に応じ、太陽光発電・太陽熱等の自然エネルギー、コ
ジェネレーションシステムや、夜間電力を利用した蓄熱設備等の導入を検討
します。 

山添村 発電量の数値目標は設定していないが、広く住宅用太陽光発電システムを広
めることを目標に、設置費用の一部を補助金交付要綱に基づき予算の範囲内
で補助(１件あたり８０，０００円１０基分予算８００，０００円)※同一の
住宅につき一回限り 

広陵町 ・自然エネルギーの有効利用：太陽光発電などの自然エネルギーを積極的に
活用する。 

十津川村 太陽光発電、水力発電の導入を準備、予定している。 

和歌山県 
 

和歌山県 太陽光などの再生可能エネルギー、省エネ・省 CO2 型の給湯・照明設備の
導入を推進します。 

和歌山市 新規建設･改築等の公共施設には再生可能エネルギー設備（太陽光発電装置
等）の導入を推進する。 

橋本市 再生可能エネルギーの導入への配慮(１)太陽光発電設備の導入(２)給湯・空調
へのヒートポンプの導入 

紀の川市 （１）太陽光発電設備の導入 
市内における公共施設への太陽光発電の導入を推進していきます。 
（２）給湯・空調へのヒートポンプの導入 
市内における公共施設へのヒートポンプの導入を推進していきます。 

広川町 町内における公共施設への太陽光発電の導入を推進していきます。又、地域
への推進として住宅用太陽光発電施設設備への支援事業を展開していきま
す。 

有田川町 太陽光発電等の再生可能エネルギー利用の促進 
目標数値：吉備中学校 55,000KW、役場金屋庁舎 33,000KW 

美浜町 太陽光発電を導入する。（街灯・給湯熱源等） 

日高川町 今後も太陽光・太陽熱等の自然エネルギーの導入を図る。 

上富田町 町の施設における風力発電、太陽光発電や太陽光熱を利用した温水利用など、
新エネルギー導入の推進を図ることで、町の事務事業から発生する温室効果
ガス総排出量を削減することが可能となります。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

和歌山県 
（つづき） 

串本町 第 5 章温暖化防止に向けた取組み 
２、建築物の建築、管理等にあたっての配慮 
②温室効果ガスの排出の少ない設備を導入します。 
○建築物の規模、用途に応じ、太陽光発電・風力発電の自然エネルギーの導
入を検討します。 

鳥取県 
 

鳥取県 【庁舎管理担当課、営繕担当課における取組】 
■風力発電や太陽光発電の導入など、自然エネルギーの有効活用を検討する。 
■木質ペレットボイラー等のバイオマス利用設備の導入を図る。 
■廃熱等の未利用エネルギーの利用を検討する。 

米子市 太陽光発電システム等の自然エネルギーの導入を検討する。 
廃熱等の未使用エネルギーの利用を検討する。 

倉吉市 太陽光発電導入等、再生可能エネルギーの導入を検討する。 

境港市 小学校、中学校および図書館の屋根に太陽光発電を導入している。 

岩美町 太陽光発電等の自然エネルギ―の採用を行う 

若桜町 町民の木質バイオマス資源利用推進支援 
町民への薪ストーブ・バイオマスボイラ導入支援 
木材乾燥木屑ボイラ導入 
費用対効果の高い施設へのチップボイラ導入検討 

三朝町 ④自然エネルギーの有効利用を検討する。 
⑤各施設に太陽光発電装置の導入を促進し、自然エネルギーの活用について
普及啓発を図る。 

北栄町 公共施設での太陽光発電、ペレットストーブの導入をする。 

大山町 風力発電や太陽光の導入等、自然エネルギーの有効利用を検討する。 

南部町 自然エネルギーの有効利用を検討する。 
バイオマス利用設備の導入を検討する。 

伯耆町 公共施設を新設又は改築する場合にあっては、太陽光発電システム、LED 照
明設備等の省エネ設備の導入に努める。 

日南町 太陽光発電補助件数累計(79)、太陽光発電能力累計(335kw)、小水力発電量
(3,412,000kwh)、太陽熱温水器購入助成(50)、木質バイオマスストーブ
等購入助成累計(50) 

島根県 
 

島根県 「島根県地域新エネルギー土入促進計画」に基づき、太陽光発電及び風力発
電等新エネルギーの導入に努めます。 
導入量は把握していません。 

浜田市 施設回収計画（平成２３年度～平成２７年度） 
太陽光発電システム設置 
施設数量効果開始年度二酸化炭素削減期待効果 
中央図書館１０ｋWH25３．０（ｔ－CO2) 
長浜小学校５ｋWH24１．５（ｔ－CO2) 
三隅図書館６０ｋWH25１７．７（ｔ－CO2) 

益田市 太陽光、バイオマス、小水力、風力等の化石燃料以外の再生可能エネルギー
の導入を促進します。 

奥出雲町 化石燃料消費量の多い公共施設等に木質チップボイラーを導入します。 
公共施設等へ率先的太陽光発電設備を導入します。 

飯南町 第２章実行目標と取組み 
第２節実行目標表中３、新エネルギーの導入（6）太陽光発電の導入⑨太陽
光発電量、目標値を 200KW として町内啓発活動を進める（5ｋｗ×） 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

島根県 
（つづき） 

川本町 施設の規模、用途に応じた省エネルギー型空調機、照明機器の導入や、各種
制御システムの採用に努め、消費電力の低減を図る 
冷暖房設備、照明器具等の機器更新の際には、省エネルギー型の機器を導入 

西ノ島町 重点取組として、ESCO 事業（＝建物の省エネルギー改修に係る全ての経費
を、光熱水費の削減分で賄う事業）の導入を検討 

知夫村 太陽光導入による助成金の要綱等の設置 

岡山県 
 

岡山県 第５章具体的な取組 
１基本方針 
（１）施設・設備の省エネルギー化、新エネルギーの導入等に関する対策の
実施 
省エネ設備・機器の導入、エネルギーの見える化、太陽光発電等の新エネル
ギーの導入等を推進する。 

岡山市 ・新エネルギー等を活用した設備について、規模・用途に応じて検討し、そ
の導入に努める。（太陽光発電・太陽熱利用・廃棄物発電等） 

倉敷市 「倉敷市公共設備低炭素配慮方針」に基づき、公共施設における室内快適性
や景観配慮のみならず、エネルギーの有効利用と地球温暖化への対処、コス
ト節減といった観点から、新エネルギーや省エネルギー機器の導入を全庁的
かつ計画的に進める。 

津山市 自然エネルギー活用プロジェクト 

笠岡市 省資源・省エネルギー等環境に配慮した施設の建設 
・太陽光発電等自然エネルギーを利用した設備の導入に努める。 

備前市 新規・建替に伴う新・省エネルギーの検討（太陽光発電等の自然エネルギー
の採用を積極的に検討。コジェネレーションシステムや断熱設備等省エネル
ギーの採用を積極的に検討。） 

瀬戸内市 太陽光発電の導入拡大 

浅口市 照明：太陽光や風力を活用した発電型屋外照明の導入を図る。 
公共施設全般：今後公共施設の改修時等には、太陽光発電システム導入を積
極的に検討・実施する。 

早島町 庁舎を含め順次、太陽光発電システム・コージェネレーション（熱電供給）
システムや夜間電力を利用した蓄電設備等の導入を検討する。 

奈義町 公共施設や地区コミュニティハウスに太陽光発電パネルを設置 

西粟倉村 民生家庭部門における CO2 排出量 3,563ｔ－CO2（2011 年）→2,700t
－CO2（2030 年）約 25%を削減目標とする。 

久米南町 更新・新規施設に新エネルギー機器の導入を検討する。 

広島県 
 

広島県 庁舎等において，省エネ改修や太陽光発電等の再生可能エネルギーシステム
等の導入等を促進する。 

広島市 （別紙）Ⅴ公共施設（公共建物、道路等）の適正な建設・管理 
１資源・エネルギーの効率的利用 
行動目標：資源・エネルギーの効率的利用に努める 
具体的行動：②太陽光等の自然エネルギー、燃料電池等の高効率エネルギー
など。新エネルギーを利用した設備の導入に努める。 

呉市 1.電気・燃料使用量の削減 
(2)再生可能エネルギー普及促進 
○ごみ焼却熱の有効利用・クリーンセンターくれにおいて，一般廃棄物の焼
却熱を利用して発電を行う。 
○太陽光発電設備の設置・公共施設へ太陽光発電設備の導入を図る。 
○太陽熱利用・暖房や給湯などの熱需要について，太陽熱利用機器の導入を
検討する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

広島県 
（つづき） 

竹原市 施設の新築，改築を実施するときは，環境に配慮した工事を実施するととも
に，環境負荷の低減に配慮した施設等を整備し，適切な管理に努める。また，
再生可能エネルギー導入に努める。 

尾道市 建築物の規模用途に応じ、太陽光発電、太陽熱等の自然エネルギー、コージ
ェネレーション（熱電供給）システムや夜間電力を利用した蓄熱設備等の導
入を検討する。 

福山市 建築物の建設・運用に関する取組 
○次の項目については，個別に検討を行います。 
（１）計画するとき 
・公共施設を建設するときは，太陽光発電システムなどの再生可能エネルギ
ー等の導入に努める。 

三次市 庁舎・施設内における省エネルギーの取組みを拡大、定着させ、省エネルギ
ーを推進します。 

庄原市 庁舎の建設及び公共施設等の設備改修を行う際には、自然環境を積極的に取
り込んだ省エネルギーな施設の整備に可能な限り努めます。 

東広島市 東広島地域新エネルギービジョン（平成 21 年度策定）に盛り込んでいる。 

世羅町 世羅町は、既に住宅用太陽光発電システム設置費補助金と併せて、太陽光発
電に関する情報を広く町民に発信し、普及啓発に取り組み、太陽光発電シス
テムの導入を実施しています。公共施設の改修時等には、今後も引き続き可
能な範囲で太陽光発電システムの導入を積極的に検討するものとします。 

山口県 
 

山口県 ・太陽光発電や太陽熱、保水性舗装、高反射塗装、屋上緑化、ＬＥＤ照明施
設等の省エネルギー、再生可能エネルギー導入施設を整備します 

下関市 太陽光、太陽熱、風力等のクリーンエネルギーの導入に努める。 

宇部市 新エネルギー・省エネルギー設備を導入する 

山口市 重点的に取り組むものとして、新エネルギーの導入を掲げており、山口市地
域新エネルギービジョンに基づき、公共施設の新築・改築、設備の更新に伴
い、太陽光発電やペレットボイラー、ストーブなどを導入し、温室効果ガス
の削減に努めることとしている。 

防府市 Ⅲ率先行動の内容 
１．電気・燃料等の使用に際しての環境配慮＜省エネ型ｵﾌｨｽの実現＞ 
（１）電気・燃料用ガスの使用量の削減 
○施設の新・増設に当たっては、新エネルギーや雨水利用システムの導入な
ど、省エネ・省資源型施設を目指します。 

下松市 第４章目標達成のための取組 
５建築物の設計、維持管理等に当たっての配慮 
（１）公共工事における環境負荷の低減 
・公共施設の屋根を活用した、太陽光発電設備導入を研究する。 
・太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーを導入する。 

光市 光市は日照時間が全国的にもトップレベルにあるという特徴を生かし、太陽
光発電システムの導入を積極的に図っていくことも重要 

長門市 (９)省資源・省エネルギー型の施設への転換 
【達成のための取組】 
市有施設等については、断熱性の向上に努めるとともに、太陽光発電等の新
エネルギーの導入可能性を検討し、積極的な導入を図ります。 

柳井市 公共施設の建設等にあたっては、自然エネルギーや太陽光発電、LED 照明等
のエネルギー、新エネルギーの導入に努めます。 

周南市 建築物の建築等に当たっては、太陽光発電等の新エネルギーの導入を積極的
にすすめる。 

山陽小野田市 太陽光、太陽熱利用等の自然エネルギーの活用及び設備導入に努めます。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

山口県 
（つづき） 

周防大島町 施設設備の改善等施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した（先端的な
再生可能エネルギー・省エネルギー設備の率先的な導入を含む。）工事を実
施するとともに、環境負荷の軽減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に
努める。 

和木町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進する 

徳島県 
 

徳島県 第４章目標達成に向けた取り組み 
１グリーン調達等 
◆再生可能エネルギーの導入等 
・太陽光発電をはじめ、太陽熱、風力、水力、バイオマスエネルギー等の再
生可能エネルギーの導入に努める。 

徳島市 二酸化炭素の排出が少なく環境へ与える負荷が小さい新エネルギー（太陽光
発電、太陽熱利用、風力発電、バイオマスエネルギー等）について、規模や
用途に応じた導入を図る。 

鳴門市 公共施設に太陽光発電システムを導入し、電気使用に伴うＣＯ２削減を図り
ます。 

小松島市 １．温室効果ガスの排出抑制対策に直接的に資する取組み 
ｄ．省エネルギー設備の導入 

石井町 公立学校に太陽光発電設置、新庁舎と公民館分館に設置予定 

松茂町 新エネルギーの促進：太陽光発電設備の導入に努める 

板野町 太陽光発電、太陽熱利用など、自然エネルギーの利用に努める。 

上板町 今後新設される施設に太陽光発電システムを積極的に導入する検討をすると
ともに、既存の施設についても導入の検討を行うものとする。 

香川県 
 

香川県 新築や改築の機会を捉えて、太陽光発電の導入を進めるとともに、特に防災
拠点となる施設については、積極的に導入を図ります。 

高松市 （１）基本施策 
１）再生可能エネルギーの利用促進 
地球温暖化防止のためには、石油などの化石燃料に代わるエネルギーへの転
換を図る工夫が不可欠です。 
このため、日照時間が長い本市の地域特性をいかし、太陽エネルギーの利用
を促進するほか、太陽エネルギー以外の再生可能エネルギーの利用促進に努
めます。 

坂出市 新築や改築の機会を捉えて、太陽光発電の導入を進めます。 

善通寺市 公共施設等の新設・改修の際には太陽光発電システム等の新エネルギー設備
の導入を検討し、化石燃料に頼らないエネルギー自給が可能な施設設計を目
指します。 

東かがわ市 施設の新築や大規模改修を行う場合には、太陽光発電設備の積極的導入に努
めます。 

三豊市 第５章第３節２．再生可能エネルギーの導入拡大 
太陽光発電システムは、再生可能エネルギーへの転換による温室効果ガス排
出量の削減はもとより、災害発生時の独立型電源システムとしてのライフラ
インの確保にも寄与するものである。 
住宅用太陽光発電システム設置費補助金と併せて、太陽光発電に関する情報
を広く市民に発信し、普及啓発を行うことで、太陽光発電システムの導入を
促進する。 
今後公共施設の改修時には、太陽光発電システムの導入を積極的に検討・実
施するものとする。 

小豆島町 太陽光等の自然エネルギーを活用した設備について、規模・用途に応じて検
討し、その積極的な導入を図る。 

三木町 みきエコオフィス計画８の（4）町有施設の新設・改築時には、太陽光発電
などの自然エネルギーや新エネルギーを率先的に導入し、建築物及び設備機
器の省エネルギー化に努める。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

愛媛県 
 

愛媛県 『「７県の事務事業に伴う温室効果ガスの削減」（３）目標達成のための取
組』に次のとおり記載。 
□新エネルギーの導入 
・バイオマス利活用の推進・自然エネルギー導入の推進 

松山市 数値目標等の記載はしていないが、「重点的取組項目」として記載している。 

今治市 公共施設等へ率先して導入するなど、新エネルギーの導入と活用を推進する。 

八幡浜市 施設を建築する際には、省エネルギー性能の高い資材・機器を採用し、緑化、
雨水利用、太陽光等自然エネルギーの活用も検討するなど、省エネルギー対
策を徹底し、温室効果ガスの排出抑制に配慮して整備する。 

新居浜市 住宅用太陽光発電システム設置費補助 

大洲市 （２）再生可能エネルギーの導入 
１）太陽光発電の普及 
太陽光発電システムは、再生可能エネルギーへの転換による温室効果ガス排
出量の削減はもとより、災害発生時の独立型電源システムとしてライフライ
ンの確保にも寄与するものである。 
従って、今後公共施設の改修時等には、太陽光発電システムの導入を積極的
に検討・実施するものとする。 
また、大洲市は、住宅用太陽光発電システム設置費補助金と併せて、太陽光
発電に関する情報を広く市民に発信し、普及啓発を行うことで、市域への太
陽光発電システムの導入を促進する。 
２）バイオマスエネルギーの活用 
バイオマスエネルギーは、地域に賦存するエネルギーの有効活用という観点
でエネルギーの地産地消や循環型社会の構築に寄与するものであり、化石燃
料の高騰傾向が続く昨今においては、コスト面で有効になりつつある。 
大洲市では平野中学校へのペレットストーブ導入をはじめ、「大洲市バイオ
マス活用推進計画」に基づく取組を行っており、今後も同計画に準じたバイ
オマスエネルギーの導入や市域への普及啓発を図るものとする。 

四国中央市 第２期四国中央市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第５章第４節「ハ
ード的取り組み」１「新エネルギー器機」 

東温市 太陽光発電・バイオマスの導入推進 

松前町 「太陽光発電システム等の再生可能エネルギーの導入を促進する。」 

砥部町 太陽光発電システムの導入を積極的に推進し、省エネルギー、省資源型の施
設を目指す。 

内子町 ○地域新エネルギービジョン及びバイオマスタウン構想の推進 
「地域新エネルギービジョン」を基に、地域における様々なエネルギーの状
況を把握し、地域の実情にあった新エネルギー（再生可能エネルギー）の導
入を推進する。 
また、「バイオマスタウン構想」を推進するため、重油及び灯油を使用する
設備にバイオマス燃料に更新するなど、実現可能なものから順次実施してい
くことで使用量の削減をねらう。 

高知県 
 

高知県 ◆施設の新設又は改修時における配慮 
設備・機器の高効率化、建築物の環境性能の向上又は計測・制御システム、
再生可能エネルギー設備等の導入を検討し、エネルギー使用の合理化を推進
していきます。 

室戸市 太陽光をはじめとする自然エネルギーを各施設において積極的に導入する。
（具体的な数値目標は盛り込んでいない。） 

南国市 「Ⅲ．目標達成のための実行事項」として「公共施設に太陽光発電システム
等の再生可能エネルギーの利活用を積極的に行う」と記載 

土佐市 施設の新築・増改築にあたっては新エネルギー機器や省エネルギー機器の導
入を検討する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

高知県 
（つづき） 

宿毛市 ○施設整備には、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を推進します。 

四万十市 施設の新築・建て替え等に関わる取り組み 
新エネルギー設備の導入を図ります。（太陽光発電、太陽熱利用等） 

香南市 太陽光発電設備の導入等、再生可能エネルギーの積極的な活用。 

奈半利町 教育施設へ太陽光発電の導入を実施 

北川村 費用対効果を含め、各施設などへの再生可能エネルギー導入に向けた検討を
行う。 

馬路村 ・馬路小学校に、太陽光発電設備を平成 26 年度に導入します。 
・朝日出地区細井谷に小水力発電を平成 26 年度に導入します。 
・村内温泉施設において、木質バイオマスボイラーを試験的に設置し実証事
業を行う等、木質バイオマスエネルギーの導入を促進します。 
・災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進するために、各地区会館等
の指定避難施設に、災害等非常時に自主電源として活用できる太陽光発電等
の再生可能エネルギーの導入を促進します。 
（第 3 章４．太陽光発電、小水力発電等の再生可能エネルギーの導入） 

大川村 今後、村の対象施設に積極的な導入を検討していく。 

いの町 公共施設等の建築の際は、太陽光や風力等自然エネルギーや未利用エネルギ
ーの利用を検討する。 

佐川町 各小中学校、庁舎等公共施設における、太陽光発電、太陽熱利用システムの
導入検討を行う 

四万十町 目標達成に向けた具体的な取り組みとして、１．大規模エネルギー消費施設
（所属）における重点的な取り組みの実施。２．庁舎等における省エネ・省
資源活動の推進。３．再生可能エネルギーの積極的導入を挙げている（実行
計画ｐ．23）。 

大月町 東京に本社のある会社が主体的に取り組んでいるため実行計画には盛り込ん
でいない。 

福岡県 
 

福岡県 太陽光等の自然エネルギーの活用設備の導入を積極的に検討する。 

北九州市 ①教育関連施設への太陽光発電の導入 
②水力発電の導入 
③下水汚泥の活用 
④バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の試験導入 

福岡市 施設の新設又は改築の際は、太陽光発電システム等の新エネルギー設備を導
入。 
既存施設において、市民への啓発効果が高い学校・公民館等へ優先的に導入 
風力発電について、小型風力発電システムを試験的に導入し、普及の可能性
を検討。 

大牟田市 太陽光発電など自然エネルギーを導入する。 

柳川市 市内の公共施設への太陽光発電等再生可能エネルギーの導入促進に努める。 

豊前市 自然エネルギー（太陽光、風力等）の導入に努める。 

小郡市 第４章具体的取り組み 
１．エネルギー使用量の削減に関する取り組み 
（１）電気使用量を削減する取り組み 
太陽光発電装置の導入可能性調査を行い、設備の導入を検討する。 

筑紫野市 新エネルギー設備の整備に努める(太陽光発電や太陽熱の利用等） 

大野城市 第６章の第２節⇒太陽光発電システム設置 

太宰府市 建築物の建築に当たっては、太陽光利用等の自然エネルギー等の活用設備に
ついて、規模、用途に応じ導入を検討する。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

福岡県 
（つづき） 

福津市 目標２地球温暖化を防止する～福津を受け継ぐ子孫のために～ 
（１）新エネルギーの導入 
基本となる施策１１新エネルギー設備導入の推進 
公共施設や公用車などに新エネルギー設備、機器を率先して導入し、市民や
事業者に対する新エネルギーの普及啓発に努めます（数値目標はなし）。 

うきは市 公共施設では、太陽光発電等の自然エネルギーや、節水型機器等を導入する
ことで、環境負荷を低減するための施設整備に努めます。 

志免町 低炭素社会づくりに向けた地球温暖化防止対策の一環として、町民の家庭に
おける新エネルギー利用を積極的に支援し、もって地球環境に負荷の少ない
自然エネルギーの普及促進を図るため、住宅に太陽光発電システムを設置す
る町民を対象に設置費用の一部補助を行う。(予算 450 万円但し、平成 26
年度で終了) 

芦屋町 太陽光利用などの自然エネルギー廃熱などの未利用エネルギーの利用を検
討する。 

遠賀町 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入。 

筑前町 太陽光発電、太陽熱、コージェネレーション等の自然エネルギーを利用した
設備の導入に努める 

吉富町 第 3 章  具体的な取組１．再生可能エネルギーの導入平成 23 年度、吉富フ
ォーユー会館に太陽光発電設備を設置済み。平成 26 年度、吉富町庁舎への
太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置を行う。そ 
の他、再生可能エネルギー設備の設置が可能な施設がある場合は、設置につ
いて検討を行う。 

築上町 同計画  第 3 章  具体的な取り組み  
第 1 項太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

佐賀県 
 

佐賀県 第３章「第１節環境にやさしい職場づくり」「（２）新エネルギー・省エネ
ルギー率先導入」のなかで、「施設・設備の新築・改修・更新に際して、太
陽光発電システム等の新エネルギー設備の導入や施設・設備の省エネルギー
化など、県有施設の低炭素化を図る」と記述している。 

佐賀市 市の施設や設備等の整備・更新時には、環境負荷の少ない自然エネルギーな
ど新エネルギーの活用を図ります。 

伊万里市 施設・設備等の整備時には、自然エネルギー利用機器や設備等の導入を検討
する。 

小城市 3-6 環境に配慮した公共事業の事業（関連部門における取り組み） 
・太陽光等自然エネルギーの活用 

神埼市 太陽光発電や小型風力発電を導入します。このことにより、温室効果ガス年
間排出量を９１トン CO２削減します。 

上峰町 環境に配慮した施設の建設・維持管理等の推進 
太陽光等の自然エネルギーシステムを導入する。 

白石町 太陽光発電設備の導入に努める。 

長崎県 
 

長崎県 太陽光発電などの再生可能エネルギー導入を検討・推進する。 

長崎市 目標：公共施設へ太陽光発電を設置し 256ｔの温室効果ガス排出量削減 
平成 25 年度から平成 27 年度学校等 6 施設に 90kW 設置予定 

佐世保市 第 6 章  取組内容 
第 1 節  温室効果ガスの排出削減に向けた取組方針 
3 環境負荷の少ないエネルギーの利用促進 
・再生可能エネルギーの率先導入太陽光発電、小水力（マイクロ水力）発電、
バイオマス発電など 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

長崎県 
（つづき） 

島原市 （建物の改築または新築の際に） 
太陽光、風力、燃料電池等の新エネルギー利用技術の導入を検討する。 

諫早市 公共施設の新築、改築、空調設備更新時等には、ガスコジェネレーションな
どの効率がよく、コストの削減につながる新エネルギー導入を検討する。 

大村市 自然エネルギーや新エネルギー等を有効活用した、省資源及び省エネルギー
型の設備等の導入を図る。 

平戸市 「自然や自然エネルギーを利用した太陽光発電の導入や省エネルギー型の
住宅、事業所、工場、公共施設、学校等の普及を促進します。」と明記。 

対馬市 太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

西海市 市の施設において、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に努める。 

小値賀町 太陽発熱・太陽光熱など自然エネルギーの導入を推進する。（数値目標の記
載なし） 

新上五島町 再生可能エネルギーの導入促進を実行計画に盛り込んでいない 

熊本県 
 

熊本県 「県の取組状況一覧（p.59 表１－５）」の「省資源の徹底Ⅱ施設管理等で
の取組」に 
【バイオマスの利活用】と記載。 

熊本市 再生可能エネルギーを公共施設に率先して導入します。 

荒尾市 建設物の建築・管理にあたっては、太陽光熱を利用した温水利用などの設置
につとめる 

山鹿市 新エネルギー利用設備の普及拡大 

菊池市 ・新築・改築の際に｢新エネルギー｣や｢クリーンエネルギー｣の利用について
検討する 
・太陽光発電の導入を図る（街灯・時計塔） 
・屋上等に太陽電池を設置しての発電（余剰電力は売電：ＲＰＳ法） 

上天草市 太陽光発電等自然エネルギーを利用した設備の導入に努める。 

宇城市 太陽光発電システム等、再生エネルギー設備の導入に努める。 

阿蘇市 新エネルギー（太陽光発電などの自然エネルギーなど）の有効利用、導入を
促進します。 

天草市 公共工事の設計時には、次のような環境配慮を行う 
⑦新エネルギー、未利用エネルギーの利用 

西原村 公共施設への太陽光発電システム設置 

甲佐町 Ⅱ施設管理等での取組み 
（１）省エネルギーの徹底建設・改修等の計画の際の取組み 
□太陽光・風力発電・太陽熱等の自然エネルギー設備の導入 

芦北町 太陽光発電(本庁舎）の利用 

大分県 
 

別府市 今後策定される予定の新エネルギービジョンに従い、新エネルギーに関する
設備の導入を積極的に進める。 

中津市 再生可能エネルギーについては、太陽光発電の推進に尽力しており、教育施
設、清掃センター、その他公共施設に太陽光発電システムを設置しています。
平成 24 年 3 月現在、公共施設における太陽光発電の総出力は 855kw で
あり、県内最大の発電量となっています。 

日田市 Ⅶ．市所管の公共施設への再生可能エネルギーの積極的な導入及び森林整
備・緑化の推進 
１．公共施設における再生可能エネルギーの積極的な利用 
・再生可能エネルギーの導入に向けた検討（各課共通） 
・公共施設への太陽光発電システムの積極的導入（各課共通） 
・住宅用太陽光発電システムの普及啓発（主管課：環境課企画推進係） 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

大分県 
（つづき） 

佐伯市 太陽光等（新エネルギー）の利活用 

津久見市 終末処理場・消防署に設置予定。 

杵築市 再生可能エネルギーの利用の推進、施設への太陽光発電等の導入の検討及び
道路・公園等への太陽電池・風力ハイブリッド照明等の設置の検討を行い、
エネルギー使用量を抑制するだけでなく、杵築市の特性を生かした環境に負
荷を与えないエネルギーを利用することで、必要なエネルギー量の補完を目
指します。 

由布市 建築物の建築、管理、解体に当たっての配慮 
太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入 

国東市 「再生可能エネルギーの導入推進」 
石油、石炭等の化石燃料は再生不可能な資源であり、また、大量消費は地球
温暖化の原因となっていることから、これら限りある資源と地球環境を保全
するために、太陽光等の再生可能エネルギーの導入を推進します。 

宮崎県 
 

宮崎市 市有施設の建設・改修にあたっては、太陽光発電等のクリーンエネルギー設
備やＬＥＤ照明器具等の省エネルギー型設備の積極的な導入を図る。 

小林市 小中学校への太陽光発電設備設置数（H23 年度実績 2 校）→（目標値 3 校） 

串間市 公共施設の建設・改修に当たっては、太陽光発電等のクリーンエネルギーや
省エネルギー型の機器の導入に努める。 

綾町 太陽光発電、小水力発電 

日之影町 太陽光発電により 8,051kg-CO2/年、中小水力発電により 229.8t-CO2/
年の削減を計画している。 

五ヶ瀬町 ・森林資源を有効活用した木質バイオマスの検証を行うとともに、薪ストー
ブの普及促進を図ります。 
・風力発電の設置を希望する事業者への業務支援を行います。 
・小水力発電設置に取り組みます。 
・役場庁舎をはじめとする公共施設や遊休町有地への太陽光発電施設設置を
随時進めます。 
・事業所及び民家への太陽光発電施設設置の促進を図ります。 

鹿児島県 
 

鹿児島県 新エネルギー導入推進 
・太陽光発電の導入推進：本庁舎や各出先機関における太陽光発電の導入の
検討を進めるとともに，多くの県民の利用が見込まれる県有施設等について
は，太陽光発電の導入に努めます。 
・その他の新エネルギーの導入推進：給湯など多くの燃料を使用している施
設への太陽熱給湯器の導入を検討するなど，太陽光発電以外の新エネルギー
についても導入に努めます。 

鹿児島市 取り組んでいるが、数値目標については盛り込んでいない。 

鹿屋市 4 施設等の建築・改修における配慮 
施設等の建築・改修にあたっては、用地の選定から設計・施工・運営に至る
まで、環境への影響を総合的に検討し、下記の項目について可能な限り導入
を図る。 
③バイオマスや太陽光等の新エネルギー機器・設備 

出水市 施設の新築・改築に当たっては、複層ガラスの導入など断熱性を確保するほ
か、省エネ対策や新エネルギー導入等に努める。 

指宿市 公共建築物の更新，大規模改修等に際しては，新エネルギー及び省エネルギ
ー設備導入を検討する。 

西之表市 太陽光、風力などの自然エネルギーを活用する施設整備計画を推進する。 

霧島市 太陽光発電システムなどの施設への導入を検討する。 

姶良市 再生可能エネルギーは化石燃料に依存しないクリーンなエネルギーであり、
温室効果ガスの削減に大きく寄与します。このため、市施設においても、太
陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入に努めます。 
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都道府県 団体名 再生可能エネルギー導入促進に関する具体的な取組 

鹿児島県 
（つづき） 

さつま町 第３章具体的取り組み 
４，再生可能エネルギーの有効利用 
「公共施設（用地）への太陽光発電施設等の設置を推進する。」 

南種子町 建築物の規模，構造制約の下，可能な限り太陽光発電・太陽熱利用・バイオ
マスエネルギーの新エネルギーを活用した設備を導入する。

屋久島町 太陽熱温水器の設置する個人に対し、町が費用補助を行っている。 
平成 26 年度は 30 基の設置導入を目標としている。 

徳之島町 第４章具体的な取組 
４．建築及び管理にあたっての取組 
今後も太陽光・太陽熱等の自然エネルギーの導入を図る。 

和泊町 環境保全・再生対策及びエコタウン推進 

沖縄県 沖縄県 実行計画（事務事業編）において以下のとおり記載 
４各機関の役割－（７）公共工事の環境対策及び県有建築物の企画、設計を
所管する機関 
②施設等の設計にあたっては省エネ型の構造とし、自然エネルギーなどの活
用に努める。またその他の設備についても環境に配慮した製品を導入する。 

那覇市 目標達成に向けた取組として、「太陽光発電システム等の自然エネルギー設
備の導入を促進する。」としている。 

宜野湾市 第 5 章目標達成に向けた具体的取り組み 
２．公共工事等に関する具体的取り組み 
（１）省エネルギーの推進
構想・計画段階から省資源、省エネ対策、再生可能エネルギーの導入など、
環境配慮に努めます。

浦添市 太陽光発電の導入。 
目標値定格出力２００ｋＷ 

名護市 太陽光発電システム等の自然園ルギー設備の導入を促進する。 
数値目標なし 

沖縄市 沖縄市地球温暖化実行対策計画ページ 21 
(6)公共工事及び市公共施設の設計等を所管する課
②(前略)また、太陽光発電施設など自然エネルギーの導入に努める。

豊見城市 太陽光発電等の自然エネルギーの利用を促進します。 

宮古島市 平成 22 年度より住宅太陽光発電設置の補助を実施しており、今年度（平成
26 年度）は 1 件あたり 5 万円の補助を実施している。 

今帰仁村 太陽光発電の導入の検討の記述はあるが、数値目標の設定はなし。 

北谷町 公共施設の新設等の際には、太陽光発電設備等について検討し、再生可能エ
ネルギーの生産・利用ができるよう努めていきます。

西原町 1.太陽光発電等の再生可能エネルギーの積極導入
・役場庁舎、小学校に太陽光発電の導入を図ります。

与那原町 4．計画達成のための取組 
（2）建築物の建築、管理等に関する取り組み①建築物の建設にあたっての
取り組み・公共施設への太陽光発電、風力発電等の自然エネルギーの導入を
行う

南風原町 公共施設への太陽光発電、風力発電等の自然エネルギーの導入を行う 

与那国町 太陽光発電 
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 地球温暖化防止に関する条例について ５.

都道府県 団体名 条例の名称 制定日 

北海道 芦別市 芦別市再生可能エネルギー利用促進条例 平成 27 年 3 月 31 日 
利尻町 利尻町地球温暖化対策の事業推進に関する条例 ― 

宮城県 岩沼市 岩沼市環境基本条例 平成 26 年 3 月 26 日 
福島県 喜多方市 喜多方市環境基本条例 平成 26 年 9 月日 
茨城県 北茨城市 北茨城市環境基本条例 平成 27 年 3 月 31 日 

鉾田市 環境基本条例 ― 
栃木県 日光市 日光市再生可能エネルギー推進条例 平成 26 年 7 月 1 日 

矢板市 矢板市環境基本条例 平成 25 年 12 月 19 日 
群馬県 安中市 大規模太陽光発電整備設置促進条例 平成 26 年 4 月 1 日 
神奈川県 小田原市 小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する

条例 
平成 25 年 3 月 25 日 

長野県 飯田市 飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地
域づくりに関する条例 

平成 26 年 1 月 6 日 

愛知県 設楽町 設楽町省エネルギー及び再生エネルギーに関する基本
条例 

平成 25 年 12 月 27 日 

三重県 三重県 三重県地球温暖化対策推進条例 平成 26 年 
鳥羽市 鳥羽市地球温暖化対策地域推進計画 ― 

京都府 京都府 京都府再生可能エネルギーの導入等による持続可能な
社会づくりの促進に関する条例（仮称） 

平成 25 年 10 月 1 日 

大阪府 門真市 環境基本条例 平成 26 年 10 月 1 日 
兵庫県 宝塚市 宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本

条例 
平成 25 年 4 月 1 日 

岡山県 西粟倉村 西粟倉村低炭素なむらづくり推進施設設置に関する条
例 

― 

徳島県 勝浦町 勝浦町地球温暖化対策実行計画 平成 26 年 4 月 1 日 
高知県 仁淀川町 仁淀川町地球温暖化対策実行計画 平成 25 年 12 月 20 日 
鹿児島県 垂水市 垂水市環境基本条例 平成 25 年 7 月 1 日 

屋久島町 屋久島町太陽熱温水器設置費補助金要綱 ― 
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 実行計画（区域施策編）と他の行政計画との関係について ６.

（１） 総合計画 

道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

北海道 
 

北海道 政策展開の基本方針「環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築」の中で
地球温暖化対策などの推進を明記 

札幌市 目指すべき都市像やまちづくりの基本目標の中で、低炭素社会の実現や温暖
化対策の推進について規定しているため。 

函館市 地球環境保全への貢献として，地球温暖化等の環境問題への具体的な取組を
記載している。 

旭川市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

釧路市 環境負荷の少ない循環型社会の形成をめざし、地域全体での取り組みを進め
ている。 

苫小牧市 地球環境保全の推進 
新たな「第２次環境計画」に基づき、環境負荷の小さいまちづくりを市民・
事業者とともに進めます。 

稚内市 総合計画を上位計画と位置づけて、稚内市地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）を策定しているため。 

富良野市 計画の基本的事項として、「富良野市総合計画に示された基本理念や将来像
を環境という側面から実現していくための計画として位置づけ」 と明記 

石狩市 計画内に施策が盛り込まれています。 
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/government/k-chousei
05000.html 

ニセコ町 総合計画の戦略ビジョン（基本計画）に温室効果ガス削減に関する記述があ
る。 

猿払村 地球温暖化対策の普及と啓発が盛り込まれていること。 

鹿追町 温暖化対策の推進が項目として挙げられている。 

青森県 青森県  青森県基本計画 「未来を変える挑戦」では、環境分野における目指す姿
として「自然との共生,低炭素・循環による持続可能な地域社会の形成」を掲
げ、ごみの減量やリサイクルなどの３Ｒ、省エネルギー対策等とともに、再
生可能エネルギーの導入や環境教育等にも取り組んでいる。これらは実行計
画（区域施策編）と整合が図られている。 

青森市 ・具体的な取組みについて記載 
 「新エネルギー・省エネルギー対策の推進」の中で目標とする指標を掲載。 

八戸市 総合計画の主要事業の一つとして位置づけられているため 

佐井村 エネルギー状況調査については、各課・部門の担当者からの協力が得られて
いる。また、日頃から具体的な取組（電気使用量の削減等）に努めてくれて
いる。 

岩手県 岩手県 いわて県民計画（総合計画）に定める「地球温暖化対策の推進」を推進する
ための計画であるという位置づけであるため。 

盛岡市 「総合計画」を環境面で補完する「環境計画」の地球温暖化対策分野の個別
計画として位置づけている。 

宮古市 宮古市総合計画と連携し宮古市環境基本計画が策定されており、環境基本計
画を具体化したものとして、旧地域推進計画が位置付けられているため。 

大船渡市 地球温暖化対策実行計画は第 2 次大船渡市環境基本計画の主な内容として
盛り込まれており、第 2 次大船渡市環境基本計画は大船渡市総合計画を環
境分野から実現していくための基本計画としての性格を持つため。 

滝沢市 今後連携を図っていく予定 

宮城県 宮城県 震災復興計画の中で震災からの新たなまちづくりに再エネ活用という視点
があるが，実行計画の方針にも盛り込まれている 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

宮城県 
（つづき） 

東松島市 本市では「東松島市復興まちづくり計画」を総合計画に位置付け、施策を総
合的に進めており、この中に温暖化対策も含まれているため 

秋田県 秋田県 総合計画を踏まえながら、実行計画を策定している。 

秋田市 「地球温暖化への対応」として、本市の地球温暖化対策実行計画に定める取
組や活動を促進する旨を明記し、取り組んでいるため。 

山形県 山形市 山形市第２期総合計画の施策として「再生可能エネルギー活用と地球温暖化
対策推進」が盛り込まれているため。 

村山市 生活環境の保全、自然環境の保全、環境との共生 

庄内町 総合計画の基本方針をそのまま取り入れている 

福島県 福島県 総合計画においては、〔柱Ⅲ〕「人にも自然にも思いやりにあふれた“ふく
しま”」（４）「低炭素・循環型社会」の中で温暖化対策を位置付けている。 

福島市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

会津若松市 実行計画（区域施策編）を統合して策定した「会津若松市第 2 期環境基本
計画」は「市長期総合計画を環境面から実現する、環境行政の最上位計画」
と位置付けている。 

郡山市 計画の大きな柱の一つとして「人と地球にやさしい持続可能なまち」を掲げ
ており、総合計画の中に環境に関する施策の推進していく旨が記載されてい
る。 

いわき市 政策に、低炭素社会の形成を掲げ、省エネルギー対策の推進及び新エネルギ
ー利用の推進の各種施作を実行している。 

茨城県 茨城県 実行計画における施策等を総合計画に盛り込んでいる。 

水戸市 実行計画(区域施策編)の数値目標等を盛り込んでいる。 

日立市 大網５ 生活環境「安全で環境にやさしいまち」 

土浦市 施策の大綱 第 6 節「人と環境にやさしい循環型社会づくり」 
持続可能な地球環境の保全 身近な地域から地球温暖化防止に努めると記
載している。 

古河市 環境基本計画（区域施策編を含む）で掲げている温室効果ガス排出量の目標
値が総合計画に明記されているため。 

龍ケ崎市 「重点戦略３ まちの活性化と知名度アップ」の中で「環境先進都市を目指
したまちづくりを進めます。」と宣言しており、その実践に向けての考え方
として(1)低炭素社会の実現・(2)ごみ減量の推進・(3)自然環境の保全を示
している。 

常陸太田市 常陸太田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む第 2 次環境基本
計画策定の際に、関係部署との協議・検討を行っているため。 

つくば市 つくば環境スタイルによる地球温暖化対策が示されている。 

筑西市  地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設等における二酸化炭素の排出
削減や省エネルギー・省資源などを推進するとともに、民間施設や一般家庭
で取り組む地球温暖化対策の普及・啓発を図るとしている。 

神栖市 実行計画（区域施策編）が記載されている神栖市環境基本計画は神栖市総合
計画と連携・整合を図り策定されているため 

茨城町 総合計画・基本計画「環境低負荷型社会の推進」 

東海村 総合計画の環境分野の達成指標に実行計画の二酸化炭素削減目標が利用さ
れている。 

阿見町 総合計画の中に環境関連の項目が盛り込まれている為 

栃木県 栃木県 成果指標に、実行計画の削減目標と連動した、県民１人当たりの温室効果ガ
ス総排出量削減目標が明記されている。 

宇都宮市 基本施策として「脱温暖化・循環型の環境にやさしい社会を形成する」を掲
げ，環境保全行動の推進や，地球温暖化対策の推進などを取組の方向として
位置づけている。 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

栃木県 
（つづき） 

鹿沼市 総合計画の施策として「地球温暖化対策地域推進計画の推進」を掲げている。 

那須塩原市 
基本施策として「エネルギーの地産地消の促進」を掲げているため 

上三川町 まちつくり後期計画中、環境･景観の保全と創造に温暖化対策位置付け 

群馬県 前橋市 温暖化対策について、具体的な取り組みを記載しているため。 

高崎市 目標達成に向けた施策対策の章等に記載があり、調和・連携を図っている。 

伊勢崎市 住宅用太陽光発電システムの普及促進事業、ノーマイカー通勤を推進する
「てくてく・りんりんプラン」、エコドライブの普及等の施策を実施するこ
とで調和を図っている。 

太田市 太陽光発電や省エネ機器の導入促進及び公園、緑地の整備について、連携が
図れている。 

埼玉県 埼玉県 総合計画の総論で地球温暖化を課題として挙げ、その解決の方向性を示すと
ともに、課題解決のための具体的な施策については、実行計画（区域施策編）
に定められた施策と整合を図っている。 

さ い た ま
市 

総合振興計画に定められている実施計画事業のうち、温室効果ガス削減に資
する事業は実行計画（区域施策編）で網羅されているため 

川口市 総合計画の理念のひとつである「環境との共生」のもと、市民・事業者と連
携を図って事業を推進している。 

秩父市 省エネルギー、新エネルギーの利用促進による温室効果ガス削減により地球
温暖化を防止する記述がある。 

所沢市 市の環境基本計画を通し、総合計画と連携を図っている。 

春日部市 実行計画策定時に、他の行政計画策定担当課の職員が構成員となった検討会
を開催し調和・連携を図りました。 

狭山市 総合振興計画の施策内容として、地球温暖化対策の推進を取り組みとしてい
る。 

草加市 平成 12 年３月、草加市環境基本計画（初版）を策定、平成 22 年３月に本
基本計画（第 3 版）を策定し、環境施策や取組方針等の関連性が高いため。 

越谷市 計画の概要に記載 

戸田市 改定の際、温暖化対策・環境対策については事前に担当課への調査が行われ、
方向性の確認を行った。 

和光市 地球温暖化対策の推進施策に基づく各取組を実施しているため 

新座市 総合計画内の地球温暖化対策の項目に、実行計画（区域施策編）に掲げた内
容を記載している。 

久喜市 総合振興計画策定過程時に、内容確認を行い、実行計画との文言等の統一を
図っているため。 

富士見市 基本構想の中にキーワードとして書き込まれている。 

鶴ヶ島市 計画策定作業時に、庁内各部署が出席する庁内会議を開催、意見聴取を行い、
計画目標等について調和を図った。 

ふじみ野市 
数値目標を掲載している 

小川町 実行計画同様、公共交通機関の整備、環境教育の充実について目標としてい
るため。 

皆野町  第 1 節 環境に優しい魅力あるまちづくり（生活基盤・環境の整備） 
 （大項目）生活基盤の整備  住環境の整備 （細項目）自然保護・環境
美化  

小鹿野町 第 1 次小鹿野町総合振興計画 H21-30 基本計画第 1 章 

千葉県 千葉県 地球温暖化対策に係る具体的な取組について記載し、指標を設けている。 

千葉市 「環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る」方針を掲げている 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

千葉県 
（つづき） 

市川市 第 4 章「人と自然が共生するまち」の中で、施策の方向として「環境への
負荷の少ないまちをつくる」とし、その取り組みとして「地球温暖化問題の
理解と意識の醸成」「地球温暖化への対応」を掲げている。 

船橋市 総合計画（後期基本計画）中に施策として地球温暖化対策の推進の中で主な
取り組みとして地球温暖化対策（区域施策編、事務事業編）が入っている為。 

松戸市 総合計画と実行計画（区域施策編）との目標年度が異なるため。 

成田市 温室効果ガス排出量の将来推計や削減目標の設定にあたり、「成田市総合 5
か年計画 2011」における人口予測値を考慮している。 

佐倉市 「佐倉市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、啓発活動など市民一人ひ
とりの行動に結び付けていくことを基本方針としている。 

柏市 環境に関する方針があり，それらが温暖化対策に資するものになっている。 

市原市 総合計画における施策の方向性として、地球温暖化対策が位置付けられてい
る。 

鎌ケ谷市 当該計画に沿う形で実行計画（区域施策編）を策定したため。 

東京都 東京都 CO2 削減目標と主な施策が明記されている。 

新宿区 総合計画の施策の体系の個別目標に「環境への負荷を少なくし、未来の環境
を創る街』とし、基本施策の一つに「地球温暖対策の推進」を掲げている 

文京区 計画の中で位置づけている。 

台東区 環境基本計画記載事項）１計画の基本的事項 1-4 計画期間及び位置付け 
（2）本計画は「台東区基本構想」及び「台東区長期総合計画」を上位計画
とし、また、「台東区都市計画マスタープラン」や「台東区一般廃棄物処理
基本計画」等他の関連計画との整合を図り、相互の計画を推進していくもの
とします。 

墨田区 地球温暖化対策地域推進計画に基づいて、区民・事業者・区の共創により地
球温暖化対策に取り組み、温室効果ガス排出量を削減することが書き込まれ
ている 

江東区 江東区長期計画（総合計画）の傘下に実行計画が位置付けられ、調和を図っ
た上で実行計画の策定が行われるため 

品川区 上位計画である「品川区長期基本計画」（平成 21 年度～30 年度）に５つ
の都市像が示され、その４として「次代につなぐ環境都市」があり、「水と
みどりの豊かな都市をつくる」・「やすらぎとにぎわいの都市景観を形成す
る」・「環境再生のまちをめざす」・「環境コミュニケーションを充実する」
の各項目が含まれている。 

目黒区 「環境に配慮した 安全で快適なまち」を基本目標に、「環境への負荷の少
ない地域社会の形成」を施策の基本的方向として定めている。また、重点プ
ロジェクトとして「地球温暖化防止プロジェクト」を定めている。 

大田区 削減目標、施策について整合性を図っている。 

世田谷区 関係所管との策定段階や改定段階での調整及び進捗管理等 

中野区 総合計画である「『新しい中野をつくる１０か年計画』の地球温暖化防止戦
略」に掲げる課題を具体的に解決するのが中野区環境基本計画である。 

豊島区 策定段階から担当部署が関与しているため。 

北区 全体構想中に記載している 

荒川区  地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の解消対策として、区施設の屋
上緑化、学校工程の芝生化、道路の遮熱性舗装、自動車のＣＯ２削減など様々
な施策を実践し、区を挙げて他自治体をリードする「環境先進都市あらかわ」
を目指します。 

板橋区 施策が反映されている 

練馬区 具体的な取組について書き込んでいる 

足立区 分野別目標の一つとして「地球温暖化対策を進め環境への負荷が少ない持続
可能な社会をつくる」を掲げている。 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

東京都 
（つづき） 

葛飾区 環境基本計画の基本目標を具体化する区の行動指針として、温暖化対策を総
合的に推進するため、実行計画を策定した。 

江戸川区 総合計画において実行計画について触れ方向性の記載等を行っている。 

八王子市 総合計画の施策として「地球温暖化対策の推進」を掲げているため 

武蔵野市 実行計画（区域施策編）を、総合計画の環境分野の実行計画として位置付け、
推進している。 

三鷹市  この計画は「三鷹市基本計画」に基づく個別計画であり、「地球温暖化対
策実行計画」と整合を図り、補完・連携しあうものと位置付けている。 

府中市 施策の「環境に配慮した活動の促進」に地球温暖化対策の内容が盛り込まれ
ている。 

昭島市 平成２３年度に策定されて第五次昭島市総合基本計画の基本政策と整合性
をとり、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の取組施策が定められてい
る。 

調布市 総合計画に掲げる施策の内容について，同計画を所管する部門と整合・調整
を図り策定したため。 

小平市 地球環境への配慮として「具体的な数値目標を設定した地球温暖化防止のた
めの CO2 の排出抑制の実現」を計画事業として位置づけている 

日野市 地球温暖化に関する項目に定めがある。 

狛江市 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に関する記述を掲載している。 

稲城市 実行計画（区域施策編）を内包する第二次稲城市環境基本計画では、施策を
定めると共に、定めた各施策と関連性が高い計画（総合計画含む）を示して
いるため。 

羽村市 地球温暖化対策地域推進計画に基づき、環境施策に取り組むとして、政策化
している。 

あきる野市 あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の推進に当たっては、関連計画との
調整・連携を図るものと位置付けており、また、策定に当たっては、庁内の
横断的組織である「あきる野市地球温暖化対策推進本部」及び「あきる野市
地球温暖化対策推進本部幹事会」で検討を行ってきたため。 

神奈川県 神奈川県 政策の基本方向の一つに「地球温暖化対策の推進」を掲げている。 

横浜市 横浜市基本構想３実現の方向性と取組（８）イより(p7) 
 ヒートアイランド現象や地球温暖化などの環境問題に対して、省エネルギ
ー行動や、環境負荷の小さい新エネルギーの普及に向けた技術の開発と利用
を進めましょう。 

川崎市 実行計画（区域施策編）については、市の総合計画と整合性を確保すること
を踏まえ、策定している。 

相模原市 具体的な取組みについては記載は無いが、構想の中にキーワードとして記載
がある。 

横須賀市 温暖化対策について具体的な取り組みを書きこんでいる。 

平塚市 実行計画策定時に整合、連携を図っている 

鎌倉市 第３次鎌倉市総合計画第３期基本計画前期実施計画において、環境基本計画
推進事業の推進が計画されており、この環境基本計画と整合性を持って推進
される計画が地球温暖化対策地域推進計画であるため。 

藤沢市 新総合計画策定に合わせて計画の改定を行った。 

小田原市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる 

茅ヶ崎市 総合計画第２次実施計画において、実行計画に基づく数値目標及び施策によ
り策定した。 

厚木市 第 2 次実施計画は温暖化の実行計画策定後に策定されているため。 

大和市 策定された総合計画の内容を踏まえて実行計画の策定を行ったため
（H23.6） 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

長野県 長野県 省エネルギー化の促進や自然エネルギーの普及拡大等の温暖化対策が、政策
推進の基本方針の一つに位置付けられている。 

長野市 実行計画の施策・目標値を設定する際に、総合計画との整合を図った。 

松本市 当市総合計画の進捗状況を年度ごとに評価する行政評価票において、環境基
本計画とあわせ施策の実行管理を実施している。 

諏訪市 将来像： 
自然の恵みと地域の活力が調和する やさしさとふれあいのまち 諏訪 
基本目標：豊かな水と緑を守り住みよいまちづくり 

小諸市 具体的な取り組みについて書き込まれている 

伊那市 伊那市総合計画を上位計画と位置づけ作成されているため。 

茅野市 政策・施策の体系の中に地球温暖化対策の推進を事業計画としている 

岐阜県 岐阜県 実行計画（区域施策編）において、具体的な取組みや実施状況について書き
込まれている。 

岐阜市 「岐阜市総合計画」は都市将来像を示す最上位計画として位置付けられ、「実
行計画」は同総合計画における温暖化対策の方向性を策定したものである。 

高山市 策定時に関係部局との調整・協議を行っている。 

各務原市 全体的構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

可児市 基本目標の中に地球温暖化対策について書かれている 

静岡県 静岡県 温室効果ガスの排出削減に関する具体的な目標値及び取組について、実行計
画と同内容の記述がなされている。 

静岡市 第２次静岡市総合計画において、地球温暖化対策の施策の方針及び体系を定
めている。 

浜松市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

沼津市 策定時に齟齬がないように配慮したため 

三島市 実行計画における目標値、取り組みの内容は、総合計画における目標値等と
合致する。 

富士市 第 4 章 環境  第 1 節 地球環境の中で基本方針として、市域の温室効果ガ
ス排出量の削減が挙げられており、代表的な施策指標として排出量と平成
32 年度目標値が示されている。 

焼津市 総合計画の「省エネ生活の推進」施策の中で、「計画の策定にあたっては、
市民や事業者とともに策定し、着実に実行します」と記述されている。 

掛川市 各計画数値の反映 

伊豆の国市 総合計画においても、基本方針、大綱として「環境負荷の少ない資源循環型
のまちづく」が掲げられており、その具体的な主要施策に省資源、省エネル
ギーの取組みをするとしている。 

愛知県 愛知県 総合計画の中で、実行計画（区域政策編）について記述されており、地球温
暖化対策に取組んでいくことが謳われているため。 

名古屋市 同一の評価指標（温室効果ガス排出量、市の施設における太陽光発電の導入
量）を掲載している 
低炭素社会の実現にむけた施策の展開を掲載している 

岡崎市 自然を育む環境共生プログラム。循環型システムの推進、地球温暖化の防止
など環境と共生する社会経済システムの構築 

一宮市 地球温暖化防止についての項目が、総合計画の施策の一つとして盛り込まれ
ている。 

半田市 計画策定時には、ほかの計画と整合性を図るよう調整している。 

春日井市 本実行計画を策定する際、総合計画と整合・連携するようにしたため 

碧南市 計画に具体的な取り組み内容が記載されているため 

刈谷市 目標、内容についてリンクしているため 
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愛知県 
（つづき） 

豊田市 一部施策が共通している。 
安城市 総合計画は、「市民とともに育む環境首都安城」を目指す都市像としており、

あらゆる施策に環境の視点を取り入れているため。 

小牧市 分野別計画において連携が図られている 

新城市 総合計画で定められた基本戦略の 1 つとして「環境首都創造」があり、そ
の戦略に沿った形で実行計画の重点施策を定めているため。 

知立市 「平成 20 年 3 月策定した知立市環境基本計画の中に「地球温暖化対策に
ついて記述」されており、さらに知立市域の地球温暖化対策を総合的、かつ
計画的に推進するため、知立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策
定することに至った」との記載が有る。 

日進市 具体的な取り組みが書かれている。 

田原市 総合計画の重点プロジェクト内に位置づけられている。 

みよし市 環境基本計画の実施に当たっては、その効果的および総合的な調整を行うも
のとする。 
市は、自らの施策を策定し、または実施するに当たっては、環境基本計画と
の整合を図るように努めるものとする。 

三重県 三重県 総合計画（みえ県民力ビジョン）に地球温暖化対策実行計画の位置づけを記
載している。 

津市 具体的な取組について書き込んでいる。 

四日市市 総合計画の基本計画１に「都市と環境が調和するまち」を設定している 

伊勢市 分野別計画で環境分野について記載している 

亀山市 基本施策の大綱の「健康で自然の恵み豊かな環境の創造」の中で、環境負荷
の少ない社会の形成と施策の方向性を位置づけ、地球温暖化防止の施策を展
開している。 

滋賀県 滋賀県 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

大津市 具体的な取組みについて書き込んでいる。 

長浜市 必要に応じて協議を行っているため 

近江八幡市 エネルギー対策･循環型社会の推進について方針が挙げられているため 
草津市 具体的な取組について、総合計画内に書き込んでいる。 

栗東市 総合計画の基本事業の一つと捉えている。 

京都府 京都府 京都力の発揮「環境のみやこ」の中で「低炭素社会・循環型社会の形成」の
項目において、目標を整合させている。 

京都市 京都市基本計画に掲げる未来像の一つとして「地球環境にくらしが豊かに調
和する『環境共生と低炭素のまち・京都』」を掲げており，実行計画に記載
する具体的な取組を記載している。 

舞鶴市 具体的な取り組み内容の記載がある 

宇治市 本計画において、宇治市第 5 次総合計画を上位計画に位置付けている。 

宮津市 温暖化対策についての具体的な取組が記載されているため。 

亀岡市 第 4 次亀岡市総合計画の第 5 章第 2 節で、地球環境・省エネルギーの項目
を掲げ、地球温暖化対策に取組むこととしている。 

城陽市 全体構想の中にキーワードとして書き込まれている 

長岡京市 実行計画（区域施策編）において総合計画との調和を明記しているため。 

八幡市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

京田辺市 地球環境保全に向けて、省・新エネルギーの活用促進、ゴミ減量・再資源化
の推進などを行うこととしている。 

宇治田原町 実行計画が総合計画の一部として位置付けられているため 
与謝野町 平成 25 年度からの後期計画において、施策方針を実行計画から抜粋するな

ど参照している。 
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大阪府 岸和田市 総合計画においても、温室効果削減目標を設定している。 

豊中市 目標年次をあわせているほか、総合計画に実行計画(区域施策編)についての
記述がある 

吹田市 施策体系に「地球環境保全の推進」を位置づけている。 

高槻市 「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」との整合を図りつつ、市域の温室効
果ガスの排出に関する削減目標を定め、その達成に向けての施策を体系的に
取りまとめている。 

枚方市 計画策定時に整合を図っている。 

茨木市 既存の計画に沿って、実行計画の策定を行っているため。 

八尾市 ６つのまちづくりの目標の一つとして『環境を意識した暮らしやすい八尾』
があげられており、その中の施策として『地球温暖化対策の推進』がある。
市域の温室効果ガス排出量を測定指標としており、その目標値は実行計画の
目標値を採用している。 

寝屋川市 地球環境の保全として地球温暖化対策の推進を明記している。 

和泉市 市民が環境負荷の少ない生活を営み、快適なまちで生活しているという記述
があり、市民一人あたりの二酸化炭素の排出量の削減目標を持っている。 

摂津市 温暖化対策実行計画は、総合計画を上位計画として定めたため。 

兵庫県 兵庫県 本計画は 21 世紀兵庫長期ビジョンに示される「環境優先社会」の具体化を
図るために定めた第４次兵庫県環境基本計画の個別計画として位置づけら
れ、他の分野別関連計画と整合を図ることとされている。 

神戸市 本実行計画は、低炭素社会の実現に向け、2011 年度以降の本市の温暖化防
止に関する施策を総合的・計画的に推進するため、神戸市の総合計画である
「神戸市基本計画」の部門別計画として策定したため。 

姫路市 「実行計画（区域施策編）の推進」と記載あり 

尼崎市 施策 18 環境保全・創造「環境と共生する持続可能なまち」に、地球温暖
化問題への対策を盛り込んでいる。 

明石市 総合計画は上位計画として、他の個別計画（都市計画マスタープラン等）と
連携を図っている。 

加古川市 施策の展開として、低炭素社会の推進を掲げ、温室効果ガスの削減に努めて
いる。 

宝塚市 他部門の行政計画に対して地球温暖化対策の指針を示すものになっている。 

高砂市 策定年度が同じであるため、表現や目標値が同じであるため。 

加西市 第 2 部 基本構想 ２ 基本政策に、「環境の視点 地球に優しい環境都
市加西」が掲げられていることから。 

奈良県 奈良県 計画策定時に関係部局と調整を行っている。 

奈良市 第 4 次総合計画の中で、温暖化対策として実行計画策定について記載して
おり、その事業計画を立てるとともに毎年実行計画の実施状況を報告してい
る。 

橿原市 総合計画において、温暖化対策の推進を掲げている。 

和歌山県 和歌山県 現在の県長期総合計画は、旧地域推進計画の期間中に策定したが、実施する
主な施策については、現在の実行計画（区域施策編）と整合している。 

和歌山市 施策の一つに地球環境の保全を掲げ、温室効果ガスの排出削減に率先して取
り組むとともに、地球環境問題に関する啓発・情報提供と省エネルギー対
策・再生可能エネルギー導入等への支援を行うことを明記している。 

岩出市 実行計画に基づき、温室効果ガスの排出削減に取り組むとしている。 

鳥取県 鳥取県 将来ビジョンの中に『豊かな自然・環境を守り、育て、次代につなげる～「自
然・環境バトンリレープロジェクト」』として明記している。 

鳥取市 「第 9 次鳥取市総合計画」のまちづくりの目標の一つである“緑あふれる
日本一のふるさとづくり”の実現をするための施策を本計画に反映させてい
る。 

島根県 島根県環境基本計画のなかで、各分野の個別計画との整合性を確保すること
が記載されている 
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島根県 出雲市 市、市民、事業者が一体となって地球温暖化対策に取り組むことが記載され
ている。 

益田市 基本施策に「人と地球にやさしい地球環境を形成します」の記述があり、温
暖化対策が掲げられている。 

安来市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

川本町 ・『川本町地球温暖化対策地域推進計画』に基づき低炭素者会の実現を目指
し川本町地球温暖化対策協議会を中心として、エネルギー使用量に着目した
温室効果ガス削減の具体的行動を推進・省エネ行動につながる普及・啓発を
行うことにより家庭における地球温暖化防止の取り組みを進める。 

西ノ島町 再生可能エネルギーの活用について総合計画にも策定されている。 

岡山県 岡山県 メッセージ施策、基本施策に具体的な取組について記載している。 

岡山市 「環境にやさしい都市づくり」として、環境にやさしい交通体系の整備を進
めるとともに、省エネルギー対策や自然エネルギーを利用した建物の普及を
促進することとしている。 

倉敷市 総合計画のうち生活環境に関する基本構想として、「地球温暖化対策に対す
る意識をもって行動し、低炭素社会が形成されている」まちを目指すものと
しており、施策の点でも実行計画を踏まえた内容を盛り込んでいる。 

津山市 総合計画の中に、『美しい自然と快適空間の形成』の項目があり、このなか
で、施策の方向性として、温暖化防止対策の推進が挙げられている。 

瀬戸内市 省資源・省エネルギー対策に取り組みます。 

和気町 地球温暖化対策実行計画（地域計画）の策定、実施が明記されている。 

広島県 広島県 「環境への負荷の少ない持続可能な社会づくり」を目標に，取組の方向とし
て「県民，事業者など各主体の自主的取組や連携・協働の取組を促進し，環
境と経済の好循環を図りながら，環境保全の取組を着実にすすめます。」と
明記している。 

呉市 「第 4 次呉市長期総合計画」 
重点プロジェクトとして環境に配慮した都市づくりを掲げ，省エネや再生可
能エネルギーの推進につながる事業を予定している。 

福山市 総合計画の基本目標の１つ「安心・安全・環境」の中で，地球にやさしい環
境づくりを推進することとしており，計画に基づき温暖化対策を推進してい
るためです。 

廿日市市 総合計画に実行計画が盛り込まれ、拡充する予定である。 

山口県 山口県 実行計画策定に当たり、上位計画である環境基本計画と調和、連携を図りな
がら実施したため。 

下関市 総合計画に実行計画(区域施策編)に定める中長期的削減目標達成への進行管
理を掲げている。 

宇部市 計画中に、総合計画の下位計画であることを明記するとともに、前期実行計
画の内容を盛り込んでいる。 

山口市 総合計画において、地球温暖化防止の推進及び地球に優しいエネルギー対策
の推進を掲げている。 

徳島県 徳島県 ～新エネルギーの普及促進～以上の項目で記載 

香川県 香川県 総合計画である「せとうち田園都市香川創造プラン」の策定にあわせて策定。
（目標値や施策も共通）。 

高松市 実行計画と総合計画の整合性を図るとともに，全体構想の中にキーワードと
して記載してある。 

善通寺市 CO2 の排出量削減の目標をあげ、進行管理を行っている。 

愛媛県 愛媛県 第六次愛媛県長期計画「愛媛の未来づくりプラン」 第４章に施策 4「地球
温暖化対策の推進」として明記されている。 
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愛媛県 松山市 温室効果ガス排出量の目標値や、太陽光発電設備の設置目標が明記されてい
る（平成 29 年度目標）。 

今治市 計画を策定する時に参考にしている 

高知県 高知市 高知市総合計画 2011 で市の施策の大綱として６つの「環（わ）」が掲げ
られている。その１つである「共生の環」の政策の１つとして，「地球温暖
化防止への貢献」があり，温室効果ガス削減や省エネルギーの取組を推進し
ている。 

南国市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

香南市 相互の計画に基づき事業を進行させている。 

四万十町 本町では、太陽光発電等の普及推進や、新たな自然エネルギーの研究検討を
進めるとともに、農・林・水産及び畜産バイオマスや、生ごみ・汚泥などの
都市型バイオマスを、循環型の資源として利活用し、四万十川の清流を守り、
環境にやさしい元気なまちづくりを目指します（平成 24 年５月四万十町総
合振興計画改訂版ｐ36 より）。 

福岡県 福岡県 総合計画策定の際、実行計画の内容を反映した。 

北九州市 重点的に取組むべき政策（４つの柱）の１つに「世界にひろげる低炭素社会
づくりの推進」として位置づけられている。 

大牟田市 市の総合計画を上位計画とし、その実現を環境面から推進するものとして、
大牟田市第 2 次環境基本計画を策定しているが、実行計画（区域施策編)は、
その大牟田市第 2 次環境基本計画を推進するための実施計画のひとつと位
置づけている。 

筑紫野市 総合計画の施策に「地球温暖化防止と自然環境の保全」を掲げ、これを上位
計画として筑紫野市環境基本計画を制定。その個別計画として実行計画が位
置付けられている。 

春日市 総合計画の目標を実現するための計画として調整しているため。 

宗像市 快適生活環境の充実 ⇒ 自然との共生 ⇒ 環境にやさしいまち 

古賀市 実行計画（区域施策編）の位置づけに明記している。 

福津市 本市の総合計画において、自然環境に係る基本方針の１つに「地球温暖化防
止に努め、資源の浪費を防ぐ」を掲げており、施策展開の方針においても、
地球温暖化防止対策を挙げているため。 

糸島市 施策の一つとして地球温暖化防止の取組の推進を掲げ、達成目標として実行
計画（区域施策編）と同じ二酸化炭素削減目標を設定している。 

芦屋町 省エネルギー化の推進や各種公共交通機関の利用促進 

大木町 第１章「水と緑輝く環境先進のまち」の主要施策として省エネルギー対策の
推進と再生可能エネルギーの普及記載 

佐賀県 佐賀市 実行計画策定時に、総合計画に記載した取り組み方針や施策等を踏まえて策
定しており、短期目標年度も総合計画の目標年度に合わせて設定しているた
め。 

鹿島市 計画内容等が一致している。 

小城市 小城市総合計画の施策「自然環境・景観の保全」とし、「地球温暖化防止の
推進」を基本事業として取り組んでいる。また、小城市総合計画や小城市環
境基本計画に合わせて目標年度の設定も行っている。 

長崎県 長崎県 実行計画における温室効果ガス排出量削減目標として総合計画の目標値を
採用している。 

長崎市 部門ごとの計画から上位計画である総合計画を策定しているため 

熊本県 熊本県 具体的な取組について記載あり（幸せ実感くまもと４カ年戦略） 

熊本市 庁内の関係部局が集まり、実行計画について審議及び提案する会議を定期的
に開催しているため。 

水俣市 策定年度が同じであったため、連携しながら策定したため。 
（実行計画（区域施策編）に記載されている事業は全て総合計画に記載され
ている） 
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都道府県 団体名 「総合計画」との調和、連携について 

熊本県 
（つづき） 

玉名市 総合計画や環境基本計画と一致した内容であると考えられる。 

大分県 大分県 具体的な取組について書き込んでいる。 

大分市 総合計画内に「人と自然が共生するまちづくり（環境の保全）」として「快
適な生活環境の確立（地球環境問題への取組）」の主な取組として「地球温
暖化対策」を掲げている。 

宮崎県 宮崎県 「宮崎県総合計画」の長期戦略のひとつとして、環境・新エネルギー先進地
づくり戦略を掲げ、低炭素・循環型社会づくりへの取組を位置づけている。 

宮崎市 個別目標の 1 つとされ、主要施策として記載されている。 

日南市 総合計画内に地球温暖化対策に関する施策あり。 

鹿児島県 
 

鹿児島県 環境基本計画へ地球温暖化対策の推進を明記 

鹿児島市 総合計画の基本施策の一つに「低炭素社会の構築」を掲げ、温暖化対策を推
進することとしている。 

鹿屋市 計画策定にあたっては、各課の代表で構成される庁内調整会議を経て策定し
ており、策定後も各課へ配布して計画の周知を図っている。 

日置市 社会基盤(乗合タクシー等の連携による公共交通利用促進、市街地整備) 
生活環境(豊かな自然環境を守り自然と調和する安心安全な暮らしと生活環
境の向上) 

沖縄県 沖縄県 環境保全に係る法令・計画等の位置づけと役割で整合を取ることとしてい
る。 

宜野湾市 総合計画にて「省資源・省エネルギーの推進」が定められており、その項目
に基づいて、実行計画を策定。 

沖縄市 総合計画の基本方向として、低炭素社会の構築、循環型社会の構築などが挙
げられており、その事に則し区域施策編を実行するので調和は図られてい
る。 
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都市計画マスタープラン （２）

都道府県 団体名 「都市計画マスタープラン」との調和、連携について 

北海道 
 

札幌市 都市づくりの理念として「持続可能なコンパクトシティへの再構築」を掲げ
ている。 

函館市 まちづくりにおける課題の一つとして，地球温暖化等の環境問題を上げてお
り，「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」を目標に掲げている。 

旭川市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

釧路市 温室効果ガスの増加による地球温暖化問題の観点から、二酸化炭素排出量等
の削減など環境負荷の低減に向けたまちづくりを進めている。 

稚内市 他の計画との整合性を図りながら、この計画を策定している。 

富良野市 第５次富良野市総合計画を上位計画として位置付ける旨明記 

石狩市 計画内に施策が盛り込まれています。 
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/government/toshik011
70.html 

青森県 
 

青森県 低炭素・循環型社会づくりに向けた取り組みを課題の一つに掲げ、「環境と
共生する美しい都市」を視点の一つとし、環境負荷の小さな都市への転換を
推進している。 

青森市 ・キーワードとして記載 
(1)環境調和の都市づくりの推進 
① 省エネルギー・エコロジー都市の形成 

岩手県 
 

岩手県 環境負荷の少ないまちづくりやコンパクトシティの推進等を含めるなど両
計画で整合性を図っているため。 

盛岡市 実行計画と整合性を図る行政関連計画に位置づけている。 

宮古市 宮古市の各種計画において、環境基本計画との連携がはかられていることか
ら環境基本計画を具体化した旧地域推進計画との整合性もはかられている。 

大船渡市 地球温暖化対策実行計画は第 2 次大船渡市環境基本計画の主な内容として
盛り込まれており、第 2 次大船渡市環境基本計画は各行政分野の計画、方
針などと連携を図り環境の保全と創造に取り組んでいくための、環境の指針
となるものであるため。 

滝沢市 調整を図り策定している。 

秋田県 
 

秋田県 実行計画策定に当たり担当部局と調整を図っている 

秋田市 「環境に配慮した都市づくり」として、地球温暖化問題を念頭に、都市づく
りを行うことを明記し、取り組んでいるため。 

山形県 
 

村山市 自然環境の保全 

庄内町 総合計画を前提としたものになっている。 

福島県 
 

福島県 計画区域の都市づくりの理念に、環境負荷の少ない低炭素型のまちづくりの
推進を位置づけている。 

会 津 若 松
市 

人口、世帯数等は都市計画マスタープランからのデータを使用している。 

郡山市 平成 22 年度に改定されてマスタープランにおいて、基本目標の一つである
「地域特性に応じた拠点作り」の中で、環境に負荷の少ないまちづくりを目
指す旨が記載されている。 

いわき市 都市づくりの基本理念「環境にやさしいまちづくり」 

茨城県 
 

茨城県 ・都市計画の基本方針において、地球環境問題に対応するために緑地の保
全・整備を推進するとしている。 
・都市施設整備に関する方針において、円滑で環境にやさしい交通社会の構
築を掲げている。 

日立市 第 3 章  都市づくりの方針 ８環境にやさしい都市づくりの方針 

土浦市 環境と共生する都市づくりの具体方針で，環境への負荷を軽減し，循環型社
会の形成が示されている。 
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都道府県 団体名 「都市計画マスタープラン」との調和、連携について 

茨城県 
（つづき） 

古河市 コンパクトシティー・公共交通機関の利用促進などの記載がある。 

龍ケ崎市 都市づくりの方針として「美しい水と緑の街：自然の恵みを生かした都市環
境づくり」が示されている。 

常陸太田市 常陸太田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む第 2 次環境基本
計画策定の際に、関係部署との協議・検討を行っているため。 

つくば市 全体構想の中に地球温暖化対策に関することが言及されている。 
また，平成 27 年度の改定で低炭素のまちづくりの方針を盛り込む。 

神栖市 実行計画（区域施策編）が記載されている神栖市環境基本計画は都市計画マ
スタープランと連携・調整を図り策定されている。 

栃木県 
 

栃木県 マスタープランに温室効果ガス削減目標等を明記している。 

宇都宮市 環境負荷の少ないコンパクトで持続可能な都市づくりを目指し，環境にやさ
しい交通環境への転換や，環境負荷に配慮した市街地の整備などを取組の方
針としている。 

那須塩原市 基本に施策に「環境負荷の少ない集約型都市構造への転換」を掲げている。 

群馬県 前橋市 全体構想の中にキーワードとして記載されているため。 

高崎市 目標達成に向けた施策対策の一つである、地域環境の整備および改善（面的
な温暖化対策）の項目等に記載があり、調和・連携を図っている。 

埼玉県 
 

さいたま市 都市計画マスタープランに定められている実施計画事業のうち、温室効果ガ
ス削減に資する事業は実行計画（区域施策編）で網羅されているため 

川越市 低炭素型都市デザインの推進や交通体系の整備等の点で調和が図れている。 

川口市 「川口市都市計画基本方針」において、都市づくりにおける緑地等自然環境
の保全・整備や、公共交通機関の整備について記載されている。 

秩父市 市民と行政が協働して、地球環境に配慮したまちづくりやシステムを構築
し、環境モデル都市を目指す記述がある。 

春日部市 実行計画策定時に、他の行政計画策定担当課の職員が構成員となった検討会
を開催し調和・連携を図りました。 

草加市 平成 11 年６月、草加市都市計画マスタープランを策定、平成 20 年８月に
市街化調整区域編を策定し、環境に配慮したまちづくりを行っているため。 

越谷市 計画の概要に記載。 

戸田市 改定の際、事前に都市マス策定業務の委託業者同席のもと、担当課とのヒア
リングを実施し、方向性の確認を行った。 

和光市 両計画とも、総合振興計画の方向性を踏まえており、特に緑地保全や都市緑
化の施策において、整合が取られている。 

久喜市 都市計画マスタープラン策定過程時に、内容確認を行い、実行計画との文言
等の統一を図っているため。 

小川町 実行計画と同様、公共交通機関の整備について目標としている。 

千葉県 
 

千葉市 環境に配慮することとしており、「環境にやさしい都市づくり」を方針に掲
げている。 

市川市 全体構想の中の「３．安心して暮らせる環境づくり」の中で、「資源とエネ
ルギーの有効利用」「環境負荷の低減」を掲げている・ 

船橋市 地球温暖化、ヒートアイランド現象への対応、省エネの推進が盛り込まれて
いる為。また、宅地開発で業者等に地球温暖化対策の実施について依頼して
いる。 

成田市 都市計画道路などの整備は「成田市都市計画マスタープラン」に基づき実施
することを明記している。 
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都道府県 団体名 「都市計画マスタープラン」との調和、連携について 

千葉県 
（つづき） 

佐倉市 実行計画において謳われている緑の保全、都市の緑化推進について、マスタ
ープランにおいても謳われているため。 

柏市 環境に関する方針があり，それらが温暖化対策に資するものになっている。 

市原市 都市計画マスタープランにおける基本方針として、環境負荷の少ない持続可
能なまちづくりが位置付けられている。 

鎌ケ谷市 当該計画に沿う形で実行計画（区域施策編）を策定した。 

東京都 
 

東京都 建築物環境計画書制度など環境局の施策が明記されている。 

新宿区 都市交通整備の方針の中で、新しい交通シシテムの検討や自転車等の適正利
用の推進を掲げている 

文京区 計画の中で位置づけている。 
台東区 環境基本計画記載事項）１計画の基本的事項 1-4 計画期間及び位置付け 

（2）本計画は「台東区基本構想」及び「台東区長期総合計画」を上位計画
とし、また、「台東区都市計画マスタープラン」や「台東区一般廃棄物処理
基本計画」等他の関連計画との整合を図り、相互の計画を推進していくもの
とします。 

墨田区 地球温暖化防止に向けた環境負荷の低減や環境との共生等による持続可能
なまちづくりを進めていく必要があることが書き込まれている。 

品川区 第４章 分野別整備方針に「環境まちづくりの基本方針」があり、「低炭素
型都市の構築」・「環境負荷の少ない交通システムの整備」・「ヒートアイ
ランド現象の抑制」・「環境配慮型の住まいと住まい方の促進」の各項目が
含まれている。 

目黒区 分野別方針で「環境・水とみどりの街づくりの方針」を示し、環境に配慮し
た街づくりとして環境への負荷の低減に取り組んでいくこととしている。 

大田区 「環境まちづくり方針」を掲げ、環境への負荷の低減、未利用エネルギー・
再生可能エネルギーの利用促進、ヒートアイランドの改善等を記載してい
る。 

世田谷区 当該計画は、平成 7 年に策定された。平成 26 年 4 月に第１部「都市整備
基本方針」を改定し、第２部「地域整備方針」について平成 27 年 3 月に改
定予定であるが、策定や改定にあたって、関係所管との調整、進捗管理が行
われている。 

中野区 関連計画である中野区環境基本計画との整合性を確保して策定している。 

豊島区 策定段階から担当部署が関与している。 

北区 全体構想中に記載している。 

荒川区 地球温暖化・ヒートアイランド対策を地域ぐるみで積極的に推進し、都市部
における環境負荷の軽減のモデルとなる街づくりを進めます。 

板橋区 施策が反映されている。 

練馬区 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 
葛飾区 都市計画マスタープランの施策内容を踏まえつつ、実行計画を策定した。 
武蔵野市 実行計画（区域施策編）を、関連計画として位置付け、推進している。 
三鷹市 太陽光発電などの対策を取り入れた環境に配慮した計画的な開発を誘導す

るほか、省エネルギーの観点から街路灯の LED 化などを推進している。ま
た、公共施設や大規模開発において、先導的に再生可能エネルギー利用シス
テムを誘導するとともに、一般的な建築物への導入を誘導している。 

府中市 都市活動に伴う環境負荷の軽減に自然エネルギーの有効利用、二酸化炭素排
出の削減について盛り込まれている。 

昭島市 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定時に計画主管課と調整をとって
いる。 

日野市 市のまちづくりの基本的考え方を環境にやさしいものとしており、計画策定
の根本にＣＯ２削減の考え方が流れている。 

稲城市 実行計画（区域施策編）を内包する第二次稲城市環境基本計画では、施策を
定めると共に、定めた各施策と関連性が高い計画（都市計画マスタープラン
含む）を示している。 
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都道府県 団体名 「都市計画マスタープラン」との調和、連携について 

東京都 
（つづき） 

羽村市 計画策定時に庁内で調整を図った。 

あきる野市 あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の推進に当たっては、関連計画との
調整・連携を図るものと位置付けており、また、策定に当たっては、庁内の
横断的組織である「あきる野市地球温暖化対策推進本部」及び「あきる野市
地球温暖化対策推進本部幹事会」で検討を行ってきたため。 

神奈川県 
 

神奈川県 県土・都市づくりの方向性の一つに「環境と共生した安全性の高い県土の形
成」を掲げている。 

横浜市 横浜市都市計画マスタープラン第３章２都市づくりの目標より(p52) 
②地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和に向けた、エネルギー効率のよ
い低炭素型の都市づくり 

川崎市 実行計画（区域施策編）については、関連計画と整合性を確保することを踏
まえ、策定している。 

相模原市 環境と共生する都市づくり及び交通体系方針について具体的な取組みの記
載がある。 

平塚市 実行計画策定時に整合、連携を図っている 

鎌倉市 マスタープランにおいては、部門別（循環型まちづくりの方針）の主な動向
と取組として、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出の低減が位置づけら
れているため。 

藤沢市 新総合計画の策定に合わせてほぼ同時期に改訂した。 

茅ヶ崎市 平成２５年度の一部見直しに伴い、「見直しの視点２」として「低炭素まち
づくりの推進」が位置づけられ、その中でも環境にやさしい都市づくりの方
針（強化）の点で温暖化対策実行計画との整合性を図ることとしている。 

大和市 策定された総合計画の内容を踏まえて実行計画の策定を行った（H23.6）。 

新潟県 
 

新潟県 「二酸化炭素等の排出抑制など環境負荷軽減や高齢者の活動などにも配慮
し、自動車交通から公共交通への利用転換を促進するとともに交通結節点の
機能充実を図る」としている。 

新潟市 「自然・田園と共生する都市新潟」という方針のもと、環境に配慮した都市
づくりを実践するという目標を掲げ、循環型都市システムの形成などの取り
組みを明示している。 

長岡市 全体構想の中で４つのテーマ別の基本方針を設け、１つのテーマである「低
炭素社会・循環型社会の構築に向けた都市づくりの方針」の中で記述してい
る。 

柏崎市 第３章 全体構想 １ まちづくりの基本方針において「低炭素型都市づく
りの推進」を記述 

村上市 公共交通の推進など施策内容が一致している。 

燕市 駅周辺、市役所周辺、新幹線・IC 周辺それぞれの区域が機能・役割を分担し、
公共交通などのネットワークを整備したコンパクト都市の実現による CO2
排出の抑制。自然緑地、河川の整備や街路樹などの緑化推進による市民への
環境意識の啓発を盛り込んでいる。 

妙高市 総合計画をはじめ各個別計とも、人と自然が調和しすべての生命を安心して
育むことができる地域「生命地域の創造」をまちづくりの基本理念としてい
るため連携が図られている。 

魚沼市 第１章、１．（４）「エネルギー資源の不安」で、化石燃料への偏重を指摘
し、（５）「環境問題の深刻化」で、「CO2 排出量の増加」を指摘し、「持
続可能なまちづくりを進めていく必要があります」と盛込んでいる。 

富山県 
 

富山市 公共交通を軸としたコンパクトシティ施策は双方の計画の基本方針となっ
ている。 

入善町 推進計画の内容を都市計画に盛り込んで作成している。 
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石川県 
 

石川県 計画の中にキーワードとして書き込んでいる。 

小松市 地球温暖化を防止するため、太陽光発電、天然ガス、バイオマス燃料等のクリ
ーンエネルギーの積極的な導入を推進する。また、クリーンエネルギー自動車
の導入や、既存のバス路線や料金等の見直し、まちなかにおける自転車利用の
促進等により、公共交通の利用促進を図る。 

福井県 
 

福井県 コンパクトシティ 

福井市 全体構想の中に、キーワードとして書かれている 

鯖江市 自然を次世代へと継承するという記述がある。 

永平寺町 第３章 都市づくりの基本方針 6.環境にやさしいまちづくりの方針 

山梨県 
 

山梨県 基本方針の中に、キーワードとして記載している。 

甲府市 歩いて暮らせる便利で安心なまち 、 環境と共生する、うるおいのあるまち 

富士川町 環境分野の基本方針で新エネルギー・クリーンエネルギーの活用推進、地域環
境や景観に配慮したエコエネルギー施設の立地誘導、地球温暖化防止に向けた
取り組みの推進と表記している。 

長野県 長野県 森林保全や公共交通機関活用など、低炭素都市づくりの視点を盛り込んでい
る。 

長野市 計画の中に「環境に負荷を与えない循環型社会の形成」などを盛り込んでいる。 

松本市 実行計画の中で、連携する関連計画として位置付けている。 

伊那市 策定時、整合・連携を図っているため。 

茅野市 庁内進行管理組織において調整している 

岐阜県 岐阜県 実行計画（区域施策編）において、キーワードとして書き込まれている。（具
体的な取組みについては該当なし。） 

岐阜市 自然環境の保全・共生との調和を図り都市形成（集約型都市構造）を行ってい
る。 

高山市 策定時に関係部局との調整・協議を行っている。 

各務原市 全体的構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

可児市 基本方針の中に、自然環境の保全が書かれている 

静岡県 静岡県 ・総合計画に記載のある内容と整合性をとっている。 
・都市計画マスタープラン策定方針の策定に当たり、関係課へ意見照会を行い
策定している。 

静岡市 全体構想において、「環境負荷の小さい自然豊かなまちづくり」を基本理念と
して掲げている。 

浜松市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

沼津市 策定時に齟齬がないように配慮したため 

三島市 実行計画における交通対策、低炭素まちづくりに関する部分は、都市計画マス
タープランに基づいて、策定している。 

富士市 第 2 章 全体構想の中で、目標として「富士山のふもと、自然環境と調和・共
生する「まち」を目指します。」と掲げており、環境負荷が少ないまちづくり
として、過度に自動車に依存しないで生活できる交通体系の構築や省エネ住宅
等の普及促進などを図ることにより、二酸化炭素等の温室効果ガスを削減す
る、環境負荷が少ないまちづくりを進めることとしています。 

掛川市 都市空間の整備・再生が進んでいる 

伊豆の国市 当該計画には、まちづくりの目標として「自然を生かした、快適なまちづくり」
が設定されており、その内容として地球環境に配慮した資源循環型のまちづく
りを目指すとしている。 

愛知県 愛知県 実行計画の中で、都市計画区域マスタープランに基づく集約型まちづくりの促
進を謳っているため。 
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愛知県 
（つづき） 

名古屋市 同一の評価指標（駅そば生活圏の人口比率、低炭素モデル地区）を掲載して
いる。低炭素なまちづくりに向けた施策を掲載している。 

岡崎市 都市づくりの目標。 
つながりを大切にする温かい都市。 
地球環境への負荷の低減等、環境に配慮した交通環境の実現。 

一宮市 実行計画の中に都市計画マスタープランに基づく取組みが盛り込まれてい
る。 

半田市 計画策定時には、ほかの計画と整合性を図るよう調整している。 

春日井市 本実行計画を策定する際、都市計画マスタープランと整合・連携するように
した。 

碧南市 計画に具体的な取り組み内容が記載されている。 

刈谷市 計画の検討部会において調整が行われている。 

豊田市 一部施策が共通している。 

小牧市 都市マスの見直しの視点に、地球温暖化防止など環境に配慮した都市づくり
を入れている。 

新城市 都市計画マスタープランに定められた目標の 1 つとして「環境にやさしい
まちづくり」があり、その目標と連携が取れている重点施策が実行計画にも
定められている。 

知立市 知立市都市計画マスタープランの関係計画に「知立市緑の基本計画」があり、
この「知立市緑の基本計画」の位置づけは「知立市総合計画」・「知立市環
境基本計画」と連携を図り整合を図ることとしているので、知立市地球温暖
化対策実行計画（区域施策編）とも連携している。 

みよし市 環境基本計画の実施に当たっては、その効果的および総合的な調整を行うも
のとする。市は、自らの施策を策定し、または実施するに当たっては、環境
基本計画との整合を図るように努めるものとする。 

三重県 三重県 実行計画に関連計画として連携を図ると記載している。 

津市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいるため 

四日市市 基本方針のなかで「自然と緑の保全・創出」が基本方針に挙げられ連携がと
れている 

伊勢市 交通政策等に関して協議・調整を行った。 

亀山市 緑化による地球温暖化対策の記載 

滋賀県 滋賀県 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

大津市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる 

長浜市 必要に応じて協議を行っているため 

近江八幡市 全体構想の中に盛り込んでいる 

草津市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

栗東市 環境と連携する住まいづくりとして連携。 

京都府 京都市 目標とする都市の姿として「地球環境への負荷が少ない都市」を掲げるなど，
全体構想の中にキーワードが記載されている。 

亀岡市 都市計画マスタープランにおいて、人や環境にやさしい都市構造の実現が提
唱されている。 

城陽市 全体構想の中にキーワードとして書き込まれている 

長岡京市 実行計画（区域施策編）において総合計画との調和を明記しているため。 

八幡市 具体的な取組について書き込んでいる。 

京田辺市 環境に対する負荷を低減するため、効率的で機能的な集約型都市 
構造（エコ・コンパクトシティ）の形成を目指している。 

大阪府 大阪府 大阪府都市計画区域マスタープランと整合性を図ることとしている。 
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大阪府 
（つづき） 

岸和田市 温室効果ガス削減が盛り込まれている。 

豊中市 都市計画マスタープランに、地球温暖化対策や低炭素都市づくりが盛り込ま
れている。 

枚方市 計画策定時に整合を図っている。 

茨木市 既存の計画に沿って、実行計画の策定を行っているため。 

八尾市 まちづくりの基本方針の一つとして『人や環境にやさしいまちづくりの推
進』があげられており、都市におけるヒートアイランド現象の緩和や地球温
暖化防止に資するため、水や緑等自然環境の保全及び緑化に努めることがう
たわれている。 

寝屋川市 緑に包まれ地球や人にやさしい都市づくりの推進を明記している。 

摂津市 策定時検討会で、都市計画マスタープランと連携するよう図られたため。 

東大阪市 都市計画マスタープランに明確に規定されていないため。 

兵庫県 兵庫県 本計画は 21 世紀兵庫長期ビジョンに示される「環境優先社会」の具体化を
図るために定めた第４次兵庫県環境基本計画の個別計画として位置づけら
れ、他の分野別関連計画と整合を図ることとされている。全体構想の中にキ
ーワードとして書き込んでいる。 

神戸市 都市計画マスタープランにおいて、環境負荷の少ない都市構造の推進やエネ
ルギーを効率的に利用する空間づくりなどを都市計画の方針として掲げて
いる。 

尼崎市 今年度、改訂作業中の都市計画マスタープランに低炭素型社会の形成〈再生
エネルギーの活用など）を盛り込んでいる。 

明石市 環境負荷の低減に配慮した都市づくりを図っている。 

加古川市 公共交通の充実や緑化の推進の観点等で施策の連携ができていると考える。 

宝塚市 他部門の行政計画に対して地球温暖化対策の指針を示すものになっている。 

高砂市 策定年度が同じであることや、環境については定性的な表現にとどまってい
るため。 

加西市 第 3 章 全体構想 １ 目指すべきまちの将来像 １－１ まちづくりの目
標と基本理念（２）まちづくりの基本理念 
まちづくりの基本的な考え方に、「人口減少時代の到来や地球環境問題など
の社会情勢の変化に対応していくためには、残されたかけがえのない自然環
境や地域資源を大切にした、地域が自立していくまちづくりが求められてい
ます。加西市では、地域が主体となって、これまで引き継いできた豊かな農
地･里山など恵まれた美しい自然や玉丘古墳、一乗寺等の歴史資源を有効に
保全･活用しつつ、産業の充実と人々の交流の活性化により、自然･歴史環境
と都市環境が調和したまちづくりを進め、安全･安心･快適に暮らせるふるさ
とづくりを進めます。」とあり、地球温暖化対策を念頭においた記述となっ
ている。 

奈良県 奈良県 計画策定時に関係部局と調整を行っている。 

奈良市 平成 25 年度に見直しを実施しており、見直しにあたり作業部会を設け担当
部署以外との調整を図っているため。 

和歌山県 和歌山県 都市計画マスタープランについては、現在担当課で見直し作業中であるが、
低炭素都市づくり等について環境部局と連携している。 

和歌山市 省エネルギー・新エネルギーを活用するなど、環境に配慮した取組を市民・
企業とともに進め、環境への負荷を低減し、豊かな自然環境を次世代へ引き
継いでいけるよう、自然環境と共生する循環型のまちづくりを目指すと明記
している。 

鳥取県 鳥取県 「循環型環境の都市づくり」として明記 

鳥取市 都市計画マスタープランの中で、都市環境形成の方針として、環境負荷の低
減に向けた取組みにおける施策推進を掲げている。 
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島根県 島根県 島根県環境基本計画のなかで、各分野の個別計画との整合性を確保すること
が記載されている。 

岡山県 岡山県 全体構想の中で記載している。 

岡山市 都市環境形成の施策として、「暮らしと産業の低炭素化に取り組む」及び「低
炭素型まちづくりを進める」こととしている。 

倉敷市 まちづくりの目標を達成するために取り組むべき課題として、環境との共生
のため低炭素社会の構築や環境負荷の低減、CO2 の削減を挙げており、具
体的にはコンパクトシティの形成や交通網の整備を目指すとしている。 

和気町 資源循環型社会の確立のなかで、地球温暖化対策事業の推進について明記さ
れている。 

広島県 広島県 広島県の都市づくりの目標として，「地球温暖化等環境問題の顕在化を踏ま
え，今後は都市機能の集約や公共交通の利用促進等を通じて，過度な自動車
利用の適正化を図るとともに，エネルギーの面的利用，未利用・再生可能エ
ネルギーの活用や，ヒートアイランド対策として都市内緑化を推進するな
ど，環境負荷低減に向けた都市づくりが必要です。」と明記している。 

福山市 都市計画マスタープランの基本目標の１つ「地球環境に配慮した循環型社会
の形成」において，環境にやさしい都市づくりを規定し，推進しているため。 

世羅町 「脱温暖化せらのまちづくりプラン」に基づく地球温暖化対策を推進すると
記載されている。 

山口県 山口県 実行計画策定に当たり、都市計画基本方針策定部局と調和、連携を図りなが
ら実施したため。 

宇部市 各分野の基本的な計画と整合を取って区域施策編を作成したもので、その旨
を明記している。 

山口市 都市づくりにおける基本目標の中で、自然との共生による環境に配慮した都
市づくりを掲げている。 

徳島県 徳島県 都市の緑化推進、公共交通機関を利用した交通体系の整備促進等について連
携。 

香川県 香川県 基本方針の中で地球温暖化対策について記載。 

高松市 実行計画と都市計画マスタープランの整合性を図るとともに，全体構想の中
にキーワードとして記載してある。 

愛媛県 愛媛県 平成 24 年 9 月 28 日に変更した松山広域都市計画区域マスタープランに
「地球温暖化問題に配慮した新エネルギーの導入や省エネルギー対策等に
努める」との記載あり 

今治市 計画を策定する時に参考にしている。 

高知県 高知県 高知県地球温暖化対策実行計画策定段階で、所管課への意見聴取等により連
携を図ったため。 

高知市 部門別整備方針の１つに「水とみどりの保全」があり，その中で「循環と共
生のまちづくり」が掲げられており，地球環境の保全の視点から，地球温暖
化の防止，地球の大気・水・土の保全，森林と生物の保全に努めるとしてい
る。 

福岡県 福岡県 本県温暖化対策計画策定時に庁内協議を行うことにより調和・連携を図っ
た。 

北九州市 都市計画の目標（５つの柱）の１つに「自然の保護や都市ストックの活用に
より、環境にやさしいまちづくりを進める」が掲げられている。 

大牟田市 都市計画マスタープラン、実行計画（区域施策編）はともに、お互いには言
及していないが、実行計画（区域施策編）策定時に都市計画マスタープラン
所管課と協議を行っている。 

筑紫野市 計画の位置づけとして部門別上位計画である都市計画マスタープランは、環
境基本計画と同位であり、この段階で連携・整合を図っている。 
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都道府県 団体名 「都市計画マスタープラン」との調和、連携について 

福岡県 
（つづき） 

春日市 上位計画として位置づけ、計画中にキーワードとして盛り込んでいる。 

宗像市 市の現況と課題 ⇒ 都市づくりの課題 ⇒ 社会情勢などから見た基本
的な課題 ⇒ 地球環境問題への配慮：環境負荷の少ない都市づくり 

糸島市 低炭素都市づくりの方針を掲載している。 

芦屋町 公共交通機関の利用促進のための道路整備。 

佐賀県 佐賀市 自然環境の保全や公共交通機関の利用促進など、重複する方針・取組がある
ため。 

長崎県 長崎市 プラン改訂時の照会等により、温暖化対策の観点からの意見を反映させて調
整を図っている。また、長崎市環境基本計画推進幹事会に設置している低炭
素社会づくり部会において、関係各課との調整を図っているため 

熊本県 熊本県 全体構想の中に記載あり（熊本都市計画区域マスタープラン） 

熊本市 庁内の関係部局が集まり、実行計画について審議及び提案する会議を定期的
に開催しているため。 

大分県 大分県 具体的な取組について書き込んでいる。 

大分市 計画策定時に担当部署に意見をいただいている。 

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県都市計画方針(H20 年度改定)の都市レベルの基本目標に「かごし
ま環境共生都市づくり」を明記。 

鹿児島市 都市マスタープランの基本目標の一つとして「地球環境と共生できる街かご
しまをめざす都市づくり」を掲げ、自然環境と経済活動のバランスの取れた
都市づくりや、コンパクトシティの形成を図ることとしている。 

鹿屋市 地球温暖化対策の担当課である生活環境課が素案策定に参加している。 

沖縄県 沖縄県 都市計画の目標に「環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏」等と記述。 

宜野湾市 都市計画マスタープランにて、「都市環境と自然環境が調和」「省エネルギ
ー・資源循環型のまちづくり」が定められており、その項目に基づいて、実
行計画を策定。 

沖縄市 都市計画マスタープランと区域施策編に公園、公共施設、主要道路等市街地
における緑化推進を行う施策があるため、調和は図られている。 
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農業振興地域整備計画 （３）

都道府県 団体名 「農業振興地域整備計画」との調和、連携について 

北海道 稚内市 他の計画と整合性を図りながら、この計画を策定している。 

石狩市 昭和４９年に策定し、概ね５年に１度の見直しを実施し、平成２１年に見直
しを行っています。 
また、計画内に施策が盛り込まれています。 
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/business/business/nousui050
31.html 

岩手県 盛岡市 実行計画と整合性を図る行政関連計画に位置づけている。 

宮古市 宮古市の各種計画において、環境基本計画との連携がはかられていることか
ら、環境基本計画を具体化した旧地域振興計画との整合性もはかられてい
る。 

大船渡市 地球温暖化対策実行計画は第 2 次大船渡市環境基本計画の主な内容として
盛り込まれており、第 2 次大船渡市環境基本計画は各行政分野の計画、方
針などと連携を図り環境の保全と創造に取り組んでいくための、環境の指針
となるものであるため。 

滝沢市 農業近代化施設の整備計画 

秋田県 秋田県 実行計画策定に当たり市町村に意見照会している。 

秋田市 バイオマスエネルギーの導入が、低炭素社会濃厚地区による地球温暖化防止
に貢献するとして、地域バイオマス資源の利活用促進を図る必要があると明
記し、取り組んでいる。 

山形県 村山市 農用地等の保全、良好な景観の形成、森林の整備。 

庄内町 総合計画を前提としたものになっているため 

福島県 郡山市 計画の中に、地域の特色を生かした水と緑の住みよいまちづくりを基本とし
て環境整備を進める旨の記載があり、自然との共生を目標にしている。 

いわき市 農用地の集約化、山林・原野等と農地の一体的保全、森林資源の積極的活用
など 

茨城県 土浦市 区域を分ける為にある計画で，環境配慮までは至っていない。 
栃木県 栃木県 地球温暖化対策に関する計画との調和を図るなど当該制度の円滑かつ適正

な運用を図るため、庁内関係部局間の連絡体制を整備するとともに、関係農
業団体、商工会議所、商工会その他市町村の関係団体及び集落の代表者から
必要に応じ幅広く意見を求める。 

鹿沼市 別個に策定している。 

那須塩原市 基本施策に「森林吸収源の確保」を掲げている。 
群馬県 前橋市 策定は昭和 47 年度。全体構想の中にキーワードとして記載されているた

め。 
高崎市 計画の位置付けの項目に記載があり、調和・連携を図っている。 

埼玉県 川口市 計画を推進するうえで、関連計画と位置付けられている 

春日部市 農用地を適正に保全することにより、温暖化対策との連携を図っている。 

越谷市 多面的な機能を有する農地の保全のため。 

久喜市 現在見直し中であり、未確定である。 

小鹿野町 第 6  生活環境施設の整備計画 １  生活環境施設の目標。 

千葉県 柏市 環境に関する方針があり，それらが温暖化対策に資するものになっている。 

東京都 練馬区 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

武蔵野市 実行計画（区域施策編）を、関連計画として位置付け、推進している。 

昭島市 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定時に計画主管課と調整をとって
いるため（平成 24 年１０月一部変更） 
※当市では昭島都市農業振興計画を策定しており、農業振興地域整備計画と
は異なる。 

日野市 用水や水田といった、古くから残る身近な水やみどりなどの環境を保全する
考えが引き継がれているため。 
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都道府県 団体名 「農業振興地域整備計画」との調和、連携について 

東京都 
（つづき） 

羽村市 計画策定時に庁内で調整を図った 
あきる野市 あきる野市地球温暖化対策地域推進計画の推進に当たっては、関連計画と

の調整・連携を図るものと位置付けており、また、策定に当たっては、庁
内の横断的組織である「あきる野市地球温暖化対策推進本部」及び「あき
る野市地球温暖化対策推進本部幹事会」で検討を行ってきた。 

神奈川県 神奈川県 環境への調和に配慮するといった視点を盛り込んでいる。 

横浜市  実行計画では、関連する計画に「横浜農業振興地域整備計画」及び「横
浜みどりアップ計画」を掲げている(p18)。「横浜農業振興地域整備計画」
は、「横浜みどりアップ計画」と連動しており、みどりアップ計画の中で、
地産地消の推進を掲げ、そのメリットに CO2 排出量が少ないことをあげ
ている(p26)。 

川崎市 実行計画（区域施策編）については、関連計画と整合性を確保することを
踏まえ、策定し 

大和市 策定された総合計画の内容を踏まえて実行計画の策定を行った。（H23.6） 

新潟県 長岡市 「農用地等の保全計画」及び「農業近代化施設の整備計画」の方向の中で
記述している。 

村上市 資源のリサイクル化など施策内容が一致している。 

妙高市 総合計画をはじめ各個別計とも、人と自然が調和しすべての生命を安心し
て育むことができる地域「生命地域の創造」をまちづくりの基本理念とし
ているため連携が図られている。 

魚沼市 環境保全の基本方針を検討している。 

刈羽村 具体的な連携について、計画の中で特段謳われていない。 

富山県 富山市 農山村での木材を活用した事業を始め、森づくり事業や地産地消事業など
双方の計画に位置づけられている。 

入善町 森林の有する機能を考慮して、総合的な視点で整備を図っている。 

石川県 小松市 ごみの減量化を促進するため、生ごみ分解消滅機等の普及に努めるほか、
ペットボトルや空き缶などの資源再利用を図り、快適で住みよいクリーン
リサイクルシステムと産業廃棄物等の受け皿となるクリーンセンター整
備を推進する。 

福井県 福井県 ＩＴを活用した温暖化に関する情報提供 

山梨県 甲府市 具体的な取り組みとして、耕作放棄地の再生活用を図ることとしている。 

長野県 
 

長野県 重点的に取り組む事項として、「環境にやさしい農業推進プロジェクト」
と「小水力発電導入促進プロジェクト」を盛り込んでいる。 

長野市 計画の中に「循環型農業の推進」、「環境負荷の軽減」などの文言を盛り
込んでいる。 

松本市 実行計画の中で、連携する関連計画として位置付けている。 

茅野市 策定年度：昭和 49 年度 平成 25 年度見直し、庁内進行管理組織におい
て調整している。 

岐阜県 岐阜市 輸送に伴う二酸化炭素排出量の削減するため、地域産農産物の地産地消を
目指した農地整備計画を行っている。 

高山市 策定時に関係部局との調整・協議を行っている。 

静岡県 静岡県 県が策定する「農業振興地域整備基本方針」において、温室効果ガス排出
の抑制に係る記述がなされている。 

浜松市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

掛川市 農地が乱開発されず、守られている。 

伊豆の国
市 

当該計画には、農業近代化施設の整備方向としてとして省エネ、に向けた
新技術の導入などを推進すること、資源循環型の農業の確立を図るとして
いる。 

 

  

資料編 141 



 

 

都道府県 団体名 「農業振興地域整備計画」との調和、連携について 

愛知県 岡崎市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる。 

一宮市 実行計画の中に農業振興地域整備計画に基づく取組みが盛り込まれてい
る。 

半田市 計画策定時には、ほかの計画と整合性を図るよう調整している。 

春日井市 本実行計画を策定する際、農業振興地域整備計画と整合・連携するように
したため 

豊田市 一部施策が共通している。 

新城市 実行計画の重点施策に環境保全型農業の推進等が定められているため。 

みよし市 環境基本計画の実施に当たっては、その効果的および総合的な調整を行う
ものとする。市は、自らの施策を策定し、または実施するに当たっては、
環境基本計画との整合を図るように努めるものとする。 

三重県 三重県 実行計画に関連計画(基本方針）として連携を図ると記載している。 

四日市市 農用地利用集積計画のなかで緑の保全が挙げられている。 

亀山市 計画を所管している部署と調整はとれている。また、改定時の計画への記
載を検討している。 

滋賀県 長浜市 必要に応じて協議を行っている。 

栗東市 環境こだわり農業の推進。 

京都府 京都市 「環境モデル都市京都」の農林業が果たす環境への貢献と地域づくりにつ
いて記載するなど，全体構想の中にキーワードが記載されている。 

亀岡市 農業振興地域整備計画において、森林の整備が記載されている。 

大阪府 大阪府 大阪府農業振興地域整備基本方針（平成 23 年１月）において、推進体制
の確立として「地球温暖化対策に関する計画との調和」のため、大阪府農
業振興地域整備促進協議会で幅広く意見を求めることとなっている。 

茨木市 既存の計画に沿って、実行計画の策定を行っているため。 

寝屋川市 農地の都市緑地としての充実を明記している。 

兵庫県 兵庫県 本計画は 21 世紀兵庫長期ビジョンに示される「環境優先社会」の具体化
を図るために定めた第４次兵庫県環境基本計画の個別計画として位置づ
けられ、他の分野別関連計画と整合を図ることとされている。 

明石市 温室効果ガス排出抑制（省エネ機器の導入）。 

加古川市 農業振興政策の観点等で連携ができていると考える。 

奈良県 天理市 昭和 49 年度策定。 

和歌山県 和歌山県 「和歌山県農業振興地域整備基本方針」においては、温室効果ガス削減な
ど温暖化対策について直接の記載はないが、農地の保全や省エネルギーに
よる農業の近代化など、実行計画の方向性に沿っている。 

鳥取県 鳥取県 全体構想の中にキーワードとして明記されている。 

鳥取市 本計画「地域環境の整備及び改善」を目指すため、鳥取農業振興地域整備
計画内の利用方針にある耕作放棄地の再生等による農地の保全について
取り入れている。 

島根県 島根県 島根県環境基本計画のなかで、各分野の個別計画との整合性を確保するこ
とが記載されている。 

安来市 全体構想の中にキーワードとして書き込んでいる 

岡山県 岡山県 「第４ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項」に温室効果ガス
の排出削減にも配慮するよう記載している。 

山口県 山口県 実行計画策定に当たり、農業振興地域整備基本方針策定部局と調和、連携
を図りながら実施したため。 

宇部市 各分野の基本的な計画と整合を取って区域施策編を作成したもので、その
旨を明記している。 
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都道府県 団体名 「農業振興地域整備計画」との調和、連携について 

徳島県 徳島県 自然環境の保全等について連携。 

香川県 香川県 地球温暖化対応技術の開発についての記載。 

高松市 実行計画と農業振興計画の整合性を図るとともに，全体構想の中にキーワ
ードとして記載してある。また，具体的な取組についても記載してある。 

愛媛県 新居浜市 策定年度 昭和４９年 

福岡県 北九州市 基本施策（２つの柱）の１つに「環境に配慮した農林水産業」として位置
づけられている。 

佐賀県 佐賀市 クリークの機能保全や集落全体での農地等の保全・管理など、重複する方
針・取り組みがあるため。 

長崎県 長崎市 計画策定時の照会等により、温暖化対策の観点からの意見を反映させて調
整を図っている。また、長崎市環境基本計画推進幹事会に設置している低
炭素社会づくり部会において、関係各課との調整を図っているため 

大分県 大分県 具体的な取組について書き込んでいる。 

大分市 計画策定時に担当部署に意見をいただいている。 

鹿児島県 鹿児島県 策定時において庁内の関係各部と連携 

鹿児島市 水源の涵養、自然環境の保全を目的とした農地の保全や森林整備に努めて
いる。 

沖縄県 沖縄県 沖縄県農業振興地域整備基本方針の広域整備の構想で「広域的な資源循環
システムの整備」と記述。 

沖縄市 沖縄市農業振興地域整備計画 
「環境と調和する地域づくりに努めるとともに、エコカーの導入や節電対
策、太陽光発電の普及などによる低炭素社会を務めます」と記載され、区
域施策編にも同様な施策が盛り込まれているので調和が図られている。 
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低炭素まちづくり計画 （４）

都道府県 団体名 「低炭素まちづくり計画」との調和、連携について 

岩手県 宮古市 「宮古市スマートコミュニティマスタープラン」を平成２４年９月に策定し、
環境基本計画との連携がはかられていることから、環境基本計画を具体化した
旧地域振興計画との整合性もはかられている。なお、旧地域振興計画に策定時
には、スマートコミュニティ事業についての考え方はうたわれてはいないが二
酸化炭素排出抑制に係る考え方については共通しているものと解する。 

秋田県 秋田市 低炭素まちづくり計画は策定されていないものの、秋田市環境基本計画や秋田
市地球温暖化対策実行計画に沿って業務を推進している。 

埼玉県 さいたま市 低炭素まちづくり計画に定められている実施計画事業のうち、温室効果ガス削
減に資する事業は実行計画（区域施策編）で網羅されている。 

春日部市 実行計画策定時に、他の行政計画策定担当課の職員が構成員となった検討会を
開催し調和・連携を図りました。 

千葉県 柏市 環境に関する方針があり，それらが温暖化対策に資するものになっている。 

神奈川県 小田原市 低炭素都市づくり計画を策定するため、地球温暖化対策推進計画と整合を図る
ため、打ち合わせ等に出席している。 

新潟県 新潟市 現在，未策定だが策定時には所管課と協議する予定。 

村上市 資源のリサイクル化など施策内容が一致している。 

長野県 諏訪市 再生可能エネルギーの導入及び省エネルギー化を推進している計画である。 

小諸市 具体的な取り組みについて書き込まれている。 

三重県 津市 この項目に該当するかどうか分からないが、「環境基本計画」は、本市におけ
る環境関連の基本的な計画である。 

四日市市 四日市市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定められている。 

滋賀県 近江八幡市 低炭素まちづくり計画に地球温暖化対策実行計画との整合を明確に位置づけ、
策定している。 

大阪府 和泉市 現在低炭素まちづくり計画を策定していない。 

兵庫県 神戸市 効率的なエネルギー利用や環境にやさしい交通環境の形成などをまちづくり
の目標に掲げているため。 

愛媛県 松山市 実行計画（区域施策編）と同一である。 

福岡県 北九州市 プランの目的に「低炭素化社会を身近に感じるまちづくり」を進めていくこと
が示されている。 

長崎県 長崎県 環境に配慮した持続可能な都市づくりを推進するため、太陽光などの新エネル
ギーの利用促進や地域単位でのエネルギー効率を高めるための施設整備など、
低炭素型の都市を目指す。 

熊本県 熊本県 県の計画はないが、「熊本県 都市計画区域マスタープラン基本方針改定版」
に記載あり。 

水俣市 実行計画（区域施策編）と同一のものとしているため。 
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環境省に対する意見、要望について 

今後の電源構成が示されているか否かに関わらず、早急に確定的な温室効果ガス削減目標を設定すると
ともに、地球温暖化対策計画を策定し、具体的な温暖化対策の方向性を国内外に明示していただきたい。 

このアンケートのファイル、とても印刷しにくいです。 

新エネルギービジョンを策定している市町村は、地球温暖化防止実行計画（区域編）の策定を免除して
ほしい。 

市町村レベルでは、人員や知識の不足により効果的な対策を講じることは難しいので、国直轄の事業と
して行ってほしい。 

調査票記入要領に，項目ごとの詳細な記入方法を解説してもらえるとありがたい。特に Q4-1，4-2，
5-1 について，「対策・施策の種類」の項と「事業主体」の項をどう選択すればいいかわからず，非常
に答えづらい。 

毎年、本アンケートを実施しているのであれば，結果の還元として，集計した結果を基に，「実行計画
（区域施策）の策定における満たすべき条件として，施策に関する事項として定めるべき４項目」に係
る各自治体の好事例集を御作成いただきたいと考えております。 

アンケートの数が多すぎる。施策に必要なのは理解できるが、きちんと本数を管理するべき。 

地球温暖化対策に取り組むには、人員不足、知識不足、予算不足等、市町村では限界があります。地球
温暖化対策実行計画までは策定しましたが、毎年のフォローアップや、点検までは出来ないのが実情で
す。 

市町村における行政資源は、小規模町村では人員も予算も限られている状況が続いている。環境に関連
する計画については、予算や人員といった自治体の組織的な問題の他に、策定にむけたデータ等の不足
やノウハウの不足、専門知識が習得困難といった、情報整備面での問題が存在する。 
自然エネルギーの利用促進施策や、温暖化防止に関する情報発信、教育関連施策では、予算の確保とと
もに、施策を導入・実施するための情報収集や運営を担う人材の確保が重要である。 自治体の環境施策
の取組においては、特に小規模自治体での実施困難な状況を改善する必要がある。それには、データの
整備・充実化やインターネットを通じたノウハウや専門知識の習得機会の提供が期待されると考えられ
る。しかしながら、現状では、多様な情報が提供されるようになった事もあり、データの存在が伝わっ
ていない、あるいは、探すのが困難という問題が生じ、既存のデータも必ずしも活用されていない可能
性がある。今後、自治体が利用しやすいデータ等の整備・提供が求められる 

公共施設のＬＥＤ化に係る財政措置について、ご検討いただきたい。 

原発事故後、全町民が避難継続中のため実施出来ない状況です。 

東日本大震災及び原子力発電所事故により全町避難指示中であり、実行計画を立てられる状況にありま
せん。 

Ｑ１－２，２－７について 
計画期間は平成２４年度が終期となっているが，環境基本計画の後期計画（平成２８年～平成３２年）
策定まで計画を延長 

地球温暖化は規模の大きな問題なので、国が主体となって進めてほしい。 

原子力発電再開になった場合の売電価格が不安という声が増えてきた。（大半がローンを組み返済部分
は売電を充当） 

・国においては、経済産業省資源エネルギー庁による再生可能エネルギー等の促進、国土交通省による
「低炭素まちづくり計画」の策定及び事業支援、環境省による「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」
の策定支援、総務省による「分断型エネルギーインフラ」への支援などを実施しており、省庁をまたが
り支援策を実施しています。 
・このことから、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、地域で実現するにあたり、他省庁
における財政支援や規制緩和などについても、支援いただけるよう要望をします。（自治体として、計
画を策定する意義、メリット等の多角化につながると考えます。） 

毎年、同じようなアンケートはやめてほしい。 

今後とも地球温暖化対策に関する地方公共団体への補助金の交付，専門家の派遣，セミナー，最新技術
や先進事例などの具体的情報の提供など多方面にわたり支援等をお願いします。 

法により、具体的な施策の義務化が必要。具体的な施策は都道府県単位で取りまとめ、地域性のある施
策を国家的に推進しなければ、進捗が遅い。 
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本村は、再生可能エネルギーの導入を模索していますが、それは温暖化対策よりも災害時の電源確保と
いう目的の方が大きいです。しかし、生産された電気を供給するためには、需要と供給のバランスを調
整する必要があります。しかし、その調整は既存の電気設備を有している電力会社の協力が必要不可欠
ですが、会社からは協力できないとの回答があり、どのような方向性にすればいいのか分からない状況
なので、明確な回答ができません。 

地中熱利用の研究及び普及・拡大策を推進してほしい。 

今後も再生可能エネルギーの導入を推進する場合は、電力の買取量を継続しながら電気使用料金の上昇
を抑える等の環境整備をお願いしたい 

気象異常に伴う災害の頻発等、地球温暖化防止対策が世界的に喫緊の課題となっていることは十分に認
識している。しかしながら、防止の為の施策については各自治体かなりの温度差があり、正直対県国と
は乖離を感じる。理由はまさしく Q2-1 の(4)のとおりであり、人員・財源的な問題は言わずもがな、
部署異動もあり、多くの職員が CO2 の排出・削減量の試算に至る基礎知識を持ち合わせていないこと
が最もな要因と考える。基礎知識とはいえ CO2 削減の将来推計等、専門的な分野の知識習得は独学で
は限界があり、講習会は多くが首都圏で行われ地方からの参加は今年である。エコライフ教室等市民へ
の意識啓発などのレベルであれば十分対応可能であるが、今後国県市がどこまでの役割を担うのかを現
状に照らし、再度整理いただくとともに、自治体職員への基礎講習の機会をつくっていただくよう強く
要望します。 

ここ数年調査が多いので減らしてください。 

・自治体向けの再生可能エネルギー導入に係る補助制度を拡充してほしい。 
・低炭素地域づくりや実行計画の推進に関する自治体向け研修を中部圏域でも実施してほしい。 
（特に再生可能エネルギーの市民ファンドや環境金融の仕組みづくりに関する具体的手法について知り
たい） 
・中山間地域向けの低炭素地域づくり事業の推進してほしい 

意見(前年度と同じ)： 
当市における製造部門での排出量のうち、ある企業（仮にＡ社とします）は『パルプ・紙』に含まれて
います。このＡ社は製紙業を行っておらず、どちらかといえば化学またはプラスチック製品に近い企業
です。『パルプ・紙』での原単位が非常に高いため、この事業所の製造品出荷額が非常に大きく、排出
量の計算値は非常に大きいものになっています。実際の排出しているであろう数値とかけ離れていると
推測されます。 
要望(前年度と同じ)： 
カテゴライズを現状にあわせていただけるか、弾力的に運用させていただけるか、させていただけると
納得ができます。さらに分野毎に基本の原単位があると統一したものとなると思います。 
見当違いな意見であれば申し訳ありません。 

市の実行計画区域施策編の中間見直し・改定をするにあたり、国の計画におけるエネルギーミックスを
踏まえた確定的な目標の早期設定および地球温暖化対策計画の早期策定をお願いいたします。 

国の地球温暖化の中期目標を早期に示して欲しい。 

アンケート内容が分かりにくので、改善を要望します。 

再生可能エネルギー導入促進における規制緩和（特に自然公園法、国有林関係） 

IPCC リポート コミュニケーターによる講演を聴講しましたが、その資料はとても素晴らしく真似がで
きないものでした。本県でも活用したいのですが、資料のダウンロードなどはできないのでしょうか。 

 本年度策定予定の「湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プラン」には、地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）も勘案した内容を検討している。また、市内の事業者が将来的に「芋発電」に取り組
みたいと、芋の栽培の実証調査を行っている。目的は芋によるバイオガス発電と障碍者雇用の場にと考
えている。こういった新たな取り組みに対し、国の支援やサポート等をいただきたい。 

電力及びガスの自由化に伴い，エネルギー供給事業者の増加が予想される。エネルギー供給体制が複雑
になった場合おいても，地方自治体における温室効果ガス排出量の算定が円滑に行えるよう，エネルギ
ー需給の実態把握体制の構築をお願いいたします。 

・地域協議会向けの継続した補助金等の支援 
・ＧＰＰ(グリーンプラン・パートナーシップ)事業の継続実施 
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地方自治体でエコカーを導入する際の、補助金の交付。 

本町のように、温暖化対策の策定以前に取り組まなければならない課題がある団体の実情を理解してい
ただきたい。 

温室効果ガスの排出量の少ない一部事務組合に対しての本調査は対象外としてほしい。どうしても必要
であれば、一部事務組合に対しては環境省から直接照会してほしい。 

職員数が少ない小規模な自治体においては環境対策等を行う課のみを単独で設置できないところも多
く、当該自治体においては兼務者のみで担当することになり、十分な施策の実施は人員数、予算、専門
的知見等の要素で困難である。実行計画事務事業編の策定についても、自治体規模に応じた義務内容の
細分化をしていただきたい。 

本村は、面積に比して人口や村の人員・予算規模が著しく僅少であるという特徴があります。こうした
状況下において実現可能性のある施策としてどのようなものがあるか、事例紹介等をいただければと存
じます。 

Ｑ2-10 の温室効果ガス排出削減目標についての補足 
・産業部門（大規模事業者を除く中小企業等）、民生業務、民生家庭部門、運輸部門など「その他部門
全体」で温室効果ガス排出量を 1990 年度から▲２４％を目標としている。 
・(3)に入力した排出量は、産業部門に大規模事業者分を含んでいないため、県全域の排出量ではありま
せん。県全域の排出量は別途算定し公表しています。 

地球温暖化が進み、異常気象事例が続出しています。 
日本だけの問題でないのはわかりますが、原子力発電がほぼ停止状態で、火力発電がフル稼働している
状況においては、どうしようもないのでしょうか？ 
今こそ、日本は新しいエネルギー源発掘のため、スウエーデンやアイスランドのような地熱を利用した
システムやメタンハイドレートのような日本の周りにある資源を利用すべき研究開発を行うべきかと思
います。このような国の姿勢を大きくＰＲすることで、国民的なエネルギー削減社会の形成を図るべき
でないでしょうか。 

ＥＳＣＯ事業等による省コスト・省エネ事業が促進される支援制度の拡充をお願いしたい。 

小型家電リサイクル実証事業において、環境省の事務処理の遅れから物品の整備が間に合わず市町村の
計画（実証事業申請時）に支障が出た。 
「事務処理が遅れました、すみません」の一言で 4 カ月以上もずれ込まれては事業にならない。 
改善できるよう検討していただきたい。 

環境省ではなく国に対しての要望ですが、再生可能エネルギーの導入後押しとして固定価格買取制度が
平成 24 年 7 月からはじまりましたが、すでに改正の動きがあります。国の再生可能エネルギー導入推
進の方向性については、ある一定期間は変えるべきではないと考えます。そのたびに方針を転換、修正
しなくてはならない自治体のことも考えていただきたい。 

今年度、新たな実行計画を策定するにあたり、具体的な中身、内容についての勉強会を予定しているの
で（コンサルを通じて協議中）ご協力をお願いしたい。 

政府実行計画の策定目途が不透明。おおよその策定時期を示してほしい。 

地域が活性化するような低炭素化手法に対しての技術的アドバイスや制度の有効活用方法等のご教示な
ど、地方自治体のやる気を活かす対策をお願いいたします。 

Q2-1 について、区域施策編は未策定であるが、前身にあたる推進計画は策定している。 
Q4-1② 
について、誤っていたため、”平成 21 年度”に訂正。元（昨年度調査報告）は、”平成 23 年度”で
あった。 

昨年に引き続き、算出方法の見直しについて、要望したい。 
また、一般的な温暖化対策については、削減量がわかるような指標を参考として設けるなどをしてもら
いたい。 

いつもお世話になっております。他自治体や貴省の実施した先行例、成功事例などを共有頂けると嬉し
いです。 

温暖化対策については、国が特に CO2 削減目標（1990 比で 2025 年に 25%削減）を打ち出してい
ることから、最も基本となる地方の取り組みに対して十分な支援をお願いしたい。 
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本調査について、マクロを組むほど複雑なものでないため、無用なファイルサイズの拡大を改善願いた
い。また、市区町村等の調査について、都道府県が集約する必要性が不明なため、国または業務受託機
関から直接依頼・回収願いたい。 

 地球温暖化対策や電源確保のため、国を挙げて再生可能エネルギーの導入を進められておられると考
えますが、電力会社が１０ｋW を超える再生可能エネルギー発電設備の接続申込の回答を保留するとい
った事態が生じております。再生可能エネルギーの導入は地球温暖化対策のうえでもひじょうに重要だ
と思いますが、九州で発電した電気を本州へ送電する送電線の拡充など、再生可能エネルギーから生じ
た電気を有効に活用できる環境を整備していただきたいと考えています。 
 また、地球温暖化対策はなかなか効果が見えにくく、市内の二酸化炭素排出量を指標の一つとして活
用しておりますが、電気の二酸化炭素排出係数が上昇していることに伴い、省エネ・節電が進んでいる
のにもかかわらず、二酸化炭素排出量が増大しているという事態が生じています。ついては現状を明確
に把握できると共に温暖化対策の効果が分かりやすい指標をご提案いただきたいと考えております。 

国の温暖化計画の目標達成に向けて、国が担う目標、自治体が担う目標分等を明らかにしていただける
と助かります 

国の計画を早急に策定していただきたい。 
策定マニュアルも最新の情勢に合わせたものに改定して欲しい。 

市町村とのデータのやりとりをスムーズにするため，調査表のデータの容量を２ＭＢ以下にして欲しい。 

補助事業（予算）を付けて頂くことは大変ありがたいが、役所の現場は、人も増えず、研修（費用）も
なく、業務だけ増えて困っている。外部コンサルタント（専門家）を付けても内部の職員に対応できる
者がいなければ、専門家を活かすことは出来ない。このような状況で予算をもらっても、事業効果を発
揮できないだけでなく、適切な執行自体危うい。公共工事の契約の中にある、「担当者（現場代理人）
の現場常駐、現場のかけもち禁止」のように、これからの補助事業については、業務の併任禁止等の条
件付きとし、執行体制まで指導して頂けるよう強く要望する。外部コンサル（専門家派遣）の費用より
も職員を増員できる予算を付けてもらう方が良い。また、石垣市は地理的に研修費用（交通費）の負担
が大きく、なかなか研修を受けられない。かけもちの業務が多く、ただでさえ時間がない中で、研修機
会もなければ専門知識を習得できない。このような状況で新たな事業を勧められる（押し付けられる）
のである。新たな事業に消極的である地方自治体の実態である。 

区域施策編策定にあたっては、予算確保が大きな課題となっております。そのため、区域施策編に係る
助成金等の設置を要望致します。 

地球温暖化に専務する職員の確保が難しく、兼務の 1 業務であります。実行計画を法律に伴い作成した
ものの、普及啓発や事業実施には人的負担が大きくのが現状です。 
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