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参考-1 

参考１．団体別の策定状況と最新の地方公共団

体実行計画名称等一覧 

（１）地方公共団体実行計画（事務事業編） 

１）都道府県及び市町村（特別区含む。） 

注）１．策定状況  ○；策定済み（計画期間中）、経過；策定済みだが既に計画期間を経過 

２．直近の予定 策定・改定予定がある場合の直近の予定年度（和暦） 

３．策定年度  最新の計画の策定年度（和暦） 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道   ○   27 5 第 4期道の事務・事業に関する実行計画 

北海道 札幌市 ○   26 8 札幌市役所エネルギー削減計画 

北海道 函館市 ○ 28 23 5 函館市環境配慮率先行動計画（Ⅲ） 

北海道 小樽市 ○   23 10 第３次小樽市温暖化対策推進実行計画 

北海道 旭川市 ○   27 12 
旭川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

「エっコらしょ」 

北海道 室蘭市 ○ 28 28 5 
第 4期室蘭市役所エコオフィスプラン（室蘭市環

境保全率先実行計画） 

北海道 釧路市 ○ 29 24 5 釧路市地球温暖化防止実行計画 

北海道 帯広市 ○ 33 22 11 第３期 帯広市エコオフィスプラン 

北海道 北見市 ○ 30 24 7 第 2次北見市役所地球温暖化防止実行計画 

北海道 夕張市 ○   26 5 第 3次夕張市地球温暖化対策実行計画 

北海道 岩見沢市 経過 28 19 4 岩見沢市役所地球温暖化防止実行計画 

北海道 網走市 ○ 28 24 5 第２期 網走市役所地球温暖化対策実行計画 

北海道 留萌市 経過 29 19 5 留萌市地球温暖化防止実行計画 

北海道 苫小牧市 ○ 32 27 5 第２期苫小牧市役所エコオフィスプラン 

北海道 稚内市 ○   23 10 稚内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

北海道 美唄市 ○ 28 25 5 地球温暖化対策実行計画（第 2期計画） 

北海道 芦別市 ○   27 5 
第２期芦別市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

北海道 江別市 ○ 31 26 5 
第２期 江別市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

北海道 赤平市 経過         

北海道 紋別市 ○ 30 26 5 第３次紋別市役所環境保全行動計画 

北海道 士別市 経過 19 19 5 地球温暖化対策職員実行計画 

北海道 名寄市 ○ 29 24 5 第２次名寄市地球温暖化防止実行計画 

北海道 三笠市 未策定         

北海道 根室市 経過 29 25 3 根室市地球温暖化対策推進実行計画 

北海道 千歳市 ○ 28 27 5 千歳市役所エコアクションプラン 

北海道 滝川市 経過       第２次滝川市環境基本計画・地域行動計画 

北海道 砂川市 経過 28 23 5 砂川市地球温暖化対策推進実行計画 

北海道 歌志内市 未策定         

北海道 深川市 経過 28 20 5 
深川市役所温室効果ガスＣＯ2（コツ・コツ）削

減プラン 

北海道 富良野市 ○   23 10 富良野市地球温暖化対策実行計画 



参考-2 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 登別市 経過 28 17 7 
（策定中：仮称）登別市温暖化対策実行計画（事

務事業編） 

北海道 恵庭市 ○   28 4 第４次恵庭市地球温暖化対策実行計画 

北海道 伊達市 未策定         

北海道 北広島市 ○ 34 27 6 
北広島市役所事務事業第４次地球温暖化対策実行

計画 

北海道 石狩市 経過 28 23 5 
第３期 石狩市役所の事務・事業に関する実行計

画 

北海道 北斗市 経過   20 5 住宅用太陽光発電システム設置補助金交付事業 

北海道 当別町 ○ 29 28 5 
当別町地球温暖化対策推進実行計画（事務事業

編） 

北海道 新篠津村 経過       実行計画なし 

北海道 松前町 未策定         

北海道 福島町 経過   20 5 福島町地球温暖化対策推進実行計画 

北海道 知内町 ○ 28 28 5 知内町地球温暖化対策実行計画 

北海道 木古内町 未策定         

北海道 七飯町 経過 19 19 5 
七飯町地球温暖化対策実行計画（七飯町の二酸化

炭素削減計画） 

北海道 鹿部町 未策定         

北海道 森町 ○ 29 19 5 森町地球温暖化対策実行計画 

北海道 八雲町 経過 29 21 5 八雲町地球温暖化対策実行計画 

北海道 長万部町 未策定         

北海道 江差町 未策定 29       

北海道 上ノ国町 未策定         

北海道 厚沢部町 ○   25 5 厚沢部町地球温暖化対策実行計画 

北海道 乙部町 経過 28 20 5 乙部町温室効果ガス排出抑制実行計画 

北海道 奥尻町 未策定 29       

北海道 今金町 未策定         

北海道 せたな町 経過   21 5 せたな町地球温暖化対策推進実行計画 

北海道 島牧村 経過 28 22 5 島牧村地球温暖化対策実行計画 

北海道 寿都町 未策定         

北海道 黒松内町 経過 30 18 5 黒松内町地球温暖化防止実行計画 

北海道 蘭越町 経過   19 5 住宅エコ化支援事業補助金交付要綱 

北海道 ニセコ町 ○ 29 26 5 
第３次ニセコ町地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

北海道 真狩村 経過 29 20 5 第２次真狩村地球温暖化対策実行計画 

北海道 留寿都村 未策定         

北海道 喜茂別町 経過 28 14 6 喜茂別町地球温暖化対策実行計画書 

北海道 京極町 未策定         

北海道 倶知安町 経過 29 17 5 倶知安町地球温暖化対策実行計画 

北海道 共和町 ○   27 5 第２次共和町地球温暖化対策実行計画 

北海道 岩内町 未策定         

北海道 泊村 未策定         

北海道 神恵内村 ○   27 5 第２次神恵内村地球温暖化対策実行計画 

北海道 積丹町 ○   28 6 第２次積丹町地球温暖化対策実効計画 

北海道 古平町 未策定         

北海道 仁木町 ○ 26 26 5 仁木町地球温暖化対策実行計画 

北海道 余市町 ○ 29 24 5 余市町地球温暖化対策実行計画 

北海道 赤井川村 経過   20 5 
赤井川村地球温暖化対策 （平成２０年～平成２

４年の５年間） 



参考-3 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 南幌町 ○   27 5 第３次南幌町地球温暖化対策実行計画 

北海道 奈井江町 ○ 23 23 5 奈井江町地球温暖化防止対策実行計画 

北海道 上砂川町 経過 28 18 5 上砂川町地球温暖化防止実行計画 

北海道 由仁町 経過   17 5 由仁町地球温暖化防止実行計画 

北海道 長沼町 経過   24 5 長沼町地球温暖化対策実行計画 

北海道 栗山町 未策定 28       

北海道 月形町 経過 31 20 5 月形町地球温暖化防止実行計画 

北海道 浦臼町 経過   13 5 浦臼町地球温暖化防止計画 

北海道 
新十津川

町 
○ 32 27 5 新十津川町地球温暖化対策実行計画 

北海道 妹背牛町 未策定         

北海道 秩父別町 ○   27 5 秩父別町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

北海道 雨竜町 ○   26 5 雨竜町地球温暖化対策実行計画 

北海道 北竜町 経過   22 5 
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行

計画 

北海道 沼田町 ○   24 4 沼田町地球温暖化防止対策実行計画 

北海道 鷹栖町 経過   18 5 地球温暖化対策実行計画 

北海道 東神楽町 経過   18 4 東神楽町地球温暖化対策実行計画 

北海道 当麻町 ○ 30 25 5 当麻町地球温暖化対策実行計画 

北海道 比布町 未策定         

北海道 愛別町 ○ 29 24 5 愛別町地球温暖化対策計画 

北海道 上川町 経過 28 22 6 上川町地球温暖化対策実行計画 

北海道 東川町 ○   27 5 第 2期東川町地球温暖化対策実行計画 

北海道 美瑛町 ○ 32 28 5 第２次美瑛町地球温暖化対策実行計画 

北海道 
上富良野

町 
経過 22 22 9 

上富良野町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

北海道 
中富良野

町 
経過 29 23 5 第１次中富良野町地球温暖化対策実行計画 

北海道 
南富良野

町 
○ 28 22 5 地球温暖化防止実行計画 

北海道 占冠村 未策定 29       

北海道 和寒町 経過 29 20 5 和寒町地球温暖化対策実行計画 

北海道 剣淵町 経過 28 23 5 剣淵町地球温暖化対策実行計画 

北海道 下川町 経過 28 21 5 地球温暖化対策実行計画 

北海道 美深町 ○ 32 23 10 
地球温暖化対策実行計画「美深町ＣＯ2排出量削

減計画」 

北海道 
音威子府

村 
未策定 29       

北海道 中川町 経過   21 5 中川町役場ＣＯ2排出量削減計画 

北海道 幌加内町 経過 28 23 5 第２次幌加内町地球温暖化対策実行計画 

北海道 増毛町 未策定         

北海道 小平町 経過   21 5 小平町地球温暖化対策推進実行計画 

北海道 苫前町 経過 28 22 5 苫前町地球温暖化対策実行計画 

北海道 羽幌町 ○   26 7 羽幌町役場地球温暖化対策実行計画 

北海道 初山別村 ○ 29 24 5 初山別村地球温暖化対策実行計画 

北海道 遠別町 経過   19 5 遠別町地球温暖化対策実行計画 

北海道 天塩町 未策定         

北海道 猿払村 ○   28 5 第 3期猿払村の事務・事業に関する実行計画 

北海道 浜頓別町 未策定         



参考-4 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 中頓別町 経過 28 22 5 
第１次中頓別町地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

北海道 枝幸町 未策定         

北海道 豊富町 経過   22 5 豊富町地球温暖化対策実行計画 

北海道 礼文町 未策定         

北海道 利尻町 ○   26 5 第１次利尻町地球温暖化対策実行計画 

北海道 
利尻富士

町 
未策定         

北海道 幌延町 経過   19 5 
幌延町地球温暖化対策実行計画（地球温暖化対策

の推進に関する法律に基づく事務事業実行計画） 

北海道 美幌町 ○ 29 24 5 美幌町地球温暖化防止実行計画 

北海道 津別町 ○   25 5 津別町地球温暖化対策実行計画 

北海道 斜里町 ○ 30 26 4 斜里町地球温暖化防止実行計画（事務事業編） 

北海道 清里町 ○ 33 28 5 清里町地球温暖化防止実行計画 

北海道 小清水町 ○   26 5 小清水町地球温暖化対策実行計画 

北海道 訓子府町 ○   24 5 訓子府町地球温暖化対策実行計画 

北海道 置戸町 経過 28 22 5 置戸町地球温暖化対策実行計画 

北海道 佐呂間町 経過 29 23 5 佐呂間町地球温暖化対策実行計画 

北海道 遠軽町 経過   20 5 遠軽町地球温暖化対策実行計画 

北海道 湧別町 ○ 22 24 5 湧別町地球温暖化防止実行計画 

北海道 滝上町 未策定         

北海道 興部町 経過   20 5 興部町役場地球温暖化防止実行計画 

北海道 西興部村 経過   20 6 西興部村地球温暖化対策実行計画書 

北海道 雄武町 経過 31 20 5 雄武町地球温暖化防止実行計画 

北海道 大空町 ○ 29 25 5 大空町地球温暖化対策実行計画 

北海道 豊浦町 ○ 30 20 10 豊浦町地球温暖化対策実行計画 

北海道 壮瞥町 未策定 29       

北海道 白老町 経過 29 20 5 白老町役場地球温暖化対策実行計画 

北海道 厚真町 ○ 32 27 5 第２次厚真町地球温暖化対策実行計画 

北海道 洞爺湖町 未策定 29       

北海道 安平町 未策定         

北海道 むかわ町 経過   22 3 むかわ町地球温暖化対策実行計画 

北海道 日高町 未策定         

北海道 平取町 未策定         

北海道 新冠町 経過       未策定 

北海道 浦河町 ○ 31 27 5 浦河町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

北海道 様似町 ○ 30 25 5 
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行

計画 

北海道 えりも町 ○   25 5 
えりも町エコチャレンジ・プラン  えりも町地

球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

北海道 
新ひだか

町 
○ 32 27 5 第２期 新ひだか町地球温暖化対策実行計画 

北海道 音更町 ○ 25 25 5 第 2次音更町地球温暖化対策実行計画 

北海道 士幌町 ○ 30 25 5 士幌町環境マネジメントシステム 

北海道 上士幌町 経過   20 5 無し 

北海道 鹿追町 経過   20 5 鹿追町地域新エネルギービジョン 

北海道 新得町 ○ 33 28 5 新得町地球温暖化対策実行計画 

北海道 清水町 未策定         

北海道 芽室町 経過   5   斎場管理運営事業 

北海道 中札内村 経過 31 26 5 第２期中札内村地球温暖化対策実行計画 



参考-5 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 更別村 ○   28 5 第４期更別村地球温暖化対策実行計画 

北海道 大樹町 経過 29 20 4 大樹町地球温暖化対策実行計画 

北海道 広尾町 ○ 30 25 5 広尾町エコオフィスプラン 

北海道 幕別町 ○ 29 26 3 エコオフィス幕別プラン（第２期） 

北海道 池田町 ○ 23 23 6 池田町温室効果ガス排出抑制実行計画 

北海道 豊頃町 経過   20 5 特になし 

北海道 本別町 経過 28 22 6 第１次本別町地球温暖化対策実行計画 

北海道 足寄町 未策定 28       

北海道 陸別町 ○   28 5 陸別町地球温暖化対策実行計画 

北海道 浦幌町 経過   14 4 地球温暖化対策の推進計画 

北海道 釧路町 経過   18 7 釧路町地球温暖化防止実行計画 

北海道 厚岸町 ○ 29 27 13 厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画 

北海道 浜中町 ○ 29 25 4 浜中町地球温暖化対策実行計画 

北海道 標茶町 ○   28 5 標茶町地球温暖化防止実行計画 

北海道 弟子屈町 ○   27 5 弟子屈町温暖化対策実行計画（事務事業編） 

北海道 鶴居村 経過 29 23 6 鶴居村地球温暖化防止実行計画 

北海道 白糠町 ○ 33 28 5 白糠町地域温暖化防止実行計画 

北海道 別海町 ○   28 5 別海町地球温暖化対策実行計画 

北海道 中標津町 経過   20 5 中標津町地球温暖化対策実行計画 

北海道 標津町 ○   24 5 第 2期 標津町地球温暖化防止実行計画 

北海道 羅臼町 経過 31 25 5 羅臼町地球温暖化防止実行計画 

青森県   ○ 31 27 5 地球にやさしい青森県行動プラン 

青森県 青森市 ○ 28 23 5 
第３期青森市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

青森県 弘前市 ○   28 5 弘前市地球温暖化防止率先行動計画 

青森県 八戸市 ○   27 5 八戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

青森県 黒石市 ○ 33 27 6 第二次黒石市地球温暖化対策実行計画 

青森県 
五所川原

市 
経過 28 21 5 

五所川原市役所環境保全率先行動計画＜地球温暖

化対策推進実行計画＞ 

青森県 十和田市 ○ 31 27 5 第 4次十和田市役所環境保全率先行動計画 

青森県 三沢市 経過   20 5 三沢市役所エコオフィスプラン 

青森県 むつ市 ○   27 5 第 2期むつ市地球温暖化対策推進実行計画 

青森県 つがる市 経過 29 22 5 つがる市地球温暖化対策実行計画 

青森県 平川市 経過 28 21 5 平川市環境保全率先行動計画 

青森県 平内町 未策定 30       

青森県 今別町 経過   14 5 今別町地球温暖化対策推進実行計画 

青森県 蓬田村 経過 29 20 5 蓬田村地球温暖化対策推進実行計画 

青森県 外ヶ浜町 ○   27 5 外ヶ浜町地球温暖化対策実行計画（第二期） 

青森県 鰺ヶ沢町 ○ 32 27 5 
第２次地球温暖化対策鰺ヶ沢町行動プラン（鰺ヶ

沢町地球温暖化対策実行計画） 

青森県 深浦町 ○ 30 24 5 第２次深浦町地球温暖化対策実行計画 

青森県 西目屋村 未策定         

青森県 藤崎町 ○ 28 28 5 藤崎町地球温暖化防止対策実行計画 

青森県 大鰐町 未策定         

青森県 田舎館村 経過   21 5 
田舎館村環境保全率先行動計画（田舎館村地球温

暖化対策推進実行計画） 

青森県 板柳町 ○   24 5 板柳町地球温暖化対策推進実行計画 

青森県 鶴田町 経過 28 24 5 第２次鶴田町地球温暖化対策実行計画 

青森県 中泊町 未策定         
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青森県 野辺地町 ○ 24 23 9 第２次野辺地町地球温暖化対策実行計画 

青森県 七戸町 未策定         

青森県 六戸町 未策定 28       

青森県 横浜町 未策定         

青森県 東北町 未策定         

青森県 六ヶ所村 未策定         

青森県 
おいらせ

町 
経過   22 5 おいらせ町地球温暖化対策実行計画 

青森県 大間町 ○   25 5 第１次大間町地球温暖化対策実行計画 

青森県 東通村 未策定 29       

青森県 風間浦村 ○   25 5 風間浦村地球温暖化対策実行計画 

青森県 佐井村 ○ 30 25 5 第１次佐井村地球温暖化対策実行計画 

青森県 三戸町 未策定 30       

青森県 五戸町 経過 28 23 5 五戸町地球温暖化対策実行計画 

青森県 田子町 ○ 26 25 5 田子町地球温暖化対策実行計画 

青森県 南部町 未策定 30       

青森県 階上町 ○ 31 26 5 第２次階上町環境保全率先行動計画 

青森県 新郷村 未策定 29       

岩手県   ○   27 5 地球温暖化対策第 4次岩手県率先実行計画 

岩手県 盛岡市 ○   28   盛岡市エコオフィスプラン 

岩手県 宮古市 ○ 33 23 10 宮古市役所地球温暖化防止等実行計画 

岩手県 大船渡市 ○ 34 25 10 第２次大船渡市環境基本計画 

岩手県 花巻市 ○ 27 27 5 花巻市役所地球温暖化対策実行計画（第２期） 

岩手県 北上市 経過 28 23 5 北上市役所地球温暖化対策推進実行計画 

岩手県 久慈市 ○ 32 27 5 
第３次久慈市地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】 

岩手県 遠野市 ○ 32 28 5 
第 3次遠野市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

岩手県 一関市 経過 29 20 5 一関市役所地球温暖化対策実行計画 

岩手県 
陸前高田

市 
経過 30 19 5 第二次陸前高田市地球温暖化防止等実行計画 

岩手県 釜石市 経過 29 21 5 釜石市役所地球温暖化対策率先実行計画 

岩手県 二戸市 経過 29 18 5 二戸市地球温暖化対策推進実行計画 

岩手県 八幡平市 未策定 30       

岩手県 奥州市 経過 19 19 5 奥州市地球温暖化対策実行計画 

岩手県 滝沢市 ○ 29 24 5 たきざわエコオフィス計画 

岩手県 雫石町 ○   27 5 雫石町地球温暖化対策実行計画（第Ⅳ期計画） 

岩手県 葛巻町 ○ 28 24 5 第 4次葛巻町地球温暖化対策実行計画 

岩手県 岩手町 ○ 31 26 5 
岩手町庁内環境エコ・プラン 21 （岩手町地球温

暖化対策推進実行計画～第 3次～） 

岩手県 紫波町 ○ 28 28 5 紫波町エコチャレンジ・プラン 

岩手県 矢巾町 経過 29 17 8 第 2次矢巾町地球温暖化対策実行計画 

岩手県 西和賀町 経過   19 5 西和賀町地球温暖化防止実行計画 

岩手県 金ケ崎町 ○ 29 23 7 
第３次金ケ崎町地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

岩手県 平泉町 未策定         

岩手県 住田町 経過 29 20 4 住田町役場地球温暖化対策実行計画 

岩手県 大槌町 未策定 29       

岩手県 山田町 経過 32 18 5 山田町役場地球温暖化対策実行計画 

岩手県 岩泉町 ○ 24 24 5 岩泉町地球温暖化防止等実行計画（第３版） 
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岩手県 田野畑村 経過   18 5 田野畑村地球温暖化防止実行計画 

岩手県 普代村 経過   17 5 普代村地球温暖化対策推進実行計画 

岩手県 軽米町 経過 30 20 5 
軽米町地球温暖化対策推進実行計画書（Ｈ２１．

３） 

岩手県 野田村 経過 18 18 5 野田村地球温暖化対策推進実行計画 

岩手県 九戸村 経過   20 5 九戸村地球温暖化防止対策推進実行計画 

岩手県 洋野町 ○ 25 25 5 第３次洋野町地球温暖化対策実行計画 

岩手県 一戸町 経過   18 5 一戸町地球温暖化防止対策推進実行計画 

宮城県   ○ 33 28 5 宮城県環境保全率先実行計画（第５期） 

宮城県 仙台市 ○ 30 25 5 新・仙台市環境行動計画 

宮城県 石巻市 ○ 30 28 3 石巻市環境保全率先行動計画 

宮城県 塩竈市 経過 28 21 5 しおがまエコ・オフィスプラン 

宮城県 気仙沼市 ○   20 9 市の地球温暖化防止に向けた率先行動計画 

宮城県 白石市 ○ 30 25 5 白石市地球温暖化防止実行計画 

宮城県 名取市 ○ 29 24 5 名取市温室ガスの排出抑制等のための実行計画 

宮城県 角田市 経過 29 20 5 角田市地球温暖化対策実行計画 

宮城県 多賀城市 経過 29 19 3 多賀城市地球温暖化防止計画 

宮城県 岩沼市 ○ 32 27 5 岩沼市地球温暖化対策実行計画（第 3期） 

宮城県 登米市 ○   28 5 登米市地球温暖化対策率先実行計画 

宮城県 栗原市 ○   26 5 第２期栗原市地球温暖化対策実行計画 

宮城県 東松島市 未策定 30       

宮城県 大崎市 ○ 33 26 6 大崎市公共施設地球温暖化対策率先実行計画 

宮城県 蔵王町 経過   22 5 第１次蔵王町地球温暖化対策実行計画 

宮城県 七ヶ宿町 未策定         

宮城県 大河原町 未策定         

宮城県 村田町 未策定 30       

宮城県 柴田町 ○ 23 23 5 柴田町地球温暖化防止実行計画 

宮城県 川崎町 ○   28 6 
第 2次川崎町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

宮城県 丸森町 未策定         

宮城県 亘理町 経過 28 22 5 
亘理町地球温暖化対策実行計画（亘理町の事務・

事業に係る温室効果ガス削減計画） 

宮城県 山元町 未策定         

宮城県 松島町 経過   22 5 第 1次松島町温室効果ガス排出量削減実行計画 

宮城県 七ヶ浜町 経過 29 23 5 七ヶ浜町地球温暖化防止実行計画 

宮城県 利府町 ○ 29 24 5 利府町エコアクションプラン 

宮城県 大和町 ○ 23 24 5 大和町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

宮城県 大郷町 経過   14 5 大郷町有公共施設地球温暖化対策推進実行計画 

宮城県 富谷町 経過 30 18 5 
第二次富谷町有公共施設地球温暖化対策推進実行

計画 

宮城県 大衡村 ○ 24 24 5 大衡村有公共地球温暖化対策推進実行計画 

宮城県 色麻町 経過 29 22 5 色麻町地球温暖化対策推進実行計画 

宮城県 加美町 経過   20 5 加美町環境基本計画 

宮城県 涌谷町 未策定 29       

宮城県 美里町 未策定         

宮城県 女川町 未策定 32       

宮城県 南三陸町 経過 30 21 5 南三陸町地球温暖化対策実行計画 

秋田県   ○ 23 23 5 秋田県庁環境保全率先実行計画 

秋田県 秋田市 ○ 29 25 4 
秋田市役所環境配慮行動計画（エコあきた行動計

画） 



参考-8 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

秋田県 能代市 ○ 30 27 4 能代市環境マネジメントシステム 

秋田県 横手市 ○ 32 27 6 横手市地球温暖化防止実行計画（事務事業編） 

秋田県 大館市 ○ 29 28 5 
エコ・プラン２１ 大館市役所地球温暖化防止実

行計画 

秋田県 男鹿市 経過   22 3 男鹿市地球温暖化対策実行計画 

秋田県 湯沢市 経過 30 26 5 湯沢市地球温暖化防止実行計画（第二次改訂版） 

秋田県 鹿角市 ○ 33 28 5 鹿角市役所エコ・オフィス計画（第３期） 

秋田県 
由利本荘

市 
○ 29 24 5 

由利本荘市地球温暖化防止率先実行計画（第二

次） 

秋田県 潟上市 ○ 29 25 4 
第２次潟上市地球温暖化防止実行計画（事務事業

編） 

秋田県 大仙市 経過 30 20 5 大仙市役所地球温暖化対策実行計画 

秋田県 北秋田市 未策定 29       

秋田県 にかほ市 ○ 29 25 5 にかほ市地球温暖化防止実行計画(第 2期計画) 

秋田県 仙北市 経過   21 5 仙北市役所地球温暖化対策実行計画 

秋田県 小坂町 経過   17 5 小坂町地球温暖化対策実行計画 

秋田県 
上小阿仁

村 
経過         

秋田県 藤里町 未策定         

秋田県 三種町 経過   19 5 三種町地球温暖化対策実行計画 

秋田県 八峰町 経過   19 5 八峰町地球温暖化防止対策実行計画 

秋田県 五城目町 未策定 29       

秋田県 八郎潟町 未策定         

秋田県 井川町 未策定         

秋田県 大潟村 ○ 30 25 5 大潟村環境マネジメントシステム 

秋田県 美郷町 ○ 32 26 5 美郷町役場地球温暖化対策実行計画（第２期） 

秋田県 羽後町 ○ 28 23 6 第２次羽後町地球温暖化防止実行計画 

秋田県 東成瀬村 経過   21 6 地球温暖化実行計画 

山形県   ○   27 5 山形県環境保全率先実行計画（第４期） 

山形県 山形市 ○ 31 26 5 
第 4期 山形市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）（ECO ACTION PLAN Ⅳ） 

山形県 米沢市 ○   27 5 第二期米沢市地球温暖化対策実行計画 

山形県 鶴岡市 ○ 30 25 5 第２次鶴岡市地球温暖化対策実行計画 

山形県 酒田市 ○ 30 25 5 第２期酒田市役所環境保全実行計画 

山形県 新庄市 ○ 32 27 5 
第 2次新庄市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

山形県 寒河江市 ○ 31 26 10 寒河江市地球温暖化対策実行計画 

山形県 上山市 経過 29 24 5 第 3期上山市環境率先行動計画 

山形県 村山市 ○ 30 24 7 村山市環境方針 

山形県 長井市 ○   27 5 第２次長井市地球温暖化防止実行計画 

山形県 天童市 経過   18 4 天童市地球温暖化対策実行計画 

山形県 東根市 ○ 29 25 5 
東根市役所エコ・アクションプラン（事務事業

編） 

山形県 尾花沢市 未策定 32       

山形県 南陽市 経過   19 5 南陽市役所温暖化対策実行計画 

山形県 山辺町 ○ 32 27 5 山辺町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

山形県 中山町 ○ 28 23 5 中山町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

山形県 河北町 経過   17 5 不明 

山形県 西川町 未策定 30       

山形県 朝日町 未策定 28       
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山形県 大江町 未策定         

山形県 大石田町 未策定 28       

山形県 金山町 未策定 30       

山形県 最上町 未策定 28       

山形県 舟形町 未策定 29       

山形県 真室川町 経過 28 25 3 真室川町エコオフィスプラン 

山形県 大蔵村 未策定         

山形県 鮭川村 未策定         

山形県 戸沢村 未策定         

山形県 高畠町 経過 29 23 5 高畠町地球温暖化防止実行計画 

山形県 川西町 未策定         

山形県 小国町 未策定 30       

山形県 白鷹町 ○   27 5 白鷹町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

山形県 飯豊町 未策定         

山形県 三川町 未策定 28       

山形県 庄内町 ○ 28 24 3 庄内町環境基本計画 

山形県 遊佐町 ○   28 5 ゆざまちエコアクションプラン 

福島県   ○ 32 25 8 ふくしまエコオフィス実践計画 

福島県 福島市 ○ 32 22 10 福島市率先実行計画 

福島県 
会津若松

市 
○ 33 28 5 第 3期地球温暖化対策推進実行計画 

福島県 郡山市 ○ 29 22 7 第四次環境にやさしい郡山市率先行動計画 

福島県 いわき市 ○ 32 27 5 いわき市循環型オフィスづくり行動計画 

福島県 白河市 未策定         

福島県 須賀川市 経過 29 23 27 すかがわエコ実行プラン 

福島県 喜多方市 経過   21 3 喜多方市役所地球温暖化防止実行計画 

福島県 相馬市 経過 21 20 5 第２次相馬市役所地球温暖化防止実行計画 

福島県 二本松市 ○ 26 27 5 二本松市地球温暖化対策実行計画（第２期） 

福島県 田村市 ○ 30 25 5 田村市地域省エネルギービジョン 

福島県 南相馬市 経過   18 5 南相馬市地球温暖化対策推進実行計画 

福島県 伊達市 ○ 29 25 5 伊達市地球温暖化対策実行計画 

福島県 本宮市 ○ 31 26 5 本宮市役所地球温暖化防止計画 

福島県 桑折町 ○ 29 23 5 桑折町役場地球温暖化対策実行計画 

福島県 国見町 経過 28 20 5 国見町地球温暖化対策実行計画 

福島県 川俣町 経過   20 4 川俣町役場地球温暖化対策実行計画 

福島県 大玉村 ○ 28 27 5 大玉村エコオフィス推進実行計画 

福島県 鏡石町 経過 28 18 5 鏡石町地球温暖化対策実行計画 

福島県 天栄村 ○ 29 24 5 天栄村地球温暖化対策実行計画 

福島県 下郷町 経過 19 20 5 下郷町地球温暖化対策実行計画 2008 

福島県 檜枝岐村 経過   21 5 檜枝岐村地球温暖化対策実行計画 

福島県 只見町 経過   20 5 只見町地球温暖化対策実行計画 

福島県 南会津町 未策定 30       

福島県 北塩原村 未策定         

福島県 西会津町 経過 30 22 3 西会津町地球温暖化対策実行計画 

福島県 磐梯町 ○ 27 27 10 磐梯町地球温暖化対策実行計画 第二次 

福島県 猪苗代町 ○   27 5 第２次猪苗代町地球温暖化対策実行計画 

福島県 
会津坂下

町 
○ 29 24 6 ばんげエコタウンプラン 

福島県 湯川村 ○   28 5 湯川村地球温暖化実施計画（事務事業編） 
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福島県 柳津町 未策定         

福島県 三島町 経過   23 5 第一次三島町地球温暖化対策実行計画 

福島県 金山町 未策定         

福島県 昭和村 未策定 30       

福島県 
会津美里

町 
○ 29 26 3 

会津美里町地球温暖化対策実行計画（H２６～H２

８） 

福島県 西郷村 未策定         

福島県 泉崎村 未策定         

福島県 中島村 未策定         

福島県 矢吹町 未策定         

福島県 棚倉町 ○   26 3 棚倉町環境行動実行計画 

福島県 矢祭町 経過   20 5 矢祭町地球温暖化対策実行計画 

福島県 塙町 経過   22 5 第１次塙町地球温暖化対策実行計画 

福島県 鮫川村 経過   20 5 鮫川村地球温暖化対策実行計画 

福島県 石川町 経過 30 25 5 石川町環境にやさしい庁内行動計画 

福島県 玉川村 ○   25 5 第２次玉川村地球温暖化策定実行計画書 

福島県 平田村 ○ 33 26 7 平田村地球温暖化防止実行計画 

福島県 浅川町 ○   26 5 浅川町地球温暖化防止実行計画 

福島県 古殿町 ○   26 4 古殿町地球温暖化防止実行計画 

福島県 三春町 ○ 33 28 5 
第 2次三春町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

福島県 小野町 ○   22 10 小野町地球温暖化対策実行計画 

福島県 広野町 未策定         

福島県 楢葉町 未策定 29       

福島県 富岡町 未策定         

福島県 川内村 未策定         

福島県 大熊町 未策定         

福島県 双葉町 未策定         

福島県 浪江町 経過   19 3 地球温暖化対策推進実行計画 

福島県 葛尾村 経過   15 5 葛尾村地球温暖化対策推進実行計画 

福島県 新地町 ○ 27 27 5 
第２次新地町役場地球温暖化防止実行計画（事務

事業編） 

福島県 飯舘村 経過   19 5 公表していない 

茨城県   ○   23 5 茨城県環境保全率先実行計画第５期計画 

茨城県 水戸市 ○   26 5 
第３期市役所エコプラン-水戸市地球温暖化対策

実行計画（事務事業編）- 

茨城県 日立市 ○ 30 24 6 日立市環境保全率先実行計画 

茨城県 土浦市 ○ 29 28 14 第三期土浦市役所環境保全率先実行計画 

茨城県 古河市 ○   27 10 古河市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 石岡市 経過   13 3 石岡市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 結城市 経過 13 23 5 結城市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 龍ケ崎市 ○ 28 24 5 
龍ケ崎市第３次地球温暖化防止実行計画（事務事

業編） 

茨城県 下妻市 ○ 25 25 5 
第 2次下妻市役所地球温暖化対策実行計画（事務

事業編） 

茨城県 常総市 ○ 28 24 5 
常総市役所地球温暖化対策率先実行計画 じょう

そうエコオフィスプラン 

茨城県 
常陸太田

市 
経過 29 20 5 

地球温暖化防止実行計画～エコ・オフィスプラン

～ 

茨城県 高萩市 経過 28 20 4 高萩市地球温暖化対策実行計画書 
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茨城県 北茨城市 経過 29 18 5 第２次地球温暖化対策実行計画 

茨城県 笠間市 ○ 29 25 5 笠間市役所地球温暖化対策率先防止実行計画 

茨城県 取手市 経過 30 15 5 取手市地球温暖化防止実行計画 

茨城県 牛久市 経過 28 23 5 第 3期うしくエコオフィス行動計画 

茨城県 つくば市 ○ 30 25 5 
第２次つくば市役所地球温暖化対策実行計画（事

務事業編） 

茨城県 
ひたちな

か市 
○ 29 25 5 ひたちなか市第２次エコオフィス計画 

茨城県 鹿嶋市 未策定 29       

茨城県 潮来市 経過   13 5 平成 13年度潮来市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 守谷市 経過 13 18 7 守谷市役所地球温暖化実行計画 

茨城県 
常陸大宮

市 
○ 28 23 6 

常陸大宮市役所地球温暖化対策実行計画（第 2

次） 

茨城県 那珂市 経過 29 18 6 那珂市地球温暖化防止実行計画 

茨城県 筑西市 ○   19 5 筑西市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 坂東市 経過   19 5 坂東市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 稲敷市 経過 30 19 5 稲敷市役所 地球温暖化対策実行計画 

茨城県 
かすみが

うら市 
○ 28 23 5 第３次温室効果ガス排出制御実行計画 

茨城県 桜川市 経過 29 19 6 桜川市地球温暖化防止対策実行計画 

茨城県 神栖市 ○ 29 25 5 神栖市環境保全率先実行計画（第 2次） 

茨城県 行方市 ○ 30 25 5 第二次行方市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 鉾田市 経過 28 28 5 温室効果ガス排出抑制実行計画 

茨城県 
つくばみ

らい市 
○ 28 23 5 つくばみらい市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 小美玉市 ○   23 5 小美玉市地球温暖化対策実行計画 

茨城県 茨城町 経過   19 5 第二次温室効果ガス排出抑制実行計画書 

茨城県 大洗町 未策定 29       

茨城県 城里町 未策定         

茨城県 東海村 ○ 28 23 5 
第３次とうかいエコオフィスプラン 東海村地球

温暖化対策実行計画 

茨城県 大子町 ○   27 5 大子町役場地球温暖化対策実行計画 

茨城県 美浦村 ○ 30 26 5 第３次美浦村地球温暖化対策実行計画 

茨城県 阿見町 ○   25 5 阿見町第３期地球温暖化対策実行計画 

茨城県 河内町 経過 28 19 5 河内町温室効果ガス排出抑制実行計画 

茨城県 八千代町 ○   24 5 エコプランやちよ 

茨城県 五霞町 ○ 32 25 8 五霞町役場温室効果ガス削減計画 

茨城県 境町 未策定         

茨城県 利根町 ○ 29 24 5 利根町温室効果ガス排出抑制実行計画 

栃木県   ○ 32 27 5 
栃木県地球温暖化対策実行計画（2016～2020年

度） 

栃木県 宇都宮市 ○   28 5 
第２次宇都宮市役所 ストップ・ザ・温暖化プラ

ン 

栃木県 足利市 ○   27 5 第３次足利市役所地球温暖化対策実行計画 

栃木県 栃木市 経過 32 28 5 栃木市エコオフィス推進実行計画 

栃木県 佐野市 ○ 30 24 5 佐野市役所地球温暖化対策実行計画 

栃木県 鹿沼市 ○ 28 23 10 鹿沼市地球温暖化対策地域推進計画 

栃木県 日光市 ○   26 5 
第 2期日光市役所環境配慮率先行動計画-日光市

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）- 

栃木県 小山市 ○   24 8 小山市環境保全率先実行計画 
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栃木県 真岡市 ○ 30 25 5 真岡市役所地球温暖化防止実行計画２０１３ 

栃木県 大田原市 ○ 30 25 5 
大田原市役所地球温暖化防止実行計画【事務事業

編】 

栃木県 矢板市 経過   17 5 矢板市地球温暖化対策地域推進計画 

栃木県 
那須塩原

市 
○ 32 25 8 

那須塩原市地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】 

栃木県 さくら市 ○ 29 25 5 さくら市地球温暖化対策実行計画 

栃木県 
那須烏山

市 
○ 31 25 5 那須烏山市地球温暖化対策実行計画 

栃木県 下野市 ○ 30 28 2 下野市地球温暖化対策実行計画 

栃木県 上三川町 経過 27 22 6 上三川町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

栃木県 益子町 ○ 30 25 5 第２次益子町地球温暖化防止実行計画 

栃木県 茂木町 経過 21 21 3 茂木町地球温暖化防止実行計画 

栃木県 市貝町 経過   18 5 市貝町役場 地球温暖化防止実行計画 

栃木県 芳賀町 未策定         

栃木県 壬生町 経過   16 5 壬生町役場環境保全率先実行計画 

栃木県 野木町 ○   25 5 野木町役場地球温暖化対策実行計画（第２次） 

栃木県 塩谷町 経過   18 5 塩谷町地球温暖化対策実行計画 

栃木県 高根沢町 ○ 27 27 9 高根沢町役場環境保全率先実行計画 

栃木県 那須町 経過   19 5 那須町役場地球温暖化防止実行計画 

栃木県 那珂川町 経過   22 5 那珂川町地球温暖化防止実行計画 

群馬県   ○   26 10 群馬県地球温暖化対策実行計画（改定版） 

群馬県 前橋市 ○   24 9 地球温暖化対策実行計画 

群馬県 高崎市 ○ 32 27 6 職員が業務において取り組む地球温暖化対策 

群馬県 桐生市 ○ 33 28 5 第３次桐生市地球温暖化対策実行計画 

群馬県 伊勢崎市 ○   27 5 
第２次伊勢崎市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

群馬県 太田市 経過 28 15 5 太田市役所温暖化対策実行計画 

群馬県 沼田市 ○   26 6 
第二次沼田市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

群馬県 館林市 ○   28 5 
第 4次館林市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

群馬県 渋川市 ○ 29 24 5 渋川市地球温暖化対策実行計画 

群馬県 藤岡市 ○ 29 24 5 
第二期 藤岡市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

群馬県 富岡市 ○ 28 24 5 富岡市地球温暖化対策推進実行計画 2012 

群馬県 安中市 ○   28 5 安中市地球温暖化対策実行計画 

群馬県 みどり市 ○ 29 27 5 第 2次みどり市地球温暖化対策実行計画 

群馬県 榛東村 未策定         

群馬県 吉岡町 未策定 30       

群馬県 上野村 未策定 30       

群馬県 神流町 未策定         

群馬県 下仁田町 ○ 32 27 6 下仁田町等地球温暖化防止実行計画 

群馬県 南牧村 未策定         

群馬県 甘楽町 未策定         

群馬県 中之条町 ○ 29 25 5 第３期 中之条町地球温暖化対策実行計画 

群馬県 長野原町 経過   15 9 長野原町地球温暖化防止実行計画 

群馬県 嬬恋村 ○   27 5 第 2次嬬恋村地球温暖化対策実行計画 

群馬県 草津町 ○ 27 27 5 草津町地球温暖化対策実行計画 

群馬県 高山村 経過   22 5 高山村地球温暖化対策実行計画 
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群馬県 東吾妻町 ○   26 5 東吾妻町地球温暖化対策実行計画 

群馬県 片品村 経過   21 6 片品村地球温暖化対策実行計画 

群馬県 川場村 ○   24 6 川場村地球温暖化対策実行計画 

群馬県 昭和村 未策定         

群馬県 
みなかみ

町 
経過 30 21 4 

みなかみ町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

群馬県 玉村町 ○ 30 24 6 玉村町地球温暖化防止実行計画書 

群馬県 板倉町 経過 29 29 5 第２次板倉町地球温暖化対策実行計画 

群馬県 明和町 ○ 30 25 5 第 2次明和町地球温暖化防止実行計画 

群馬県 千代田町 ○   26 6 第２次千代田町地球温暖化防止実行計画 

群馬県 大泉町 ○ 28 28 5 大泉町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

群馬県 邑楽町 経過   20 5 
邑楽町地球温暖化防止活動実行計画（平成 20年

～24年） 

埼玉県   ○ 32 26 6 第２期ストップ温暖化・埼玉県庁率先実行プラン 

埼玉県 
さいたま

市 
○ 33 24 8 

さいたま市地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】(平成 25年度～平成 32年度)～さいたま市役

所温室効果ガス排出量削減計画～ 

埼玉県 川越市 ○ 27 28 5 
第四次川越市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

埼玉県 熊谷市 ○ 32 26 6 第 3次熊谷市事務事業地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 川口市 ○ 30 27 5 
第４次川口市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

埼玉県 行田市 ○ 29 25 5 第３次行田市役所地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 秩父市 ○ 30 26 5 秩父市地球温暖化対策実行計画 2015 

埼玉県 所沢市 ○ 30 26 4 
所沢市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区

域施策編） 

埼玉県 飯能市 ○ 31 25 5 
飯能市事務・事業に係る温室効果ガス削減行動計

画 

埼玉県 加須市 ○ 32 27 6 第 2次 加須市役所地球温暖化防止実行計画 

埼玉県 本庄市 経過 30 19 5 本庄市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 東松山市 ○ 29 26 7 東松山市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 春日部市 ○ 30 26 8 
第１次春日部市地球温暖化対策実行計画～春日部

市役所温室効果ガス排出量削減計画～ 

埼玉県 狭山市 ○ 28 23 10 狭山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 羽生市 経過 23 23 5 羽生市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 鴻巣市 ○ 31 26 5 
鴻巣市地球温暖化対策実行計画（第 3期：平成

26～30年度） 

埼玉県 深谷市 ○ 32 25 7 深谷市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 上尾市 ○ 33 28 6 
第２次上尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）～あげおエコ★アクションプラン～ 

埼玉県 草加市 ○ 27 28 5 第三次草加市環境にやさしい庁内率先実行計画 

埼玉県 越谷市 ○ 32 25 8 ストップ温暖化【越谷市率先実行計画】 

埼玉県 蕨市 ○   27 5 蕨市地球温暖化対策計画 

埼玉県 戸田市 ○ 32 27 5 

戸田市地球温暖化対策実行計画改訂版 (注)平成

２７年度の改訂で区域施策編と事務事業編を統合

している。 

埼玉県 入間市 ○ 30 26 3 
第三次入間市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

埼玉県 朝霞市 ○ 33 26 5 第３次朝霞市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 志木市 ○ 29 25 4 志木市地球温暖化対策実行計画 
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埼玉県 和光市 ○ 29 24 5 
第三次和光市地球温暖化防止実行計画（地球温暖

化対策実行計画 事務事業編） 

埼玉県 新座市 ○   28 5 
第３次新座市地球温暖化対策実行計画[事務・事

業編]（平成２８年度～平成３２年度） 

埼玉県 桶川市 ○ 29 25 5 第３次桶川市環境にやさしい庁内率先実行計画 

埼玉県 久喜市 ○ 28 23 5 久喜市環境保全率先実行計画 

埼玉県 北本市 ○ 31 25 5 第３次北本市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 八潮市 経過 28 21 6 八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編） 

埼玉県 富士見市 ○ 28 23 5 富士見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 三郷市 ○ 28 29 4 
第 3次三郷市地球温暖化対策実行計画 ※改訂中

※ 

埼玉県 蓮田市 ○   25 5 第３次地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 坂戸市 ○ 28 24 8 坂戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 幸手市 ○ 30 25 5 
第 2次幸手市地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】 

埼玉県 鶴ヶ島市 ○ 29 24 5 
第３期鶴ヶ島市地球にやさしいオフィス率先行動

計画 

埼玉県 日高市 ○ 33 26 7 日高市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 吉川市 ○   27 5 第４次吉川市環境配慮率先実行計画 

埼玉県 
ふじみ野

市 
○ 30 25 5 ふじみ野市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 白岡市 ○ 28 23 5 白岡市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 伊奈町 ○   27 5 
第３次いなまち地球温暖化防止実行計画（事務事

業編） 

埼玉県 三芳町 ○   27 5 三芳町地球温暖化対策実行計画(事務事業編） 

埼玉県 毛呂山町 経過 28 22 5 第２次もろやま環境にやさしい行動計画 

埼玉県 越生町 ○ 29 23 5  第３次 おごせエコオフィス実行計画 

埼玉県 滑川町 未策定         

埼玉県 嵐山町 ○ 30 26 5 地球温暖化対策実施計画 

埼玉県 小川町 ○ 28 26 6 小川町地球温暖化対策実行計画（事務・事業編） 

埼玉県 川島町 未策定 29       

埼玉県 吉見町 ○ 24 24 5 吉見町地球温暖化対策地方公共団体実行計画 

埼玉県 鳩山町 ○ 30 25 5 エコオフィスはとやま行動計画 第３次計画 

埼玉県 
ときがわ

町 
経過   24   ときがわ町地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 横瀬町 ○ 32 27 5 
第２次横瀬町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

埼玉県 皆野町 ○ 26 26 5 
第 2次皆野町地球温暖化対策実行計画（事務・事

業編） 

埼玉県 長瀞町 経過   25 5 
第１次長瀞町エコチャレンジ・プラン  長瀞町

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 小鹿野町 ○   27 5 小鹿野町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

埼玉県 東秩父村 未策定         

埼玉県 美里町 未策定         

埼玉県 神川町 未策定 28       

埼玉県 上里町 未策定 28       

埼玉県 寄居町 未策定 29       

埼玉県 宮代町 経過 29 20 5 宮代町地球温暖化防止実行計画 

埼玉県 杉戸町 経過 30 19 5 第 2次 杉戸町環境保全率先実行計画 

埼玉県 松伏町 ○   27 5 地球温暖化対策実行計画 
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千葉県   ○ 32 24 8 千葉県庁エコオフィスプラン（第３次） 

千葉県 千葉市 経過 28 23 3 千葉市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 銚子市 経過   20 4 銚子市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 市川市 ○ 28 24 4 
第二次市川市地球温暖化対策実行計画<事務事業

編（暫定版）> 

千葉県 船橋市 ○   27 6 
船橋市地球温暖化対策実行計画（第４次エコオフ

ィスプラン） 

千葉県 館山市 ○ 29 25 5 第三次館山市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 木更津市 経過 20 19 5 第２次木更津市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 松戸市 ○   28 5 松戸市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

千葉県 野田市 ○ 29 24 5 野田市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 茂原市 経過 29 19 5 茂原市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 成田市 ○ 30 24 5 成田市環境保全率先実行計画 

千葉県 佐倉市 ○ 29 25 4 佐倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

千葉県 東金市 経過 30 17 5 東金市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 旭市 ○ 30 25 5 旭市地球温暖化実行計画 

千葉県 習志野市 経過 31 21 4 
習志野市地球温暖化防止実行計画 ― 市職員に

よる第 3次行動 ― 

千葉県 柏市 ○ 33 26 7 柏市エコアクションプラン 

千葉県 勝浦市 ○ 29 25 5 第２次勝浦市地球温暖化防止対策実行計画 

千葉県 市原市 ○ 32 24 8 市原エコ・オフィスプラン[2013~2020] 

千葉県 流山市 ○ 32 28 5 ストップ温暖化！流山市役所率先実行計画 

千葉県 八千代市 経過 28 23 5 
地球温暖化防止に向けた「八千代市率先実行計

画」第 3期計画（平成 23年度～平成 27年度） 

千葉県 我孫子市 ○ 32 27 5 あびこエコ・プロジェクト４ 

千葉県 鴨川市 未策定 29       

千葉県 鎌ケ谷市 経過 29 17 5 鎌ケ谷市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 君津市 ○ 29 24 5 第 3次君津市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 富津市 未策定         

千葉県 浦安市 ○ 28 23 6 
第 3次浦安市公共施設における地球温暖化対策実

行計画 

千葉県 四街道市 ○   26 5 
エコプラン四街道（四街道市地球温暖化防止実行

計画） 

千葉県 袖ケ浦市 ○ 28 24 5 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 八街市 経過   23 5 八街市役所地球温暖化対策実行計画 

千葉県 印西市 ○ 30 25 5 第三次庁内エコプラン 

千葉県 白井市 ○ 30 27 3 白井市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

千葉県 富里市 経過 29 19 5 冨里市地球温暖化防止実行計画 

千葉県 南房総市 ○ 32 27 5 第二次南房総市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 匝瑳市 経過 29 20 4 匝瑳市地球温暖化防止実行計画 

千葉県 香取市 ○ 30 25 5 

香取市地球温暖化対策実行計画 改訂版 ～香取

市の事務・事業における地球温暖化防止対策～ 

平成 25（2013）～平成 29（2017）年 

千葉県 山武市 経過 28 22 5 山武市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 いすみ市 未策定 28       

千葉県 
大網白里

市 
○   28 5 大網白里市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 酒々井町 経過 30 22 5 酒々井町地球温暖化防止実行計画 

千葉県 栄町 未策定 29       

千葉県 神崎町 未策定 29       
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千葉県 多古町 経過 28 22 5 多古町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 東庄町 経過   21 4 東庄町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 
九十九里

町 
未策定         

千葉県 芝山町 未策定 33       

千葉県 横芝光町 経過 29 20 5 横芝光町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 一宮町 ○ 33 28 5 一宮町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 睦沢町 経過   23 3 睦沢町地球温暖化防止実行計画 

千葉県 長生村 ○   27   長生村役場地球温暖化対策実行計画 

千葉県 白子町 ○ 33 28 5 
第 2期白子町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

千葉県 長柄町 経過   23 4 第 1次長柄町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 長南町 ○ 33 28 5 
長南町地球温暖化防止実行計画（役場事務事業

編） 

千葉県 大多喜町 ○   26 5 大多喜町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

千葉県 御宿町 経過   21 5 御宿町地球温暖化対策実行計画 

千葉県 鋸南町 未策定         

東京都   ○ 32 27 5 スマートエネルギー都庁行動計画 

東京都 千代田区 ○ 29 25 5 
千代田区地球温暖化対策第３次実行計画（事務事

業編） 

東京都 中央区 ○ 32 28 5 中央区役所温室効果ガス排出抑制実行計画 

東京都 港区 ○   27 5 第 4次港区環境率先実行計画 

東京都 新宿区 ○ 30 27 10 第五次庁内地球温暖化対策実行計画 

東京都 文京区 ○ 32 27 5 第 2次文京区役所地球温暖化対策実行計画 

東京都 台東区 ○   28 4 
台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画（第

四次計画） 

東京都 墨田区 ○   27 5 
墨田区地球温暖化対策実行計画（区事務事業編）

第４次計画 平成２７年度～平成３１年度 

東京都 江東区 ○ 31 27 10 
チーム江東・環境配慮推進計画（第２次庁内環境

配慮推進計画・後期） 

東京都 品川区 ○ 29 24 5 品川区地球温暖化防止対策実行計画（第三次） 

東京都 目黒区 ○ 30 25 5 
目黒区地球温暖化対策推進第二次実行計画（めぐ

ろエコ・プランⅡ） 

東京都 大田区 ○ 28 26 5 
大田区役所エコオフィス推進プラン第 4次計画

(平成 27～31年度) 

東京都 世田谷区 ○ 29 27 3 世田谷区役所地球温暖化対策実行計画 

東京都 渋谷区 経過 29 20 4 渋谷区地球温暖化重点対策 2009 

東京都 中野区 ○   28 5 
中野区地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事

務事業編） 

東京都 杉並区 ○   27 33 杉並区環境・省エネ対策実施プラン 

東京都 豊島区 ○ 29 25 4 豊島区役所 環境配慮ガイドライン 

東京都 北区 ○ 30 24 5 
第４次北区役所地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

東京都 荒川区 ○ 29 25 5 荒川区役所環境配慮率先行動プラン（改訂版） 

東京都 板橋区 ○   28 3 板橋区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)2018 

東京都 練馬区 ○ 27 27 4 練馬区環境管理実行計画（第二次） 

東京都 足立区 経過 28 26 3 足立区公共施設地球温暖化対策推進実行計画 

東京都 葛飾区 ○ 30 25 5 葛飾区地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

東京都 江戸川区 ○ 30 25 5 環境行動計画 
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東京都 八王子市 ○ 32 27 5 
環境にやさしい 八王子市役所エコアクションプ

ラン（第 3次） 

東京都 立川市 ○   27 5 立川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

東京都 武蔵野市 ○ 28 25 4 第三次武蔵野市役所地球温暖化対策実行計画 

東京都 三鷹市 ○ 30 23 8 三鷹市地球温暖化対策実行計画（第３期計画） 

東京都 青梅市 ○   27 5 
第３次青梅市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

東京都 府中市 ○ 29 27 5 第４次府中市職員エコ・アクションプラン 

東京都 昭島市 ○   25 9 
第三次昭島市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

東京都 調布市 ○ 32 27 5 
第 3次調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

東京都 町田市 ○ 28 24 5 町田市第 3次環境配慮行動計画 

東京都 小金井市 ○ 32 26 6 
第３期小金井市地球温暖化対策実行計画（市役所

版） 

東京都 小平市 ○   21 11 第二次エコダイラ・オフィス計画 

東京都 日野市 ○ 28 24 8 第３次日野市地球温暖化対策実行計画 

東京都 東村山市 ○ 32 23 10 エコオフィスプラン東村山 

東京都 国分寺市 ○ 30 25 5 
第三次 国分寺市地球温暖化防止行動計画（市役

所版） 

東京都 国立市 ○   28 5 国立市役所地球温暖化対策実行計画 

東京都 福生市 ○ 32 27 5 第３次福生市地球温暖化対策実行計画 

東京都 狛江市 ○ 31 24 8 狛江市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

東京都 東大和市 経過 29 23 5 東大和市第二次地球温暖化対策実行計画 

東京都 清瀬市 ○ 28 22 3 清瀬市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

東京都 
東久留米

市 
○ 29 25 5 東久留米市第二次地球温暖化対策実行計画 

東京都 
武蔵村山

市 
○ 29 24 5 武蔵村山市第二次地球温暖化対策実行計画 

東京都 多摩市 ○ 25 25 10 
第二次多摩市地球温暖化対策実行計画【公共施設

編】 

東京都 稲城市 ○ 28 27 10 第二次稲城市職員エコ・アクションプラン改訂版  

東京都 羽村市 ○   28 5 
羽村市エネルギー使用の合理化及び地球温暖化対

策統合実行計画 

東京都 
あきる野

市 
○ 25 25 8 あきる野市第三次地球温暖化防止対策実行計画 

東京都 西東京市 ○ 32 27 10 
西東京市第二次地球温暖化対策実行計画（後期計

画）（事務事業編） 

東京都 瑞穂町 ○ 29 24 28 瑞穂町地球温暖化対策実行計画 

東京都 日の出町 未策定 30       

東京都 檜原村 ○   27 5 第 2次檜原村地球温暖化対策実行計画 

東京都 奥多摩町 経過   21 5 奥多摩町地球温暖化防止実行計画 

東京都 大島町 未策定 29       

東京都 利島村 ○ 30 25 5 
第１次利島村地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

東京都 新島村 未策定         

東京都 神津島村 未策定         

東京都 三宅村 未策定         

東京都 御蔵島村 未策定 30       

東京都 八丈町 未策定         
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東京都 青ヶ島村 未策定         

東京都 小笠原村 経過   21 5 小笠原村地球温暖化防止実行計画 

神奈川県   ○ 28 21 11 神奈川県事務事業温室効果ガス排出抑制計画 

神奈川県 横浜市 ○ 29 25 4 横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編） 

神奈川県 川崎市 ○ 30 22 10 川崎市地球温暖化対策推進計画 

神奈川県 相模原市 ○   23 8 相模原市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

神奈川県 横須賀市 ○ 34 23 10 横須賀市地球温暖化対策行動計画 

神奈川県 平塚市 ○ 28 23 10 平塚市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 鎌倉市 経過 28 21 5 鎌倉市役所エコアクション２１ 

神奈川県 藤沢市 ○ 28 25 9 藤沢市環境保全職員率先実行計画 

神奈川県 小田原市 ○ 29 23 10 小田原市地球温暖化対策推進計画 

神奈川県 茅ヶ崎市 ○   24 8 茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

神奈川県 逗子市 ○   26 8 
第二次逗子市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

神奈川県 三浦市 経過 29 20 5 三浦市役所地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 秦野市 未策定 29       

神奈川県 厚木市 ○ 29 26 6 厚木市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

神奈川県 大和市 ○   23 7 大和市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 伊勢原市 ○ 30 25 5 第三次伊勢原市役所エコオフィスプラン 

神奈川県 海老名市 経過 30 20 5 海老名市公共施設地球温暖化防止実行計画 

神奈川県 座間市 ○ 31 27 5 第三次座間市地球温暖化防止実行計画 

神奈川県 南足柄市 ○   27 5 
南足柄市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）平成 28年度～平成 32年度 

神奈川県 綾瀬市 ○ 31 27 5 
第２次綾瀬市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

神奈川県 葉山町 ○ 26 26 30 第４期葉山町地球温暖化実行計画 

神奈川県 寒川町 ○ 33 25 8 寒川町地球温暖化対策実行計画（行政編） 

神奈川県 大磯町 経過 28 22 3 大磯町地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 二宮町 未策定 28       

神奈川県 中井町 ○ 28 24 30 中井町地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 大井町 ○ 34 25 10 大井町環境基本計画 

神奈川県 松田町 経過 29 18 5 松田町地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 山北町 ○ 28 24 5 ストップ・温暖化 やまきたアクションプラン 

神奈川県 開成町 ○ 29 24 5 開成町地球温暖化防止実行計画[改訂版] 

神奈川県 箱根町 経過 28 23 5 箱根町第 3次庁内地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 真鶴町 経過         

神奈川県 湯河原町 経過   18 5 湯河原町地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 愛川町 経過 28 22 5 
新あいかわエコアクションプラン～愛川町地球温

暖化対策等率先実行計画～ 

神奈川県 清川村 未策定         

新潟県   ○ 28 26 4 環境にやさしい新潟県の率先行動計画 

新潟県 新潟市 ○ 31 25 6 
新潟市地球温暖化対策実行計画（第４期市役所率

先実行版） 

新潟県 長岡市 ○ 30 25 5 長岡市地球温暖化対策実行計画（第３次） 

新潟県 三条市 経過 29 23 4 
人と地球にやさしい三条市の率先行動計画(三条

市地球温暖化防止実行計画) 

新潟県 柏崎市 ○ 28 27 1 柏崎市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

新潟県 新発田市 ○   25 7 
新発田市環境率先実行計画～新発田市エコシフト

２１～ 
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新潟県 小千谷市 ○   25   
小千谷市の事務及び事業に関する地球温暖化対策

実行計画 

新潟県 加茂市 未策定         

新潟県 十日町市 経過 28 24 4 
第２期 十日町市地球温暖化対策実行計画 ～事

務事業編（平成 24年度～平成 27年度）～ 

新潟県 見附市 ○ 29 25 5 
見附市環境にやさしい実践行動計画（第 3期計

画） 

新潟県 村上市 経過   26 7 村上市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

新潟県 燕市 経過 28 21 6 燕市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

新潟県 糸魚川市 ○   26 7 
第２次糸魚川市地球温暖化対策実行計画[事務事

業編（平成 26年度～平成 32年度）] 

新潟県 妙高市 ○ 29 26 4 
妙高市役所・新井頸南広域行政組合 地球温暖化

対策実行計画（第 2期改訂版） 

新潟県 五泉市 ○   27 3 
五泉市地球温暖化対策率先実行計画（ごせんエコ

モーションプラン）第 2次計画 

新潟県 上越市 ○ 34 27 7 上越市地球温暖化対策実行計画 

新潟県 阿賀野市 未策定         

新潟県 佐渡市 ○ 28 24 5 佐渡市地球温暖化対策実行計画（第 2期） 

新潟県 魚沼市 ○   27 5 
魚沼市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～

第 2次魚沼市環境配慮実践プラン～ 

新潟県 南魚沼市 ○ 31 26 5 
南魚沼市環境行動計画【市自らの行動計画】（地

球温暖化対策の南魚沼市実行計画） 

新潟県 胎内市 ○ 28 23 5 
胎内市環境基本計画 胎内市地球温暖化防止実行

計画 

新潟県 聖籠町 ○ 29 15 5 エコ・オフィスチャレンジプラン 

新潟県 弥彦村 未策定         

新潟県 田上町 未策定         

新潟県 阿賀町 未策定 28       

新潟県 出雲崎町 経過   22 5 出雲崎町地球温暖化防止実行計画 

新潟県 湯沢町 未策定         

新潟県 津南町 ○ 28 22 5 環境にやさしい津南町の率先行動計画 

新潟県 刈羽村 ○ 28 23 10 刈羽村地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

新潟県 関川村 未策定         

新潟県 粟島浦村 未策定         

富山県   ○ 32 28 5 新県庁エコプラン＜第４期計画＞ 

富山県 富山市 ○ 29 27 5 第 3期富山市地球温暖化防止実行計画 

富山県 高岡市 ○ 29 24 5 地球温暖化防止高岡市役所実行計画 

富山県 魚津市 ○   27 5 第３次地球温暖化防止魚津市役所実行計画 

富山県 氷見市 経過 30 14 5 地球温暖化防止氷見市実行計画 

富山県 滑川市 ○ 33 28 5 
第２次滑川市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

富山県 黒部市 ○   24 5 
第 2期 地球温暖化防止黒部市役所実行計画（事

務事業編） 

富山県 砺波市 ○ 30 25 5 地球温暖化防止砺波市役所実行計画 

富山県 小矢部市 未策定         

富山県 南砺市 経過 29 21 5 地球温暖化防止南砺市役所実行計画 

富山県 射水市 経過   20 5 地球温暖化防止射水市役所実行計画 

富山県 舟橋村 未策定 30       

富山県 上市町 ○ 30 24 5 第 2次上市町地球温暖化対策実行計画 

富山県 立山町 ○ 28 25 7 立山町地球温暖化防止実行計画書 
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富山県 入善町 経過 28 25 8 地球温暖化防止入善町役場実行計画 

富山県 朝日町 ○ 32 27 5 第２期朝日町地球温暖化防止実行計画 

石川県   経過 29 16 6 
石川県環境総合計画（第４章（１）②） 県庁グ

リーン化率先行動プラン 

石川県 金沢市 ○   27 5 金沢市役所地球温暖化対策実行計画 2016 

石川県 七尾市 経過 30 26 5 七尾市地球温暖化対策実行計画 

石川県 小松市 経過 29 25 2 地球温暖化防止小松市役所実行計画 

石川県 輪島市 ○ 25 25 5 第 3次輪島市地球温暖化防止実行計画 

石川県 珠洲市 経過 28 22 5 地球温暖化対策実行計画 

石川県 加賀市 経過 28 16 5 
加賀市地球温暖化防止実行計画 ～地球温暖化防

止に向けた率先行動～ 

石川県 羽咋市 ○ 29 25 5 羽咋市地球温暖化対策実行計画(事務事業編） 

石川県 かほく市 ○   27 5 かほく市地球温暖化防止実行計画（第２期） 

石川県 白山市 経過 28 23 5 
はくさんＥＣＯマネジメントプラン （第１次白

山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）） 

石川県 能美市 未策定 31       

石川県 野々市市 ○ 28 21 13 第１次野々市町地球温暖化対策実行計画 

石川県 川北町 経過 20 20 5 第１次川北町地球温暖化対策実行計画 

石川県 津幡町 ○   26 5 第２期津幡町地球温暖化防止実行計画 

石川県 内灘町 ○   27 5 
第 2期内灘町地球温暖化対策実行計画｛事務事業

編） 

石川県 志賀町 未策定         

石川県 
宝達志水

町 
○ 31 26 5 第２次宝達志水町地球温暖化対策実行計画 

石川県 中能登町 経過   18 5 
中能登町温暖化対策実行計画（平成１８～２２年

版） 

石川県 穴水町 ○ 21 26 7 第 2次穴水町地球温暖化対策実行計画 

石川県 能登町 ○ 29 26 5 第２次 能登町役場地球温暖化対策実行計画書 

福井県   ○ 29 25 5 福井県環境基本計画 

福井県 福井市 経過 28 23 1 ISO14001 福井市環境マネジメントシステム 

福井県 敦賀市 ○ 30 25 5 第２次敦賀市環境基本計画 

福井県 小浜市 経過 29 17 3 小浜市地球温暖化対策実行計画 

福井県 大野市 ○ 33 28 5 大野市役所地球温暖化対策実行計画 

福井県 勝山市 経過   21 5 勝山市地球温暖化対策実行計画 

福井県 鯖江市 ○ 32 27 5 さばえ ECOオフィスプラン 

福井県 あわら市 経過   17 3 
あわら市地球温暖化対策実行計画～地球にやさし

いオフィスをめざして～ 

福井県 越前市 ○   27   越前市環境マネジメントシステム 

福井県 坂井市 ○ 30 25 5 坂井市環境基本計画改定版 

福井県 永平寺町 経過   22 5 永平寺町役場エコオフィスプラン 

福井県 池田町 未策定         

福井県 南越前町 ○ 22 25 8 南越前町地球温暖化防止実行計画 

福井県 越前町 未策定 29       

福井県 美浜町 経過 28 20 5 美浜町地球温暖化対策実行計画 

福井県 高浜町 ○ 30 26 5 高浜町地球温暖化対策実行計画 

福井県 おおい町 未策定         

福井県 若狭町 経過   19 5 若狭町地球温暖化対策実行計画 

山梨県   ○ 28 27 1 やまなしエネルギー環境マネジメントシステム 

山梨県 甲府市 ○ 42 27 15 甲府市地球温暖化対策実行計画 
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山梨県 
富士吉田

市 
経過 29 14 2 富士吉田市地球温暖化防止実行計画 

山梨県 都留市 ○ 29 23 6 都留市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）  

山梨県 山梨市 ○ 29 24 5 第２次山梨市役所地球温暖化対策実行計画 

山梨県 大月市 ○ 31 26 5 第３次大月市地球温暖化対策実行計画 

山梨県 韮崎市 未策定         

山梨県 
南アルプ

ス市 
○ 32 27 5 南アルプス市地球温暖化対策実行計画 

山梨県 北杜市 経過 28 19 5 北杜市環境保全率先行動計画 

山梨県 甲斐市 ○ 34 25 9 
第 2次甲斐市地球温暖化対策実行計画（甲斐市役

所エコアクションプラン） 

山梨県 笛吹市 経過 31 26 5 第２次笛吹市地球温暖化対策実行計画 

山梨県 上野原市 ○ 28 24 5 上野原市第３次地球温暖化防止実行計画 

山梨県 甲州市 ○   24 12 甲州市環境基本計画 

山梨県 中央市 未策定 29       

山梨県 
市川三郷

町 
経過 30 20 5 市川三郷町地球温暖化対策実行計画 

山梨県 早川町 未策定 30       

山梨県 身延町 経過 33 28 5 
身延町地球温暖化対策実行計画平成 28年度改訂

版 

山梨県 南部町 経過 29 21 5 南部町地球温暖化対策実行計画 

山梨県 富士川町 経過 28 23 5 富士川町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

山梨県 昭和町 経過 29 14 5 昭和町地球温暖化対策実行計画 

山梨県 道志村 未策定         

山梨県 西桂町 ○ 30 26 5 西桂町地球温暖化対策実行計画 

山梨県 忍野村 経過   21 6 なし 

山梨県 山中湖村 ○   29 5 第２次山中湖村地球温暖化対策実行計画 

山梨県 鳴沢村 ○ 30 25 5 鳴沢村地球温暖化防止実行計画 

山梨県 
富士河口

湖町 
未策定 28       

山梨県 小菅村 未策定 28       

山梨県 丹波山村 未策定 29       

長野県   ○ 27 28 5 
温室効果ガス削減のための「第 5次長野県職員率

先実行計画」 

長野県 長野市 ○ 28 26 3 第四次長野市役所温暖化防止実行計画 

長野県 松本市 ○ 32 28 5 松本市役所エコオフィスプラン 

長野県 上田市 ○ 29 25 5 
エコオフィスうえだ 第三次上田市役所地球温暖

化防止実行計画 

長野県 岡谷市 ○   28 5 岡谷市役所環境保全の率先実行計画Ⅴ 

長野県 飯田市 ○ 30 27 3 改訂第 2次飯田市役所地球温暖化防止実行計画 

長野県 諏訪市 ○ 30 25 5 諏訪市地球温暖化防止実行計画（事務事業編） 

長野県 須坂市 ○   27 5 須坂市地球温暖化防止実行計画 2016 

長野県 小諸市 ○   26 5 
小諸市役所地球温暖化防止実行計画(エコオフィ

スこもろ)  

長野県 伊那市 経過 29 22 5 伊那市役所エコオフィス活動実行計画 

長野県 駒ヶ根市 ○ 30 19 5 駒ヶ根市第 2次環境基本計画 

長野県 中野市 ○   27 5 中野市地球温暖化防止実行計画 

長野県 大町市 ○ 30 25 5 大町市地球温暖化防止実行計画 

長野県 飯山市 未策定 30       

長野県 茅野市 ○ 29 19 1 茅野市役所地球温暖化対策実行計画 
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長野県 塩尻市 経過 28 20 8 地球温暖化対策実行計画 

長野県 佐久市 ○ 29 27 2 佐久市環境エネルギー重点プラン 

長野県 千曲市 ○ 29 25 5 千曲市環境率先行動計画 

長野県 東御市 ○ 29 28 3 
第５次東御市役所地球温暖化防止実行計画（東御

市役所エコオフィスプラン） 

長野県 安曇野市 ○ 33 28 5 第 2次安曇野市地球温暖化防止実行計画 

長野県 小海町 未策定         

長野県 川上村 ○   30 5 川上村地球温暖化防止実行計画 

長野県 南牧村 未策定         

長野県 南相木村 経過 31 21 5 南相木村役場地球温暖化防止実行計画 

長野県 北相木村 未策定         

長野県 佐久穂町 経過   21 5 佐久穂町役場 地球温暖化防止実行計画 

長野県 軽井沢町 ○ 31 26 5 
軽井沢町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

第２次 

長野県 御代田町 経過   19 5   

長野県 立科町 未策定         

長野県 青木村 未策定 29       

長野県 長和町 未策定 30       

長野県 下諏訪町 ○ 31 26 5 下諏訪町地球温暖化防止実行計画 第二次改訂版 

長野県 富士見町 未策定         

長野県 原村 未策定         

長野県 辰野町 経過   20 5 辰野町地球温暖化防止実行計画 

長野県 箕輪町 経過 18 18 5 箕輪町地球温暖化対策実行計画 

長野県 飯島町 ○ 32 27 5 飯島町地球温暖化対策実行計画 

長野県 南箕輪村 ○ 30 25 5 第 2次南箕輪村地球温暖化防止対策実行計画 

長野県 中川村 ○   27 5 第１次中川村地球温暖化対策実行計画 

長野県 宮田村 ○ 33 28 5 宮田村地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

長野県 松川町 ○ 28 25 4 第２期 松川町役場地球温暖化防止実行計画 

長野県 高森町 未策定 29       

長野県 阿南町 経過   24 5 地球温暖化対策計画 

長野県 阿智村 未策定         

長野県 平谷村 未策定         

長野県 根羽村 経過   20 25 根羽村地球温暖化防止実行計画 

長野県 下條村 未策定         

長野県 売木村 ○ 29 29   売木村地球温暖化防止計画 

長野県 天龍村 経過 29 19 5 天龍村地球温暖化防止実行計画 

長野県 泰阜村 未策定         

長野県 喬木村 未策定         

長野県 豊丘村 経過   20 5 豊丘村地球温暖化防止実行計画 

長野県 大鹿村 ○ 29 21 8 大鹿村地球温暖化防止実行計画 

長野県 上松町 経過   20 5 上松町地球温暖化防止実行計画 

長野県 南木曽町 経過 30 20 5 
南木曽町役場地球温暖化防止実行計画（環境保全

対策実施計画） 

長野県 木祖村 経過   20 5 木祖村地球温暖化防止実行計画 

長野県 王滝村 経過 20 21 5 王滝村地球温暖化防止実行計画 

長野県 大桑村 未策定         

長野県 木曽町 ○   28 5 
第 3次木曽町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

長野県 麻績村 未策定 29       
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長野県 生坂村 経過   20 5 生坂村役場地球温暖化防止実行計画 

長野県 山形村 ○       山形村環境基本計画 

長野県 朝日村 ○   25 5 第２次朝日村地球温暖化防止実行計画 

長野県 筑北村 未策定 30       

長野県 池田町 未策定         

長野県 松川村 未策定         

長野県 白馬村 経過   21 4 地球温暖化対策地域推進計画 

長野県 小谷村 経過 30 18 5 地球温暖化防止 小谷村実行計画 

長野県 坂城町 未策定         

長野県 小布施町 経過 29 20 5 小布施町役場地球温暖化防止実行計画 

長野県 高山村 経過 21 21 5 地球温暖化防止実行計画 

長野県 山ノ内町 ○ 24 24 5 山ノ内町役場地球温暖化実行計画 

長野県 木島平村 経過   20 5 木島平村地球温暖化対策実行計画 

長野県 
野沢温泉

村 
経過   20 5 野沢温泉村地球温暖化防止実行計画 

長野県 信濃町 ○ 25 25 5 第２次信濃町地球温暖化防止実行計画 

長野県 小川村 未策定 32       

長野県 飯綱町 ○ 28 28 5 第２次飯綱町地球温暖化対策実行計画 

長野県 栄村 ○ 29 25 5 栄村地球温暖化防止実行計画 

岐阜県   ○ 32 27 5 岐阜県地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 岐阜市 ○ 28 24 5 環境アクションプランぎふ 2012 

岐阜県 大垣市 ○ 32 28 5 
大垣市第 3次地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】 

岐阜県 高山市 ○ 33 26 7 
第３次高山市地球温暖対策実行計画（高山市役所

エコオフィス推進マニュアル） 

岐阜県 多治見市 ○ 28 23 5 多治見市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 関市 ○ 29 24 5 地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 中津川市 ○   27 10 中津川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 美濃市 未策定         

岐阜県 瑞浪市 ○ 29 25 5 第二次瑞浪市地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 羽島市 ○   23 5 
羽島市役所実行計画（リーディングエコプラン

2011） 

岐阜県 恵那市 経過   18 5 恵那市地球温暖化防止実行計画 

岐阜県 
美濃加茂

市 
○   28 5 美濃加茂市環境保全率先行動計画（第３次） 

岐阜県 土岐市 ○ 34 23 10 土岐市地球温暖化対策実行計画 第３次実行計画 

岐阜県 各務原市 ○ 30 25 4 各務原市地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 可児市 経過 23 12 5 可児市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 山県市 ○ 31 26 5 山県市地球温暖化対策推進実行計画書 

岐阜県 瑞穂市 ○   26 6 瑞穂市第２次地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 飛騨市 経過 29 17 5 飛騨市地球温暖化防止実行計画 

岐阜県 本巣市 経過 28 23 0 第２期本巣市地球温暖化対策推進実行計画  

岐阜県 郡上市 経過   17 5 郡上市地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 下呂市 ○   23 7   

岐阜県 海津市 未策定 30       

岐阜県 岐南町 未策定         

岐阜県 笠松町 未策定 30       

岐阜県 養老町 ○   27 5 養老町地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 垂井町 未策定 30       

岐阜県 関ケ原町 経過   19 5 関ヶ原町地球温暖化対策実行計画 
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岐阜県 神戸町 未策定         

岐阜県 輪之内町 ○ 30 25 5 第 2次輪之内町地球温暖化対策推進実行計画 

岐阜県 安八町 未策定 30       

岐阜県 揖斐川町 ○ 32 27 5 地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 大野町 経過 23 23 5 大野町地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 池田町 未策定 31       

岐阜県 北方町 未策定         

岐阜県 坂祝町 ○   27 5 
第１次坂祝町エコチャレンジ・プラン 坂祝町地

球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 富加町 ○   26 5 富加町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岐阜県 川辺町 ○   27 5 第 2次 川辺町地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 七宗町 ○   26   第 2次七宗町エコチャレンジ・プラン 

岐阜県 八百津町 ○   23 5 第１次八百津町地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 白川町 未策定 29       

岐阜県 東白川村 未策定 29       

岐阜県 御嵩町 ○ 30 25 5 御嵩町地球温暖化防止対策実行計画 

岐阜県 白川村 経過 25 25 5 白川村地球温暖化対策実行計画 

静岡県   ○ 29 26 4 
新しずおかエコオフィス実践プラン（静岡県庁地

球温暖化対策実行計画） 

静岡県 静岡市 ○   27 7 第２次静岡市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 浜松市 ○ 32 14 6 
浜松市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

（第４期計画） 

静岡県 沼津市 ○ 33 27 5 
第 4期沼津市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

静岡県 熱海市 経過 30 18 5 新熱海市役所の地球に優しいオフィスプラン２１ 

静岡県 三島市 ○ 28 23 5 地球にやさしい率先行動計画 

静岡県 富士宮市 ○   28 5 
第４次富士宮市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

静岡県 伊東市 ○ 30 24 6 伊東市役所地球温暖化対策実行計画 

静岡県 島田市 ○   27 3 
島田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第

３期計画 

静岡県 富士市 ○   27 5 
富士市地球温暖化対策実行計画（事務事業編第二

期計画） 

静岡県 磐田市 ○   25 5 磐田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

静岡県 焼津市 ○ 28 25 5 
焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業

編）第４期計画 

静岡県 掛川市 経過   22 5 掛川市地球温暖化防止実行計画 

静岡県 藤枝市 ○ 32 27 5 藤枝市役所エコアップ・エコオフィスプラン 

静岡県 御殿場市 ○   23 5 
御殿場市第３期地球温暖化対策実行計画（エコ・

アップ・プラン） 

静岡県 袋井市 経過 28 22 5 袋井市役所ＳＴＯＰ温暖化アクションプラン 

静岡県 下田市 経過 30 20 5 下田市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 裾野市 ○   27 5 
裾野市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事

務事業編） 

静岡県 湖西市 経過 29 23 2 湖西市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 伊豆市 ○ 29 25 5 
第２次 伊豆市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

静岡県 御前崎市 経過 29 19 5 御前崎市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 菊川市 ○ 29 24 5 
第 2次菊川市地球温暖化対策実行計画(事務事業

編) 
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静岡県 
伊豆の国

市 
○ 28 23 5 第 2次伊豆の国市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 牧之原市 経過 28 23 5 牧之原市地球温暖化防止実行計画 

静岡県 東伊豆町 経過 28 25 3 第 3次東伊豆町地球温暖化対策実行計画 

静岡県 河津町 経過   22 5 第２次河津町町地球温暖化対策実行計画 

静岡県 南伊豆町 ○   23 6 第三次 南伊豆町地球温暖化対策実行計画書 

静岡県 松崎町 経過 29 20 5 地球にやさしい町役場実行計画 

静岡県 西伊豆町 経過 30 16 5 西伊豆町地球温暖化実行計画 

静岡県 函南町 ○ 29 23 28 第三次函南町地球温暖化実行防止計画 

静岡県 清水町 経過 30 21 5 第２期地球温暖化実行計画  

静岡県 長泉町 ○ 30 26 5 
第３次長泉町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

静岡県 小山町 経過 28 22 5 第４次小山町地球温暖化対策実行計画 

静岡県 吉田町 経過 28 18 5 吉田町地球温暖化防止実行計画 

静岡県 川根本町 ○ 28 25 5 川根本町地球温暖化対策実行計画 

静岡県 森町 ○   20 5 森町地球温暖化対策実行計画 

愛知県   ○   27 6 あいちエコスタンダード 

愛知県 名古屋市 ○ 29 22 10 名古屋市役所環境行動計画 2020 

愛知県 豊橋市 ○ 31 27 5 第５次豊橋市エコアクションプラン 

愛知県 岡崎市 ○   28 5 岡崎市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

愛知県 一宮市 ○ 33 28 5 
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）「第４次

エコアクション一宮」 

愛知県 瀬戸市 経過 30 25 5 第２次エコオフィスプランせと 

愛知県 半田市 ○ 26 26 5 はんだエコアクション 2019 

愛知県 春日井市 ○ 30 23 9 春日井市役所地球温暖化対策行動指針 

愛知県 豊川市 ○   26 6 
第 2次豊川市役所地球温暖化対策実行計画【豊川

市公共施設環境率先行動計画】 

愛知県 津島市 未策定 29       

愛知県 碧南市 ○ 32 22 10 
碧南市役所環境保全率先行動計画（碧のエコプラ

ン） 

愛知県 刈谷市 ○ 33 28 5 
刈谷市職員環境行動計画（エコアクション刈谷）

第６版 

愛知県 豊田市 ○   26 10 とよたエコアクションプラン 

愛知県 安城市 ○ 14 24 5 第 3期安城市役所地球温暖化対策実行計画 

愛知県 西尾市 ○ 29 24 6 西尾市温室効果ガス抑制実行プラン 

愛知県 蒲郡市 ○   26 5 第 4次地球温暖化対策実行計画 

愛知県 犬山市 ○   25 5 
第２次犬山市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

愛知県 常滑市 ○ 29 25 29 第３次常滑市庁内環境保全率先行動計画 

愛知県 江南市 ○ 29 24 5 第二次江南市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 小牧市 ○ 31 27 10 小牧市環境率先行動計画 

愛知県 稲沢市 ○ 29 26 4 稲沢市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 新城市 ○ 30 23 12 新城市地球温暖化防止実行計画（第 2次計画） 

愛知県 東海市 ○ 33 28 5 東海市庁内等環境保全率先行動計画 

愛知県 大府市 ○ 33 28 5 
大府市庁内等環境保率先行動計画「エコプランお

おぶ」 

愛知県 知多市 ○ 30 25 5 第４次知多市庁内環境保全率先実行計画 

愛知県 知立市 ○ 28 27 5 知立市環境保全行動計画（平成 28～32年度） 

愛知県 尾張旭市 ○ 29 28 1 尾張旭市環境マネジメントシステム 
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愛知県 高浜市 ○   27 5 
第 2次高浜市地球温暖化対策実行計画(事務事業

編） 

愛知県 岩倉市 ○ 30 25 5 第 2次岩倉市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 豊明市 ○ 32 28 5 
とよあけエコアクションプラン Ｖｅｒ．４ ～

豊明市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～ 

愛知県 日進市 ○   27 1 日進市環境保全・創出のための行動計画 

愛知県 田原市 ○   23 10 田原市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛知県 愛西市 ○ 30 25 4 愛西市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛知県 清須市 未策定 28       

愛知県 
北名古屋

市 
○   24 5 

北名古屋市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

愛知県 弥富市 未策定 33       

愛知県 みよし市 ○ 26 26 10 
地球温暖化対策実行計画・庁内環境保全率先行動

計画 

愛知県 あま市 未策定 29       

愛知県 長久手市 ○ 30 27 4 長久手市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛知県 東郷町 ○   25 10 第２次東郷町エコプラン 

愛知県 豊山町 ○   28 5 
豊山町職員環境保全行動指針（地球温暖化対策実

行計画） 

愛知県 大口町 ○ 27 27 5 大口町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛知県 扶桑町 ○ 28 27 1 扶桑町地球温暖化対策実行計画 

愛知県 大治町 未策定         

愛知県 蟹江町 経過 29 21 5 第２次蟹江町地球温暖化対策実行計画 

愛知県 飛島村 未策定         

愛知県 阿久比町 経過   20 5 阿久比町庁内エコアクションプラン 

愛知県 東浦町 ○   25 5 東浦町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛知県 南知多町 ○ 33 28 5 南知多町第 4次庁内環境保全率先実行計画 

愛知県 美浜町 ○   26 6 
第２次美浜町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

愛知県 武豊町 ○ 31 25 5 第３次武豊町地球温暖化対策実行計画 

愛知県 幸田町 ○ 31 26 5 幸田町地球温暖化対策実行計画 

愛知県 設楽町 未策定         

愛知県 東栄町 ○   27 5 地球温暖化防止実行計画 

愛知県 豊根村 未策定         

三重県   ○ 32 23 9 
三重県地球温暖化対策実行計画 ～低炭素社会の

実現に向けて～ 

三重県 津市 ○   20 8 津市地球温暖化対策実行計画 

三重県 四日市市 ○ 30 26 10 
四日市市地球温暖化対策実行計画（四日市市役所

編） 

三重県 伊勢市 ○   24 9 伊勢市地球温暖化防止実行計画 

三重県 松阪市 ○ 28 24 5 松阪市地球温暖化対策率先実行計画 

三重県 桑名市 ○   26 5 桑名市省エネオフィスプラン 

三重県 鈴鹿市 経過 28 18 5 
Suzuka-EMS 鈴鹿市事務事業 地球温暖化対策実

行計画 

三重県 名張市 経過 29 25 3 
名張市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

【第４次】 

三重県 尾鷲市 ○ 28 28 5 尾鷲市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

三重県 亀山市 ○ 30 26 5 亀山市役所地球温暖化防止対策実行計画 

三重県 鳥羽市 ○ 32 22 10 鳥羽市地球温暖化防止実行計画 

三重県 熊野市 ○ 28 23 5 第２期熊野市地球温暖化対策実行計画 
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三重県 いなべ市 経過 28 19 5 いなべ市地球温暖化防止実行計画 

三重県 志摩市 ○ 30 24 5 志摩市地球温暖化対策実行計画（第２期）  

三重県 伊賀市 ○   5   伊賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

三重県 木曽岬町 経過   18 5 木曽岬町地球温暖化防止実行計画 

三重県 東員町 ○ 32 27 6 第１次東員町エコプラン 

三重県 菰野町 ○ 33 27 6 菰野町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

三重県 朝日町 ○   25 5 第１次朝日町地球温暖化対策実行計画 

三重県 川越町 ○ 31 25 6 川越町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

三重県 多気町 経過   13 5 地球温暖化防止計画書 2001 

三重県 明和町 経過   14 5 明和町地球温暖化対策実行計画 

三重県 大台町 経過 29 23 5 大台町地球温暖化対策実行計画 

三重県 玉城町 経過 28 23 5 玉城町地球温暖化対策実行計画 

三重県 度会町 経過 30 19 5 度会町地球温暖化対策実行計画 

三重県 大紀町 未策定         

三重県 南伊勢町 未策定         

三重県 紀北町 ○ 26 26 5 紀北町地球温暖化対策実行計画（第二次） 

三重県 御浜町 経過   13 5 御浜町地球温暖化対策実行計画 

三重県 紀宝町 経過   20 5 紀宝町地球温暖化対策実行計画 

滋賀県   経過 28 23 5 滋賀県低炭素社会づくり推進計画 

滋賀県 大津市 ○   27 5 
環境にやさしい大津市役所率先実行計画第６次計

画 

滋賀県 彦根市 経過 28 23 5 第 3期彦根市温室効果ガス排出抑制等実行計画 

滋賀県 長浜市 経過 29 22 5 長浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

滋賀県 
近江八幡

市 
○ 28 5 5 

近江八幡市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

滋賀県 草津市 ○ 28 24 5 草津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

滋賀県 守山市 ○ 30 25 5 第３次守山市地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 栗東市 ○ 31 26 10 栗東市地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 甲賀市 ○ 29 24 5 ラブアースこうか２０１２ 

滋賀県 野洲市 ○ 24 24 5 
第２次野洲市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

滋賀県 湖南市 ○ 28 28 5 
湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画（第二

期） 

滋賀県 高島市 経過   27 10 高島市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

滋賀県 東近江市 ○   26 5 東近江市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

滋賀県 米原市 ○ 30 25 5 米原市役所地球温暖化対策率先実行計画 

滋賀県 日野町 ○ 29 27 3 第３次日野町地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 竜王町 未策定         

滋賀県 愛荘町 ○   26 6 
第２次愛荘町地球温暖化防止実行計画（事務・事

業編） 

滋賀県 豊郷町 未策定         

滋賀県 甲良町 未策定         

滋賀県 多賀町 ○ 30 25 5 多賀町第 2次地球温暖化対策実行計画 

京都府   ○ 29 26 7 府庁の省エネ・創エネ実行プラン 

京都府 京都市 ○ 33 23 10 京都市役所 CO2削減率先実行計画 

京都府 福知山市 経過   20 5 福知山市役所地球温暖化対策実行計画 

京都府 舞鶴市 ○ 29 16 5 
第３期舞鶴市地球温暖化対策実行計画[事務事業

編] 

京都府 綾部市 ○   26 5 第２次綾部市地球温暖化対策実行計画 

京都府 宇治市 ○ 29 24 5 宇治市地球温暖化対策実行計画(第 4期計画) 



参考-28 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

京都府 宮津市 ○ 28 23 5 

第２期宮津市役所地球温暖化対策実行計画 ～資

源の無駄遣いをしない、エネルギーの適正管理を

行う宮津市役所のエコアクションプラン～ 

京都府 亀岡市 ○ 32 27 5 亀岡市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

京都府 城陽市 ○ 29 25 5 第 3期城陽市エコプラン 

京都府 向日市 経過 29 20 5 向日市地球温暖化対策実行計画 

京都府 長岡京市 経過 28 25 3 長岡京市役所地球温暖化防止実行計画 

京都府 八幡市 ○ 28 23 5 第 2次八幡市エコ・オフィス計画 

京都府 京田辺市 ○ 29 25 5 
京田辺市地球温暖化対策実行計画（第 3期事務事

業編） 

京都府 京丹後市 ○ 31 26 5 
京丹後市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

第 2期計画 

京都府 南丹市 ○ 29 26 5 第２次南丹市地球温暖化対策実行計画 

京都府 木津川市 経過 22 22 5 木津川市地球温暖化対策実行計画 

京都府 大山崎町 経過 18 18 5 大山崎町地球温暖化対策実行計画 

京都府 久御山町 ○ 28 24 5 久御山セービングプラン（第３期計画） 

京都府 井手町 経過 29 24 6 井手町地球温暖化対策実行計画 

京都府 
宇治田原

町 
○ 24 24 5 宇治田原町地球温暖化防止実行計画（第２期） 

京都府 笠置町 経過   19 5 笠置町地球温暖化対策実行計画 

京都府 和束町 経過 20 20 5 和束町地球温暖化対策実行計画 

京都府 精華町 ○ 30 25 5 
精華町地球温暖化防止実行計画 精華町地球温暖

化防止実行計画（第２期） 

京都府 南山城村 ○ 32 27 5 南山城村地球温暖化対策実行計画 

京都府 京丹波町 ○ 29 24 5 第２期京丹波町地球温暖化対策実行計画 

京都府 伊根町 経過   19 5 伊根町地球温暖化対策実行計画 

京都府 与謝野町 経過 28 20 5 与謝野町地球温暖化対策実行計画(事務事業偏) 

大阪府   ○ 28 26 6 
ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン～大

阪府地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～ 

大阪府 大阪市 ○ 28 28 5 大阪市地球温暖化対策実行計画〔事務事業編〕 

大阪府 堺市 ○ 29 26 7 堺市地球温暖化対策実行計画＜事務事業編＞ 

大阪府 岸和田市 経過 31 19 3 岸和田市地球温暖化対策率先実行計画 

大阪府 豊中市 ○ 29 22 10 第３次豊中市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 池田市 ○ 30 27 3 第４次池田市地球温暖化防止実行計画 

大阪府 吹田市 ○ 32 28 5 
吹田市役所エコオフィスプラン（平成２８年度～

平成３２年度） 

大阪府 泉大津市 ○ 30 26 5 地球温暖化対策の推進に関する泉大津市実行計画 

大阪府 高槻市 ○   27 5 
たかつきエコオフィスプラン（平成 28年度～平

成 32年度） 

大阪府 貝塚市 ○ 29 26 3 第 3期貝塚市地球温暖化対策実施計画 

大阪府 守口市 ○ 31 26 5 守口市地球温暖化実行計画Ⅱ 

大阪府 枚方市 ○ 29 24 5 枚方市役所 CO2削減プラン（2013～2017年度） 

大阪府 茨木市 ○ 29 24 5 エコオフィスプランいばらき（第 4版） 

大阪府 八尾市 ○ 27 27 5 
第２次八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

大阪府 泉佐野市 ○ 29 25 29 泉佐野市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

大阪府 富田林市 ○ 29 23 5 富田林市地球温暖化対策実行計画（第 3次） 

大阪府 寝屋川市 ○   27 5 第４期寝屋川市役所温暖化対策実行計画 

大阪府 
河内長野

市 
○   27 5 

河内長野市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編：河内長野市エコアクションプラン） 
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大阪府 松原市 経過 29 25 3 
地球温暖化対策の推進に関する松原市実行計画

（第２次） 

大阪府 大東市 ○ 30 25 6 第３期大東市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 和泉市 経過 29 24 4 第 3次和泉市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 箕面市 経過   11 11 箕面市地球環境保全行動計画（行政編） 

大阪府 柏原市 経過   13 5 柏原市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 羽曳野市 未策定         

大阪府 門真市 ○   27 3 
門真市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】～

第４期 門真市エコオフィス推進計画～ 

大阪府 摂津市 経過 28 23 5 せっつ・エコオフィス推進プログラムⅢ 

大阪府 高石市 経過   13 5 高石市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 藤井寺市 経過   13 5 ECO2（えこつー）プランふじいでら 

大阪府 東大阪市 ○ 32 27 5 
東大阪市地球温暖化対策実行計画事務事業編（Ｅ

ＡＣＨⅢ） 

大阪府 泉南市 未策定 29       

大阪府 四條畷市 ○ 32 27 5 
第３次四條畷市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

大阪府 交野市 ○   28 5 交野市環境マネジメントシステム 

大阪府 
大阪狭山

市 
○   27 5 

大阪狭山市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

大阪府 阪南市 経過 28 23 5 
第 3次阪南市地球温暖化対策実行計画 2011（事

務事業編） 

大阪府 島本町 ○ 29 23 5 第三期島本町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 豊能町 経過 29 19 5 第 2次豊能町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 能勢町 未策定         

大阪府 忠岡町 ○ 30 24 5 第 3次忠岡町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 熊取町 ○ 28 23 5 第３期熊取町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 田尻町 ○ 28 25 3 田尻町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 岬町 未策定         

大阪府 太子町 未策定 28       

大阪府 河南町 ○   27 6 第３次河南町地球温暖化対策実行計画 

大阪府 
千早赤阪

村 
未策定 28       

兵庫県   ○   28 5 
環境率先行動計画 ～ひょうごエコアクションプ

ログラム・ステップ５～ 

兵庫県 神戸市 ○   28 5 神戸市地球温暖化防止実行計画 

兵庫県 姫路市 ○ 30 14 9 
姫路市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

（姫路市環境アクション） 

兵庫県 尼崎市 ○   23 10 第 2次尼崎市環境率先実行計画 

兵庫県 明石市 経過 29 22 5 ストップ温暖化!低炭素社会のまちあかしプラン 

兵庫県 西宮市 ○ 26 26 7 
西宮市役所 ECOプラン-第三次西宮市地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）- 

兵庫県 洲本市 ○   25 5 洲本市地球温暖化対策実行計画第２期  

兵庫県 芦屋市 ○ 32 27 5 第４次芦屋市環境保全率先実行計画 

兵庫県 伊丹市 経過 19 19 5 第二次伊丹市地球温暖化対策推進実行計画 

兵庫県 相生市 ○ 33 27 5 相生市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 豊岡市 経過 28 21 5 豊岡市地球温暖化防止対策実行計画 

兵庫県 加古川市 ○ 32 28 5 加古川市環境配慮率先実行計画（第４期） 

兵庫県 赤穂市 経過   13 5 赤穂市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 西脇市 ○ 28 23 5 西脇市役所地球温暖化対策実行計画 
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兵庫県 宝塚市 ○   28 5 
ECOオフィスプラン（第 4次宝塚市地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）） 

兵庫県 三木市 経過 28 28 5 第４期三木市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 高砂市 ○ 28 24 5 
第３次高砂市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

兵庫県 川西市 ○ 32 27 5 第 4次川西市環境率先行動計画 

兵庫県 小野市 未策定 29       

兵庫県 三田市 ○ 29 20 9 
第 2次三田市地球温暖化対策実行計画（さんだエ

コプラン 21（Ⅱ）） 

兵庫県 加西市 経過 28 18 6 第 2次加西市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 篠山市 経過 28 23 5 篠山市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 養父市 経過 24 23 5 養父市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

兵庫県 丹波市 ○ 31 26 5 
丹波市地球温暖化対策実行計画（第二期実行計

画） 

兵庫県 
南あわじ

市 
経過 28 25 3 南あわじ市地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 朝来市 未策定 29       

兵庫県 淡路市 ○ 30 25 5 淡路市第２次地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 宍粟市 ○   27 5 宍粟市地球温暖化対策地方公共団体実行計画 

兵庫県 加東市 ○ 30 25 5 第２次加東市役所地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 たつの市 ○ 30 25 5 第２次たつの市地球温暖化防止実行計画 

兵庫県 猪名川町 ○ 28 23 5 エコオフィスプラン猪名川 

兵庫県 多可町 ○   25 5 
多可町役場地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

兵庫県 稲美町 ○ 23 23 10 第 2次稲美町環境基本計画 

兵庫県 播磨町 経過   23 5 新播磨町地球温暖化防止率先実行計画 

兵庫県 市川町 経過   13 5 市川町地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 福崎町 ○ 29 24 5 第３期福崎地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 神河町 ○ 32 28 32 
温対法及び省エネ法に係る CO2削減実施計画等作

成業務 

兵庫県 太子町 経過   25 5 太子町公共施設地球温暖化防止実行計画 

兵庫県 上郡町 ○ 28 24 5 
上郡町地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事

務事業編） 

兵庫県 佐用町 ○   25 5 佐用町役場＿地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 香美町 ○ 31 26 5 第一次香美町地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 新温泉町 経過   25 5 
新温泉町地球温暖化対策地方公共団体実行計画

（事務事業編） 

奈良県   ○ 32 27 5 奈良県庁ストップ温暖化実行計画（第四次） 

奈良県 奈良市 ○ 29 24 5 
奈良市地球温暖化対策庁内実行計画（第 3次）～

事務事業編～ 

奈良県 
大和高田

市 
経過 29 21 5 大和高田市全庁地球温暖化防止実行計画 

奈良県 
大和郡山

市 
経過 28 19 5 

大和郡山市地球温暖化対策推進事業計画（第２

次） 

奈良県 天理市 ○ 32 28 4 
天理市地球温暖化対策実行計画【第 3次】（事務

事業編） 

奈良県 橿原市 ○ 29 24 5 橿原市地球温暖化対策推進実行計画（第２次） 

奈良県 桜井市 経過 28 22 5 桜井市地球温暖化対策実行計画 

奈良県 五條市 経過   24 3 
平成 24年度五條市地球温暖化対策実行計画(事

務・事業編) 
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奈良県 御所市 未策定         

奈良県 生駒市 ○ 29 23 6 第 1次生駒市地球温暖化対策実行計画 

奈良県 香芝市 ○ 29 25 5 第２次香芝市地球温暖化対策実行 

奈良県 葛城市 ○ 29 25 5 葛城市地球温暖化対策実行計画 

奈良県 宇陀市 経過 29 22 5 第 1次宇陀市地球温暖化対策実行計画 

奈良県 山添村 未策定         

奈良県 平群町 経過   21 3 平群町地球温暖化防止実行計画 

奈良県 三郷町 ○ 29 24 5 
三郷町地球温暖化対策推進実行計画（第二次） 

「さんごうオフィス・エコプラン２１」 

奈良県 斑鳩町 経過   19 5 斑鳩町地球温暖化防止実行計画 

奈良県 安堵町 未策定         

奈良県 川西町 未策定         

奈良県 三宅町 未策定 30       

奈良県 田原本町 経過   18   田原本町地球温暖化対策実行計画 

奈良県 曽爾村 未策定         

奈良県 御杖村 未策定         

奈良県 高取町 未策定         

奈良県 明日香村 未策定         

奈良県 上牧町 未策定         

奈良県 王寺町 未策定         

奈良県 広陵町 経過 29 20 5 広陵町地球温暖化対策実行計画 

奈良県 河合町 経過 30 23 5  第 1次河合町地球温暖化対策実行計画 

奈良県 吉野町 経過   20 5 吉野町役場地球温暖化対策実行計画 

奈良県 大淀町 未策定 30       

奈良県 下市町 未策定         

奈良県 黒滝村 未策定         

奈良県 天川村 ○ 26 27 5 第２次天川村地球温暖化対策実行計画 

奈良県 野迫川村 未策定 32       

奈良県 十津川村 経過   20 5 十津川村地球温暖化対策推進実行計画 

奈良県 下北山村 未策定         

奈良県 上北山村 未策定         

奈良県 川上村 未策定 30       

奈良県 東吉野村 未策定         

和歌山県   ○ 32 27 15 第 4次和歌山県環境基本計画 

和歌山県 和歌山市 ○ 29 25 4 和歌山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

和歌山県 海南市 ○   23 5 海南市地球温暖化対策環境配慮指針 

和歌山県 橋本市 ○         

和歌山県 有田市 経過   20 5 実施計画はありません。 

和歌山県 御坊市 ○   22 10 御坊市役所第２次地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 田辺市 経過 29 23 5 第２次温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画 

和歌山県 新宮市 ○ 28 28 5 第 2次新宮市地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 紀の川市 ○ 20 25 5 第 2次紀の川市地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 岩出市 ○ 31 27 5 第３次岩出市地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 紀美野町 未策定 29       

和歌山県 
かつらぎ

町 
経過   12 6 地球温暖化対策実行計画書 

和歌山県 九度山町 未策定 30       

和歌山県 高野町 経過   24 5 高野町地球温暖化防止実行計画 

和歌山県 湯浅町 未策定 30       
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和歌山県 広川町 未策定         

和歌山県 有田川町 ○ 32 28 5 第 2次有田川町地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 美浜町 ○ 31 26 5 美浜町温暖化防止アクションプランⅢ 

和歌山県 日高町 経過 29 22 5 日高町地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 由良町 ○   25 6 第１次由良町地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 印南町 経過   25 5 印南町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

和歌山県 みなべ町 未策定         

和歌山県 日高川町 ○ 30 25 5 日高川町地球温暖化防止実行計画 

和歌山県 白浜町 経過   20 5 白浜町地球温暖化防止実行計画 

和歌山県 上富田町 経過   20 5 該当なし 

和歌山県 すさみ町 未策定         

和歌山県 
那智勝浦

町 
○ 31 26 5 第２次那智勝浦町地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 太地町 未策定         

和歌山県 古座川町 ○   25 5 古座川町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

和歌山県 北山村 未策定         

和歌山県 串本町 経過   20 5 串本町地球温暖化実行計画 

鳥取県   ○   27 4 環境にやさしい県庁率先行動計画（第５期） 

鳥取県 鳥取市 ○   23 10 第 2期鳥取市環境基本計画 

鳥取県 米子市 ○   28 5 
米子市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

鳥取県 倉吉市           

鳥取県 境港市 経過 12 17 5 環境にやさしい市役所率先実行計画 

鳥取県 岩美町 経過   23 5 岩美町地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 若桜町 経過   16 5 地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 智頭町 未策定         

鳥取県 八頭町 ○ 29 24 5 八頭町地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 三朝町           

鳥取県 湯梨浜町 経過 28 22 5 湯梨浜町地球温暖化防止実行計画 

鳥取県 琴浦町 経過 28 22 5 第１次琴浦町地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 北栄町 ○ 31 27 5 北栄町地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 日吉津村 経過 28 18 5 日吉津村地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 大山町 ○   18 16 大山町地域新エネルギービジョン 

鳥取県 南部町 経過   20 5 温暖化防止実行計画 

鳥取県 伯耆町 経過   20 5 伯耆町地球温暖化対策実行計画 

鳥取県 日南町 ○   28 15 日南町地球温暖化防止実行計画 

鳥取県 日野町 未策定         

鳥取県 江府町 未策定         

島根県   ○   27 5 
環境にやさしい率先実行計画（第４期）～しまね

県庁ＣＯ2ダイエット作戦～ 

島根県 松江市 ○ 32 27 6 松江市環境配慮実践計画 

島根県 浜田市 経過 23 23 5 浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

島根県 出雲市 ○ 33 24 10 いずもエコオフィス・アクションプログラムⅢ 

島根県 益田市 ○ 29 24 5 益田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

島根県 大田市 経過 29 19 5 大田市地球温暖化対策地域推進計画 

島根県 安来市 ○   24 5 安来市役所地球温暖化対策実行計画 

島根県 江津市 ○ 29 24 5 第二期江津市地球温暖化対策実行計画 

島根県 雲南市 ○ 30 24 6 雲南市地球温暖化対策実行計画 

島根県 奥出雲町 ○ 29 24 5 奥出雲町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 
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島根県 飯南町 ○ 29 23 5 
「地球温暖化対策実行計画Ⅱ」～地球を守る飯南

町チャレンジプランⅡ～ 

島根県 川本町 経過   24 5 川本町地球温暖化対策地域推進計画 

島根県 美郷町 未策定 29       

島根県 邑南町 経過   19 4 環境みらい実行計画 

島根県 津和野町 ○ 28 28 5 
地球を守る津和野町チャレンジプラン「地球温暖

化防止対策率先実行計画」 

島根県 吉賀町 未策定         

島根県 海士町 経過   16 5 環境みらい実行計画 

島根県 西ノ島町 ○   23 9 西ノ島町地球温暖化対策地域推進計画 

島根県 知夫村 経過   23 5 知夫村役場 地球温暖化対策実行計画 

島根県 
隠岐の島

町 
経過 22 22 5 隠岐の島町地球温暖化対策実行計画 

岡山県   ○ 28 23 6 岡山県地球温暖化防止行動計画（事務事業編） 

岡山県 岡山市 経過 29 18 5 岡山市環境保全行動計画(第Ⅱ期) 

岡山県 倉敷市 ○ 29 23 14 倉敷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 津山市 ○ 25 25 5 津山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 玉野市 経過 28 23 5 玉野市省エネ計画 

岡山県 笠岡市 ○ 29 28 7 
第 3次笠岡市・一部事務組合地球温暖化対策実行

計画（事務事業編） 

岡山県 井原市 ○ 32 27 5 
井原市役所地球温暖化対策推進実行計画（第４

期） 

岡山県 総社市 ○ 30 25 5 総社市地球温暖化対策実行計画 

岡山県 高梁市 ○ 28 28 5 高梁市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 新見市 ○ 32 28 5 
新見市第２次地球温暖化対策実効計画（事務事業

編） 

岡山県 備前市 未策定 28       

岡山県 瀬戸内市 ○   25 5 瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 赤磐市 ○ 29 24 5 赤磐市地球温暖化防止活動実行計画 

岡山県 真庭市 ○ 29 23 5 
第３次真庭市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

岡山県 美作市 経過 28 24 3 第１次美作市地球温暖化対策実行計画 

岡山県 浅口市 ○   24 5 浅口市第２期地球温暖化対策実行計画 

岡山県 和気町 経過 28 22 5 和気町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 早島町 ○ 29 25 5 新早島町地球温暖化対策実行計画 

岡山県 里庄町 経過 28 23 5 
里庄町地球温暖化対策実行計画（第２次実行計

画） 

岡山県 矢掛町 ○ 31 26 5 矢掛町地球温暖化対策実行計画 

岡山県 新庄村 未策定         

岡山県 鏡野町 経過 28 23 5 鏡野町地球温暖化対策実行計画 

岡山県 勝央町 ○   28 5 勝央町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

岡山県 奈義町 未策定 29       

岡山県 西粟倉村 経過 29 20 5 西粟倉村地球温暖化対策実行計画 

岡山県 久米南町 未策定         

岡山県 美咲町 ○ 28 24 5 美咲町地球温暖化対策実行計画 

岡山県 
吉備中央

町 
未策定         

広島県   ○ 28 24 4 第３期広島県地球温暖化対策実行計画 

広島県 広島市 ○ 28 18 11 広島市役所環境保全実行計画 

広島県 呉市 ○ 29 24 5 第３期くれエコアクションプラン 
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広島県 竹原市 経過 28 22 5 第１次竹原市地球温暖化対策実行計画 

広島県 三原市 ○ 28 23 5 三原市役所地球温暖化防止実行計画 

広島県 尾道市 経過   14 5 尾道市地球温暖化対策実行計画 

広島県 福山市 ○ 32 27 5 福山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

広島県 府中市 ○ 30 25 5 府中市地球温暖化対策実行計画書 

広島県 三次市 経過 28 23 5 三次市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

広島県 庄原市 ○   27 5 庄原市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

広島県 大竹市 ○ 29 24 5 第３次大竹市地球温暖化対策実行計画 

広島県 東広島市 ○ 30 25 5 東広島市役所地球温暖化対策実行計画 

広島県 廿日市市 ○   21 11 廿日市市環境基本計画 

広島県 
安芸高田

市 
経過   17 5 安芸高田市地球温暖化防止実行計画 

広島県 江田島市 ○   27 5 江田島市 第２次地球温暖化対策実行計画 

広島県 府中町 ○   27 5 
府中町第 3次地球温暖化対策実行計画【事務事業

編】 

広島県 海田町 経過   21 4 海田町地域温暖化対策実行計画 

広島県 熊野町 ○ 30 25 5 熊野町地球温暖化実行計画 

広島県 坂町 ○ 29 24 5 坂町地球温暖化対策実行計画（第３期） 

広島県 
安芸太田

町 
未策定         

広島県 北広島町 未策定 28       

広島県 
大崎上島

町 
未策定 30       

広島県 世羅町 ○   25 5 
第 2次世羅町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

広島県 
神石高原

町 
経過   19 5 神石高原町地球温暖化対策実行計画計画書 

山口県   ○   27 6 
山口県地球温暖化対策実行計画（山口県エコ・オ

フィス実践プラン） 

山口県 下関市 ○ 29 25 5 下関市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

山口県 宇部市 経過 28 22 6 
第二期宇部市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

山口県 山口市 ○ 29 25 5 山口市地球温暖化防止行動計画 

山口県 萩市 ○ 29 24 5 萩市環境実行計画 

山口県 防府市 ○ 28 23 5 防府市役所環境保全率先実行計画 

山口県 下松市 ○ 30 25 5 下松市地球温暖化対策実行計画（第３期） 

山口県 岩国市 ○   27 5 
いわくにエコマネジメントプラン（エコオフィス

共通目標） 

山口県 光市 ○   27 5 光市エコオフィスプラン（第 3期） 

山口県 長門市 ○ 29 24 5 長門市エコ・オフィス実践プラン(第２期計画) 

山口県 柳井市 ○ 29 24 5 柳井市役所エコ・オフィスプラン 

山口県 美祢市 ○ 31 26 5 美祢市地球温暖化対策実行計画 

山口県 周南市 ○         

山口県 
山陽小野

田市 
経過 28 23 5 第２次山陽小野田市率先実行計画 

山口県 
周防大島

町 
○ 32 27 5 周防大島町地球温暖化対策実行計画 

山口県 和木町 ○ 28 22 5 
第 2次和木町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

山口県 上関町 ○ 24 24 5 地球温暖化対策実行計画 
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山口県 田布施町 経過 31 26 5 田布施町地球温暖化対策実行計画 

山口県 平生町 経過 28 23 5 平生町エコオフィスプラン 

山口県 阿武町 経過 29 20 5 阿武町環境実行計画 

徳島県   ○ 31 27 5 エコオフィスとくしま・県率先行動計画 

徳島県 徳島市 ○ 32 28 5 第４次徳島市エコオフィスプラン 

徳島県 鳴門市 ○ 32 27 5 第４次鳴門市地球温暖化対策実行計画 

徳島県 小松島市 ○   25 6 小松島市地球温暖化対策実行計画 

徳島県 阿南市 ○ 24 24 5 第 3次阿南市環境保全率先行動計画 

徳島県 吉野川市 経過 29 20 5   

徳島県 阿波市 ○ 30 26 5 
阿波市第２次地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）  

徳島県 美馬市 ○ 31 22 5 
第２次美馬市地球温暖化対策実行計画（事務・事

業編） 

徳島県 三好市 ○   28 5 三好市地球温暖化対策実行計画 

徳島県 勝浦町 ○ 30 26 5 

勝浦町地球温暖化対策実行計画 ～勝浦町役場温

室効果ガス排出量削減計画～ （平成２６年度～

平成３０年度） 

徳島県 上勝町 経過   20 5 
上勝町の事務事業に係る温室効果ガスの排出の抑

制等のための措置に関する計画 

徳島県 
佐那河内

村 
○ 29 24 5 地球温暖化対策実行計画（第３期計画） 

徳島県 石井町 ○ 29 24 5 第３次地球温暖化対策実行計画 

徳島県 神山町 ○ 29 25 5 神山町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 那賀町 ○ 30 25 5 地球温暖化対策実行計画 

徳島県 牟岐町 ○ 28 28 5 牟岐町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 美波町 経過 29 22 4 第 1次美波町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 海陽町 ○   27 5 第二次海陽町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 松茂町 ○ 29 24 5 松茂町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 北島町 ○ 30 25 5 北島町地球温暖化対策実行計画（第３次計画） 

徳島県 藍住町 ○ 27 27 5 藍住町第２次地球温暖化対策実行計画 

徳島県 板野町 ○ 31 26 5 板野町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 上板町 経過   12 5 地球温暖化対策実行計画 

徳島県 つるぎ町 ○ 31 26 5 第２次つるぎ町地球温暖化対策実行計画 

徳島県 
東みよし

町 
経過 30 21 5 東みよし町地球温暖化対策実行計画 

香川県   ○   27 5 かがわエコオフィス計画 

香川県 高松市 ○ 29 23 10 エコシティたかまつ環境マネジメントシステム 

香川県 丸亀市 ○ 24 24 5 丸亀市環境保全率先実行計画 

香川県 坂出市 ○ 29 24 5 坂出市地球温暖化対策実行計画 

香川県 善通寺市 経過 29 23 5 善通寺市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

香川県 観音寺市 ○ 30 26 4 
エコオフィス実行計画 平成２６年度～平成２９

年度（第２次） 

香川県 さぬき市 経過   22   さぬき市エコオフィス計画 

香川県 
東かがわ

市 
○ 28 24 5 

第 2次東かがわ市エコオフィス計画―東かがわ市

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）― 

香川県 三豊市 ○ 28 25 5 第 2次三豊市エコオフィス計画 

香川県 土庄町 ○ 28 24 5 土庄町エコオフィス計画 

香川県 小豆島町 経過 20 20 5 小豆島町環境保全率先実行計画 

香川県 三木町 ○ 29 24 5 みきエコオフィス計画 

香川県 直島町 ○   27 5 直島町地球温暖化対策実行計画 
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香川県 宇多津町 未策定         

香川県 綾川町 ○   27 5 綾川町地球温暖化対策実行計画 

香川県 琴平町 ○ 29 23 6 琴平町地球温暖化対策実行計画 

香川県 多度津町 ○ 30 15 1 第 3次多度津町地球温暖化対策実行計画 

香川県 
まんのう

町 
○   25 5 

まんのう町地球温暖化対策実行計画実施状況調査

業務 

愛媛県   ○   26 5 愛媛県地球温暖化防止実行計画 

愛媛県 松山市 ○ 32 27 5 

第４期 松山市役所 温暖化対策実行計画（地球

温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業

編）） 

愛媛県 今治市 ○ 29 23 5 今治市環境配慮推進計画 

愛媛県 宇和島市 ○ 37 28 10 宇和島市第 3次地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 八幡浜市 ○ 31 26 5 第 2次地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 新居浜市 ○ 31 26 5 
新居浜市地球温暖化対策率先行動計画（エコアク

ションプランにいはま３） 

愛媛県 西条市 経過 28 23 5 第 2期西条市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 大洲市 ○ 29 25 5 大洲市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 伊予市 ○   27 5 第 3次伊予市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 
四国中央

市 
○ 29 24 5 第２期四国中央市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 西予市 経過 30 21 5 西予市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 東温市 経過 28 17 5 東温市地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 上島町 未策定 30       

愛媛県 
久万高原

町 
経過 28 20 5 久万高原町地球温暖化対策実行計画書 

愛媛県 松前町 ○ 29 25 5 
松前町地球温暖化防止計画（第三次地球温暖化対

策実行計画） 

愛媛県 砥部町 ○ 30 25 5 第 3次砥部町地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 内子町 ○ 31 28 5 
内子町地球温暖化対策実行計画 事務事業編 

（内子町第４次エコオフィスプラン） 

愛媛県 伊方町 ○ 28 23 5 伊方町地球温暖化対策実行計画 

愛媛県 松野町 経過   23 10 松野町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

愛媛県 鬼北町 ○   25 5 鬼北町地球温暖化対策実行計画策定業務 

愛媛県 愛南町 ○ 29 24 5 愛南町地球温暖化対策実行計画 

高知県   ○   28 5 高知県地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

高知県 高知市 ○ 32 27 5 
第４次高知市環境保全率先実行計画～エコオフィ

スプラン～ 

高知県 室戸市 ○ 26 27 15 室戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

高知県 安芸市 ○   27 5 安芸市地球温暖化対策実行計画 

高知県 南国市 ○ 33 25 7 南国市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

高知県 土佐市 ○   28 5 土佐市第 2次地球温暖化対策実行計画 

高知県 須崎市 ○ 28 25 5 須崎市地球温暖化対策実行計画 

高知県 宿毛市 ○   26 5 宿毛市地球温暖化対策実行計画 

高知県 
土佐清水

市 
○   29 4 土佐清水市地球温暖化対策実行計画 

高知県 四万十市 ○   24 5 四万十市地球温暖化防止実行計画（第２次） 

高知県 香南市 ○ 28 27 5 
第 2次香南市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

高知県 香美市 ○ 30 25 5 香美市地球温暖化対策実行計画（第 2次） 

高知県 東洋町 ○ 31 27 5 東洋町地球温暖化対策実行計画 
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高知県 奈半利町 ○   26 5 奈半利町地球温暖化対策実行計画 

高知県 田野町 未策定 28       

高知県 安田町 経過       安田町地球温暖化対策実行計画 

高知県 北川村 経過   21 5 地球温暖化対策推進計画 

高知県 馬路村 ○ 29 25 5 馬路村地球温暖化対策実行計画 

高知県 芸西村 ○   27 5 芸西村地球温暖化対策実行計画 

高知県 本山町 ○   27 5 本山町地球温暖化対策実行計画 

高知県 大豊町 ○ 28 28 5 大豊町地球温暖化対策実行計画 

高知県 土佐町 ○ 33 28 5 第２次土佐町地球温暖化対策実行計画 

高知県 大川村 ○   26 5 第１次大川村地球温暖化対策実行計画 

高知県 いの町 ○ 29 24 5 いの町地球温暖化対策推進実行計画 

高知県 仁淀川町 ○ 30 25 5 仁淀川町地球温暖化対策実行計画 

高知県 中土佐町 ○ 25 25 5 中土佐町地球温暖化対策実行計画 

高知県 佐川町 経過 28 22 5 第 1次佐川町地球温暖化対策実行計画 

高知県 越知町 ○ 32 27 5 地球温暖化対策推進実行計画（第４期） 

高知県 梼原町 ○   26 5 梼原町地球温暖化対策実行計画 

高知県 日高村 ○   26 5 
日高村地球温暖化対策実行計画（平成 27年度～

平成 31年度） 

高知県 津野町 ○   27 5 津野町地球温暖化対策実行計画 

高知県 四万十町 ○ 32 27 5 四万十町地球温暖化対策実行計画 

高知県 大月町 ○ 28 24 5 大月町地球温暖化対策実行計画 

高知県 三原村 ○ 30 24 5 三原村地球温暖化対策実行計画 

高知県 黒潮町 経過 29 25 5 第 2次黒潮町地球温暖化防止対策実行計画 

福岡県   ○ 31 27 5 福岡県環境保全実行計画（第 4期） 

福岡県 北九州市 ○   28 7 
北九州市地球温暖化対策実行計画・環境モデル都

市行動計画 

福岡県 福岡市 経過 28 21 6 福岡市役所環境保全実行計画（第二次） 

福岡県 大牟田市 ○ 33 23 10 
大牟田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

2012～2021 

福岡県 久留米市 経過 29 24 3 久留米市役所エコアクションプラン 

福岡県 直方市 ○ 31 26 5 地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

福岡県 飯塚市 ○ 32 27 5 
第 2次飯塚市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

福岡県 田川市 未策定 28       

福岡県 柳川市 ○   26 7 第２次柳川市役所地球温暖化対策実行計画 

福岡県 八女市 経過 28 23 5 第３次八女市役所地球温暖化対策実行計画 

福岡県 筑後市 経過   21 5 筑後市地球温暖化対策の推進に関する実行計画 

福岡県 大川市 ○ 33 27 5 第３次大川市地球温暖化対策実行計画 

福岡県 行橋市 経過   13 5 行橋市地球温暖化対策実行計画 

福岡県 豊前市 経過 22 22 5 豊前市地球温暖化対策実行計画 

福岡県 中間市 未策定 28       

福岡県 小郡市 ○ 29 24 5 第２次エコ・オフィスおごおり 

福岡県 筑紫野市 ○ 33 27 5 

筑紫野市役所環境にやさしい行動計画パートⅣ

（－筑紫野市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）－） 

福岡県 春日市 ○ 32 27 5 第４期エコオフィスプランかすが 

福岡県 大野城市 ○ 30 25 10 
第二次大野城市地球温暖化対策実行計画～まどか

エコ・オフィスプラン～ 

福岡県 宗像市 経過 29 22 5 第一次宗像市地球温暖化対策実行計画事務事業編 
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福岡県 太宰府市 ○   28 5 
太宰府市地球温暖化対策実行計画 事務事業編(第

4期) 

福岡県 古賀市 ○ 28 23 5 「古賀市地球温暖化防止祖先行動計画」 

福岡県 福津市 ○ 29 24 5 
福津市地球温暖化対策実行計画（福津市エコオフ

ィスプラン） 

福岡県 うきは市 経過   19 5 うきは市地球温暖化防止実行計画 

福岡県 宮若市 経過   21 5 宮若市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

福岡県 嘉麻市 ○   27 5 嘉麻市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

福岡県 朝倉市 ○ 31 26 5 朝倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

福岡県 みやま市 経過   20 5 地球温暖化対策実行計画 

福岡県 糸島市 ○ 28 22 10 

平成 23年 3月に策定した「地球温暖化対策地方

公共団体実行計画（区域施策編）」の中に公共施

設等の二酸化炭素排出量の目標値を示すことで、

事務事業を兼ねた計画としている。 

福岡県 那珂川町 未策定 29       

福岡県 宇美町 未策定         

福岡県 篠栗町 未策定 28       

福岡県 志免町 経過   18 5 志免町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 須恵町 未策定         

福岡県 新宮町 未策定 28       

福岡県 久山町 未策定 29       

福岡県 粕屋町 ○   24 5 粕屋町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 芦屋町 ○ 32 27 5 芦屋町地球温暖化対策実行計画（第 4期） 

福岡県 水巻町 ○ 33 27 5 水巻町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 岡垣町 未策定         

福岡県 遠賀町 ○ 29 22 7 第１次遠賀町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 小竹町 ○   25 7 地球温暖化対策事務事業編 

福岡県 鞍手町 経過   13 5 鞍手町環境保全実行計画 

福岡県 桂川町 未策定 29       

福岡県 筑前町 ○ 30 30 5 筑前町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 東峰村 未策定 31       

福岡県 大刀洗町 ○   27 5 大刀洗町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

福岡県 大木町 ○ 25 25 4 大木町公共施設地球温暖化対策実行計画 

福岡県 広川町 経過 29 21 5 広川町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 香春町 未策定 29       

福岡県 添田町 未策定         

福岡県 糸田町 未策定         

福岡県 川崎町 ○   24 5 
川崎町地球温暖化対策実行計画（川崎町役場事務

事業編） 

福岡県 大任町 未策定 30       

福岡県 赤村 ○   26 5 第１次赤村エコチャレンジ・プラン 

福岡県 福智町 未策定         

福岡県 苅田町 ○ 30 26 5 第 3次苅田町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 みやこ町 未策定         

福岡県 吉富町 ○ 30 26 5 第２次吉富町地球温暖化対策実行計画 

福岡県 上毛町 ○ 29 25 5 第二次上毛町地球温暖化対策実行計画  

福岡県 築上町 経過   22 5 第１次築上町地球温暖化対策実行計画 

佐賀県   ○ 30 25 5 地球温暖化対策に関する佐賀県率先行動計画 

佐賀県 佐賀市 ○   28 9 
第２次佐賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 
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佐賀県 唐津市 ○ 28 21 4 唐津市役所地球温暖化防止実行計画 

佐賀県 鳥栖市 ○   24 6 
第２次鳥栖市地球温暖化対策実行計画 事務事業

編 

佐賀県 多久市 経過   18 5 多久市地球温暖化対策実行計画 

佐賀県 伊万里市 経過 28 23 5 
伊万里市地球温暖化対策実行計画「ストップ ザ 

温暖化 いまりアクションプログラム」 

佐賀県 武雄市 経過 31 21 5 武雄市地球温暖化防止率先行動計画 

佐賀県 鹿島市 経過 31 19 5 
地球にやさしい環境づくりのための「第２次鹿島

市役所行動計画」 

佐賀県 小城市 ○ 24 24 5 小城市地球温暖化防止実行計画 

佐賀県 嬉野市 経過   20 5 嬉野市地球温暖化対策実行計画 

佐賀県 神埼市 未策定 30       

佐賀県 
吉野ヶ里

町 
経過 29 20 5 吉野ヶ里町地球温暖化防止実行計画 

佐賀県 基山町 経過 20 20 5 基山町地球温暖化対策行動計画 

佐賀県 上峰町 経過 29 20 5 上峰町地球温暖化対策行動計画 

佐賀県 みやき町 ○   25 6 
第 2次みやき町地球温暖化防止実行計画(事務事

業編) 

佐賀県 玄海町 経過   20 5 玄海町地球温暖化対策実行計画書 

佐賀県 有田町 経過   19 5 環境にやさしい有田町行動計画 

佐賀県 大町町 経過 30 20 5 
大町町地球温暖化対策実行計画（地球温暖化対策

の推進に関する法律に基づく実行計画） 

佐賀県 江北町 ○   25 5 地球温暖化防止実行計画 

佐賀県 白石町 ○   26 5 第２次白石町地球温暖化防止実行計画 

佐賀県 太良町 経過   21 5 太良町地球温暖化対策実行計画 

長崎県   経過 28 22 5 第三次県庁エコオフィスプラン 

長崎県 長崎市 ○ 28 24 18 長崎市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

長崎県 佐世保市 ○ 30 25 5 
佐世保市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

「佐世保市役所エコプラン（第３次改訂版）」 

長崎県 島原市 ○ 30 25 5 島原市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 諫早市 経過 28 19 5 諌早市地球温暖化防止実行計画 

長崎県 大村市 経過 33 28 5 第 4期大村市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 平戸市 経過   21 5 平戸市地球温暖化防止実行計画 

長崎県 松浦市 ○ 29 24 5 松浦市地球温暖化防止対策行動計画 

長崎県 対馬市 ○ 28 28 5 第２次対馬市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 壱岐市 経過 29 21 5 壱岐市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 五島市 未策定 29       

長崎県 西海市 ○ 28 23 5 西海市役所地球温暖化対策実行計画 2011 

長崎県 雲仙市 経過   20 6 雲仙市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 南島原市 経過 20 20 5 南島原市温暖化対策実行計画 

長崎県 長与町 経過 28 17 3 第 2次長与町地球温暖化対策実行計画 

長崎県 時津町 経過 22 19 3 時津町地球温暖化対策実行計画 

長崎県 東彼杵町 経過   20 4 
東彼杵町の事務・事業にかかる温暖化対策実行計

画 

長崎県 川棚町 経過   27 5 
川棚町役場地球温暖化対策実行計画（川棚町ＥＴ

Ｏプラン） 

長崎県 波佐見町 経過   22 5 波佐見町温暖化対策実行計画 

長崎県 小値賀町 未策定 42       

長崎県 佐々町 経過   18 5 佐々町地球温暖化対策実行計画 



参考-40 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

長崎県 
新上五島

町 
経過 30 18 5 新上五島町地球温暖化対策実行計画 

熊本県   ○ 32 27 5 第五次熊本県環境基本計画 

熊本県 熊本市 ○   26 6 熊本市役所グリーン計画 

熊本県 八代市 ○ 26 26 5 
第 2次八代市地球温暖化対策実行計画 [事務事業

編] 

熊本県 人吉市 ○ 28 24 5 
第３次人吉市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

熊本県 荒尾市 ○   27 5 荒尾市地球温暖化対策実行計画 

熊本県 水俣市 ○   26 6 水俣市地球温暖化対策推進実行計画 

熊本県 玉名市 経過   19 5 玉名市地球温暖化対策推進実行計画 

熊本県 山鹿市 経過 28 22 5 山鹿市地球温暖化対策実行計画 

熊本県 菊池市 ○ 28 24 5 第二次菊池市地球温暖化対策実行計画 

熊本県 宇土市 ○ 30 25 29 第３次宇土市地球温暖化防止実行計画 

熊本県 上天草市 ○ 28 23 5 
第 2次上天草市地球温暖化対策実行計画（事務・

事業編） 

熊本県 宇城市 経過   26 5 第 2次宇城市地球温暖化対策実行計画 

熊本県 阿蘇市 ○ 31 26 5 
第２次阿蘇市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

熊本県 天草市 ○ 29 25 5 天草市地球温暖化防止実行計画 

熊本県 合志市 ○   26 5 
合志市地球温暖化防止実行計画（平成２６年度～

平成３０年度） 

熊本県 美里町 未策定         

熊本県 玉東町 未策定         

熊本県 南関町 ○ 29 23 5 南関町役場地球温暖化対策実行計画 

熊本県 長洲町 ○ 32 28 5 
第 4次長洲町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

熊本県 和水町 未策定 30       

熊本県 大津町 経過   14 3 大津町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

熊本県 菊陽町 経過   16 5 菊陽町地球温暖化防止対策実行計画 

熊本県 南小国町 経過 20 20 5 南小国町地球温暖化防止実行計画 

熊本県 小国町 ○   26 5 熊本県小国町環境モデル都市行動計画 

熊本県 産山村 経過       産山村地球温暖化対策実行計画 

熊本県 高森町 ○   24 11 高森町バイオマス活用推進計画 

熊本県 西原村 未策定 30       

熊本県 南阿蘇村 未策定         

熊本県 御船町 経過   15 19 御船町地域温暖化対策率先実行計画 

熊本県 嘉島町 ○ 30 26 5 地球温暖化防止に向けた嘉島町率先実行計画 

熊本県 益城町 ○ 26 26 5 第２次益城町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 甲佐町 経過 30 30 6 甲佐町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 山都町 経過 29 19 5 山都町地球温暖化防止実行計画 

熊本県 氷川町 ○   26 5 氷川町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 芦北町 ○ 30 25 5 第 2次芦北町地球温暖化対策実行計画書 

熊本県 津奈木町 経過   20 5 津奈木町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 錦町 ○   27 5 第３次錦町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 多良木町 未策定 30       

熊本県 湯前町 経過 30 19 5 
計画期間を経過しており、今後、改定を予定して

いるため名称はまだ未定 

熊本県 水上村 経過   13 5 地球温暖化防止実行計画 

熊本県 相良村 未策定         
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熊本県 五木村 経過 29 16 5 五木村地球温暖化対策実行計画 

熊本県 山江村 経過   20 5 地球温暖化対策実行計画書 

熊本県 球磨村 経過   20 5 球磨村地球温暖化対策実行計画 

熊本県 
あさぎり

町 
未策定         

熊本県 苓北町 ○ 31 25 5 苓北町地球温暖化防止対策実行計画 

大分県   ○ 27 27 5 
第４期大分県地球温暖化対策実行計画（事務事業

編） 

大分県 大分市 ○ 28 24 4 大分市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

大分県 別府市 ○ 31 26 5 別府市地球温暖化対策率先実行計画（第３期） 

大分県 中津市 ○ 31 24 5 第二次中津市地球温暖化対策実行計画 

大分県 日田市 ○ 29 25 5 
第 3次日田市地球温暖化防止実行計画（事務事業

編） 

大分県 佐伯市 ○ 28 23 5 「佐伯市地球温暖化対策実行計画（第２期）」  

大分県 臼杵市 経過 30 25 5 臼杵市地球温暖化対策実行計画（第２期） 

大分県 津久見市 ○ 30 26 5 津久見市地球温暖化対策実行計画 

大分県 竹田市 経過 28 20 24 竹田市地球温暖化対策実行計画 

大分県 
豊後高田

市 
経過 28 18 5 豊後高田市地球温暖化対策実行計画 

大分県 杵築市 ○   24 5 杵築市地球温暖化実行計画（第 2期） 

大分県 宇佐市 経過 29 17 5 宇佐市地球温暖化対策実行計画 

大分県 
豊後大野

市 
○ 30 25 5 第２次豊後大野市地球温暖化対策実行計画 

大分県 由布市 経過   22 5 由布市地球温暖化対策実行計画 

大分県 国東市 ○ 30 25 5 国東市地球温暖化対策実行計画（第２次計画） 

大分県 姫島村 未策定 29       

大分県 日出町 経過 29 20 5 日出町地球温暖化対策実行計画 

大分県 九重町 ○ 14 27 5 
九重町地球温暖化対策実行計画（第３期）（実務

事業編） 

大分県 玖珠町 ○   28 5 
第２次玖珠町地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）  

宮崎県   ○ 32 27 5 
第 4期（平成 28～32年度）宮崎県庁地球温暖化

対策実行計画 

宮崎県 宮崎市 ○ 29 24 5 
宮崎市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）

「第 2次計画（平成 25～29年度）」 

宮崎県 都城市 経過 28 22 5 都城市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

宮崎県 延岡市 ○ 28 24 5 
延岡市環境保全率先実行計画（延岡市地球温暖化

対策実行計画） 第４版 

宮崎県 日南市 経過   23 5 
第１次（平成 23年度～27年度）日南市地球温暖

化対策実行計画 

宮崎県 小林市 ○ 30 25 5 市庁舎等における地球温暖化防止実行計画 

宮崎県 日向市 ○ 24 24   
日向市役所エコプラン 平成 30年度新庁舎建設

後改正予定 

宮崎県 串間市 ○   25 5 第３次 串間市地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 西都市 ○ 30 25 5 第三次西都市地球温暖化対策実行計画  

宮崎県 えびの市 経過   15 5 えびの市地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 三股町 ○ 33 27 5 
第１次三股町役場地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）三股町役場エコチャレンジ・プラン 

宮崎県 高原町 未策定 29       

宮崎県 国富町 未策定 29       



参考-42 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

宮崎県 綾町 未策定         

宮崎県 高鍋町 ○ 32 28 5 第 3次高鍋町地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 新富町 経過   18 5 新富町地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 西米良村 経過   15 10 西米良村地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 木城町 ○ 29 24 5 第２期木城町地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 川南町 経過 29 14 10 地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 都農町 経過 28 20 5 都農町地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 門川町 経過 22 22 5 門川町役場地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 諸塚村 経過   20 5 第 1次地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 椎葉村 未策定 30       

宮崎県 美郷町 未策定 31       

宮崎県 高千穂町 経過 28 28 5 高千穂町地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 日之影町 経過 28 22 5 第 1次日之影町地球温暖化対策実行計画  

宮崎県 五ヶ瀬町 ○ 32 27 5 
第二次五ヶ瀬町地球温暖化対策実行計画 事務事

業編 

鹿児島県   ○   22 10 県庁環境保全率先実行計画 

鹿児島県 鹿児島市 ○ 28 23 10 鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン 

鹿児島県 鹿屋市 ○ 33 26 5 鹿屋市役所地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

鹿児島県 枕崎市 ○ 33 28 5 枕崎市等第３次地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 阿久根市 ○     5 

第１次阿久根市エコチャレンジ・プラン阿久根市

地球温暖化対策実行計画事務事業編（阿久根市役

所・阿久根消防署編） 

鹿児島県 出水市 ○ 29 24 5 地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 指宿市 ○   26 5 第二次指宿市地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 西之表市 ○   26 5 
第 2次西之表市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

鹿児島県 垂水市 経過 28 19 9 垂水市地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 
薩摩川内

市 
○   27 5 

第３次薩摩川内市役所環境保全率先行動計画＜薩

摩川内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

第３期＞ 

鹿児島県 日置市 経過   22 5   

鹿児島県 曽於市 経過   26 5 曽於市役所地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 霧島市 ○ 29 25 4 第二次霧島市地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 
いちき串

木野市 
○ 29 21 8 いちき串木野市地球温暖化活動実行計画 

鹿児島県 
南さつま

市 
経過 28 20 5 

南さつま市役所南薩地区衛生管理組合地球温暖化

防止実行計画 

鹿児島県 志布志市 ○ 24 24 10 地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 奄美市 経過 29 20 5 奄美市地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 南九州市 ○ 27 27 5 第二次 南九州市地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 伊佐市 未策定 29       

鹿児島県 姶良市 ○ 30 25 5 姶良市地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 三島村 未策定         

鹿児島県 十島村 未策定         

鹿児島県 さつま町 ○ 30 25 5 第２次さつま町地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 長島町 経過   27 5 長島町地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 湧水町 ○   26 5 第 2次湧水町地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 大崎町 ○ 28 26 5 大崎町地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 東串良町 ○   24 5 
東串良町地球温暖化対策の推進に関する法律第２

０条の３項第１項に基づく地方公共団体実行計画 
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鹿児島県 錦江町 経過   19 5 錦江町地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 南大隅町 未策定         

鹿児島県 肝付町 ○   25 4 肝付町地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 中種子町 未策定 29       

鹿児島県 南種子町 経過   19 5 南種子町地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 屋久島町 経過   20 5 屋久島町地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 大和村 経過   27 5 第一次大和村 地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 宇検村 経過 29 19 5 宇検村地球温暖化防止活動実行計画 

鹿児島県 瀬戸内町 ○ 29 24 5 瀬戸内町地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 龍郷町 経過   21 5   

鹿児島県 喜界町 経過   21 5 地球温暖化防止活動実行計画（庁内計画） 

鹿児島県 徳之島町 ○   24 10 第２次徳之島町地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 天城町 ○   25 5 天城町地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 伊仙町 未策定         

鹿児島県 和泊町 経過 28 19 5 和泊町地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 知名町 経過 28 19 5 知名町地球温暖化防止実行計画 

鹿児島県 与論町 ○ 29 25 5 第２次与論町地球温暖化対策実行計画 

沖縄県   ○   23 10 沖縄県環境保全率先実行計画 

沖縄県 那覇市 ○   28 5 那覇市エコオフィス計画 

沖縄県 宜野湾市 ○ 32 25 8 宜野湾市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】 

沖縄県 石垣市 ○   25 5 第 2次石垣市役所地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 浦添市 ○ 30 25 5 第 2期浦添市地球温暖化実行計画（事務事業編） 

沖縄県 名護市 経過 29 18 5 名護市地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 糸満市 経過 28 19 5 糸満市地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 沖縄市 ○ 30 26 5 沖縄市地球温暖化対策実行計画 第 2次計画 

沖縄県 豊見城市 ○ 31 26 6 豊見城市地球温暖化防止実行計画（第 2次計画） 

沖縄県 うるま市 ○ 27 27 5 
第２次うるま市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編） 

沖縄県 宮古島市 ○   27 5 宮古島市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

沖縄県 南城市 ○   26 5 第 2次南城市地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 国頭村 未策定         

沖縄県 大宜味村 ○   27 10 第 1次大宜味村地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 東村 未策定 28       

沖縄県 今帰仁村 ○ 30 26 4 今帰仁村地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 本部町 経過 28 14 10 本部町地域省エネルギービジョン 

沖縄県 恩納村 ○   24 5 恩納村地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 宜野座村 経過   25 5 宜野座村地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

沖縄県 金武町 ○ 29 29 5 第１次金武町地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 伊江村 未策定 29       

沖縄県 読谷村 未策定 28       

沖縄県 嘉手納町 経過 33 28 5 第２次嘉手納町地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 北谷町 ○ 33 27 3 北谷町地球温暖化防止実行計画 第２次計画 

沖縄県 北中城村 未策定 28       

沖縄県 中城村 未策定 28       

沖縄県 西原町 ○   27 5 西原町地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 与那原町 ○ 31 26 5 第 2次与那原町地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 南風原町 経過 28 24 5 南風原町地球温暖化防止実行計画 

沖縄県 渡嘉敷村 未策定 29       

沖縄県 座間味村 未策定         



参考-44 

都道府県

名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

沖縄県 粟国村 未策定 29       

沖縄県 渡名喜村 未策定         

沖縄県 南大東村 未策定         

沖縄県 北大東村 未策定 35       

沖縄県 伊平屋村 未策定 29       

沖縄県 伊是名村 未策定 29       

沖縄県 久米島町 未策定         

沖縄県 八重瀬町 ○   26 5 第二次八重瀬町役場地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 多良間村 未策定         

沖縄県 竹富町 ○ 29 24 5 第１次竹富町地球温暖化防止実行計画書 

沖縄県 与那国町 未策定         

 

  



参考-45 

２）地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合） 

注）１．策定状況  ○；策定済み（計画期間中）、経過；策定済みだが既に計画期間を経過 

２．直近の予定 策定・改定予定がある場合の直近の予定年度（和暦） 

３．策定年度  最新の計画の策定年度（和暦） 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策

定 
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度 

計

画 

期

間 

計画名称 

北海道 日高中部広域連合 未策定 29       

北海道 北海道市町村総合事務組合 未策定 29       

北海道 南空知葬斎組合 経過   17 5 
南空知葬斎組合地球温暖化

防止実行計画 

北海道 桂沢水道企業団 ○ 31 26 5 
第 2次地球温暖化対策実行

計画 

北海道 北海道市町村備荒資金組合 未策定         

北海道 
北海道市町村職員退職手当

組合 
未策定         

北海道 北後志衛生施設組合 未策定         

北海道 空知中部広域連合 未策定         

北海道 
根室北部廃棄物処理広域連

合 
未策定         

北海道 後志広域連合 未策定 28       

北海道 とかち広域消防事務組合 未策定         

北海道 名寄地区衛生施設事務組合 未策定         

北海道 富良野広域連合 未策定         

北海道 
釧路・根室広域地方税滞納

整理機構 
未策定         

北海道 大雪浄化組合 未策定         

北海道 日高東部衛生組合 未策定         

北海道 大雪地区広域連合 未策定         

北海道 上川広域滞納整理機構 未策定         

北海道 十勝環境複合事務組合 未策定         

北海道 北空知衛生センター組合 未策定 30       

北海道 札幌広域圏組合 未策定         

北海道 長幌上水道企業団 未策定         

北海道 山越郡衛生処理組合 未策定         

北海道 
北しりべし廃棄物処理広域

連合 
○ 30 24 5 

北しりべし廃棄物処理広域

連合温暖化対策推進実行計

画 

北海道 南空知公衆衛生組合 経過 28 17 5 
南空知公衆衛生組合温室効

果ガス削減プラン（案） 

北海道 南部後志環境衛生組合 未策定         

北海道 
奈井江、浦臼町学校給食組

合 
未策定         

北海道 岩内地方衛生組合 未策定         

北海道 北部桧山衛生センター組合 未策定         

北海道 
羽幌町外２町村衛生施設組

合 
○ 33 26 7 

第 2次羽幌町外２町村衛生

施設組合地球温暖化対策実

行計画 

北海道 空知教育センター組合 未策定         
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北海道 
北海道町村議会議員公務災

害補償等組合 
未策定         

北海道 羊蹄山麓環境衛生組合 未策定 37       

北海道 
北海道後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

北海道 南渡島衛生施設組合 未策定         

北海道 砂川地区保健衛生組合 未策定         

北海道 苫小牧港管理組合 未策定 29       

北海道 
斜里郡３町終末処理事業組

合 
未策定         

北海道 西天北五町衛生施設組合 ○ 30 25 5 

西天北五町衛生施設組合地

球温暖化対策実行計画【西

天北五町衛生施設組合の事

務・事業における二酸化炭

素削減計画】 

北海道 日高地区交通災害共済組合 未策定         

北海道 南十勝複合事務組合 未策定         

北海道 安平・厚真行政事務組合 経過   20 5 地球温暖化対策実行計画 

北海道 中空知衛生施設組合 未策定         

北海道 十勝圏複合事務組合 未策定         

北海道 南部桧山衛生処理組合 未策定         

北海道 
中・北空知廃棄物処理広域

連合 
未策定 31       

北海道 北空知衛生施設組合 未策定         

北海道 南宗谷衛生施設組合 未策定         

北海道 函館圏公立大学広域連合 未策定         

北海道 西胆振消防組合 未策定 30       

北海道 根室北部衛生組合 ○ 31 21 5 
第 2次根室北部衛生組合地

球温暖化対策実行計画 

北海道 
江差町ほか２町学校給食組

合 
未策定         

北海道 
渡島・檜山地方税滞納整理

機構 
未策定         

北海道 川上郡衛生処理組合 経過 28 28 5 
地球温暖化防止実行計画～

CO2排出量削減に向けて 

北海道 石狩北部地区消防事務組合 経過   22 7 
石狩北部地区消防事務組合

地球温暖化対策実行計画 

北海道 渡島西部広域事務組合 未策定         

北海道 中空知広域市町村圏組合 未策定         

北海道 池北三町行政事務組合 経過 30 26 5 
第１次池北三町行政事務組

合地球温暖化対策実行計画 

北海道 西空知広域水道企業団 未策定         

北海道 日高東部消防組合 未策定         

北海道 日高中部消防組合 未策定         

北海道 胆振東部消防組合 未策定 29       

北海道 日高中部衛生施設組合 未策定         

北海道 上川北部消防事務組合 未策定         

北海道 遠軽地区広域組合 未策定         

北海道 美幌・津別広域事務組合 未策定         

北海道 網走地区消防組合 未策定         
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北海道 
網走地方教育研修センター

組合 
未策定         

北海道 愛別町外３町塵芥処理組合 ○ 29 24 5 愛別町地球温暖化対策計画 

北海道 滝川地区広域消防事務組合 未策定 30       

北海道 北見地区消防組合 未策定         

北海道 南空知消防組合 未策定         

北海道 深川地区消防組合 未策定         

北海道 岩見沢地区消防事務組合 経過 28 19 4 地球温暖化防止実行計画 

北海道 砂川地区広域消防組合 ○   25 5 
地球温暖化防止対策実行計

画 

北海道 根室北部消防事務組合 未策定         

北海道 士別地方消防事務組合 未策定         

北海道 胆振東部日高西部衛生組合 ○   24 10 
第３次地球温暖化対策実行

計画 

北海道 西いぶり広域連合 未策定         

北海道 利尻郡清掃施設組合 未策定         

北海道 上川教育研修センター組合 未策定         

北海道 南渡島消防事務組合 未策定 29       

北海道 斜里地区消防組合 未策定 30       

北海道 羊蹄山ろく消防組合 ○   27 5 
羊蹄山ろく消防組合地球温

暖化実行計画 

北海道 南部後志衛生施設組合 未策定         

北海道 大雪消防組合 ○   28 5 
第２次美瑛町地球温暖化対

策実行計画 

北海道 大雪清掃組合 経過   23 5 
第 2次美瑛町地球温暖化対

策実行計画 

北海道 北留萌消防組合 未策定         

北海道 稚内地区消防事務組合 未策定         

北海道 利尻礼文消防事務組合 未策定         

北海道 南宗谷消防組合 未策定         

北海道 紋別地区消防組合 ○   27 5 

紋別地区消防組合（消防本

部・消防署）地球温暖化対

策実行計画 

北海道 日高西部消防組合 未策定         

北海道 平取町外２町衛生施設組合 未策定 30       

北海道 釧路北部消防事務組合 未策定 28       

北海道 北空知葬斎組合 未策定         

北海道 利尻郡学校給食組合 未策定         

北海道 渡島廃棄物処理広域連合 未策定         

北海道 留萌南部衛生組合 未策定         

北海道 道央廃棄物処理組合 未策定         

北海道 檜山広域行政組合 未策定         

北海道 
北十勝２町環境衛生処理組

合 
未策定         

北海道 石狩東部広域水道企業団 経過   16 6 
石狩東部広域水道企業団地

球温暖化防止計画 

北海道 月新水道企業団 未策定         

北海道 留萌消防組合 未策定         

北海道 岩内・寿都地方消防組合 未策定         
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北海道 北後志消防組合 未策定 29       

北海道 釧路東部消防組合 未策定         

北海道 中標津町外２町葬斎組合 未策定         

北海道 釧路広域連合 未策定 31       

北海道 石狩教育研修センター組合 未策定         

北海道 後志教育研修センター組合 未策定         

北海道 
西紋別地区環境衛生施設組

合 
経過   18 5 

西紋別地区環境衛生施設組

合地球温暖化防止実行計画 

北海道 
日高管内地方税滞納整理機

構 
未策定         

北海道 大雪葬祭組合 未策定         

北海道 石狩湾新港管理組合 未策定 29       

北海道 北空知広域水道企業団 ○   25 5 
北空知広域水道企業団地球

温暖化対策実行計画 

北海道 広域紋別病院企業団 ○   26 5 
広域紋別病院企業団環境保

全行動計画 

北海道 北空知圏学校給食組合 未策定         

北海道 十勝中部広域水道企業団 ○ 29 19 5 
第３期ワックワプラザ省エ

ネルギー計画 

北海道 中空知広域水道企業団 未策定 29       

北海道 
利尻島国民健康保険病院組

合 
未策定         

北海道 石狩川流域下水道組合 未策定         

北海道 釧路公立大学事務組合 未策定         

北海道 函館湾流域下水道事務組合 未策定         

北海道 釧路白糠工業用水道企業団 ○ 32 28 5 
白糠町地球温暖化防止実行

計画 

北海道 
南空知ふるさと市町村圏組

合 
未策定         

北海道 石狩西部広域水道企業団 未策定 32       

青森県 
八戸市階上町田代小学校中

学校組合 
未策定         

青森県 中部上北広域事業組合 未策定 29       

青森県 青森県市町村総合事務組合 未策定         

青森県 
青森県市町村職員退職手当

組合 
未策定 29       

青森県 弘前地区環境整備事務組合 未策定         

青森県 黒石地区清掃施設組合 未策定 29       

青森県 西北五環境整備事務組合 未策定         

青森県 
十和田地区環境整備事務組

合 
未策定         

青森県 三戸地区環境整備事務組合 未策定         

青森県 西海岸衛生処理組合 未策定         

青森県 西北五広域福祉事務組合 未策定 29       

青森県 
十和田地区食肉処理事務組

合 
未策定         

青森県 
上北地方教育・福祉事務組

合 
未策定 29       

青森県 青森県交通災害共済組合 未策定         
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青森県 
青森県新産業都市建設事業

団 
未策定         

青森県 南黒地方福祉事務組合 未策定         

青森県 三戸郡福祉事務組合 未策定         

青森県 五所川原地区消防事務組合 未策定 30       

青森県 弘前地区消防事務組合 未策定         

青森県 
一部事務組合下北医療セン

ター 
未策定 29       

青森県 
八戸地域広域市町村圏事務

組合 
未策定         

青森県 下北地域広域行政事務組合 経過 29 22 5 
平成 26年 10月 1日以前に

策定済み 

青森県 鯵ケ沢地区消防事務組合 未策定         

青森県 十和田地域広域事務組合 未策定         

青森県 津軽広域水道企業団 未策定         

青森県 田子高原広域事務組合 未策定         

青森県 久吉ダム水道企業団 未策定         

青森県 青森県市長会館管理組合 未策定         

青森県 八戸圏域水道企業団 未策定 30       

青森県 青森地域広域事務組合 未策定         

青森県 北部上北広域事務組合 未策定         

青森県 津軽広域連合 未策定         

青森県 つがる西北五広域連合 未策定         

青森県 
青森県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

岩手県 矢櫃山造林一部事務組合 未策定         

岩手県 
陸前高田市及び大船渡市営

林組合 
未策定         

岩手県 岩手県市町村総合事務組合 未策定         

岩手県 大船渡地区消防組合 未策定 31       

岩手県 北上地区広域行政組合 経過 28 17 5 
地球温暖化対策推進実行計

画 

岩手県 二戸地区広域行政事務組合 ○ 28 24 5 
第２期地球温暖化対策に係

る実行計画書 

岩手県 盛岡北部行政事務組合 経過   14 5 なし 

岩手県 紫波、稗貫衛生処理組合 未策定         

岩手県 岩手・玉山環境組合 経過 29 21 5 
地球温暖化対策推進実行計

画 

岩手県 
盛岡・紫波地区環境施設組

合 
未策定 30       

岩手県 岩手県競馬組合 未策定         

岩手県 
岩手県沿岸知的障害児施設

組合 
未策定 29       

岩手県 盛岡地区衛生処理組合 ○   27 3 

盛岡地区衛生処理組合地球

温暖化対策実行計画 平成

27年度～平成 29年度 

岩手県 大船渡地区環境衛生組合 未策定 32       

岩手県 盛岡地区広域消防組合 未策定         

岩手県 釜石大槌地区行政事務組合 経過 29 17 5 
地球温暖化対策率先実行計

画 
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岩手県 宮古地区広域行政組合 経過   18 5 
宮古地区広域行政組合地球

温暖化防止実行計画 

岩手県 北上地区消防組合 未策定         

岩手県 奥州金ケ崎行政事務組合 ○ 30 27 3 
奥州金ケ崎行政事務組合地

球温暖化対策実行計画 

岩手県 岩手県自治会館管理組合 未策定 28       

岩手県 
盛岡市・矢巾町都市計画事

業等組合 
未策定 30       

岩手県 気仙広域連合 ○   24 5 
気仙広域連合地球温暖化対

策実行計画 

岩手県 久慈広域連合 経過   23   省エネ行動計画 

岩手県 岩手中部広域行政組合 未策定 30       

岩手県 一関地区広域行政組合 未策定         

岩手県 岩手沿岸南部広域環境組合 ○ 29 24 5 地球温暖化対策実行計画 

岩手県 
岩手県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

岩手県 滝沢・雫石環境組合 未策定 29       

岩手県 岩手中部水道企業団 未策定         

宮城県 
色麻町外一市一ヶ村花川ダ

ム管理組合 
未策定         

宮城県 
吉田川流域溜池大和町外３

市３ケ町村組合 
未策定         

宮城県 
大衡村外一町牛野ダム管理

組合 
未策定 29       

宮城県 白石市外二町組合 経過   15 6 

白石市外二町組合公立刈田

綜合病院地球温暖化対策実

行計画 

宮城県 黒川地域行政事務組合 未策定         

宮城県 亘理名取共立衛生処理組合 ○ 30 25 5 
温室効果ガス総排出量抑制

に係る実行計画 

宮城県 宮城東部衛生処理組合 経過   16 5 
宮城東部衛生処理組合地域

温暖化対策実行計画 

宮城県 
宮城県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

宮城県 
宮城県市町村非常勤消防団

員補償報償組合 
未策定         

宮城県 石巻地区広域行政事務組合 経過   20 5 
石巻地区広域行政事務組合

地球温暖化対策実行計画 

宮城県 塩釜地区消防事務組合 ○   28 5 

第２次塩釜地区消防事務組

合地球温暖化対策実行計画

（温室効果ガス総排出量抑

制に係る実行計画） 

宮城県 亘理地区行政事務組合 未策定         

宮城県 仙南地域広域行政事務組合 未策定 29       

宮城県 大崎地域広域行政事務組合 経過 29 21 5 

第二次大崎地域広域行政事

務組合地球温暖化対策実行

計画 

宮城県 
気仙沼・本吉地域広域行政

事務組合 
○ 28 26 8 

第２次 気仙沼・本吉地域

広域行政事務組合 地球温

暖化対策実行計画 
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宮城県 石巻地方広域水道企業団 ○   27 5 
石巻地方広域水道企業団地

球温暖化対策実行計画 

宮城県 
宮城県市町村自治振興セン

ター 
未策定         

宮城県 
加美郡保健医療福祉行政事

務組合 
経過   15 5 

加美郡保健医療福祉行政事

務組合地球温暖化対策推進

実行計画 

宮城県 みやぎ県南中核病院企業団 未策定         

宮城県 
宮城県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

秋田県 秋田県市町村総合事務組合 経過   14 5 
秋田県市町村総合事務組合

地球温暖化計画実行計画 

秋田県 
井川町・潟上市共有財産管

理組合 
未策定         

秋田県 北秋田市周辺衛生施設組合 未策定         

秋田県 
北秋田市上小阿仁村生活環

境施設組合 
未策定         

秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合 ○ 29 24 5 
第二次地球温暖化対策実行

計画 

秋田県 大仙美郷環境事業組合 未策定 28       

秋田県 本荘由利広域市町村圏組合 ○ 28 24 5 

本荘由利広域市町村圏組合

地球温暖化防止率先実行計

画書 

秋田県 能代山本広域市町村圏組合 経過   14 5   

秋田県 大曲仙北広域市町村圏組合 経過 28 22 5 地球温暖化対策実行計画 

秋田県 
能代市山本郡養護老人ホー

ム組合 
未策定         

秋田県 鹿角広域行政組合 未策定 29       

秋田県 男鹿地区消防一部事務組合 ○ 29 24 6 
平成 28年度版 地球温暖

化対策実行計画書 

秋田県 
男鹿地区衛生処理一部事務

組合 
未策定         

秋田県 大仙美郷介護福祉組合 経過 28 23 5 
第２次大仙美郷介護福祉組

合地球温暖化実行防止計画 

秋田県 湖東地区行政一部事務組合 未策定 30       

秋田県 
八郎潟町、井川町衛生処理

施設組合 
未策定         

秋田県 秋田県市町村会館管理組合 経過   14 5 地球温暖化対策計画 

秋田県 八郎湖周辺清掃事務組合 未策定         

秋田県 
秋田県後期高齢者医療広域

連合 
○ 31 26 5 

第２次地球温暖化対策実行

計画 

秋田県 
秋田県町村電算システム共

同事業組合 
未策定         

山形県 山形県消防補償等組合 未策定         

山形県 山形県自治会館管理組合 未策定         

山形県 
山形県市町村職員退職手当

組合 
未策定 28       

山形県 
東根市外二市一町共立衛生

処理組合 
未策定         

山形県 山形広域環境事務組合 未策定 32       
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山形県 北村山公立病院組合 未策定 31       

山形県 松川堰組合 未策定         

山形県 最上川中部水道企業団 未策定 31       

山形県 
山形県市町村交通災害共済

組合 
未策定         

山形県 庄内広域行政組合 未策定         

山形県 最上広域市町村圏事務組合 未策定 30       

山形県 置賜広域行政事務組合 未策定 32       

山形県 西村山広域行政事務組合 未策定 29       

山形県 北村山広域行政事務組合 未策定         

山形県 酒田地区広域行政組合 未策定 33       

山形県 
河北町ほか２市広域斎場事

務組合 
未策定         

山形県 
尾花沢市大石田町環境衛生

事業組合 
未策定 33       

山形県 西置賜行政組合 未策定 29       

山形県 置賜広域病院組合 未策定         

山形県 最上地区広域連合 未策定         

山形県 
山形県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

福島県 福島県市町村総合事務組合 未策定 28       

福島県 川俣方部衛生処理組合 ○ 29 22 5 地球温暖化対策実行結果 

福島県 
福島県市民交通災害共済組

合 
未策定         

福島県 
福島県伊達郡国見町・桑折

町有北山組合 
未策定         

福島県 公立藤田病院組合 未策定         

福島県 伊達地方衛生処理組合 未策定 30       

福島県 公立岩瀬病院企業団 ○ 29     未定 

福島県 須賀川地方保健環境組合 未策定         

福島県 
磐梯町外一市二町一ケ村組

合 
○ 27 27 10 

磐梯町地球温暖化対策実行

計画 第二次 

福島県 東白衛生組合 経過   21 5 
東白衛生組合地球温暖化対

策実行計画 

福島県 石川地方生活環境施設組合 経過   21 5 
石川地方生活環境施設組合

地球温暖化防止実行計画 

福島県 
公立小野町地方綜合病院企

業団 
未策定         

福島県 田村広域行政組合 ○ 32 27 5 
田村広域行政組合地球温暖

化対策実行計画 

福島県 相馬方部衛生組合 未策定         

福島県 
白河地方広域市町村圏整備

組合 
経過   18 5 地球温暖化対策実行計画 

福島県 
喜多方地方広域市町村圏組

合 
未策定         

福島県 伊達地方消防組合 未策定 29       

福島県 相馬地方広域市町村圏組合 経過   20 5 
相馬地方広域市町村圏組合

地球温暖化防止実行計画 

福島県 安達地方広域行政組合 経過   21 5 地球温暖化対策実行計画 
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福島県 
会津若松地方広域市町村圏

整備組合 
未策定         

福島県 双葉地方広域市町村圏組合 経過   19 5 第二次組合温対計画 

福島県 須賀川地方広域消防組合 経過 30 19 5 

地球温暖化対策の推進に関

する温室効果ガスの排出削

減計画 

福島県 郡山地方広域消防組合 経過 30 23 7 

第四次環境にやさしい郡山

地方広域消防組合率先行動

計画  

福島県 
南会津地方広域市町村圏組

合 
未策定         

福島県 
福島地方水道用水供給企業

団 
未策定         

福島県 双葉地方水道企業団 経過   18 5 
地球温暖化対策推進実行計

画 

福島県 相馬地方広域水道企業団 未策定 29       

福島県 
福島県後期高齢者医療広域

連合 
○ 30 25 5 

福島県後期高齢者医療広域

連合地球温暖化対策実行計

画 

福島県 南会津地方環境衛生組合 未策定         

茨城県 大宮地方環境整備組合 ○ 29 23 5 
大宮地方環境整備組合第三

次地球温暖化対策実行計画 

茨城県 清水丘診療所事務組合 経過   15 5 
清水丘診療所地球温暖化対

策実行計画 

茨城県 茨城県南水道企業団 未策定         

茨城県 湖北水道企業団 未策定 29       

茨城県 常総衛生組合 未策定         

茨城県 龍ケ崎地方塵芥処理組合 ○   16   地球温暖化防止実行計画書 

茨城県 龍ケ崎地方衛生組合 経過       なし 

茨城県 さしま環境管理事務組合 未策定         

茨城県 筑北環境衛生組合 経過   12 5 なし 

茨城県 茨城地方広域環境事務組合 経過   16 5 地球温暖化対策実行計画書 

茨城県 取手市外２市火葬場組合 未策定         

茨城県 大洗、鉾田、水戸環境組合 未策定         

茨城県 江戸崎地方衛生土木組合 未策定         

茨城県 県西総合病院組合 未策定         

茨城県 湖北環境衛生組合 未策定         

茨城県 笠間・水戸環境組合 未策定         

茨城県 
茨城西南地方広域市町村圏

事務組合 
未策定         

茨城県 筑西広域市町村圏事務組合 未策定 31       

茨城県 茨城美野里環境組合 経過   14 5 地球温暖化対策実行計画 

茨城県 
常総地方広域市町村圏事務

組合 
未策定         

茨城県 鹿行広域事務組合 未策定 30       

茨城県 霞台厚生施設組合 未策定         

茨城県 
稲敷地方広域市町村圏事務

組合 
○ 30 27 3 

第３次 地球温暖化防止実

行計画 
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茨城県 新治地方広域事務組合 経過   14 7 

新治地方広域事務組合温室

効果ガス排出制御実行計画

書 

茨城県 茨城県市町村総合事務組合 未策定 30       

茨城県 石岡地方斎場組合 未策定         

茨城県 笠間地方広域事務組合 未策定         

茨城県 鹿島地方事務組合 未策定         

茨城県 取手地方広域下水道組合 経過   13 10 なし 

茨城県 水戸地方農業共済事務組合 未策定         

茨城県 日立・高萩広域下水道組合 未策定 16       

茨城県 
高萩・北茨城広域工業用水

道企業団 
経過   18 5 

第２次地球温暖化対策実行

計画 

茨城県 下妻地方広域事務組合 経過   14 5 
下妻地方広域事務組合地球

温暖化対策実行計画 

茨城県 
ひたちなか・東海広域事務

組合 
未策定         

茨城県 牛久市・阿見町斎場組合 未策定 28       

茨城県 茨城北農業共済事務組合 未策定         

茨城県 茨城租税債権管理機構 未策定         

茨城県 
利根川水系県南水防事務組

合 
未策定         

茨城県 
茨城県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

茨城県 
土浦・かすみがうら土地区

画整理一部事務組合 
未策定         

栃木県 那須地区広域行政事務組合 ○   26 5 
那須地区広域行政事務組合

地球温暖化防止実行計画 

栃木県 佐野地区衛生施設組合 ○   26 5 

佐野地区衛生施設組合 地

球温暖化策定実行計画（第

２次計画） 

栃木県 黒磯那須共同火葬場組合 未策定         

栃木県 
芳賀郡中部環境衛生事務組

合 
未策定         

栃木県 宇都宮市街地開発組合 未策定         

栃木県 石橋地区消防組合 未策定 30       

栃木県 芳賀中部上水道企業団 未策定         

栃木県 芳賀地区広域行政事務組合 未策定         

栃木県 
南那須地区広域行政事務組

合 
○ 33 28 5 

南那須地区広域行政事務組

合 地球温暖化対策実行計

画（事務事業編） 

栃木県 
黒磯那須公設地方卸売市場

事務組合 
未策定         

栃木県 塩谷広域行政組合 経過 28 17 6 
地球温暖化防止活動計画 

エコオフィスプラン 

栃木県 小山広域保健衛生組合 ○ 28 28 5 

小山広域保健衛生組合第三

次地球温暖化防止活動実行

計画 

栃木県 
宇都宮西中核工業団地事務

組合 
未策定         
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栃木県 
栃木県南公設地方卸売市場

事務組合 
未策定         

栃木県 栃木県市町村総合事務組合 未策定         

栃木県 
栃木県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

栃木県 那須地区消防組合 未策定         

群馬県 高崎工業団地造成組合 未策定         

群馬県 烏帽子山植林組合 未策定         

群馬県 桐生地域医療組合 ○   27 5 
桐生厚生総合病院地球温暖

化対策実施計画 

群馬県 
多野藤岡医療事務市町村組

合 
経過   13 7 公立藤岡総合病院 

群馬県 富岡甘楽衛生施設組合 未策定         

群馬県 甘楽西部環境衛生施設組合 ○ 32 27 6 
下仁田町等地球温暖化防止

実行計画 

群馬県 館林衛生施設組合 未策定 28       

群馬県 吾妻東部衛生施設組合 未策定         

群馬県 西吾妻衛生施設組合 経過 27 27 5 
第２次地球温暖化対策実行

計画 

群馬県 館林地区消防組合 ○ 32 26 5 
館林地区消防組合地球温暖

化対策実行計画 

群馬県 
利根沼田広域市町村圏振興

整備組合 
経過 28 22 6 

地球温暖化防止活動実行計

画 

群馬県 高崎市・安中市消防組合 未策定         

群馬県 西吾妻環境衛生施設組合 経過   14 5 地球温暖化対策実行計画 

群馬県 
渋川地区広域市町村圏振興

整備組合 
未策定         

群馬県 
富岡甘楽広域市町村圏振興

整備組合 
未策定         

群馬県 
沼田市外二箇村清掃施設組

合 
○   28 5 

沼田市外二箇村清掃施設組

合地球温暖化対策実行計画 

群馬県 群馬県市町村会館管理組合 経過 28 15 5 

群馬県市町村会館管理組合

地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づく実行計画 

群馬県 
吾妻広域町村圏振興整備組

合 
未策定         

群馬県 
多野藤岡広域市町村圏振興

整備組合 
○ 30 25 5 

多野藤岡広域市町村圏振興

整備組合地球温暖化対策実

行計画 

群馬県 利根沼田学校組合 未策定         

群馬県 
大泉町外二町環境衛生施設

組合 
未策定         

群馬県 邑楽館林医療事務組合 未策定         

群馬県 利根東部衛生施設組合 未策定         

群馬県 富岡地域医療事務組合 未策定 29       

群馬県 下仁田南牧医療事務組合 ○ 32 27 6 
下仁田町等地球温暖化防止

実行計画 

群馬県 群馬県市町村総合事務組合 経過   16 5 

群馬県市町村総合事務組合 

地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づく実行計画 
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群馬県 西吾妻福祉病院組合 未策定         

群馬県 太田市外三町広域清掃組合 未策定         

群馬県 
群馬県後期高齢者医療広域

連合 
○ 28 26 3 

群馬県後期高齢者医療広域

連合地球温暖化対策実行計

画 

群馬県 群馬東部水道企業団 未策定 29       

埼玉県 埼葛斎場組合 経過 29 22 5 
第１次埼葛斎場組合地球温

暖化対策実行計画 

埼玉県 蓮田白岡衛生組合 ○   14 6 
蓮田白岡衛生組合地球温暖

化対策実行計画 

埼玉県 久喜宮代衛生組合 ○ 29 17 28 
久喜宮代衛生組合地球温暖

化防止実施計画 

埼玉県 朝霞地区一部事務組合 経過   13 5 地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 上尾、桶川、伊奈衛生組合 ○ 27 27 5 
第４次環境保全率先実行計

画 

埼玉県 志木地区衛生組合 ○   26 5 
第四期志木地区衛生組合地

球温暖化防止実行計画 

埼玉県 北本地区衛生組合 経過 28 18 5 

北本地区衛生組合環境に優

しい職場づくり率先実行計

画 

埼玉県 入間西部衛生組合 未策定 31       

埼玉県 入間東部地区衛生組合 未策定         

埼玉県 小川地区衛生組合 経過   18 5 地球温暖化対策実行計画書 

埼玉県 坂戸地区衛生組合 未策定         

埼玉県 東埼玉資源環境組合 ○ 29 28 2 
東埼玉資源環境組合地球温

暖化対策実行計画 

埼玉県 蕨戸田衛生センター組合 ○   28 5 
環境マネジメントシステム 

ISO14001 

埼玉県 本庄上里学校給食組合 未策定         

埼玉県 越谷・松伏水道企業団 ○ 32 27 5 水道事業マスタープラン 

埼玉県 桶川北本水道企業団 未策定 29       

埼玉県 
加須市・羽生市水防事務組

合 
未策定         

埼玉県 荒川北縁水防事務組合 ○ 32 26 6 
第 3次熊谷市事務事業地球

温暖化対策実行計画 

埼玉県 
利根川栗橋流域水防事務組

合 
未策定         

埼玉県 江戸川水防事務組合 未策定         

埼玉県 戸田競艇組合 ○   17 3 
戸田競艇組合地球温暖化対

策実行計画 

埼玉県 埼玉県市町村総合事務組合 未策定         

埼玉県 埼玉県都市競艇組合 未策定         

埼玉県 坂戸、鶴ケ島水道企業団 ○   26 5 地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 坂戸、鶴ケ島下水道組合 ○ 32 27 6 

第３次 坂戸、鶴ヶ島下水

道組合地球温暖化対策実行

計画 

埼玉県 鴻巣行田北本環境資源組合 未策定 35       

埼玉県 秩父広域市町村圏組合 経過 28 18 5 
秩父広域市町村圏組合 地

球温暖化対策実行計画 

埼玉県 入間東部地区消防組合 未策定 29       
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埼玉県 吉川松伏消防組合 未策定 29       

埼玉県 児玉郡市広域市町村圏組合 未策定         

埼玉県 埼玉西部環境保全組合 未策定         

埼玉県 坂戸・鶴ケ島消防組合 未策定 29       

埼玉県 比企広域市町村圏組合 ○ 29 25 7 

比企広域市町村圏組合地球

温暖化対策実行計画（事務

事業編） 

埼玉県 川越地区消防組合 経過   28 4 

第４次川越地区消防組合地

球温暖化対策実行計画（事

務事業編） 

埼玉県 埼玉県央広域事務組合 未策定         

埼玉県 西入間広域消防組合 未策定 29       

埼玉県 埼玉中部環境保全組合 未策定 29       

埼玉県 埼玉県浦和競馬組合 未策定         

埼玉県 
毛呂山・越生・鳩山公共下

水道組合 
○ 28 28 5 

地球温暖化対策実行計画

（第２次） 

埼玉県 広域飯能斎場組合 未策定         

埼玉県 広域静苑組合 未策定         

埼玉県 広域利根斎場組合 未策定 35       

埼玉県 妻沼南河原環境施設組合 未策定         

埼玉県 
彩の国さいたま人づくり広

域連合 
未策定         

埼玉県 皆野・長瀞下水道組合 未策定 29       

埼玉県 大里広域市町村圏組合 未策定         

埼玉県 
埼玉県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

埼玉県 埼玉西部消防組合 未策定         

埼玉県 埼玉東部消防組合 未策定 29       

埼玉県 埼玉中部資源循環組合 未策定 33       

埼玉県 草加八潮消防組合 未策定 30       

千葉県 三芳水道企業団 経過   16 5 

三芳水道企業団温室効果ガ

ス排出抑制のための措置に

関する計画 

千葉県 長門川水道企業団 未策定         

千葉県 香取市東庄町病院組合 未策定         

千葉県 国保国吉病院組合 未策定 29       

千葉県 君津中央病院企業団 未策定         

千葉県 千葉県市町村総合事務組合 ○ 32 26 6 
千葉県市町村総合事務組合

地球温暖化対策実行計画 

千葉県 
東葛中部地区総合開発事務

組合 
○       

柏市エコアクションプラン

（柏市と共同策定） 

千葉県 鋸南地区環境衛生組合 未策定         

千葉県 佐倉市、酒々井町清掃組合 ○   25 8 
地球温暖化防止対策実行計

画 

千葉県 東金市外三市町清掃組合 未策定 29       

千葉県 山武郡市環境衛生組合 未策定         

千葉県 
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生

組合 
経過   18 5 地球温暖化防止実行計画 

千葉県 印旛衛生施設管理組合 ○ 30 24 5 
地球温暖化防止推進実行計

画 
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千葉県 印西地区衛生組合 ○   27 5 
印西地区衛生組合地球温暖

化防止実行計画 

千葉県 東総衛生組合 ○   27 5 
東総衛生組合地球温暖化対

策推進実行計画（改定版） 

千葉県 夷隅環境衛生組合 未策定         

千葉県 
佐倉市、四街道市、酒々井

町葬祭組合 
未策定 29       

千葉県 一宮聖苑組合 未策定         

千葉県 印旛利根川水防事務組合 未策定         

千葉県 布施学校組合 未策定         

千葉県 千葉県競馬組合 未策定         

千葉県 
匝瑳市ほか二町環境衛生組

合 
未策定         

千葉県 
君津郡市広域市町村圏事務

組合 
未策定         

千葉県 
安房郡市広域市町村圏事務

組合 
未策定         

千葉県 四市複合事務組合 未策定 29       

千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 未策定         

千葉県 匝瑳市横芝光町消防組合 未策定 29       

千葉県 山武郡市広域行政組合 未策定         

千葉県 香取広域市町村圏事務組合 未策定         

千葉県 
佐倉市八街市酒々井町消防

組合 
経過 29 17 5 

佐倉市八街市酒々井町消防

組合地球温暖化対策実行計

画 

千葉県 
東総地区広域市町村圏事務

組合 
未策定 33       

千葉県 印西地区消防組合 ○   26 4 
印西地区消防組合 地球温

暖化対策実行計画 

千葉県 九十九里地域水道企業団 未策定         

千葉県 
夷隅郡市広域市町村圏事務

組合 
未策定         

千葉県 
印旛郡市広域市町村圏事務

組合 
未策定         

千葉県 北千葉広域水道企業団 ○   18 10 
第４次地球温暖化対策実行

計画書 

千葉県 東総広域水道企業団 未策定         

千葉県 君津富津広域下水道組合 未策定         

千葉県 八匝水道企業団 未策定 29       

千葉県 山武郡市広域水道企業団 未策定         

千葉県 印西地区環境整備事業組合 ○   28 5 地球温暖化対策実行計画 

千葉県 君津広域水道企業団 ○ 32 27 5 
第４次地球温暖化対策実行

計画 

千葉県 南房総広域水道企業団 未策定 30       

千葉県 
千葉県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 30       

東京都 特別区人事・厚生事務組合 経過   20 3 
特別区人事・厚生事務組合 

環境対策実行指針 

東京都 特別区競馬組合 ○   27 5 
特別区競馬組合地球温暖化

対策実行計画 
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東京都 阿伎留病院企業団 ○ 27 27 5 地球温暖化対策計画書 

東京都 昭和病院企業団 経過 27 22 5 地球温暖化対策計画書 

東京都 
東京都島嶼町村一部事務組

合 
未策定         

東京都 瑞穂斎場組合 経過 28 22 5 
瑞穂斎場組合地球温暖化対

策実行計画 

東京都 ふじみ衛生組合 ○   27 5   

東京都 柳泉園組合 経過 23     
柳泉園組合地球温暖化対策

実行計画（仮） 

東京都 湖南衛生組合 未策定         

東京都 西多摩衛生組合 ○ 32 27 5 
西多摩衛生組合地球温暖化

対策実行計画 

東京都 多摩川衛生組合 ○ 28 28 5 
多摩川衛生組合地球温暖化

防止対策実行計画 

東京都 小平・村山・大和衛生組合 未策定         

東京都 
青梅、羽村地区工業用水道

企業団 
未策定         

東京都 
東京都市町村職員退職手当

組合 
未策定         

東京都 東京都十一市競輪事業組合 未策定         

東京都 東京都六市競艇事業組合 未策定         

東京都 東京都四市競艇事業組合 未策定         

東京都 
東京都市町村議会議員公務

災害補償等組合 
未策定         

東京都 
羽村・瑞穂地区学校給食組

合 
未策定         

東京都 東京都三市収益事業組合 未策定         

東京都 西秋川衛生組合 未策定 30       

東京都 南多摩斎場組合 未策定 29       

東京都 東京たま広域資源循環組合 ○ 28 21 5 地球温暖化対策計画書 

東京都 立川・昭島・国立聖苑組合 経過   19 5 
立川・昭島・国立聖苑組合

地球温暖化対策実行計画 

東京都 東京市町村総合事務組合 経過   19 5 名称なし 

東京都 多摩六都科学館組合 未策定 31       

東京都 多摩ニュータウン環境組合 経過   13 6 
多摩ニュータウン環境組合 

地球温暖化対策実行計画 

東京都 秋川流域斎場組合 未策定         

東京都 臨海部広域斎場組合 未策定         

東京都 
東京二十三区清掃一部事務

組合 
○ 31 27 5 

地球温暖化防止対策に関す

る基本的な方針 

東京都 福生病院組合 ○ 29 27 5 地球温暖化対策計画書 

東京都 
東京都後期高齢者医療広域

連合 
未策定 30       

東京都 稲城・府中墓苑組合 未策定 29       

東京都 浅川清流環境組合 未策定         

神奈川県 小田原市外二ヶ市町組合 未策定         

神奈川県 南足柄市外五ケ市町組合 未策定         

神奈川県 南足柄市外二ケ市町組合 未策定         

神奈川県 南足柄市外二ケ町組合 未策定         
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神奈川県 
南足柄市・山北町・開成町

一部事務組合 
未策定         

神奈川県 松田町外三ヶ町組合 未策定         

神奈川県 松田町外二ヶ町組合 未策定         

神奈川県 金目川水害予防組合 未策定         

神奈川県 
秦野市伊勢原市環境衛生組

合 
未策定 30       

神奈川県 高座清掃施設組合 未策定 29       

神奈川県 足柄上衛生組合 未策定         

神奈川県 
神奈川県市町村職員退職手

当組合 
未策定         

神奈川県 箱根町外二カ市組合 未策定         

神奈川県 南足柄市外四ケ市町組合 未策定         

神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 ○ 32 25 8 

第２次 神奈川県内広域水

道企業団 地球温暖化対策

実行計画（改訂版） 

神奈川県 湯河原町真鶴町衛生組合 未策定         

神奈川県 広域大和斎場組合 ○   21 5 
大和斎場地球温暖化対策実

行計画 

神奈川県 足柄東部清掃組合 未策定         

神奈川県 足柄西部清掃組合 未策定         

神奈川県 神奈川県川崎競馬組合 未策定         

神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 未策定         

神奈川県 
神奈川県後期高齢者医療広

域連合 
未策定         

神奈川県 
神奈川県町村情報システム

共同事業組合 
未策定         

新潟県 津南地域衛生施設組合 未策定         

新潟県 さくら福祉保健事務組合 未策定 29       

新潟県 寺泊老人ホーム組合 未策定         

新潟県 下越障害福祉事務組合 経過 29 20 5 
第２次地球温暖化対策に係

る実行計画 

新潟県 魚沼地区障害福祉組合 未策定 29       

新潟県 新潟県中越福祉事務組合 未策定 35       

新潟県 西蒲原福祉事務組合 未策定         

新潟県 新潟県中東福祉事務組合 未策定 30       

新潟県 
新潟県三条・燕総合グラウ

ンド施設組合 
未策定         

新潟県 
三条・燕・西蒲・南蒲広域

養護老人ホーム施設組合 
未策定         

新潟県 
加茂市・田上町消防衛生組

合 
未策定         

新潟県 燕・弥彦総合事務組合 未策定         

新潟県 豊栄郷清掃施設処理組合 ○ 32 28 5 

豊栄郷清掃施設処理組合第

２次地球温暖化対策実行計

画 

新潟県 新発田地域広域事務組合 経過 29 20 5 
第２次 地球温暖化対策に

係る実行計画 

新潟県 十日町地域広域事務組合 経過 28 24 4 
第 2期 十日町市地球温暖

化対策実行計画 ～事務事
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業編(平成 24年度～平成 27

年度)～ 

新潟県 上越地域消防事務組合 経過 20 20 5 
上越地域消防事務組合地球

温暖化対策実行計画 

新潟県 
新発田地域老人福祉保健事

務組合 
経過 29 20 5 

第２次 地球温暖化対策に

係る実行計画 

新潟県 
新潟東港地域水道用水供給

企業団 
未策定 29       

新潟県 
魚沼地域特別養護老人ホー

ム組合 
未策定         

新潟県 
三条地域水道用水供給企業

団 
未策定         

新潟県 新井頸南広域行政組合 ○ 29 26 4 

妙高市役所・新井頸南広域

行政組合 地球温暖化対策

実行計画（第 2期改定版） 

新潟県 五泉地域衛生施設組合 未策定         

新潟県 阿賀北広域組合 未策定 29       

新潟県 上越広域伝染病院組合 未策定         

新潟県 新潟県市町村総合事務組合 経過 29 21 5 
新潟県市町村総合事務組合

地球温暖化対策実行計画 

新潟県 
新潟県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

富山県 三郷利田用水市町村組合 未策定         

富山県 黒東合口用水組合 未策定         

富山県 下山用水組合 未策定         

富山県 砺波地方衛生施設組合 経過   19 5 地球温暖化対策実行計画 

富山県 庄川水害予防組合 未策定         

富山県 小矢部川中流水害予防組合 未策定         

富山県 
常願寺川右岸水防市町村組

合 
未策定         

富山県 富山県市町村総合事務組合 未策定 29       

富山県 砺波広域圏事務組合 未策定         

富山県 新川広域圏事務組合 未策定         

富山県 富山地区広域圏事務組合 未策定 32       

富山県 高岡地区広域圏事務組合 未策定 30       

富山県 富山県市町村会館管理組合 未策定 29       

富山県 中新川広域行政事務組合 未策定         

富山県 砺波地方介護保険組合 未策定         

富山県 
新川地域介護保険・ケーブ

ルテレビ事業組合 
未策定         

富山県 
滑川中新川地区広域情報事

務組合 
未策定         

富山県 
富山県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

富山県 砺波地域消防組合 未策定         

富山県 富山県東部消防組合 未策定         

富山県 新川地域消防組合 未策定 28       

石川県 
石川県市町村消防団員等公

務災害補償等組合 
未策定         

石川県 手取川水防事務組合 未策定         
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石川県 子浦川水防事務組合 未策定         

石川県 長曽川水防事務組合 未策定         

石川県 
石川県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

石川県 河北郡市広域事務組合 未策定 29       

石川県 
手取川流域環境衛生事業組

合 
未策定         

石川県 
輪島市穴水町環境衛生施設

組合 
未策定 29       

石川県 能美広域事務組合 ○   27 5 
能美広域事務組合地球温暖

化対策実行計画 

石川県 手取郷広域事務組合 未策定         

石川県 
石川県市町村消防賞じゅつ

金組合 
未策定         

石川県 
石川県市町議会議員公務災

害補償等組合 
未策定         

石川県 羽咋郡市広域圏事務組合 未策定         

石川県 白山野々市広域事務組合 未策定         

石川県 奥能登広域圏事務組合 未策定 30       

石川県 小松加賀環境衛生事務組合 未策定 29       

石川県 南加賀広域圏事務組合 未策定         

石川県 
のと鉄道運営助成基金事務

組合 
未策定         

石川県 能美介護認定事務組合 未策定         

石川県 奥能登クリーン組合 未策定         

石川県 
石川北部アール・ディ・エ

フ広域処理組合 
未策定 30       

石川県 白山石川医療企業団 経過 29 26 3 
白山石川医療企業団地球温

暖化防止行動計画 

石川県 
石川県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

福井県 公立小浜病院組合 未策定 30       

福井県 越前三国競艇企業団 未策定         

福井県 福井県市町総合事務組合 未策定         

福井県 美浜・三方環境衛生組合 未策定         

福井県 嶺北消防組合 未策定 29       

福井県 鯖江・丹生消防組合 未策定         

福井県 
福井坂井地区広域市町村圏

事務組合 
未策定 30       

福井県 南越消防組合 未策定         

福井県 若狭消防組合 未策定         

福井県 敦賀美方消防組合 未策定 29       

福井県 
大野・勝山地区広域行政事

務組合 
未策定         

福井県 南越清掃組合 未策定         

福井県 勝山・永平寺衛生管理組合 未策定         

福井県 五領川公共下水道事務組合 経過 21 21 5 
五領川公共下水道事務組合 

地球温暖化防止実行計画 

福井県 鯖江広域衛生施設組合 未策定         
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福井県 福井県丹南広域組合 未策定         

福井県 福井県自治会館組合 未策定         

福井県 嶺南広域行政組合 未策定         

福井県 公立丹南病院組合 未策定         

福井県 坂井地区広域連合 未策定         

福井県 こしの国広域事務組合 未策定         

福井県 
福井県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

山梨県 
牛奥山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
滑沢山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
神峰山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
八幡山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
金峰前山恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
大蔵沢恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
深沢山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
笹子山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
京戸入会恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
新倉外三字施業区恩賜県有

財産保護組合 
未策定         

山梨県 
西日向外三山恩賜県有財産

保護組合 
未策定 29       

山梨県 
日向山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
切坂山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
大畠山外七字恩賜県有財産

保護組合 
未策定 29       

山梨県 
八町山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 土山恩賜県有財産保護組合 未策定         

山梨県 
奥仙重外二字山恩賜県有財

産保護組合 
未策定         

山梨県 
第一奥仙丈山恩賜県有財産

保護組合 
未策定         

山梨県 
北奥仙丈外二山恩賜県有財

産保護組合 
未策定         

山梨県 
柿坂外四山恩賜県有財産保

護組合 
未策定         

山梨県 
御勅使川入旧三十六ヶ村入

会山恩賜県有財産保護組合 
未策定         



参考-64 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策

定 

年

度 

計

画 

期

間 

計画名称 

山梨県 
大阪外三山恩賜県有財産保

護組合 
未策定         

山梨県 
大明神山恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
御座石山恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
御座石恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
老別当恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
第一御座石前山恩賜県有財

産保護組合 
未策定         

山梨県 
下広河原恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
牛ケ馬場恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
大内窪外壱字恩賜県有財産

保護組合 
未策定         

山梨県 
下来澤恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
奥野山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
八ヶ岳山恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
釜無山外三字恩賜県有財産

保護組合 
未策定         

山梨県 
富士吉田市外二ヶ村恩賜県

有財産保護組合 
未策定         

山梨県 
河口木無山外六字恩賜県有

財産保護組合 
未策定         

山梨県 
鹿留山恩賜県有財産保護組

合 
未策定         

山梨県 
大旅外二恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 
鳴沢・富士河口湖恩賜県有

財産保護組合 
未策定         

山梨県 
小金沢土室山恩賜県有財産

保護組合 
未策定         

山梨県 
奥山外四恩賜県有財産保護

組合 
未策定         

山梨県 野脇恩賜県有財産保護組合 未策定         

山梨県 深桂恩賜県有財産保護組合 未策定         

山梨県 峡南衛生組合 経過 29 19 5 
峡南衛生組合 地球温暖化

防止実行計画 

山梨県 
身延町早川町国民健康保険

病院一部事務組合 
未策定         

山梨県 三郡衛生組合 未策定         

山梨県 大月都留広域事務組合 経過 31 26 5 
第３次大月市地球温暖化実

行計画 

山梨県 河口湖南中学校組合 未策定 30       
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山梨県 青木ヶ原衛生センター 未策定         

山梨県 東山梨行政事務組合 未策定         

山梨県 東山梨環境衛生組合 未策定         

山梨県 青木が原ごみ処理組合 未策定         

山梨県 甲府地区広域行政事務組合 未策定         

山梨県 中巨摩地区広域事務組合 未策定         

山梨県 山梨県市町村総合事務組合 ○   28 5 

山梨県市町村総合事務組合

地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づく実行計画 

山梨県 峡北地域広域水道企業団 未策定         

山梨県 峡北広域行政事務組合 ○   25 3 
廃棄物発電設備の適正な管

理の徹底 

山梨県 東八代広域行政事務組合 経過   21 5 

東八代広域行政事務組合地

球温暖化対策実行計画（平

成 22年 2月 2日策定） 

山梨県 峡南広域行政組合 未策定         

山梨県 釈迦堂遺跡博物館組合 未策定         

山梨県 富士五湖広域行政事務組合 未策定         

山梨県 峡東地域広域水道企業団 未策定         

山梨県 東部地域広域水道企業団 未策定         

山梨県 山梨県東部広域連合 未策定         

山梨県 
山梨県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

山梨県 
甲府・峡東地域ごみ処理施

設事務組合 
未策定         

山梨県 峡南医療センター企業団 未策定         

長野県 北佐久郡老人福祉施設組合 未策定 30       

長野県 森泉山財産組合 未策定         

長野県 川西保健衛生施設組合 経過   20 5 
川西保健衛生施設組合地球

温暖化対策実行計画 

長野県 
上田市東御市真田共有財産

組合 
未策定         

長野県 上田市長和町中学校組合 未策定 29       

長野県 
青木村及び上田市共有財産

組合 
未策定 29       

長野県 葛尾組合 未策定 30       

長野県 伊北環境行政組合 経過   25 29 地球温暖化対策実行計画 

長野県 浅麓環境施設組合 経過   21 5 
浅麓環境施設組合 地球温

暖化対策実行計画 

長野県 千曲衛生施設組合 経過 29 19 5 
地球温暖化対策推進法に基

づく実行計画 

長野県 松本広域連合 経過   19 5 
松本広域連合地球温暖化防

止実行計画 

長野県 佐久平環境衛生組合 未策定         

長野県 佐久水道企業団 経過   19 5 
佐久水道企業団地球温暖化

対策実行計画書 

長野県 浅麓水道企業団 未策定 29       

長野県 
南信地域町村交通災害共済

事務組合 
○ 29 28 1 環境改善活動実行計画 
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長野県 
佐久市・北佐久郡環境施設

組合 
未策定         

長野県 辰野町塩尻市小学校組合 未策定         

長野県 長野広域連合 経過 28 23 27 環境保全実行計画 

長野県 湖周行政事務組合 未策定         

長野県 
東筑摩郡筑北保健衛生施設

組合 
未策定         

長野県 麻績村筑北村学校組合 未策定         

長野県 安曇野・松本行政事務組合 未策定         

長野県 安曇野市・松本市山林組合 未策定         

長野県 
中信地域町村交通災害共済

事務組合 
未策定         

長野県 穂高広域施設組合 未策定         

長野県 池田松川施設組合 未策定         

長野県 松塩安筑老人福祉施設組合 未策定 29       

長野県 
松本市・山形村・朝日村中

学校組合 
未策定         

長野県 湖北行政事務組合 未策定 30       

長野県 
諏訪市・茅野市衛生施設組

合 
未策定         

長野県 伊那中央行政組合 未策定         

長野県 伊南行政組合 ○ 29 24 5 地球温暖化防止計画 

長野県 諏訪中央病院組合 ○   25 5 
組合立諏訪中央病院 地球

温暖化対策計実行画書 

長野県 塩尻市辰野町中学校組合 未策定         

長野県 北アルプス広域連合 未策定 29       

長野県 佐久広域連合 未策定         

長野県 下伊那郡町村総合事務組合 ○ 29 28 1 環境改善活動実行計画 

長野県 
長野県上伊那広域水道用水

企業団 
○ 29 25 4 地球温暖化対策実行計画 

長野県 
佐久市・軽井沢町清掃施設

組合 
未策定         

長野県 南佐久環境衛生組合 未策定 29       

長野県 六ケ郷用水組合 未策定         

長野県 高山村外一市一町財産組合 未策定         

長野県 下伊那北部総合事務組合 未策定         

長野県 
東北信市町村交通災害共済

事務組合 
未策定         

長野県 北部衛生施設組合 ○ 30 25 5 
第１次北部衛生施設組合地

球温暖化対策実行計画 

長野県 長水部分林組合 未策定         

長野県 岳南広域消防組合 未策定         

長野県 長野県市町村自治振興組合 未策定         

長野県 木曽広域連合 経過   11 5 地球温暖化対策実行計画書 

長野県 南信州広域連合 経過   19 4 
第 2次南信州広域連合地球

温暖化防止実行計画 

長野県 長野県地方税滞納整理機構 未策定 29       

長野県 依田窪医療福祉事務組合 経過         

長野県 上伊那広域連合 ○ 29 18 3 温暖化防止行動計画 
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長野県 須高行政事務組合 ○   28 32 

第１次須高行政事務組合地

球温暖化対策実行計画（事

務事業編） 

長野県 
下伊那郡土木技術センター

組合 
未策定         

長野県 上田地域広域連合 未策定 29       

長野県 岳北広域行政組合 未策定 29       

長野県 
小海町北相木村南相木村中

学校組合 
未策定 29       

長野県 長野県市町村総合事務組合 未策定         

長野県 長野県民交通災害共済組合 未策定         

長野県 
松塩筑木曽老人福祉施設組

合 
○ 30 25 5 

松塩筑木曽老人福祉施設組

合地球温暖化対策実行計画

（第２期計画） 

長野県 北信保健衛生施設組合 経過   20 5 
北信保健衛生施設組合地球

温暖化防止実行計画 

長野県 千曲坂城消防組合 未策定 28       

長野県 松塩地区広域施設組合 未策定 30       

長野県 南諏衛生施設組合 経過   20 8 

南諏衛生施設組合の事務・

事業における地球温暖化防

止実行計画 

長野県 下伊那郡西部衛生施設組合 未策定         

長野県 
長野県後期高齢者医療広域

連合 
○ 31 26 5 

長野県後期高齢者医療広域

連合地球温暖化対策実行計

画（平成 26年度～平成 30

年度） 

長野県 北信広域連合 ○ 30 25 5 
北信広域連合地球温暖化防

止実行計画 

長野県 諏訪広域連合 未策定 34       

長野県 高瀬広域水道企業団 未策定         

長野県 白馬山麓環境施設組合 経過 30 19 5 

地球温暖化防止・温室効果

ガス削減白馬山麓環境施設

組合率先実行計画 

長野県 諏訪南行政事務組合 未策定         

長野県 下伊那自治センター組合 ○ 29 28 1 環境改善活動実行計画 

長野県 白樺湖下水道組合 未策定         

長野県 下伊那南部総合事務組合 未策定         

長野県 
安曇野松筑広域環境施設組

合 
未策定         

岐阜県 瑞穂市・神戸町水道組合 未策定         

岐阜県 岐阜羽島衛生施設組合 未策定 29       

岐阜県 大垣衛生施設組合 未策定 30       

岐阜県 可茂衛生施設利用組合 ○   23 5 
可茂衛生施設利用組合温暖

化対策実行計画 

岐阜県 南濃衛生施設利用事務組合 ○ 31 23 5 

南濃衛生施設利用事務組合

地球温暖化防止推進実行計

画 

岐阜県 
木曽川右岸地帯水防事務組

合 
未策定         

岐阜県 大垣輪中水防事務組合 未策定         
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岐阜県 揖斐川水防事務組合 未策定         

岐阜県 
土岐川防災ダム一部事務組

合 
未策定         

岐阜県 可児川防災等ため池組合 未策定         

岐阜県 
揖斐郡養基小学校養基保育

所組合 
未策定         

岐阜県 
大垣市・安八郡安八町東安

中学校組合 
未策定 30       

岐阜県 可児市・御嵩町中学校組合 ○ 30 25 5 

御嵩町地球温暖化防止対策

実行計画（御嵩町で策定済

み） 

岐阜県 岐阜県市町村会館組合 未策定         

岐阜県 樫原谷林野組合 未策定         

岐阜県 足打谷林野組合 未策定         

岐阜県 
岐阜県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

岐阜県 不破消防組合 未策定 29       

岐阜県 
美濃加茂市富加町中学校組

合 
未策定         

岐阜県 本巣消防事務組合 未策定         

岐阜県 揖斐郡消防組合 経過   23 7 地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 可茂消防事務組合 未策定         

岐阜県 岐阜県地方競馬組合 未策定         

岐阜県 大垣消防組合 ○ 31 26 5 
大垣消防組合地球温暖化対

策（第２次）実行計画 

岐阜県 西濃環境整備組合 ○   28 5 地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 岐北衛生施設利用組合 経過   18 5 
岐北衛生施設利用組合地球

温暖化対策推進実行計画 

岐阜県 中濃地域広域行政事務組合 未策定 29       

岐阜県 中濃消防組合 未策定         

岐阜県 
西南濃老人福祉施設事務組

合 
未策定 30       

岐阜県 東濃西部広域行政事務組合 ○   27 5 

東濃西部広域行政事務組合

地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岐阜県 西南濃粗大廃棄物処理組合 未策定 29       

岐阜県 
岐阜地域児童発達支援セン

ター組合 
未策定 31       

岐阜県 可茂公設地方卸売市場組合 未策定         

岐阜県 
土岐市及び瑞浪市休日急病

診療所組合 
○ 34 23 10 

土岐市地球温暖化対策実行

計画 第 3次実行計画 

岐阜県 飛騨農業共済事務組合 未策定         

岐阜県 
あすわ苑老人福祉施設事務

組合 
未策定         

岐阜県 
西美濃さくら苑介護老人保

健施設事務組合 
未策定         

岐阜県 可茂広域行政事務組合 未策定         

岐阜県 東濃農業共済事務組合 ○ 29 24 5 
東濃農業共済事務組合地球

温暖化対策実行計画 



参考-69 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策

定 

年

度 

計

画 

期

間 

計画名称 

岐阜県 中濃地域農業共済事務組合 ○ 21 24 5 
中濃地域農業共済事務組合

地球温暖化対策実施計画 

岐阜県 安八郡広域連合 未策定         

岐阜県 揖斐広域連合 未策定         

岐阜県 もとす広域連合 未策定         

岐阜県 羽島郡広域連合 未策定         

岐阜県 
古川国府給食センター利用

組合 
未策定 29       

岐阜県 
岐阜県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

静岡県 共立蒲原総合病院組合 未策定         

静岡県 浜名湖競艇企業団 未策定         

静岡県 牧之原市菊川市学校組合 未策定         

静岡県 大井上水道企業団 未策定         

静岡県 小笠老人ホーム施設組合 未策定         

静岡県 
養護老人ホームとよおか管

理組合 
未策定         

静岡県 相寿園管理組合 未策定         

静岡県 東遠広域施設組合 未策定 29       

静岡県 静岡県市町総合事務組合 未策定         

静岡県 三島函南広域行政組合 ○ 28 23 5 
地球にやさしい率先行動計

画 

静岡県 
牧之原市御前崎市広域施設

組合 
○ 31 26 5 

牧之原市御前崎市広域施設

組合地球温暖化対策実行計

画 

静岡県 
御殿場市・小山町広域行政

組合 
未策定 28       

静岡県 東河環境センター 未策定         

静岡県 南豆衛生プラント組合 経過 30 20 5 
下田市地球温暖化対策実行

計画 

静岡県 川根地区広域施設組合 未策定         

静岡県 
太田川原野谷川治水水防組

合 
未策定         

静岡県 箱根山御山組合 未策定         

静岡県 
三島市外五ヶ市町箱根山組

合 
○ 28 23 5 

地球にやさしい率先行動計

画 

静岡県 西豆衛生プラント組合 未策定         

静岡県 
三島市外三ヶ市町箱根山林

組合 
○ 28 23 5 

地球にやさしい率先行動計

画 

静岡県 裾野、長泉清掃施設組合 未策定         

静岡県 箱根山禁伐林組合 未策定         

静岡県 静岡県芦湖水利組合 未策定         

静岡県 伊豆市沼津市衛生施設組合 未策定         

静岡県 箱根山殖産林組合 未策定         

静岡県 駿東地区交通災害共済組合 未策定         

静岡県 岳南排水路管理組合 経過   27 6 

岳南排水路管理組合地球温

暖化対策実行計画（事務事

業編） 

静岡県 駿遠学園管理組合 未策定 29       
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静岡県 御前崎市牧之原市学校組合 経過 29 19 5 
御前崎市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編） 

静岡県 東遠学園組合 未策定 28       

静岡県 浅羽地域湛水防除施設組合 未策定         

静岡県 浜名学園組合 未策定         

静岡県 駿豆学園管理組合 未策定         

静岡県 袋井市森町広域行政組合 未策定         

静岡県 駿東伊豆消防組合 未策定 29       

静岡県 中遠広域事務組合 未策定         

静岡県 志太広域事務組合 未策定         

静岡県 東遠地区聖苑組合 未策定 30       

静岡県 
静岡県大井川広域水道企業

団 
○ 30 25 5 

第３次静岡県大井川広域水

道企業団地球温暖化対策実

行計画 

静岡県 伊豆斎場組合 経過 30 20 5 
下田市地球温暖化対策実行

計画 

静岡県 
吉田町牧之原市広域施設組

合 
未策定         

静岡県 下田地区消防組合 未策定         

静岡県 中東遠看護専門学校組合 未策定         

静岡県 
一部事務組合下田メディカ

ルセンター 
未策定 29       

静岡県 榛原総合病院組合 未策定         

静岡県 
掛川市・菊川市衛生施設組

合 
未策定         

静岡県 東遠工業用水道企業団 未策定         

静岡県 
静岡県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 30       

静岡県 静岡地方税滞納整理機構 未策定         

静岡県 掛川市・袋井市病院企業団 未策定         

静岡県 
伊豆市伊豆の国市廃棄物処

理施設組合 
未策定         

静岡県 富士山南東消防組合 未策定 28       

愛知県 名古屋港管理組合 ○ 29 24 5 
第３次名古屋港管理組合地

球温暖化対策実行計画 

愛知県 愛知県競馬組合 経過   13 5 
愛知県競馬組合の環境保全

のための行動計画 

愛知県 名古屋競輪組合 ○ 30 27 3 地球温暖化対策計画書 

愛知県 岡崎市額田郡模範造林組合 未策定         

愛知県 海部南部広域事務組合 ○   25 6 
第 1次海部南部広域事務組

合地球温暖化対策実行計画 

愛知県 公立陶生病院組合 未策定 30       

愛知県 知多中部広域事務組合 経過   13 5 地球温暖化対策実行計画 

愛知県 
愛知県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

愛知県 海部南部水道企業団 経過   16 5 地球温暖化対策実行計画 

愛知県 愛北広域事務組合 未策定 29       

愛知県 中部知多衛生組合 ○ 30 25 5 
地球温暖化防止対策実行計

画 

愛知県 東部知多衛生組合 未策定 29       
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愛知県 衣浦衛生組合 経過 28 22 5 
衣浦衛生組合地球温暖化対

策実行計画（第 2期） 

愛知県 常滑武豊衛生組合 未策定         

愛知県 蒲郡市幸田町衛生組合 ○   11 5 
第 4次地球温暖化対策実行

計画 

愛知県 西知多医療厚生組合 ○ 32 21 5 
西知多医療厚生組合地球温

暖化対策実行計画 

愛知県 尾張東部衛生組合 ○   28 5 
尾張東部衛生組合 地球温

暖化対策実行計画 

愛知県 海部地区環境事務組合 経過   22 3 
海部地区環境事務組合温暖

化対策実行計画 

愛知県 小牧岩倉衛生組合 ○ 29 22 5 
小牧岩倉衛生組合地球温暖

化対策実行計画 

愛知県 知多南部衛生組合 未策定         

愛知県 尾張旭市長久手市衛生組合 経過         

愛知県 刈谷知立環境組合 ○ 32 27 5 
第２次刈谷知立環境組合実

行計画エコアクション KC 

愛知県 江南丹羽環境管理組合 ○   28 3 地球温暖化対策実行計画 

愛知県 北名古屋水道企業団 未策定         

愛知県 尾張市町交通災害共済組合 未策定         

愛知県 
新城北設楽交通災害共済組

合 
未策定         

愛知県 
半田常滑看護専門学校管理

組合 
未策定         

愛知県 北設広域事務組合 経過 28 22 5 地球温暖化対策実行計画書 

愛知県 海部東部消防組合 経過   14 5 
地球温暖化対策実行計画 

環境保全行動計画 

愛知県 尾三消防組合 未策定         

愛知県 北名古屋衛生組合 未策定         

愛知県 海部南部消防組合 経過   14 4 未改定 

愛知県 海部地区水防事務組合 未策定         

愛知県 瀬戸旭看護専門学校組合 ○   25 5 

第１次瀬戸旭看護専門学校

組合 地球温暖化対策実施

計画 

愛知県 尾張東部火葬場管理組合 未策定         

愛知県 尾三衛生組合 経過   13 5 地球温暖化対策実行計画 

愛知県 愛知中部水道企業団 ○   27 10 
愛知中部水道企業団環境計

画 

愛知県 日東衛生組合 未策定         

愛知県 知多南部消防組合 未策定         

愛知県 知北平和公園組合 経過 28 22 5 
知北平和公園組合環境保全

行動計画（第３次） 

愛知県 五条広域事務組合 未策定 29       

愛知県 海部地区急病診療所組合 未策定         

愛知県 
春日井小牧看護専門学校管

理組合 
未策定         

愛知県 知多北部広域連合 ○   23 5 地球温暖化対策実行計画 

愛知県 丹羽広域事務組合 未策定         

愛知県 衣浦東部広域連合 ○   25 5 
衣浦東部広域連合地球温暖

化対策実行計画 
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愛知県 西春日井広域事務組合 未策定         

愛知県 
愛知県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

愛知県 知多南部広域環境組合 未策定 34       

愛知県 東三河広域連合 未策定         

三重県 四日市港管理組合 ○ 25 25 5 
四日市港管理組合地球温暖

化対策実行計画（第 3次） 

三重県 
三重県多気郡多気町松阪市

学校組合 
未策定         

三重県 わたらい老人福祉施設組合 未策定         

三重県 宮川福祉施設組合 未策定         

三重県 紀南社会福祉施設組合 ○ 29 29 6 
紀南社会福祉施設組合温暖

化対策実行計画 

三重県 
三重県三重郡老人福祉施設

組合 
未策定         

三重県 紀南病院組合 未策定 29       

三重県 
朝日町、川越町組合立環境

クリーンセンター 
経過   15 5 地球温暖化対策実行計画書 

三重県 奥伊勢広域行政組合 未策定         

三重県 朝明広域衛生組合 未策定         

三重県 松阪地区広域衛生組合 ○ 28 24 5 地球温暖化対策実行計画 

三重県 
伊賀市・名張市広域行政事

務組合 
未策定         

三重県 伊賀南部環境衛生組合 未策定 29       

三重県 三重紀北消防組合 経過 29 22 5 
三重紀北消防組合地域温暖

化実施計画 

三重県 南牟婁清掃施設組合 経過 33 13 5 

地球温暖化防止対策に向け

ての温室効果ガス排出抑制

等実行計画 

三重県 松阪地区広域消防組合 ○ 29 24 5 

松阪地区広域消防組合地球

温暖化防止対策実行推進計

画 

三重県 志摩広域消防組合 経過 28 23 5 
地球温暖化対策実行計画

（第３期） 

三重県 
紀南特別養護老人ホーム組

合 
未策定 30       

三重県 桑名広域清掃事業組合 経過 29 19 3 

「地球温暖化対策実施状況

報告書」（三重県）提出 

平成エネルギーの使用の合

理化等に関する法律第 14

条第 1項および第 15条第 1

項の規定に基づく「定期報

告書」・「中長期計画書」 

（環境省・経済産業省）提

出 

三重県 志摩広域行政組合 未策定         

三重県 松阪飯多農業共済事務組合 未策定         

三重県 三重県市町総合事務組合 未策定         

三重県 紀勢地区広域消防組合 経過 29 18 5 
紀勢地区広域消防組合地球

温暖化実行計画 
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三重県 荷坂やすらぎ苑組合 未策定         

三重県 香肌奥伊勢資源化広域連合 経過 29 14 5 地球温暖化対策実行計画 

三重県 鳥羽志勢広域連合 ○ 32 28 5 
鳥羽志勢広域連合地球温暖

化対策実行計画 

三重県 紀北広域連合 未策定         

三重県 紀南介護保険広域連合 未策定         

三重県 度会広域連合 経過   17 5 
 度会広域連合地球温暖化

対策実行計画 

三重県 鈴鹿亀山地区広域連合 経過 28 20 5 地球温暖化対策実行計画 

三重県 桑名・員弁広域連合 未策定         

三重県 三泗鈴亀農業共済事務組合 未策定         

三重県 伊勢地域農業共済事務組合 未策定         

三重県 東紀州農業共済事務組合 未策定         

三重県 伊勢広域環境組合 経過   23 5 
伊勢広域環境組合 地球温

暖化対策実行計画 

三重県 三重地方税管理回収機構 未策定         

三重県 
三重県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

滋賀県 
滋賀県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

滋賀県 彦根市犬上郡営林組合 未策定         

滋賀県 彦根市、米原市山林組合 未策定         

滋賀県 大滝山林組合 未策定         

滋賀県 長浜水道企業団 未策定         

滋賀県 湖北広域行政事務センター 経過   18 5 

湖北広域行政事務センター

地球温暖化対策率先行動計

画 

滋賀県 
滋賀県市町村交通災害共済

組合 
未策定         

滋賀県 八日市布引ライフ組合 経過   24   
八日市布引ライフ組合地球

温暖化対策実行計画 

滋賀県 
滋賀県市町村議会議員公務

災害補償等組合 
未策定         

滋賀県 中部清掃組合 未策定         

滋賀県 東近江行政組合 未策定         

滋賀県 甲賀広域行政組合 未策定 29       

滋賀県 湖東広域衛生管理組合 ○ 29 24 5 

「地球温暖化対策の推進に

関する法律」に基づく実行

計画 

滋賀県 愛知郡広域行政組合 経過   19 5 地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 公立甲賀病院組合 経過   25 3 節電 

滋賀県 守山野洲行政事務組合 経過       現時点で策定の予定はない 

滋賀県 湖南広域行政組合 経過 28 23 5 地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 彦根愛知犬上広域行政組合 経過   21 5 地球温暖化対策実行計画 

滋賀県 
滋賀県市町村職員研修セン

ター 
未策定         

滋賀県 湖北地域消防組合 未策定         

滋賀県 
滋賀県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

京都府 与謝野町宮津市中学校組合 未策定         
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京都府 加茂笠置組合 未策定         

京都府 国民健康保険南丹病院組合 経過 28 27 7 省エネ計画 

京都府 国民健康保険山城病院組合 未策定         

京都府 
亀岡市及び南丹市財産区組

合 
未策定         

京都府 船井郡衛生管理組合 経過       
船井郡衛生管衛組合地球温

暖化対策実行計画 

京都府 城南衛生管理組合 ○   26 5 

城南衛生管理組合地球温暖

化対策実行計画（地球元気

プランⅢ） 

京都府 相楽郡西部塵埃処理組合 未策定         

京都府 
京都府市町村職員退職手当

組合 
未策定         

京都府 乙訓環境衛生組合 ○ 29 24 5 
第２期乙訓環境衛生組合地

球温暖化防止実行計画 

京都府 桂川・小畑川水防事務組合 未策定         

京都府 澱川右岸水防事務組合 未策定         

京都府 淀川・木津川水防事務組合 未策定         

京都府 
京都府市町村議会議員公務

災害補償等組合 
未策定         

京都府 相楽中部消防組合 未策定         

京都府 乙訓福祉施設事務組合 未策定 28       

京都府 宮津与謝消防組合 未策定         

京都府 相楽郡広域事務組合 未策定         

京都府 京都中部広域消防組合 未策定         

京都府 京都府自治会館管理組合 未策定         

京都府 
京都府住宅新築資金等貸付

事業管理組合 
未策定         

京都府 乙訓消防組合 未策定 30       

京都府 
京都府後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

京都府 相楽東部広域連合 経過   20 5 
東部じんかい処理組合地球

温暖化対策実行計画 

京都府 京都地方税機構 未策定         

京都府 宮津与謝環境組合 未策定         

大阪府 恩智川水防事務組合 未策定         

大阪府 淀川左岸水防事務組合 未策定 29       

大阪府 大和川右岸水防事務組合 未策定 29       

大阪府 泉州水防事務組合 未策定         

大阪府 淀川右岸水防事務組合 未策定 29       

大阪府 守口市門真市消防組合 経過 28 20 5 
守口市門真市消防組合地球

温暖化対策実行計画 

大阪府 枚方寝屋川消防組合 ○   25 7 
枚方寝屋川消防組合（新）

地球温暖化対策実行計画 

大阪府 柏原羽曳野藤井寺消防組合 未策定 29       

大阪府 泉北水道企業団 未策定         

大阪府 八尾市柏原市火葬場組合 未策定         

大阪府 泉大津市、和泉市墓地組合 未策定         

大阪府 高石市泉大津市墓地組合 未策定         
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大阪府 
豊中市伊丹市クリーンラン

ド 
未策定         

大阪府 泉北環境整備施設組合 ○   26 5 
地球温暖化対策推進実行計

画（第２期） 

大阪府 柏羽藤環境事業組合 ○   24 5 
柏羽藤環境事業組合 ＣＯ

2換算温室効果ガス排出量 

大阪府 飯盛霊園組合 ○   27 6 
第 3次飯盛霊園組合地球温

暖化対策実行計画 

大阪府 
泉佐野市田尻町清掃施設組

合 
○   25 5 

泉佐野市田尻町清掃施設組

合地球温暖化防止実行計画 

大阪府 東大阪都市清掃施設組合 ○ 30 25 5 

東大阪都市清掃施設組合地

球温暖化対策実行計画（第

三期） 

大阪府 
四條畷市交野市清掃施設組

合 
○   18 5 

地球温暖化対策実行計画

（第３次） 

大阪府 
岸和田市貝塚市清掃施設組

合 
○ 30 25 10 地球温暖化対策実行計画 

大阪府 南河内環境事業組合 経過 28 23 5 
南河内環境事業組合地球温

暖化対策実行計画 

大阪府 泉南清掃事務組合 経過 15 15 5 
泉南清掃事務組合 地球温

暖化対策推進実行計画 

大阪府 大阪府都市競艇企業団 未策定         

大阪府 
藤井寺市柏原市学校給食組

合 
未策定         

大阪府 豊能郡環境施設組合 未策定         

大阪府 くすのき広域連合 未策定         

大阪府 
北河内 4市リサイクル施設

組合 
○ 33 25 7 

北河内４市リサイクル施設

組合 温暖化対策実行計画 

大阪府 
大阪府後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

大阪府 大阪広域水道企業団 ○ 31 26 5 
大阪広域水道企業団中期経

営計画 2015‐2019 

大阪府 関西広域連合 未策定         

大阪府 泉州南消防組合 未策定 30       

大阪府 大東四條畷消防組合 未策定 31       

大阪府 
大阪市・八尾市・松原市環

境施設組合 
未策定         

兵庫県 
兵庫県市町村職員退職手当

組合 
経過   18 5 

地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づく実行計画 

兵庫県 阪神水道企業団 経過   14 5 特に無し 

兵庫県 北播衛生事務組合 経過   15 5 地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 
北播磨こども発達支援セン

ター事務組合わかあゆ園 
○   26 5 

北播磨こども発達支援セン

ター事務組合わかあゆ園地

球温暖化対策実行計画 

兵庫県 揖龍保健衛生施設事務組合 ○ 29 25 5 地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 
加古川市外２市共有公会堂

事務組合 
未策定         

兵庫県 
市川町外三ヶ市町共有財産

事務組合 
未策定         
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兵庫県 公立豊岡病院組合 ○ 29 28 32 

省エネ法及び温対法に基づ

く定期報告書及び中長期計

画書 

兵庫県 
洲本市・南あわじ市山林事

務組合 
未策定         

兵庫県 
南あわじ市・洲本市小中学

校組合 
未策定         

兵庫県 北播磨清掃事務組合 経過   13 5 なし 

兵庫県 中播衛生施設事務組合 ○   26 7 
第３次中播衛生施設事務組

合地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 公立八鹿病院組合 経過   22 8 分からない 

兵庫県 氷上多可衛生事務組合 未策定 32       

兵庫県 
兵庫県市町交通災害共済組

合 
未策定         

兵庫県 
兵庫県町議会議員公務災害

補償組合 
未策定         

兵庫県 
洲本市・南あわじ市衛生事

務組合 
○ 32 27 5 

洲本市・南あわじ市衛生事

務組合 第四次地球温暖化

対策実行計画 

兵庫県 加古郡衛生事務組合 ○ 11 24 5 
加古郡衛生事務組合地球温

暖化対策実行計画 

兵庫県 播磨内陸医務事業組合 未策定         

兵庫県 淡路広域行政事務組合 経過   19 4 温暖化ガス排出抑制計画書 

兵庫県 南但広域行政事務組合 経過 29 16 5 
南但広域行政事務組合地球

温暖化対策実行計画 

兵庫県 淡路広域消防事務組合 未策定 30       

兵庫県 西播磨水道企業団 ○   28 5 
第 4次西播磨水道企業団地

球温暖化対策実行計画 

兵庫県 丹波少年自然の家事務組合 ○   20 5 

第２次丹波少年自然の家事

務組合地球温暖化対策実行

計画 

兵庫県 西脇多可行政事務組合 経過   13 5 
西脇多可行政事務組合地球

温暖化対策実行計画 

兵庫県 
安室ダム水道用水供給企業

団 
未策定         

兵庫県 兵庫県競馬組合 ○   26 7 
温室効果ガス排出抑制計画

（二酸化炭素排出抑制） 

兵庫県 美方郡広域事務組合 ○   28 5 

美方郡広域事務組合地球温

暖化対策実行計画（事務事

業編） 

兵庫県 中播北部行政事務組合 経過   17 5 
中播北部行政事務組合新地

球温暖化対策実行計画 

兵庫県 姫路福崎斎苑施設事務組合 経過   15 5 無 

兵庫県 淡路広域水道企業団 経過   12 5 地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 
小野加東加西環境施設事務

組合 
経過   12 5 最新の実行計画はない 

兵庫県 揖龍地区農業共済事務組合 未策定         

兵庫県 赤相農業共済事務組合 未策定         

兵庫県 中播農業共済事務組合 未策定         
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兵庫県 くれさか環境事務組合 経過   13 5 
くれさか環境事務組合地球

温暖化対策実行計画 

兵庫県 北但行政事務組合 未策定         

兵庫県 但馬広域行政事務組合 未策定         

兵庫県 小野加東広域事務組合 経過   15 5 
小野加東広域事務組合 地

球温暖化対策実行計画書 

兵庫県 東播磨農業共済事務組合 未策定         

兵庫県 播磨高原広域事務組合 経過   14 5 地球温暖化対策実行計画 

兵庫県 
猪名川上流広域ごみ処理施

設組合 
未策定 29       

兵庫県 にしはりま環境事務組合 未策定         

兵庫県 
兵庫県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

兵庫県 
北播磨総合医療センター企

業団 
未策定         

兵庫県 北はりま消防組合 未策定         

兵庫県 西はりま消防組合 未策定         

奈良県 
川西町・三宅町式下中学校

組合 
未策定         

奈良県 老人福祉施設三室園組合 未策定         

奈良県 
奈良県葛城地区清掃事務組

合 
未策定         

奈良県 宇陀衛生一部事務組合 未策定         

奈良県 奥山組合 未策定         

奈良県 青葉山組合 未策定         

奈良県 神野山組合 未策定         

奈良県 奈良県市町村総合事務組合 未策定 30       

奈良県 西和衛生試験センター組合 未策定         

奈良県 上下北山衛生一部事務組合 未策定         

奈良県 香芝・王寺環境施設組合 未策定         

奈良県 
王寺周辺広域休日応急診療

施設組合 
○ 30 25 5 

王寺周辺広域休日応急診療

施設組合地球温暖化防止実

行計画 

奈良県 吉野広域行政組合 未策定         

奈良県 山辺環境衛生組合 未策定         

奈良県 曽爾御杖行政一部事務組合 未策定         

奈良県 国保中央病院組合 未策定 29       

奈良県 葛城広域行政事務組合 未策定         

奈良県 南和広域衛生組合 未策定         

奈良県 東宇陀環境衛生組合 未策定         

奈良県 
奈良広域水質検査センター

組合 
未策定         

奈良県 飛鳥広域行政事務組合 未策定         

奈良県 桜井宇陀広域連合 未策定         

奈良県 静香苑環境施設組合 未策定         

奈良県 
奈良県住宅新築資金等貸付

金回収管理組合 
未策定         

奈良県 
奈良県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         
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奈良県 
やまと広域環境衛生事務組

合 
未策定         

奈良県 南和広域医療企業団 未策定         

奈良県 奈良県広域消防組合 未策定         

奈良県 
山辺・県北西部広域環境衛

生組合 
未策定         

奈良県 さくら広域環境衛生組合 未策定         

和歌山県 
和歌山県市町村総合事務組

合 
経過   23 5 地球温暖化防止実行計画 

和歌山県 
国民健康保険野上厚生病院

組合 
未策定         

和歌山県 那賀児童福祉施設組合 未策定         

和歌山県 公立那賀病院経営事務組合 未策定         

和歌山県 那賀広域事務組合 経過   21 1 
経常経費の節減要領につい

て 

和歌山県 那賀衛生環境整備組合 ○ 30 25 5 
第二次那賀衛生環境整備組

合地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 橋本伊都衛生施設組合 経過   19 5 地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 
伊都郡町村及び橋本市老人

福祉施設事務組合 
未策定         

和歌山県 有田衛生施設事務組合 未策定         

和歌山県 有田聖苑事務組合 未策定 30       

和歌山県 御坊市日高川町中学校組合 未策定         

和歌山県 
御坊市外五ヶ町病院経営事

務組合 
未策定         

和歌山県 
御坊日高老人福祉施設事務

組合 
経過 29 21 5 

御坊日高老人福祉施設事務

組合地球温暖化防止実行計

画 

和歌山県 公立紀南病院組合 未策定 29       

和歌山県 紀南地方老人福祉施設組合 未策定         

和歌山県 富田川治水組合 未策定         

和歌山県 
串本町古座川町衛生施設事

務組合 
未策定         

和歌山県 大辺路衛生施設組合 未策定         

和歌山県 紀南学園事務組合 未策定         

和歌山県 紀南環境衛生施設事務組合 未策定         

和歌山県 
東牟婁郡町村新宮市老人福

祉施設事務組合 
未策定 29       

和歌山県 
那智勝浦町太地町環境衛生

施設一部事務組合 
未策定         

和歌山県 紀南地方児童福祉施設組合 未策定         

和歌山県 
新宮周辺広域市町村圏事務

組合 
未策定         

和歌山県 御坊広域行政事務組合 ○ 31 25 10 地球温暖化防止実行計画 

和歌山県 田辺周辺広域市町村圏組合 未策定         

和歌山県 上大中清掃施設組合 経過   18 5 地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 
海南海草老人福祉施設事務

組合 
未策定 29       

和歌山県 
有田郡老人福祉施設事務組

合 
未策定 30       
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和歌山県 那賀消防組合 経過 29 21 1 
経常経費の節減要領につい

て 

和歌山県 
那賀休日急患診療所経営事

務組合 
未策定         

和歌山県 有田周辺広域圏事務組合 未策定 30       

和歌山県 田辺市周辺衛生施設組合 未策定 29       

和歌山県 
伊都郡町村及び橋本市児童

福祉施設事務組合 
未策定         

和歌山県 富田川衛生施設組合 未策定         

和歌山県 海南海草環境衛生施設組合 未策定         

和歌山県 伊都消防組合 未策定 29       

和歌山県 湯浅広川消防組合 未策定         

和歌山県 五色台広域施設組合 未策定 30       

和歌山県 日高広域消防事務組合 未策定         

和歌山県 橋本周辺広域市町村圏組合 ○ 29 24 5 
第 1次地球温暖化対策実行

計画 

和歌山県 和歌山地方税回収機構 未策定         

和歌山県 
和歌山県後期高齢者医療広

域連合 
未策定         

和歌山県 
和歌山県住宅新築資金等貸

付金回収管理組合 
未策定         

和歌山県 紀の海広域施設組合 未策定         

和歌山県 紀南環境広域施設組合 未策定 32       

鳥取県 
鳥取県町村消防災害補償組

合 
未策定         

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合 ○   28 5 
米子市役所地球温暖化対策

実行計画（事務事業編） 

鳥取県 
鳥取県町村職員退職手当組

合 
未策定         

鳥取県 
日野町江府町日南町衛生施

設組合 
未策定         

鳥取県 境港管理組合 未策定 29       

鳥取県 
南部町・伯耆町清掃施設管

理組合 
未策定         

鳥取県 
鳥取県東部広域行政管理組

合 
未策定         

鳥取県 
鳥取県西部広域行政管理組

合 
○ 32 27 5 

鳥取県西部広域行政管理組

合省エネ・地球温暖化対策

実行計画 

鳥取県 八頭環境施設組合 未策定         

鳥取県 玉井斎場管理組合 未策定         

鳥取県 日野病院組合 経過   14 5 
「環境にやさしい日野病院

率先実行計画」 

鳥取県 鳥取中部ふるさと広域連合 経過 28 22 6 環境保全行動計画 

鳥取県 南部箕蚊屋広域連合 未策定         

鳥取県 
鳥取県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

島根県 斐川宍道水道企業団 経過   18 5 実行計画(事務事業編) 

島根県 鹿足郡事務組合 ○ 29 24 5 
鹿足郡事務組合地球温暖化

対策実行計画 
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島根県 鹿足郡養護老人ホーム組合 ○ 28 23 5 地球温暖化対策実行計画 

島根県 島前町村組合 未策定 28       

島根県 
益田地区広域市町村圏事務

組合 
経過   19 5 なし 

島根県 江津邑智消防組合 ○ 30 25 5 地球温暖化対策エコプラン 

島根県 
浜田市江津市旧有福村有財

産共同管理組合 
○ 24 19 5 

浜田市江津市旧有福村有財

産共同管理組合地球温暖化

対策実行計画書 

島根県 鹿足郡不燃物処理組合 ○ 29 18 5 
鹿足郡不燃物処理組合地球

温暖化対策実行計画書 

島根県 雲南市・飯南町事務組合 ○ 32 27 5 
第 3期「地球温暖化対策実

行計画」 

島根県 島根県市町村総合事務組合 未策定         

島根県 邑智郡公立病院組合 ○   19 11 

第２次邑智郡公立病院組合

地球温暖化対策実行計画

「環境みらい実行計画」 

島根県 邑智郡総合事務組合 ○ 32 28 5 
邑智郡総合事務組合地球温

暖化対策実行計画 

島根県 浜田地区広域行政組合 ○ 29 24 5 
浜田地区広域行政組合地球

温暖化対策実行計画 

島根県 雲南広域連合 ○ 29 24 5 
雲南広域連合地球温暖化対

策実行計画 

島根県 隠岐広域連合 ○ 28 23 5 
第２期隠岐広域連合地球温

暖化対策実行計画 

島根県 
島根県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

岡山県 八ヶ郷合同用水組合 未策定         

岡山県 高梁川東西用水組合 未策定         

岡山県 旭東用排水組合 未策定 30       

岡山県 竹川組合 未策定         

岡山県 湛井十二箇郷組合 未策定         

岡山県 大正池水利組合 未策定 29       

岡山県 田原用水組合 未策定         

岡山県 六ヶ郷組合 未策定         

岡山県 四ヶ郷組合 未策定         

岡山県 西一郷半組合 未策定         

岡山県 三ヶ村組合 未策定         

岡山県 
岡山県笠岡市・矢掛町中学

校組合 
○ 29 28 7 

第３次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 備南水道企業団 未策定 29       

岡山県 岡山県南部水道企業団 未策定 30       

岡山県 岡山県西南水道企業団 ○ 29 28 7 

第３次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 神崎衛生施設組合 ○   25 5 
第２次神崎衛生施設組合 

地球温暖化対策実行計画 

岡山県 備南衛生施設組合 未策定         

岡山県 勝英衛生施設組合 経過   12 5 
勝英衛生施設組合、施設温

暖化対策 
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岡山県 岡山県西部衛生施設組合 ○ 29 28 7 

第３次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 旭川中部衛生施設組合 未策定         

岡山県 
和気・赤磐し尿処理施設一

部事務組合 
○ 30 25 5 地球温暖化対策実行計画 

岡山県 
岡山県西部環境整備施設組

合 
○   28 7 

第 3次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 和気北部衛生施設組合 ○   24 7 地球温暖化対策実行計画 

岡山県 倉敷西部清掃施設組合 未策定 30       

岡山県 
岡山市久米南町国民健康保

険病院組合 
○   24 5 地球温暖化防止実行計画 

岡山県 和気老人ホーム組合 未策定 29       

岡山県 岡山県市町村税整理組合 未策定         

岡山県 
岡山市久米南町衛生施設組

合 
経過   22 5 

地球温暖化対策実行計画

（事務・事業分） 

岡山県 岡山県中部環境施設組合 未策定         

岡山県 
岡山県井原地区清掃施設組

合 
未策定         

岡山県 津山圏域衛生処理組合 未策定         

岡山県 笠岡地区消防組合 ○ 29 28 7 

第 3次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 久米老人ホーム組合 未策定         

岡山県 総社広域環境施設組合 ○ 30 25 5 
総社市地球温暖化対策実行

計画 

岡山県 井原地区消防組合 未策定 28       

岡山県 津山圏域消防組合 未策定         

岡山県 勝田郡老人福祉施設組合 未策定         

岡山県 東備消防組合 未策定         

岡山県 
岡山県西部地区養護老人ホ

ーム組合 
○ 29 28 7 

第３次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

岡山県 備南競艇事業組合 未策定         

岡山県 美作養護老人ホーム組合 未策定 29       

岡山県 
柵原、吉井、英田火葬場施

設組合 
○   25 5 

第１次 柵原・吉井・英田

火葬場施設組合 地球温暖

化対策実行計画 

岡山県 
柵原吉井特別養護老人ホー

ム組合 
○   24 5 

美咲町地球温暖化対策実行

計画 

岡山県 岡山県広域水道企業団 未策定         

岡山県 井笠地区農業共済事務組合 ○ 29 28 7 

第３次笠岡市・一部事務組

合地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）  

岡山県 津山広域事務組合 未策定         

岡山県 勝英農業共済事務組合 未策定 32       

岡山県 東備農業共済事務組合 ○ 29 24 5 
第１次地球温暖化対策実行

計画 

岡山県 倉敷地区農業共済事務組合 未策定 32       
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岡山県 高梁地域事務組合 経過   14 5 
高梁地域事務組合地球温暖

化対策実行計画 

岡山県 津山地区農業共済事務組合 未策定         

岡山県 岡山県市町村総合事務組合 未策定         

岡山県 
岡山県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

岡山県 津山圏域資源循環施設組合 未策定 29       

広島県 世羅中央病院企業団 未策定         

広島県 安芸地区衛生施設管理組合 未策定 29       

広島県 山県郡西部衛生組合 未策定         

広島県 甲世衛生組合 未策定         

広島県 
広島県海田高等学校財産組

合 
未策定         

広島県 広島県市町総合事務組合 経過   11 5 

広島県市町村職員退職手当

組合地球温暖化対策実行計

画 

広島県 宮島競艇施行組合 ○   23 5 温室効果ガス削減計画 

広島県 備北地区消防組合 経過   18 5 
備北地区消防広域行政組合

地球温暖化対策実行計画 

広島県 三原広域市町村圏事務組合 未策定         

広島県 世羅三原斎場組合 未策定         

広島県 福山地区消防組合 ○ 33 28 5 
福山地区消防組合地球温暖

化対策実行計画（第４期） 

広島県 芸北広域環境施設組合 未策定 30       

広島県 
広島中部台地土地改良施設

管理組合 
未策定         

広島県 
広島県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

広島県 広島中央環境衛生組合 未策定 32       

山口県 周南地区福祉施設組合 ○ 29 24 5 
周南地区福祉施設組合エ

コ・オフィス実践プラン 

山口県 養護老人ホーム秋楽園組合 ○ 30 25 5 
環境保全・地球温暖化防止

実行計画 

山口県 養護老人ホーム長生園組合 未策定         

山口県 玖珂地方老人福祉施設組合 未策定         

山口県 豊浦大津環境浄化組合 未策定         

山口県 玖西環境衛生組合 未策定         

山口県 周東環境衛生組合 未策定         

山口県 田布施・平生水道企業団 未策定         

山口県 熊南総合事務組合 未策定         

山口県 周南地区衛生施設組合 未策定         

山口県 柳井地区広域消防組合 未策定 29       

山口県 光地区消防組合 未策定         

山口県 岩国地区消防組合 未策定         

山口県 周陽環境整備組合 未策定         

山口県 周南東部環境施設組合 未策定         

山口県 柳井地域広域水道企業団 未策定         

山口県 
宇部・阿知須公共下水道組

合 
未策定         
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山口県 山口県市町総合事務組合 未策定         

山口県 
山口県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

山口県 萩・長門清掃一部事務組合 未策定 28       

山口県 宇部・山陽小野田消防組合 未策定 28       

徳島県 西阿老人ホーム組合 経過 28 13 5 
西阿老人ホーム組合地球温

暖化対策実行計画 

徳島県 海部老人ホーム町村組合 未策定         

徳島県 老人ホーム福寿荘組合 未策定         

徳島県 美馬西部共立火葬場組合 未策定 29       

徳島県 吉野川環境整備組合 ○ 29 23 5 地球温暖化対策の推進 

徳島県 海部郡衛生処理事務組合 未策定 30       

徳島県 阿北火葬場管理組合 未策定         

徳島県 阿北環境整備組合 未策定         

徳島県 美馬環境整備組合 経過 28 23 5 
美馬環境整備組合地球温暖

化対策実行計画 

徳島県 三好東部火葬場管理組合 未策定         

徳島県 
徳島県市町村議会議員公務

災害補償等組合 
未策定         

徳島県 美馬西部消防組合 未策定         

徳島県 
松茂町ほか二町競艇事業組

合 
未策定         

徳島県 
美馬西部学校給食センター

組合 
未策定 29       

徳島県 
美馬西部特別養護老人ホー

ム組合 
未策定 29       

徳島県 板野東部消防組合 未策定 29       

徳島県 
板野東部青少年育成センタ

ー組合 
未策定         

徳島県 美馬地区広域行政組合 経過 28 13 5 
美馬地区広域行政組合地球

温暖化対策実行計画 

徳島県 
阿北特別養護老人ホーム組

合 
未策定         

徳島県 板野西部消防組合 未策定 28       

徳島県 小松島市外三町村衛生組合 未策定         

徳島県 中央広域環境施設組合 ○ 32 27 5 
中央広域環境施設組合実行

計画 

徳島県 
海部郡特別養護老人ホーム

事務組合 
未策定         

徳島県 名西消防組合 経過 28 13 5 
名西消防組合地球温暖化対

策実行計画 

徳島県 徳島県市町村総合事務組合 未策定         

徳島県 
板野西部青少年補導センタ

ー組合 
未策定         

徳島県 
那賀川北岸地域湛水防除施

設組合 
未策定         

徳島県 海部消防組合 未策定         

徳島県 徳島中央広域連合 未策定         

徳島県 みよし広域連合 経過   22 5 地球温暖化対策実行計画 
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徳島県 
徳島県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 28       

香川県 
まんのう町外二ケ市町（十

郷地区）山林組合 
未策定         

香川県 
まんのう町外三ケ市町山林

組合 
未策定         

香川県 
まんのう町外三ケ市町（七

箇地区）山林組合 
未策定         

香川県 伝法川防災溜池事業組合 未策定         

香川県 三豊総合病院企業団 未策定         

香川県 
香川県三豊市観音寺市学校

組合 
未策定         

香川県 香川県市町総合事務組合 未策定         

香川県 
香川県中部広域競艇事業組

合 
未策定 29       

香川県 仲多度南部消防組合 未策定         

香川県 大川広域行政組合 ○   24 5 なし 

香川県 さぬき市・三木町山林組合 未策定         

香川県 東かがわ市外一市一町組合 未策定         

香川県 三観広域行政組合 未策定         

香川県 小豆地区広域行政事務組合 未策定 30       

香川県 中讃広域行政事務組合 未策定         

香川県 
坂出、宇多津広域行政事務

組合 
未策定         

香川県 香川県東部清掃施設組合 未策定 29       

香川県 三木・長尾葬斎組合 未策定         

香川県 
香川県後期高齢者医療広域

連合 
○   28 5 

香川県後期高齢者医療広域

連合地球温暖化対策実行計

画 

香川県 小豆島中央病院企業団 未策定 29       

愛媛県 松山衛生事務組合 ○ 32 27 5 

第４期 松山市役所 温暖

化対策実行計画（地球温暖

化対策地方公共団体実行計

画（事務事業編）） 

愛媛県 愛媛県市町総合事務組合 未策定         

愛媛県 
松山市、東温市共有山林組

合 
未策定         

愛媛県 
松山養護老人ホーム事務組

合 
○ 32 27 5 

第４期 松山市役所温暖化

対策実行計画（地球温暖化

対策地方公共団体実行計画

（事務事業編）） 

愛媛県 伊予市松前町共立衛生組合 未策定         

愛媛県 
伊予市・伊予郡養護老人ホ

ーム組合 
未策定         

愛媛県 大洲・喜多衛生事務組合 未策定 31       

愛媛県 
高知県宿毛市愛媛県南宇和

郡愛南町篠山小中学校組合 
未策定         

愛媛県 八幡浜地区施設事務組合 未策定         
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愛媛県 
伊予地区ごみ処理施設管理

組合 
○   25 5 

伊予地区ごみ処理施設管理

組合地球温暖化対策実行計

画 

愛媛県 
大洲喜多特別養護老人ホー

ム事務組合 
未策定 29       

愛媛県 伊予消防等事務組合 未策定         

愛媛県 南予水道企業団 未策定 28       

愛媛県 宇和島地区広域事務組合 未策定 30       

愛媛県 伊予市外二町共有物組合 未策定         

愛媛県 津島水道企業団 未策定         

愛媛県 大洲地区広域消防事務組合 未策定         

愛媛県 松山広域福祉施設事務組合 ○ 32 27 5 

第 4期 松山市役所 温暖

化対策実行計画（地球温暖

化対策地方公共団体実行計

画（事務事業編）） 

愛媛県 
八幡浜・大洲地区広域市町

村圏組合 
未策定         

愛媛県 愛媛地方税滞納整理機構 未策定         

愛媛県 
愛媛県後期高齢者医療広域

連合 
○ 32 27 5 

第 4期 松山市役所 温暖

化対策実行計画 （地球温

暖化対策地方公共団体実行

計画（事務事業編）） 

高知県 香美郡殖林組合 未策定         

高知県 香南香美衛生組合 未策定         

高知県 仁淀川下流衛生事務組合 未策定         

高知県 高吾北広域町村事務組合 ○   28 5 
高吾北広域町村事務組合地

球温暖化対策推進実行計画 

高知県 香南斎場組合 未策定 32       

高知県 香南香美老人ホーム組合 未策定 30       

高知県 日高村佐川町学校組合 未策定         

高知県 高知県競馬組合 未策定         

高知県 香南清掃組合 未策定 29       

高知県 幡多広域市町村圏事務組合 未策定         

高知県 高幡消防組合 未策定         

高知県 幡多中央環境施設組合 未策定         

高知県 津野山養護老人ホーム組合 未策定 29       

高知県 
高陵特別養護老人ホーム組

合 
未策定         

高知県 
安芸広域市町村圏特別養護

老人ホーム組合 
未策定 30       

高知県 津野山広域事務組合 未策定 29       

高知県 高幡東部清掃組合 未策定         

高知県 芸東衛生組合 未策定         

高知県 仁淀消防組合 未策定         

高知県 幡多中央消防組合 未策定 29       

高知県 
高幡西部特別養護老人ホー

ム組合 
未策定         

高知県 幡多西部消防組合 未策定         

高知県 
高知県広域食肉センター事

務組合 
未策定         
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高知県 嶺北広域行政事務組合 未策定 29       

高知県 高幡障害者支援施設組合 未策定         

高知県 安芸広域市町村圏事務組合 未策定 29       

高知県 高幡広域市町村圏事務組合 未策定         

高知県 
仁淀川広域市町村圏事務組

合 
未策定         

高知県 中芸広域連合 未策定         

高知県 高知県・高知市病院企業団 未策定         

高知県 
高知中央西部焼却処理事務

組合 
未策定 30       

高知県 こうち人づくり広域連合 未策定         

高知県 高知県市町村総合事務組合 未策定         

高知県 
高知県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

高知県 
南国・香南・香美租税債権

管理機構 
未策定         

福岡県 
粕屋郡粕屋町外１市水利組

合 
未策定         

福岡県 
直方市・北九州市岡森用水

組合 
未策定         

福岡県 柳川みやま土木組合 未策定         

福岡県 花宗太田土木組合 未策定         

福岡県 花宗用水組合 未策定         

福岡県 山の井用水組合 未策定         

福岡県 
福岡県中間市外二ヶ町山田

川水利組合 
未策定         

福岡県 堀川水利組合 未策定 28       

福岡県 
上毛町外一市一町矢方池土

木組合 
未策定         

福岡県 公立八女総合病院企業団 未策定         

福岡県 
吉富町外１町環境衛生事務

組合 
未策定 29       

福岡県 浮羽老人ホーム組合 未策定         

福岡県 東山老人ホーム組合 未策定         

福岡県 玄界環境組合 未策定         

福岡県 大川柳川衛生組合 ○   20 10 
木質バイオマス燃料を利活

用した際の CO2削減効果 

福岡県 うきは久留米環境施設組合 ○   27 5 
地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

福岡県 豊前広域環境施設組合 未策定         

福岡県 両筑衛生施設組合 未策定         

福岡県 
飯塚市・桂川町衛生施設組

合 
未策定         

福岡県 吉富町外一市中学校組合 未策定         

福岡県 
久留米市外三市町高等学校

組合 
未策定         

福岡県 古賀高等学校組合 経過 29 14 5 
古賀市外３ヶ町高等学校組

合環境保全実行計画 

福岡県 
福岡県市町村消防団員等公

務災害補償組合 
未策定         
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福岡県 
福岡県市町村職員退職手当

組合 
未策定         

福岡県 福岡県自治会館管理組合 未策定         

福岡県 糟屋郡自治会館組合 未策定         

福岡県 筑紫自治振興組合 未策定         

福岡県 
糟屋郡篠栗町外一市五町財

産組合 
未策定         

福岡県 豊前市外二町財産組合 未策定         

福岡県 八女地区消防組合 経過   21 3 
八女地区消防組合地球温暖

化対策実行計画 

福岡県 中間市行橋市競艇組合 未策定         

福岡県 筑紫野太宰府消防組合 経過   18 5 
筑紫野太宰府消防組合地球

温暖化対策実行計画 

福岡県 飯塚地区消防組合 ○ 29 22 28 地球温暖化計画実行計画書 

福岡県 
春日・大野城・那珂川消防

組合 
○   28 1 

エコ・オフィス推進事業計

画 

福岡県 福岡県田川地区消防組合 ○   27 5 地球温暖化対策実行計画 

福岡県 北筑昇華苑組合 経過 29 14 5 
北筑衛生施設組合環境保全

実行計画 

福岡県 
久留米広域市町村圏事務組

合 
○   27 5 

久留米広域市町村圏事務組

合第１次地球温暖化対策実

行計画 

福岡県 京築広域市町村圏事務組合 未策定         

福岡県 
宮若市外二町じん芥処理施

設組合 
未策定         

福岡県 八女西部広域事務組合 未策定         

福岡県 
築上郡自治会館等資産管理

組合 
未策定         

福岡県 山神水道企業団 経過 29 18 5 地球温暖化対策実行計画 

福岡県 福岡県南広域水道企業団 ○ 27 27 5 

第３次福岡県南広域水道企

業団地球温暖化対策実行計

画 

福岡県 
直方・鞍手広域市町村圏事

務組合 
未策定 29       

福岡県 
甘木・朝倉広域市町村圏事

務組合 
未策定         

福岡県 
田川郡東部環境衛生施設組

合 
未策定         

福岡県 粕屋南部消防組合 経過   25 5 
粕屋南部消防組合環境保全

実行計画 

福岡県 ふくおか県央環境施設組合 未策定         

福岡県 福岡地区水道企業団 経過 29 22 3 
福岡地区水道企業団環境保

全実行計画 

福岡県 田川地区斎場組合 ○   25 5 
田川地区斎場組合地球温暖

化対策実行計画 

福岡県 宗像地区事務組合 経過   26 5 
宗像地区事務組合地球温暖

化対策実行計画 

福岡県 三井水道企業団 未策定         

福岡県 豊前市外二町清掃施設組合 未策定         
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福岡県 春日那珂川水道企業団 経過   18 5 
春日那珂川水道企業団 地

球温暖化対策実行計画 

福岡県 
行橋市・みやこ町清掃施設

組合 
未策定         

福岡県 大野城太宰府環境施設組合 経過 31 22 5 
大野城太宰府環境施設組合

地球温暖化対策実行計画 

福岡県 
甘木・朝倉・三井環境施設

組合 
未策定         

福岡県 粕屋北部消防組合 経過 29 14 5 
粕屋北部消防組合環境保全

実行計画 

福岡県 有明生活環境施設組合 未策定         

福岡県 
須恵町外二ヶ町清掃施設組

合 
未策定 28       

福岡県 
遠賀・中間地域広域行政事

務組合 
未策定 29       

福岡県 
筑紫野・小郡・基山清掃施

設組合 
○ 32 27 5 

筑紫野・小郡・基山清掃施

設組合環境にやさしい行動

計画パートⅣークリーンヒ

ル宝満地球温暖化対策実行

計画ー 

福岡県 福岡県自治振興組合 未策定         

福岡県 春日大野城衛生施設組合 未策定         

福岡県 田川地区清掃施設組合 未策定         

福岡県 大牟田・荒尾清掃施設組合 未策定         

福岡県 筑慈苑施設組合 ○   27 5 
筑慈苑施設組合地球温暖化

対策実行計画 

福岡県 八女中部衛生施設事務組合 未策定 29       

福岡県 田川地区水道企業団 未策定         

福岡県 京築地区水道企業団 未策定         

福岡県 
福岡都市圏広域行政事業組

合 
未策定         

福岡県 
宇美町・志免町衛生施設組

合 
未策定         

福岡県 福岡県介護保険広域連合 未策定         

福岡県 
福岡都市圏南部環境事業組

合 
未策定 29       

福岡県 
福岡県後期高齢者医療広域

連合 
経過 29 20 5 

福岡県後期高齢者医療広域

連合環境保全実行計画 

福岡県 下田川清掃施設組合 未策定         

佐賀県 西佐賀水道企業団 未策定 29       

佐賀県 
天山地区共同衛生処理場組

合 
未策定 32       

佐賀県 杵東地区衛生処理場組合 ○   24 5 なし 

佐賀県 
鹿島・藤津地区衛生施設組

合 
経過   21 3 

地球にやさしい環境づくり

のための藤鹿苑行動計画 

佐賀県 佐賀県競馬組合 未策定 29       

佐賀県 有田磁石場組合 未策定         

佐賀県 杵藤地区広域市町村圏組合 ○ 32 27 5 
地球温暖化防止率先行動計

画 
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佐賀県 
鳥栖・三養基地区消防事務

組合 
未策定         

佐賀県 杵島工業用水道企業団 ○ 32 27 5 

第二次 杵島工業用水道企

業団 地球温暖化対策実行

計画 

佐賀県 天山地区共同斎場組合 未策定         

佐賀県 
伊万里・有田地区医療福祉

組合 
未策定         

佐賀県 佐賀東部水道企業団 ○ 24 26 5 
佐賀東部水道企業団地球温

暖化対策実行計画 

佐賀県 脊振共同塵芥処理組合 未策定 36       

佐賀県 鳥栖地区広域市町村圏組合 未策定         

佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 ○ 29 24 5 
地球温暖化対策実行計画

（第３次） 

佐賀県 伊万里・有田地区衛生組合 未策定         

佐賀県 三養基西部葬祭組合 未策定         

佐賀県 佐賀中部広域連合 未策定         

佐賀県 三神地区環境事務組合 未策定         

佐賀県 
鳥栖・三養基西部環境施設

組合 
未策定 29       

佐賀県 
佐賀県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

佐賀県 佐賀県市町総合事務組合 未策定         

佐賀県 佐賀県西部広域環境組合 未策定         

佐賀県 伊万里・有田消防組合 未策定 29       

佐賀県 天山地区共同環境組合 未策定 33       

長崎県 南高北部環境衛生組合 経過   26 5 化石燃料削減 

長崎県 東彼地区保健福祉組合 ○ 30 26 5 

東彼地区保健福祉組合の事

務・事業に係る温暖化対策

実行計画 

長崎県 県央地域広域市町村圏組合 経過 28 14 5 地球温暖化対策実行計画 

長崎県 島原地域広域市町村圏組合 経過 28 23 5 
地球温暖化対策の推進に係

る実行計画（第三次計画） 

長崎県 有明海自動車航送船組合 ○ 29 24 5 
有明海自動車航送船組合地

球温暖化防止対策実行計画 

長崎県 雲仙・南島原保健組合 経過   18 6 
雲仙・南島原保健組合地球

温暖化対策実行計画 

長崎県 長崎県市町村総合事務組合 未策定 30       

長崎県 県央県南広域環境組合 ○   28 5 
第２期県央県南広域環境組

合地球温暖化防止実行計画 

長崎県 北松北部環境組合 ○   26 5 

北松北部環境組合の事務及

び事業にかかる温暖化対策

実行計画 

長崎県 
長崎県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

長崎県 長与・時津環境施設組合 未策定 32       

長崎県 長崎県病院企業団 ○   27 3 
温室効果ガス排出削減計画

書 

熊本県 熊本県市町村総合事務組合 ○ 32 27 5 
熊本県市町村総合事務組合

地球温暖化対策実行計画 
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第３期計画（平成２７年度

～平成３１年度） 

熊本県 公立玉名中央病院企業団 未策定         

熊本県 菊池養生園保健組合 経過   13 5 環境政策推進計画 

熊本県 
小国町外一ヶ町公立病院組

合 
未策定         

熊本県 
球磨郡公立多良木病院企業

団 
経過   13 5   

熊本県 菊池環境保全組合 経過 20 20 5 

地球温暖化防止実行計画

（地球温暖化対策の推進に

関する法律第 21条に基づ

く実行計画） 

熊本県 御船地区衛生施設組合 経過 29 16 3 
地球温暖化防止実行計画書

＜改定：平成１６年２月＞ 

熊本県 大津菊陽水道企業団 ○   14 5 地球温暖化防止実行計画 

熊本県 大津町西原村原野組合 未策定         

熊本県 
氷川町及び八代市中学校組

合 
○   26 5 

氷川町地球温暖化対策実行

計画 

熊本県 上天草衛生施設組合 経過   13 5 地球温暖化防止実行計画 

熊本県 御船町甲佐町衛生施設組合 経過 28 22 6 
御船町甲佐町衛生施設組合

地球温暖化対策実行計画 

熊本県 
益城、嘉島、西原環境衛生

施設組合 
経過 29 14 5 地球温暖化対策実行計画 

熊本県 山鹿植木広域行政事務組合 経過   13 5 
地球温暖化対策の推進に係

る実行計画 

熊本県 人吉下球磨消防組合 未策定 29       

熊本県 上益城消防組合 経過   13 5 
地球温暖化防止に向けた上

益城消防組合率先実行計画 

熊本県 上球磨消防組合 経過   13 5 
上球磨消防組合地球温暖化

対策実行計画 

熊本県 八代広域行政事務組合 未策定         

熊本県 八代生活環境事務組合 未策定 31       

熊本県 阿蘇広域行政事務組合 ○ 30 27 3 
第 4次阿蘇広域行政事務組

合地球温暖化対策実行計画 

熊本県 人吉球磨広域行政組合 ○   25 5 

人吉球磨広域行政組合地球

温暖化対策実行計画（第 3

次） 

熊本県 有明広域行政事務組合 ○ 28 24 5 
第３期地球温暖化対策実行

計画 

熊本県 水俣芦北広域行政事務組合 経過   13 5 

水俣芦北広域行政事務組合

地球温暖化対策推進実行計

画 

熊本県 上天草・宇城水道企業団 未策定 30       

熊本県 宇城広域連合 ○   28 5 
第１次 宇城広域連合地球

温暖化対策実行計画 

熊本県 菊池広域連合 経過 34 13 5 地球温暖化防止実行計画 

熊本県 上益城広域連合 ○ 29 24 5 
第 1次上益城広域連合地球

温暖化対策実行計画書 

熊本県 天草広域連合 ○ 28 26 5 
昼休み、時間外等の消灯徹

底 車両関係での事業時の
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暖気運転時間の短縮、アイ

ドリングストップ等の実施 

デマンド監視にる電力使用

量の適正監理 

熊本県 
熊本県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

大分県 大分県退職手当組合 未策定         

大分県 大分県消防補償等組合 未策定         

大分県 大分県交通災害共済組合 未策定         

大分県 由布大分環境衛生組合 経過   22 5 
由布市地球温暖化対策実行

計画 

大分県 杵築速見環境浄化組合 未策定         

大分県 
別杵速見地域広域市町村圏

事務組合 
未策定         

大分県 杵築速見消防組合 未策定         

大分県 大分県市町村会館管理組合 未策定         

大分県 臼津広域連合 未策定         

大分県 
大分県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

大分県 日田玖珠広域消防組合 未策定         

大分県 玖珠九重行政事務組合 未策定         

大分県 
宇佐・高田・国東広域事務

組合 
未策定         

宮崎県 高鍋・木城衛生組合 ○ 33 28 5 
第 2次地球温暖化対策実行

計画〔事務事業偏〕 

宮崎県 川南・都農衛生組合 ○ 23 23 5 地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 宮崎県中部地区衛生組合 未策定         

宮崎県 
宮崎県北部広域行政事務組

合 
未策定         

宮崎県 宮崎県自治会館管理組合 未策定         

宮崎県 西臼杵広域行政事務組合 未策定         

宮崎県 宮崎県東児湯消防組合 未策定 29       

宮崎県 西諸広域行政事務組合 未策定         

宮崎県 入郷地区衛生組合 未策定         

宮崎県 
日南串間広域不燃物処理組

合 
未策定         

宮崎県 西都児湯環境整備事務組合 未策定         

宮崎県 霧島美化センター事務組合 未策定         

宮崎県 
一ツ瀬川営農飲雑用水広域

水道企業団 
○ 30 25 20 

一ツ瀬川営農飲雑用水広域

水道企業団地域水道ビジョ

ン 

宮崎県 宮崎県市町村総合事務組合 未策定         

宮崎県 日向東臼杵広域連合 未策定         

宮崎県 
宮崎県後期高齢者医療広域

連合 
未策定 29       

鹿児島県 
鹿児島県市町村総合事務組

合 
未策定 30       

鹿児島県 
いちき串木野市・日置市衛

生処理組合 
未策定 29       

鹿児島県 南薩地区衛生管理組合 未策定 30       
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鹿児島県 沖永良部バス企業団 未策定 30       

鹿児島県 指宿南九州消防組合 未策定 28       

鹿児島県 指宿広域市町村圏組合 未策定         

鹿児島県 曽於北部衛生処理組合 未策定         

鹿児島県 南大隅衛生管理組合 未策定         

鹿児島県 中南衛生管理組合 未策定         

鹿児島県 大島地区衛生組合 未策定         

鹿児島県 阿久根地区消防組合 ○   27 5 

第１次阿久根市エコチャレ

ンジ・プラン，阿久根市地

球温暖化対策実行計画，事

務事業編（阿久根市役所・

阿久根消防署編） 

鹿児島県 伊佐湧水消防組合 未策定 29       

鹿児島県 沖永良部衛生管理組合 未策定 31       

鹿児島県 大口地方卸売市場管理組合 未策定         

鹿児島県 伊佐北姶良環境管理組合 未策定         

鹿児島県 大隅曽於地区消防組合 未策定         

鹿児島県 大隅肝属地区消防組合 未策定 29       

鹿児島県 伊佐北姶良火葬場管理組合 未策定         

鹿児島県 
曽於地域公設地方卸売市場

管理組合 
未策定         

鹿児島県 
沖永良部与論地区広域事務

組合 
未策定         

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 ○ 29 24 5 
地球温暖化防止活動実行計

画 

鹿児島県 徳之島地区消防組合 未策定 33       

鹿児島県 曽於南部厚生事務組合 未策定         

鹿児島県 熊毛地区消防組合 未策定 28       

鹿児島県 大島地区消防組合 経過 19 20 5 
地球温暖化防止活動実行計

画 

鹿児島県 奄美群島広域事務組合 未策定         

鹿児島県 大島農業共済事務組合 未策定 30       

鹿児島県 南薩介護保険事務組合 未策定 28       

鹿児島県 
姶良・伊佐地区介護保険組

合 
未策定         

鹿児島県 曽於地区介護保険組合 未策定 28       

鹿児島県 種子島地区広域事務組合 未策定         

鹿児島県 徳之島地区介護保険組合 未策定         

鹿児島県 
奄美大島地区介護保険一部

事務組合 
未策定 29       

鹿児島県 大隅肝属広域事務組合 未策定         

鹿児島県 徳之島愛ランド広域連合 未策定         

鹿児島県 公立種子島病院組合 未策定         

鹿児島県 
鹿児島県後期高齢者医療広

域連合 
未策定         

鹿児島県 種子島産婦人科医院組合 未策定         

沖縄県 南部水道企業団 未策定 30       

沖縄県 倉浜衛生施設組合 未策定 30       

沖縄県 東部清掃施設組合 未策定 28       



参考-93 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近 

の 

予定 

策

定 

年

度 

計

画 

期

間 

計画名称 

沖縄県 
沖縄県市町村自治会館管理

組合 
未策定         

沖縄県 
糸満市・豊見城市清掃施設

組合 
未策定 30       

沖縄県 
本部町今帰仁村清掃施設組

合 
未策定 30       

沖縄県 本部町今帰仁村消防組合 未策定 29       

沖縄県 沖縄県市町村総合事務組合 未策定         

沖縄県 島尻消防、清掃組合 未策定         

沖縄県 東部消防組合 未策定         

沖縄県 
中城村北中城村清掃事務組

合 
未策定         

沖縄県 中部衛生施設組合 未策定         

沖縄県 中城北中城消防組合 経過   16 5 
中城北中城消防組合地球温

暖化対策実行計画 

沖縄県 金武地区消防衛生組合 未策定         

沖縄県 国頭地区行政事務組合 未策定 30       

沖縄県 南部広域行政組合 未策定 30       

沖縄県 
沖縄県町村交通災害共済組

合 
未策定         

沖縄県 中部広域市町村圏事務組合 未策定         

沖縄県 
八重山広域市町村圏事務組

合 
未策定         

沖縄県 南部広域市町村圏事務組合 未策定         

沖縄県 北部広域市町村圏事務組合 未策定         

沖縄県 比謝川行政事務組合 未策定         

沖縄県 中部北環境施設組合 未策定 29       

沖縄県 沖縄県離島医療組合 未策定         

沖縄県 
那覇市・南風原町環境施設

組合 
未策定         

沖縄県 那覇港管理組合 未策定         

沖縄県 沖縄県介護保険広域連合 未策定         

沖縄県 
沖縄県後期高齢者医療広域

連合 
未策定         

 

 

  



参考-94 

（２）地方公共団体実行計画（区域施策編） 

１）都道府県及び市町村（特別区含む。） 

注）１．策定状況  ○；策定済み（計画期間中）、経過；策定済みだが既に計画期間を経過 

２．直近の予定 策定・改定予定がある場合の直近の予定年度（和暦） 

３．策定年度  最新の計画の策定年度（和暦） 

４．灰色セル  策定義務のある団体 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道   ○ 28 26 7 北海道地球温暖化対策推進計画 

北海道 札幌市 ○   26 16 札幌市温暖化対策推進計画 

北海道 函館市 ○ 32 22 10 
函館市地球温暖化多作実行計画(区域施策

編） 

北海道 小樽市 未策定         

北海道 旭川市 ○   27 12 
旭川市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

北海道 室蘭市 未策定         

北海道 釧路市 ○ 22 22 10 釧路市地球温暖化対策地域推進計画 

北海道 帯広市 未策定         

北海道 北見市 未策定 30       

北海道 夕張市 未策定         

北海道 岩見沢市 未策定         

北海道 網走市 未策定         

北海道 留萌市 未策定         

北海道 苫小牧市 ○ 30 20 9 苫小牧市地球温暖化対策地域推進計画 

北海道 稚内市 ○ 23       

北海道 美唄市 未策定         

北海道 芦別市 未策定         

北海道 江別市 未策定         

北海道 赤平市 未策定         

北海道 紋別市 未策定         

北海道 士別市 経過 19 19 6   

北海道 名寄市 未策定         

北海道 三笠市 未策定         

北海道 根室市 未策定         

北海道 千歳市 未策定 32       

北海道 滝川市 経過         

北海道 砂川市 未策定         

北海道 歌志内市 未策定         

北海道 深川市 未策定         

北海道 富良野市 ○   22 10 富良野市地球温暖化対策実行計画 

北海道 登別市 未策定 28       

北海道 恵庭市 ○   28 5 
恵庭市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

北海道 伊達市 未策定         

北海道 北広島市 ○ 33 26 6 北広島市地球温暖化対策実行計画 

北海道 石狩市 ○ 32 17 16   

北海道 北斗市 未策定         

北海道 当別町 未策定         



参考-95 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 新篠津村 経過         

北海道 松前町 未策定         

北海道 福島町 未策定         

北海道 知内町 未策定 29       

北海道 木古内町 未策定         

北海道 七飯町 未策定         

北海道 鹿部町 未策定         

北海道 森町 未策定         

北海道 八雲町 未策定         

北海道 長万部町 未策定         

北海道 江差町 未策定         

北海道 上ノ国町 未策定         

北海道 厚沢部町 未策定         

北海道 乙部町 経過 28 20 5   

北海道 奥尻町 未策定 29       

北海道 今金町 未策定         

北海道 せたな町 未策定         

北海道 島牧村 未策定         

北海道 寿都町 未策定         

北海道 黒松内町 未策定 30       

北海道 蘭越町 未策定         

北海道 ニセコ町 ○   23 17 
ニセコ町地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

北海道 真狩村 未策定         

北海道 留寿都村 未策定         

北海道 喜茂別町 ○   27 8   

北海道 京極町 未策定         

北海道 倶知安町 経過   19 5 倶知安町地球温暖化対策地域推進計画 

北海道 共和町 未策定         

北海道 岩内町 未策定         

北海道 泊村 未策定         

北海道 神恵内村 未策定         

北海道 積丹町 ○   26 7 第 2次積丹町地球温暖化対策実行計画 

北海道 古平町 未策定         

北海道 仁木町 未策定         

北海道 余市町 未策定 29       

北海道 赤井川村 未策定         

北海道 南幌町 未策定         

北海道 奈井江町 未策定         

北海道 上砂川町 未策定         

北海道 由仁町 経過   17 5 由仁町地球温暖化防止実行計画 

北海道 長沼町 ○         

北海道 栗山町 未策定 30       

北海道 月形町 未策定         

北海道 浦臼町 未策定         

北海道 
新十津川

町 
未策定         

北海道 妹背牛町 未策定         

北海道 秩父別町 未策定         



参考-96 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 雨竜町 未策定         

北海道 北竜町 未策定         

北海道 沼田町 未策定         

北海道 鷹栖町 未策定         

北海道 東神楽町 未策定         

北海道 当麻町 未策定         

北海道 比布町 未策定         

北海道 愛別町 未策定         

北海道 上川町 未策定         

北海道 東川町 ○   27 5 第 2期東川町地球温暖化対策実行計画 

北海道 美瑛町 未策定 30       

北海道 
上富良野

町 
○ 21 21 11 

上富良野町地球温暖化対策実行計画（区域

施策編） 

北海道 
中富良野

町 
未策定 29       

北海道 
南富良野

町 
未策定 30       

北海道 占冠村 未策定 29       

北海道 和寒町 未策定         

北海道 剣淵町 未策定         

北海道 下川町 未策定         

北海道 美深町 未策定 29       

北海道 
音威子府

村 
未策定         

北海道 中川町 未策定         

北海道 幌加内町 未策定         

北海道 増毛町 未策定         

北海道 小平町 未策定         

北海道 苫前町 未策定         

北海道 羽幌町 未策定         

北海道 初山別村 未策定         

北海道 遠別町 未策定         

北海道 天塩町 未策定         

北海道 猿払村 ○   28 5 
猿払村地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

北海道 浜頓別町 未策定         

北海道 中頓別町 未策定         

北海道 枝幸町 未策定         

北海道 豊富町 未策定         

北海道 礼文町 未策定         

北海道 利尻町 未策定         

北海道 
利尻富士

町 
未策定         

北海道 幌延町 経過         

北海道 美幌町 未策定         

北海道 津別町 未策定         

北海道 斜里町 未策定         

北海道 清里町 未策定         

北海道 小清水町 ○   28 5 小清水町地球温暖化対策実行計画 

北海道 訓子府町 未策定         



参考-97 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 置戸町 未策定         

北海道 佐呂間町 未策定         

北海道 遠軽町 未策定         

北海道 湧別町 未策定         

北海道 滝上町 未策定         

北海道 興部町 未策定         

北海道 西興部村 未策定         

北海道 雄武町 未策定         

北海道 大空町 未策定 30       

北海道 豊浦町 未策定         

北海道 壮瞥町 未策定         

北海道 白老町 未策定         

北海道 厚真町 未策定         

北海道 洞爺湖町 未策定         

北海道 安平町 未策定         

北海道 むかわ町 経過   22 3   

北海道 日高町 未策定         

北海道 平取町 未策定         

北海道 新冠町 未策定         

北海道 浦河町 未策定         

北海道 様似町 未策定         

北海道 えりも町 未策定         

北海道 
新ひだか

町 
未策定         

北海道 音更町 未策定         

北海道 士幌町 未策定         

北海道 上士幌町 未策定         

北海道 鹿追町 経過   20 5 鹿追町地域新エネルギービジョン 

北海道 新得町 未策定         

北海道 清水町 経過 26       

北海道 芽室町 ○   29 3 
芽室町地球温暖化防止実行計画（平成２４

年度～平成２８年度） 

北海道 中札内村 未策定         

北海道 更別村 未策定         

北海道 大樹町 未策定         

北海道 広尾町 未策定         

北海道 幕別町 未策定         

北海道 池田町 未策定         

北海道 豊頃町 経過         

北海道 本別町 未策定         

北海道 足寄町 未策定         

北海道 陸別町 未策定         

北海道 浦幌町 未策定         

北海道 釧路町 未策定         

北海道 厚岸町 未策定         

北海道 浜中町 未策定         

北海道 標茶町 未策定         

北海道 弟子屈町 ○   26 6 
弟子屈町温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

北海道 鶴居村 未策定         



参考-98 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

北海道 白糠町 未策定         

北海道 別海町 未策定         

北海道 中標津町 未策定         

北海道 標津町 未策定         

北海道 羅臼町 未策定         

青森県   ○ 29 22 10 
青森県地球温暖化対策計画（２０１１～２

０２０） 

青森県 青森市 ○ 23 22 15 
青森市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

青森県 弘前市 未策定         

青森県 八戸市 経過 30 21 5 
新うみねこプラン「地球温暖化対策地方公

共団体実行計画 区域施策編」 

青森県 黒石市 未策定         

青森県 
五所川原

市 
未策定         

青森県 十和田市 未策定         

青森県 三沢市 未策定         

青森県 むつ市 未策定         

青森県 つがる市 未策定         

青森県 平川市 未策定         

青森県 平内町 未策定         

青森県 今別町 未策定         

青森県 蓬田村 未策定         

青森県 外ヶ浜町 ○   27 5 
外ヶ浜町地球温暖化対策実行計画（第二

期） 

青森県 鰺ヶ沢町 未策定         

青森県 深浦町 未策定         

青森県 西目屋村 未策定         

青森県 藤崎町 未策定         

青森県 大鰐町 経過         

青森県 田舎館村 未策定         

青森県 板柳町 未策定         

青森県 鶴田町 未策定         

青森県 中泊町 未策定         

青森県 野辺地町 未策定         

青森県 七戸町 未策定         

青森県 六戸町 未策定         

青森県 横浜町 未策定         

青森県 東北町 未策定         

青森県 六ヶ所村 未策定         

青森県 
おいらせ

町 
未策定         

青森県 大間町 ○   25 5 第１次大間町地球温暖化対策実行計画 

青森県 東通村 ○ 29       

青森県 風間浦村 未策定         

青森県 佐井村 ○ 30 25 5 第一次佐井村地球温暖化対策実行計画 

青森県 三戸町 未策定 30       

青森県 五戸町 未策定         

青森県 田子町 未策定         

青森県 南部町 未策定         



参考-99 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

青森県 階上町 未策定         

青森県 新郷村 未策定         

岩手県   ○ 32 27 10 岩手県地球温暖化対策実行計画 

岩手県 盛岡市 ○ 23 22 10 
盛岡市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

岩手県 宮古市 経過   20 5 宮古市地球温暖化対策地域推進計画 

岩手県 大船渡市 未策定         

岩手県 花巻市 未策定         

岩手県 北上市 未策定         

岩手県 久慈市 ○         

岩手県 遠野市 未策定         

岩手県 一関市 未策定         

岩手県 
陸前高田

市 
未策定         

岩手県 釜石市 未策定         

岩手県 二戸市 未策定         

岩手県 八幡平市 未策定 30       

岩手県 奥州市 未策定         

岩手県 滝沢市 ○ 34 24 10 

未来へのシグナル～滝沢村・第２次環境基

本計画（地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）含む）～ 

岩手県 雫石町 未策定         

岩手県 葛巻町 未策定         

岩手県 岩手町 未策定         

岩手県 紫波町 未策定         

岩手県 矢巾町 未策定         

岩手県 西和賀町 未策定         

岩手県 金ケ崎町 未策定         

岩手県 平泉町 未策定         

岩手県 住田町 未策定         

岩手県 大槌町 未策定 30       

岩手県 山田町 未策定         

岩手県 岩泉町 未策定         

岩手県 田野畑村 未策定         

岩手県 普代村 未策定         

岩手県 軽米町 未策定         

岩手県 野田村 未策定         

岩手県 九戸村 経過         

岩手県 洋野町 未策定         

岩手県 一戸町 未策定         

宮城県   ○ 30 25 7   

宮城県 仙台市 ○ 32 27 5 仙台市地球温暖化対策推進計画 

宮城県 石巻市 未策定         

宮城県 塩竈市 未策定         

宮城県 気仙沼市 未策定         

宮城県 白石市 未策定         

宮城県 名取市 未策定         

宮城県 角田市 未策定         

宮城県 多賀城市 未策定         

宮城県 岩沼市 未策定         



参考-100 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

宮城県 登米市 未策定         

宮城県 栗原市 未策定         

宮城県 東松島市 未策定         

宮城県 大崎市 未策定 30       

宮城県 蔵王町 未策定         

宮城県 七ヶ宿町 未策定         

宮城県 大河原町 未策定         

宮城県 村田町 未策定 30       

宮城県 柴田町 未策定         

宮城県 川崎町 未策定         

宮城県 丸森町 未策定         

宮城県 亘理町 未策定         

宮城県 山元町 未策定         

宮城県 松島町 未策定         

宮城県 七ヶ浜町 未策定         

宮城県 利府町 未策定         

宮城県 大和町 未策定         

宮城県 大郷町 未策定         

宮城県 富谷町 未策定         

宮城県 大衡村 未策定         

宮城県 色麻町 未策定         

宮城県 加美町 経過   20 5 加美町環境基本計画 

宮城県 涌谷町 未策定         

宮城県 美里町 未策定         

宮城県 女川町 未策定 37       

宮城県 南三陸町 未策定         

秋田県   ○ 23 23 10 秋田県地球温暖化対策推進計画 

秋田県 秋田市 ○ 33 28 5 秋田市地球温暖化対策実行計画 

秋田県 能代市 未策定         

秋田県 横手市 未策定         

秋田県 大館市 未策定         

秋田県 男鹿市 未策定         

秋田県 湯沢市 未策定         

秋田県 鹿角市 未策定         

秋田県 
由利本荘

市 
未策定         

秋田県 潟上市 未策定         

秋田県 大仙市 未策定         

秋田県 北秋田市 未策定         

秋田県 にかほ市 未策定         

秋田県 仙北市 未策定         

秋田県 小坂町 未策定         

秋田県 
上小阿仁

村 
未策定         

秋田県 藤里町 未策定         

秋田県 三種町 経過   23   三種町地球温暖化対策実行計画 

秋田県 八峰町 未策定         

秋田県 五城目町 未策定 29       

秋田県 八郎潟町 未策定         



参考-101 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

秋田県 井川町 未策定         

秋田県 大潟村 未策定         

秋田県 美郷町 未策定         

秋田県 羽後町 未策定         

秋田県 東成瀬村 未策定         

山形県   ○ 28 23 10 山形県地球温暖化対策実行計画 

山形県 山形市 ○ 29 23 10 
山形市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

山形県 米沢市 未策定         

山形県 鶴岡市 未策定 30       

山形県 酒田市 未策定         

山形県 新庄市 未策定         

山形県 寒河江市 未策定         

山形県 上山市 未策定         

山形県 村山市 ○   21 10 村山市地球温暖化対策地域推進計画 

山形県 長井市 未策定         

山形県 天童市 未策定         

山形県 東根市 未策定         

山形県 尾花沢市 ○ 32 23 10 尾花沢市環境基本計画 

山形県 南陽市 未策定         

山形県 山辺町 未策定         

山形県 中山町 未策定         

山形県 河北町 未策定         

山形県 西川町 未策定         

山形県 朝日町 未策定         

山形県 大江町 未策定         

山形県 大石田町 未策定         

山形県 金山町 未策定         

山形県 最上町 未策定 29       

山形県 舟形町 未策定         

山形県 真室川町 未策定         

山形県 大蔵村 未策定         

山形県 鮭川村 未策定         

山形県 戸沢村 未策定         

山形県 高畠町 ○ 32 22 10 
高畠町地球温暖化防止実行計画 地域推進

計画 

山形県 川西町 未策定         

山形県 小国町 未策定         

山形県 白鷹町 未策定         

山形県 飯豊町 未策定         

山形県 三川町 未策定         

山形県 庄内町 ○ 27 27 5 新エネルギー総合利用計画 

山形県 遊佐町 未策定         

福島県   ○ 28 24 8 福島県地球温暖化対策推進計画 

福島県 福島市 ○ 32 22 10   

福島県 
会津若松

市 
○   25 10 

会津若松市地球温暖化対策実行計画(区域

施策編） 

福島県 郡山市 ○ 32 23 10 
郡山市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 



参考-102 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

福島県 いわき市 ○ 32 27 5 
いわき市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

福島県 白河市 未策定         

福島県 須賀川市 未策定         

福島県 喜多方市 未策定         

福島県 相馬市 未策定 28       

福島県 二本松市 未策定 29       

福島県 田村市 未策定         

福島県 南相馬市 未策定         

福島県 伊達市 未策定         

福島県 本宮市 未策定         

福島県 桑折町 未策定         

福島県 国見町 経過 28       

福島県 川俣町 経過   20 4 川俣町役場地球温暖化対策実行計画 

福島県 大玉村 未策定         

福島県 鏡石町 未策定         

福島県 天栄村 未策定         

福島県 下郷町 未策定         

福島県 檜枝岐村 未策定         

福島県 只見町 経過   20 5 只見町地球温暖化実行計画 

福島県 南会津町 未策定 30       

福島県 北塩原村 未策定         

福島県 西会津町 未策定         

福島県 磐梯町 未策定         

福島県 猪苗代町 未策定         

福島県 
会津坂下

町 
未策定         

福島県 湯川村 未策定         

福島県 柳津町 未策定         

福島県 三島町 未策定         

福島県 金山町 未策定         

福島県 昭和村 未策定 30       

福島県 
会津美里

町 
未策定         

福島県 西郷村 未策定         

福島県 泉崎村 未策定         

福島県 中島村 未策定         

福島県 矢吹町 未策定         

福島県 棚倉町 未策定         

福島県 矢祭町 未策定         

福島県 塙町 未策定         

福島県 鮫川村 未策定         

福島県 石川町 未策定         

福島県 玉川村 未策定         

福島県 平田村 未策定         

福島県 浅川町 未策定         

福島県 古殿町 未策定         

福島県 三春町 未策定         

福島県 小野町 未策定         

福島県 広野町 未策定         



参考-103 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

福島県 楢葉町 未策定         

福島県 富岡町 未策定         

福島県 川内村 未策定         

福島県 大熊町 未策定         

福島県 双葉町 未策定         

福島県 浪江町 未策定         

福島県 葛尾村 経過   15 10 葛尾村地球温暖化対策推進実行計画 

福島県 新地町 未策定         

福島県 飯舘村 未策定         

茨城県   ○ 29 23 10 茨城県地球温暖化対策実行計画 

茨城県 水戸市 ○   23 9 
水戸市地球温暖化対策実行計画～みと安心

未来へのコツ CO2プラン～ 

茨城県 日立市 ○ 29 24 5 
第 2次日立市環境基本計画（含 日立市地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）） 

茨城県 土浦市 ○ 29 26 5 土浦市地球温暖化防止行動計画（改訂版） 

茨城県 古河市 ○   27 10 
地球温暖化対策地方公共団体実行計画（地

域施策編） 

茨城県 石岡市 未策定         

茨城県 結城市 未策定         

茨城県 龍ケ崎市 ○   23 6 

龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）※龍ケ崎市環境基本計画（改訂版）

に含まれいる。 

茨城県 下妻市 未策定         

茨城県 常総市 未策定         

茨城県 
常陸太田

市 
○ 28 25 5 

常陸太田市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編） 

茨城県 高萩市 未策定         

茨城県 北茨城市 ○   26 10 
北茨城市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

茨城県 笠間市 未策定         

茨城県 取手市 ○   22 10 取手市地球温暖化対策地域推進計画 

茨城県 牛久市 未策定 28       

茨城県 つくば市 ○ 26 26 5 つくば環境スタイル”SMILe” 

茨城県 
ひたちな

か市 
未策定         

茨城県 鹿嶋市 未策定         

茨城県 潮来市 未策定         

茨城県 守谷市 未策定         

茨城県 
常陸大宮

市 
○ 29 24 6 常陸大宮市地球温暖化対策地域推進計画 

茨城県 那珂市 未策定         

茨城県 筑西市 未策定 30       

茨城県 坂東市 未策定         

茨城県 稲敷市 未策定         

茨城県 
かすみが

うら市 
未策定         

茨城県 桜川市 未策定         

茨城県 神栖市 ○ 30 25 5 

[改訂]神栖市環境基本計画第 5章地球温暖

化に関する取り組み[神栖市地球温暖化対

策地域推進計画] 



参考-104 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

茨城県 行方市 未策定         

茨城県 鉾田市 未策定         

茨城県 
つくばみ

らい市 
未策定         

茨城県 小美玉市 未策定         

茨城県 茨城町 ○   24 8   

茨城県 大洗町 未策定         

茨城県 城里町 未策定         

茨城県 東海村 経過   18 5 地球温暖化対策地域推進計画 

茨城県 大子町 未策定         

茨城県 美浦村 未策定         

茨城県 阿見町 未策定         

茨城県 河内町 未策定         

茨城県 八千代町 未策定         

茨城県 五霞町 未策定         

茨城県 境町 未策定         

茨城県 利根町 未策定         

栃木県   ○ 32 27 5 
栃木県地球温暖化対策実行計画（2016～

2020年度） 

栃木県 宇都宮市 ○   28 10 
宇都宮市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

栃木県 足利市 ○ 26 27 6 
足利市地球温暖化対策区域施策編～あしか

が STOP温暖化プラン～ 

栃木県 栃木市 未策定         

栃木県 佐野市 未策定         

栃木県 鹿沼市 ○ 28 23 10 鹿沼市地球温暖化対策地域推進計画 

栃木県 日光市 未策定         

栃木県 小山市 ○ 32 24 8 小山市地球温暖化対策地域推進計画 

栃木県 真岡市 未策定         

栃木県 大田原市 ○ 27 27 10 
大田原市地球温暖化対策実行計画【区域施

策編】 

栃木県 矢板市 未策定         

栃木県 
那須塩原

市 
○ 28 25 8 

那須塩原市地球温暖化対策実行計画【区域

施策編】 

栃木県 さくら市 未策定         

栃木県 
那須烏山

市 
未策定         

栃木県 下野市 未策定         

栃木県 上三川町 ○ 22 22 19 地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

栃木県 益子町 未策定         

栃木県 茂木町 未策定 30       

栃木県 市貝町 未策定         

栃木県 芳賀町 未策定         

栃木県 壬生町 未策定         

栃木県 野木町 未策定         

栃木県 塩谷町 未策定 30       

栃木県 高根沢町 未策定 30       

栃木県 那須町 未策定         

栃木県 那珂川町 未策定         

群馬県   ○   26 10 群馬県地球温暖化対策実行計画（改定版） 



参考-105 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

群馬県 前橋市 ○   21 9 地球温暖化防止実行計画 

群馬県 高崎市 ○ 32 22 10 
グリーンクリーンたかさきアクションプラ

ン 

群馬県 桐生市 未策定         

群馬県 伊勢崎市 ○   22 10 
伊勢崎市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 

群馬県 太田市 ○ 28 23 5 
太田市地球温暖化防止対策実行計画（区域

施策編） 

群馬県 沼田市 ○   26   
改訂沼田市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）～改訂エコの実プラン～ 

群馬県 館林市 未策定         

群馬県 渋川市 未策定         

群馬県 藤岡市 未策定         

群馬県 富岡市 未策定         

群馬県 安中市 未策定         

群馬県 みどり市 未策定         

群馬県 榛東村 未策定         

群馬県 吉岡町 未策定 30       

群馬県 上野村 未策定 30       

群馬県 神流町 未策定         

群馬県 下仁田町 未策定         

群馬県 南牧村 未策定         

群馬県 甘楽町 未策定         

群馬県 中之条町 未策定         

群馬県 長野原町 未策定         

群馬県 嬬恋村 ○   26 5 嬬恋村地球温暖化対策実行計画 

群馬県 草津町 未策定         

群馬県 高山村 未策定         

群馬県 東吾妻町 未策定         

群馬県 片品村 未策定         

群馬県 川場村 未策定         

群馬県 昭和村 未策定         

群馬県 
みなかみ

町 
未策定 30       

群馬県 玉村町 未策定         

群馬県 板倉町 未策定         

群馬県 明和町 未策定         

群馬県 千代田町 未策定         

群馬県 大泉町 未策定         

群馬県 邑楽町 未策定         

埼玉県   ○ 32 26 12 
ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション２０

５０（改訂版） 

埼玉県 
さいたま

市 
○ 33 24 8   

埼玉県 川越市 ○ 29 24 8 
第二次川越市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編） 

埼玉県 熊谷市 ○ 32 26 6 
第 3次熊谷市事務事業地球温暖化対策実行

計画 

埼玉県 川口市 ○ 30 23 12 
川口市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 



参考-106 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

埼玉県 行田市 未策定         

埼玉県 秩父市 ○ 30 24 10 ちちぶ環境基本計画 

埼玉県 所沢市 ○ 30 26 4 
所沢市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編・区域施策編） 

埼玉県 飯能市 未策定         

埼玉県 加須市 未策定         

埼玉県 本庄市 未策定         

埼玉県 東松山市 未策定         

埼玉県 春日部市 ○ 23 23 6 
春日部市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 

埼玉県 狭山市 ○ 28 23 10 
狭山市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

埼玉県 羽生市 未策定         

埼玉県 鴻巣市 未策定         

埼玉県 深谷市 未策定         

埼玉県 上尾市 ○ 32 28 5 
上尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

埼玉県 草加市 ○ 31 28 8 第二次草加市環境基本計画 

埼玉県 越谷市 ○   22 10 
ストップ温暖化 エコまち“こしがや”チ

ャレンジ 2020 

埼玉県 蕨市 未策定         

埼玉県 戸田市 ○   27 5 

戸田市地球温暖化対策実行計画改訂版 

(注)平成２７年度の改訂で区域施策編と事

務事業編を統合しております。 

埼玉県 入間市 未策定         

埼玉県 朝霞市 未策定         

埼玉県 志木市 未策定         

埼玉県 和光市 ○ 28 28 4 
「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編)」 

埼玉県 新座市 ○ 33 25 8 第２次新座市地球温暖化対策地域推進計画 

埼玉県 桶川市 未策定         

埼玉県 久喜市 ○ 29 24 10 久喜市環境基本計画 

埼玉県 北本市 未策定         

埼玉県 八潮市 未策定         

埼玉県 富士見市 ○ 29 24 10 
富士見市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

埼玉県 三郷市 未策定         

埼玉県 蓮田市 未策定         

埼玉県 坂戸市 未策定         

埼玉県 幸手市 未策定         

埼玉県 鶴ヶ島市 ○ 29 24 10 第２期鶴ヶ島市環境基本計画 

埼玉県 日高市 ○   28 5 
日高市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

埼玉県 吉川市 未策定         

埼玉県 
ふじみ野

市 
○ 30 25 5 ふじみ野市地球温暖化対策実行計画 

埼玉県 白岡市 未策定 28       

埼玉県 伊奈町 未策定         

埼玉県 三芳町 未策定         

埼玉県 毛呂山町 未策定         



参考-107 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

埼玉県 越生町 未策定         

埼玉県 滑川町 未策定         

埼玉県 嵐山町 ○ 35 25 10 
嵐山町環境基本計画兼ストップ温暖化 地

域推進計画  

埼玉県 小川町 ○   25 12   

埼玉県 川島町 未策定         

埼玉県 吉見町 未策定         

埼玉県 鳩山町 未策定         

埼玉県 
ときがわ

町 
未策定         

埼玉県 横瀬町 未策定         

埼玉県 皆野町 ○ 24 24 10 
秩父地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

埼玉県 長瀞町 未策定         

埼玉県 小鹿野町 未策定         

埼玉県 東秩父村 未策定         

埼玉県 美里町 未策定         

埼玉県 神川町 未策定         

埼玉県 上里町 未策定         

埼玉県 寄居町 未策定         

埼玉県 宮代町 未策定         

埼玉県 杉戸町 未策定         

埼玉県 松伏町 未策定         

千葉県   ○   28 15 
千葉県地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

千葉県 千葉市 経過 28 23 3 千葉市地球温暖化対策実行計画 

千葉県 銚子市 未策定         

千葉県 市川市 ○   27 5 
市川市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

千葉県 船橋市 ○   23 9 
船橋市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

千葉県 館山市 未策定         

千葉県 木更津市 未策定         

千葉県 松戸市 ○   28 5 
松戸市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編) 

千葉県 野田市 未策定         

千葉県 茂原市 未策定         

千葉県 成田市 ○ 30 25 4 
成田市環境保全率先実行計画(区域施策

編） 

千葉県 佐倉市 ○ 31 27 12 
佐倉市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

千葉県 東金市 未策定         

千葉県 旭市 未策定         

千葉県 習志野市 経過 30 21 4 習志野市地球温暖化対策地域推進計画 

千葉県 柏市 ○ 31 26 6 第二期柏市地球温暖化対策計画 

千葉県 勝浦市 未策定         

千葉県 市原市 ○ 29 23 9 
市原市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

千葉県 流山市 ○ 29 21 11 
ストップ温暖化！ながれやま２０⇒２０

（にこにこ）プラン 



参考-108 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

千葉県 八千代市 未策定         

千葉県 我孫子市 未策定         

千葉県 鴨川市 未策定         

千葉県 鎌ケ谷市 ○   21   
鎌ヶ谷市地球温暖化対策実行計画（区域施

策） 

千葉県 君津市 未策定         

千葉県 富津市 未策定         

千葉県 浦安市 未策定 30       

千葉県 四街道市 未策定         

千葉県 袖ケ浦市 未策定         

千葉県 八街市 未策定         

千葉県 印西市 ○         

千葉県 白井市 未策定         

千葉県 富里市 未策定         

千葉県 南房総市 ○         

千葉県 匝瑳市 未策定         

千葉県 香取市 未策定         

千葉県 山武市 未策定         

千葉県 いすみ市 未策定         

千葉県 
大網白里

市 
未策定         

千葉県 酒々井町 未策定         

千葉県 栄町 未策定         

千葉県 神崎町 未策定 30       

千葉県 多古町 未策定         

千葉県 東庄町 未策定         

千葉県 
九十九里

町 
未策定         

千葉県 芝山町 未策定 33       

千葉県 横芝光町 未策定 30       

千葉県 一宮町 未策定         

千葉県 睦沢町 未策定         

千葉県 長生村 未策定         

千葉県 白子町 未策定         

千葉県 長柄町 未策定         

千葉県 長南町 未策定         

千葉県 大多喜町 未策定         

千葉県 御宿町 経過         

千葉県 鋸南町 未策定         

東京都   ○   27 16 東京都環境基本計画 

東京都 千代田区 ○   26 10 千代田区地球温暖化対策地域推進計画 2015 

東京都 中央区 ○ 29 20 10 中央区環境行動計画 

東京都 港区 ○ 29 25 5 港区地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 新宿区 ○ 23 23 10 新宿区地球温暖化対策指針 

東京都 文京区 ○ 31 21 10 文京区地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 台東区 ○   27 5 台東区環境基本計画 

東京都 墨田区 ○   28 10 第二次すみだ環境の共創プラン 

東京都 江東区 ○ 31 26 10 KOTO低炭素プラン 

東京都 品川区 ○ 29 21 11 品川区地球温暖化対策地域推進計画 



参考-109 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

東京都 目黒区 ○ 32 25 7 
目黒区地球温暖化対策地域推進計画（第二

次計画） 

東京都 大田区 ○ 28 23 9 
大田区地球温暖化対策実行計画(区域施策

編) 

東京都 世田谷区 ○ 29 23 17 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 渋谷区 未策定 30       

東京都 中野区 ○   27 10 第 3次中野区環境基本計画 

東京都 杉並区 ○   25 9 杉並区地域エネルギービジョン 

東京都 豊島区 ○ 30 25 5 豊島区環境基本計画 

東京都 北区 ○ 20 19 10 北区地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 荒川区 ○ 32 27 5 荒川区低炭素地域づくり計画（改定版） 

東京都 板橋区 ○ 32 24 8 
板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

東京都 練馬区 ○ 20 20 13 練馬区地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 足立区 ○   25 3 第二次足立区環境基本計画改定版 

東京都 葛飾区 ○ 30 25 5 
葛飾区地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

東京都 江戸川区 ○ 29 27 3 エコタウンえどがわ推進計画 

東京都 八王子市 ○ 31 26 10 八王子市地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 立川市 未策定         

東京都 武蔵野市 ○ 28 23 5 武蔵野市第三次環境基本計画 

東京都 三鷹市 ○ 30 23 8 
三鷹市地球温暖化対策実行計画（第 3期計

画） 

東京都 青梅市 ○   27 10 

青梅市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） ※第２次青梅市環境基本計画の中に

包含しています 

東京都 府中市 ○ 23 22 10 府中市地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 昭島市 ○   23 10 
昭島市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

東京都 調布市 経過 21 21 11 
調布市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

東京都 町田市 未策定         

東京都 小金井市 ○ 32 26 6 
小金井市地球温暖化対策地域推進計画【改

訂版】 

東京都 小平市 ○   20 12 小平市地域エネルギービジョン 

東京都 日野市 未策定         

東京都 東村山市 未策定         

東京都 国分寺市 未策定         

東京都 国立市 未策定         

東京都 福生市 未策定         

東京都 狛江市 ○ 24 24 8   

東京都 東大和市 未策定 29       

東京都 清瀬市 未策定         

東京都 
東久留米

市 
未策定 37       

東京都 
武蔵村山

市 
未策定         

東京都 多摩市 未策定         

東京都 稲城市 ○ 29       

東京都 羽村市 ○   27 5 羽村市地球温暖化対策地域推進計画 



参考-110 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

東京都 
あきる野

市 
○ 26 26 7 あきる野市地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 西東京市 ○ 32 22 11 西東京市地球温暖化対策地域推進計画 

東京都 瑞穂町 未策定         

東京都 日の出町 未策定         

東京都 檜原村 未策定         

東京都 奥多摩町 未策定         

東京都 大島町 未策定         

東京都 利島村 未策定         

東京都 新島村 未策定         

東京都 神津島村 未策定         

東京都 三宅村 未策定         

東京都 御蔵島村 未策定 30       

東京都 八丈町 未策定         

東京都 青ヶ島村 未策定         

東京都 小笠原村 未策定         

神奈川県   ○ 28 21 11 神奈川県地球温暖化対策計画 

神奈川県 横浜市 ○ 31 25 13 横浜市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 川崎市 ○ 30 22 10   

神奈川県 相模原市 ○   23 8 
相模原市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

神奈川県 横須賀市 ○ 34 23 10 
低炭素で持続可能なよこすか戦略プラン

（2011～2021）（市域施策編） 

神奈川県 平塚市 ○ 28 23 9 平塚市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 鎌倉市 ○   27 15 鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画 

神奈川県 藤沢市 ○ 25 25 9 藤沢市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 小田原市 ○ 29 23 10 小田原市地球温暖化対策推進計画 

神奈川県 茅ヶ崎市 ○   24 8 
茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

神奈川県 逗子市 未策定 28       

神奈川県 三浦市 未策定         

神奈川県 秦野市 ○   27 5 
秦野市環境基本計画(第 2次計画）後期基

本計画 

神奈川県 厚木市 ○ 28 22 10 厚木市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 大和市 ○   23 7 大和市地球温暖化対策実行計画 

神奈川県 伊勢原市 未策定         

神奈川県 海老名市 ○ 29 20 9 海老名市地球温暖化対策地域推進計画 

神奈川県 座間市 未策定         

神奈川県 南足柄市 未策定         

神奈川県 綾瀬市 ○ 35 27 9   

神奈川県 葉山町 未策定         

神奈川県 寒川町 未策定         

神奈川県 大磯町 未策定         

神奈川県 二宮町 未策定         

神奈川県 中井町 未策定 28       

神奈川県 大井町 未策定         

神奈川県 松田町 未策定         

神奈川県 山北町 未策定         

神奈川県 開成町 未策定         

神奈川県 箱根町 未策定         



参考-111 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

神奈川県 真鶴町 未策定         

神奈川県 湯河原町 未策定         

神奈川県 愛川町 未策定         

神奈川県 清川村 未策定         

新潟県   ○ 28 26 4 新潟県地球温暖化対策地域推進計画 

新潟県 新潟市 ○ 31 26 5 
新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進

版）－環境モデル都市アクションプラン－ 

新潟県 長岡市 ○ 30 22 5   

新潟県 三条市 ○ 29 26 9 
三条市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

新潟県 柏崎市 ○ 29 24 4 柏崎市地球温暖化対策実行計画 

新潟県 新発田市 未策定         

新潟県 小千谷市 未策定         

新潟県 加茂市 未策定         

新潟県 十日町市 経過 28 20 7 十日町市地球温暖化対策地域推進計画 

新潟県 見附市 未策定         

新潟県 村上市 経過   23 10 
村上市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

新潟県 燕市 ○   21 21 
燕市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

新潟県 糸魚川市 ○   26 7   

新潟県 妙高市 経過 28 21 5 妙高市地球温暖化対策地域推進計画 

新潟県 五泉市 未策定         

新潟県 上越市 ○ 27 27 7 上越市地球温暖化対策実行計画 

新潟県 阿賀野市 経過 30 24     

新潟県 佐渡市 未策定         

新潟県 魚沼市 ○   23 17   

新潟県 南魚沼市 ○ 23 23 10 
南魚沼市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

新潟県 胎内市 未策定         

新潟県 聖籠町 経過   19 8 聖籠町地球温暖化対策地域推進計画 

新潟県 弥彦村 未策定         

新潟県 田上町 未策定         

新潟県 阿賀町 未策定 28       

新潟県 出雲崎町 経過   22 5 出雲崎町地球温暖化防止実行計画 

新潟県 湯沢町 未策定         

新潟県 津南町 未策定         

新潟県 刈羽村 ○ 29 23 10   

新潟県 関川村 未策定         

新潟県 粟島浦村 未策定         

富山県   ○ 32 26 7 とやま温暖化ストップ計画 

富山県 富山市 ○ 30 25 18 富山市環境モデル都市第２次行動計画 

富山県 高岡市 未策定         

富山県 魚津市 未策定         

富山県 氷見市 未策定 30       

富山県 滑川市 未策定         

富山県 黒部市 未策定         

富山県 砺波市 未策定         

富山県 小矢部市 未策定         

富山県 南砺市 未策定 30       



参考-112 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

富山県 射水市 未策定         

富山県 舟橋村 未策定 30       

富山県 上市町 経過 28 23 5 
上市町環境基本計画（兼上市町地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）） 

富山県 立山町 ○ 28 26 6 立山町地球温暖化防止実行計画書 

富山県 入善町 経過   22 10   

富山県 朝日町 未策定         

石川県   経過 29 16 6 石川県環境総合計画 

石川県 金沢市 ○   27 15 金沢市低炭素都市づくり行動計画 改定版 

石川県 七尾市 未策定         

石川県 小松市 ○   26 7   

石川県 輪島市 未策定 29       

石川県 珠洲市 ○   22 10   

石川県 加賀市 ○   20 41 加賀市地球温暖化対策地域推進計画 

石川県 羽咋市 ○   27 16 
羽咋市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

石川県 かほく市 未策定         

石川県 白山市 ○   23 10 白山市地球温暖化対策地域推進計画 

石川県 能美市 未策定 33       

石川県 野々市市 未策定 30       

石川県 川北町 未策定         

石川県 津幡町 未策定         

石川県 内灘町 ○   22 10 
内灘町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

石川県 志賀町 未策定         

石川県 
宝達志水

町 
未策定         

石川県 中能登町 未策定         

石川県 穴水町 未策定         

石川県 能登町 未策定         

福井県   ○ 29 25 5 福井県環境基本計画 

福井県 福井市 ○ 32 28 5 第 3次福井市環境基本計画 

福井県 敦賀市 未策定         

福井県 小浜市 未策定         

福井県 大野市 未策定         

福井県 勝山市 経過   23 2   

福井県 鯖江市 ○   23 9   

福井県 あわら市 未策定         

福井県 越前市 未策定         

福井県 坂井市 未策定         

福井県 永平寺町 未策定         

福井県 池田町 未策定         

福井県 南越前町 未策定         

福井県 越前町 未策定 30       

福井県 美浜町 未策定 28       

福井県 高浜町 未策定         

福井県 おおい町 未策定         

福井県 若狭町 未策定         

山梨県   ○ 28 25 8 山梨県地球温暖化対策実行計画 

山梨県 甲府市 ○ 42 23 9 甲府市地球温暖化対策実行計画 
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策定 
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山梨県 
富士吉田

市 
未策定         

山梨県 都留市 未策定         

山梨県 山梨市 未策定 28       

山梨県 大月市 未策定         

山梨県 韮崎市 未策定         

山梨県 
南アルプ

ス市 
未策定         

山梨県 北杜市 未策定         

山梨県 甲斐市 未策定         

山梨県 笛吹市 未策定         

山梨県 上野原市 未策定         

山梨県 甲州市 経過 29 18 5 甲州市役所地球温暖化対策実行計画 

山梨県 中央市 未策定 29       

山梨県 
市川三郷

町 
未策定         

山梨県 早川町 未策定         

山梨県 身延町 未策定         

山梨県 南部町 経過 29       

山梨県 富士川町 ○   23 10   

山梨県 昭和町 未策定         

山梨県 道志村 未策定         

山梨県 西桂町 未策定         

山梨県 忍野村 経過   21 7   

山梨県 山中湖村 未策定         

山梨県 鳴沢村 未策定         

山梨県 
富士河口

湖町 
経過         

山梨県 小菅村 未策定         

山梨県 丹波山村 未策定 29       

長野県   ○ 24 24 8 
長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県

地球温暖化対策県民計画～ 

長野県 長野市 ○ 29 26 12 長野市地球温暖化対策地域推進計画 

長野県 松本市 ○ 28 28 14 
松本市地球温暖化対策実行計画（平成２８

年度改訂版） 

長野県 上田市 未策定         

長野県 岡谷市 ○   23 10   

長野県 飯田市 ○ 30 26 5 第 2次環境モデル都市行動計画 

長野県 諏訪市 ○ 25 25 7 諏訪市地球温暖化対策実行計画 

長野県 須坂市 ○   27 5 須坂市地球温暖化防止実行計画 2016 

長野県 小諸市 ○   25 6 
小諸市地球温暖化対策地域推進計画（共に

取り組む CO2削減計画こもろ） 

長野県 伊那市 ○ 31 24 7 
伊那市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

長野県 駒ヶ根市 ○ 30 20 10 駒ヶ根市第 2次環境基本計画 

長野県 中野市 未策定         

長野県 大町市 未策定 33       

長野県 飯山市 未策定 30       

長野県 茅野市 ○ 23 23 10 
茅野市地球温暖化対策実行計画（茅野市減

CO２計画） 
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長野県 塩尻市 ○   26 9 
塩尻市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

長野県 佐久市 未策定 29       

長野県 千曲市 ○   28 10 第二次千曲市地域温暖化対策推進計画 

長野県 東御市 ○   21 22 東御市地球温暖化対策地域推進計画 

長野県 安曇野市 ○ 32 23 9 安曇野市地球温暖化対策実行計画 

長野県 小海町 未策定         

長野県 川上村 未策定         

長野県 南牧村 未策定         

長野県 南相木村 未策定 31       

長野県 北相木村 未策定         

長野県 佐久穂町 未策定         

長野県 軽井沢町 未策定         

長野県 御代田町 未策定         

長野県 立科町 未策定         

長野県 青木村 未策定 29       

長野県 長和町 未策定         

長野県 下諏訪町 未策定         

長野県 富士見町 未策定         

長野県 原村 未策定         

長野県 辰野町 経過   20 5 辰野町地球温暖化防止実行計画 

長野県 箕輪町 未策定         

長野県 飯島町 未策定         

長野県 南箕輪村 未策定         

長野県 中川村 未策定         

長野県 宮田村 未策定         

長野県 松川町 未策定         

長野県 高森町 未策定         

長野県 阿南町 未策定         

長野県 阿智村 未策定         

長野県 平谷村 未策定         

長野県 根羽村 未策定         

長野県 下條村 未策定         

長野県 売木村 ○ 29 29     

長野県 天龍村 未策定         

長野県 泰阜村 未策定         

長野県 喬木村 未策定         

長野県 豊丘村 未策定         

長野県 大鹿村 未策定         

長野県 上松町 未策定         

長野県 南木曽町 未策定         

長野県 木祖村 未策定         

長野県 王滝村 経過 30 21 5   

長野県 大桑村 未策定         

長野県 木曽町 未策定         

長野県 麻績村 未策定 29       

長野県 生坂村 未策定         

長野県 山形村 未策定         

長野県 朝日村 未策定         
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長野県 筑北村 未策定 30       

長野県 池田町 未策定         

長野県 松川村 未策定         

長野県 白馬村 経過   21 4   

長野県 小谷村 未策定         

長野県 坂城町 未策定         

長野県 小布施町 未策定         

長野県 高山村 未策定         

長野県 山ノ内町 未策定         

長野県 木島平村 経過   20 5   

長野県 
野沢温泉

村 
未策定         

長野県 信濃町 未策定         

長野県 小川村 未策定 32       

長野県 飯綱町 未策定         

長野県 栄村 未策定         

岐阜県   ○ 32 27 5 
岐阜県地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

岐阜県 岐阜市 ○ 28 22 19 
岐阜市地球温暖化対策実行計画（計画期間 

２０１１年度～２０５０年度） 

岐阜県 大垣市 未策定 28       

岐阜県 高山市 ○ 32 22 11   

岐阜県 多治見市 ○ 29 24 4 
多治見市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 

岐阜県 関市 未策定         

岐阜県 中津川市 ○   27 10 
中津川市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

岐阜県 美濃市 未策定         

岐阜県 瑞浪市 未策定         

岐阜県 羽島市 未策定         

岐阜県 恵那市 経過   18 5 恵那市地球温暖化防止実行計画 

岐阜県 
美濃加茂

市 
未策定         

岐阜県 土岐市 未策定         

岐阜県 各務原市 ○ 30 25 5 各務原市地球温暖化対策地域推進計画 

岐阜県 可児市 経過 29 22 8 
可児市地球温暖化対策実行計画(区域施

策） 

岐阜県 山県市 未策定         

岐阜県 瑞穂市 未策定         

岐阜県 飛騨市 未策定         

岐阜県 本巣市 未策定         

岐阜県 郡上市 未策定         

岐阜県 下呂市 ○   23 7   

岐阜県 海津市 未策定         

岐阜県 岐南町 未策定         

岐阜県 笠松町 未策定         

岐阜県 養老町 未策定         

岐阜県 垂井町 未策定 30       

岐阜県 関ケ原町 経過   19 5 関ヶ原町地球温暖化対策実行計画 

岐阜県 神戸町 未策定         
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岐阜県 輪之内町 未策定         

岐阜県 安八町 経過         

岐阜県 揖斐川町 未策定         

岐阜県 大野町 未策定         

岐阜県 池田町 未策定         

岐阜県 北方町 未策定         

岐阜県 坂祝町 未策定         

岐阜県 富加町 未策定         

岐阜県 川辺町 未策定         

岐阜県 七宗町 未策定         

岐阜県 八百津町 未策定 30       

岐阜県 白川町 未策定         

岐阜県 東白川村 未策定         

岐阜県 御嵩町 ○ 31 26 5 
御嵩町地球温暖化対策実行計画(区域施策

編) 

岐阜県 白川村 未策定         

静岡県   ○ 31 26 6 
＜改定版＞ふじのくに地球温暖化対策実行

計画 

静岡県 静岡市 ○   27 7 第２次静岡市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 浜松市 ○ 23 23 9 
浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

静岡県 沼津市 ○ 33 23 9 沼津市地球温暖化対策実行計画 

静岡県 熱海市 未策定 30       

静岡県 三島市 ○ 25 23 18   

静岡県 富士宮市 ○   28 10 
地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区

域施策編） 

静岡県 伊東市 未策定         

静岡県 島田市 未策定         

静岡県 富士市 ○ 28 22 10 
富士市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

静岡県 磐田市 未策定         

静岡県 焼津市 ○ 29 24 8 
焼津市地球温暖化対策地方公共団体実行計

画（区域施策編） 

静岡県 掛川市 ○   23 5 掛川市地球温暖化実行計画（区域施策編） 

静岡県 藤枝市 ○ 32 18 5 地球温暖化対策地域推進計画 

静岡県 御殿場市 未策定 28       

静岡県 袋井市 未策定         

静岡県 下田市 未策定         

静岡県 裾野市 ○   27 9 地球温暖化対策地方公共団体実行計画 

静岡県 湖西市 未策定 29       

静岡県 伊豆市 未策定         

静岡県 御前崎市 未策定         

静岡県 菊川市 未策定 29       

静岡県 
伊豆の国

市 
○   26 7 

地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区

域施策編） 

静岡県 牧之原市 未策定 28       

静岡県 東伊豆町 未策定         

静岡県 河津町 経過   22 5   

静岡県 南伊豆町 未策定         

静岡県 松崎町 未策定         



参考-117 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

静岡県 西伊豆町 未策定         

静岡県 函南町 未策定         

静岡県 清水町 未策定         

静岡県 長泉町 未策定 28       

静岡県 小山町 未策定         

静岡県 吉田町 未策定         

静岡県 川根本町 未策定         

静岡県 森町 未策定         

愛知県   ○ 29 23 10 あいち地球温暖化防止戦略 2020 

愛知県 名古屋市 ○ 29 23 10 低炭素都市なごや戦略実行計画 

愛知県 豊橋市 ○   27 5 豊橋市地球温暖化対策地域推進計画改訂版 

愛知県 岡崎市 ○   22 10 
岡崎市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編) 

愛知県 一宮市 ○ 24 24 9 
一の宮地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

愛知県 瀬戸市 未策定         

愛知県 半田市 ○   25 5 
半田市環境基本計画(基本計画内に記載さ

れている。） 

愛知県 春日井市 ○ 30 23 17 春日井市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 豊川市 ○   26 6 
豊川市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

愛知県 津島市 未策定         

愛知県 碧南市 ○ 28 22 10 
碧南市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

愛知県 刈谷市 ○ 28 23 5   

愛知県 豊田市 ○ 30 20 10 豊田市地球温暖化防止行動計画 

愛知県 安城市 ○   27 5 
安城市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

愛知県 西尾市 未策定 28       

愛知県 蒲郡市 未策定         

愛知県 犬山市 未策定 31       

愛知県 常滑市 未策定         

愛知県 江南市 未策定 29       

愛知県 小牧市 ○ 31 24 6 小牧市環境基本計画 

愛知県 稲沢市 未策定         

愛知県 新城市 ○ 31 24 16 新城市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 東海市 未策定         

愛知県 大府市 未策定         

愛知県 知多市 未策定         

愛知県 知立市 ○ 26 26 5 
知立市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

愛知県 尾張旭市 未策定         

愛知県 高浜市 未策定         

愛知県 岩倉市 未策定 32       

愛知県 豊明市 未策定         

愛知県 日進市 ○ 30 22 12 日進市環境保全・創出のための行動計画 

愛知県 田原市 ○   24 11 
田原市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

愛知県 愛西市 未策定         

愛知県 清須市 未策定         



参考-118 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

愛知県 
北名古屋

市 
○   27 5 北名古屋市環境基本計画改訂版 

愛知県 弥富市 未策定         

愛知県 みよし市 ○ 32 22 10 みよし市環境基本計画 

愛知県 あま市 未策定         

愛知県 長久手市 ○ 27 28 5 長久手市地球温暖化対策実行計画 

愛知県 東郷町 未策定         

愛知県 豊山町 未策定         

愛知県 大口町 ○   28 10 
大口町地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

愛知県 扶桑町 未策定         

愛知県 大治町 未策定         

愛知県 蟹江町 未策定         

愛知県 飛島村 未策定         

愛知県 阿久比町 未策定         

愛知県 東浦町 未策定         

愛知県 南知多町 未策定         

愛知県 美浜町 未策定         

愛知県 武豊町 未策定         

愛知県 幸田町 未策定         

愛知県 設楽町 未策定         

愛知県 東栄町 未策定         

愛知県 豊根村 未策定         

三重県   ○ 32 23 9 
三重県地球温暖化対策実行計画 ～低炭素

社会の実件に向けて～ 

三重県 津市 ○   25 8 
津市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

三重県 四日市市 ○ 30 26 10 
四日市市地球温暖化対策実行計画（四日市

市域施策編） 

三重県 伊勢市 ○   24 9 伊勢市地球温暖化防止実行計画 

三重県 松阪市 未策定         

三重県 桑名市 未策定         

三重県 鈴鹿市 未策定         

三重県 名張市 未策定         

三重県 尾鷲市 未策定         

三重県 亀山市 ○ 32       

三重県 鳥羽市 ○ 36 26 10 鳥羽市地球温暖化対策地域推進計画 

三重県 熊野市 未策定         

三重県 いなべ市 未策定         

三重県 志摩市 ○ 27 28 10 
志摩市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

三重県 伊賀市 経過         

三重県 木曽岬町 未策定         

三重県 東員町 未策定         

三重県 菰野町 未策定         

三重県 朝日町 未策定         

三重県 川越町 未策定         

三重県 多気町 未策定         

三重県 明和町 未策定         

三重県 大台町 未策定         



参考-119 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

三重県 玉城町 未策定         

三重県 度会町 経過 30 19 5 度会町地球温暖化対策実行計画 

三重県 大紀町 未策定         

三重県 南伊勢町 未策定         

三重県 紀北町 未策定         

三重県 御浜町 未策定         

三重県 紀宝町 未策定         

滋賀県   ○ 28 23 5 滋賀県低炭素社会づくり推進計画 

滋賀県 大津市 ○   11 10 
大津市地球環境保全地域行動計画アゼンダ

ー２１おおつ(第２次） 

滋賀県 彦根市 未策定 29       

滋賀県 長浜市 ○ 31 22 10 
長浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

滋賀県 
近江八幡

市 
○ 28 23 5 

近江八幡市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編） 

滋賀県 草津市 ○ 28 24 4 
草津市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

滋賀県 守山市 未策定 32       

滋賀県 栗東市 ○   24 10 栗東市環境基本計画 

滋賀県 甲賀市 未策定         

滋賀県 野洲市 未策定         

滋賀県 湖南市 ○   26 5 
湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略

プラン 

滋賀県 高島市 未策定 31       

滋賀県 東近江市 未策定 28       

滋賀県 米原市 未策定 30       

滋賀県 日野町 未策定         

滋賀県 竜王町 未策定         

滋賀県 愛荘町 未策定         

滋賀県 豊郷町 未策定         

滋賀県 甲良町 未策定         

滋賀県 多賀町 未策定         

京都府   ○ 33 23 10 京都府地球温暖化対策推進計画 

京都府 京都市 ○ 28 25 10 京都市地球温暖化対策計画＜2011～2020＞ 

京都府 福知山市 未策定         

京都府 舞鶴市 ○   27 10 
第２期舞鶴市環境基本計画【改定版】（含 

地球温暖化対策実行計画[区域施策編]） 

京都府 綾部市 ○   27 10 綾部市地球温暖化対策実行計画区域施策編 

京都府 宇治市 ○ 35 24 11 第 2次地球温暖化対策地域推進計画 

京都府 宮津市 ○ 32 25 8 

第２期宮津市地球温暖化防止計画みやづ環

の地域づくり行動計画～「住んでよし」の

まち。宮津を目指して～ 

京都府 亀岡市 ○   20 10 亀岡市地球温暖化対策地域推進計画 

京都府 城陽市 ○ 29 24 5 
城陽市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）  

京都府 向日市 ○ 34 24 10 地球温暖化対策実行計画(区域施策編） 

京都府 長岡京市 ○ 32 23 20 
長岡京市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編）～持続可能な未来プラン～ 

京都府 八幡市 ○   23 10 
八幡市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 



参考-120 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

京都府 京田辺市 ○ 29 25 5 京田辺市地球温暖化対策実行計画 

京都府 京丹後市 未策定 30       

京都府 南丹市 ○ 28 23 10 
南丹市地球温暖化対策実行計画（南丹市環

境基本計画に統合） 

京都府 木津川市 未策定         

京都府 大山崎町 未策定         

京都府 久御山町 未策定         

京都府 井手町 未策定         

京都府 
宇治田原

町 
○ 26 25 10 

宇治田原町地球温暖化防止実行計画(区域

施策編） 

京都府 笠置町 未策定         

京都府 和束町 経過 29       

京都府 精華町 未策定         

京都府 南山城村 未策定         

京都府 京丹波町 未策定 29       

京都府 伊根町 経過   19 5 伊根町地球温暖化対策実行計画 

京都府 与謝野町 ○   24 8 
よさの町地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 

大阪府   ○ 29 26 6 
大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

大阪府 大阪市 ○ 28 22 10   

大阪府 堺市 未策定 29       

大阪府 岸和田市 ○ 30 23 40 
岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 

大阪府 豊中市 ○ 29 25 7 豊中市地球温暖化防止地域計画（改定） 

大阪府 池田市 未策定         

大阪府 吹田市 ○ 32 28 5 
吹田市地球温暖化対策新実行計画（改訂

版） 

大阪府 泉大津市 未策定         

大阪府 高槻市 ○   23 10 たかつき地球温暖化対策アクションプラン 

大阪府 貝塚市 未策定         

大阪府 守口市 未策定         

大阪府 枚方市 ○ 30 24 10 
枚方市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

大阪府 茨木市 ○ 32 23 9 茨木市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 八尾市 ○ 21 21 21 
八尾市地球温暖化対策実行計画(チャレン

ジ８０） 

大阪府 泉佐野市 未策定         

大阪府 富田林市 未策定         

大阪府 寝屋川市 ○   24 10 寝屋川市地球温暖化対策実行計画 

大阪府 
河内長野

市 
未策定         

大阪府 松原市 未策定         

大阪府 大東市 未策定         

大阪府 和泉市 ○   22 10   

大阪府 箕面市 経過   22   箕面市地球環境保全行動計画 

大阪府 柏原市 未策定         

大阪府 羽曳野市 未策定         

大阪府 門真市 未策定         

大阪府 摂津市 ○   23 10 摂津市地球温暖化防止地域計画 



参考-121 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

大阪府 高石市 未策定         

大阪府 藤井寺市 未策定         

大阪府 東大阪市 ○ 26 26 5 
東大阪市地球温暖化対策実行計画区域施策

編 

大阪府 泉南市 未策定         

大阪府 四條畷市 未策定         

大阪府 交野市 未策定         

大阪府 
大阪狭山

市 
未策定         

大阪府 阪南市 未策定         

大阪府 島本町 未策定         

大阪府 豊能町 未策定         

大阪府 能勢町 未策定         

大阪府 忠岡町 未策定         

大阪府 熊取町 未策定         

大阪府 田尻町 未策定         

大阪府 岬町 未策定         

大阪府 太子町 未策定         

大阪府 河南町 未策定         

大阪府 
千早赤阪

村 
未策定         

兵庫県   ○ 25 25 7 第 3次兵庫県地球温暖化防止推進計画 

兵庫県 神戸市 ○   28 15 神戸市地球温暖化防止実行計画 

兵庫県 姫路市 ○ 22 22 10 
姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

兵庫県 尼崎市 ○   22 10 第 2次尼崎市地域温暖化対策地域推進計画 

兵庫県 明石市 経過 29 22 5 
ストップ温暖化低炭素社会のまち明石プラ

ン 

兵庫県 西宮市 ○ 32 21 10 

持続可能な地域づくりＥＣＯプラン 西宮

市地球温暖化対策地方公共団体実行計画

(区域施策編） 

兵庫県 洲本市 未策定         

兵庫県 芦屋市 未策定         

兵庫県 伊丹市 未策定         

兵庫県 相生市 未策定         

兵庫県 豊岡市 ○ 28 28 14 豊岡市地球温暖化対策実行計画区域施策編 

兵庫県 加古川市 ○ 32 22 10   

兵庫県 赤穂市 ○ 28 20 12 赤穂市低炭素戦略 2020 

兵庫県 西脇市 未策定         

兵庫県 宝塚市 ○ 24 24 15 
ECOオフィスプラン（第 4次宝塚市地球温

暖化対策実行計画 

兵庫県 三木市 未策定         

兵庫県 高砂市 ○   23 18 
高砂市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）（たかさご未来エコプラン） 

兵庫県 川西市 未策定         

兵庫県 小野市 未策定         

兵庫県 三田市 未策定         

兵庫県 加西市 経過   23 10 加西市地球温暖化実行計画 

兵庫県 篠山市 未策定         

兵庫県 養父市 経過   28 15   



参考-122 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

兵庫県 丹波市 未策定 32       

兵庫県 
南あわじ

市 
未策定         

兵庫県 朝来市 未策定         

兵庫県 淡路市 ○         

兵庫県 宍粟市 ○   27 5 
宍粟市地球温暖化対策地方公共団体実行計

画 

兵庫県 加東市 未策定         

兵庫県 たつの市 未策定         

兵庫県 猪名川町 ○         

兵庫県 多可町 ○         

兵庫県 稲美町 未策定         

兵庫県 播磨町 未策定         

兵庫県 市川町 経過   13 5   

兵庫県 福崎町 未策定         

兵庫県 神河町 未策定         

兵庫県 太子町 未策定         

兵庫県 上郡町 未策定         

兵庫県 佐用町 未策定         

兵庫県 香美町 未策定         

兵庫県 新温泉町 未策定         

奈良県   ○ 32 27 5 奈良県環境総合計画（2016-2020） 

奈良県 奈良市 ○ 28 22 19 奈良市地球温暖化対策実行計画 

奈良県 
大和高田

市 
未策定         

奈良県 
大和郡山

市 
未策定         

奈良県 天理市 ○ 26 26 6 地球温暖化対策実行計画(区域施策編） 

奈良県 橿原市 ○ 34 24 10 橿原市環境総合計画 

奈良県 桜井市 未策定         

奈良県 五條市 未策定         

奈良県 御所市 未策定         

奈良県 生駒市 ○   26 16 生駒市環境モデル都市アクションプラン 

奈良県 香芝市 未策定         

奈良県 葛城市 未策定         

奈良県 宇陀市 未策定         

奈良県 山添村 未策定         

奈良県 平群町 経過   21 3   

奈良県 三郷町 未策定         

奈良県 斑鳩町 未策定         

奈良県 安堵町 未策定         

奈良県 川西町 未策定         

奈良県 三宅町 未策定 30       

奈良県 田原本町 未策定         

奈良県 曽爾村 未策定         

奈良県 御杖村 未策定         

奈良県 高取町 未策定         

奈良県 明日香村 未策定         

奈良県 上牧町 未策定         

奈良県 王寺町 未策定         



参考-123 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

奈良県 広陵町 未策定         

奈良県 河合町 未策定         

奈良県 吉野町 未策定         

奈良県 大淀町 未策定 30       

奈良県 下市町 未策定         

奈良県 黒滝村 未策定         

奈良県 天川村 ○   27 5 天川村地球温暖化対策実行計画 

奈良県 野迫川村 未策定 32       

奈良県 十津川村 未策定         

奈良県 下北山村 未策定         

奈良県 上北山村 未策定         

奈良県 川上村 未策定 30       

奈良県 東吉野村 未策定         

和歌山県   ○ 32 27 15 第 4次和歌山県環境基本計画 

和歌山県 和歌山市 ○ 29 25 4   

和歌山県 海南市 未策定         

和歌山県 橋本市 ○         

和歌山県 有田市 経過   15 5   

和歌山県 御坊市 未策定         

和歌山県 田辺市 未策定         

和歌山県 新宮市 未策定         

和歌山県 紀の川市 未策定         

和歌山県 岩出市 経過   22 3 岩出市地球温暖化対策地域推進計画 

和歌山県 紀美野町 未策定         

和歌山県 
かつらぎ

町 
未策定         

和歌山県 九度山町 未策定         

和歌山県 高野町 未策定         

和歌山県 湯浅町 未策定         

和歌山県 広川町 未策定         

和歌山県 有田川町 ○ 28 28 5   

和歌山県 美浜町 未策定         

和歌山県 日高町 未策定         

和歌山県 由良町 未策定         

和歌山県 印南町 未策定         

和歌山県 みなべ町 未策定         

和歌山県 日高川町 未策定         

和歌山県 白浜町 未策定         

和歌山県 上富田町 経過   20 5 上富田町地球温暖化対策実行計画 

和歌山県 すさみ町 未策定         

和歌山県 
那智勝浦

町 
未策定         

和歌山県 太地町 未策定         

和歌山県 古座川町 未策定         

和歌山県 北山村 未策定         

和歌山県 串本町 未策定         

鳥取県   ○ 31 27 4 第２期とっとり環境イニシアティブプラン 

鳥取県 鳥取市 ○   23 10   

鳥取県 米子市 未策定         



参考-124 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

鳥取県 倉吉市           

鳥取県 境港市 未策定         

鳥取県 岩美町 未策定         

鳥取県 若桜町 未策定         

鳥取県 智頭町 未策定         

鳥取県 八頭町 未策定         

鳥取県 三朝町           

鳥取県 湯梨浜町 未策定         

鳥取県 琴浦町 未策定         

鳥取県 北栄町 未策定         

鳥取県 日吉津村 未策定         

鳥取県 大山町 ○   18 16 大山町新エネルギービジョン 

鳥取県 南部町 経過   20 5 温暖化防止実行計画 

鳥取県 伯耆町 未策定         

鳥取県 日南町 未策定         

鳥取県 日野町 未策定         

鳥取県 江府町 未策定         

島根県   ○ 30 22 11 島根県地球温暖化対策実行計画 

島根県 松江市 ○ 32 27 10 松江市地球温暖化対策実行計画 

島根県 浜田市 経過 30 20 5 浜田市地球温暖化対策推進計画 

島根県 出雲市 ○ 29 19 10 出雲市地球省エネルギービジョン 

島根県 益田市 ○ 32 24 8 
益田市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

島根県 大田市 経過 29 22 3 大田市地球温暖化対策地球推進計画 

島根県 安来市 ○   24 8 
安来市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

島根県 江津市 ○   21 10 江津市地域省エネルギービジョン 

島根県 雲南市 ○ 29 24 10 雲南市環境基本計画 

島根県 奥出雲町 未策定         

島根県 飯南町 未策定         

島根県 川本町 ○   24 5   

島根県 美郷町 未策定 29       

島根県 邑南町 未策定         

島根県 津和野町 ○ 21 21 10 津和野町温暖化対策地域推進計画 

島根県 吉賀町 未策定         

島根県 海士町 未策定         

島根県 西ノ島町 ○   23 9 西ノ島町地球温暖化対策地域推進計画 

島根県 知夫村 未策定         

島根県 
隠岐の島

町 
未策定         

岡山県   ○ 28 23 10 岡山県地球温暖化防止行動計画 

岡山県 岡山市 ○ 28 23 18 
岡山市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

岡山県 倉敷市 ○ 29 22 19 
倉敷市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

岡山県 津山市 ○ 20 20 10 津山市地球温暖化対策地域推進計画 

岡山県 玉野市 未策定         

岡山県 笠岡市 未策定         

岡山県 井原市 未策定         

岡山県 総社市 未策定         



参考-125 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

岡山県 高梁市 未策定 30       

岡山県 新見市 未策定         

岡山県 備前市 未策定         

岡山県 瀬戸内市 ○   25 5 
瀬戸内市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

岡山県 赤磐市 未策定         

岡山県 真庭市 未策定         

岡山県 美作市 未策定 28       

岡山県 浅口市 未策定         

岡山県 和気町 経過 23 22 5 
和気町地球温暖化対策実行計画(区域施策

編) 

岡山県 早島町 未策定         

岡山県 里庄町 未策定         

岡山県 矢掛町 未策定         

岡山県 新庄村 未策定         

岡山県 鏡野町 未策定         

岡山県 勝央町 未策定         

岡山県 奈義町 未策定         

岡山県 西粟倉村 未策定         

岡山県 久米南町 未策定         

岡山県 美咲町 未策定         

岡山県 
吉備中央

町 
未策定         

広島県   ○ 28 23 10 第 2次広島県地球温暖化防止地域計画 

広島県 広島市 ○ 28 15 14 広島市地球温暖化対策 実行計画 

広島県 呉市 ○ 24 24 10   

広島県 竹原市 未策定         

広島県 三原市 未策定         

広島県 尾道市 未策定         

広島県 福山市 ○ 30 22 19 
福山市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編） 

広島県 府中市 未策定         

広島県 三次市 経過 28 23 5 
三次市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

広島県 庄原市 ○   28 5 
庄原市地球温暖化対策実行計画地方公共団

体実行計画(区域施策編） 

広島県 大竹市 未策定         

広島県 東広島市 未策定 29       

広島県 廿日市市 ○   19 7 廿日市市・地域省エネルギービジョン 

広島県 
安芸高田

市 
未策定         

広島県 江田島市 未策定         

広島県 府中町 未策定         

広島県 海田町 未策定         

広島県 熊野町 未策定         

広島県 坂町 未策定         

広島県 
安芸太田

町 
未策定         

広島県 北広島町 未策定         



参考-126 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

広島県 
大崎上島

町 
未策定         

広島県 世羅町 ○   25 5 第 2次脱温暖化せらのまちづくりプラン 

広島県 
神石高原

町 
経過   23   神石高原町地球温暖化対策実行計画計画書 

山口県   ○   26 6 山口県地球温暖化対策実行計画 

山口県 下関市 ○ 23 23 18 
下関市地球温暖化対策実行計画(区域施策

編）エコ・アーズＳｈｉｍｏｎｏｓｅｋｉ 

山口県 宇部市 ○ 21 21 12 第二次宇部市環境基本計画 

山口県 山口市 ○ 30 27 3 
山口市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

山口県 萩市 未策定         

山口県 防府市 未策定         

山口県 下松市 未策定         

山口県 岩国市 未策定         

山口県 光市 未策定         

山口県 長門市 未策定         

山口県 柳井市 未策定         

山口県 美祢市 未策定         

山口県 周南市 未策定         

山口県 
山陽小野

田市 
未策定         

山口県 
周防大島

町 
未策定         

山口県 和木町 未策定         

山口県 上関町 未策定         

山口県 田布施町 未策定         

山口県 平生町 未策定         

山口県 阿武町 未策定 29       

徳島県   ○ 32 28 10 徳島県地球温暖化対策推進計画 

徳島県 徳島市 ○ 26 26 7 第２次徳島市地球温暖化対策推進計画 

徳島県 鳴門市 未策定         

徳島県 小松島市 未策定         

徳島県 阿南市 未策定 29       

徳島県 吉野川市 経過         

徳島県 阿波市 未策定 30       

徳島県 美馬市 未策定         

徳島県 三好市 未策定         

徳島県 勝浦町 未策定         

徳島県 上勝町 未策定         

徳島県 
佐那河内

村 
○   27 5 

佐那河内村地球温暖化対策実行計画（区域

施策編） 

徳島県 石井町 未策定         

徳島県 神山町 未策定         

徳島県 那賀町 未策定         

徳島県 牟岐町 未策定         

徳島県 美波町 未策定 29       

徳島県 海陽町 未策定         

徳島県 松茂町 未策定         

徳島県 北島町 未策定         



参考-127 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

徳島県 藍住町 未策定         

徳島県 板野町 未策定         

徳島県 上板町 未策定         

徳島県 つるぎ町 未策定         

徳島県 
東みよし

町 
未策定         

香川県   ○   27 5 香川県地球温暖化対策推進計画 

香川県 高松市 ○ 28 22 11 高松市地球温暖化対策実行計画 

香川県 丸亀市 未策定         

香川県 坂出市 未策定         

香川県 善通寺市 ○   23 10 
善通寺市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

香川県 観音寺市 未策定         

香川県 さぬき市 未策定         

香川県 
東かがわ

市 
未策定         

香川県 三豊市 ○   26 5 
三豊市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

香川県 土庄町 未策定         

香川県 小豆島町 未策定         

香川県 三木町 未策定         

香川県 直島町 未策定         

香川県 宇多津町 未策定         

香川県 綾川町 未策定         

香川県 琴平町 未策定         

香川県 多度津町 未策定 30       

香川県 
まんのう

町 
未策定         

愛媛県   ○ 28 26 5 愛媛県地球温暖化防止実行計画 

愛媛県 松山市 ○ 30 22 17 松山市低炭素社会づくり実行計画 

愛媛県 今治市 ○ 23 23 5   

愛媛県 宇和島市 未策定         

愛媛県 八幡浜市 未策定         

愛媛県 新居浜市 ○ 32 24 9   

愛媛県 西条市 未策定         

愛媛県 大洲市 未策定         

愛媛県 伊予市 未策定         

愛媛県 
四国中央

市 
未策定         

愛媛県 西予市 未策定         

愛媛県 東温市 未策定 28       

愛媛県 上島町 未策定         

愛媛県 
久万高原

町 
未策定         

愛媛県 松前町 未策定         

愛媛県 砥部町 未策定         

愛媛県 内子町 未策定         

愛媛県 伊方町 未策定         

愛媛県 松野町 経過 32       

愛媛県 鬼北町 未策定 31       



参考-128 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

愛媛県 愛南町 未策定         

高知県   ○ 28 22 10   

高知県 高知市 ○ 27 27 6 
第２次高知市地球温暖化対策地域推進実行

計画（区域施策編） 

高知県 室戸市 ○ 28 27 15 
室戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

高知県 安芸市 未策定         

高知県 南国市 ○ 33 22 12   

高知県 土佐市 経過         

高知県 須崎市 未策定 28       

高知県 宿毛市 未策定         

高知県 
土佐清水

市 
未策定         

高知県 四万十市 未策定         

高知県 香南市 ○ 30 23 5 
香南市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

高知県 香美市 ○ 30 25 5 
香美市地球温暖化対策実行計画書（第 2

次） 

高知県 東洋町 未策定         

高知県 奈半利町 未策定         

高知県 田野町 未策定         

高知県 安田町 経過         

高知県 北川村 未策定         

高知県 馬路村 未策定         

高知県 芸西村 未策定         

高知県 本山町 未策定         

高知県 大豊町 未策定         

高知県 土佐町 未策定         

高知県 大川村 未策定         

高知県 いの町 未策定         

高知県 仁淀川町 未策定         

高知県 中土佐町 未策定         

高知県 佐川町 未策定         

高知県 越知町 ○         

高知県 梼原町 未策定         

高知県 日高村 未策定         

高知県 津野町 未策定         

高知県 四万十町 未策定         

高知県 大月町 未策定 30       

高知県 三原村 未策定 30       

高知県 黒潮町 未策定         

福岡県   経過 28 17 5 福岡県地球温暖化対策推進計画 

福岡県 北九州市 ○   28 7 
北九州市地球温暖化対策実行計画・環境モ

デル都市行動計画 

福岡県 福岡市 経過 28 18 10 
福岡市地球温暖化対策地域推進計画（第三

次） 

福岡県 大牟田市 ○   23 10 
大牟田市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編)２０１２～２０２１ 

福岡県 久留米市 ○ 29 23 18 
久留米市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編） 



参考-129 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

福岡県 直方市 未策定         

福岡県 飯塚市 ○ 34 23 10 第２次飯塚市環境基本計画 

福岡県 田川市 未策定 29       

福岡県 柳川市 未策定         

福岡県 八女市 経過 28 16 10   

福岡県 筑後市 未策定         

福岡県 大川市 未策定         

福岡県 行橋市 経過   13 5 行橋市地球温暖化対策実行計画 

福岡県 豊前市 未策定         

福岡県 中間市 未策定 31       

福岡県 小郡市 未策定         

福岡県 筑紫野市 ○ 24 24 9 
筑紫野市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

福岡県 春日市 ○ 32 22 10 
春日市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

福岡県 大野城市 未策定         

福岡県 宗像市 経過 29 23 5   

福岡県 太宰府市 未策定         

福岡県 古賀市 ○ 35 26 10 
「古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施

策編)」 

福岡県 福津市 ○ 29 19 10 福津市環境基本計画 

福岡県 うきは市 未策定         

福岡県 宮若市 未策定         

福岡県 嘉麻市 ○   27 5 
嘉麻市環境基本計画（本計画の中に区域施

策編を盛り込んでいる） 

福岡県 朝倉市 未策定         

福岡県 みやま市 未策定         

福岡県 糸島市 ○ 28 22 10 
地球温暖化対策地方公共団体実行計画（地

域施策編） 

福岡県 那珂川町 未策定         

福岡県 宇美町 未策定         

福岡県 篠栗町 未策定 28       

福岡県 志免町 未策定         

福岡県 須恵町 未策定         

福岡県 新宮町 未策定         

福岡県 久山町 未策定         

福岡県 粕屋町 未策定         

福岡県 芦屋町 ○ 35 25 10   

福岡県 水巻町 未策定         

福岡県 岡垣町 未策定         

福岡県 遠賀町 未策定         

福岡県 小竹町 未策定         

福岡県 鞍手町 未策定         

福岡県 桂川町 未策定         

福岡県 筑前町 未策定         

福岡県 東峰村 未策定 32       

福岡県 大刀洗町 未策定         

福岡県 大木町 ○   24 9 
大木町地球温暖化対策地方公共団体実行計

画（区域施策） 

福岡県 広川町 未策定         



参考-130 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

福岡県 香春町 未策定         

福岡県 添田町 未策定         

福岡県 糸田町 未策定         

福岡県 川崎町 未策定         

福岡県 大任町 未策定 31       

福岡県 赤村 未策定         

福岡県 福智町 未策定         

福岡県 苅田町 未策定         

福岡県 みやこ町 未策定         

福岡県 吉富町 未策定         

福岡県 上毛町 未策定         

福岡県 築上町 未策定         

佐賀県   経過 29 15 9 佐賀県地球温暖化防止地域計画 

佐賀県 佐賀市 経過 21 21 5 佐賀市地球温暖化対策地域推進計画 

佐賀県 唐津市 未策定         

佐賀県 鳥栖市 ○ 24 24 15 
鳥栖市地球温暖化対策実行計画 区域施策

編 

佐賀県 多久市 未策定         

佐賀県 伊万里市 未策定         

佐賀県 武雄市 未策定         

佐賀県 鹿島市 ○ 31 26 5 鹿島市地球温暖化対策実行計画 

佐賀県 小城市 ○ 24 24 5 
小城市地球温暖化防止実行計画（区域施策

編） 

佐賀県 嬉野市 未策定         

佐賀県 神埼市 未策定         

佐賀県 
吉野ヶ里

町 
未策定         

佐賀県 基山町 未策定         

佐賀県 上峰町 未策定         

佐賀県 みやき町 未策定         

佐賀県 玄海町 未策定         

佐賀県 有田町 未策定         

佐賀県 大町町 未策定         

佐賀県 江北町 未策定         

佐賀県 白石町 未策定         

佐賀県 太良町 未策定         

長崎県   ○ 32 25 8 長崎県地球温暖化対策実行計画 

長崎県 長崎市 ○ 28 22 19 
長崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

長崎県 佐世保市 経過 30 18 7 佐世保市地球温暖化対策地域推進計画 

長崎県 島原市 未策定         

長崎県 諫早市 未策定         

長崎県 大村市 未策定         

長崎県 平戸市 ○   21 10 平戸市地球温暖化対策実行計画 

長崎県 松浦市 ○ 29 29 5   

長崎県 対馬市 未策定         

長崎県 壱岐市 未策定         

長崎県 五島市 未策定 29       

長崎県 西海市 未策定 30       

長崎県 雲仙市 ○   27 6   



参考-131 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

長崎県 南島原市 ○   20 10 南島原市地球温暖化防止行動計画 

長崎県 長与町 未策定         

長崎県 時津町 ○ 31 22 10 時津町地球温暖化防止対策地域行動計画 

長崎県 東彼杵町 未策定         

長崎県 川棚町 未策定         

長崎県 波佐見町 未策定         

長崎県 小値賀町 未策定         

長崎県 佐々町 未策定         

長崎県 
新上五島

町 
○ 30 20 10 地球温暖化対策地域推進計画 

熊本県   ○ 32 27 5 第五次熊本県環境基本計画 

熊本県 熊本市 ○ 26 26 10 
熊本市低炭素都市づくり戦略計画～みんな

で実現！ストップ温暖化プラン～ 

熊本県 八代市 未策定         

熊本県 人吉市 未策定         

熊本県 荒尾市 未策定         

熊本県 水俣市 ○   26 5 水俣市環境モデル都市第二期行動計画 

熊本県 玉名市 ○   25 5 環境基本計画 

熊本県 山鹿市 未策定 28       

熊本県 菊池市 未策定         

熊本県 宇土市 未策定 30       

熊本県 上天草市 ○   28 5 上天草市地球温暖化対策実行計画 

熊本県 宇城市 未策定         

熊本県 阿蘇市 ○ 26 26 9   

熊本県 天草市 未策定         

熊本県 合志市 未策定         

熊本県 美里町 未策定         

熊本県 玉東町 未策定         

熊本県 南関町 ○ 29 28 5 南関町地球温暖化対策実行計画 

熊本県 長洲町 未策定         

熊本県 和水町 未策定 31       

熊本県 大津町 ○   27 5   

熊本県 菊陽町 未策定         

熊本県 南小国町 未策定 29       

熊本県 小国町 ○   26 5 小国町環境モデル都市行動計画 

熊本県 産山村 経過         

熊本県 高森町 ○   25 10   

熊本県 西原村 未策定 30       

熊本県 南阿蘇村 未策定         

熊本県 御船町 未策定         

熊本県 嘉島町 未策定         

熊本県 益城町 未策定         

熊本県 甲佐町 未策定 30       

熊本県 山都町 未策定         

熊本県 氷川町 未策定         

熊本県 芦北町 未策定         

熊本県 津奈木町 経過         

熊本県 錦町 未策定         

熊本県 多良木町 未策定 30       



参考-132 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

熊本県 湯前町 未策定         

熊本県 水上村 経過         

熊本県 相良村 未策定         

熊本県 五木村 未策定         

熊本県 山江村 未策定         

熊本県 球磨村 ○   25 13   

熊本県 
あさぎり

町 
経過 29 28 7 

あさぎり町地球温暖化対策実行計画（区域

施策編） 

熊本県 苓北町 未策定         

大分県   ○ 32 28 5 
第 4期大分県地球温暖化対策実行計画（区

域施策編） 

大分県 大分市 ○ 24 24 4 
大分市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

大分県 別府市 未策定 31       

大分県 中津市 未策定 31       

大分県 日田市 ○ 32 27 5 
日田市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編） 

大分県 佐伯市 未策定         

大分県 臼杵市 ○ 32       

大分県 津久見市 未策定         

大分県 竹田市 未策定         

大分県 
豊後高田

市 
未策定         

大分県 杵築市 未策定         

大分県 宇佐市 未策定 30       

大分県 
豊後大野

市 
未策定         

大分県 由布市 ○   27 10 由布市環境基本計画 

大分県 国東市 未策定         

大分県 姫島村 未策定         

大分県 日出町 未策定         

大分県 九重町 未策定         

大分県 玖珠町 未策定         

宮崎県   ○ 32 27 5 宮崎県環境計画（改定計画） 

宮崎県 宮崎市 ○ 29 24 5 

宮崎市環境基本計画（第 2次計画）[一部

改訂計画]地球温暖化防止実行計画（区域

施策編） 

宮崎県 都城市 ○ 28 22 10   

宮崎県 延岡市 未策定 32       

宮崎県 日南市 経過   22 10 日南市地球温暖化対策実行計画 

宮崎県 小林市 未策定 30       

宮崎県 日向市 未策定         

宮崎県 串間市 未策定         

宮崎県 西都市 未策定         

宮崎県 えびの市 未策定         

宮崎県 三股町 未策定         

宮崎県 高原町 未策定         

宮崎県 国富町 未策定         

宮崎県 綾町 未策定         

宮崎県 高鍋町 未策定         



参考-133 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

宮崎県 新富町 未策定         

宮崎県 西米良村 経過         

宮崎県 木城町 未策定         

宮崎県 川南町 未策定         

宮崎県 都農町 未策定         

宮崎県 門川町 未策定         

宮崎県 諸塚村 未策定         

宮崎県 椎葉村 未策定 30       

宮崎県 美郷町 未策定 31       

宮崎県 高千穂町 未策定         

宮崎県 日之影町 未策定         

宮崎県 五ヶ瀬町 未策定         

鹿児島県   ○ 29 22 10 鹿児島県地球温暖化対策実行計画 

鹿児島県 鹿児島市 ○ 28 23 10 鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン 

鹿児島県 鹿屋市 ○ 31 19 12 鹿屋市環境基本計画 

鹿児島県 枕崎市 未策定         

鹿児島県 阿久根市 未策定         

鹿児島県 出水市 未策定         

鹿児島県 指宿市 未策定         

鹿児島県 西之表市 未策定 29       

鹿児島県 垂水市 未策定         

鹿児島県 
薩摩川内

市 
未策定         

鹿児島県 日置市 経過   22 5   

鹿児島県 曽於市 未策定         

鹿児島県 霧島市 未策定         

鹿児島県 
いちき串

木野市 
未策定         

鹿児島県 
南さつま

市 
未策定         

鹿児島県 志布志市 未策定         

鹿児島県 奄美市 未策定         

鹿児島県 南九州市 未策定         

鹿児島県 伊佐市 未策定         

鹿児島県 姶良市 ○ 30 26 10 姶良市環境基本計画 

鹿児島県 三島村 未策定         

鹿児島県 十島村 ○         

鹿児島県 さつま町 未策定         

鹿児島県 長島町 未策定         

鹿児島県 湧水町 未策定         

鹿児島県 大崎町 未策定         

鹿児島県 東串良町 未策定         

鹿児島県 錦江町 経過         

鹿児島県 南大隅町 未策定         

鹿児島県 肝付町 未策定         

鹿児島県 中種子町 未策定         

鹿児島県 南種子町 未策定         

鹿児島県 屋久島町 未策定         

鹿児島県 大和村 未策定         

鹿児島県 宇検村 経過 29 20 5 宇検村地球温暖化対策防止活動実行計画 



参考-134 

都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

鹿児島県 瀬戸内町 未策定         

鹿児島県 龍郷町 未策定         

鹿児島県 喜界町 未策定         

鹿児島県 徳之島町 未策定         

鹿児島県 天城町 未策定         

鹿児島県 伊仙町 未策定         

鹿児島県 和泊町 未策定         

鹿児島県 知名町 未策定         

鹿児島県 与論町 未策定 29       

沖縄県   ○   27 10 沖縄県地球温暖化対策実行計画 

沖縄県 那覇市 ○   26 9   

沖縄県 宜野湾市 ○ 23 23 9 
宜野湾市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編） 

沖縄県 石垣市 未策定         

沖縄県 浦添市 未策定 28       

沖縄県 名護市 未策定 29       

沖縄県 糸満市 未策定         

沖縄県 沖縄市 ○   25 8 
沖縄市地球温暖化対策実行計画-区域施策

編- 

沖縄県 豊見城市 未策定         

沖縄県 うるま市 未策定 29       

沖縄県 宮古島市 ○   25 5   

沖縄県 南城市 未策定         

沖縄県 国頭村 未策定         

沖縄県 大宜味村 未策定         

沖縄県 東村 未策定 28       

沖縄県 今帰仁村 未策定         

沖縄県 本部町 未策定         

沖縄県 恩納村 未策定         

沖縄県 宜野座村 未策定         

沖縄県 金武町 未策定         

沖縄県 伊江村 未策定 30       

沖縄県 読谷村 未策定         

沖縄県 嘉手納町 未策定         

沖縄県 北谷町 未策定         

沖縄県 北中城村 未策定         

沖縄県 中城村 未策定         

沖縄県 西原町 未策定         

沖縄県 与那原町 未策定         

沖縄県 南風原町 未策定         

沖縄県 渡嘉敷村 未策定 29       

沖縄県 座間味村 未策定         

沖縄県 粟国村 未策定         

沖縄県 渡名喜村 未策定         

沖縄県 南大東村 未策定         

沖縄県 北大東村 未策定         

沖縄県 伊平屋村 未策定 29       

沖縄県 伊是名村 未策定         

沖縄県 久米島町 経過         
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都道府 

県名 
団体名称 

策定 

状況 

直近

の 

予定 

策定 

年度 

計画 

期間 
計画名称 

沖縄県 八重瀬町 未策定         

沖縄県 多良間村 未策定         

沖縄県 竹富町 未策定         

沖縄県 与那国町 未策定         
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参考２．地方公共団体実行計画の概要 

（１）地方公共団体実行計画（事務事業編）の概要 

１）都道府県及び市町村（特別区含む。） 

注）年度は和暦 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

北海道 北海道 26 297,100 32 281,100 5.4   

北海道 札幌市         

実行計画（事務事業編）では、エネルギ

ー使用量（kL）を目標としているため、

Q1-8(6)①、②も無回答 

北海道 函館市 22 47,700 28 44,838 6   

北海道 小樽市 23 34,290 33 30,861 10   

北海道 旭川市         年平均 1%低減という目標設定としている 

北海道 室蘭市 27 31,936 32 30,339 5   

北海道 釧路市 23 57,730 29 55,016 4.7   

北海道 帯広市 12 23,217 32 17,023 26.8 

削減率は、当初から、温室効果ガス排出

量の総量のうち二酸化炭素排出量の削減

目標を 26.8％としている。 

北海道 北見市 22 50,972 30 37,278 27   

北海道 夕張市 25 3,603 30 2,862 21   

北海道 岩見沢市 16 49,127 22 46,135 6   

北海道 網走市 22 19,981 28 18,582 7   

北海道 留萌市 18 10,126 24 8,616 14   

北海道 苫小牧市 25 66,272 31 63,151 5   

北海道 稚内市 18 7,331 32 6,793 7   

北海道 美唄市 23 5,615 29 5,334 5   

北海道 芦別市 26 9,409 31 8,938 5   

北海道 江別市 25 52,506 30 49,881 5   

北海道 紋別市 25 16,976 30 14,034 6   

北海道 名寄市 22 21,652 28 20,567 5   

北海道 根室市 23 10,631 27 10,418 2   

北海道 千歳市 22 39,832 32 37,812 5.1   

北海道 砂川市 25 12,601 27 11,853 2 

基準年度以降における対象施設の改築と

うに伴い、目標年度の二酸化炭素排出量

を見直した。 平成 25年度排出量を目標

年度の平成 27年度までに 2％削減するこ

とを目標とした。 

北海道 深川市 18 13,042 24 12,259 6   

北海道 富良野市 2 7,219 32 5,414 25   

北海道 登別市 22 16,170        

北海道 恵庭市 26 12,343 31 11,727 5   

北海道 北広島市 26 19,989 32 19,449 2.7   

北海道 石狩市 22 4,821 27 4,580 5   

北海道 北斗市 18 8,134 24 7,646 6   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

北海道 当別町 27 6,009 32 5,709 5   

北海道 福島町 19 
1,738,3

39 
24 

1,661,7

29 
4   

北海道 知内町 25 2,433 32 2,180 10   

北海道 七飯町 18 5,015 23 4,666 6   

北海道 森町 23 6,986 28 6,636 5   

北海道 八雲町 19 7,860 25 7,624 3   

北海道 厚沢部町 23 2,410 29 2,290 5   

北海道 乙部町 17 1,356 24 1,288 5   

北海道 せたな町 19 4,428 25 4,207 5   

北海道 島牧村 21 1,168 26 1,109 5   

北海道 黒松内町 11 890 22 811 8   

北海道 蘭越町 19   23   6   

北海道 ニセコ町 25 1,458 29 1,312 10   

北海道 真狩村 12 2,060 24 1,710 17   

北海道 喜茂別町 12 1,741 18 1,654 5   

北海道 倶知安町 13 6,204 22 5,002 19   

北海道 共和町 25 4,058 31 3,856 5   

北海道 神恵内村 25 1,090 31 1,069 2   

北海道 積丹町 26 14,788 32 14,344 3   

北海道 仁木町 22 1,299 31 1,260 3   

北海道 余市町 21 3,925 28 3,729 5   

北海道 赤井川村 16 1,291 24 1,009 21   

北海道 南幌町 17 2,390 32 1,983 17 

第２次実行計画では対象としていなかっ

た指定管理施設を対象施設に追加。ま

た、計画期間中に統廃合により廃止とな

った小学校等の廃止施設の排出量をこれ

までは基準年度排出量よりその都度除き

再計算していたが、第３次実行計画では

基準年度の排出量を変更しないよう除い

ていた廃止施設分の排出量も基準年度排

出量に追加。 

北海道 奈井江町 22 3,454 28 3,178 8   

北海道 上砂川町 18 3,298 22 3,100 6   

北海道 由仁町 16 3,566 22 3,352 6   

北海道 長沼町 23 4,645 28 4,366 6   

北海道 月形町 15 2,509 24 2,308 8   

北海道 浦臼町 13 
1,135,0

66 
18 

1,078,3

14 
5   

北海道 新十津川町 20 2,610 31 1,953 25   

北海道 秩父別町 25 3,876 31 3,643 6   

北海道 雨竜町 26 279 30 265 5   

北海道 北竜町 22 2,633 26 2,475 6   

北海道 沼田町 24 3,456 28 3,283 5   

北海道 鷹栖町 16 3,439 22 3,233 6   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

北海道 東神楽町 18 3 21 3 100   

北海道 当麻町 22 3,008 29 2,858 5   

北海道 愛別町 22 1,045 28 982,581 6   

北海道 上川町 19 2,552 27 2,425 5   

北海道 東川町 26 3,684 31 3,544 3   

北海道 美瑛町 26 
6,728,4

44 
32 

6,472,7

63 
4   

北海道 上富良野町 20 5,941 30 4,870 18   

北海道 中富良野町 21 3,244 27 3,081 5   

北海道 南富良野町 22   26   10   

北海道 剣淵町 23 2,460 28 2,312 6   

北海道 下川町 20 3,939 25 2,952 25   

北海道 美深町 22 4,341 32 4,080 6   

北海道 中川町 18 1,452 26 1,380 5   

北海道 幌加内町 21 2,619 27 2,488 5   

北海道 小平町 19 2,448 25 2,301 6   

北海道 苫前町 20 1,474 26 1,400 5   

北海道 羽幌町 19 3,225 32 2,967 8   

北海道 初山別村 18 1,053 28 989,934 6   

北海道 遠別町 19 2,340 23 2,200 6   

北海道 猿払村 27 4,487 32 4,308 4   

北海道 中頓別町 21 1,048 26 996 5   

北海道 利尻町 24 3,212 30 3,051 5   

北海道 美幌町 18 8,360 29 7,095 15   

北海道 津別町 18 3,436 29 2,818 18   

北海道 斜里町 25 9,158 30 
8,882,8

87 
3   

北海道 清里町 22 313 32 294 6   

北海道 小清水町 23 2,497 30 2,347     

北海道 訓子府町 21 2,815 28 2,647 6   

北海道 置戸町 21 3,134 27 2,977 5   

北海道 佐呂間町 21 3,959 27 3,841 3   

北海道 遠軽町 18 10,699 24 10,057 6   

北海道 湧別町 22 4,628 28 4,350 6   

北海道 興部町 16 3,031 24 2,895 5   

北海道 西興部村 20 1,434 25 147,830 6   

北海道 雄武町 18 13,396 22 12,726 5   

北海道 大空町 18 6,596 29 5,804 12   

北海道 豊浦町 18 4,202 29 3,782 10   

北海道 白老町 13 6,517 24 6,126 6   

北海道 厚真町 20 2,912 31 2,737 6   

北海道 浦河町 24 8,066 31 7,663 5   

北海道 様似町 18 2,450 29 2,390 5   

北海道 えりも町 23 2,026 29 1,924 5   



参考-139 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

北海道 新ひだか町 25 9,870 31 9,870 0   

北海道 音更町 18 9,354 29 8,792 6   

北海道 士幌町 24 3,196 29 3,036 5 

平成 19年度～平成 28年度の 10年間に

かけて、3,000トンの二酸化炭素排出量

の削減を目標にしている。 

北海道 上士幌町 18 3,784 24 3,595 5   

北海道 鹿追町 18 4,486 24 4,212 6   

北海道 新得町 26 3,989 32 3,830 4   

北海道 中札内村 24 4,032 30 40 1 
基準年度は２１年度から２４年度までの

平均総排出量としている 

北海道 更別村 26 3,105 32 3,042 2   

北海道 大樹町 19 3,695 24 3,473 6   

北海道 幕別町 25 11,068 28 
10,736,

027 
3   

北海道 池田町 22 4,198 27 3,988 5   

北海道 豊頃町 17 7,276 24 6,840 6   

北海道 本別町 20 5,395 27 4,632 14   

北海道 陸別町 27 2,630 32 2,472 6   

北海道 浦幌町 11 3,648 17 3,465     

北海道 釧路町 15 4,075 24 3,855 54   

北海道 厚岸町 10 5,767 32 4,757 18   

北海道 標茶町 25 7,491 32 7,207     

北海道 弟子屈町 25 5,246 32 5,007 5   

北海道 鶴居村 21 1,626 27 1,545 5   

北海道 白糠町 26 3,499 32 3,282 6   

北海道 別海町 26 13,179 32 12,520 5   

北海道 中標津町 18 11,373 24 10,919 4   

北海道 標津町 23 2,725 29 2,669 2   

北海道 羅臼町 24 2,074 30 2,031 2   

青森県 青森県 26 70,800 31 67,200 5   

青森県 青森市 22 82,475 27 66,194 20   

青森県 弘前市 27 28,015 32 28,384 1.32   

青森県 八戸市 25   31   5   

青森県 黒石市 21 5,423 32 5,097 6   

青森県 五所川原市 21 8,912 25 8,377 6   

青森県 十和田市 26 111,627 31 11,046 5   

青森県 三沢市 18 415 25 391 6   

青森県 むつ市 24 11,406 31 10,836 5   

青森県 つがる市 19 1,735 24 1,631 6   

青森県 平川市 19 6,534 24 
6,337,8

43 
3   

青森県 蓬田村 13 608 24 536 12   

青森県 外ヶ浜町 25 
6,482,2

93 
31 

5,834,0

64 
10   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減
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(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

青森県 鰺ヶ沢町 25 2,575 31 2,420 6   

青森県 深浦町 24 1,124 29 1,057     

青森県 藤崎町 27 2,466 32 2,343 5   

青森県 田舎館村 19 310 25 292 6   

青森県 板柳町 18 3,066 28 2,975 6   

青森県 鶴田町 23 2,664 28 2,504 6   

青森県 野辺地町 21 2,086 32 1,981 5   

青森県 おいらせ町 21 3,877 27 3,683 5   

青森県 大間町 24 956 29 908 5   

青森県 風間浦村 24 1,155 29 
1,097,2

47 
5   

青森県 佐井村 24 534 29 508 5   

青森県 五戸町 22 947 27 908 6   

青森県 田子町 22 2,153 28 2,024 6   

青森県 階上町 25 2,156 30 2,053 5   

岩手県 岩手県 26 127,909 32 120,235 6   

岩手県 盛岡市 25 74,373 32 66,936 10   

岩手県 宮古市 22 4,379 32 4,379 0 

現行計画の目標年度は 27年度としてい

たが、現行の計画で十分実効性があり、

目標も達成できていることから、目標年

度を平成 32年度まで延長した。 

岩手県 大船渡市 25   34     

平成 25年１月に策定した第２次大船渡

市環境基本計画に盛り込んだ実行計画

（事務事業編）の中で、計画期間中にお

いて対前年度以下としている。 

岩手県 花巻市 26 18,243 32 17,414 4.5 

平成 27年度 第 2期の計画策定におい

て目標値等を設定。目標は、基準年度比

4.5％以上の削減。  

岩手県 北上市 21 21,161 27   6   

岩手県 久慈市 24 10,185 32 9,167 10   

岩手県 遠野市 26 14,704 32 13,969 5   

岩手県 一関市 18 19,453 24 18,480 5   

岩手県 陸前高田市 18 5,531 23 5,465 1.19   

岩手県 二戸市 16 5,548 22 5,271 5   

岩手県 奥州市 18 23,973 24 22,295 7 

既に計画期間を経過しているが、期間を

延長し、温室効果ガス総排出量を平成 18

年度を基準として７％削減する目標を継

続している。 

岩手県 滝沢市 25   29   3   

岩手県 雫石町 26 6,027 32 5,726 5   

岩手県 葛巻町 11 1,948 28 1,494 23   

岩手県 岩手町 24 2,570 30 2,386 7   

岩手県 紫波町 26 6,658 32 6,325 5   

岩手県 矢巾町 16 3,227 24 2,388 26   

岩手県 西和賀町 17 2,053 23 2,013 2   
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都道府県
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団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年
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岩手県 金ケ崎町 21 1,513 29 1,407 7 

計画期間を見直し、目標年度を 2年延長

した平成 29年度に、削減率を７％に変

更した。 

岩手県 住田町 12 858 23 789 8   

岩手県 山田町 16 651 22 612 6   

岩手県 岩泉町 12 854 28 679 20   

岩手県 田野畑村 16 965 22 936     

岩手県 軽米町 12 2,540 25 2,413 5   

岩手県 野田村 16 1,030 22 1,009 2   

岩手県 九戸村 12 23 24 28 2   

岩手県 洋野町 24 5,909 29 5,555 6   

岩手県 一戸町 16 4,821 22 4,676 3   

宮城県 宮城県 26 75,384 32 70,861 6 数値目標を 5％から 6％に引き上げ。 

宮城県 仙台市 22 301,450      

現計画においては、温室効果ガス排出量

の削減目標を設定していないが、購入電

力量について、前年度比 2%削減の目標設

定を行っている。 

宮城県 石巻市 26 21,115 30 20,482 3   

宮城県 塩竈市 19 10,757 25 10,004 7   

宮城県 気仙沼市 18 12,757 28 11,978 6   

宮城県 白石市 24 3,025 29 2,874 5   

宮城県 名取市 21 4,446 28 4,224 5   

宮城県 角田市 19 2,759 24 2,594 6   

宮城県 多賀城市 14 2,092 21 1,375 34 東日本大震災以降改定を休止している 

宮城県 岩沼市 26 4,354 31 4,224 3   

宮城県 登米市 26 30,324 32 28,808 5   

宮城県 栗原市 25 15,320 30 15,060 1.7 

【基準年度】平成 25年度 15,320,517

㎏-CO2 【目標年度】平成 30年度 

15,060,068㎏-CO2  削減率 1.7％ 

宮城県 大崎市 25 19,912 32 19,115 4   

宮城県 蔵王町 22 
1,532,3

35 
26 

1,379,1

02 
10   

宮城県 柴田町 19 666 28 626 6   

宮城県 川崎町 21 2,539 32 2,442 3   

宮城県 亘理町 20 4,026 26 3,784 6   

宮城県 松島町 20 2 26 2 5   

宮城県 七ヶ浜町 20 2,725 27 2,588 5   

宮城県 利府町 22 3,548 28 3,452 3   

宮城県 大和町 23 1,053 28 990 6   

宮城県 大郷町 12 353 18 332 6   

宮城県 富谷町 17 3,105 22 2,981 4 

平成２３年度～平成２７年度の改定計画

については、東日本大震災で中断した状

況である。 

宮城県 大衡村 23 713 28 670 6   

宮城県 色麻町 21 2,294 26 2,225 3   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

宮城県 加美町 15 4,047 21 3,845 5   

宮城県 南三陸町 19 4,573 25 4,436 3   

秋田県 秋田県 22 61,602 28 58,206 5   

秋田県 秋田市 24 129,983 28 124,784 4   

秋田県 能代市 25 10,589 30 10,165 4   

秋田県 横手市 25 26,718 32 25,115 6   

秋田県 大館市 22 7,986 32 7,108 11   

秋田県 男鹿市 17 7,667 24 7,207 6   

秋田県 湯沢市 24 12,481 30 11,857 5   

秋田県 鹿角市 26 6,037 32 5,312 12   

秋田県 由利本荘市 23 4,814 28 4,669 3   

秋田県 潟上市 17 3,172 25 2,400 20   

秋田県 大仙市 18 20,806 24 19,558 6   

秋田県 にかほ市 22 9,069 28 8,162 1   

秋田県 小坂町 14 1,904 21 1,846 3   

秋田県 大潟村 25 771 27 724 6 
基準に関しては設備や、運営体制の変化

等で 25年度で無い場合がある。 

秋田県 美郷町 25 2,618 31 2,487 5   

秋田県 羽後町 22 4,371 28 3,934 10   

秋田県 東成瀬村 18 902 26 847 6   

山形県 山形県 25 83,757 32 75,381 10   

山形県 山形市 25 42,298 31 39,802 5.9   

山形県 米沢市 26 19,853 32 18,880 5   

山形県 鶴岡市 22 45,900 29 43,605 5   

山形県 酒田市 23 25,235 29 23,974 5   

山形県 新庄市 26 5,679 32 5,338 6   

山形県 寒河江市 2 246 32 216 12   

山形県 上山市 22 4,457 28 4,234 5   

山形県 村山市 22 2,758 28 2,495 9   

山形県 長井市 26 5,133 31 4,877 5   

山形県 天童市 14 4,780 22 3,633 24   

山形県 東根市 24 1,586 29 1,538 3   

山形県 南陽市 18 625 23 588 6   

山形県 山辺町 25 1,828 31 1,719 6   

山形県 中山町 22 1,221 28 1,148 6   

山形県 真室川町 17 5,061 27 4,996 1   

山形県 高畠町 19 5,523 27 4,800 13   

山形県 白鷹町 25 425 31 403 5   

山形県 庄内町 20 4 27 4 5   

山形県 遊佐町       5   

福島県 福島県 27 699,335 28 699,335 0   

福島県 福島市 19 79,571 32 67,635 15   

福島県 会津若松市 26 16,610 32 15,773 5   
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都道府県
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基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

福島県 郡山市       7   

福島県 いわき市 26 121,800 32 115,800 5   

福島県 須賀川市          現在、改訂中 

福島県 喜多方市 18 1,200 23 1,140 5   

福島県 相馬市 18 4,918 24 4,820 2   

福島県 二本松市 25 10,523 31 9,997 5   

福島県 田村市 24 4,994 29 4,744 5   

福島県 南相馬市 16 23,477 23 23,270     

福島県 伊達市 24 6,722 30 6,252 7   

福島県 本宮市 25 3,627 30 3,518 3   

福島県 桑折町 21 1,963 28 1,865 5   

福島県 国見町 18 1,451 24 1,364 6   

福島県 川俣町 19 2,074 24 1,949 6   

福島県 大玉村 27 1,726 32 1,553 10   

福島県 鏡石町         

平成２８年度中に実行計画の改定を予定

しており現在、平成２７年度を基準年度

として総排出量を取りまとめている最中

である。そのためこの設問は未記入とさ

せていただきます。 

福島県 天栄村 23 262  246 6   

福島県 下郷町 18 1,666 24 1,566 7   

福島県 檜枝岐村 21 2,154 25 2,046 5   

福島県 只見町 18 
1,557,3

80 
24 

1,463,9

38 
6   

福島県 西会津町 19 2,395 24 2,252 6   

福島県 磐梯町 21 953 26 1,082 13   

福島県 猪苗代町 26 3,049 31 2,933 4   

福島県 会津坂下町 2 46,098 32 34,700 25   

福島県 湯川村 27 684 32 650 5   

福島県 三島町 21 617 27 586,302 5   

福島県 会津美里町 25 633 28 623 2   

福島県 棚倉町 17 1,127 29 948 15   

福島県 矢祭町 16 1,251 24 1,189 5   

福島県 塙町 20 520 26 468 10   

福島県 鮫川村 18 1,055 24 1,003 5   

福島県 石川町 20 1,467 30 139,405 5   

福島県 玉川村 24 613 30 582 5   

福島県 平田村 24 1,092 32 1,050 3.8   

福島県 浅川町 24 1,158 30 1,114 3   

福島県 古殿町 25 1,230 30   5   

福島県 三春町 26 5,259 32 4,996 5   

福島県 小野町 21 1,282 26 1,205 6   

福島県 浪江町 13 1,545 22 1,467 5   

福島県 葛尾村 13 527 19 501 5   
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年
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目
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出量や削減目標等に変更があった場合等 

福島県 新地町 26 1,589 32 1,506 5   

福島県 飯舘村 13 1,218 24 1,157 5   

茨城県 茨城県 27 160,135 32 152,128 5   

茨城県 水戸市 24 63,410 30 60,240 5   

茨城県 日立市 22 75,479    5 
基準年度の温室効果ガス排出量に対し、

毎年 5％以上の削減を目標としている。 

茨城県 土浦市 22   28   9   

茨城県 古河市 20 11,099 26 13,539 9   

茨城県 石岡市 12 3,340 16 3,240 3   

茨城県 結城市 22   27 1,800     

茨城県 龍ケ崎市 19 7,074 28 6,013 15   

茨城県 下妻市 24 2,759 29 2,621 5   

茨城県 常総市 22 3,306 28 3,207 3   

茨城県 常陸太田市 19 9,883 25 9,290 6   

茨城県 高萩市 18 3,191 24 3,015 5   

茨城県 北茨城市 17 15,718 23 14,932 5   

茨城県 笠間市 24 3,898 29 3,703 7   

茨城県 取手市 13 3,805 19 3,577 6   

茨城県 牛久市 22 7,452 27 7,452 0   

茨城県 つくば市 23 37,527 28 34,899 7   

茨城県 
ひたちなか

市 
22 4,452 29 4,394 1   

茨城県 潮来市 12 5,305 18 5,145 3   

茨城県 守谷市 11 4,992 24   5   

茨城県 常陸大宮市 17 3,374 28 2,531 25   

茨城県 那珂市 17 5,734 24 5,389 6   

茨城県 筑西市 19 
10,956,

155 
23 

9,981,3

99 
9   

茨城県 坂東市 18 5,428 24 5,091 6   

茨城県 稲敷市 17 4,319 23 4,103 5   

茨城県 
かすみがう

ら市 
22 4,047 28 3,844 5   

茨城県 桜川市 18 6,033 24 5,791 4   

茨城県 神栖市 24   29   6   

茨城県 行方市 24 15,750 29 14,965 5   

茨城県 
つくばみら

い市 
22 4,983 28   5   

茨城県 小美玉市 20 384 28 345 10   

茨城県 茨城町 18 4,018 24 3,857 4   

茨城県 東海村 17 6,725 28 5,548 17 
公共施設に増減があったため，基準年及

び目標年の排出量を補正した。 

茨城県 大子町 25 5,154 31 4,958 4   

茨城県 美浦村 25 
1,555,9

37 
31 

1,504,7

66 
3   

茨城県 阿見町 24 3,404 30 3,233 5   
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茨城県 河内町 18 348 23 337 3   

茨城県 八千代町 22 1,906 28 1,811 5   

茨城県 五霞町 25   32   10   

茨城県 利根町 23 1,237 28 1,187 4   

栃木県 栃木県 26 99,707 32 94,722 5   

栃木県 宇都宮市 25 111,610 32 94,700 15   

栃木県 足利市 26 51,115 32 48,048 6   

栃木県 栃木市 26 24,930 32 23,602 5   

栃木県 佐野市 22 29,231 28 27,769 5   

栃木県 鹿沼市 21 31,300 33 25,400 19   

栃木県 日光市 19 21,980 31 18,683 15   

栃木県 小山市 22 17,053 32 15,348 10   

栃木県 真岡市 22 6,689 29 6,355 5 
基準年度の数値の修正 修正前 6,642t 

目標年度総排出量の修正 修正前 6,310t 

栃木県 大田原市 24 5,804 30 5,339 8   

栃木県 矢板市 11 4,276 21 3,848 10   

栃木県 那須塩原市 21 7,632 32 5,724 25   

栃木県 さくら市 24 6,434 30 6,112 5   

栃木県 那須烏山市 22 3,894 30 
3,582,0

65 
8   

栃木県 下野市 20 4,186 29 3,977 5   

栃木県 上三川町 20 7,821 27 7,039 10   

栃木県 益子町 24 2,058 29 1,955 5   

栃木県 茂木町 21   25   3   

栃木県 市貝町 15 832 22 790 5   

栃木県 野木町 24 1,079 30 1,037 4 

温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラ

インを基に、排出係数や温暖化係数を見

直したため。 

栃木県 塩谷町 16 75 22 70 7   

栃木県 高根沢町 27 1,625 36 1,520 6   

栃木県 那須町 17 2,380 24 2,261 5   

栃木県 那珂川町 20 3,412 26 3,272 6   

群馬県 群馬県 19 132,294 32 117,742 11 
平成 26年度に削減率 26％を 11％に見直

し 

群馬県 前橋市 21 80,597 32 63,100 22   

群馬県 高崎市 26 91,000 32 86,000 6   

群馬県 桐生市 26 45,416 32 40,124 11   

群馬県 伊勢崎市 26 57,538 32 54,661 5   

群馬県 太田市 12 6,967 19 6,410 8   

群馬県 沼田市 19 4,454 32 3,630 19   

群馬県 館林市 26 7,133 32 6,063 15   

群馬県 渋川市 23 14,590 29 13,860 5   

群馬県 藤岡市 22 17,924 28 17,027 5   

群馬県 富岡市 22 23,267 28 23,034 1   
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群馬県 安中市 26 19,319 32 17,774 8   

群馬県 みどり市 25 14,419 31 13,698 5   

群馬県 下仁田町 26 1,122 32 1,066 5   

群馬県 中之条町 23 9,667 29 9,184 5   

群馬県 長野原町 14 3,142 24 2,815 10   

群馬県 嬬恋村 25 1,180 31 1,145 3   

群馬県 草津町 26 310 32 301 3   

群馬県 高山村 19 1,346 26 1,265 6   

群馬県 東吾妻町 18 4,157 30 3,741 10   

群馬県 川場村 22 371 28 353 5   

群馬県 みなかみ町 20 9,608 24 9,220 4   

群馬県 玉村町 2 12,144 32 9,108 25   

群馬県 明和町 24 1,737 29 1,685 3   

群馬県 千代田町 25 2,006 32 1,885 6   

群馬県 大泉町 24 4,369 30 4,113 6   

群馬県 邑楽町 18 1,800 24 1,710 5   

埼玉県 埼玉県 17 628,619 32 485,519 23   

埼玉県 さいたま市 21 87,004 32 65,529 25   

埼玉県 川越市 26 60,264 32 58,300 3.3 

平成 32年度までに新設又は廃止される

施設を考慮し、平成 26年度から 3.3％削

減する。 

埼玉県 熊谷市 21 23,753 32 19,952 38   

埼玉県 川口市 26 148,433 32 129,092 13   

埼玉県 行田市 22 8,458 29 8,120 4   

埼玉県 秩父市 25 15,788 31 15,314 3   

埼玉県 所沢市 19 33,435 30 30,092 10   

埼玉県 飯能市 24 21,180 30 21,073     

埼玉県 加須市 21 15,458 32 13,139 15   

埼玉県 本庄市 18 6,813 24 
6,336,3

46 
7   

埼玉県 東松山市 22 25,192 32 21,413 15   

埼玉県 春日部市 20 18,733 29 16,859 10 

平成２２年度から２６年度までの５年間

に５％削減を目標としていましたが、計

画期間を延長し、２９年度までの８年間

に１０％削減する目標に変更しました。 

埼玉県 狭山市 22 24,283 33 20,398 16   

埼玉県 羽生市 19 6,610 26 6,213 6   

埼玉県 鴻巣市 24 7,446 30 7,074 5   

埼玉県 深谷市 24 18,365 32 17,814 3   

埼玉県 上尾市 26 18,798 33 17,670 6   

埼玉県 草加市 26 21,900 31 19,710 10   

埼玉県 越谷市 22 18,502 32 16,653 10   

埼玉県 蕨市 26 3,701 31 3,590 3   

埼玉県 入間市 22 26,880 29 26,074 3   
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標
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出量や削減目標等に変更があった場合等 

埼玉県 朝霞市 25 16,960 31 16,790 5 
備考：削減目標は計画期間５年間で計

５％削減となります。 

埼玉県 志木市 24 4,233 28 4,064 4   

埼玉県 和光市 22 12,037 27 11,435 5   

埼玉県 新座市 25 11,524 32 10,372 10   

埼玉県 桶川市 24 3,138 29 3,075 2   

埼玉県 久喜市 22 11,807 28 11,223 5   

埼玉県 北本市 24 2,557 30 2,480 3   

埼玉県 八潮市 20 4,966 27 4,559 8 

※小数点以下が入力できないため、四捨

五入している。 策定当初は、基準値が

4892.9t-CO2であり、目標値は 8％以上

削減の 4485.2t-CO2以下だった。基準値

の変更があったが、削減値の 407.7t-CO2

は据え置いたため、現在の目標値となっ

た。 

埼玉県 富士見市 22 8,264 28 7,780 6   

埼玉県 三郷市 24 6,741 28 6,404 5   

埼玉県 蓮田市 14 2,612 30 2,310 11   

埼玉県 坂戸市 17 12,732 32 9,549 25   

埼玉県 幸手市 22 3,407 30 3,203 6 

基準年度については、平成 23年 3月 11

日の東日本大震災の発生により節電をは

じめとする省エネルギーによる影響が大

きかったため、基準年度を平成 22年度

と定めた。 

埼玉県 鶴ヶ島市 22 3,308 29 2,895 12.5   

埼玉県 日高市 24 4,949 32 4,603 7   

埼玉県 吉川市 26 4,800 32 4,560 5   

埼玉県 ふじみ野市 22 21,569 29 20,491 5   

埼玉県 白岡市 22 318 28 303 5   

埼玉県 伊奈町 25 7,934 31 7,815 1   

埼玉県 三芳町 26 1,916 31 1,801 6   

埼玉県 毛呂山町 20 3,319 26 2,987 10   

埼玉県 越生町 22 787 28 748 5   

埼玉県 嵐山町 23 1,106 30 1,106 0 
平成３０年度の目標は平成２３年度基準

を超えないこと 

埼玉県 小川町 25 3,548 32   5   

埼玉県 吉見町 22 1,918 28 1,860 3   

埼玉県 鳩山町 24 799 29 783 2   

埼玉県 ときがわ町 22 1,451 29 1,306 10   

埼玉県 横瀬町 25 1,010 31 972 4   

埼玉県 皆野町 24 1,060 30 1,007 5   

埼玉県 長瀞町 24 447 30 424 5   

埼玉県 小鹿野町 25 4,218 31 3,796 10   

埼玉県 宮代町 17 2,255 25 2,255 0   

埼玉県 杉戸町 18   24   6   

埼玉県 松伏町 26 1,849 32 1,756 5   
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年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

千葉県 千葉県 22 294,150 32 270,618 8 

削減目標は CO2のみに設定。CO2以外の

温室効果ガスは、目標には含まないが、

実績は把握している。 

千葉県 千葉市 21 223,012 26 196,373 12 
目標年度は平成２６年度から平成２７年

度に１年延長しています。 

千葉県 銚子市 20 30,704 24 29,076 5   

千葉県 市川市 23 86,056 28 82,614 4   

千葉県 船橋市 25 150,627 32 105,438 30   

千葉県 館山市 12 71,997 29 50,398 30   

千葉県 木更津市 18 9,617 24 9,617   

現行の「第２次木更津市地球温暖化対策

実行計画」では、平成１８年度の温室効

果ガス排出量実績を、平成２４年度まで

毎年上回らないことを目標としてきた。  

しかし、現在は目標年度の延長をしてお

り、かつ市の本庁舎が移転したこと等の

理由により、目標の総排出量の再設定を

検討しています。 

千葉県 松戸市 26 53,037 32 50,385 5   

千葉県 野田市 23 23,208 28 21,816 6   

千葉県 茂原市 15 5,098 23 4,737 7   

千葉県 成田市 23 28,998 29 27,258 6   

千葉県 佐倉市 24 12,078 29 11,958 1   

千葉県 東金市 16 2,276 21 2,274 1   

千葉県 旭市 24 8,772 30 8,439   

上記 削減率は「3.8％」（半角数字で御

入力くださいとエラーが出てしまうため

こちらに記入しました） 

千葉県 習志野市 17 49,810 24 44,827 10 計画を延長して対応中。 

千葉県 柏市 24 33,464 32 28,444 15   

千葉県 勝浦市 24 5,144 29 4,933 4   

千葉県 市原市 24 60,234 32 55,415 8   

千葉県 流山市 26 34,103 32 33,527 2   

千葉県 八千代市 21 54,311 27 51,595 5   

千葉県 我孫子市 26 26,886 32 25,810 4   

千葉県 鎌ケ谷市 16 3,924 22 3,728 5   

千葉県 君津市 22 9,514 28 9,039 5 変更なし 

千葉県 浦安市 21 14,390 28 13,527 6   

千葉県 四街道市 24 21,520 30 20,444 5 H26年度の改定による 

千葉県 袖ケ浦市 22 9,098 28 8,552 6   

千葉県 八街市 20 6,187 27 5,816 6   

千葉県 印西市 22 6,884 29 6,540 5   

千葉県 白井市 25 4,120 29 3,955 4   

千葉県 富里市 16 14,377 23 13,505 6   

千葉県 南房総市 26 6,570 32 6,452 1   

千葉県 匝瑳市 19 4,691 24 4,095 6   

千葉県 香取市 22 1,209 29 1,126 7   

千葉県 山武市 20 8,174 26 7,683 6   
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出量や削減目標等に変更があった場合等 

千葉県 大網白里市 25 1,092 32 1,026 6   

千葉県 酒々井町 20 1,520 26 1,426 6   

千葉県 多古町 21 3,615 26 3,434 5   

千葉県 横芝光町 18 4,410 24 4,145 6   

千葉県 一宮町 26 642 32 603 6 

平成 26年度から新庁舎に移ったため、

基準年度を平成 21年度から平成 26年度

に変更した。 

千葉県 睦沢町 20 110 25 103 6   

千葉県 長生村 17 1,956  1,838 6   

千葉県 白子町 21 1,204 32 1,060 12   

千葉県 長柄町 21 743 27 698 6   

千葉県 長南町 20 1,519 32 1,337 12   

千葉県 大多喜町 26   30   5   

千葉県 御宿町 19 1,779 25 1,672 6   

東京都 東京都 12 936,000 31 702,000 25   

東京都 千代田区 22 14,436 29 10,278 29   

東京都 中央区         

最新の実行計画（事務事業編）における

削減目標は、平成３２年度までの５か年

で、平成２６年度（基準年度）比、延床

面積当たりの温室効果ガス排出量 5.0％

削減である。大幅な人口増加に伴う区施

設の新設・増改築や、施設の利用時間拡

大などにより、これまで推定していた総

排出量との乖離が生じてきた。また、今

後もこのような傾向は継続するものと考

え、削減目標の指標を総排出量から原単

位（kg-CO2/㎡）に見直した。 

東京都 新宿区 25 24,476 42 18,602 24   

東京都 文京区 17 17,338 31 12,483 28   

東京都 台東区 27 12,506 31 12,006 4 

第三次実行計画から第四次実行計画へ移

行のため、基準年度を２０年度から２７

年度へ。 年間１％削減目標を継続し、

目標年度を２７年度から３１年度へ変

更。 

東京都 墨田区 26   31   5   

東京都 江東区 25 30,759 31 29,929 2.7   

東京都 目黒区         

第二次実行計画では、区有施設の総延べ

床面積で割った「千㎡あたり」とした。

平成 24年度を基準として、平成 26年度

から平成 30年度までの 5年間に区の事

務事業に伴って排出される温室効果ガス

排出量・エネルギー使用量を、計画最終

年度（平成 30年度）において 5％以上削

減する。 

東京都 大田区 21 32,972 31 29,675 10   

東京都 世田谷区 21 41,214 29 36,268 12   

東京都 渋谷区 20 13,728 23 11,221 20   
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東京都 中野区 24 12,283 32 11,055 10 
電気使用に係る CO2排出係数と固定値

（0.382t－CO2／MWｈ）とした 

東京都 杉並区 22 15,000 33 13,500 10   

東京都 豊島区 22 19,677 28 17,513 11   

東京都 北区 22 24,490 29 22,776 7   

東京都 荒川区 19 15,926 29 15,130 5   

東京都 板橋区 26 30,772 30 29,601 3.8   

東京都 練馬区 21 46,240 31 43,003 7   

東京都 足立区         

足立区では、電気・都市ガス使用量を削

減目標とし、排出係数により変動するた

め、参考数値として把握している 

東京都 葛飾区 21 27,651 29 23,226 16   

東京都 八王子市 25 73,053 32 67,266 8   

東京都 立川市 25 26,494 31 24,904 6   

東京都 武蔵野市 22 30,925 28 29,678 4   

東京都 三鷹市 22 24,582 30 8,363 66   

東京都 青梅市 22 8,143 31 7,328 10   

東京都 府中市 26 22,035 32 18,730 15   

東京都 昭島市 16 11,202 33 9,522 15 

目標削減率について 第二次実行計画

（H19～24年度）では６％減、 第三次実

行計画（H25～33年度）では 15％減。 

（いずれも基準年度は H16） 

東京都 調布市 26 14,859 32 14,389 3   

東京都 町田市 22 100,435 28 86,976     

東京都 小金井市 18 4,685 32 3,996 14.7   

東京都 小平市 17 8,227 32 6,161 25 
中間目標：平成 24年度 7,733ｔ-Ｃ

Ｏ?/年（削減率 6％） 

東京都 日野市 2 763 32 645 18   

東京都 東村山市 21 16,251 32 13,326 18   

東京都 国分寺市 24 10,443 30 1,566 15   

東京都 国立市 17 4,581 32 4,032 12   

東京都 福生市 15 4,858 32 4,191 21   

東京都 狛江市 20 2,798 32 2,239 7   

東京都 東大和市 22 3,593 28 3,377 6   

東京都 清瀬市 19 1,065 24 1,002 6   

東京都 東久留米市 24 5,014 29 4,763 5   

東京都 武蔵村山市 22 3,398 28 
3,194,5

45 
6   

東京都 多摩市 22   34   10   

東京都 稲城市 23 
5,117,0

78 
34 

4,557,5

47 
11   

東京都 羽村市 27 7,020 32 5,526 23 
当初策定計画値の平成２年度比２５％削

減に変更なし 

東京都 あきる野市 24 4,846 32 4,480 9.22 

平成 24年度（排出係数：平成 24年度）

の排出量 4,846t-CO2に、単純見通し

（89t-CO2）を加えた 4,935t-CO2を基準
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排出量とし、削減目標を▲455t-CO2（削

減率 9.22％）としている。目標値の考え

方は、東日本大震災前の温室効果ガス排

出量に戻すというもので、目標値は平成

32年度で 4,480t-CO2である。 

東京都 西東京市 26 10,005 32 9,505 15   

東京都 瑞穂町 22 2,286 28 1,829 20 
基準年の排出量に誤りがあり、2,357t-

CO2/年で各年度と比較している。 

東京都 檜原村 20 884 31 663 25   

東京都 奥多摩町 20 2,301 25 2,163 6   

東京都 利島村 24 380 29 342 10   

神奈川県 神奈川県 20 354,045 32 308,020 13   

神奈川県 横浜市 24 888,029 29 811,767 8.6   

神奈川県 川崎市 20   32   20   

神奈川県 相模原市 22 114,743 31 97,532 15   

神奈川県 横須賀市 20 65,798 33 62,508 5   

神奈川県 平塚市 18 40,157 32 30,280 25   

神奈川県 鎌倉市 21 2,060 26 1,841 10   

神奈川県 藤沢市 24 41,845 34 34,190 18   

神奈川県 小田原市 2 
1,159,0

00 
32 869,000 25   

神奈川県 茅ヶ崎市 22 38,841 32 30,878 20   

神奈川県 逗子市 25   34   7.73 

削減率については、毎年度 1％削減し

て、計画期間全体で 7.73%削減すること

を目標としています。 

神奈川県 三浦市 17 9,037 24 8,494 6   

神奈川県 厚木市 21 52,374 32 34,043 35   

神奈川県 大和市 20 59,578 29 56,561 5   

神奈川県 伊勢原市 22 4,090 29 3,684 10   

神奈川県 海老名市 17 10,238 24 9,972     

神奈川県 座間市 25 10,631 31 10,321 3   

神奈川県 南足柄市 26 8,141 32 7,734 5   

神奈川県 綾瀬市 25 7,659 31 7,367 3.8   

神奈川県 葉山町 24 3,015 30 2,969 1   

神奈川県 寒川町 22 2,827 32 2,609 8   

神奈川県 大磯町 19 4,505 24 3,964 12   

神奈川県 中井町 20 1,426 30 1,212 15   

神奈川県 大井町 14 1,604        

神奈川県 松田町 18 377,447 23 351,025 7   

神奈川県 開成町 22 1,103 28 1,069 3   

神奈川県 箱根町 11 13,316 27 11,319 15   

神奈川県 湯河原町 16 9,682 22 9,004 7   

神奈川県 愛川町 20 7,638 26 7,256 5   

新潟県 新潟県 12 96,173 28 84,632 12   

新潟県 新潟市 24 180,070 30 170,781 5   



参考-152 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

新潟県 長岡市 24 83,984 29 79,800 5   

新潟県 三条市 21 14,592 26 13,863 5   

新潟県 柏崎市 25 5,178 28 5,023 40 

上記目標年度は中期目標。短期目標につ

いては、目標年度平成 28年度、総排出

量 5,025t-co2/年 削減率は 3％としてい

ます。（国の計画目標に合わせ、平成 28

年度計画見直し中） 

新潟県 新発田市 24 12,452 32 11,979 4 

基準年度の温室効果ガス総排出量の集計

に誤りがあったことから、正しい集計結

果をもとに、目標年度の総排出量を再設

定した。 なお、温室効果ガスの目標削

減率は 3.8％のままとしている。 

新潟県 小千谷市 18 6,695  6,290 6   

新潟県 十日町市 23 4,184 27 4,017 4   

新潟県 見附市 23 10,558 29 9,925 6   

新潟県 村上市 24 14,871 32 13,830 7   

新潟県 燕市 20 11,996 27 10,796 10   

新潟県 糸魚川市 24 17,137 32 16,031 6 

平成 27年度「地球温暖化対策の推進に

関する法律」の改正に伴い、「地球温暖

化係数」を当初計画から修正した。  

新潟県 妙高市 24 9,414 28 9,038 4   

新潟県 五泉市 25 10,212 29 9,803 4   

新潟県 上越市 26 71,900 34 61,800 14   

新潟県 佐渡市 22 30,276 28 27,854 8 前年度からの変更なし 

新潟県 魚沼市 25 20,223 42 14,966 26   

新潟県 南魚沼市 18 25,192 30 24,830 1   

新潟県 胎内市 22 8,123 28 7,636 6   

新潟県 聖籠町 23 2,696 29 2,696 0   

新潟県 津南町 21 2,510 27 2,385 5   

新潟県 刈羽村 21 2,738 28 2,437 11   

富山県 富山県 26 97,226 32 85,063 12.5   

富山県 富山市 26 102,443 32 96,297 6   

富山県 高岡市 21 54,831 28 50,885 7   

富山県 魚津市 26 11,060 32 10,507 5   

富山県 氷見市 13 13,188 18 12,528 5   

富山県 滑川市 26 9,542 32 8,970 6   

富山県 黒部市 23 21,645 24 20,563 5   

富山県 砺波市 23   29   1   

富山県 南砺市 19 1,739 26 1,635 6   

富山県 射水市 18 
9,323,5

77 
24 

8,391,2

19 
10   

富山県 上市町 23 386 29 379 2   

富山県 立山町 21 3,004 32 2,704 10   

富山県 入善町 24 413 32 371,363 10   

富山県 朝日町 25 7,957 31 7,776 2   
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石川県 石川県 15 63,502 22 58,421 8   

石川県 金沢市 25 137,917 32 121,000 12 
区域施策編の改定に合わせ、区域施策編

に準じた目標を設定した。 

石川県 七尾市 25 31,008 30 29,695 4   

石川県 小松市 21 45,676 26 39,886 12   

石川県 輪島市 12 9,710 29 9,128 6   

石川県 珠洲市 22 6,553 27 6,226 5   

石川県 加賀市 15 5,837 20 5,391 7   

石川県 羽咋市 24 3,600 29 3,384 6   

石川県 かほく市 25 4,744 31 3,843 4   

石川県 白山市 22 8 27 7 10   

石川県 野々市市 20 5,378 33 4,840 10   

石川県 川北町 19 1,711 25 1,625 5   

石川県 津幡町 24 10,119 30 9,613 5   

石川県 内灘町 26 2,477 32 2,382 3.8   

石川県 宝達志水町 24 4,119 30 3,872 6   

石川県 中能登町 16 4,261 22       

石川県 穴水町 24 2,417 32 2,224 8   

石川県 能登町 24 10,593 30 10,190 4   

福井県 敦賀市 23 32,003 29 30,402 5   

福井県 小浜市 15 14,926 20 14,224 5   

福井県 勝山市 20 2,596 25 2,466 5   

福井県 鯖江市 26 13,621 32 10,221 5   

福井県 あわら市 16 2,731 20 2,649 3   

福井県 越前市 27      1 毎年昨年比１％を目標としている 

福井県 永平寺町 19 2,110 26 2,004 5   

福井県 南越前町 24 10,817 28 10,406 3   

福井県 美浜町 19 2,776 25 2,637 5   

福井県 高浜町 24 7,738 30 7,351 5   

福井県 若狭町 19   23   3   

山梨県 山梨県 25   28   6   

山梨県 甲府市 25 66,858 42     

平成 27年度の見直しにより、基準年度

を実績把握が可能な平成 25年度とす

る。 本市の事務・事業の状況や、公共

施設の改修・建て替え・統合・廃止など

により、施設からの温室効果ガス排出量

が大きく変動することが予想されること

から「総量目標」による進行管理が困難

と考えられる。本市はこれまで公共施設

の省エネルギーについて管理標準及び省

エネプランに基づき、「原単位目標」を

設定している事から、事務事業編ではこ

れまでの取り組みを継承し、「原単位目

標」を設定し、年１％の削減目標とす

る。 

山梨県 富士吉田市 12 4,677 15 4,536 3   
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山梨県 都留市 21 3,706 28 3,595 6   

山梨県 山梨市 22 9,085 29 8,219 10   

山梨県 大月市 24 11,192 30 10,632 5   

山梨県 
南アルプス

市 
25 11,170 31 10,276 8   

山梨県 北杜市 19 5,031 24 4,729 1   

山梨県 甲斐市 18 6,071 33 5,585 8 

第 2次甲斐市地球温暖化対策実行計画

（計画期間 平成 25年度～33年度） 目

標基準年度平成 18年度 計画期間前期

（平成 25年度～28年度）削減目標率 

5％以上 計画期間後期（平成 29年度～

33年度）削減目標率 8％以上 

山梨県 笛吹市 19 10,356 30 7,927   

山梨県地球温暖化対策実行計画に基づい

て二酸化炭素排出量目標を算出。同計画

では平成 32年までに 2005年（平成 17

年）比 23.2％削減が目標となっている。 

笛吹市役所では平成 19年度から排出量

のデータ収集を開始したため、この年度

の排出量を 100％として、Ｈ32までに

23.2%削減（Ｈ19年比 76.8%）を目指

す。ただし、施行令改正により二酸化炭

素排出係数を見直したため、平成 19年

度排出量は 10,356 t-CO2となり、平成

32年度排出量 7,948 t-CO2が目標とな

る。しかし、平成 24年度までに達成し

てしまっているため、平成 24年度未満

の排出量を目指すこととした。ただし、

各年度とも前年度よりも排出量を削減す

ることを基本とする。  

山梨県 甲州市 2 188 24 201 7   

山梨県 市川三郷町 18 4,273 24 4,018 6   

山梨県 身延町 26 1,733 32 1,594 8   

山梨県 南部町 20 4,207 26 4,076 3   

山梨県 富士川町 22 2,033 27 1,870 8   

山梨県 昭和町 12 1,538 18 1,477 4   

山梨県 西桂町 24 692 30 665 4   

山梨県 山中湖村 17 4,147 29 3,732 10   

山梨県 鳴沢村 24 1,062 29 998 6   

長野県 長野県 21 78,122 32 64,841 17   

長野県 長野市 26 97,369 28 92,500 5   

長野県 松本市 22 40,921 32 35,600 13   

長野県 上田市 23 15,989 29 15,829 1   

長野県 岡谷市 26 5,820 32 5,646 3   

長野県 飯田市 22 20,051 29 19,550 3   

長野県 諏訪市 24 12,687 29 12,053 5   

長野県 須坂市 26 8,507 32 7,656 10   

長野県 小諸市 25 3,302 30 3,137 5   



参考-155 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

長野県 伊那市 20 5,199 26 5,043 3   

長野県 駒ヶ根市 18 276,247 29 185,925 33 H24に目標値の見直しを行った。 

長野県 中野市 26 9,822 32 9,233 6   

長野県 大町市 24 10,047 29 9,545 5   

長野県 茅野市 17 903 32 794 12   

長野県 塩尻市 17 6,923 27 6,311 9   

長野県 佐久市 24 24,203 29 22,267 8 

当初目標は、基準年度の排出量と比較

し、平成２９年度における温室効果ガス

総排出量をエネルギー消費の原単位で

４％削減であったが、平成２６年度にお

いて４％削減を達成したため、平成２９

年度における温室効果ガス総排出量を、

８％以上の削減を目標と改訂した。 

長野県 千曲市 24 4,883 29 4,834 1   

長野県 東御市 27 1,063 30 1,009 5   

長野県 安曇野市 27 23,310 32 22,167 5   

長野県 川上村 25 1,964 30 1,847 6   

長野県 南相木村 19 570 25 535 6   

長野県 佐久穂町 18 4,972 24 4,674 6   

長野県 軽井沢町 24 10,651 30 10,331 3   

長野県 下諏訪町 25 3,974 30 3,735 6   

長野県 箕輪町 16 
1,573,3

37 
23 

1,494,6

70 
5   

長野県 飯島町 18 1,474 32 1,179 20   

長野県 南箕輪村 23 937 29 928 1   

長野県 中川村 25 1,201 31 1,141 5   

長野県 宮田村 24 1,471 32 1,343     

長野県 松川町 23 3,322 28 3,185 4   

長野県 阿南町 24 1,270 29 1,194 6   

長野県 根羽村 16 429,972 25 401,354 6   

長野県 売木村 25   42   40   

長野県 天龍村 16 1,192 23 
1,120,7

05 
6   

長野県 豊丘村 22 1,919 27 1,949     

長野県 大鹿村 20 566 29 532 6   

長野県 上松町 20 321 25 302 6   

長野県 木祖村 18 781 24 734 6   

長野県 王滝村 19 711 25 697 2   

長野県 木曽町 26 6,560 32 5,904 10 

平成 22年度に省エネ法に基づく特定事

業者の指定を受け、第 2次実行計画の計

画期間 24～28年度の 5ヶ年計画で 28年

度に基準年度 22年度の 6％削減を目指し

ていたが、26年度の排出量が基準年度に

対して 25％削減し、28年度と比較して

も大幅に目標を達成する見込みとなっ

た。公共施設等総合管理計画調査や 28
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

年度以降に公共施設の老朽化等による更

新建替えが続くこともあり施設の新規追

加や具体的取り組み内容を加筆するこ

と。また、本計画搭載が施設建設整備に

おいて、国庫補助金等の財源活用の採択

要件ともなっていることから計画期間満

了前であったが第 3次計画として改正し

たもの。 

長野県 朝日村 17 680 29 476 30   

長野県 小谷村 17 1,880 22 1,767 6   

長野県 小布施町 18 1,220    10   

長野県 高山村 19 2,467  2,220 10   

長野県 山ノ内町 24 
1,938,5

67 
28 

1,841,6

34 
5   

長野県 野沢温泉村 18 1,039 24 987 5   

長野県 信濃町 23 2,678 29 2,421 9   

長野県 飯綱町 19 5 33 4 9   

長野県 栄村 24 1,971 29 1,852 6   

岐阜県 岐阜県 27 69,747 32 68,631 8 

計画改定時には平成 27年度の温室効果

ガス排出量の実績が確定していなかった

ため、計画に記載されている基準年度の

総排出量と異なっている。 

岐阜県 岐阜市 22 56,444 28 52,355 7   

岐阜県 大垣市 26   32     
対象施設により、目標設定が異なるた

め、総排出量、削減率とも回答不可 

岐阜県 高山市 23 28,733 32 26,781 7   

岐阜県 多治見市 22 26,657 28 25,287 5   

岐阜県 関市 22 24,621 28 20,109 18.3   

岐阜県 中津川市 24 27,519 37 24,491 11   

岐阜県 瑞浪市 23 12,960 29 12,571 3   

岐阜県 羽島市 24 8,858 28 8,769 1   

岐阜県 美濃加茂市 26 5,734 32   6 

美濃加茂市では、削減目標として、公共

施設１㎡当たりの温室効果ガス総排出量

を目標値として掲げています。 

岐阜県 土岐市 12 12,008 33 10,567 12   

岐阜県 各務原市 24 54,395 29 53,200 2.2   

岐阜県 可児市 23 7,927 27 7,530 5   

岐阜県 山県市 25 9,975 30 9,477 5   

岐阜県 瑞穂市 19 7,554 31 7,444 1   

岐阜県 飛騨市 16 12,758 21 12,120 5   

岐阜県 本巣市 22 7,546 27 7,120 5   

岐阜県 郡上市 16 10,586 21 9,951 6   

岐阜県 下呂市 21 21,066 29 19,591 7   

岐阜県 養老町 17 6,693 32 4,986 26   

岐阜県 輪之内町 24 
1,659,2

77 
29 

1,559,4

50 
6.02   



参考-157 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

岐阜県 揖斐川町 25 9,000 31 8,134 9   

岐阜県 大野町 22 1,488 27 1,470 1   

岐阜県 坂祝町 26 640 31 621 3   

岐阜県 富加町 26   30   3   

岐阜県 川辺町 21 916 31 825 10   

岐阜県 七宗町 25   30   5   

岐阜県 八百津町 23 1,439 28 1,367 5   

岐阜県 御嵩町 23 1,003 29 913 9   

岐阜県 白川村 24 
1,257,6

27 
29 

1,219,8

98 
3   

静岡県 静岡県 25 182,677 29 173,913 5   

静岡県 静岡市 26 260,319 34 235,635 9   

静岡県 浜松市 25   32   12   

静岡県 沼津市 26 46,783 32 44,031 6 

市長部局（6%減）と、教育委員会部局

（5%減）を別々に目標設定している。 

第 3期においては、「市長部局 H22年度

比 5%減に対して H26年度 15.8%増」「教

育委員会部局 H22年度比 5%減に対して

H26年度 5%増」だったものを、前述のと

おり目標変更した。 

静岡県 熱海市 11 7,690 22 7,075 8   

静岡県 三島市 20 27,869 28 23,688 15   

静岡県 富士宮市 26 30,910 32 28,128 9   

静岡県 伊東市 23 13,423 29 12,750 5   

静岡県 島田市 26 35,960 30 34,521 4   

静岡県 富士市 26 67,202 32 56,171 16   

静岡県 磐田市 24 33,128 30 31,570 5   

静岡県 焼津市 21 14,967 29 12,722     

静岡県 掛川市 21 20,141 26 19,134 5   

静岡県 藤枝市 26 15,569 32 12,455 20   

静岡県 御殿場市 22 9,047 28 8,595 5   

静岡県 袋井市 21 9,746 27 9,161 6   

静岡県 下田市 19 8,245 25 7,832 5   

静岡県 裾野市 26 17,031 32 16,009 6   

静岡県 湖西市 14 6,959 24 6,959   
目標総排出量を「基準年度以下」として

いるため、率等数字で表記できません。 

静岡県 伊豆市 23 6,957 29 6,609 5   

静岡県 御前崎市 17 7,362 23 7,215 2   

静岡県 菊川市 23 8,259 29 7,846 5   

静岡県 伊豆の国市 22 6,143 28 5,652 8   

静岡県 牧之原市 21 2,217 27 2,151 3   

静岡県 東伊豆町 23 2,208 27 2,142 3   

静岡県 河津町 21 2,617 27 2,387 8.8 

基準年度 平成 21年度 2,617,177㎏-

CO2 目標年度 平成 27年度 2,386,865

㎏-CO2  削減率 8.8% 
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基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年
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基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

静岡県 南伊豆町 22 2,477 28 2,328 6   

静岡県 西伊豆町 14 2,395 20 2,251 6   

静岡県 函南町 23 13 29 12 7   

静岡県 清水町 19 1,340 25 1,299 3   

静岡県 長泉町 24 4,085 30 
3,882,9

72 
5   

静岡県 小山町 27 1,942 32 1,845 5   

静岡県 吉田町 17 2,192 23 1,929 5   

静岡県 川根本町 24 1,364 30 954 30 

現計画の目標数値であります。現在、計

画見直し中のため、目標設定数値等の変

更が予想されます。 

静岡県 森町 25 2,856 30 
2,798,4

20 
2   

愛知県 愛知県 26 147,814 32 139,240 6   

愛知県 名古屋市 21 774,000 32   17 

温室効果ガス排出量の算定方法を変更し

たため、基準年度の値は従来の値と異な

る。 

愛知県 豊橋市 26   31   5   

愛知県 岡崎市 26 139,887 32 131,493 6   

愛知県 一宮市 27 106,961 32 98,404 8 

第３次計画から第４次計画に移行したこ

とに伴い、次のとおり変更 旧：平成 17

年度を基準とし、平成 27年度に 15％削

減（指定管理者を含まない） 新：平成

27年度を基準とし、平成 32年度に 8％

削減（指定管理者を含む） 

愛知県 瀬戸市 24 13,503 29 13,098 3   

愛知県 半田市 25 23,971 31 22,999 4 
計画期間中に見込まれる増加要因を考慮

して年 1％削減を目標とした。 

愛知県 春日井市 20 69,429 32 57,626 17   

愛知県 豊川市 25 34,431 32 32,365 6   

愛知県 刈谷市 26 17,978 32 16,899 6   

愛知県 豊田市 22 59,823 32 47,858 20   

愛知県 安城市 22 36,010 28 33,678 6   

愛知県 西尾市 23 23,802 29 22,373 6   

愛知県 蒲郡市 25 26,903 30 25,557 5   

愛知県 犬山市 22 9 30 9 5   

愛知県 常滑市 23 8,135 29 7,728 5   

愛知県 江南市 23 7,647 29 7,188 6   

愛知県 小牧市 18 22,307 30 20,099     

愛知県 稲沢市 17 26,940 29 21,552 20 
削減目標を、３０％から２０％に引き下

げた。 

愛知県 新城市 18 23,887 32 17,915 25   

愛知県 東海市 26 20,150 32 18,941 6   

愛知県 大府市 26   32   6   

愛知県 知多市 24 24,600 30     
全ての施設で、平成２４年度実績以下に

抑制。 
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年
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出量や削減目標等に変更があった場合等 

愛知県 知立市 26 15,381 32 14,458 6   

愛知県 尾張旭市 14 2,532 27 2,159 10   

愛知県 高浜市 20 3 32 2 6   

愛知県 岩倉市 24 4,014 29 3,814 5   

愛知県 豊明市 26 3,289 32 3,124 5   

愛知県 日進市 19   35   25   

愛知県 田原市 22 11,756 32 10,695 9   

愛知県 愛西市 24 8,031 29 7,629 5   

愛知県 北名古屋市 22 6,270 29 5,894 6   

愛知県 みよし市 17 4,622 32 4,437 4 

政府の 2020年における温室効果ガス削

減目標に準じて削減目標に改定を行った

（平成 26年度実施） 

愛知県 長久手市 25 6,008 30 5,768 4   

愛知県 東郷町 22 514 25 498 3 目標年度は毎年としている 

愛知県 豊山町 26 1,062 32     
計画期間における排出量の平均値を基準

年度比で下回ることを目標にしている。 

愛知県 大口町 26 5,270 32 5,112 3   

愛知県 扶桑町 11 1,159 26 1,089 6   

愛知県 蟹江町 27 219 33 199 9   

愛知県 阿久比町 19 1,566 24 1,472 6   

愛知県 東浦町 23   29   3   

愛知県 南知多町 26 378 32 350 5   

愛知県 美浜町 25 1,449 31 1,376 5   

愛知県 武豊町 24 2,661 30 2,607 2   

愛知県 幸田町 24 5,402 30 5,196 4   

愛知県 東栄町 23 853 29 801,729 6   

三重県 三重県 2 67,762 32 
23,856,

000 
10   

三重県 津市 24 65,210 32 52,168 20   

三重県 四日市市 21 60,287 32 54,258 10   

三重県 伊勢市 19 14,685 32 10,279 30   

三重県 松阪市 22 44,768 28 42,082 6   

三重県 桑名市 24 18,545 30 17,460 6   

三重県 鈴鹿市 18 26,363 23 26,232 0.5   

三重県 名張市 24 13,377 27 12,697 5   

三重県 尾鷲市 21 10,029 32 7,522 25   

三重県 亀山市 24 16,325 30 15,946     

三重県 鳥羽市 20 8,133 31 7,321 10   

三重県 熊野市 22   28       

三重県 いなべ市 18 7,177 23 6,915 3   

三重県 志摩市 18 11,402 29 8,551 25   

三重県 伊賀市 19 28,431 32 22,745 20   

三重県 木曽岬町 17 1,063 22 1,027 3   

三重県 東員町 25 3,194 32 2,977 7   
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三重県 菰野町 26 8,915 32 8,470 5   

三重県 朝日町 24 489 30 474 3   

三重県 川越町 22 1,763 30 1,516 14   

三重県 明和町 13 216 18 205 5   

三重県 大台町 21 1,172 27 1,113 5   

三重県 玉城町 21 2,864 27 2,720 5   

三重県 度会町 18 568 23 534 6   

三重県 紀北町 24 6,835 30 6,493 5   

三重県 御浜町 12 276 17 276     

滋賀県 滋賀県 21 40,372 27 36,738 9   

滋賀県 大津市 26 81,185 32 78,721 3   

滋賀県 彦根市 2 10,887 27 9,253 15   

滋賀県 長浜市 21 20,249 27 16,209 20   

滋賀県 近江八幡市 22 6,843 28 6,227 9   

滋賀県 草津市 23   28   1   

滋賀県 守山市 24 14,675 30 14,528 1   

滋賀県 栗東市 22 4,709 31 4,002 15   

滋賀県 甲賀市 22 10,680 28 9,612 10   

滋賀県 野洲市 22 3,175 28 3,016 5   

滋賀県 湖南市 19 2,503 32 1,690 32   

滋賀県 高島市 25 20,338 36 18,304 10   

滋賀県 東近江市 25 16,984 30 16,135 5   

滋賀県 米原市 23 2,400 29 2,255 6   

滋賀県 日野町 25 378 29 378     

滋賀県 愛荘町 25 2 31 2 6   

滋賀県 多賀町 18 1,300 29 1,138 12.5 
第 2次計画で施設の追加、削除が行われ

基準値、目標値の変更が行われた。 

京都府 京都府 23 88,057 32 69,565 21   

京都府 京都市 16 506,877 32 377,018 25   

京都府 福知山市 18 3,398 24 3,324     

京都府 舞鶴市 24 26,215 30 24,668 6   

京都府 綾部市 25 10,803 31 10,267 5   

京都府 宇治市 23 14,832 29 14,090 5   

京都府 宮津市 22 3,438 28 3,094 10   

京都府 亀岡市 26 23,959 32 21,802 9   

京都府 城陽市 13 6,156 29 5,417 12   

京都府 向日市 19   25   5   

京都府 長岡京市 24 4,546 27 4,319 5   

京都府 八幡市 21 2,656 27 2,523 5   

京都府 京田辺市 21 3,962 29 3,645 8   

京都府 京丹後市 24 31,410 30 29,223 7   

京都府 南丹市 24 9,780 30 9,218 6   

京都府 木津川市 21 5,804 27 5,455 6   
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基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

京都府 大山崎町 19 1,458 23 1,414 3   

京都府 久御山町 12 2,564 28 1,794 30   

京都府 井手町 17 815 26 693 15 

基準年度における総排出量については、

平成 17年度から平成 19年度までの 3年

間の平均としている。 平成 22年度 3月

改訂 目標 5％を 10％に変更 目標年度

を平成 26年度まで延長 平成 25年度 3

月改訂 目標 10％を 15％に変更 

京都府 宇治田原町 23 562 28 534 5   

京都府 笠置町 18 123 24 120 3   

京都府 精華町 24 712 30 676 5 
基準年度は（平成２０年１１月～２５年

１０月の各年度実績平均） 

京都府 南山城村 25 2,056 31 2,031 1   

京都府 京丹波町 17 4,487 28 4,164 7   

京都府 伊根町 17 936 23 878 6   

京都府 与謝野町 19 4,235 25 4,024 5   

大阪府 大阪府 26   32   6 

温室効果ガス総排出量が未記入とした理

由：実行計画（事務事業編）では、排出

係数を平成 26年度で固定した値で基準

値および目標値を設定していますが、平

成 26年度で固定した値を環境白書等で

まだ公表していないため。 

大阪府 大阪市 25 
1,261,0

00 
32 

1,166,0

00 
7.5   

大阪府 堺市 2 244,000 32 171,000     

大阪府 岸和田市 13 18,700 21 16,411 12   

大阪府 豊中市 12 44,280 32 30,996 30   

大阪府 池田市 25 390,470 29 37,876 3   

大阪府 吹田市 17 31,051 32 23,288 25 

（補足）温室効果ガス排出量の総量では

なく、エネルギー起源の CO2で目標を設

定している。 

大阪府 泉大津市 24 7,709 30 7,247 6   

大阪府 高槻市 11 79,830 32 58,675 26.5   

大阪府 貝塚市 25 11,709 28 11,358 3   

大阪府 守口市 24 27,993 30 26,593 5   

大阪府 枚方市 23 75,004 29 70,504 6   

大阪府 茨木市 23 80,884 29 75,222 7   

大阪府 八尾市 26   32   6   

大阪府 泉佐野市 23 6,368 29 6,050 5   

大阪府 富田林市 22 8,900 28 8,449 5   

大阪府 寝屋川市 26 37,742 31 35,477 6   

大阪府 河内長野市 27   32   5   

大阪府 松原市 24 6,798 27 6,594 3   

大阪府 大東市 23   30   6   

大阪府 和泉市 22 8,313 28 7,482 10   

大阪府 柏原市 13 6,700 18 6,300 5   
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大阪府 門真市 26 16,012 29 15,192 5   

大阪府 摂津市 22 22,371 27 21,252 5   

大阪府 高石市 11 3,569 17 3,391 5   

大阪府 藤井寺市 24 5,094 27 4,410 14   

大阪府 東大阪市 26 31,817 32 28,635 10   

大阪府 四條畷市 26 3,111 32 2,955 5   

大阪府 交野市 26 8,768 32 8,330 5   

大阪府 大阪狭山市 26 4,552 31 4,324 5   

大阪府 阪南市 22 3,100 27 3,030 2   

大阪府 島本町 12 6,363 28 5,981 6   

大阪府 豊能町 17 4,391 23 4,171 5   

大阪府 忠岡町 23 2,615 29 2,562 2   

大阪府 熊取町 22 4,706 28 4,536 4   

大阪府 田尻町 24 1,313 28 1,273 3   

大阪府 河南町 26 2,531 32 2,379 6   

兵庫県 兵庫県 25 409,786 32 387,786 5   

兵庫県 神戸市 17 569,154 32 375,642 34 

従前計画 2020年度までに、温室効果ガ

ス排出量を基準年度(1990年度）比で

30％以上削減 現計画  2020年度まで

に、温室効果ガス排出量を基準年度

(2005年度）比で 34％以上削減 

兵庫県 姫路市 19 103,513 32 82,810 20   

兵庫県 尼崎市 11 47,205 32 37,591 20   

兵庫県 西宮市 25 54,057 32 50,273 7   

兵庫県 洲本市 23 3,593 29 3,485 3   

兵庫県 芦屋市 26 19,650 32 18,668 5   

兵庫県 伊丹市 17 20,810 24 19,145 8   

兵庫県 相生市 23 5,117 29 4,861 3   

兵庫県 豊岡市 19 16,609 25 15,147 8   

兵庫県 加古川市 26 52,606 32 45,241 14   

兵庫県 赤穂市 12 20,449 18 19,222 6   

兵庫県 西脇市 22 7,523 28 7,072 6   

兵庫県 宝塚市 22 21,141 32 15,644 26   

兵庫県 三木市 26 9,864 32 9,371 5   

兵庫県 高砂市 22 35,033 28 31,018 11   

兵庫県 川西市 26 10,812 31 9,947 8   

兵庫県 三田市 18 32,570 28 30,615 6   

兵庫県 加西市 17 16,811 24 15,800 6   

兵庫県 篠山市 22 15,096 27 14,254 6   

兵庫県 養父市 22 5,278 28 5,015 5 

指定管理施設、PFI施設等の公共施設を

対象外としている。（策定後にも指定管

理施設への移行があるが施設補正を行

う） 

兵庫県 丹波市 24 18,820 24 18,682 0.7   
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兵庫県 南あわじ市 24 15,825 27 14,875 6   

兵庫県 淡路市 24 11,987 30 11,759 1.9   

兵庫県 宍粟市 25 12,285 32 11,425 7   

兵庫県 加東市 23 4,480 29 3,943 12   

兵庫県 たつの市 23 9,731 29 9,605 1   

兵庫県 猪名川町 22 1,773 27 1,755 5   

兵庫県 多可町 25 2,295 29 2,157 6   

兵庫県 稲美町 22 4,899 27 4,734 3   

兵庫県 播磨町 21 7,356 27 6,914 6   

兵庫県 市川町 11 2,585 17 2,708     

兵庫県 福崎町 23 2,624 28 2,513 4   

兵庫県 神河町 25 6,946 32 6,112 12   

兵庫県 太子町 23 1,619 29 1,587 2   

兵庫県 上郡町 23 1,525 28 1,479 3   

兵庫県 佐用町 23 3,513 29 3,303 6   

兵庫県 香美町 26   30   4   

兵庫県 新温泉町 24 2,802 30 4,337 6   

奈良県 奈良県 25 29,611 32 24,700 16   

奈良県 奈良市 23 48,357 29 45,920 5   

奈良県 大和高田市 19 7,548 24 7,174 5   

奈良県 大和郡山市 18 12,537 23 12,161 6   

奈良県 天理市 26 15,022 31 14,271 5   

奈良県 橿原市 23 6,102 29 5,918 3   

奈良県 桜井市 21 6,846 27 8,437 3   

奈良県 五條市 23 3,965 29 3,846 3   

奈良県 生駒市 22 16,265 28 14,687 9.7   

奈良県 香芝市 23 3,803 29 3,651 4   

奈良県 葛城市 23 7,011 29 6,591 6   

奈良県 宇陀市 20 403,880 26 38,368 5   

奈良県 三郷町 22 2,343 28 2,202 6   

奈良県 斑鳩町 17 352 23 326 7   

奈良県 河合町 23 2,359 27 2,708 6   

奈良県 吉野町 20 1,308 24 1,230 6   

奈良県 天川村 25 1,459 31 1,386 5   

奈良県 十津川村 18 1,138 24 1,070     

和歌山県 和歌山県 25 48,232 32 46,302 6   

和歌山県 和歌山市 24 107,341 29 100,900 6   

和歌山県 海南市 23 4,949 29 4,701 5   

和歌山県 有田市 12 4,373 19 4,154 5   

和歌山県 御坊市 22 
2,303,5

94 
32 

2,142,3

42 
7   

和歌山県 新宮市 26 9,810 32 9,222 6   

和歌山県 紀の川市 23 7,178 29 6,819 5   
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和歌山県 岩出市 26 9,308 31 8,842 5   

和歌山県 かつらぎ町 11 2,021 18 1,920 5   

和歌山県 高野町 22 890 28 845 5   

和歌山県 有田川町 25 250 32 232 7   

和歌山県 美浜町 25 1,209 30 1,247 3.1   

和歌山県 日高町 21 915 26 906 1   

和歌山県 由良町 25 181 30 173 5   

和歌山県 印南町 26   30   5   

和歌山県 日高川町 23 1,187 29 1,116 6   

和歌山県 白浜町 19   24   5   

和歌山県 上富田町 18 2,904 24 2,739 6   

和歌山県 那智勝浦町 25 237,828 30 223,558 6   

和歌山県 古座川町 26 358 30 340 5   

和歌山県 串本町 19 4,140 24 3,933 5   

鳥取県 鳥取県 25 62,677 32 55,783 11   

鳥取県 鳥取市 22 
1,506,0

00 
32 

1,130,0

00 
25   

鳥取県 米子市 26 24,595 32 23,365 5   

鳥取県 境港市 16 5,765 22 5,476 5   

鳥取県 岩美町 21 276 27 262 5   

鳥取県 若桜町 14 652 20 639 2   

鳥取県 八頭町 17 1,762 29 1,579 10   

鳥取県 湯梨浜町 20 2,413 26 2,341 3   

鳥取県 琴浦町 19 2,592 26 2,462 5   

鳥取県 北栄町 25 3,230 31 2,971 8   

鳥取県 日吉津村 16 248 22 228 8   

鳥取県 大山町 18   33   3   

鳥取県 南部町 18 1,907 24 1,793 6   

鳥取県 伯耆町 19 2,609 25 2,452 6   

鳥取県 日南町 25 5,335 42 3,948 26   

島根県 島根県 22 106,514 32 101,941 23   

島根県 松江市 25 64,057 32 54,448 15   

島根県 浜田市 22 18,562 27 17,633 5   

島根県 出雲市 22 8,616 33 7,757 10   

島根県 益田市 17 2,346 28 2,205 6   

島根県 大田市 17   23   6   

島根県 安来市 17 6,294 28 5,917 6   

島根県 江津市 22 737 28 700 5   

島根県 雲南市 23 973 30 913 6   

島根県 奥出雲町 22 7,898 28 6,318 20   

島根県 飯南町 17 1,546 29 1,190 23   

島根県 川本町 15          

島根県 津和野町 21   32   8   
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島根県 海士町 16   22   5   

島根県 西ノ島町 19 10,938 32 9,844 10   

島根県 知夫村 27   32   4   

島根県 隠岐の島町 19 484 27 459 5   

岡山県 岡山県 22 83,660 28 78,640 6   

岡山県 岡山市 16 162,460 22   10.9   

岡山県 倉敷市 19 117,781 32 82,447 30   

岡山県 津山市 23 35,789 30 33,556 6   

岡山県 玉野市 21 18,727 26 17,790 5   

岡山県 笠岡市 26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 井原市 25 10,328 31 9,812 5   

岡山県 総社市 24 11,374 29 10,805 5   

岡山県 高梁市 27 10,827 33 10,285 5   

岡山県 新見市 26 17,536 32 16,659 5   

岡山県 瀬戸内市 24 10,756 30 10,218 5   

岡山県 赤磐市 22 8,659 28   8 

当初策定が平成 18年度 計画年数平成

22年度までの 5年 23年度未改定 平成

24年度に改定し、計画年数平成 24年度

から平成 28年度までの 5年 基準年度

は平成 22年度 目標年度の総排出量は計

画書に謳っていない。 

岡山県 真庭市 23 15,726 28 14,940 5   

岡山県 美作市 22 21,348 26 20,708 3   

岡山県 浅口市 24 5,746 29 5,619   

第１期実行計画の対象施設は、諸所の理

由から市の指定管理施設及び公共下水道

に関する施設を含めていなかったが、今

回の第２期実行計画においては含めるこ

ととしている。 このため、今回の基準

排出量等は前回の数値と比較して、大き

くなっている。 

岡山県 和気町 20 2,715 27 2,516 7   

岡山県 早島町 24 1,484 29 1,410 5   

岡山県 里庄町 22 1,410 27 1,368 3 

基準年度（H22）の排出量の算定に誤り

が見つかったため修正 （修正前）  

962.40 ｔ-CO2 （修正後）1,409.938ｔ-

CO2 

岡山県 鏡野町 22 5,237 27       

岡山県 勝央町 26 1,729 32 1,643 5   

岡山県 西粟倉村 18 381 24 367 4   

岡山県 美咲町 17 1,710 29 1,655 3   

広島県 広島市 16 362,392 28 331,588 8.5   

広島県 呉市 23 94,493 29 85,043 10   

広島県 竹原市 21 5,255 26 4,939 6   

広島県 尾道市 13 17,719 19 16,833 5   

広島県 福山市 26 128,507 32 125,445 2.4   

広島県 府中市 24 12,941 30 12,293 5   
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広島県 三次市 21 21,832 27 20,740 5   

広島県 庄原市 26 19,650 32 18,667 5   

広島県 大竹市 23 5,515 28 5,295 4   

広島県 東広島市 25 24,684 29 23,711 4   

広島県 廿日市市 18 28,131 31 25,318 10   

広島県 江田島市 26 6,103 32 5,798 5   

広島県 府中町 25 3,349 32 2,880 14   

広島県 海田町 18 266 24 261 2   

広島県 熊野町 23 2,082 29 2,061 1   

広島県 坂町 23 1,469 28 1,454 1   

広島県 世羅町 24 1,828 30 1,773 3   

広島県 神石高原町 17 854 23 822 4   

山口県 山口県 24 30,903 32 28,431 8   

山口県 下関市 23 117,274 29 105,547 10   

山口県 宇部市 21 43,872 27 37,125 15   

山口県 山口市 23 31,722 29 29,819 6   

山口県 萩市 23 14,005 28 13,304 5   

山口県 防府市 22 23,911 28 22,717 5   

山口県 下松市 24 2,895 29 2,837 2   

山口県 岩国市 26 35,987 31 34,188 5   

山口県 光市 26 13,204 32 12,544 5   

山口県 長門市 22 4,040 28 3,838 5   

山口県 柳井市 23 3,702 28 3,660 1   

山口県 美祢市 25 14,468 31 14,179 2   

山口県 
山陽小野田

市 
22 25,030 27 23,779 5   

山口県 周防大島町 26 10,354 31 9,940 4   

山口県 和木町 22 1,032 28 970 6   

山口県 上関町 23 1,117 28 1,105 1   

山口県 田布施町 25 1,024 30 985 4   

山口県 平生町 19 589 27 530 10   

山口県 阿武町 18 984 24 954 3   

徳島県 徳島県 25 49,325 31 46,859 5   

徳島県 徳島市 26 59,581 32 56,602 5   

徳島県 鳴門市 26 21,695 32 20,611 5   

徳島県 小松島市 24 4,005 30 3,919 2   

徳島県 阿南市 22 15,831 28 15,198 4   

徳島県 吉野川市 19 
2,051,1

69 
24 

1,928,0

99 
6   

徳島県 阿波市 25 6,614 30 6,435 2   

徳島県 美馬市 25 6,971 31 6,622 5   

徳島県 三好市 26 12,417 32 11,796 5   

徳島県 勝浦町 25 1,187 30 1,151 3   

徳島県 上勝町 8 565 24 350 43   



参考-167 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

徳島県 佐那河内村 23 434 29 412 5   

徳島県 石井町 23 4,626 28 4,394 5   

徳島県 神山町 23 677 29 656 3   

徳島県 那賀町 24 3,077 29 2,923 5   

徳島県 牟岐町 26 624 32 587 6   

徳島県 美波町 21 1,567 25 1,473 6   

徳島県 海陽町 25 6,137 31 5,897 4   

徳島県 松茂町 22 5,469 28 5,196 5   

徳島県 北島町 23 4,627 29 4,407 5   

徳島県 藍住町 26 6,597 32 6,267 5   

徳島県 板野町 25 3,308 30 3,208 3   

徳島県 上板町 11 907 17 888 2   

徳島県 つるぎ町 25 5,253 31 4,990 5   

徳島県 東みよし町         当初策定以降、改正できていません。 

香川県 香川県 26 81,000 32 76,140 6   

香川県 高松市 21 102 32 84 18 

変更はありません 基準年度（平成 21

年）の総排出量：102.212 目標年度（平

成 32年）の総排出量：84.012 

香川県 丸亀市 18 20,188 28 19,784 2   

香川県 坂出市 13 5,420 28 5,149 5   

香川県 善通寺市 21 2,803 32 2,523 10   

香川県 観音寺市 25 3,207 29 3,112 3   

香川県 さぬき市 18 1,262 24 1,055 84   

香川県 東かがわ市 23 5,388 28 5,118 5   

香川県 三豊市 24 14,615 29 14,279 2.3   

香川県 土庄町 23 3,245 2 2,963 8   

香川県 小豆島町 19 309 24     

実行計画の改定作業準備中。削減率の目

標は、温室効果ガス排出量を目標年度ま

でに、基準年度比で現状以下とする。 

香川県 三木町 22 369 28 350 5   

香川県 直島町 24 138 29 138     

香川県 綾川町 26 3,338 31 3,121 6   

香川県 琴平町 22 673 28 649 3   

香川県 多度津町 24 1,783 30 1,740     

香川県 まんのう町 25 6,321 31 6,131 3   

愛媛県 愛媛県 25 58,955 30 56,007 5   

愛媛県 松山市 26 143,244 32   3   

愛媛県 今治市 12 1,833 28 1,649 10   

愛媛県 宇和島市 26 24,556 37 22,100 10   

愛媛県 八幡浜市 25 15,026 30 14,275 5   

愛媛県 新居浜市 25 40,716 30 38,680 5 

新居浜市地球温暖化対策率先行動計画

（エコアクションプランにいはま３）平

成２６年１０月計画改定。 

愛媛県 西条市 22 26,280 27 25,459 10   



参考-168 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

愛媛県 大洲市 24 15,029 29 14,579 3   

愛媛県 伊予市 26 7,453 32 7,080 5   

愛媛県 四国中央市 23 29,648 29 28,166 5   

愛媛県 西予市 19 13,433 25 12,898 4   

愛媛県 東温市 17 4,906 22 4,489 9   

愛媛県 久万高原町 19 4,533 25 4,261 6   

愛媛県 松前町 24 1,501 29 1,426 5   

愛媛県 砥部町 24 5,387 30 5,117 5   

愛媛県 内子町 26 10,009 32 9,332 7   

愛媛県 伊方町 22 2,494 28 2,362 5   

愛媛県 松野町 22 735 27 698 5   

愛媛県 鬼北町 24 1,653 30 1,608     

愛媛県 愛南町 23 5,024 28 4,773 5   

高知県 高知県 26 42,882 32 40,310 6 

Ｈ２７年度に事務事業編を計画期間満了

により改正。温室効果ガス排出量の目標

を下記のように設定しました（概要）。 

旧）平成 27年度末までに、平成 21年度

の年間排出量から１０パーセント削減す

る 新）平成 32年度末までに、平成 26

年度の年間排出量から６パーセント削減

する 

高知県 室戸市 24 1,464 30 1,391 5   

高知県 安芸市 25 4,206 31 3,996 5   

高知県 南国市 25 2,396 32 2,228 7   

高知県 土佐市 27 3,911 32 3,676 6   

高知県 須崎市 24 2,177 30 2,111 3   

高知県 宿毛市 24 4,384 30 4,164 5   

高知県 土佐清水市 23 1,518 29 1,442 5   

高知県 四万十市 23 7,305 29 6,866 6   

高知県 香南市 26 8,255 32 7,677 7   

高知県 香美市 24 2,540 29 2,413 5   

高知県 東洋町 25 538 31 511 5   

高知県 奈半利町 24   30 0 5   

高知県 馬路村 24 1,068 29 1,015 5   

高知県 芸西村 25 1,606 31 1,520 5   

高知県 本山町 26 2,447 32 2,300 6   

高知県 大豊町 26 914 33 886 3   

高知県 土佐町 26 411 32 391 5   

高知県 大川村 24 125,504 30 117,973 6   

高知県 いの町 22 3,045 28 2,862 6   

高知県 仁淀川町 19 857 30 806 6   

高知県 中土佐町 21 853 30 810 5   

高知県 佐川町 21 860 26 817 5   

高知県 越知町 26 1,293 32 1,266 2   



参考-169 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

高知県 梼原町 24 1,548 30 1,470 5   

高知県 日高村 25 1,173 31 1,175 5   

高知県 津野町 24 1,978 30 1,864 6 

当初、基準年度より 3％削減を目標とし

ていたが、平成 27年度当初に既に目標

を達成したため目標数値を変更した。 

高知県 四万十町 26 2,867 31 2,716 5   

高知県 大月町 23 1,209 28 1,148 5   

高知県 三原村 23 336 29 319 5   

高知県 黒潮町 24 1,726 29 1,640 5   

福岡県 福岡県 26 110,143 31 104,636 5   

福岡県 北九州市 17 355,000 32 251,000 30   

福岡県 福岡市 16 133,587 27 126,908 5   

福岡県 大牟田市 21 12,418 32   8 

ＬＰＧ、ガソリン、軽油に関するデータ

に誤りがあったため、平成 26年版の報

告書において、基準年の排出量を策定当

初の 11,929ｔ-ＣＯ2/年から 12,418ｔ-

ＣＯ2/年に改めた。 

福岡県 久留米市 22 40,959 26 39,965 6   

福岡県 直方市 25 5,690 31 5,519 3   

福岡県 飯塚市 25 23,888 31 22,694 5   

福岡県 柳川市 25 13,478 32 12,966 3   

福岡県 筑後市 21 2,312 25 2,173 6   

福岡県 大川市 26 4,463 32 4,240 5   

福岡県 豊前市 21 1,649 27 1,599 3   

福岡県 小郡市 22 2,950 28 2,802 5   

福岡県 筑紫野市 26 6,910 32 6,571 5   

福岡県 春日市 26 5,161 32 4,903 5   

福岡県 大野城市 24 6,473 35 5,852 10   

福岡県 宗像市 20 7,517 27 7,217 4   

福岡県 太宰府市 26 4,876 32 4,266 12   

福岡県 古賀市 11 4,512 24 4,196 7   

福岡県 福津市 24   28   30   

福岡県 うきは市 18 2,214 24 2,081 6   

福岡県 宮若市 20 3,553 26 
3,194,2

70 
6   

福岡県 嘉麻市 26 1,553 32 14,775 5   

福岡県 朝倉市 25 9,077 31 8,623 5   

福岡県 みやま市 19 10,856 25 10,205 6   

福岡県 糸島市 21 25,035 27 23,533 6   

福岡県 志免町 17 2,350 23 2,117 10   

福岡県 粕屋町 23 2,561 29 2,432 5   

福岡県 芦屋町 26 3,962 32 3,764 7   

福岡県 水巻町 26 
1,615,2

72 
32 

1,566,8

14 
3   

福岡県 遠賀町 19 879 29 790,931 10   



参考-170 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

福岡県 小竹町 19   25       

福岡県 筑前町 24 3,597 30 3,596 99   

福岡県 大刀洗町 25 1,126 31 1,069 5   

福岡県 大木町 22 431 28 391 9   

福岡県 広川町 19 785 25 746 5   

福岡県 川崎町 22 1,132 28 1,097 3   

福岡県 赤村 25   30   1   

福岡県 苅田町 17 4,325 30 4,281 6   

福岡県 吉富町 24 734 30 712 3   

福岡県 上毛町 23   29   2   

福岡県 築上町 19   26   5   

佐賀県 佐賀県 24 30,657 30 28,818 6   

佐賀県 佐賀市 25 70,932 36 61,515 13 

第 2次佐賀市環境基本計画の基準年度と

目標年度及び国の地球温暖化対策計画の

基準年度に合わせて設定している。 削

減率については、他の計画における削減

目標や省エネ法に基づく削減目標などを

用いて算出している。 

佐賀県 鳥栖市 22 7,835 30 7,360 6   

佐賀県 多久市 16 5,906 22 5,551 6   

佐賀県 伊万里市 22 6,891 27 6,547 5   

佐賀県 武雄市 19 3,761 25 3,573 5   

佐賀県 小城市 22 5,203 28 4,891 6   

佐賀県 嬉野市 19 2,521 25 2,445 3   

佐賀県 吉野ヶ里町 18 2,361 24 2,219 6   

佐賀県 基山町 18 1,649 24 1,550 6   

佐賀県 上峰町 18 940 24 884 6   

佐賀県 みやき町 23 1,993 30 1,873 6   

佐賀県 玄海町 19 1,751 25 1,699 3   

佐賀県 有田町 18   23   8   

佐賀県 大町町 18 1,198 24 1,138 5   

佐賀県 江北町 24 558 29 541 3   

佐賀県 白石町 25 2,948 30 2,771 6   

佐賀県 太良町 19 879 25 544 4   

長崎県 長崎県 21 56,697 27 51,027 10   

長崎県 長崎市 19 86,515 42 46,689 46   

長崎県 佐世保市 22 87,620 29 82,370 6   

長崎県 島原市 24 7,572 30 7,549 0   

長崎県 諫早市 18 39,796 23 37,408 6   

長崎県 大村市 26 32,344 32 30,727 5   

長崎県 平戸市 21 8,832 25 8,302 6   

長崎県 対馬市 26 13,895 32 12,505 10   

長崎県 壱岐市 19 13,963 24 13,125 6   

長崎県 西海市 22 9,142 28 8,685 5   



参考-171 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

長崎県 雲仙市 19 10,679 25 10,038 6   

長崎県 南島原市 18 12,837 25 11,676 3   

長崎県 長与町 10 3,939 19 3,702 6 実行計画をさらに 5年延長。 

長崎県 時津町 11 1,423 16 1,339 6   

長崎県 東彼杵町 18 1,067 24 1,003 6   

長崎県 川棚町 25 
1,461,4

70 
31 

1,388,3

96 
13   

長崎県 波佐見町 18 914 26 859 6   

長崎県 佐々町 17 702 23 659 6   

長崎県 新上五島町 17 6,640 23 6,306 5   

熊本県 熊本県 25 51,676 32 42,374 18   

熊本県 熊本市 25 191,303 32 170,781 11   

熊本県 八代市 24 8,429 30 8,429 0 

第１次計画において、本市の事務事業に

伴い排出される温室効果ガス量が最も少

なかった平成２４年度を基準年度とし、

その温室効果ガス量を上回らないことを

目標としている。 

熊本県 人吉市 22 2,964 28 2,875 3   

熊本県 荒尾市 25 10,327 31 10,327 0   

熊本県 水俣市 17 6,241 31 5,180 17   

熊本県 玉名市 18 5,993 24 5,633 6   

熊本県 山鹿市 22 4,432 27 4,210 5   

熊本県 菊池市 22 10,655 28 10,502 3   

熊本県 宇土市 18 2,068 29 2,005 3   

熊本県 上天草市 22 4,239 28 4,027 5   

熊本県 宇城市 25 5,670 30 5,387 5   

熊本県 阿蘇市 25 5,506 30 5,231 5   

熊本県 天草市 18 4,124 29 3,670 11   

熊本県 合志市 25 6,271 30 5,894 6   

熊本県 南関町 23 1,171 28 1,092 7   

熊本県 長洲町 26 2 32 2 8   

熊本県 大津町 13 1,495 16 1,450 3   

熊本県 菊陽町 16 1,531 20   5   

熊本県 南小国町 19 995 24 935 6   

熊本県 小国町 17 53,539 42 40,041 25   

熊本県 御船町 13 1,741 19 1,653 5   

熊本県 嘉島町 25 528 30 517 2   

熊本県 益城町 25 3,109 30 2,953 5   

熊本県 山都町 17 4,579 23 4,304 6   

熊本県 氷川町 24 1,759 30 1,692 4   

熊本県 芦北町 24 2,940 29 2,842 3   

熊本県 津奈木町 13 579 24 550 5   

熊本県 錦町 18 884 31 831 6   

熊本県 水上村 12 383 17 363 5   



参考-172 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

熊本県 五木村 14 445 20 418 6   

熊本県 山江村 12 329 24 309 6   

熊本県 球磨村 12 1,280 24 1,216 5   

熊本県 苓北町 25 1,657 30 1,608 3   

大分県 大分県 26 58,541 32 55,614 5   

大分県 大分市 22 143,392 28   24   

大分県 別府市 24 15,048 30 14,296 5 

平成 26年度より、藤ケ谷清掃センター

の施設管理が DBO方式にて民間での運営

となったことに伴い、今回より藤ケ谷清

掃センター並びに秋草葬祭場は実行計画

の対象外としている。基準年度（平成 24

年度）の温室効果ガス排出量からは、両

施設の温室効果ガス排出量は除いてい

る。 

大分県 中津市 23 32,659  30,699 6   

大分県 日田市 23 21,146 29 20,089 5   

大分県 佐伯市 22 37,222 28 33,099 11   

大分県 臼杵市 24 5,626 29 5,287 6   

大分県 津久見市 25 5,015 30 4,764 5   

大分県 竹田市 18 827 24 778 6   

大分県 豊後高田市 17 8,084 22 7,599 6   

大分県 杵築市 23 6,580 28 6,248 5   

大分県 宇佐市 16 20,654 22 18,901 8   

大分県 豊後大野市 25 6,604 29 6,208 6   

大分県 由布市 21 3,443 27 3,375 2   

大分県 国東市 24 13,970 30 13,132 6   

大分県 九重町 25 1,210 32 1,137 6   

大分県 玖珠町 26 1,400 32 1,330 5   

宮崎県 宮崎県 25 64,120 32 53,612 16   

宮崎県 宮崎市 23 25,999 29 22,801 12.3   

宮崎県 都城市 21 33,553 27 29,915 11   

宮崎県 延岡市 22 36,133 28 36,133 0   

宮崎県 日南市 21 9,290 32 7,897 15   

宮崎県 小林市 23 8,329 29 7,996 4   

宮崎県 串間市 18 8,826 29 8,385 5   

宮崎県 西都市 24 5,682 29 5,512 3   

宮崎県 えびの市 13 5,783 20 5,521 4.5   

宮崎県 三股町 26 7,433 32 7,062 5   

宮崎県 高鍋町 25 2,976 32 2,705 9 

削減率についての補足：削減率は計画期

間中平均して 9％削減する。 目標年度の

排出量の値も、Ｈ28-Ｈ32の排出量平均

である。 

宮崎県 新富町 16 2,876 22 2,142 25   

宮崎県 木城町 23 590 29 500 15   

宮崎県 都農町 18 1,356 24 1,274 6   
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都道府県

名 
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基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

宮崎県 門川町 21 2,154 25 1,709 20   

宮崎県 諸塚村 19 700,693 25 644,638 8   

宮崎県 日之影町 21 1 26 1 6   

宮崎県 五ヶ瀬町 25 1,051 32 946 10   

鹿児島県 鹿児島県 21 47,656 32 43,010 10   

鹿児島県 鹿児島市 17 183,304 28 136,283 26   

鹿児島県 鹿屋市 26 16,745 32 15,925 5   

鹿児島県 枕崎市 26 5,564 32 5,286 5   

鹿児島県 阿久根市 26 1,591 32 1,511 5   

鹿児島県 出水市 20 8,045 28 7,539 6.3   

鹿児島県 指宿市 24 9,093 30 8,793 3   

鹿児島県 西之表市 25 3,504 31 3,329 5   

鹿児島県 垂水市 19 
4,171,5

47 
27 

3,921,2

54 
6   

鹿児島県 薩摩川内市 26 27,516 32 25,860 6   

鹿児島県 日置市 20 719,053 26 675,910 6   

鹿児島県 霧島市 18 44,630 29 41,060 8   

鹿児島県 
いちき串木

野市 
18 7,948 28 7,241 9   

鹿児島県 南さつま市 19 5,619 25 5,282 6   

鹿児島県 志布志市 17 3,875 34 3,641 6   

鹿児島県 奄美市 18 9,934 24 9,338 6   

鹿児島県 南九州市 25 5,535 31 5,292 4   

鹿児島県 姶良市 23 20,126 29 19,120 5   

鹿児島県 さつま町 23 9,956 29 9,459 5   

鹿児島県 長島町 25 
3,280,6

40 
32 

3,182,2

20 
3   

鹿児島県 湧水町 25 1,613 30 1,452 10   

鹿児島県 大崎町 24 1,482 30 1,408 5   

鹿児島県 東串良町 23 639 29 619 3   

鹿児島県 錦江町 17 1,701 23 1,599 6   

鹿児島県 肝付町       6   

鹿児島県 南種子町 18 1,498 24 1,313 13   

鹿児島県 屋久島町 18 1,886 24 1,900 6   

鹿児島県 大和村 27 599 32 562 6   

鹿児島県 宇検村 17 591 24 561 5   

鹿児島県 瀬戸内町 22 1,706 28 1,586 7   

鹿児島県 龍郷町 19 804 25 756 6   

鹿児島県 喜界町 19 2,803 25 2,719 3   

鹿児島県 徳之島町 23 1,269 33 1,193 6   

鹿児島県 天城町 23 668 29 628 6   

鹿児島県 和泊町 18 2,065 24 2,003 3   

鹿児島県 知名町 18 2,096 24 1,900 10   

鹿児島県 与論町 24 4,650 29 4,185 10   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果ガス排

出量や削減目標等に変更があった場合等 

沖縄県 沖縄県 21 173,725 32 137,242 21   

沖縄県 那覇市 27 30,008 32 28,538 5   

沖縄県 宜野湾市 24 11,474 32 10,556 8 

上記排出量は、計画策定後に一部施設の

集計漏れ等による補正を行っている。よ

って、計画書内の数値と一致しない。 

沖縄県 石垣市 24 915 29 906 1   

沖縄県 浦添市 19   30   15   

沖縄県 名護市 16 7,986 22 7,507 6   

沖縄県 糸満市 18 807 23 758 6   

沖縄県 沖縄市 25 17,111 30 16,255 5   

沖縄県 豊見城市 25 7,344 31 6,903 6   

沖縄県 うるま市 21 21,112 31 18,579 12   

沖縄県 宮古島市 26 38,854 32 36,909 5   

沖縄県 南城市 25 5,305 31 5,103     

沖縄県 大宜味村 23 607,907 33 547,116 10   

沖縄県 今帰仁村 23 2,331 29 2,191 6   

沖縄県 恩納村 23 2,715 28 2,552 6   

沖縄県 宜野座村 24 13,406 30 12,602 6   

沖縄県 金武町 23 4,597 28 
4,367,3

28 
5   

沖縄県 嘉手納町 26 3,020 32 
2,868,9

11 
5   

沖縄県 北谷町 26 6,207 32 5,834 6   

沖縄県 西原町 26 3,440 31 3,268 5   

沖縄県 与那原町 19 960 30 902 6   

沖縄県 南風原町 21 3,105 27 2,918 6   

沖縄県 八重瀬町 25 2,462 30 2,339 5   

沖縄県 竹富町 23 1,293 28 1,215 6 

地球温暖化簡単シートを利用して集計・

算出したため、排出量に変更が生じた。 

基準年度 942→1,293 目標年度 885→

1,215  

 

  



参考-175 

２）地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合） 

注）年度は和暦 

都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

北海道 南空知葬斎組合 16 209 22 197 6   

北海道 桂沢水道企業団 24 289 30 283 2   

北海道 北しりべし廃棄物処理広域連合 23 21,214 29 20,153 5   

北海道 南空知公衆衛生組合         
実行計画策定前のため、回答でき

ません。 

北海道 羽幌町外２町村衛生施設組合 25 1,167 32 1,155 1   

北海道 西天北五町衛生施設組合 23 1,677 25 1,660 1   

北海道 安平・厚真行政事務組合 18 94,951 24 89,253 6   

北海道 根室北部衛生組合 24 520 30 515 1   

北海道 池北三町行政事務組合 24 543 30 461 15   

北海道 愛別町外３町塵芥処理組合 22 1,045 28 983 6   

北海道 岩見沢地区消防事務組合 16 495 22 465 6   

北海道 砂川地区広域消防組合 24 333,429 29 316,758 5   

北海道 胆振東部日高西部衛生組合 23 412 33 371 10   

北海道 羊蹄山ろく消防組合 24 495 31 485 2   

北海道 大雪消防組合 26 199 32       

北海道 大雪清掃組合 26 1,031 32 992 4   

北海道 紋別地区消防組合 26 5 31 5 6   

北海道 石狩東部広域水道企業団 21 3,078 26 3,055     

北海道 西紋別地区環境衛生施設組合 16 472 22 425 10   

北海道 北空知広域水道企業団 23 455 30 442 3   

北海道 十勝中部広域水道企業団 13 878 28 826 6   

北海道 釧路白糠工業用水道企業団 26 3,499 32 3,282 6   

青森県 下北地域広域行政事務組合 27 16,238 32 15,427 5   

岩手県 北上地区広域行政組合 14 2,794 21 2,739 2   

岩手県 二戸地区広域行政事務組合 22 9,477 28 8,803 7   

岩手県 盛岡北部行政事務組合 13 1,968 19 1,883 4   

岩手県 岩手・玉山環境組合 12 2,565 25 2,565   

実行計画を策定した際に用いた平

成 20年度の温室効果ガス排出量が

「3,052,325kg-CO2」であり、削減

目標は基準年度である平成 12年度

の水準と同等以下とした 

岩手県 盛岡地区衛生処理組合 26 2,089 29 2,026 3   

岩手県 釜石大槌地区行政事務組合 15 107 21 107 0   

岩手県 宮古地区広域行政組合 16 489 22 465 5   

岩手県 奥州金ケ崎行政事務組合 26 23,719 29 22,989 3   

岩手県 気仙広域連合 24 649 29 648 0.15   

岩手県 久慈広域連合 27   28   15   

岩手県 岩手沿岸南部広域環境組合 23 22,988 28 21,838 5   

宮城県 白石市外二町組合 14 4,842 19 4,745 2   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

宮城県 亘理名取共立衛生処理組合 25 32,528 29 30,902 5 

平成 20年度に第 1期を作成し、平

成 25年 9月に第 2期地球温暖化対

策実行計画に移行したため。 

宮城県 宮城東部衛生処理組合 14 8,882 20 3,950 56   

宮城県 石巻地区広域行政事務組合 18 37,033 24 34,811 6   

宮城県 塩釜地区消防事務組合 26 1,396 32 1,349     

宮城県 大崎地域広域行政事務組合 19 15,648 25 13,310 14   

宮城県 
気仙沼・本吉地域広域行政事務

組合 
15 922 28 858 7   

宮城県 石巻地方広域水道企業団 17 7,742 32 7,278 6 

平成 27年度をもって期間満了とな

ることから，平成 28年度から平成

32年度までの 5年間において，基

準年と比較して 6％削減すること

を目標とする新たな「第 2次地球

温暖化対策実行計画」を策定し

た。 

宮城県 
加美郡保健医療福祉行政事務組

合 
14 2,315 19 2,176 6   

秋田県 秋田県市町村総合事務組合 12 9 19 7 26   

秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合 23 4,251 28 4,172 2   

秋田県 本荘由利広域市町村圏組合 22 5,729 28 5,557 3   

秋田県 能代山本広域市町村圏組合    19       

秋田県 男鹿地区消防一部事務組合 13 342 27 304 11   

秋田県 大仙美郷介護福祉組合 21 1,781 27 1,674 6   

秋田県 秋田県市町村会館管理組合 11 475 18 427 10   

秋田県 秋田県後期高齢者医療広域連合 24 16 30 15 5   

福島県 川俣方部衛生処理組合 21 414 28 402 3   

福島県 磐梯町外一市二町一ケ村組合 21 953 26 1,082 13   

福島県 東白衛生組合 19 8,020 26 7,378 8   

福島県 石川地方生活環境施設組合 19 7,497 25 7,124 5   

福島県 田村広域行政組合 26 14,738 31 14,296 3   

福島県 白河地方広域市町村圏整備組合 16 24,747 22 23,227 6   

福島県 相馬地方広域市町村圏組合 18 352 24 331 6 

当初の５ヶ年計画（平成２０年度

から２４年度までの計画）を平成

２５年度から延長している。基準

年度・目標値は変更なし。 

福島県 安達地方広域行政組合 19 7,910 25 7,514 5   

福島県 須賀川地方広域消防組合 18   24   5 

平成 18年度の各種燃料、電気等の

使用実績を 100％として、目標年

度までにおおむね 5％削減するこ

とを目標としている計画のため、

温室効果ガスの排出量の総量につ

いては実行計画中に記載していな

い。 

福島県 郡山地方広域消防組合 21 1,458 25 1,136 22   

福島県 双葉地方水道企業団 17 182 23 171 6   

福島県 福島県後期高齢者医療広域連合 25 1 29 1 6   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

茨城県 大宮地方環境整備組合 24 3,165,594  3,007,314 5   

茨城県 筑北環境衛生組合 11 1,165 16 1,130 3   

茨城県 茨城地方広域環境事務組合 14 1,204 20 1,201     

茨城県 稲敷地方広域市町村圏事務組合 19 846 29 719 15   

茨城県 新治地方広域事務組合 21 13,862 27 9,913 71   

茨城県 取手地方広域下水道組合 12 2,601 22 4,606 13   

茨城県 
高萩・北茨城広域工業用水道企

業団 
17 202 23 202 0   

茨城県 下妻地方広域事務組合 14 24,238 20 19,862 18   

栃木県 那須地区広域行政事務組合 25 4,790 31 4,551 5   

栃木県 佐野地区衛生施設組合 26 2,160 31 2,095 3   

栃木県 南那須地区広域行政事務組合 25 3,816 32 3,625 5   

栃木県 塩谷広域行政組合 17 198 22 186 6   

栃木県 小山広域保健衛生組合 17 18,465 32 17,763 3.8   

群馬県 桐生地域医療組合 19 5,223 31 4,440 15   

群馬県 多野藤岡医療事務市町村組合 11 1,516 20 1,440 5   

群馬県 甘楽西部環境衛生施設組合 26 2,894 32 2,749 5   

群馬県 西吾妻衛生施設組合 26 594 31 564 5   

群馬県 館林地区消防組合 26 573 32 545 5   

群馬県 
利根沼田広域市町村圏振興整備

組合 
21 1,004 27 973 3   

群馬県 西吾妻環境衛生施設組合 12 1,912 18 1,898 1   

群馬県 沼田市外二箇村清掃施設組合 27 6 32 6 5 

計画期間の延長または再策定がさ

れていなかったため、直近のデー

タを用いて策定したため。 

群馬県 群馬県市町村会館管理組合 14 219 20 200 8   

群馬県 
多野藤岡広域市町村圏振興整備

組合 
23 2,273 29 2,222 2.2   

群馬県 下仁田南牧医療事務組合 26 1,095 32 1,040 5   

群馬県 群馬県市町村総合事務組合 15 6 21 6 8   

群馬県 群馬県後期高齢者医療広域連合         

【目標値を設定していない理由】  

当広域連合は、群馬県企業局との

賃貸借契約により、群馬県の所

有・管理する建物（群馬県公社総

合ビル）の一室を事務所としてい

るため、広域連合単独で自室の温

室効果ガス排出量等の測定をする

ことは出来かね、目標値及び削減

率を設定することが困難であるこ

とから、実行計画に数値目標は盛

り込んでいない。 

埼玉県 埼葛斎場組合 21 616 26 610 1   

埼玉県 蓮田白岡衛生組合 16 3,034 32 2,639 13 

上記の基準年度については、平成

１５年度～平成１７年度の平均と

している。また、その他として

「非エネルギー起源ＣＯ2排出

量」の削減目標は次のとおり。 
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

【基準年度】平成２２年度 総排

出量 １１８３２  【目標年

度】平成３２年度 総排出量 １

１７１３  【削減目標】１％ 

埼玉県 久喜宮代衛生組合 22 26,072 28 22,773 12   

埼玉県 上尾、桶川、伊奈衛生組合 26 1,325 32 838 37   

埼玉県 志木地区衛生組合 16 49,845 31 47,681 4   

埼玉県 北本地区衛生組合 17 1,883 22 1,536 10   

埼玉県 小川地区衛生組合 16 3,384 22 3,512 4   

埼玉県 東埼玉資源環境組合 28 121,680 29 121,069 1   

埼玉県 蕨戸田衛生センター組合 27 21,161 31 20,103 5 

・ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 CO2と非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源

CO2について５％削減を目標とす

る。 ・基準年度―平成 22年度か

ら平成 27年度に変更 

埼玉県 越谷・松伏水道企業団 17 3,876 32 3,276 15 

埼玉県地球温暖化対策推進条例に

基づく地球温暖化対策計画が、第

１計画期間から第２計画期間に移

行したことで変更 

埼玉県 荒川北縁水防事務組合 21 1,854,430 32 1,783,960 38 熊谷市の排出量も含まれている 

埼玉県 戸田競艇組合 19 6,113 26 4,783 15   

埼玉県 坂戸、鶴ケ島水道企業団 25 3,282 31 3,282 0   

埼玉県 坂戸、鶴ケ島下水道組合 16 6,558 32 8,361 4   

埼玉県 秩父広域市町村圏組合 16 27,918 22 26,801 4   

埼玉県 比企広域市町村圏組合 24 1,284 32 1,059 17   

埼玉県 川越地区消防組合 26 845 32 845   

第３次実行計画において、目標値

を大幅に削減できたため現状維持

の数値とした。 

埼玉県 
毛呂山・越生・鳩山公共下水道

組合 
26 1,913 32 1,894 1   

千葉県 三芳水道企業団 15 1,036 21 974 6   

千葉県 千葉県市町村総合事務組合 25 418 31 392 6   

千葉県 佐倉市、酒々井町清掃組合 24 18,330 32 17,400 5   

千葉県 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 27 14,232 30 14,232 0 

基準年度に比して、使用量につい

て１パーセントの削減を目途にす

るが、排出係数を考慮した形で鋭

意努力する。 

千葉県 印旛衛生施設管理組合 22 3,145 29 3,052 3 

平成２３年度が東日本大震災の影

響により活動体制が通常と異なる

ため、平成２２年度を基準年度と

している。 

千葉県 印西地区衛生組合 25 356 31 356 0   

千葉県 東総衛生組合 26 1,329 32 1,279 4   

千葉県 印西地区消防組合 23 539 29 512 5   

千葉県 北千葉広域水道企業団 27 27,485 37 26,422 4   

千葉県 印西地区環境整備事業組合 27 27,586 33 27,342 0.9 

 この目標量の設定は、組合事務

所及び各施設の排出量の目標量の

総量として算出し、総量の削減率

としている。 
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

千葉県 君津広域水道企業団  15,420 32 15,420   

 当企業団で、現在推進している

「第４次地球温暖化対策実行計

画」では、温室効果ガス総排出量

の目標値を平成２３年度～２６年

度の平均レベルとして、これを超

えないことを目標と位置づけてい

ることから、基準年度及び削減率

は無記入とします。 

東京都 特別区人事・厚生事務組合 19 254 22 250 1   

東京都 特別区競馬組合 18 7,748 31 6,430 17   

東京都 阿伎留病院企業団 27 5,325 31 4,633 13   

東京都 昭和病院企業団 22 6,988 26 8,074 8 2011年度床面積の増のため変更。 

東京都 瑞穂斎場組合 21 715 27 679 5   

東京都 ふじみ衛生組合 26 31,587 32 31,587   基準年度排出量以下にする 

東京都 西多摩衛生組合 22 5,251 32 4,463 15   

東京都 多摩川衛生組合 26 47,476 32 44,627 6   

東京都 東京たま広域資源循環組合 27 77,269 31 65,679 15   

東京都 立川・昭島・国立聖苑組合 19 317 24 297 6   

東京都 東京市町村総合事務組合 19 563 24 529 6   

東京都 多摩ニュータウン環境組合 11 32,440 17 27,294 16   

東京都 福生病院組合 27 5,158 31 5,158 13   

神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 18 72,804 32 68,436 6   

神奈川県 広域大和斎場組合 26 0      

 大和斎場は、火葬場であり年々火

葬件数が増加していること、ま

た、来場者は、季節を問わず正装

（喪服） で来場するため、空調温

度を一定に保たなくてはならない

等、温室効果ガスの排出量を削減

するのが困難な 施設であることか

ら、基準年度（平成 26年度）の 

排出量を超えないことを目標とし

ております。 

新潟県 下越障害福祉事務組合 13 18,096 24 17,015 6   

新潟県 豊栄郷清掃施設処理組合 26 7,350 32 7,350 0   

新潟県 新発田地域広域事務組合 13 18,096 24 17,015 6   

新潟県 十日町地域広域事務組合 23 4,184 27 4,017 4 

当組合に関しては、十日町市の実

行計画(事務事業編)に組み込まれ

ており、十日町市において計画策

定済みです。したがって、十日町

市と同一の数値を計上していま

す。 

新潟県 上越地域消防事務組合 20 642 25 603 6   

新潟県 
新発田地域老人福祉保健事務組

合 
13 18,096 24 17,015 6   

新潟県 新井頸南広域行政組合 24 9,414 28 9,038 4   

新潟県 新潟県市町村総合事務組合 19 1,000 25 940 6   

富山県 砺波地方衛生施設組合 18 1,567 24 1,489 5   
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年) 

削減
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(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

石川県 能美広域事務組合 26 8,536 31 7,750 9   

石川県 白山石川医療企業団 22 7,325 28 8,310 2 

平成 26年度に病院規模の拡大（増

築工事）が予定されたため、目標

年度における温室効果ガスの排出

量が、比例計算で約 8480t-co2と

算定されたが、8310t-co2に抑え

る（2％削減）ことに目標値を改定

した。 

福井県 五領川公共下水道事務組合 20 585 25 500 3   

山梨県 峡南衛生組合 17 5,376 24 4,917 8.5   

山梨県 大月都留広域事務組合 24 3,765 30 3,577 5   

山梨県 山梨県市町村総合事務組合 26 123 32 122 3   

山梨県 峡北広域行政事務組合 25 4,974 28 4,900 1   

山梨県 東八代広域行政事務組合 22 237 26 235 1 

①基準年度と目標年度の総排出量

の単位に昨年度調査まで誤りがあ

りました。 ②基準年度と目標年度

の数値に誤りがありました。（灯

油と電気使用量の内、電気使用量

が含まれていなかった。）  ※ 

昨年度記入した数値 平成 22年度 

１１４３トン CO2、平成 26年度 

１１３２トン CO2   今年度訂正

した数値 平成 22年度  ２３７

トン CO2、平成 26年度  ２３５

トン CO2 

長野県 伊北環境行政組合 18 209 29 192 8   

長野県 浅麓環境施設組合 19 5,761 25 5,415 6   

長野県 千曲衛生施設組合 17 2,623 23 2,492 5   

長野県 松本広域連合 17 1,201 23 1,141 5   

長野県 佐久水道企業団 18 1,484 24 1,437 3   

長野県 
南信地域町村交通災害共済事務

組合 
13 2 1   1   

長野県 長野広域連合 23 2,975 27 2,911 2   

長野県 伊南行政組合 23 3,597 28 3,417 5   

長野県 諏訪中央病院組合 25 4,069 29 3,662 10   

長野県 下伊那郡町村総合事務組合 13 2 28 1 45   

長野県 
長野県上伊那広域水道用水企業

団 
18 651 38 563 13.5 

温室効果ガス排出量の対象物質を

二酸化炭素（CO2）のみから７種類

（CO2,CH4,N2O,HFC,PFC,SF6,NF3)

へ変更し、削減目標を 1％から

13.5％へ変更した。  

長野県 北部衛生施設組合 23 725 29 703 3   

長野県 南信州広域連合 17 5,252 23 5,147 2   

長野県 上伊那広域連合 25 3,213 28 3,194 1   

長野県 須高行政事務組合 24 532 32 500 6   

長野県 松塩筑木曽老人福祉施設組合 24 5,803 29 5,687 2   

長野県 北信保健衛生施設組合 18 13,705 24 12,609 8   
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あった場合等 

長野県 南諏衛生施設組合 20 930 27 885 4   

長野県 長野県後期高齢者医療広域連合 20 22 30 21 3   

長野県 北信広域連合 23 3 29 3 6   

長野県 白馬山麓環境施設組合 17 2,599 23 2,443 6   

長野県 下伊那自治センター組合 13 2 28 1 45   

岐阜県 可茂衛生施設利用組合 23 22,422 28 21,300 5   

岐阜県 南濃衛生施設利用事務組合 25 5,579 31 5,412 3 

説明：標記の排出量については、

当組合が廃棄物処理施設であるた

め、廃棄物処理量に連動する一部

を除いた数値です。なお、組合全

体の排出量は基準年度が 15,514t-

CO2、目標年度が 15,347t-CO2にな

り、削減率は 1.08%です。 

岐阜県 揖斐郡消防組合 23 165 30 155 6   

岐阜県 大垣消防組合 24 474 30 452 4   

岐阜県 西濃環境整備組合 26 42,063 32 39,960 5   

岐阜県 岐北衛生施設利用組合 16 1,308 22 1,240     

岐阜県 東濃西部広域行政事務組合 26 48,360 31 45,942 5   

岐阜県 
土岐市及び瑞浪市休日急病診療

所組合 
12 12,008 33 10,567 12   

岐阜県 東濃農業共済事務組合 22 35 28 32 10   

岐阜県 中濃地域農業共済事務組合 23 67 28 61 10   

静岡県 三島函南広域行政組合 20 27,869 28 23,688 15   

静岡県 牧之原市御前崎市広域施設組合 25 1,515 30 1,477 2   

静岡県 南豆衛生プラント組合 19 8,245 25 7,832 5   

静岡県 三島市外五ヶ市町箱根山組合 20 27,869 28 23,688 15   

静岡県 三島市外三ヶ市町箱根山林組合 20 27,869 28 23,688 15   

静岡県 岳南排水路管理組合 26 73 32 69 5   

静岡県 御前崎市牧之原市学校組合 17 7,362 23 7,215 2   

静岡県 静岡県大井川広域水道企業団 24 6,915 30 6,915 0   

静岡県 伊豆斎場組合 19 8,245 25 7,832 5   

愛知県 名古屋港管理組合 23 2,515 28 2,389 5   

愛知県 愛知県競馬組合 12 873 16 820 6   

愛知県 名古屋競輪組合 26 1,844 29 1,789 3   

愛知県 海部南部広域事務組合 24 10 30 9 10   

愛知県 知多中部広域事務組合 10 710 18 667 6   

愛知県 海部南部水道企業団 16 1,019 20 917 10   

愛知県 中部知多衛生組合 24 2,624 29 2,466 6   

愛知県 衣浦衛生組合 21 14,103 26   5   

愛知県 蒲郡市幸田町衛生組合 25 166 30 158 5   

愛知県 西知多医療厚生組合 26 5,819 31 5,586 4   

愛知県 尾張東部衛生組合 27 28,918 33 28,050 3   

愛知県 海部地区環境事務組合         

当組合の場合、温室効果ガス排出

量は廃プラごみ焼却由来の排出が

ほとんどで、変動が大きく、取組
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ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

で対応できるものではないので、

平成 18年度に認証を取得したエコ

アクション２１の環境目標の実行

計画を目標としています。 

愛知県 尾張旭市長久手市衛生組合 17 10 22 9 3   

愛知県 刈谷知立環境組合 26 25,323 31 24,428 4   

愛知県 江南丹羽環境管理組合 26 24,620 30 24,127 2   

愛知県 北設広域事務組合 22 1,889 26 1,776 6   

愛知県 海部東部消防組合 10 613 18 250 41   

愛知県 瀬戸旭看護専門学校組合 24 99 29 96 3   

愛知県 尾三衛生組合 12 18,738 17 3,932 20   

愛知県 愛知中部水道企業団         
57g/CO2/m3（配水量 1m3あたりの

CO2排出量） 

愛知県 知北平和公園組合 21 59 26 56 5   

愛知県 衣浦東部広域連合 25 981 29 932 5   

三重県 四日市港管理組合 24 1,667 29 1,660 0.4   

三重県 
朝日町、川越町組合立環境クリ

ーンセンター 
14 60 18 54 10   

三重県 松阪地区広域衛生組合 22 96,081    6   

三重県 三重紀北消防組合 27 204 33 192 6   

三重県 南牟婁清掃施設組合 13 231,886 17 224,929 3   

三重県 松阪地区広域消防組合 22 600 28 564 6   

三重県 志摩広域消防組合 17 200 27 180 10   

三重県 桑名広域清掃事業組合 25 13,864 28 13,400 3   

三重県 紀勢地区広域消防組合 18 204 22 191 6   

三重県 鳥羽志勢広域連合 26 9,215 32 8,877 3.8   

三重県 度会広域連合 17 15 21 14 4   

三重県 鈴鹿亀山地区広域連合 19 14 24 14 0.5   

三重県 伊勢広域環境組合 21 32,045 27 30,122 6   

滋賀県 湖北広域行政事務センター 17 25,552 23 22,482 12   

滋賀県 八日市布引ライフ組合 23 2,217      

昨年度と同じく し尿処理を行う組

合と火葬事務を行う組合の合併に

より改定したが、構成する市町の

変化とそれに伴う施設整備（改修

または更新）等から、当分の間は

排出量が大きく変動し、目標値の

定めが難しく、排出量の把握程度

となった。構成市町の状況が落ち

着いた時点で改定を考えている。

また、使用電力量のＣＯ2排出係

数を見直した（毎年変動）。 

滋賀県 湖東広域衛生管理組合 23 3,255 28 3,091 5   

滋賀県 愛知郡広域行政組合 18 1,886 24 1,859 2   

滋賀県 湖南広域行政組合 16 2,279 27 1,575 30   

滋賀県 彦根愛知犬上広域行政組合 20 353 25 346 2   

京都府 船井郡衛生管理組合 17 1,403 24 1,264 10   
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京都府 城南衛生管理組合 13 59,919 30 44,939 25 

平成 26年度に排出係数を見直し、

基準年度の総排出量の読み替えを

行った。 平成 13年度 45,215t-

CO2 ⇒ 59,919t-CO2 

京都府 乙訓環境衛生組合  25,479 28 21,842 14 

基準年度は平成２０年度から平成

２２年度の排出実績の平均値とし

ている。 

京都府 相楽東部広域連合 18 473 24 459 3   

大阪府 守口市門真市消防組合 18 462 24 416 10   

大阪府 枚方寝屋川消防組合 17 1,024 32 768 25   

大阪府 泉北環境整備施設組合 25 57,379 30 54,510 5   

大阪府 柏羽藤環境事業組合 23 29,307 28 27,842 5   

大阪府 飯盛霊園組合 26 214 32 203 5 

火葬業務については、火葬に伴う

燃料（灯油）より温室効果ガスを

排出していますが、削減計画を立

案するにあたり温室効果ガスの排

出量は火葬件数に比例することか

ら対象から除外しています。 

大阪府 泉佐野市田尻町清掃施設組合 23 17,468 25 16,594 5   

大阪府 東大阪都市清掃施設組合 23 111,187 29 96,521 13.2   

大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合 26 10,413 32 9,893 5   

大阪府 岸和田市貝塚市清掃施設組合 24 15,263 30 12,502 18   

大阪府 南河内環境事業組合 22 53,996 27 52,276 3   

大阪府 泉南清掃事務組合 13 14,952 19 17,052 14   

大阪府 北河内 4市リサイクル施設組合 20 383 32 337 12   

大阪府 大阪広域水道企業団 25 225 31 214 5 

昨年度の調査では、基準年度（平

成 25年度）の総排出量を 225.1、

目標年度（平成 31年度）の総排出

量を 213.8と回答したが、その

後、基準年度における商用電力の

使用量に誤りがあったため、ＣＯ2

排出量にも変更が生じた。 

兵庫県 阪神水道企業団 13 65,607 18 63,618 3 

計画の目標削減率は、2％てあった

が、計画が満了しているため、削

減率は実績値を使用 

兵庫県 北播衛生事務組合 11 2,501 18 2,164 14   

兵庫県 
北播磨こども発達支援センター

事務組合わかあゆ園 
25 24 31 23 5   

兵庫県 揖龍保健衛生施設事務組合 22 27,347 29 24,612 10   

兵庫県 北播磨清掃事務組合 11 6,981 17 8,062     

兵庫県 中播衛生施設事務組合 25 660 32 640 3   

兵庫県 公立八鹿病院組合 17 6,489 32 5,188 20   

兵庫県 
洲本市・南あわじ市衛生事務組

合 
26 27,163 31 26,348 3   

兵庫県 加古郡衛生事務組合 23 986 29 927 6   

兵庫県 淡路広域行政事務組合 17 134 22 87 35   

兵庫県 南但広域行政事務組合 15 57 20 55 3   
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兵庫県 西播磨水道企業団 17 1,584 32 1,524 3.8 

前計画までは基準年度を平成 11年

度とし、排出量については『事務

に関する部門』の数値を報告して

いましたが、本計画では基準年度

を平成 17年度（総排出量 

1,583,881.850kg-CO2）、目標年度

を平成 32年度（総排出量 

1,523,694.340kg-CO2）とし、総排

出量の削減率 3.8％を目標として

います。 

兵庫県 丹波少年自然の家事務組合 24 212 29 205 3   

兵庫県 西脇多可行政事務組合 12 177 17 171     

兵庫県 兵庫県競馬組合 17 1,310 32 1,113 15   

兵庫県 中播北部行政事務組合 16 2,396 21 2,252 6   

兵庫県 淡路広域水道企業団 12 1,765 17 1,703 3   

兵庫県 小野加東広域事務組合 14 199 20 189 5   

兵庫県 播磨高原広域事務組合 12 307 18 304 3   

奈良県 
王寺周辺広域休日応急診療施設

組合 
23 40 29 39 1   

和歌山県 和歌山県市町村総合事務組合         

本組合の事務局は、和歌山県自治

会館内にあり、事務室は他の団体

と共有しているため、温室効果ガ

ス排出量と削減率は設定していな

い。本組合としては、休憩時間に

電気の消灯、リサイクル商品の購

入等で温暖化防止を行っている。 

和歌山県 那賀衛生環境整備組合 23 1,840 29 1,803 2   

和歌山県 橋本伊都衛生施設組合 18 988 23 759 23   

和歌山県 御坊日高老人福祉施設事務組合 20 2,153 25 2,110 2   

和歌山県 御坊広域行政事務組合 20 8,747 30 8,134 7   

和歌山県 上大中清掃施設組合 16 2,287 22 2,283 5   

和歌山県 橋本周辺広域市町村圏組合 22 12 28 11 6   

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合 26 24,595 32 23,365 5   

鳥取県 鳥取県西部広域行政管理組合 26   31   5   

鳥取県 日野病院組合 13 889 18 845 5   

鳥取県 鳥取中部ふるさと広域連合 21 20,362 27 18,455 9   

島根県 斐川宍道水道企業団 17 1,909 22     

当企業団は、水道・工業用水事業

のみの一部事務組合であり、当企

業団所有の施設（庁舎を含む）の

みを対象とした実行計画であり、

基準年度から毎年１％程度削減す

る内容となっているが、目標年次

の具体的数値を設けていないもの

となっている。  基準年度の「二

酸化炭素排出係数」が実行計画期

間中大幅に変更になっため、電気

使用量・ガソリン使用量は平成２

３年度実績においても 30％以上削
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

減していますが、簡易水道の統合

が平成２８年度末になっており、

計画の変更がたてられない状況で

ある。 

島根県 鹿足郡養護老人ホーム組合 22 228 28 221 3   

島根県 益田地区広域市町村圏事務組合 17   23   6   

島根県 江津邑智消防組合 24 128 30 122 5   

島根県 
浜田市江津市旧有福村有財産共

同管理組合 
22 49 28 47 5   

島根県 鹿足郡不燃物処理組合 23 72 28 68 5   

島根県 雲南市・飯南町事務組合 26 2,270 32 2,157 5 
上記、基準年度は平成 22年度～平

成 26年度の平均値を使用。 

島根県 邑智郡公立病院組合 23 949,371 29 901,902 5   

島根県 邑智郡総合事務組合 27 1,516 32 1,500 1   

島根県 浜田地区広域行政組合 22 10,694 28 10,053 6   

島根県 雲南広域連合 22 1,398 28 1,370 2   

島根県 隠岐広域連合 22 2,264 28 2,197 3   

岡山県 
岡山県笠岡市・矢掛町中学校組

合 
26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 岡山県西南水道企業団 26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 神崎衛生施設組合 23 1,670 29 1,500 10   

岡山県 勝英衛生施設組合 11 706 16 645     

岡山県 岡山県西部衛生施設組合 26 28,423 34 26,169 8 

報告してる総排出量は，笠岡市及

び一部事務組合全体の量であり，

そのうち西部衛生の割合は約８％

となっています。 

岡山県 
和気・赤磐し尿処理施設一部事

務組合 
25 771 29 724 6   

岡山県 岡山県西部環境整備施設組合 26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 和気北部衛生施設組合 17 628 25 599 4.6   

岡山県 
岡山市久米南町国民健康保険病

院組合 
23 521 28 495 5   

岡山県 岡山市久米南町衛生施設組合 21 323 26 300 7   

岡山県 笠岡地区消防組合 26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 総社広域環境施設組合 24 11,374 29 10,805 5   

岡山県 
岡山県西部地区養護老人ホーム

組合 
26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 
柵原、吉井、英田火葬場施設組

合 
24 24 29 24 2   

岡山県 
柵原吉井特別養護老人ホーム組

合 
17 1,710 29 655     

岡山県 井笠地区農業共済事務組合 26 28,423 34 26,149 8   

岡山県 東備農業共済事務組合 23 21 28 17 20   

岡山県 高梁地域事務組合 12 3,221 18 2,577 20   

広島県 宮島競艇施行組合 21 3,480 28 3,236 7   
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都道府県

名 
団体名 

基

準

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

目

標

年

度 

総排出量 

(t-CO2/

年) 

削減

率 

(％) 

基準年度及び目標年度の温室効果

ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

広島県 備北地区消防組合 17 440 23 427 3   

広島県 福山地区消防組合 26 1,219 32 1,158 5   

山口県 周南地区福祉施設組合 23 356 28 338 5   

山口県 養護老人ホーム秋楽園組合 23 332 29 322 3   

徳島県 西阿老人ホーム組合 11 15 17 14 3   

徳島県 吉野川環境整備組合 22 924 28 878 5   

徳島県 美馬環境整備組合 11 1,778 27       

徳島県 美馬地区広域行政組合 11 15 17 14 3   

徳島県 中央広域環境施設組合 26 30,388 31 30,122 5   

徳島県 名西消防組合 27 84 32 76 9   

徳島県 みよし広域連合 21 2,073 26 1,949 6   

香川県 大川広域行政組合 23 1,615 29 1,583 2   

愛媛県 松山衛生事務組合 26 143,244 32   3   

愛媛県 松山養護老人ホーム事務組合 26 143,244 32   3   

愛媛県 伊予地区ごみ処理施設管理組合 23 4,291 30 3,955 7   

愛媛県 松山広域福祉施設事務組合 26 143,244 32   3   

愛媛県 愛媛県後期高齢者医療広域連合 26 143,244 32   3   

高知県 高吾北広域町村事務組合 27 2,987 22 2,897 3 

取組が進み、これ以上の削減は現

実的に困難であることから、削減

率の引下げを行った。 

福岡県 大川柳川衛生組合 19 2,684 30 1,710 37   

福岡県 うきは久留米環境施設組合 17 6,510 31 5,078 22   

福岡県 古賀高等学校組合 14 95 19 89 6   

福岡県 八女地区消防組合 19 263 23 255 3   

福岡県 筑紫野太宰府消防組合 16 273 22 254 7   

福岡県 飯塚地区消防組合 27 519 33 467 10   

福岡県 春日・大野城・那珂川消防組合 26 455 27 446 2   

福岡県 北筑昇華苑組合 14 480 19 450     

福岡県 久留米広域市町村圏事務組合 25 972 31 927 5   

福岡県 山神水道企業団 11 4,857 22 4,841 3.4   

福岡県 粕屋南部消防組合 18 183 30 178 3   

福岡県 福岡地区水道企業団 20   24   3   

福岡県 田川地区斎場組合 24 382 29 383 0   

福岡県 宗像地区事務組合 24 0 30 0 1   

福岡県 春日那珂川水道企業団 17 113 23 108 5   

福岡県 大野城太宰府環境施設組合 21 221 27 188 15   

福岡県 粕屋北部消防組合 12   18   6   

福岡県 筑慈苑施設組合 26 745 32 723 3   

福岡県 福岡県後期高齢者医療広域連合 20   25   5   

佐賀県 鹿島・藤津地区衛生施設組合         
最新の実行計画策定無しのため不

明 

佐賀県 杵藤地区広域市町村圏組合 16 3,659 31 3,549 3   

佐賀県 佐賀東部水道企業団 22 4,205 28 4,205     

佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 22 3,308 28 3,308 0   
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ガス排出量や削減目標等に変更が

あった場合等 

長崎県 南高北部環境衛生組合 26 1,430 30 1,390 3   

長崎県 東彼地区保健福祉組合 26 5 30 4 3   

長崎県 県央地域広域市町村圏組合 13 3,979,085 18 3,740,340 6   

長崎県 島原地域広域市町村圏組合 22 442,434 27 415,888 6   

長崎県 有明海自動車航送船組合 23 7,491 28 7,266 3   

長崎県 雲仙・南島原保健組合 18 1,249 24 1,187 5   

長崎県 県央県南広域環境組合 27 30,323 32 28,807 5   

長崎県 北松北部環境組合 25 12,370 30 11,764 5   

長崎県 長崎県病院企業団 26 29,229 29 28,899 1   

熊本県 熊本県市町村総合事務組合 21 748 31 719 4   

熊本県 菊池養生園保健組合 8 118,241 18 111,146 6   

熊本県 球磨郡公立多良木病院企業団 17 2,601 21 2,471 5   

熊本県 菊池環境保全組合 19 16,135 24 15,328 5   

熊本県 御船地区衛生施設組合 14 662 18 642 3   

熊本県 大津菊陽水道企業団 27 2,099 32 2,079 1 
施設全体の基準対象基準がかわっ

た為増えている。 

熊本県 氷川町及び八代市中学校組合 24 1,759 30 1,692 4   

熊本県 上天草衛生施設組合 12 70 17 66 5   

熊本県 
益城、嘉島、西原環境衛生施設

組合 
13   19 10,475 6   

熊本県 山鹿植木広域行政事務組合 12 16,018 17 15,057 6   

熊本県 上益城消防組合 13 145 17 131 30   

熊本県 上球磨消防組合 12 12 17 11 5   

熊本県 阿蘇広域行政事務組合 26 7,331 30 6,691 9   

熊本県 人吉球磨広域行政組合 24 15,907 29 15,429 3   

熊本県 有明広域行政事務組合 23 6,427 28 6,234 3   

熊本県 水俣芦北広域行政事務組合 12 321 17 311 3   

熊本県 宇城広域連合 27 5,289 32 5,025 5   

熊本県 上益城広域連合 23 1 28 1 2   

熊本県 天草広域連合 27 4,221 31       

大分県 由布大分環境衛生組合 21 3,443 27 3,375 2   

宮崎県 高鍋・木城衛生組合 25 479 32 436 9   

宮崎県 川南・都農衛生組合 22 269 28 263     

鹿児島県 阿久根地区消防組合 26 1,590,594 32 1,511,064 5   

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 20 19,899 28 18,904 5   

鹿児島県 大島地区消防組合 18 354 24 332 6   
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（２）地方公共団体実行計画（区域施策編）の概要 

１）都道府県及び市町村（特別区含む。） 

注）年度は和暦 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

北海道 北海道       2 32 7     

北海道 札幌市       2 42 25 2 62 80 

北海道 函館市 2 24 15 2 32 25 2 62 80 

北海道 旭川市       17 39 25       

北海道 釧路市             2 32 11 

北海道 苫小牧市 2 29 1             

北海道 稚内市             2 30 25 

北海道 滝川市             25 31 5 

北海道 富良野市 2 32 25             

北海道 北広島市 17 32 2.2             

北海道 石狩市       13 22 6 13 32 10 

北海道 乙部町       20 24 5       

北海道 ニセコ町 2 28 7 2 32 30 2 62 86 

北海道 喜茂別町 28 30 37 30 32 40       

北海道 倶知安町             2 24 6 

北海道 積丹町             26 32 3 

北海道 東川町       26 31 3       

北海道 猿払村       2 32 25       

北海道 鹿追町             18 30 25 

北海道 芽室町 29 31 0             

青森県 青森県       2 32 25       

青森県 青森市       17 32 25 17 62 80 

青森県 八戸市 19 26 5 19 32 25 19 62 60 

青森県 外ヶ浜町 25 31 11             

青森県 大間町             24 29 5 

岩手県 岩手県       2 32 25       

岩手県 盛岡市       2 32 7       

岩手県 宮古市                   

岩手県 滝沢市             22 34 6 

宮城県 宮城県 22 32 3             

宮城県 仙台市 22 32 0.8             

宮城県 加美町       15 21 5       

秋田県 秋田県       2 32 11       

秋田県 秋田市 17 32 10 17 42 25 17 62 60 

山形県 山形県       2 32 20 2 62 80 

山形県 山形市       2 32 16 2 62 30 

山形県 村山市 18 24 8             

山形県 尾花沢市             22 32 7 

山形県 高畠町       12 32 20       

山形県 庄内町             2 27 14 

福島県 福島県       2 32 15 2 52 80 

福島県 福島市 19 32 15 19 42 30 19 62 50 

福島県 会津若松市       22 35 20       

福島県 郡山市       19 32 25       
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目標

年度 
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目標 
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年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

福島県 いわき市 17 32 4 25 42 26 25 62 80 

福島県 国見町       18 24 6       

福島県 川俣町 19 24 6             

福島県 只見町       18 24 6       

茨城県 茨城県       2 32 
8.5～

15.2 
      

茨城県 日立市 2 32 10             

茨城県 古河市       20 27 3 20 32 6 

茨城県 龍ケ崎市       19 28 15       

茨城県 常陸太田市       16 30 4       

茨城県 北茨城市             23 36 15 

茨城県 つくば市 18 30 6 18 42 50 18 62 80 

茨城県 茨城町       21 32 19       

茨城県 東海村             17 23 10 

栃木県 栃木県 25 32 10 25 42 26       

栃木県 宇都宮市 25 32 11 25 37 19 25 40 27 

栃木県 足利市 17 32 6             

栃木県 鹿沼市 2 28 0.6 2 33 9       

栃木県 小山市 22 32 10 22 42 27       

栃木県 大田原市             24 37 6 

栃木県 那須塩原市 21 28 8 21 32 15       

栃木県 上三川町 20 24 6 20 32 25 20 62 64 

群馬県 群馬県 19 32 14 19 42 30       

群馬県 前橋市             21 32 11 

群馬県 高崎市 15 24 12 15 32 23 15 62 70 

群馬県 伊勢崎市 24 24 2 17 32 21 2 62 80 

群馬県 太田市             16 28 14 

群馬県 沼田市 19 32 13       19 62 60 

埼玉県 埼玉県       17 32 21       

埼玉県 さいたま市       21 32 19 21 62 80 

埼玉県 川越市 2 32 25       2 62 80 

埼玉県 熊谷市 19 32 38       19 62 50 

埼玉県 川口市       2 32 25 20 62 60 

埼玉県 秩父市 2 29 45 2 34 48 2 62 80 

埼玉県 所沢市 19 30 3.8       19 62 80 

埼玉県 春日部市 20 29 18 20 42 33 20 62 50 

埼玉県 狭山市 21 28 10 21 33 16 21 62 60 

埼玉県 上尾市             17 32 20 

埼玉県 草加市 17 31 22 17 35 22 17 47 80 

埼玉県 越谷市 2 27 0 2 32 10 2 62 80 

埼玉県 戸田市 17 32 22 17 42 30 17 52 60 

埼玉県 和光市 21 32 25             

埼玉県 新座市       2 32 25       

埼玉県 久喜市       21 34 25       

埼玉県 富士見市       22 29 7 22 34 11 

埼玉県 鶴ヶ島市             21 34 26 

埼玉県 日高市       17 32 80       

埼玉県 ふじみ野市 22 29 5 22 42 30 22 62 60 

埼玉県 嵐山町       23 35 15 23 62 80 
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年度 

削減率

目標 

（％） 

埼玉県 小川町 17 32 3             

埼玉県 皆野町 2 29 45 2 34 48 2 62 80 

千葉県 千葉県       25 42 22       

千葉県 千葉市 19 26 10             

千葉県 市川市 25 32 15 25 37 20 25 62 70 

千葉県 船橋市 2 24 25 2 32 30 2 62 50 

千葉県 松戸市 17 32 11 17 42 20       

千葉県 成田市 22 29 4             

千葉県 佐倉市 24 31 4 24 42 26 17 62 80 

千葉県 習志野市       17 24 10       

千葉県 柏市 17 32 3.8             

千葉県 市原市 2 32 25             

千葉県 流山市 19 24 9 19 32 20       

千葉県 鎌ケ谷市 2 24 5 2 32 25 2 62 50 

東京都 東京都       12 42 30       

東京都 千代田区 2 36 30       2 62 80 

東京都 中央区       2 24 5 12 32 25 

東京都 港区 
19-

21 
32 

基準年

度と同

水準 

            

東京都 新宿区 2 27 0 2 32 25 2 62 50 

東京都 文京区       17 26 8 17 31 14 

東京都 台東区       12 31 19 12 42 30 

東京都 墨田区             12 42 30 

東京都 江東区 23 32 0             

東京都 品川区             18 32 25 

東京都 目黒区 22 32 7             

東京都 大田区       2 32 25 2 62 80 

東京都 世田谷区 20 25 5 2 32 10 2 62 60 

東京都 中野区       24 32 5.3 24 37 15.2 

東京都 豊島区       17 37 30 17 62 70 

東京都 北区 2 24 2 2 29 3       

東京都 荒川区 12 32 25             

東京都 板橋区 2 32 1.8             

東京都 練馬区 12 24 8 12 32 25       

東京都 葛飾区 21 29 8 21 42 30 21 62 77 

東京都 江戸川区 16 24 6 16 29 14 16 62 50 

東京都 八王子市 12 36 24 12 46 42 12 62 80 

東京都 武蔵野市 2 27 11 2 32 25 2 62 60 

東京都 三鷹市 20 30 7             

東京都 青梅市 22 32 10 22 42 40       

東京都 府中市       2 32 15       

東京都 昭島市             2 33 15 

東京都 調布市       18 32 25 18 62 60 

東京都 小金井市       18 32 27       

東京都 小平市       17 24 6 17 32 25 

東京都 狛江市       20 32 25 20 62 80 

東京都 稲城市             2 34 25 

東京都 羽村市       2 32 7       

東京都 あきる野市 17 32 4             



参考-191 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

東京都 西東京市             12 32 25 

神奈川県 神奈川県       2 32 25       

神奈川県 横浜市 17 32 16 17 42 24 17 62 80 

神奈川県 川崎市       2 32 25       

神奈川県 相模原市       18 31 15       

神奈川県 横須賀市       2 33 20       

神奈川県 平塚市 2 32 25       2 62 80 

神奈川県 鎌倉市             2 42 31 

神奈川県 藤沢市 2 28 28 2 31 34 2 34 40 

神奈川県 小田原市 2 32 25             

神奈川県 茅ヶ崎市       2 32 20 2 62 80 

神奈川県 秦野市       25 42 23       

神奈川県 厚木市       2 32 25 2 62 80 

神奈川県 大和市       2 28 20 2 42 30 

神奈川県 海老名市 17 24 7.8             

神奈川県 綾瀬市 22 35 8 22 45 30 22 62 80 

新潟県 新潟県 2 28 6             

新潟県 新潟市 17 30 15 17 42 40 17 62 80 

新潟県 長岡市 19 24 0 19 32 26 19 62 84 

新潟県 三条市       17 32 20 17 62 60 

新潟県 柏崎市 2 28 0 2 34 8 2 62 0 

新潟県 村上市 2 24 1 2 32 6       

新潟県 燕市 2 24 0 2 32 13 2 62 40 

新潟県 妙高市       2 24 2       

新潟県 上越市 24 34 14 24 42 26 24 62 50 

新潟県 魚沼市 2 27 20 2 32 25 2 62 80 

新潟県 南魚沼市 2 24 6 2 32 25 2 62 80 

新潟県 聖籠町             16 27 4.8 

新潟県 刈羽村 21 28 5 21 38 11 21 48 19 

富山県 富山県 17 32 8             

富山県 富山市 17 30 14 17 42 30 17 62 50 

富山県 入善町 17 32 10             

石川県 石川県 13 22 8             

石川県 金沢市 25 32 12 25 42 28 25 62 80 

石川県 小松市             20 32 30 

石川県 珠洲市             2 32 25 

石川県 加賀市 2 24 6 2 37 15 2 62 50 

石川県 羽咋市       24 42 40 24 62 80 

石川県 白山市       2 32 10 2 62 80 

石川県 内灘町       20 32 19 20 62 60 

福井県 福井市 26 32 10             

福井県 鯖江市 2 27 7 2 32 15       

山梨県 山梨県 22 27 10 22 32 16 22 62 100 

山梨県 甲府市 20 24 3 20 42 25 20 62 80 

山梨県 富士川町 21 25 5 21 32 30 21 62 99 

長野県 長野県 2 32 10 2 42 30 2 62 80 

長野県 長野市 17 32 20 17 42 30 17 62 60 

長野県 松本市       19 42 30 19 62 80 

長野県 岡谷市 2 24 6       2 32 25 



参考-192 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

長野県 飯田市 17 29 13 17 42 37 17 62 70 

長野県 諏訪市       2 32 25       

長野県 須坂市       21 32 5       

長野県 小諸市 2 32 10 2 42 20 2 52 30 

長野県 伊那市             2 30 6 

長野県 駒ヶ根市             17 29 33 

長野県 茅野市             17 32 25 

長野県 塩尻市 23 32 4       23 62 80 

長野県 千曲市 17 37 20             

長野県 東御市 17 24 13 17 32 30 17 62 80 

長野県 売木村             25 42 40 

岐阜県 岐阜県       2 32 20 2 62 80 

岐阜県 岐阜市       2 32 25 2 62 80 

岐阜県 高山市             2 32 25 

岐阜県 多治見市 22 28 6 22 32 10 22 62 37 

岐阜県 中津川市       24 37 19 24 42 24 

岐阜県 各務原市 17 29 2       17 62 50 

岐阜県 可児市 17 24 8 17 32 20 2 62 50 

岐阜県 下呂市 2 29 0.6             

岐阜県 御嵩町 21 30 10 21 42 20 21 62 30 

静岡県 静岡県 17 29 17 17 32 20 17 62 80 

静岡県 静岡市 25 34 10 25 42 26 25 62 80 

静岡県 浜松市 26 2 12 32 2 25 62 23 80 

静岡県 沼津市 2 27 13 2 32 25 2 52 80 

静岡県 三島市 20 28 15 20 33 25 20 62 80 

静岡県 富士宮市 17 32 20 17 37 36 17 62 80 

静岡県 富士市 2 24 10 2 32 23 2 62 80 

静岡県 焼津市       21 32 23 21 62 80 

静岡県 掛川市 29 17 0       62 12 50 

静岡県 藤枝市 24 30 82       24 62 20 

静岡県 裾野市 17 32 16 17 42 26 17 62 80 

静岡県 伊豆の国市             2 32 25 

愛知県 愛知県       2 32 15       

愛知県 名古屋市       2 32 25 2 62 80 

愛知県 豊橋市 17 32 8 17 42 23       

愛知県 岡崎市 2 27 2 2 32 10 2 62 80 

愛知県 一宮市       2 32 15 2 62 80 

愛知県 半田市 23 30 2             

愛知県 春日井市       20 32 17 20 62 60 

愛知県 豊川市 17 32 30 17 42 45 17 62 80 

愛知県 碧南市 20 27 9 20 32 16       

愛知県 刈谷市       20 32 28 20 62 80 

愛知県 豊田市 2 24 6       2 62 50 

愛知県 安城市 25 32 10 25 42 26       

愛知県 新城市       2 32 25 2 62 80 

愛知県 知立市 23 30 6             

愛知県 日進市 19 25 10 19 35 25       

愛知県 田原市       17 34 15 17 62 80 

愛知県 みよし市       20 27 10 20 32 20 



参考-193 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

愛知県 長久手市 17 32 4 17 42 25       

愛知県 大口町 25 32 12 25 42 12 25 62 61 

三重県 三重県             2 32 10 

三重県 津市             21 32 30 

三重県 四日市市 19 32 6             

三重県 伊勢市             19 32 30 

三重県 亀山市 20 32 87             

三重県 鳥羽市       20 30 5 20 35 10 

三重県 志摩市       25 37 28       

三重県 度会町             18 23 6 

滋賀県 滋賀県       2 42 50       

滋賀県 大津市       19 32 34 19 62 82 

滋賀県 長浜市       2 32 25 2 62 80 

滋賀県 栗東市       17 34 5       

京都府 京都府 2 32 25 2 42 40 2 62 80 

京都府 京都市 2 32 25             

京都府 舞鶴市             2 32 25 

京都府 綾部市       2 32 25 2 37 32 

京都府 宇治市             2 35 25 

京都府 宮津市 2 32 25 2 42 40       

京都府 亀岡市             21 30 10 

京都府 城陽市 2 29 5～9             

京都府 長岡京市       2 32 25 2 42 40 

京都府 八幡市             21 33 5 

京都府 京田辺市 21 29 15 21 42 28 21 62 50 

京都府 南丹市 2 32 26             

京都府 宇治田原町             26 35 5 

京都府 和束町 21 24 22 21 23 22 24 24 22 

大阪府 大阪府 17 32 7             

大阪府 大阪市       2 32 25 2 62 80 

大阪府 岸和田市 24 2 15 32 2 25 62 2 80 

大阪府 豊中市 2 32 20 2 42 40 2 62 70 

大阪府 吹田市       2 32 25 2 62 75 

大阪府 高槻市       2 32 25 2 62 60 

大阪府 枚方市 2 32 25 2 34 29 2 62 80 

大阪府 茨木市       2 32 20 2 62 70 

大阪府 八尾市       2 32 25 2 62 80 

大阪府 寝屋川市       2 32 25 2 62 80 

大阪府 和泉市       2 32 10       

大阪府 摂津市 2 32 20             

大阪府 東大阪市 17 32 6 17 42 20 17 62 70 

兵庫県 兵庫県 17 32 6             

兵庫県 神戸市 17 32 20 17 42 31       

兵庫県 姫路市 19 24 0 19 32 0 19 62 0 

兵庫県 尼崎市       2 32 15 2 62 80 

兵庫県 明石市 2 24 17 2 32 25 2 62 80 

兵庫県 西宮市       2 32 10 2 62 70 

兵庫県 豊岡市             25 42 29 

兵庫県 加古川市       2 32 25 2 62 60 



参考-194 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

兵庫県 赤穂市       2 32 20 2 42 30 

兵庫県 宝塚市             2 32 22 

兵庫県 高砂市 2 27 15 2 32 20 2 62 30 

兵庫県 加西市       2 32 25 2 62 80 

兵庫県 養父市 25 32 16 25 42 26 25 62 60 

兵庫県 宍粟市 17 32 25 17 42 45 17 62 80 

奈良県 奈良県 25 42 30.9             

奈良県 奈良市       2 32 25 2 62 80 

奈良県 天理市 23 31 2       23 36 3 

奈良県 橿原市 2 32 7             

奈良県 生駒市       18 42 35 18 62 70 

和歌山県 和歌山県 25 32 9 25 42 20       

和歌山県 和歌山市 2 29 6             

和歌山県 有田川町 25 32 7 25 42 17       

鳥取県 鳥取県 25 30 10 25 42 27       

鳥取県 鳥取市 22 27 15 22 32 25 22 62 80 

鳥取県 大山町 18 23 1 18 28 1 18 33 3 

鳥取県 南部町 18 24 6             

島根県 島根県 2 24 30 2 32 23 2 60 0 

島根県 松江市 17 32 15 17 42 30 17 62 80 

島根県 浜田市 17 25 8             

島根県 出雲市       18 28 20       

島根県 益田市             2 32 6 

島根県 大田市 15 24 6             

島根県 安来市 2 32 12             

島根県 江津市 19 25 5 19 30 5       

島根県 川本町             15 28 25 

島根県 津和野町             18 30 5 

島根県 西ノ島町             19 32 10 

岡山県 岡山県 2 24 1 2 32 11.5       

岡山県 岡山市 2 27 2 2 32 4       

岡山県 倉敷市 19 24 6 19 32 12 19 62 80 

岡山県 瀬戸内市 23 32 10 23 42 20 23 62 60 

岡山県 和気町       2 32 25       

広島県 広島県       19 32 30       

広島県 広島市 2 28 6             

広島県 呉市       17 32 25 17 62 80 

広島県 福山市 19 24 7 19 32 40 19 62 80 

広島県 三次市       24 32 7 24 35 12 

広島県 庄原市 25 32 10 25 42 26       

広島県 廿日市市 18 24 3             

広島県 世羅町 23 30 15 23 42 40 23 62 80 

山口県 山口県 17 32 13             

山口県 下関市 2 27 2 2 32 13 2 62 80 

山口県 宇部市 2 27 14 2 33 17       

山口県 山口市 17 29 9             

徳島県 徳島県 2 32 25 25 42 40       

徳島県 徳島市 2 32 6             

徳島県 佐那河内村 17 32 5 17 42 30       



参考-195 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

香川県 香川県 24 32 12             

香川県 高松市       2 32 25 2 62 80 

香川県 善通寺市 21 27 5 21 32 10       

香川県 三豊市 17 32 14 17 42 27       

愛媛県 愛媛県       2 32 15 2 62 70 

愛媛県 松山市 2 24 6 2 32 18 2 62 60 

愛媛県 今治市 2 27 15 2 37 30 2 62 70 

愛媛県 新居浜市 21 27 13 21 32 25 21 62 80 

高知県 高知県       2 32 31       

高知県 高知市       17 42 26       

高知県 室戸市 25 32 9 25 42 24       

高知県 南国市       19 32 12 19 62 50 

高知県 香南市 18 27 5 18 42 20 18 62 60 

高知県 香美市 24 29 5             

福岡県 福岡県       2 22 6       

福岡県 北九州市 17 32 8 17 42 30 17 62 50 

福岡県 大牟田市       19 32 8       

福岡県 久留米市 2 26 6 2 32 25 2 62 80 

福岡県 飯塚市       20 42 22       

福岡県 筑紫野市       19 42 31       

福岡県 春日市             17 32 10 

福岡県 古賀市             21 35 3 

福岡県 芦屋町             2 32 17 

佐賀県 佐賀市 2 26 6 2 32 25 2 62 60 

佐賀県 鳥栖市 2 33 10 2 42 20 2 62 80 

佐賀県 小城市             2 28 6 

長崎県 長崎県 2 32 13.4             

長崎県 長崎市       19 42 43 19 62 80 

長崎県 佐世保市             14 22 6 

長崎県 時津町             22 31 6 

熊本県 熊本県 25 32 18 25 42 30       

熊本県 熊本市 19 32 6 19 42 43 19 62 80 

熊本県 水俣市       17 32 32 17 62 50 

熊本県 上天草市 24 32 26             

熊本県 小国町       17 42 25 17 62 40 

熊本県 球磨村 25 32 30 25 42 50 25 62 80 

大分県 大分県       25 32 14 25 42 35 

大分県 大分市 22 28 8 22 32 12 22 62 40 

大分県 日田市 17 32 9 25 42 26       

大分県 由布市             24 42 16 

宮崎県 宮崎県       25 32 11       

宮崎県 宮崎市       22 42 40 22 62 80 

宮崎県 都城市       2 32 25 19 62 80 

宮崎県 日南市       17 27 14 17 32 21 

鹿児島県 鹿児島県       2 32 30 2 62 80 

鹿児島県 鹿児島市 2 28 3 2 42 30 2 62 70 

鹿児島県 鹿屋市 19 31 15             

鹿児島県 姶良市             22 62 70 

沖縄県 沖縄県       12 32 0 12 62 80 



参考-196 

都道府県

名 
団体名 

短期目標  中期目標  長期目標  

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

基準

年度 

目標

年度 

削減率

目標 

（％） 

沖縄県 那覇市 12 35 5 12 42 15       

沖縄県 宜野湾市 12 32 0       12 62 60 

沖縄県 沖縄市             22 32 9 

沖縄県 宮古島市 15 30 11 15 42 44 15 52 69 

 

  


