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 はじめに 
 

～地球温暖化対策は、新たなステージへ～ 

 平成 27 年 12 月、フランス・パリで開催された第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会

議（COP21）において、2020 年以降の地球温暖化対策の新たな国際枠組みとして、「パリ

協定」が合意されました。この協定により、全ての国々が、長期的な温室効果ガス排出削

減に乗り出すこととなりました。これは、平成 9 年に第３回国連気候変動枠組条約締約国

会議（COP３）にて採択された「京都議定書」以来の画期的な国際枠組みと言えます。 

パリ協定においては、産業革命以降の世界の平均気温上昇を 2℃よりも十分下方に抑える

との目的及び 1.5℃に抑える努力の追及や、この目的を達成するために今世紀後半の温室効

果ガスの人為的な排出と吸収を均衡させるよう、世界の排出量を早急にピークアウトし、

その後急激に削減することが世界的な目標として設定されました。 

この協定の採択により、先進国・途上国という二分論を超えた全ての国の参加、温室効

果ガスの削減目標の 5 年ごとの提出・更新、適応計画プロセスや行動の実施等が新たな枠

組みに反映され、地球温暖化対策は国際的に新しいステージに入りました。これに呼応し

て、我が国も地球温暖化対策の新しいステージに入ることとなりました。 

平成 27 年 7 月には我が国も、2030 年度の温室効果ガス排出削減目標を含む「日本の約

束草案」を国連に提出しました。この中で、我が国は、国内の排出削減・吸収量の確保に

より、温室効果ガス排出量を 2030 年度（平成 42 年度）に 2013 年度（平成 25 年度）比

マイナス 26.0％（2005 年度（平成 17 年度）比マイナス 25.4％）の水準とすることとし

ています。 

さらに、この目標の実現に向けた国の計画として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

（平成 10 年法律第 117 号）及び「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針につい

て」（平成 27 年 12 月 22 日地球温暖化対策推進本部決定）に基づき、平成 28 年 5 月 13

日に「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。これは、平成 17 年に策定され、平成

20 年に全面的に改定された「京都議定書目標達成計画」以来、国として 8 年ぶりに策定さ

れた計画となります。 

併せて、国は「地球温暖化対策の推進に関する法律」を改正し、地方公共団体実行計画

の共同策定や国民運動の更なる展開等について規定し、地球温暖化対策の一層の基盤強化

を図りました。 

 

 他方で、地方における地球温暖化対策は、住民の地球温暖化問題に対する関心の低下や

厳しい財政制約を始めとして、多くの課題に直面しています。加えて、多くの地域が、少

子高齢化・人口減少の進行、地域経済の先行きに対する懸念、科学技術の急速な進歩等の

様々な社会経済情勢に対応することを求められています。 

 こうした状況も踏まえつつ、環境省では、平成 28 年度に地球温暖化対策行政に係る専門
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的知見を有する外部有識者や地方公共団体等から成る検討会「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定マニュアルに関する検討会」を開催しました。同検討会において、区域施

策編に関する重要な論点を議論した上で、本マニュアルの策定に向けて、協議を重ねまし

た。さらに、同検討会の中で、これからの地方における地球温暖化対策の在り方として、

＜コベネフィット1の追求＞、＜努力の見える PDCA＞及び＜戦略的なパートナーシップ＞

の３点が提唱されました（詳細については後述します）。 

これらは、区域の温室効果ガス排出量の短期的な増減に一喜一憂し、過度に精緻な技術

的検討に注力することよりも、むしろ地球温暖化対策を通じた地域の利益の追求や多様な

課題への対応こそを優先すべきとし、他の分野の関連施策とも連携を図りながら、域内外

の多様なステークホルダーとの協力の下に、その時々の技術動向も踏まえて、地域の努力

が見える実効的な施策を柔軟に展開することに重点を置くべきとするものです。 

 

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に

関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つです。私たちのあら

ゆる社会・経済活動は、温室効果ガスの排出と関わりがあります。このため、地球温暖化

対策の推進に当たっては、国、地方公共団体、事業者、国民等、あらゆる主体が温室効果

ガスの排出を自分ごととして捉え、その削減に向けた取組を積極的に行っていく必要があ

ります。 

地方公共団体には、地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定と実施を通じて、多様

なステークホルダーとともに、地球温暖化対策に取り組み、気候変動の影響による脅威に

立ち向かうことにより、現在及び将来の住民の健康で文化的な生活を確保することが期待

されています。 

  

                                         
1 本マニュアルにおいては、温室効果ガスの排出抑制等と併せて地域が追求できる経済・社会的な便益のことを「コベ

ネフィット」と呼んでいます。地域における地球温暖化対策に関する文脈においては、一般に「マルチベネフィット

（multi-benefit）」と呼ばれているものとほぼ同義のものと考えています。 
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○これからの地方における地球温暖化対策の在り方 

＜コベネフィットの追求＞ 

・ 地域における地球温暖化対策は、温室効果ガス排出の抑制を実現するだけではあり

ません。地域活性化、人口減少、産業振興、防災、健康等の多様な課題の解決に貢献

し、住民・事業者の利益となる可能性を秘めています。 

・ 地球温暖化対策は、社会経済情勢や技術動向も踏まえて区域の目指す将来像の中に

位置づけ、コベネフィット、すなわち、温室効果ガスの排出抑制等と併せて地域が追

求できる経済・社会的な便益の観点を含めて検討すべきであると考えられます。 

・ また、関連する他分野の施策も、地球温暖化対策の観点から再検討し、効果的な連

携を図るべきであると考えられます。 

＜努力の見える PDCA＞ 

・ 区域における温室効果ガス排出量は、様々な外的要因にも左右されるものであり、

また、個々の施策による削減効果が把握しがたい場合もあります。 

・ そこで、温室効果ガス総量削減目標のみならず、最終エネルギー消費量や再生可能

エネルギー導入量等を計画目標として掲げることも有効です。 

・ 加えて、個々の施策についても、削減効果のみならず、進捗評価のための指標を設

定し、庁内においても、住民にとっても努力の見える PDCA サイクルを回すべきであ

ると考えられます。 

・   住民を含む地域のステークホルダーの関心喚起や取組の動機づけに向けては、進捗

（成果と課題）を可視化して分かりやすく伝えるコミュニケーションが重要です。 

＜戦略的なパートナーシップ＞ 

・ 地球温暖化対策は、環境部局のみならず、関係部局を含む全庁的取組とし、庁外の

ステークホルダー（住民、事業者、金融機関、民間団体、他の地方公共団体等）の参

画・協働が不可欠です。 

・ 区域施策編や各施策について、それらの立案・実施から評価・改善に至るまで、あ

らゆるフェーズで戦略的に連携することが望ましいと考えられます。 

・ 都道府県は、特に広域的なルール作りや市町村の支援に、市町村は現場寄りのプロ

ジェクト支援や住民の普及啓発により注力する等、それぞれの特性を踏まえた役割分

担が重要です。 
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本マニュアルの位置付け 
 

本マニュアルは、環境省が、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）第３条第 3 項に基づく国の責務の一環として、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 245 条の 4 に基づいて示す技術的な助言です。 

 

本マニュアルは、都道府県及び市町村が、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成

10 年法律第 117 号。以下「地球温暖化対策推進法」といいます。）第 21 条に基づき、「地

球温暖化対策計画」（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）に即して、区域の自然的社会的条件

に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項（いわゆる地方公

共団体実行計画（区域施策編））を策定し、及び実施する際に参照されることを目的として

います。 

 

地球温暖化対策推進法第 21 条において、都道府県及び市町村に対して、政府が策定する

「地球温暖化対策計画」に即して、地方公共団体実行計画を策定するよう義務付け2られて

います。 

同条第３項において、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地域の自然的

社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める

計画（地方公共団体実行計画（区域施策編））を策定することが義務づけられています。ま

た、その他の地方公共団体についても、同法第 19 条第 2 項の趣旨に照らし、地球温暖化対

策計画において、地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定するよう努めることが求め

られています。 

 

これを踏まえ、本マニュアルでは、地球温暖化対策推進法における地方公共団体に関係

する条項、「地球温暖化対策計画」の第３章第１節「２．「地方公共団体」の基本的役割」、

同章第４節「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」、別表１～６のうち「地

方公共団体が実施することが期待される施策例」に関して記載しています。 

また、これらの事項に加え、同計画の「第１章 地球温暖化対策の推進に関する基本的方

向」のように、地方公共団体にとっても参考となり得ると考えられる事項についても適宜

記載しています。 

 

 

                                         
2 地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項において、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計画に即して、自らの事務

及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（いわゆる

地方公共団体実行計画（事務事業編））を策定し実施することが義務づけられています。 
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＜地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルの構成＞ 

地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルは、主に区域施策編の策定・

実施に関する基本的な考え方を記載した「本編」（本マニュアル）、温室効果ガスの排出量

の推計方法等の技術的な方法論を整理して例示した「算定手法編」、区域施策編の策定・実

施の際に参考となる事例を示した「事例集」の 3 つで構成しています。 

なお、事例集については、環境省 HP「地方公共団体実行計画策定支援サイト」にて公表

し、次年度以降も、新たな事例の蓄積を踏まえつつ、随時更新していくことを予定してい

ます。 

 

表 1-1.1 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルの構成 

名称 内容 

地方公共団体

実行計画（区域

施策編）策定・

実施マニュア

ル 

本編 

（本マニュアル） 
区域施策編の標準構成案に沿って、基本的な考え方や計

画策定・実施の方法・手順について解説。 

算定手法編 
区域の温室効果ガス排出量の推計手法や削減目標設定、

対策・施策の削減効果について解説。 

事例集 

地方公共団体の以下の取組事例を紹介。 
・区域施策編の策定プロセスの事例 

・区域施策編の進捗管理プロセスの事例 

・条例の事例 
・対策・施策の事例 
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＜本マニュアルで使用する用語・表記について＞ 

 本マニュアルの本文は、原則として下記の用語法に従って記述しています。 

 

表 1-1.2 本マニュアルにおける用語の表記 
用語 表記（略称） 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号） 

地球温暖化対策推進法 

地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定） 地球温暖化対策計画 

地方公共団体実行計画（区域施策編） 区域施策編 

地方公共団体実行計画（事務事業編） 事務事業編 

指定都市及び中核市（施行時特例市を含む。） 指定都市等 

中核市（施行時特例市を含む。） 中核市 

各主体（事業者や住民等）による温室効果ガス排出抑制等の

ための行動（省エネ機器の導入等） 

対策 

地方公共団体が、各主体の行動を促進・誘導し、又は確実な

ものとするために講じる措置（法制度、税制、補助金等） 

※ただし、本マニュアルの一部において、地球温暖化対策推

進法の条文に則り、行政計画を指している場合があります。 

施策 

※ 本マニュアルにおいて、区域施策編について言及する場合には、特に断らない限り、

地方公共団体が区域施策編を初めて策定する場合のみならず、改定する場合も含めて、

「策定」と記述することとします。 

 

＜本マニュアルの語尾等の表現について＞ 

本マニュアルに記述されている各事項には、当該事項によるべきとする程度・態様に差

異があることから、次のような考え方で記述しています。 

 

「～すべきです。」 

⇒ 法令、制度の趣旨等から、記述された事項による運用が強く要請されると環境省

が考えているもの。 

「～ことが望まれます。」 

⇒ 制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると環境省が考え

ているもの。 

「～ことが（も）考えられます。」 

⇒ 記述された事項による運用を環境省が例示的に示したもの。 
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区域施策編の制度的位置付け 
 

＜地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画における区域施策編の位置付け＞ 

地球温暖化対策推進法は、地球温暖化を防止することの重要性に鑑み、現在及び将来の

国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的と

して、国、地方公共団体、事業者及び国民による地球温暖化対策の在り方を定める法律で

す。 

同法第 4 条においては、地方公共団体の責務について、その区域の自然的社会的条件に

応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進すること等が定められています。 

加えて、同法第 19 条第 2 項においては、地方公共団体の施策について、その区域の自然

的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を

策定し、及び実施するように努めるものとされています。 

特に、都道府県、指定都市等に対しては、同法第 21 条第 3 項において、区域の自然的社

会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項（いわゆ

る区域施策編）を策定することを義務付けています。このことは、地球温暖化対策計画に

おいても、都道府県、指定都市等の基本的な役割として定められています。 

また、中核市未満の市町村に対しては、同法第 19 条第 2 項の趣旨に照らし、地球温暖化

対策計画において、区域施策編の策定に努力することが求められています。 

なお、地球温暖化対策推進法の平成 28 年改正により、複数の地方公共団体が共同して地

方公共団体実行計画を策定できることが明記されました。また、区域施策編に盛り込むべ

き地域環境の整備に関する事項の例示として、「都市機能の集約化の促進」（いわゆる都市

のコンパクト化の促進）が明記されました。 

 

○地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）（抄） 

第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、

気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室

効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全

ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球

温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の

活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等によ

り、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活

の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 

 

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の

抑制等のための施策を推進するものとする。  
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２ 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに

吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民

が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する

施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。  

 

（国及び地方公共団体の施策）  

第十九条 （略） 

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その

区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ

計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 

 

（地方公共団体実行計画等）  

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即し

て、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減

並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行

計画」という。）を策定するものとする。  

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 計画期間  

二 地方公共団体実行計画の目標  

三 実施しようとする措置の内容  

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項  

３ 都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「指定都市

等」という。）は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区

域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関す

る事項として次に掲げるものを定めるものとする。  

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適

したものの利用の促進に関する事項  

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用

その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活

動の促進に関する事項  

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地

の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整

備及び改善に関する事項  

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年法律第百

十号）第二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循
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環型社会（同条第一項 に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 

４～12 （略） 

 

○地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）（抄） 

第３章 目標達成のための対策・施策 

第１節 国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割 

２．「地方公共団体」の基本的役割  

（１）地域の自然的社会的条件に応じた施策の推進 

地方公共団体は、その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制

等のための総合的かつ計画的な施策を推進する。例えば、再生可能エネルギー等の利

用促進と徹底した省エネルギーの推進、低炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型

社会の形成、事業者・住民への情報提供と活動促進等を図ることを目指す。都道府県、

指定都市、中核市及び施行時特例市は、本計画に即して、地方公共団体実行計画にお

いて、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施

策に関する事項を定める計画（以下「地方公共団体実行計画区域施策編」という。）を

策定し実施する。また、その他の地方公共団体も、地方公共団体実行計画区域施策編

を策定し実施するよう努める。 

 

 

＜地球温暖化対策計画や地方公共団体実行計画に関する経過措置＞ 

 なお、地球温暖化対策計画や地方公共団体実行計画に関しては、地球温暖化対策推進

法附則第 2 条において、以下のような経過措置が定められています。 

 

附 則（平成 28 年法律第 50 号） 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進

に関する法律（次項において「旧法」という。）第八条第一項の規定に基づく地球温暖

化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律（次項に

おいて「新法」という。）第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められ

るまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。  

２ この法律の施行の際現に存する旧法第二十条の三第一項及び第三項の規定に基づく

地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共

団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画と

みなす。 
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地方公共団体による地球温暖化対策への期待 
地球温暖化対策計画においては、地方公共団体の基本的な役割として、その地域の自然

的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を推

進することが期待されています。例えば、再生可能エネルギー等の利用促進と徹底した省

エネルギーの推進、低炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型社会の形成、事業者・住

民への情報提供と活動促進等を図ることを目指すことが期待されます。 

 地方公共団体の規模に応じた役割や地方公共団体間の連携等については、以下に記載し

ます。 

 

(１) 都道府県の地球温暖化対策について 

都道府県は、幅広いステークホルダーを対象とする広域的な施策を策定・実施し得る主

体として、例えば、再生可能エネルギーの適切な利用促進に向けたルール等の策定や地球

温暖化対策計画書制度（制度の概要については、「2-4-3．温室効果ガス排出抑制等に関す

る施策」を参照してください。）等の整備・運用等が期待されます。加えて、区域施策編の

改定等と、従来実施されてきた事業や制度等の適切な見直しによる深掘りも期待されます。 

また、科学技術の進歩を踏まえ、先進的技術の積極的な率先導入や導入促進を図ること

も考えられます。 

加えて、地球温暖化対策計画において、都道府県は、管下の市町村における取組の優良

事例の情報収集と他の市町村への普及促進に取り組むよう努めることとされています。ま

た、地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技

術的な助言や人材育成の支援等の措置を積極的に講ずるように努めることとされています。

特に、区域施策編を初めて策定する市町村への支援が期待されます。 

 

(２) 指定都市等の地球温暖化対策について 

指定都市等といった大都市等からのエネルギー起源 CO2
3排出量は、我が国の排出量の多

くの割合を占める傾向にあります。加えて、平均的な人口減少率も、中核市未満の市町村

に比べて相対的に低いと見込まれており、今後とも中長期にわたり、我が国における温室

効果ガスの排出の割合が高い地域であり続ける可能性があります。 

こうした状況に鑑み、指定都市等には、従来実施されてきた対策・施策（制度や事業を

含みます。）の更なる深掘り・拡充を始めとして、これまで以上に積極的な地球温暖化対策

が期待されます。 

また、まちづくりの中心的な主体として、関連施策との適切な連携を図り、当該施策の

                                         
3
二酸化炭素（CO₂）は、地球温暖化対策の分野においては、エネルギー（電気や熱、燃料）の消費に伴って排出される

ものと、これ以外のものの２つに分類されています。前者は「エネルギー起源 CO₂」と呼ばれ、我が国全体における温

室効果ガス排出量の大宗を占めています。多くの地域においても、同様に区域の温室効果ガス排出量の大宗を占めてい

ると考えられます。 



 

11 

 

目的達成との調和を図りながら、コンパクトシティやスマートシティ等の低炭素型の都市

づくりを推進することが期待されます。 

加えて、住民にとって最も身近な地方公共団体として、国民運動「COOL CHOICE」の

促進や一般廃棄物からの温室効果ガスの排出抑制を図ることが期待されます。 

 

(３) 中核市未満の市町村の地球温暖化対策について 

中核市未満の市町村が区域施策編を策定する場合においても、地球温暖化対策推進法第

21 条に掲げられた全ての要件を満たすことが理想的であるとも考えられます。 

しかしながら、地球温暖化対策のための体制や保有する知見等の実態を勘案すると、温

室効果ガス排出削減目標の技術的検討や広範な施策の企画・実施・評価が著しく困難であ

る場合も考えられます。また、人口減少が急激に進行している場合等においては、長期的

な目標を議論すること自体が困難となることも考えられます。 

このような場合には、適宜、区域施策編に盛り込む内容を絞り込み、簡素な計画とする

ことも可能です。 

例えば、区域施策編に盛り込む施策について、対象とする温室効果ガスの種類をエネル

ギー起源 CO2 に限定するとともに、2030 年度の住民一人あたりの排出削減目標を掲げた

上で、地域において最も利用しやすい種類の再生可能エネルギーの利用促進や、住民が取

り組みやすい省エネルギー（国民運動「COOL CHOICE」やエコドライブ等）の促進、環境

教育の着実な推進等に重点化することも考えられます。 

また、まちづくりの中心的な主体として、関連施策との適切な連携を図り、当該施策の

目的達成との調和を図りながら、低炭素型のコンパクトな地域づくりを推進することが期

待されます。 

特に、区域施策編を初めて策定する市町村においては、長期目標の設定等は見送り、ま

ずは簡素な内容の区域施策編を策定・実施することとし、将来の見直し・改定の時点にお

いて無理のない範囲で技術的検討を加えて、各種目標の見直しや施策の強化・追加を図っ

ていく等、段階を踏んで中長期的に拡充を図っていくことも考えられます。 

なお、温室効果ガス排出量の算定に関しては、自ら実施することが困難である場合、後

述のとおり環境省が定期的に公表する簡易推計等の結果を利用することが可能です。 

 

(４) 地方公共団体間の連携等について 

複数の地方公共団体による連携に関しては、地球温暖化対策推進法の平成 28 年改正によ

り、区域施策編の共同策定が可能であることが明記されました。 

また、他の地方公共団体との広域的な協調・連携を通じて、地球温暖化対策に資する施

策や事業について共同での検討や実施を推進することにより、取組の更なる高度化・効率
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化・多様化を図ることも期待されます4。 

例えば、自然的社会的条件の類似する地方公共団体間において共通して有効と思われる

対策・施策に関する知見の共有や共同事業の実施のほか、温室効果ガス排出量の多い事業

者の対策に係る諸制度の連携5、連携中枢都市圏（相当な規模と中核性を備える中心都市が

近隣市町村と連携して形成する都市圏）における対策・施策の連携・協調、再生可能エネ

ルギー資源に富む中山間地域と資金力に富む都市部との共同エネルギー事業の実施6等、多

様な形態の連携が考えられます。 

さらに、海外の地方公共団体との姉妹都市関係等に基づく国際的な都市間連携により、

先進的な取組・技術に係る情報共有や海外における低炭素化を目指したまちづくりを促進

することを通じて、世界全体での温室効果ガス排出削減にも貢献することが期待されます。 

なお、区域内における対策・施策だけでは更なる温室効果ガス排出削減が容易ではない

場合等においては、区域外（海外を含みます。）の温室効果ガス排出削減に貢献する施策を

講じ、その効果を算定・公表することも可能です。当該効果については、区域の温室効果

ガス排出量の総量と区別して算定・公表することが考えられます。 

また、適切な役割分担の下に、都道府県や市町村との間で連携して、広域にわたる対策・

施策を講じることも考えられます。  

                                         
4
 例えば、交通や廃棄物の広域処理のように、区域の境界をまたぐ分野については、必要に応じて、都道府県や市町村

で連携した取組を進めることが考えられます。 

5 東京都と埼玉県は、区域内の大規模事業者による排出量取引制度を導入し連携させており、同制度の下で創出される

クレジットは東京都・埼玉県のいずれにおいても使用可能とされています。 
6 東京都世田谷区は、住宅地であるために区域における再生可能エネルギーの導入拡大が容易でないところ、豊かな森

林を有する群馬県川場村との協定により、同村における木質バイオマス発電で得られた電気を区民が購入する仕組みを

共同して構築しており、双方の住民の交流促進や地域経済の活性化につなげていくことを目指しています。 
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区域施策編の構成例 
地方公共団体の規模に関わらず共通して必要となると考えられる構成例（典型的な骨格

と基本的な構成要素）は表 1-4.1 のとおりです。 

 

表 1-4.1 区域施策編の構成例 

 

 

☝  区域施策編の全体構成等について（補足事項） 

○ 地方公共団体実行計画の名称については、住民・事業者の関心を喚起し、取組への理

解と協力を促進する等の観点から、正式名称である「地方公共団体実行計画」に加えて、

または、これに代えて、適宜、創意を凝らした別称を掲げることも可能です。 

○ 地方公共団体実行計画については、伝統的に多くの地方公共団体において、いわゆる

事務事業編と区域施策編を別個に策定・実施する例が見られますが、両者を一本化する

ことも可能です。 

〇 地球温暖化対策推進法の要件を満たし、かつ、他の法令（条例を含みます。）の規定に

反しない場合であれば、地方公共団体独自の環境基本計画その他の計画と地方公共団体

実行計画と統合することも可能です。 

〇 地球温暖化対策推進法の平成 28 年改正により、複数の地方公共団体が共同して地方公

共団体実行計画を策定・実施することも認められています。 

○ 現行の地球温暖化対策推進法においては、いわゆる「適応策」（気候変動による影響へ

の適応のための対策・施策）について明示的には位置づけられてはいないものの、地方

公共団体実行計画において適応策を盛り込むことも可能です（適応策については後述し

ます）。 

  

骨格の例 構成要素の例 

①区域施策編策定の基本的事項・背景・意義 

・区域施策編策定の背景・意義 
・区域の特徴（自然的社会的条件及び各主体の特徴等） 
・計画期間 
・推進体制 

②温室効果ガス排出量の推計・要因分析 ・区域の温室効果ガス排出状況 

③計画全体の目標 ・区域施策編の目標 

④温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 
・区域の各主体に期待される対策 
・地方公共団体が実施する施策 

⑤区域施策編の実施及び進捗管理 ・区域施策編の実施及び進捗管理 
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区域施策編の PDCA の全体像 
 区域施策編の PDCA としては、２つの PDCA が考えられます。すなわち、区域施策編の

策定から改定までの「計画期間全体の PDCA」と、「毎年度の PDCA」です。図 1-5.1 にそ

の概念図を示します。 

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、「評価・

見直しプロセス（PDCA）の重視」が掲げられており、政府は、同計画の実効性を常に把握

し確実にするため、同計画策定後、毎年、各対策について政府が講じた施策の進捗状況等

について、対策評価指標等を用いつつ厳格に点検し、必要に応じ、機動的に同計画を見直

すとしています。 

区域施策編においても、その実効性を高めるために、これら２つの PDCA を実施するこ

とが重要です。 

その際には、ステークホルダーの参画が形式的なものではなく、実質的なものになるよ

う、工夫することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5.1 計画期間全体の PDCA と毎年度の PDCA の関係 

 

 

 

 

 

各主体との
意見交換及
び合意形成 

計画期間全体（策
定から改定まで）
の PDCA サイクル 

P 

D 

C 

毎年度の 
PDCA 

サイクル 

P 

D 

C 

A 

・・・ Ａ 

毎年度の 
PDCA 

サイクル 

P 

D 

C 

A 
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 より具体的なイメージとして、図 1-5.2 に区域施策編を仮に 5 年で見直す場合の PDCA

の全体像を示します。 

策定した区域施策編に従って、毎年度、施策を実施し、その進捗状況及び計画目標に対

する進捗状況を把握した上で、改善を検討します。その際、低炭素技術の研究開発や普及

の動向等も踏まえることが重要です。この毎年度の PDCA の繰り返しが区域施策編の実施

となります。 

毎年度の PDCA を繰り返した上で、計画期間全体の進捗を評価し、区域施策編の見直し

を検討します。 

 

 
図 1-5.2 区域施策編における PDCA の全体像（5 年で見直す場合） 
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本マニュアルの構成（区域施策編の PDCA との対応） 
 区域施策編における計画期間全体の PDCA 及び毎年度の PDCA と、本マニュアルとの対

応関係を下図に示します。計画期間全体の策定「Plan」は「２．区域施策編の策定」に、

計画期間全体の実施「Do」は「3．区域施策編の実施」、計画期間全体の「Check」及び「Act」

は「４．区域施策編の全体的な見直し及び改定」に記載しています。また、詳細な方法論

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

載されている項目については、「算定手法編」の目次との対応を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「算定手法編」の目次 概要 

１．本マニュアルの利用方法 算定手法編の利用方法 
２．温室効果ガス排出量の推計手法 区域施策編で把握すべき温室効果ガス排出量の範囲と現況推

計及び将来推計の手法を掲載 
３．計画目標の設定方法 区域施策編の計画目標の種類と設定方法を掲載 
４．温室効果ガス排出抑制等に関する対策・

施策の削減効果 
対策・施策の削減効果の算定手法と目安を掲載 

５．現況推計に用いる統計等一覧 統計等の概要と入手方法、掲載 URL 等を掲載 
６．排出係数一覧表 温室効果ガス排出量の現況推計や対策・施策の削減効果を試

算する際に用いる排出係数を掲載 

図 1-6.1 区域施策編の PDCA プロセスと本マニュアル及び「算定手法編」との対応 

体制の検討（2-1） 

基本情報の整理（2-1） 

計画全体の目標

の設定（2-3） 

対策・施策の

立案（2-4） 

計画の公表（2-5） 

Plan（2．） Do（3．） 

Do（毎年度） 

対策・施策の実施 

Check（毎年度） 

計画全体の進捗管理 対策・施策の進捗管理 

Act（毎年度） 

対策・施策の改善の検討 

実施する対策・施策の具体的な内容の検討 

Plan（毎年度） 

Check（4．） 

計画期間における計画全体の評価 

Act（4．） 

計画全体の改善点の検討 

温室効果ガス排出量の推計（2-2） 
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計画期間全体の策定「Plan」について、主に初めて区域施策編を策定する中核市未満の

市町村を対象として、最も簡易な策定プロセスの例を図 1-6.2 のとおり整理しました。 

この策定プロセスの例は、温室効果ガス排出量の推計値については、環境省が公表して

いる推計結果を活用し、総量削減目標については、地球温暖化対策計画の目標に準じるこ

ととしたものです。このようなプロセスを採用することにより、現況推計や目標設定等に

係る技術的検討にかける時間・労力を極力減らし、地域の利益につながる対策・施策の立

案に注力することを前提としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6.2 最も簡易な策定プロセスの例 

基本情報の整理（2-1） 
・区域の特徴の整理 
・他部局を含めた関連計画の整理 
・区域の目指す将来像の整理 

計画素案の合意形成 
・庁内の合意形成 
・庁外ステークホルダーとの合意形成 

○区域の将来像を明確にするとともに、区域内にどのよ 
うなステークホルダーが存在し、各部局がどのような 
施策を講じているか把握することが重要。 

〇コベネフィットを含め、計画策定の意義を庁内で共有する
ことが重要。 

体制の構築（2-1） 
・庁内体制の構築 
・庁外体制の構築 

○体制は、対策・施策の立案、合意形成等、様々な場面 
でも見直しが必要になる可能性がある。 

○区域施策編の実効性を高めるためには、各主体との合 
意形成が不可欠。各検討において積極的に意見交換を行う
べきである。 

対策・施策の立案（2-4） 
・将来像実現のための対策の検討 
・対策実施に向けた課題の抽出 
・実施する施策の立案 
・施策の進捗管理のための指標・目標の

設定 

○温室効果ガス削減の目線だけでなく、地球温暖化対策を 
進めることによって得られるコベネフィットも勘案し、 
区域の目指す将来像や区域の利益につながるように検 
討することが重要である。 

○実効的な PDCA 実現だけでなく、地方公共団体の取組の 
努力を示すためにも、施策の進捗管理目標を設定し公表す
ることが望ましい。 

計画全体の目標の設定（2-3） 
・総量削減目標の設定 

○総量削減目標は、地球温暖化対策計画の目標値に準じる 
ことで高度な検討を行わずに最も簡易に設定できる。 

○排出量の推計は、環境省が公表している簡易推計の結果を
活用することで、検討に係る負担を軽減することが可能。 

○計画見直しの際に順次データを整備していくことも 
考えられる。 

温室効果ガス排出量の推計（2-2） 
・区域の温室効果ガス排出量の把握 
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 区域施策編の策定 
「２．区域施策編の策定」では、区域施策編の策定プロセスを、図 2.1 のように整理し、

それぞれについて説明します。なお、プロセスの手順として、図 2.1 では前段から後段へ

と一方向に進行する形を提示していますが、実際には、後段の検討結果を踏まえて前段の

再検討等が必要となることもあり得ます。 

 

区域施策編の策定「Plan」に当たっては、まず、区域の自然的社会的条件（各主体の立

場や考え方等を含みます）の把握・整理を行うとともに、総合計画に示された区域の総合

的な目標や区域の目指す将来像について、地球温暖化対策とそのコベネフィットとのつな

がりの整理を行います。また、庁内の関係部局とも適切に連携しながら、区域施策編と上

位計画（総合計画や環境基本計画）との関係や関連する他分野の行政計画との関係を整理

します。 

続いて、区域施策編の策定・進捗管理に係る庁内及び庁外の体制の検討・構築を行いま

す。その際には、住民や事業者を始めとして域内外の多様なステークホルダーの参画が重

要となります。 

次いで、区域の温室効果ガス排出量について、基準年度及び現状年度の推計を行います。

必要に応じて将来推計も行います。 

さらに、これらの推計結果も活用しながら、温室効果ガスの総量削減目標やこれ以外の

計画目標の設定に向けて、庁内及び庁外の議論を重ねます。併せて、区域の総合的な目標

と計画目標の関係整理や設定しようとする目標値の蓋然性の確認を行うことも有用です。 

 区域の温室効果ガス排出の要因分析も行いながら、区域の各主体に期待される役割及び

対策を踏まえて、地方公共団体として講じ得る施策を検討します。コベネフィット及び配

慮事項を含めて施策を体系的に整理するとともに、対策・施策ごとに進捗管理のための指

標や目標を設定します。 

 こうして計画素案を作成し、これについて庁内外の合意形成を図った上で、正式に区域

施策編として策定し、これを遅滞なく公表します。 

 



 

19 

 

 
図 2.1 区域施策編の策定プロセスの例 

 

  

対策・施策の立案 
 

・区域の温室効果ガス排出の要因分析 
・区域の各主体に期待される役割及び対策の

検討 
・地方公共団体の講じ得る施策の検討 
・施策の体系的な整理（コベネフィット及び

配慮事項を含む。） 
・対策・施策ごとの進捗管理指標及び目標の

設定 

計画全体の目標の設定 
 
・総量削減目標の設定 
・総量削減目標以外の計画目標の設定 
・区域の総合的な目標と計画目標の関係整理 
・設定した目標値の蓋然性の確認 

計画の公表  
・計画素案の作成      ・計画素案の合意形成      ・計画の策定・公表 

各
主
体
と
の
意
見
交
換
及
び
合
意
形
成
を
適
宜
実
施 

Plan（策定） 

温室効果ガス排出量の推計  
・区域の温室効果ガス排出量（基準年度、現状年度）の推計 
・区域の温室効果ガス排出量の将来推計 

基本情報の整理  
・区域の目指す将来像及び総合的な目標等と地球温暖化対策（コベネフィット及び配慮事項を

含む。）のつながりを整理 
・計画の位置付け及び意義の整理（区域の将来像や上位計画、関連計画との関係を含む。） 
・区域の自然的社会的条件（各主体の立場や考え方などを含む。）の把握・整理 

体制の検討  
・進捗管理に係る庁内体制の検討 
・進捗管理に係る庁外体制の検討 
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区域施策編策定の基本的事項・背景・意義 
区域施策編の基準年度、目標年度、計画期間及び見直しの時期については、各地方公共

団体が任意に設定することができます。 

一方で、地球温暖化対策は、その企画・実施から効果が発生するまでの間に、長い期間

を要する場合があります。区域施策編には、短期的に効果が発生する施策のみならず、中

長期的な観点に立った施策も盛り込むことが重要です。そのような施策の評価が定まるま

でにも、やはり一定の期間が必要であると考えられます。 

また、区域施策編は、関連する他分野の施策（都市計画、農業振興地域整備計画その他

の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策）とも連携を図る必要があるところ、そ

れらの施策も、長期間にわたって実施されるものである場合があります。このような施策

との適切な連携に向けた検討の機会をより多く確保するために、計画期間を長く設定する

ことが有効であると考えられます。 

加えて、見直しを行う時期と計画期間の終期は、必ずしも同時期である必要はありませ

ん。計画期間中、複数年（例えば 5 年）ごとに進捗状況等について検討を加え、その結果

を踏まえて、必要に応じて区域施策編の（一部ないし全部の）改定を繰り返していくこと

が考えられます。 

政府は、地球温暖化対策計画について、2030 年度末までを計画期間とした上で、少なく

とも３年ごとに検討を加え、検討の結果に基づき、必要に応じて計画を見直し、変更の閣

議決定を行うこととしています。 

以上のことを踏まえると、パリ協定の趣旨を踏まえ、地球温暖化対策計画に即する観点

からは、2013 年度（又は 2005 年度）を基準年度とし、2030 年度を目標年度と設定する

ことが望まれます。なお、長期目標を設定する場合は、2050 年度を設定することが望まれ

ます。 

仮に、基準年度を 2013 年度（又は 2005 年度）としないこととした場合であっても、地

球温暖化対策計画に即する観点から、2013 年度（又は 2005 年度）比の値も併記すること

が望まれます。設定が望まれる基準年度及び目標年度を表 2-1.1 に示します。 

 

表 2-1.1 設定が望まれる基準年度及び目標年度 

区分 設定が望まれる年度 

基準年度 2013 年度（又は 2005 年度） 

目標年度 2030 年度 

 

 基準年度、目標年度及び計画期間の例を図 2-1.1 に示します。 
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平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 平成 31 ・・・ 平成 42 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ・・・ 2030 

基準年度  現状年度 

※ 

 策定年度 対策・施策の進捗把握 

5 年ごとに見直しの検討 

目標年度 

計画期間 

※現状年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。 

図 2-1.1 基準年度、目標年度及び計画期間の例 

 

 区域施策編の策定後においては、区域施策編に盛り込まれた施策が実効的に実施される

よう、また、区域の自然的社会的条件の変化等に適切に応じられるようにしていく必要が

あります。 

このため、区域施策編については、2030 年度までの間、数年度ごとに見直しを行い、必

要に応じ、全部又は一部の改定を繰り返していくことが強く望まれます。 

 見直しの時期については、例えば、区域の総合計画の見直しと同時期（同年度または翌

年度）に設定することが、他の多くの分野の施策と適切な連携を確保する上で有効である

と考えられます。 

 

地球温暖化対策を巡る動向 

地球温暖化対策計画においては、国民運動の推進に関して、地球温暖化の危機的状況や

社会にもたらす影響について、IPCC 評価報告書7や気候変動の影響への適応計画等で示さ

れた最新の科学的知見に基づく内外の信頼性の高い情報を、世代やライフスタイル等に応

じて、分かりやすい形で国民に発信することで、地球温暖化に対する国民の意識改革と危

機意識浸透を図るとされています。これを踏まえ、地域における地球温暖化対策の重要性・

必要性を区域の事業者や住民に理解してもらい、健全な問題意識を醸成するため、区域施

策編においても、地球温暖化対策を巡る動向として、下記３つのようなテーマを記載する

ことが望ましいと考えられます。 

・気候変動の影響8 

・地球温暖化対策を巡る国際的な動向（国連気候変動枠組条約における国際枠組み等） 

・地球温暖化対策を巡る国内の動向（国や他の地方公共団体9の政策動向等） 

                                         
7 IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル：Intergovernmental Panel on Climate Change）は、人為起源による

気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的

として、世界気象機関（WMO）と国連環境計画 （UNEP）により設立された組織です。地球温暖化の科学的知見をと

りまとめた評価報告書を作成・公表しており、直近では、平成 25 年から平成 26 年にかけて第５次評価報告書を作成し、

平成 26 年 11 月に統合報告書を公表しています。 
8 都道府県別の気候変動の状況や気候変動影響例は以下の HP より入手することができます。 

＜気候変動適応情報プラットフォーム：http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/＞ 
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これら３つのテーマについては、例えば、以下のような内容を記載することが考えられ

ます。 

 

(１) 気候変動の影響 

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に

関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既

に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されているほか、我が

国においても平均気温の上昇、暴風、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観

測されています。地球温暖化対策推進法第１条において規定されているとおり、気候系に

対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準で大気中の温室効果ガスの濃度を安

定化させ、地球温暖化を防止することは人類共通の課題とされています。 

平成 27 年 3 月には、中央環境審議会により「日本における気候変動による影響の評価に

関する報告と今後の課題について」が取りまとめられました。この中で、我が国において

重大性が特に大きく、緊急性も高いことに加え、確信度も高いと評価された事項は、「水稲」、

「果樹」、「病虫害・雑草」、「洪水」、「高潮・高波」、「熱中症」等の 9 つでした。 

こうした評価を背景として、政府は、平成 27 年 11 月に「気候変動の影響への適応計画」

を閣議決定しました。本計画では、いかなる気候変動の影響が生じようとも、適応策の推

進を通じて当該影響による国民の生命、財産及び生活、経済、自然環境等への被害を最小

化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社会の構築を目指すこと

としています。 

同計画においては、気候変動の影響評価結果として、例えば、「農業、森林・林業、水産

業」分野において、一等米比率の低下が予測されていることや、「自然災害・沿岸域」分野

において、大雨や短時間強雨の発生頻度の増加や大雨による降水量の増大に伴う水害の頻

発化・激甚化が予測されていることが記載されています。 

地方公共団体においては、地域住民の生活に関連の深い様々な施策を実施していること

から、地域レベルで気候変動及びその影響に関する観測・監視を行い、その地域の気候変

動の影響評価を行うとともに、その結果を踏まえて、各地方公共団体が関係部局間で連携

し推進体制を整備しながら、自らの施策の中に適応を組み込む等、総合的かつ計画的に取

り組むことが重要であるとされています。 

 

(２) 地球温暖化対策を巡る国際的な動向 

2015 年（平成 27 年）11 月から 12 月にかけて、フランス・パリにおいて、COP21 が

開催され、京都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパ

                                                                                                                        
9 例えば、人口規模や自然的社会的条件が類似する地方公共団体等が考えられます。 
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リ協定が採択されました。 

合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以

前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や「今世

紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、附属書 I 国（いわゆる

先進国）と非附属書 I 国（いわゆる途上国）という附属書に基づく固定された二分論を超え

た全ての国の参加、5 年ごとに貢献（nationally determined contribution）を提出・更新

する仕組み、適応計画プロセスや行動の実施等を規定しており、国際枠組みとして画期的

なものと言えます。 

加えて、COP21 決定（合意文書）においては、「気候変動対策に取り組み、対応する非

政府主体10の努力を歓迎し、そのスケールアップを招請する」とともに、「国内政策、カー

ボン・プライシング等のツールを含む、排出削減行動にインセンティブを付与する取組の

重要な役割を認識する」ことが明記されました。 

 

(３) 地球温暖化対策を巡る国内の動向（国や他の地方公共団体の政策動向等） 

政府は、平成 27 年 7 月 17 日に開催した地球温暖化対策推進本部において、2030 年度

の温室効果ガス削減目標を、2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比で 25.4％減）とする

「日本の約束草案」を決定し、同日付で国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

また、同年 12 月のパリ協定の採択を受け、政府は同年 12 月 22 日に開催した地球温暖

化対策推進本部において「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針について」を決

定し、「地球温暖化対策計画」を策定することとしました。 

その後、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合を中心に検討を進め、平成 28 年３

月 15 日に開催した地球温暖化対策推進本部において「地球温暖化対策計画（案）」を取り

まとめ、パブリックコメントを行いました。 

パブリックコメントを踏まえた「地球温暖化対策計画（閣議決定案）」について地球温暖

化対策推進本部を開催して了承し、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。 

地球温暖化対策計画は、我が国の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

地球温暖化対策推進法第８条に基づいて策定する、我が国唯一の地球温暖化に関する総合

的な計画です。この中では、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の量の目標や、国、地方公

共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達成のために国や地方

公共団体が講ずべき施策等について記載されています。 

また、我が国における地方公共団体の特徴的な動きに関しては、従来から環境モデル都

市や環境未来都市の先進的な取組が注目されてきました。一部の地方公共団体では、温室

効果ガスの排出量取引制度等も導入され、温室効果ガス排出量が着実に削減されています。 

さらに、近年では、再生可能エネルギー資源の活用と地域活性化を結びつけようとする

                                         
10 ここにいう「非政府主体」には、地方公共団体が含まれます。 
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動きや、先進技術を活用したスマートシティの形成を目指す試みが進んでいます。 

さらには、2050 年の温室効果ガス排出削減目標を掲げる地方公共団体も増えつつありま

す。今世紀後半に温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」の発効を背景に、「脱

炭素社会」の構築を掲げた条例も制定されています。 

 

☝ 「脱炭素社会」の構築を掲げた条例：「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策

推進条例」の概要 
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☝ COP21 に際しての地方公共団体による国際的な活躍 

COP21 に向けた地方公共団体を含む非政府セクターの活発な取組は、気候変動対策の

議論に影響を与えました。再生可能エネルギーの率先的な導入や都市のコンパクト化を

通じた省エネルギー対策等で気候変動対策を推進する先進的な都市・地域も、COP21 の

サイドイベント等の機会にその多様な取組の共有等を通じて連携をアピールし、COP21

を盛り上げました。 

そうした背景もあり、COP21 決定（合意文書）の中で、「気候変動対策に取り組み、

対応する非政府主体の努力を歓迎し、そのスケールアップを招請する」とともに、「国内

政策、カーボン・プライシング等のツールを含む、排出削減行動にインセンティブを付

与する取組の重要な役割を認識する」ことが明記されました。 

COP21 の期間中、パリ市等の主催により、約 700 の地方公共団体の代表のほか、アル・

ゴア元米副大統領等世界的リーダー、ビジネス界の経営者、市民社会の活動家が出席し、

「自治体リーダーのための気候変動サミット」が開催されました。同サミットでは、気

候変動の影響に立ち向かう上で都市や地域の役割が重要であることを強調し、以下を主

な内容とする「パリ市庁舎宣言 COP21 へのゆるぎない貢献」が採択されました。 

・ 世界五大陸の都市や地域のリーダーとして、気候システムの崩壊（climate 

disruption）への取組の再確認 

・ 人類が原因である気候変動が既に数百万人の市民に悪影響を及ぼしており、その影

響は数十年続くことに対する認識の共有 

・ 都市の温室効果ガスの排出を 2030 年（平成 42 年）までに 37 億トン削減 

・ 長期的で野心的な気候目標（例えば、再生可能エネルギーへの 100％の転換、2050

年（平成 62 年）までに温室効果ガス排出量を 80％削減）の支持 

 また、世界各国で進行する都市化の流れは、今後の気候変動対策の方向性を決定付け

る大きな要素の一つと認識されています。現在、既に都市化が進んでいる地方公共団体

における先導的な気候変動対策を世界中で共有し、今後急激な都市化が見込まれる途上

国を中心とした地域に対してそれらの取組を水平展開することは、都市化が進む地域に

おける地球温暖化対策を進める上で重要です。 

 こうした点を踏まえ、COP21 の開催に合わせて、都市間の連携に関する以下のような

様々なイニシアティブが参加者間で合意され、先進国･途上国双方の政府のパリ協定合意

に向けた機運の醸成に貢献してきました。 

・ 世界大都市気候先導グループ（C40）による環境配慮型製品の率先調達等を通じた低

炭素化の促進 

・ 気候変動政策に関する首長誓約（Compact of Mayors）を通じた、気候変動政策に

おける先進地方公共団体の首長によるリーダーシップの表明と温室効果ガス削減目標

等の公表 

・ 気候とエネルギーのための首長誓約（Covenant of Mayors for Climate and Energy）

を通じた多様な利害関係者を巻き込んだ形での参加自治体間の連携・協調 
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☝ 「気候とエネルギーのための首長誓約」（Covenant of Mayors for Climate and 

Energy） 

欧州連合（EU）では、CO2 排出量の更なる削減のため、2008 年から「気候とエネルギ

ーのための首長誓約」（Covenant of Mayors for Climate and Energy）が実施されていま

す。これは、「持続可能なエネルギー行動計画の実施を通じて、欧州連合の CO2 削減目標

20％を超える CO2 削減量を実現する」という誓約に賛同する首長が自主的に署名するもの

です。これまでに、誓約した地方公共団体は 6,600 を超えており、それらの総人口は全 EU

人口の 42％を占めています。 

首長誓約の枠組みには、署名首長はもちろん、各国のエネルギー関係省庁や州政府等の

国や地方のコーディネーター、地方公共団体のネットワーク等のサポーター、欧州企業や

NGO、国際ネットワーク等の様々な連携パートナーが含まれていることが特徴です。多様

な連携パートナーが参画することで、技術的・科学的根拠に基づく共通の枠組みを活用し

た持続可能なエネルギー行動計画の策定が可能となるとともに、様々な実施・推進支援や

財政支援が得られます。誓約した地方公共団体は、CO2 排出量削減の状況を公表すること

となっており、自主的な取組の促進につながります。 

EU におけるこうした取組が広がる中、我が国でも同様の動きが始まっています。 
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区域の特徴 

 区域施策編は、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項において、「その区域の自然的社会

的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項」を定めるも

のとされています。このため、区域の自然的社会的条件を的確に把握し整理する必要があ

ります。 

その際には、単なる一般的な地理的特徴を列挙するのではなく、区域施策編に盛り込む

対策・施策との関連性（何が対策・施策に影響を与えるか、どこに対策・施策の重点を置

くべきか、どのような地域資源が活用可能か等）を念頭に置いて整理することが重要です。 

自然的条件としては、例えば、区域の気候や、再生可能エネルギー資源等の地域資源の

賦存状況等が考えられます。社会的条件としては、温室効果ガス排出量（総量及び部門・

分野別の値）の推移のほか、例えば、産業構造、都市構造、交通体系、インフラの状況、

人口動態、住民の環境意識・ライフスタイル、技術動向等が考えられます。 

これらの条件は、例えば、下記のように、それぞれ区域施策編に盛り込む対策・施策に

関連すると考えられます。 

 

・気候：家庭部門や業務その他部門の対策・施策 

・再生可能エネルギー資源の賦存状況：再生可能エネルギーの導入に係る対策・施策 

・産業構造：産業部門や業務その他部門の対策・施策 

・都市構造／交通体系／インフラの状況：運輸部門やまちづくりに関する対策・施策 

・人口動態／住民の環境意識・ライフスタイル：家庭部門や業務その他部門の対策・施策 

・技術動向：各技術が関係する部門・分野における対策・施策 

 

また、区域の自然的社会的条件の一つとして、気候変動による区域への影響を評価した

結果を盛り込むことも考えられます。「気候変動の影響への適応計画」（平成 27 年 11 月 27

日閣議決定）においても、地方公共団体においては、地域レベルで気候変動及びその影響

に関する観測・監視を行い、その地域の気候変動の影響評価を行うとともに、その結果を

踏まえて、各地方公共団体が関係部局間で連携し推進体制を整備しながら、自らの施策の

中に適応を組み込む等、総合的かつ計画的に取り組むことが重要であるとされています。 

さらに、区域施策編に盛り込むべき事項として、「太陽光、風力その他の再生可能エネル

ギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項」（地球温暖

化対策推進法第 21 条第 3 項第 1 号）が掲げられていることを踏まえ、区域の自然的条件の

一つとして、再生可能エネルギーによる CO2 削減ポテンシャル等を盛り込むことも考えら

れます。 
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☝ 再生可能エネルギー資源活用の概況 

我が国は資源小国としてエネルギー資源の大部分を海外に依存しており、自給率が低い

という脆弱なエネルギー供給構造を抱えています。また、東日本大震災以降、火力発電に

よる発電量の増大によって燃料調達コスト及び CO2 排出量の増加が顕著となっています。

こうした課題を解決する手段として、再生可能エネルギーの活用が注目を浴びています。 

こうした背景によって、平成 25 年度の我が国の総発電量に占める再生可能エネルギーの

割合は約 2.2％（水力除く、前年度比＋0.6％）となっています。また、我が国の再生可能

エネルギーについて、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否

を考慮したエネルギー資源量である導入ポテンシャルに関する調査結果を見ると、それぞ

れ種類によって地域の偏りはあるものの、国内の多くの地域は、何らかのエネルギー資源

が備わっていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-2.1 再生可能エネルギーによる CO2 削減ポテンシャルマップ 

 

☝ 優れた低炭素技術の研究開発・普及等に向けた動き 

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、地球温

暖化対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発であるとされ、国は「エネルギ

ー・環境イノベーション戦略」（平成 28 年 4 月 19 日総合科学技術・イノベーション会議

決定）に基づき、有望分野に関する革新的技術の研究開発を強化していくこととされてい

ます。 

この「エネルギー・環境イノベーション戦略」においては、同戦略が目指す将来のエネ

ルギー・環境システムの方向について、2050 年という中長期を見据えた社会・産業の構造

変革の大きな潮流として、平成 28 年１月に閣議決定された「第 5 期科学技術基本計画」で

も示された通り、近い将来、Internet of Things（IoT）、人工知能（AI）、ビッグデータ解

析技術、情報通信技術（ICT）等の急速な発展とその社会実装が進展する。個別の製品や技

術、更には複数の異なるシステム同士が容易に連携協調できるようになり、そこで作り出

される様々なバリューチェーンを通じて、社会に対して新たな付加価値が提供され、人々
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に豊かさをもたらす「Society 5.0」（超スマート社会）の実現に繋がるものと期待されてい

る旨が示されています。 

さらに、「Society 5.0」（超スマート社会）の到来によって、エネルギー・システム全体

が最適化されることを前提に、2050 年を見据え、削減ポテンシャル・インパクトが大きい

有望な革新的エネルギー・環境技術が図 2-1-2.2 のように特定されています。 

地方公共団体においても、区域施策編の策定・進捗管理に際して、区域の社会的条件を

把握・整理するに当たっては、このような優れた技術の研究開発・普及の動向についても

視野に入れるとともに、区域における普及促進に向けた施策を検討することが期待されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「「エネルギー・環境イノベーション戦略」の概要」（2016）より環境省抜粋 

図 2-1-2.2 削減ポテンシャル・インパクトが大きい有望な革新的エネルギー・環境技術 
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区域の目指す将来像 

 区域施策編においては、区域の目指す将来像として、地域を取り巻くマクロトレンドに

加え、区域の特性として、地域固有の条件、地域社会を構成する要素を整理し構想し提示

することが考えられます。 

区域施策編における将来像は、区域の総合計画や環境基本計画といった上位計画におけ

る将来像や総合的な目標と整合的なものとする必要があります。さらに、地球温暖化対策

の側面だけではなく、同時にコベネフィットの側面も踏まえたものとすることが考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-3.1 区域施策編における将来像の検討要素の例 

 

地域の将来像を議論する際には、地球温暖化対策を独立に検討するのではなく、例えば、

総合計画や環境計画といった上位計画において地球温暖化対策を位置付けて、区域施策編

の議論へと結びつけていくことが重要であると考えられます。 

そして、温室効果ガス排出削減の側面だけではなく、同時にコベネフィットを追求する

側面も持たせていくことが重要であると考えられます。なお、コベネフィットを含む地域

における地球温暖化対策の意義については、「2-1-4．地域における地球温暖化対策の意義」

に記載します。 

地球温暖化対策と多様なコベネフィットが加味された、実際に区域施策編に描かれた将

来像のイメージを以下に例示します。 

  

地域を取り巻くマクロトレンド 

望ましい地域の将来像 

高齢化 グローバル化 ＩＴ技術の進展 経済の低成長 ・・・ 

【地域特性】地域固有の条件 

人口・世帯 地形 気候 資源 文化・歴史 

地域社会を構成する要素（低炭素化に関連するもの） 

公共交通 市街地の構造 中心市街地 

就業形態 エネルギー源 

財政 雇用 

・・・ 居住形態 コミュニティ 

将来像の作成に当たって、 
地方公共団体はこれらのような要素について検討 

区域の特徴
として整理 
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図 2-1-3.2 将来像のイメージの例（札幌市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-3.3 将来像のイメージの例（愛知県） 
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☝ 持続可能な開発目標「SDGs」（Sustainable Development Goals） 

 平成 27 年 9 月、国連において、国際社会が 2030 年に向けて、持続可能な社会の実現の

ために取り組むべき課題を集大成した新たな国際的な枠組みとして、「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」が採択されました。この中では、持続可能な開発目標「SDGs」

（Sustainable Development Goals）として、下記の 17 のゴール及びゴールごとに設定

された合計 169 のターゲットが盛り込まれています。 

地方公共団体が区域の目指す将来像等を構想するに当たっては、こうした SDGs を加味

した検討・整理を行うことも考えられます。 
 

＜SDGs における 17 のゴール＞ 

・ゴール 1（貧困）：あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

・ゴール 2（飢餓）：飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農

業を促進する 

・ゴール 3（健康な生活）：あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促

進する  

・ゴール 4（教育）：全ての人々への包摂的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯教育の

機会を促進する 

・ゴール 5（ジェンダー平等）：ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女子のエンパワ

ーメントを行う 

・ゴール 6（水）：全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

・ゴール 7（エネルギー）：全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギ

ーへのアクセスを確保する 

・ゴール 8（雇用）：包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇

用とディーセント・ワーク（適切な雇用）を促進する 

・ゴール 9（インフラ）：レジリエントなインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促

進及びイノベーションの拡大を図る 

・ゴール 10（不平等の是正）：各国内及び各国間の不平等を是正する 

・ゴール 11（安全な都市）：包摂的で安全かつレジリエントで持続可能な都市及び人間居住

を実現する 

・ゴール 12（持続可能な生産・消費）：持続可能な生産消費形態を確保する 

・ゴール 13（気候変動）：気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

・ゴール 14（海洋）：持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する 

・ゴール 15（生態系・森林）：陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持

続可能な管理、砂漠化への対処、並びに土地の劣化の阻止・防止及び生物多様性の損失

の阻止を促進する 

・ゴール 16（法の支配等）：持続可能な開発のための平和で包摂的な社会の促進、全ての人々

への司法へのアクセス提供及びあらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度の構築を図る 

・ゴール 17（パートナーシップ）：持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する  
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地域における地球温暖化対策の意義 

地球温暖化問題は、社会経済活動、国民生活全般に深く関わることから、国、地方公共

団体、事業者、国民といった全ての主体が参加・連携して取り組むことが必要です。 

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方として、第一に「環境・

経済・社会の統合的向上」が掲げられており、地球温暖化対策の推進に当たっては、我が

国の経済活性化、雇用創出、地域が抱える問題の解決にもつながるよう、地域資源、技術

革新、創意工夫をいかし、環境、経済、社会の統合的な向上に資するような施策の推進を

図ることとしています。 

具体的には、経済の発展や質の高い国民生活の実現、地域の活性化を図りながら温室効

果ガスの排出削減等を推進すべく、徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの

最大限の導入、技術開発の一層の加速化や社会実装、ライフスタイル・ワークスタイルの

変革等の地球温暖化対策を大胆に実行することとしています。 

区域における地球温暖化対策についても、十分な創意工夫により、温室効果ガスの排出

抑制のみならず、例えば、産業振興、行財政コスト削減、健康・福祉、防災といった様々

な課題の解決に資する可能性が期待できます。 

これらを踏まえ、地球温暖化対策の検討に当たっては、温室効果ガスの排出抑制等だけ

でなく、区域の特徴や区域の目指す将来像を前提として、地球温暖化対策と同時に追求し

得る便益「コベネフィット」をも含めて評価・検討を行い、地域における地球温暖化対策

を意義づけていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-4.1 地球温暖化対策に伴うコベネフィットの例 

 

低炭素型の 
都市・地域づくりの推進 

 

  
気候変動に対する 

適応策の推進 
（防災・減災を含む） 

  
 再生可能エネルギーの 

導入拡大及び 
省エネルギーの推進 

魅力あふれる 
区域の実現 
・良質な生活 

・住民利益の創出 
・地域の再生・活性化 

●生活の質の向上・健康福祉 
・公共交通の充実及び維持による移動時間の短縮、
移動機会の増加 

・コンパクトシティ化（歩いて暮らせるまちづくり）によ
る健康の増進 

●地域経済への波及 
・光熱費に係る域外支出削減 
・公共交通利用による地域経済への波及効果 
・コンパクトシティ化による中心市街地の活性化及
び不動産価値の向上 

●生活の質の向上・健康福祉 
・高断熱住宅による健康・快適性の向上 

●地域経済への波及 
・地域の資源を活用した再生可能
エネルギー利用による地域内経
済循環の促進 

●日常生活のリスク低減 
・高断熱住宅によるヒートショックの防止 
・地域内エネルギー自給率の向上 

●地域環境の改善 
・豊かな水と緑のある憩いの空間の確保 
・自然を活かした街の魅力の向上 
・緑地や廃熱利用によるヒートアイランド現象
の緩和、熱中症の予防 

・公共交通機関利用に伴う自動車交通量減
少による大気環境の改善 

●地方公共団体の財政力向上 
・コンパクトシティ化によるインフラ維持
コストの削減、行政効率の向上 

●非常時のリスク低減 
・災害時の避難場所（緑地）の確保 
・洪水やゲリラ豪雨への対応 
・再生可能エネルギー等による非常用
電源の確保 

●地域環境の保全 
・生物多様性の保全 
・良好な景観の保全 
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図 2-1-4.1 では、地域における地球温暖化対策の意義の整理の例として、気候変動に関

する安心・安全の提供だけではなくて、住民の利便性や生活の質の向上にも寄与し得ると

いうことを提示しています。すなわち、地域における地球温暖化対策は、地域を豊かにす

る手段にもなり得ます。 

このような整理を通じて、地球温暖化対策とそのコベネフィットを住民に分かりやすく

示していくことが重要であると考えられます。 

 

☝ コベネフィットの追求 ～地域資源を活用した、環境、経済、社会の統合的向上～ 

＜地域資源の維持や質の向上＞ 

地域の経済社会活動は、地域の特性に大きな影響を与える地域資源の上に成立していま

す。地域資源には、その地域のエネルギー、自然資源や都市基盤、産業集積等に加えて、

文化、風土、組織・コミュニティなど様々なものが含まれます。これらの資源を資本とし

て捉え直すと、大きく分けて、地域の環境そのものである自然資本、建築物、道路、設備

等の人工資本（社会資本を含む）、コミュニティや文化等の社会関係資本等ということもで

きます。 

経済社会活動は、これら地域資源を土台として生み出されています。地域が持続可能で

あるためには、経済社会活動によって地域資源が損なわれないようにしなければなりませ

ん。地域資源が損なわれることで地域の持続可能性に問題が生じた例としては、大気や水

等の自然資源が汚染され、地域の人々が激甚な被害を受けた公害がその典型と言えます。

逆に、地域資源の質の向上が、経済社会活動の向上につながる可能性があります。例えば、

森林や里地里山の管理等を通じて創出された美しい自然景観、美味しい水、きれいな空気

といった良好な環境、歴史的な街並み等の文化的資源や、公共交通を軸とした「歩いて暮

らせる市街地」等の地域資源について、その質を向上させることは、人々の生活の質の向

上や地域資源を活用している事業の高付加価値化に結び付くと考えられます。また、地域

の多様性と固有性、連携から生まれる独自の文化や付加価値が、日本人が国際社会の中で

生きていく上での支えとなるとともに、我が国の成長エンジンになり得ることを踏まえれ

ば、我が国の社会全体の向上の観点からも、地域の多様性の源泉となる地域資源の維持、

質の向上が重要であると考えられます。 

 

＜地域資源の活用を通じた環境保全の取組による、地域経済・社会の課題解決＞ 

地域において環境、経済、社会の統合的向上を図るためには、温室効果ガスの中長期の

大幅削減、適正な物質循環の確保や生物多様性の保全等に向けた環境保全に必要な取組を

進めつつ、その取組が地域の経済の活性化やコミュニティの再生といった経済・社会的課

題の解決にも寄与することが望ましいと考えられます。 

例えば、地域資源の一つである再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギー

の導入は、防災時の非常用電源となるとともに、地域外へ流出しているエネルギー代金の
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支払額を削減し、地域によっては地域外へエネルギーの余剰分を販売することで、域外か

ら資金を獲得することが可能になると考えられます。また、廃棄物処理においても、経済

性や地域の特性に応じた熱回収を行い、近隣に電気や熱を供給することは、化石燃料に依

存しない自立・分散型エネルギーの導入による地域経済・社会の活性化につながると考え

られます。 

また、人工資本の集積により成立する都市構造も、地域資源の一つです。例えば市街地

のコンパクト化は、自動車依存度や床面積を適正化して CO2 排出量の削減に寄与するとと

もに、中心市街地の活性化や歩行量の増加による健康の維持・増進につながることが期待

されます。 

さらに、地域資源の一つである豊かな自然環境の保全は、地域の文化と結び付いて地域

固有の風土を形成するとともに、高付加価値な観光商品の提供に寄与すること等も期待さ

れます。また、上流域の里地里山の保全は、下流域を含めた地域の防災・減災効果等を有

しています。 

このように、地域における環境への取組が、地域が抱える経済・社会的課題の解決に結

び付く可能性があります。エネルギー価格の変動や製造業の海外移転等、グローバル経済

の影響が強くなっている状況で、再生可能エネルギーや豊かな自然環境等の地域資源を活

用して、地域に根ざしたビジネスを振興することは、いわば地域経済の足腰を強くするこ

とにつながると考えられます。その際、地域資源が有する環境の付加価値が、適切に市場

で評価されることが重要です。また、環境への取組によりコミュニティの再生、人々の運

動量の増加等に結び付くことで、健康で心豊かな生活の実現に寄与する可能性があります。 
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☝ 気候変動による影響への適応について 

「適応策」（気候変動による影響への適応のための対策・施策）については、現行の地球

温暖化対策推進法において、明示的には位置づけられてはいないものの、地方公共団体実

行計画において適応策を盛り込むことや、いわゆる適応計画を区域施策編と統合すること

も可能です。既にいくつかの地方公共団体が、区域施策編において適応策を盛り込んでい

ます。 

多くの区域において、住民や事業者の地球温暖化対策に対する関心の低下が懸念されて

いる中、区域の住民・事業者の気候変動に対する健全な問題意識を醸成し、区域における

地球温暖化対策の意義を再認識してもらう観点からも、適応策について認知・理解しても

らうことが有効であると考えられます。 

政府としては、平成 27 年 11 月 27 日に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定し

ています。また、平成 28 年 8 月には、「地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイ

ドライン」も公表しています。 

これらを含め、気候変動の影響や適応策の詳細については、「気候変動適応情報プラット

フォーム」を参照してください。 

 

＜気候変動適応情報プラットフォーム：http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地方公共団体実行計画において適応策を盛り込むことも可能 

図 2-1-4.2 緩和と適応の関係 

 

 

温室効果ガスの増加 
化石燃料使用による二酸化

炭素の排出など 

気候要素の変化 
気温上昇、降雨パターン

の変化など 

温暖化による影響 
自然環境への影響 

人間社会への影響 

国の計画 

地方公共団体 
の計画※ 

緩和 
温室効果ガスの排出を抑制する 

適応 
自然や人間社会のあり方を調整する 

地球温暖化対策計画 
（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定） 

政府実行計画 
（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定） 

地方公共団体実行計画（区域施策編） 
地方公共団体実行計画（事務事業編） 

気候変動適応計画 

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」 
「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル」 

「地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイドライン」
（平成 28 年８月） 

気候変動の影響への適応計画 
（平成 27 年 11 月 27 日閣議決定） 
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区域施策編の位置付け 

(１) 区域施策編と他の行政計画との関係 

地球温暖化対策推進法第 21 条第 4 項において、都道府県及び指定都市等は、地球温暖化

対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の

抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団

体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するよう定められ

ています。 

地球温暖化対策計画においても、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」

における「地域の多様な課題に応える低炭素型の都市・地域づくりの推進」に関して、都

市計画や農業振興地域整備計画、低炭素まちづくり計画をはじめとして、総合計画、公共

施設等総合管理計画、地域公共交通網形成計画等の温室効果ガスの排出の抑制等と関係を

有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と連

携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるように配意するよう定めています。 

これらを踏まえ、区域施策編の実効性を特に強化し確実なものとするためには、温室効

果ガスの排出の抑制等に関係のある他の分野の行政計画等の中に、可能な限り地球温暖化

対策を位置付けていくよう働きかけることも考えられます。とりわけ、総合計画において、

地球温暖化対策を明示的に位置づけ、区域施策編との連携を図ることが有効であると考え

られます。  

他の分野の行政計画において地球温暖化対策が記載された例として、例えば、下記のよ

うなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-5.1 他の分野の行政計画に区域施策編が記載された例（徳島県、広島県） 

 

【広島県】 広島圏域の都市計画区域マスタープラン（本編） 
      広島圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針<平成 23 年 9 月> ※抜粋 
 
第 1 章 基本的事項 
第 1 節 広島県の都市づくりの目標 
2 社会情勢の変化を受けた今後の課題 
（2） 環境負荷の低減に向けた都市づくり 
 地球温暖化等、環境問題の顕在化を踏まえ、今後は都市機能の集約や公共交通の利用促進等を通じて、過
度な自動車利用の適正化を図るとともに、エネルギーの面的利用、未利用・再生可能エネルギーの活用や、 
ヒートアイランド対策として都市内緑化を推進するなど、環境負荷低減に向けた都市づくりが必要です。 

都市計画の例 

【徳島県】 新未来「創造」とくしま行動計画（概要版）<平成 28 年度版> ※抜粋 
 
基本目標 4 「環境首都・新次元」の実現 

未来を先取りしたエネルギーである「自然エネルギー」と「水素」。徳島の潜在的能力を最大限に発揮
し、エネルギーの地産地消やエコな社会づくりに生かすとともに、豊かな森林の次世代への継承をはじめ、
人と自然が調和し、将来にわたり「持続可能な環境」を徳島の地に創り出す「環境首都・新次元とくし 
ま」の実現を目指します。 
○重点戦略 1 未来エネルギーへの挑戦     ○重点戦略 4 人と自然が調和するとくしまの推進 
○重点戦略 2 エネルギー「地産地消」の推進  ○重点戦略 5 とくしま豊かな森林づくりの推進 
○重点戦略 3 「未来への贈り物」美しく豊かな環境の継承 
 

総合計画の例 
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(２) 「温室効果ガスの排出抑制等に関係のある施策」となり得る行政計画の例 

表 2-1-5.1 に地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画に記載のある行政計画を示

します。下表に掲げられた行政計画の他にも、都市再生安全確保計画その他の関連し得る

計画や地方公共団体独自の条例等とも連携することが望まれます。 

 

表 2-1-5.1 「温室効果ガスの排出抑制等に関係のある施策」となり得る行政計画の例 

関連計画の例（根拠法令等） 
計画の概要 

策定主体 概要（根拠条文等より抜粋） 

総合計画（各地方公共団体の条例

等） 

都道府県、

市町村 

一般に、地方公共団体が策定するすべての行政計画の基本とな

り、行政運営の総合的な指針となる計画をいう。 

環境基本計画（各地方公共団体の

条例等） 

都道府県、

市町村 
一般に、地方公共団体の環境保全に関する基本的な計画をいう。 

地方公共団体実行計画（事務事業

編）（地球温暖化対策推進法） 

都道府県、

市町村 

都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計

画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室

効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のため

の措置に関する計画を策定するものとする。 

公共施設等総合管理計画 
都道府県、

市町村 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画を

いう。 

都市計画（都市計画法） 
都道府県、

市町村 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施

設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう。 

低炭素まちづくり計画（都市の低

炭素化の促進に関する法律） 
市町村 

市町村は、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の区域（「市

街化区域等」に限る。）であって都市の低炭素化の促進に関する施

策を総合的に推進することが効果的であると認められるものにつ

いて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。 

都市再生整備計画（都市再生特別

措置法） 
市町村 

市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に

実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針に基づき、当該

公共公益施設の整備等に関する計画（以下「都市再生整備計画」と

いう。）を作成することができる。  

立地適正化計画（都市再生特別措

置法） 
市町村 

市町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に

基づき、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計

画を作成することができる。  

地域公共交通網形成計画（地域公

共交通の活性化及び再生に関す

る法律） 

都道府県、

市町村 

地方公共団体は、基本方針に基づき、市町村にあっては単独で又

は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と

共同して、当該市町村の区域内について、持続可能な地域公共交通

網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため

の計画を作成することができる。  

地域公共交通再編実施計画（地域

公共交通の活性化及び再生に関

する法律） 

都道府県、

市町村 

地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体は、当該地域公

共交通網形成計画に即して地域公共交通再編事業を実施するため

の計画を作成し、これに基づき、当該地域公共交通再編事業を実施

し又はその実施を促進するものとする。  
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緑の基本計画（都市緑地法） 市町村 

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関す

る措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合

的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の

推進に関する基本計画を定めることができる。 

緑地保全計画（都市緑地法） 
都道府県、

市 

都道府県（市の区域内にあっては、当該市。）は、当該緑地保全

地域内の緑地の保全に関する計画を定めなければならない。 

農業振興地域整備基本方針(農業

振興地域の整備に関する法律) 
都道府県 

都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計

画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 

農業振興地域整備計画(農業振興

地域の整備に関する法律) 
市町村 

都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一

部がその区域内にある市町村は、区域内にある農業振興地域につい

て農業振興地域整備計画を定めなければならない。  

環境教育等促進法に基づく行動

計画（環境教育等による環境保全

の取組の促進に関する法律） 

都道府県、

市町村 

都道府県及び市町村は、区域の自然的社会的条件に応じた環境保

全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進

に関する行動計画を策定するよう努めるものとする。 

地域森林計画(森林法) 都道府県 

森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林につき、五年ごと

に、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域

森林計画をたてなければならない。 

市町村森林整備計画(森林法) 市町村 

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民

有林につき、五年ごとに十年を一期とする市町村森林整備計画をた

てなければならない。 

間伐等特措法に基づく基本方針

（森林の間伐等の実施の促進に

関する特別措置法） 

都道府県 

都道府県の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する基

本方針又は当該区域内における特定間伐等及び特定母樹の増殖の

実施の促進に関する基本方針を定めることができる。  

特定間伐等促進計画（森林の間伐

等の実施の促進に関する特別措

置法） 

市町村 
市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特

定間伐等の実施の促進に関する計画を作成することができる。  

農山漁村再生可能エネルギー法

に基づく基本計画（農林漁業の健

全な発展と調和のとれた再生可

能エネルギー電気の発電の促進

に関する法律） 

市町村 

市町村は、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調

和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村

の活性化に関する基本的な計画を作成することができる。  

廃棄物処理計画（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律） 
都道府県 

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画を定めなければ

ならない。  

一般廃棄物処理計画（廃棄物の処

理及び清掃に関する法律） 
市町村 

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画

を定めなければならない。 

 

  



 

40 

 

区域施策編の策定・実施に係る体制 

(１) 区域施策編の策定・実施に係る庁内体制について 

地球温暖化対策計画においては、各主体が継続的に対策・施策を進め、持続可能な低炭

素社会を構築していくためには、体系的な推進体制を整備することが重要であるとしてい

ます。政府においては、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする「地球温暖

化対策推進本部」、各省の局長級の会議である「地球温暖化対策推進本部幹事会」を中心に、

関係府省庁が緊密に連携して取り組むこととしています。 

これらのことに照らせば、地方公共団体においても、区域施策編の策定・実施に当たっ

ては、首長をトップとし、環境部局のみならず全ての部局が参画する横断的な庁内体制を

構築し、運営していくことが重要であると考えられます。 

加えて、横断的な庁内体制は、区域施策編の関連施策との連携やコベネフィットの追求

を効果的に実施するためにも必要となります。 

地球温暖化対策推進法第 21 条第 4 項において、都道府県及び指定都市等は、地球温暖化

対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の

抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団

体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するよう定められ

ています。 

地球温暖化対策計画においても、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」

における「地域の多様な課題に応える低炭素型の都市・地域づくりの推進」に関して、都

市計画や農業振興地域整備計画、低炭素まちづくり計画をはじめとして、総合計画、公共

施設等総合管理計画、地域公共交通網形成計画等の温室効果ガスの排出の抑制等と関係を

有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と連

携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するよう定めています。 

したがって、都道府県及び指定都市等のうち、区域施策編の主管部局（環境部局等）以
、

外
、

の部局は、温室効果ガスの排出の抑制等を主たる目的としない
、、、、、、、、、

施策についても、当該施

策が「温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある
、、、、、

施策」である場合は、区域施策編と連携

して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意すべく、区域施策編の主管部局と十

分に連携する必要があります。 

他方で、区域施策編の主管部局も、区域施策編の策定・実施に当たっては、当該施策（温

室効果ガスの排出の抑制等を主たる目的としない
、、、、、、、、、

施策）の目的（すなわち、温室効果ガス

の排出の抑制等以外
、、

の目的）の達成との調和を図ることに十分に配意する必要があります。 

 

(２) 区域施策編の策定・実施に係る庁外体制について 

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方として、「全ての主体の

意識の改革、行動の喚起、連携の強化」を掲げ、地球温暖化問題は、社会経済活動、地域



 

41 

 

社会、国民生活全般に深く関わることから、国、地方公共団体、事業者、国民といった全

ての主体が参加・連携して取り組むことが必要であるとしています。このため、深刻さを

増す地球温暖化問題に関する知見や、削減目標の達成のために格段の努力を必要とする具

体的な行動、及び一人一人が何をすべきかについての情報を、なるべく目に見える形で伝

わるよう、積極的に提供・共有し、それらを伝え実践する人材の育成、広報普及活動を行

い、国民各界各層における意識の改革と行動の喚起につなげるとしています。また、地球

温暖化対策の進捗状況に関する情報を積極的に提供・共有することを通じて各主体の対

策・施策への積極的な参加や各主体間の連携の強化を促進するとしています。 

また、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」における「地域の多様な課

題に応える低炭素型の都市・地域づくりの推進」に関して、まちづくりに参画する人づく

り・ネットワークづくりを進め、多様な主体が低炭素化の担い手となるよう促すことが重

要となるとしています。このため、環境教育・普及啓発、エリアマネジメント等をはじめ

とする民間団体の活動支援等の地域に密着した施策を進めることが期待されるとしていま

す。 

加えて、地球温暖化対策推進法第 21 条第 6 項において、都道府県及び指定都市等は、地

方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。 

 

これらのことに照らせば、区域施策編の策定・実施に係る庁外の体制は、コベネフィッ

トの観点も踏まえて、多様なステークホルダーを巻き込み、区域の各主体に当事者意識を

持って参画してもらうことが重要であると考えられます。 

地球温暖化対策推進法第 22 条においては、地方公共団体実行計画を策定しようとする都

道府県及び指定都市等は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定に関する協

議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協

議会を組織することができるとされています。 

こうした機関を設置し、議論の場として活用することも有効です。区域施策編の策定・

実施に係る議論を円滑かつ実効的に進めるには、必ずしも全てのステークホルダーが一堂

に会する必要はなく、後述する事例のように協議・意見反映の仕組みを複層化することも

考えられます。 

議論の場への参画が期待されるステークホルダーとしては、区域の住民や事業者はもち

ろんのこと、地域の金融機関や NPO 等の民間団体、大学・研究機関も想定されます。 

また、対策・施策の深掘りや拡充のためには、外部からの新たな知見を導入することも

重要であり、区域内の在住者のみならず、区域外の有識者の参画を得ることも有効である

と考えられます。 

さらに、議論を深めるために、環境省を始めとする関係省庁、都道府県（市町村の場合）、

地球温暖化防止活動推進センターの参画を得ることも考えられます。 
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都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらか

じめ、住民その他利害関係者の意見を反映するために必要な措置を講ずることや、関係地

方公共団体の意見を聴くことが義務付けられています。また、中核市未満の市町村におい

ても同様の措置を講ずることが期待されます。 

特に都道府県は、地球温暖化対策計画において、管下の市町村における取組の優良事例

の情報収集と他の市町村への普及促進に取り組むよう努めることとされています。また、

地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技術的

な助言や人材育成の支援等の措置を積極的に講ずるように努めることとされています。 

 

☝ 庁内における連携、庁外における合意形成の例 

区域施策編の策定に係る庁内体制の例として、庁内連携を工夫した事例（下図左）を紹

介します。これは、既存の部局横断組織を活用されて、部局長級から係長級までさまざま

な実務者のレベルで議論をされる形で施策案が決定されていった事例です。 

また、庁外との合意形成を工夫した事例（下図右）を紹介します。これは、非常に幅広

いステークホルダーとの議論を通じて意見を吸い上げて、また、区域施策編の企画そのも

のは庁内の専門委員会やタスクフォースから議論を積み上げる形で練り上げていった事例

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6.1 庁内連携及び庁外との合意形成を工夫した事例（栃木県、長野県） 

 

 
庁内の部局横断組織を構成し、施策の検討を含
めて連携した事例。 

＜庁内連携を工夫した事例（栃木県）＞ 

既存の部局横断組織「推進本部」を活用 
（「とちぎ環境立県戦略」の策定時に副知

事・部局長にて構成） 

関係部局担当者（係長級）へ地方公共団体実
行計画の策定意義及び環境部局が検討した

施策の柱を説明 

関係部局が、総合計画に基づく施策のうち、
地球温暖化対策に資する施策を環境部局に

提案 

「推進本部」にて施策案を決定 

地方公共団体実行計画骨子案を作成 

出典：栃木県へのヒアリング結果を基に環境省作成 

  ＜庁外との合意形成を工夫した事例（長野県）＞ 

地方公共団体実行計画（区域施策編）の企画の場（地
球温暖化対策専門委員会）と、ステークホルダーとの
合意形成の場（ステークホルダー会議）を分けて、進
めることで、議論を円滑かつ実効的に進めた事例。 

企画 

合意形成 

知事 

環境審議会 

地球温暖化対策 
専門委員会 

タスクフォース 

ステークホルダー会議 

（35 団体参加） 

地域懇談会 

（県内 10 ヶ所開催） 

パブリックコメント 

諮問 

設置 

詳細検討 

答申 

報告 

案提示 

意見 

専門委員会＝企画の場、ステークホルダー会議＝合意形成の場 

出典：長野県環境エネルギー戦略（平成 25 年 2 月）を基に環境省作成 
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☝ 戦略的なパートナーシップの形成に向けて 

地域の地球温暖化対策は、温室効果ガスを排出する住民や事業者等が対策に取り組むこ

とを通じて始めて効果を上げることが可能となります。したがって、区域施策編の策定・

実施に当たっては、区域におけるステークホルダーを効果的に巻き込み、戦略的にパート

ナシップを形成していくことが重要です。 

区域施策編の PDCA プロセスの全体にわたって、可能な限りステークホルダーの参画・

合意の下で進めることにより、庁内の情報不足が補完されることや、区域施策編や対策・

施策の区域における正当性が一層高まることが期待できます。 

他方で、地方公共団体とステークホルダーとのパートナーシップの形成には、十分な情

報共有や意思疎通のみならず、双方における共通認識の形成や信頼関係の構築が必要であ

り、ステークホルダーにとって納得感のある実質的な参画を確保することが重要です。 

そのためには、地方公共団体側からのステークホルダーに対する情報発信から、両者の

対話、協力・行動の働きかけ、ステークホルダー側からの提案の受け入れ、両者による合

意形成、事業・施策の協働に至るまで、一連の戦略的なコミュニケーションが必要です。

その効果的な実践手法としては、例えば、地域にとってのコベネフィットの具体的な評価

とメディアを通じた発信や、審議会等を拡張したワークショップの開催等が考えられます。 

なお、地方公共団体において、こうした戦略的なコミュニケーションやパートナーシッ

プの形成に関するノウハウが十分ではないと考えられる場合には、当該ノウハウを持つ域

内外の組織の協力・支援を得ることも考えられます。 

例えば、環境省が全国 8 ブロックに設置している「地方環境パートナーシップオフィス」

や都道府県・指定都市等が地球温暖化対策推進法に基づき設置する「地域地球温暖化防止

活動推進センター」の中には、当該ノウハウを持つ支援組織があるため、それらの活用を

検討することも考えられます。 

 

  



 

44 

 

(３) 区域の枠を超えた協調・連携について 

複数の地方公共団体による連携に関しては、地球温暖化対策推進法の平成 28 年改正によ

り、区域施策編の共同策定が可能であることが明記されました。 

また、地球温暖化対策計画においては、「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的

事項」として、他の地方公共団体との広域的な協調・連携を通じて、地球温暖化対策に資

する施策や事業について共同での検討や実施を推進することにより、取組の更なる高度

化・効率化・多様化を図ることも期待されています。 

例えば、自然的社会的条件の類似する地方公共団体間において共通して有効と思われる

対策・施策に関する知見の共有や共同事業の実施のほか、温室効果ガス排出量の多い事業

者の対策に係る諸制度の連携、連携中枢都市圏（相当な規模と中核性を備える中心都市が

近隣市町村と連携して形成する都市圏）における対策・施策の連携・協調、再生可能エネ

ルギー資源に富む中山間地域と資金力に富む都市部との共同エネルギー事業の実施等、多

様な形態の連携が考えられます。 

さらに、海外の地方公共団体との姉妹都市関係等に基づく国際的な都市間連携により、

先進的な取組・技術に係る情報共有11や海外における低炭素化を目指したまちづくりを促進

することを通じて、世界全体での温室効果ガス排出削減にも貢献することが期待されます。 

  

                                         
11 神奈川県は、カンボジア・シェムリアップ州の低炭素都市づくりで連携しています。世界遺産かつ著名な観光地で

あるアンコール・ワット遺跡を有するシェムリアップ州の優先課題である再生可能エネルギー導入、エネルギー利用の

効率化、電動車両の導入促進につき、県が鎌倉市や箱根町との協力の下に支援しています。 

また、北九州市は、アジア地域の低炭素化を通じて、地域経済の活性化を図るための中核施設として、平成 22 年 6

月に「アジア低炭素化センター」を開設し、技術輸出の支援、専門人材の育成及び調査研究・情報発信等に取り組んで

います。 
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☝ エネルギー供給による都市と地方の地域間連携 

我が国は、地球温暖化対策を進めていくために「長期的な目標として、2050 年（平成

62 年）までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指す」ことを第四次環境基本計画（平

成 24 年 4 月 27 日閣議決定）で定め、その推進を図っています。そのためには、大幅な

省エネルギーと再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、革新的な技術開発が重要と考

えられます。 

他方で、全国の全ての地域がその地域から生み出される再生可能エネルギーのみを活用

したとしても、温室効果ガスの大幅な削減は困難と考えられます。これは、エネルギー需

要が大きい三大都市圏とそれ以外の地方、また、同じ都道府県内であっても、人口が集中

する都市とその他の地域といったように、エネルギーの需要の程度は様々であり、エネル

ギーの需要の多い地域は、地域内の再生可能エネルギーでその需要を賄うことが難しいた

めです。そこで、こうした地域が連携し、エネルギー需要の少ない地域（エネルギーの需

要密度が低い地域）からエネルギー需要の多い地域（エネルギーの需要密度が高い地域）

へ再生可能エネルギーを供給することで、国全体で温室効果ガスの大幅削減につながると

考えられます。 

地域の域際収支を見ると、各地域内総生産（GRP）の 1 割弱（平均値）の資金が、エネ

ルギーの使用に伴って地域外に流出しています。そのため、再生可能エネルギーのポテン

シャルの高い地域が、その地域のエネルギー消費を化石燃料エネルギーから再生可能エネ

ルギーにシフトしていくことで、域際収支を改善することができると考えられます。 
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☝ 都道府県と市町村の連携の例（「長野県地球温暖化対策・自然エネルギー研究会」の取

組） 

長野県では、「エネルギー自立地域」の実現に向け、様々な環境エネルギーに配慮され

た“まちづくり”を市町村との連携により推進していくために、地球温暖化対策やエネルギ

ー対策をテーマとする講演会の実施や、地域における合意形成、施策の推進に関する制

度的課題、技術的課題、補助事業の活用等に関する個別相談会を「長野県地球温暖化対

策・自然エネルギー研究会」と銘打って実施しています。 

この研究会で得られた知見・助言を活用し、市町村等は、地域主導型の地球温暖化対

策、エネルギー対策を進めています。個別相談会で解決していない課題は、長野県とし

て長期的にサポートを継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6.2 エネルギー自立地域のイメージ 

  

 

 

出典：長野県「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」 
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温室効果ガス排出量の推計・要因分析 

対象とする温室効果ガス排出量 

(１) 区域の温室効果ガス排出量 

区域施策編で把握すべき区域の温室効果ガス排出量12は、原則として「地理的な行政区域

内の排出量のうち、把握可能かつ対策・施策が有効である部門・分野」とします。 

「地理的な行政区域内の排出量」とは、地方公共団体の地理的な境界内における温室効

果ガスの排出、すなわち、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放

出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源と

するものに限る。）を使用することによる排出量を指します。 

一方で、区域外への貢献という観点から、区域施策編の対策・施策の対象には地理的な

行政区域外の温室効果ガス排出量も対象とすることも考えられます。例えば、従来製品・

サービスに比べライフサイクル全体の CO2 削減に寄与する製品・サービスの製造・提供は、

区域の温室効果ガス排出量の削減に直接結びつかなくとも、区域外における有効な地球温

暖化対策となります。このような低炭素化に寄与する製品・サービスを認定したり、補助

金・融資等の対象としたり、普及啓発することも重要な施策となります。 

「区域の温室効果ガス排出量」と「対策・施策の対象とする温室効果ガス排出量」の関係

性を図 2-2-1.1 に示します。なお、本マニュアルでは、例外13として地理的な行政区域外

の排出量を含めている部門・分野が二つあります。 

  

                                         
12 温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識については、付録の 5－1．も参照してください。 
13

 例外の一つは、運輸部門（自動車）で、「道路交通センサス自動車起終点（OD）調査」に基づく推計を行う場合です。

この推計手法は、区域を登録地とする自動車の走行に伴う排出を推計する手法で、対象車両に対する対策に注目するた

め、他区域での走行分を含みます。もう一つは、廃棄物分野の一般廃棄物の焼却処分及び埋立処分に伴う排出です。一

般廃棄物の焼却処分及び埋立処分では、一部事務組合及び広域連合で広域処理を行っている場合には市町村の処理量ご

とに排出量を推計します。つまり、排出量を処理場の立地ではなく、発生源の市町村に帰属させる手法です。 
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図 2-2-1.1「区域の温室効果ガス排出量」と「対策・施策の対象とする温室効果ガス排出量」

の関係性 

 

ここで、温室効果ガスの区分は、地球温暖化対策推進法に定める７種類のガスとします。

なお、区域の温室効果ガス排出量は、対策・施策と対応しやすいように次に示す部門・分

野別に把握することを原則としますが、エネルギー起源 CO2 以外のガス種について分野別

の把握が困難な場合には、ガス種別の把握を行うこととします。 

 

表 2-2-1.1 温室効果ガスの種類と主な排出活動 
温室効果ガスの種類 主な排出活動 

二酸化炭

素（CO2） 

エネルギー起源 CO2 燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給された熱の使用 

非エネルギー起源 CO2
※ 工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等 

メタン(CH4) 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家畜の飼養及

び排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃

料使用等、廃棄物の埋立処分、排水処理 

一酸化二窒素(N2O) 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地における肥料の

施用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃

棄物の原燃料使用等、排水処理 

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 
クロロジフルオロメタン又は HFCs の製造、冷凍空気調和機器、プラスチッ

ク、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等としての HFCs の使用 

パーフルオロカーボン類（PFCs） 
アルミニウムの製造、PFCs の製造、半導体素子等の製造、溶剤等としての

PFCs の使用 

六ふっ化硫黄（SF6） 
マグネシウム合金の鋳造、SF6 の製造、電気機械器具や半導体素子等の製造、

変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器具の使用・点検・排出 

三ふっ化窒素（NF3） NF3 の製造、半導体素子等の製造 

※本マニュアルにおいて、非エネルギー起源 CO2 は「非エネ起 CO2」と表記します。 

 

 

 

 

区域施策編で把握すべき区域の温室効果ガス排出量 地理的な境界 

他の区域の温室効果ガス排出量 

製品・サービス等のライフサイクル
（製品の例：製造時から廃棄気まで）

に係る区域外の排出量 

区域外の温室効果ガス排出

削減のための対策・施策 

※１ エネルギー転換部門における自家消費等以外の排出

量（販売用の発電や熱生成に伴う排出）は、「区域の温室

効果ガス排出量の算定」の対象には含めない。ただし、「対

策・施策の対象」とすることは妨げない。 

※２ 運輸部門は移動排出源であるため、地理的な行政区

域内の排出量を定義することが困難である。このため、台

数や入港船舶総トン数等の按分により、「区域の温室効果ガ

ス排出量」と見なす。 

区域施策編の対策・施策 
 

産業部門 

業務その他部門 

家庭部門 

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 
（自家消費等のみ※１） 

 

運輸部門※２ 

○地理的な行政区域内の排出量 

処理 

エネルギー起源 CO2 以外 

※一般廃棄物のみ例外的に 

区域の発生分のみを計上 

 

発生 

登録地 登録地 

運輸部門（自動車）の道路交通センサス自動車起終点（OD）に基づく登録地集計 
※他区域走行分の排出量も車検証住所に集計 

○地理的な行政区域外 

区域の温室効果ガス排出削減のための対策・施策 
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部門・分野は、日本国温室効果ガスインベントリ報告書の分野14や総合エネルギー統計の

部門を参考に、推計手法の分類も踏まえて次のように区分しています。 

 

１) エネルギー起源 CO2 の部門 

「産業部門」は、製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う

排出です。総合エネルギー統計の農林水産鉱建設部門及び製造業部門に対応します。 

「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部

門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の業務他（第三

次産業）部門に対応します。 

「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出です。自家用自動車からの

排出は、「運輸部門（自動車）」で計上します。総合エネルギー統計の家庭部門に対応し

ます。 

「運輸部門」は、自動車、船舶、航空機、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出で

す。総合エネルギー統計の運輸部門に対応します。 

「エネルギー転換部門」は、発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家

消費分及び送配電ロス等に伴う排出です。産業部門や業務その他部門の自家用発電や自

家用蒸気発生は含みません。 

 

２) エネルギー起源 CO2 以外の分野 

「燃料の燃焼分野」は、燃料の燃焼及び自動車走行に伴う排出です。 

「工業プロセス分野」は、工業材料の化学変化に伴う排出です。 

「農業分野」は、水田からの排出及び耕地における肥料の使用による排出（耕作）、家

畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出（畜産）、農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出

（農業廃棄物）です。 

「廃棄物分野」は、廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（焼却処分）、廃棄物の埋立

処分に伴い発生する排出（埋立処分）、排水処理に伴い発生する排出（排水処理）、廃棄

物の焼却、製品の製造の用途への使用及び廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出（原燃

料使用等）です。 

「代替フロン等 4 ガス分野」は、金属の生産、代替フロン等の製造、代替フロン等を

利用した製品の製造・使用等、半導体素子等の製造等、溶剤等の用途への使用に伴う排

出です。 

                                         
14 国立研究開発法人国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2016 年」（2016 年 4 月） 
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表 2-2-1.2 部門・分野一覧 

ガス種 部門・分野 説明 備考 

エネル

ギー起

源 CO2 

産業部門 

製造業 
製造業における工場・事業場のエネルギー消

費に伴う排出。 

 

建設業・鉱

業 

建設業・鉱業における工場・事業場のエネル

ギー消費に伴う排出。 

農林水産業 
農林水産業における工場・事業場のエネルギ

ー消費に伴う排出。 

業務その他部門 

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、

他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー

消費に伴う排出。 
 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。 

自家用自動車からの排

出は、運輸部門（自動車

（旅客））で計上します。 

運輸部門 

自動車 

（貨物） 

自動車（貨物）におけるエネルギー消費に伴

う排出。  

自動車 

（旅客） 

自動車（旅客）におけるエネルギー消費に伴

う排出。  

鉄道 鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出。 
 

船舶 船舶におけるエネルギー消費に伴う排出。 
 

航空 航空機におけるエネルギー消費に伴う排出。 
 

エネルギー転換部門 

発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等に

おける自家消費分及び送配電ロス等に伴う排

出。 

発電所の発電や熱供給

事業所の熱生成のため

の燃料消費に伴う排出

は含みません。 

エネル

ギー起

源 CO2

以外の

ガス 

燃料の 

燃焼分野 

燃料の燃焼 燃料の燃焼に伴う排出。【CH4、N2O】 

「エネルギー起源 CO2

以外のガス」の各分野

は、各排出活動に伴う非

エネルギー起源の温室

効果ガスの発生を整理

していますが、同活動に

伴い、燃料、電気及び熱

を使用する場合には、

「エネルギー起源 CO2」

が発生することに留意

してください。 

自動車走行 自動車走行に伴う排出。【CH4、N2O】 

工業プロセス分野 
工業材料の化学変化に伴う排出。 

【非エネ起 CO2、CH4、N2O】 

農業分野 

耕作 
水田からの排出及び耕地における肥料の使用

による排出。【CH4、N2O】 

畜産 
家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出。 

【CH4、N2O】 

農業廃棄物 
農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。 

【CH4、N2O】 

廃棄物分野 

焼却処分 
廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出。 

【非エネ起 CO2、CH4、N2O】 

埋立処分 廃棄物の埋立処分に伴い発生する排出【CH4】 

排水処理 排水処理に伴い発生する排出。【CH4、N2O】 

原燃料 

使用等 

廃棄物の焼却、製品の製造の用途への使用、

廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出。【非

エネ起 CO2、CH4、N2O】 

代替フロン等 4 ガス分

野 

金属の生産、代替フロン等の製造、代替フロ

ン等を利用した製品の製造・使用等、半導体

素子等の製造等、溶剤等の用途への使用に伴

う排出。【HFCs、PFCs、SF6、NF3】 
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(２) 地方公共団体の区分（規模）に応じた対象とする部門・分野 

「把握可能かつ対策・施策が有効である部門・分野」は、現況推計のために必要な統計

や区域のエネルギー使用量の実績値を取得できるかどうかや、有効な対策・施策を講じら

れるかどうかを勘案して選択してください。 

本マニュアルでは参考として、法令による責務や、温室効果ガス排出量の影響度等を考

慮し、地方公共団体の区分（規模）に応じて把握が望まれる対象部門・分野を示します。 

 

表 2-2-1.3 地方公共団体の区分により対象とすることが望まれる部門・分野 
ガス種 部門・分野 都道府県 指定都市 中核市※１ その他の市町村 

エネルギ

ー起源

CO
2
 

産業部門 

製造業 ● ● ● ● 
建設業・鉱業 ● ● ● ● 
農林水産業 ● ● ● ● 

業務その他部門 ● ● ● ● 

家庭部門 ● ● ● ● 

運輸部門 

自動車（貨物） ● ● ● ● 
自動車（旅客） ● ● ● ● 
鉄道 ● ● ● ▲ 
船舶 ● ● ● ▲ 
航空 ●    

エネルギー転換部門 ● ● ▲ ▲ 

エネルギ

ー起源

CO
2
以外

のガス 

燃料の燃焼分野 
燃料の燃焼 ● ● ▲ ▲ 
自動車走行 ● ● ▲ ▲ 

工業プロセス分野 ● ● ▲ ▲ 

農業分野 

耕作 ● ● ▲ ▲ 
畜産 ● ▲ ▲ ▲ 
農業廃棄物 ● ● ▲ ▲ 

廃棄物分野 

焼却 

処分 

一般廃棄物 ▲ ●   ●※5   ●※5 

産業廃棄物 ●   ●※3   

埋立 

処分 

一般廃棄物 ▲ ● ▲ ▲ 

産業廃棄物 ●   ●※3   

排水 

処理 

工場廃水処理施設 ●   ●※4   

終末処理場 ● ● ▲ ▲ 

し尿処理施設 ▲ ● ▲ ▲ 

生活排水処理施設 ▲ ● ▲ ▲ 

原燃料使用等 ● ● ▲ ▲ 

代替フロン等 4 ガス分野
※2

 ● ● ▲ ▲ 

●：特に把握が望まれる ▲：可能であれば把握が望まれる 
※１ 中核市には施行時特例市を含みます。 

※２ NF3 については、●の地方公共団体においても”可能であれば把握が望まれる”とします。 

※３ 産業廃棄物の焼却処分、埋立処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）におけ

る「政令で定める市」以上を”特に把握が望まれる”とします。 

※４ 工場廃水処理施設における排水処理の分野は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）において定義され

る政令市以上を”特に把握が望まれる”とします。 

※５ 中核市とその他の市町村は、一般廃棄物の焼却処分のうち非エネ起 CO2 のみ”特に把握が望まれる”とします。 

※６ 吸収源対策による吸収量を推計対象とするかどうかは地方公共団体の規模によらず任意とします。 
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 なお、対象とする部門・分野及び対象としない部門・分野については、区域の事業者や

住民の理解促進等の観点から、区域施策編の中で明示することが望ましいと考えられます。 

その際は、以下の表のように、対象とする部門・分野の排出量の推計手法を合わせて掲

載すると分かりやすくなります。 

 

表 2-2-1.4 区域施策編で対象とする部門・分野の掲載例（中核市の例） 

ガス種 部門・分野 
対象 

（記載例） 
推計手法（記載例）※ 

エネルギー

起源 CO
2
 

産業部門 

製造業 ● 事業所排出量積上法 

建設業・鉱業 ● 都道府県別按分法 

農林水産業 ● 都道府県別按分法 

業務その他部門 ● 都道府県別按分法（実績値活用） 

家庭部門 ● 都道府県別按分法（実績値活用） 

運輸部門 

自動車（貨物） ● 
道路交通センサス自動車起終点調査データ活用法 

自動車（旅客） ● 

鉄道 対象外 － 

船舶 対象外 － 

航空 対象外 － 

エネルギー転換部門 ● 事業所排出量積上法 

エネルギー

起源 CO
2
以

外のガス 

燃料の燃

焼分野 

燃料の燃焼 対象外 － 

自動車走行 対象外 － 

工業プロセス分野 対象外 － 

農業分野 

耕作 対象外 － 

畜産 対象外 － 

農業廃棄物 対象外 － 

廃棄物分

野 

焼却処分 
一般廃棄物 ● 一般廃棄物処理実態調査より非エネ起 CO2 を推計 

産業廃棄物 対象外 － 

埋立処分 
一般廃棄物 対象外 － 

産業廃棄物 対象外 － 

排水処理 

工場廃水処理施設 対象外 － 

終末処理場 対象外 － 

し尿処理施設 対象外 － 

生活排水処理施設 対象外 － 

原燃料使用等 対象外 － 

代替フロン等 4 ガス分野 対象外 － 

※各部門・分野の推計手法は、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルの「算定手法

編」を参照してください。 
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温室効果ガスの現況推計 

(１) 現況推計の位置づけ 

 現況推計により、区域の温室効果ガス排出量に加えて、部門・分野別排出量の比率、経

年の増減傾向を把握することができます。これにより、温室効果ガス排出の要因分析や、

基準年度排出量を基準とした計画目標の設定、部門・分野別排出量の規模や増減傾向に応

じた対策・施策の立案を行うことができます。このように、現況推計は区域施策編の PDCA

プロセスの基礎となる重要な作業です。 

区域施策編の策定時には、基準年度及び推計可能な直近の年度（以下「現状年度」とい

います。）の現況推計を行います。経年の増減傾向を把握する場合には、その他の過年度に

ついても行います。また、区域施策編の実施、点検時には、進捗管理のために毎年度、現

状年度の現況推計を行います。 

現況推計は、正確性の観点から、区域のエネルギー使用量や活動量の実績値を活用して

行うことが理想的であると考えられます。このため、条例等に基づく温室効果ガス報告書

制度や地球温暖化対策計画書制度等を通じて、実績値を把握することも重要かつ有効と考

えられます。 

他方で、実績値が取得困難な場合や、作業の効率化・省力化を図らざるを得ない場合は、

統計の炭素量按分による手法を用いて簡易に求めることができます。 

本マニュアルでは、エネルギー使用量実績値が無くても推計可能で、最も簡易な統計の

炭素量按分による手法を、特に初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村における

標準的手法と位置付けます。標準的手法による市町村別の推計結果は環境省が毎年度公表15

しています。推計手法の詳細や選択方法は、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアルの「算定手法編」を参照してください。 

なお、統計の炭素量按分による推計手法は、一定程度の精度で排出量を把握するため、

要因分析や計画目標の設定に活用することができますが、区域のエネルギー使用実態の偏

り（例えば、業種や交通量、都市ガス普及率の偏り等）や低炭素化の進捗の偏り（省エネ

ルギー対策や再生可能エネルギー導入の進捗状況）が平均化されてしまうため、必ずしも

対策・施策の効果を正確に反映しない場合があることに留意が必要です。そのため、別途

対策・施策の実施量目標を設定、評価することが区域施策編の PDCA の観点から重要とな

ります。対策・施策の実施量目標については、「2-4-5．対策・施策の目標・指標」を参照

してください。 

 

(２) 区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法 

 本節では、区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法について解説します。 

区域の温室効果ガス排出量の現況推計手法は、大きく２つの項「１）エネルギー起源 CO2

                                         
15

 環境省ウェブサイト、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト 
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排出量の推計」、「２）エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス排出量の推計」に分かれて

います。 

 

１) エネルギー起源 CO２排出量の推計 

 エネルギー起源 CO2 排出量は、以下の算定式で推計します。 

 
図 2-2-2.1 エネルギー起源 CO2 の算定式 

 

ここで、炭素集約度（エネルギー種別排出係数）は、電気及び熱では「使用量当たり排

出量」、燃料では「使用量当たり発熱量16×発熱量当たり排出量」となります。本項の推計

手法の解説では記載を簡素化するためどちらも「排出係数」と表記します。 

排出係数の詳細については、下記のコラム及び地方公共団体実行計画（区域施策編）策

定・実施マニュアルの「算定手法編」を参照してください。なお、電気事業者の排出係数17

は毎年度更新されるため、環境省が公表している「温室効果ガス排出量算定・報告・公表

制度」の電気事業者別排出係数一覧18における該当年度の実排出係数を用いて推計すること

が合理的と考えられます。 

 区域施策編では、事務事業編とは異なり、区域のエネルギー種別エネルギー使用量を直

接取得ないし把握することが困難であるため、それらの実績値が無くとも推計できる統計

を用いた手法も本マニュアルでは記載しています。具体的には、エネルギー種別エネルギ

ー使用量＝活動量×エネルギー消費原単位となることから、統計から部門別のエネルギー消

費原単位又は温室効果ガス排出量原単位を求め、区域の活動量を乗じることでエネルギー

使用量又は温室効果ガス排出量を推計する手法です。 

  

                                         
16

「単位発熱量」と呼称する場合があります。 

17 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11 年政令第 143 号）第３条第１項第 1 号ロの規定に基づく告示 

18
 環境省ウェブサイト「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」算定方法・排出係数一覧 

エネルギー起源CO2 エネルギー種別エネルギー使用量 
炭素集約度 

（エネルギー種別排出係数） 
＝ × 

活動量 
炭素集約度 

（エネルギー種別排出係数） 
＝ × エネルギー消費原単位 × 

電気、熱：使用量当たり排出量 

燃料：使用量当たり発熱量×発熱量当たり排出量 

人口、世帯数、製造品出荷額、 

従業者数等  
エネルギー消費量 

活動量 
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☝ 現況推計における電気の排出係数 

 本マニュアルでは、現況推計における電気の排出係数として、実排出係数を使用するこ

とを想定しています。現況推計で用いる地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成

11 年政令第 143 号）第 3 条に基づく電気の排出係数は、温室効果ガス排出量算定・報告・

公表制度で用いる排出係数のうち、実排出係数に対応します。ただし、前者は kg-CO2 単位

ですが、後者では t-CO2 単位になっています。区域施策編において、同じく温室効果ガス

排出量算定・報告・公表制度で用いる調整後排出係数を用いることも可能ですが、都道府

県別エネルギー消費統計や総合エネルギー統計では、投入燃料から炭素排出量が算定され

ているため、実排出係数と対応するものです。 

また、後述するとおり、産業部門（製造業）や業務その他部門の事業所排出量積上法で

は、主として、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）に基づく

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による特定事業所単位の排出量データを用いる

ことを想定しています。この排出量データは、国への開示請求により入手することができ

ますが、開示される特定事業所単位の排出量は、実排出係数に基づくものとなります。 

 

※ 区域の温室効果ガス排出量の現況推計とは別に、電気の排出係数の変動による温室効

果ガス排出量への影響を排除して分析・評価するために、例えば、電気の排出係数をあ

る年度（例えば基準年度）で固定して推計することも考えられます。ただし、この場合

は推計した温室効果ガス排出量が実態からかい離する点や、より排出係数が低い電気を

選択する対策の効果が反映されない点に注意が必要です。 

 

☝ エネルギー起源 CO2 の算定式 

 図 2-2-2.1 に示したエネルギー起源 CO2 の算定式を燃料、電気及び熱ごとに記載すると

以下のようになります。 

 

エネルギー起源 CO2（t-CO2）＝ 

燃料使用量（t, kl, 千Ｎｍ3）×使用量当たり発熱量（GJ/t, GJ/kl, GJ/千 Nm3） 

×発熱量当たり炭素排出量（tC/GJ※）×44/12 

＋電気使用量（kWh）×使用量当たり排出量（t-CO2/kWh） 

＋熱使用量（GJ）×使用量当たり排出量（t-CO2/GJ） 

 

※燃料の発熱量当たり炭素排出量は、二酸化炭素の重量（t-CO2）ではなく炭素の重量（t-C）

で定義されています。CO2 排出量に換算するため炭素と二酸化炭素の分子量の比（44/12）

を乗じます。 
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本マニュアルでは、部門別に実績値の把握状況や推計作業の効率化等の観点から複数の

推計手法を解説しています。これらの推計手法の分類の観点は次に示しますが、必ずしも

いずれかの推計手法を選択する必要はありません。地方公共団体独自の統計があったり、

エネルギー使用量をアンケート調査等で把握していたりする場合等は、独自の推計手法で

現況推計を行うことも考えられます。 

 本マニュアルでは、統計量の按分の段階（業種別や車種別等の分類の細かさ）と実績値

の活用の有無によって各手法の関係性を整理しました。 
統計量の按分が２段階の場合は、１段階に比べて、分類ごとの原単位の違いが反映され

ます。また、一部の事業所やエネルギー種別の実績値を活用することで、より実態に近い

推計が可能です。 
推計に係る作業工数を加味しつつ、各手法の解説に掲載した選択フローや推計式を参考

に、使用する手法を検討してください。 

実績値が無くても可能な手法のうち、統計量の按分が 1 段階のものをカテゴリＡとし、

統計量の按分が 2 段階のものをカテゴリＢとします。また、実績値を活用する手法のうち、

統計量の按分が 1 段階のものをカテゴリＣとし、統計量の按分が 2 段階のものをカテゴリ

Ｄとします。さらに、統計量の按分によらない推計をカテゴリ E とします。具体的には、

業務その他部門における用途別エネルギー種別原単位活用法と、運輸部門（自動車）にお

ける道路交通センサス自動車起終点調査データ活用法がこれに当たります。 

本マニュアルでは、エネルギー使用量実績値が無くても推計可能で、最も簡易な統計の

炭素量按分による手法であるカテゴリＡを、特に初めて区域施策編を策定する中核市未満

の市町村における標準的手法と位置付けます。 

 各推計手法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアルの

の「算定手法編」において、それぞれの特徴を示した上で、部門・分野ごとに選択の判断

フローを掲載することとします。 
 
※標準的手法による市町村別の推計結果は、環境省が地方公共団体実行計画策定支援サイ

トにて毎年度公表19しています。  

  

                                         
19

 環境省ウェブサイト「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト」 
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図 2-2-2.2 統計の按分段階と実績値の活用有無による現況推計手法の分類 

(エネルギー起源 CO2) 
 
☝ エネルギー使用量の実績値を把握する方法 

区域のエネルギー使用量の実績値を把握することは、より正確な区域の温室効果ガス排

出量の推計につながります。ここでは、エネルギー使用量の実績値を把握する方法を例示

します。 

 事業者や家庭のエネルギー使用量を集約する仕組み（環境家計簿サイトの提供等）や

条例に基づく計画書制度の報告様式を改定し、エネルギー種別エネルギー使用量の報

告を受ける。 

 サンプリングアンケートによりエネルギー使用量を収集し、拡大推計する。 

 電気事業者や都市ガス事業者から区域の供給量の提供を受ける。 

 

２) エネルギー起源 CO２以外の温室効果ガス排出量の推計 

エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガスは、図 2-2-2.3 に示す算定式で推計します。こ

こで、炭素集約度は、非エネ起 CO2 については活動量種別排出係数、その他ガスについて

はこれに地球温暖化係数を乗じたものとなります。 

具体的な推計手法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アルの「算定手法編」に記載します。 

統計量の按分の段階 
統計量の按分による推計 統計量の按分に 

よらない推計 実績値がなくても可能な手法 実績値を活用する手法 

1 段階按分 
(部門の排出量やエネ
ルギー使用量を按分) 

カテゴリ A: 
 

カテゴリ C: 
 

カテゴリ E: 
 

2 段階按分 
(部門の排出量やエネ

ルギー使用量を業種別
や車種別で按分) 

カテゴリ B: カテゴリ D： 

全国業種別按分法 
【産業部門（製造業）】 

都道府県別按分法 
【産業部門、業務その他部門、家庭部門】 

全国や都道府県の炭素排出量を部門別
活動量で按分する方法 

【標準的手法】 

全国や都道府県の炭素排出量を業種別や 
異なる出典のエネルギー按分する方法 

一部のエネルギー種(電力、ガス等)の使用量 
実績値を活用する方法 

※実績が無いエネルギー種は都道府県のエネルギー
種別炭素排出量を部門別活動量で按分する。 

都道府県別按分法（実績値活用） 
【産業部門、業務その他部門、家庭部門】 

一部のエネルギー種(電力、ガス等)の使用量
実績値や事業所排出量を活用する方法 

※実績が無いエネルギー種は業種別や異なる出典
のエネルギー種別で按分する。 

全国業種別按分法（実績値活用） 
【産業部門（製造業）】 

事業所排出量積上法 
【産業部門（製造業）、業務その他

部門、エネルギー転換部門】 

各部門・分野 
固有の推計手法 

用途別エネルギー種別 
原単位活用法 

 【業務その他部門】 全国按分法 
【運輸部門（自動車、鉄道、船舶）】 

都道府県別エネルギー種別按分法 
【家庭部門】 

エネルギー種別按分法①,② 
【運輸部門（航空）】 

都道府県別車種別按分法 
【運輸部門（自動車）】 

事業者別按分法 
【運輸部門（鉄道）】 

都道府県別エネルギー種別按分法
（実績値活用）【家庭部門】 

用途別エネルギー種別 
原単位活用法 

（実績値活用） 
 【業務その他部門】 

道路交通センサス自 
動車起終点調査デー 

タ活用法 
【運輸部門（自動車）】
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図 2-2-2.3 エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス排出量の算定式 

 

(３) 区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計 

森林等の土地利用においては、人為的な管理活動、施業活動等により、植物の成長や枯

死・伐採による損失、土壌中の炭素量が変化し、CO2 の吸収や排出が発生します。区域の

温室効果ガス排出・吸収量の推計を行う場合においては、全体的な排出・吸収量の寄与度、

推計の難易度、我が国の気候変動対策としての吸収源対策の一覧を踏まえ、区域において

吸収源対策が実施された「森林」及び「都市緑化」によるバイオマスにおける温室効果ガ

ス排出・吸収量を推計対象とすることが考えられます。 

具体的な推計手法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アルの「算定手法編」に記載します。 

森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量は、「（２）区域の温室効果ガス排出量の現況

推計手法」に記載した温室効果ガス排出量と性質が違う面もあることから、両者を合算せ

ず、別個に評価することが考えられます。また、温室効果ガス吸収量の評価については、

単年で評価する方法と、複数年の累積で評価する方法が考えられます。 

区域施策編においては、どのような評価の考え方に立つかを明記した上で、吸収量を掲

載してください。 

 

 

  

（※燃料の燃焼分野の CH4、N2O はエネルギー種別

エネルギー使用量に炭素集約度を乗じる） 

非エネ起 CO
2 

及びその他ガス 活動量 炭素集約度 ＝ × 

原料の使用量、廃棄物処理量等 
活動量種別排出係数 

×地球温暖化係数 
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温室効果ガスの将来推計（現状趨勢（BAU）ケース）の位置付け 

現状趨勢（Business As Usual。以下「BAU」といいます。）ケースの温室効果ガス排出

量（以下「BAU 排出量」といいます。）とは、今後追加的な対策を見込まないまま推移した

場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。 

BAU 排出量を推計することで、「将来の見通しを踏まえた計画目標の設定」や「より将来

の削減に寄与する部門・分野別の対策・施策の立案」を行うことができます。また、BAU

排出量と対策・施策の削減効果の積上げを比較することで、「計画目標達成の蓋然性の評価」

に活用することもできます。 

なお、BAU 排出量の推計は必ずしも実施しなくてはならないものではありません。区域

の将来推計人口や経済成長率等の活動量の見通しも踏まえて、その必要性を判断してくだ

さい。 

具体的な活用方法及び推計手法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアルの「算定手法編」に記載します。 
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温室効果ガス排出の要因分析 

 温室効果ガス排出の要因分析においては、単に部門・分野の割合を把握するだけでなく、

「区域の特徴」と合わせて検討することで、より有効な対策・施策の立案につながる分析

となります。 

例えば、図 2-2-4.1 のように、温室効果ガスの排出量を要因に分解した上で、それぞれ

の要因に影響する事項を検討し、対策・施策の立案につなげることが考えられます。 

CO2 排出量の変化を、原単位要因とエネルギー消費要因の 2 つに大別し、さらにそれぞ

れの要因に分解をしていくことができます。また、それぞれの要因に対して作用していく

要素や採り得る施策の例を示しています。 

こうした分析は、あくまでも例にすぎないものであり、この他にも、例えば、地球温暖

化対策計画書制度等を通じて得られる知見を通じて、より実態に即した分析を行うことも

有効であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4.1 業務その他部門の排出要因分析の例 

  

・業種別業務
床面積 

・電源構成 
・燃料の炭素排出係数 
・再生可能エネルギーの導入量 

・使用する燃料種 
・燃料の炭素排出係数 

・OA 機器等の保有台数・種類数 
・電気機器の効率 
・省エネ・節電への取組 

吹出しの内容：各要因に 
影響する事項の一例 

・夏季・冬季の気温 

CO2 排出量 
変化 

CO2 排出量 
原単位要因 

CO2 排出原単位要因
（電力） 

CO2 排出原単位要因
（その他燃料） 

エネルギー消費量要因 

エネルギー消費量 
原単位要因 

業務床面積要因 

気候要因 
エネルギー消費量原単
位要因（気候以外） 

要因 

業務その他部門の排出要因分析の例 
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計画全体の目標 

区域施策編における目標の類型 

区域施策編の目標としては、図 2-3-1.1 に示すように、大別して、計画全体に係る目標

と盛り込まれる対策・施策の目標という２種類のものが考えられます。 

計画全体に係る目標としては、温室効果ガスの総量削減目標はもとより、温室効果ガス

排出量の原単位目標や最終エネルギー消費量の目標、再生可能エネルギーの導入量の目標

といった総量削減目標以外の目標も考えられます。これらの目標は、総量削減目標を補完

するものとして、地方公共団体の事情に応じて追加的に設定することが望まれます。それ

ぞれの目標は、部門・分野別に設定することも考えられます。総量削減目標以外の計画目

標の例については、「２-３-３．総量削減目標以外の計画目標」に記載します。 

また、計画全体に係る目標とは別に、盛り込まれる対策・施策の目標も考えられます。

対策・施策の目標については、「2-4．温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策」に記

載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1.1 計画全体の目標と対策・施策の目標の関係 

  

計画全体の目標：計画全体に関する目標。 

総量削減目標：区域の温室効果ガス排出量の削減目

標。地球温暖化対策計画の目標を踏まえて、原則として

設定する。 

 

設定方法例： 

・地球温暖化対策計画の目標に準ずる設定方法 

・都道府県の区域施策編の目標に準ずる設定方法 

 （市町村のみ） 

・独自の目標水準による設定方法 

・対策・施策の削減効果の積上げによる設定方法 

対策・施策の目標：毎年度の進捗管理及び区域外

への削減貢献も含めた地方公共団体の取組を評価する

ための目標。 

※ここでは、「対策」、「施策」を次のように区別して

いる。 

・対策：各主体（事業者や住民等）による温室効果ガス

排出抑制のための行動（省エネ機器の導入等）。 

・施策：地方公共団体が、各主体の行動を促進・誘導し、

又は確実なものとするために講じる措置（法制度、税制、

補助金等）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区域内貢献 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区域外貢献 
（任意） 

対策実施量目標：区域内の各主体の対策実施

量に関する目標。モニタリング等により把握でき

るものについて設定することが望まれる。 

施策実施量目標：地方公共団体が行う施

策の実施量に関する目標。原則として、全施

策に対して施策ごとに設定し、毎年度進捗評

価することが望まれる。 

その他の計画目標：総量削減目標以外の計画目標。

それぞれ利点（市民にとって分かりやすい、電力排出係

数に影響されない等）があるため、区域の事情を勘案し

て設定することが望まれる。 

 

目標の例： 

・温室効果ガス排出原単位目標 

・最終エネルギー消費量削減目標 

・最終エネルギー消費原単位削減目標 

・再生可能エネルギー導入目標 
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総量削減目標 

総量削減目標は原則として設定します。 

本マニュアルでは総量削減目標の設定方法について、表 2-3-2.1 に示すように、「対策・

施策の削減効果の積上げによる設定方法」、「地球温暖化対策計画の目標を踏まえて設定す

る方法」、「都道府県の区域施策編の目標を踏まえて設定する方法（市町村のみ）」、「より長

期の目標からバックキャストで設定する方法」の 4 つに分類しています。 

これらの具体的な設定方法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実

施マニュアルの「算定手法編」に記載します。 

 なお、各地方公共団体が独自の方法で設定することも可能です。 
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表 2-3-2.1 総量削減目標の分類と概要 

分類 設定方法 メリット デメリット 

対策・施策の削

減効果の積上げ

による設定方法 

部門・分野別に対策・施策を

設定し、その削減効果20を基

準年度における温室効果ガ

ス排出量から積み上げて総

量目標とする。 

・積上げによる目標水準の根

拠を持てる。 

・総量目標が、対策・施策目

標と定量的に整合する。 

・削減効果を定量化できない対策・

施策がある。 

・国や都道府県の対策・施策効果と

の重複の扱いが困難である。 

部門・分野別に対策・施策を

設定し、その削減効果を目標

年度における BAU 排出量か

ら積み上げて総量目標とす

る。 

・積上げによる目標水準の根

拠を持てる。 

・総量目標が、対策・施策目

標と定量的に整合する。 

・目標年度における人口の増

減等を踏まえた目標となる。 

・削減効果を定量化できない対策・

施策がある。 

・国や都道府県の対策・施策効果と

の重複の扱いが困難である。 

・BAU ケースの温室効果ガス排出量

の推計を行う必要があり、手間がか

かる。 

地球温暖化対策

計画の目標を踏

まえて設定する

方法 

地球温暖化対策計画の基準

年度比目標（2030 年度に

2013 年 度 比 26.0 ％ 減

（2005 年度比 25.4％減））

を踏まえて設定する。 

・簡易に設定できる。 ・区域の排出量の部門・分野構成比

を反映できない。 

・国全体と区域で産業構造等社会条

件が異なっている点が反映されな

い。 

・（2030 年度の BAU を反映できな

い） 

地球温暖化対策計画の基準

年度比部門・分野別の排出量

の目安を踏まえて設定する。 

・区域の部門・分野別の排出

量の差異に対応できる。 

・簡易に設定できる。 

・国全体と区域で産業構造等社会条

件が異なっている点が反映されな

い。 

・（2030 年度の BAU を反映できな

い） 

都道府県の区域

施策編の目標を

踏まえて設定す

る方法（市町村

のみ） 

都道府県の区域施策編の基

準年度に対する目標年度の

削減率、2030 年度 BAU 比部

門・分野別目標等を踏まえて

設定する。（市町村のみ） 

・簡易に設定できる。 ・都道府県が独自に総量目標を設定

している時のみ活用可能。 

・都道府県全体と区域で産業構造等

社会条件が異なっている点が反映さ

れない。 

より長期の目標

からバックキャ

ストで設定する

方法 

より長期の目標を想定し、目

標年度にどの程度の目標水

準が必要か逆算して設定す

る。 

・長期的な展望を踏まえた目

標設定ができる。 

・より長期の目標設定が必要。（地球

温暖化対策計画では、2050 年度に

80％削減を掲げている。）  

  

                                         
20

 地球温暖化対策計画においては、2030 年度の電力の排出係数について、0.37kg-CO2/kWh 程度という目標が示さ

れています。2030 年度の総量削減目標の検討に際しては、電力の排出係数について、この目標を前提とすることが考

えられます。 
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総量削減目標以外の計画目標 

総量削減目標の設定を前提として、それを補完するものとして考えられる計画目標の例

について、表 2-3-3.1 に示します。 

地方公共団体が管理できる指標に関する目標や地域のステークホルダーに示しやすい目

標についても設定することは、区域施策編の実効性を高めることにつながるため、地方公

共団体の事情に合わせて設定することが望まれます。 

 これらの具体的な設定方法については、地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実

施マニュアルの「算定手法編」に記載します。 

 また、これらのほか、CASBEE-都市（一般財団法人建築環境・省エネルギー機構）によ

る CO2 排出量当たりの都市の環境性能の評価による、経済や社会等のコベネフィット評価

を加味した目標等も考えられます。 

 

表 2-3-3.1 総量削減目標以外の計画目標の例 

計画目標の種類 目標の概要 特徴 

温室効果ガス排出量

原単位目標 

人口、床面積、生産量といった

活動量当たりの区域の温室効

果ガス排出量の目標 

・市民等にとって成果がわかりやすい。 

・区域の活動量の増減に関わらず、例えば人口当たり 

の努力の評価が容易にできる。 

最終エネルギー消費

量目標 

区域の最終エネルギー消費量

の目標 

・電力等の排出係数の増減に影響されることなく、省

エネルギーに関する需要家の取組の評価が可能。 

最終エネルギー消費

原単位目標 

人口、床面積、生産量といった

活動量当たりの区域の最終エ

ネルギー消費量の目標 

・電力等の排出係数の増減に影響されることなく、省

エネに関する需要家の取組の評価が可能。 

・市民等にとって成果がわかりやすい。 

・区域の活動量の増減に関わらず、例えば人口当たり 

の努力の評価が容易にできる。 

再生可能エネルギー

導入量目標  

区域の再生可能エネルギーの

導入量の目標 

・取組の定量的な評価が可能。 
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☝ 「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」の計画目標 

長野県では、「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」

の計画目標として、次の５つの数値目標を設定し、進捗管理を行っています。 

なお、それぞれの目標について、短期：2020（平成 32）年度、中期：2030（平成 42）

年度、長期：2050（平成 62）年度の目標値を定めています。 

 

① 温室効果ガス総排出量、② 最終エネルギー消費量、③ 最大電力需要 

④ 自然エネルギー導入量、⑤ 自然エネルギー発電設備容量 

 

これら複数の計画目標を用いることにより、戦略の進捗状況を総合的に評価し、発信

することにつなげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-3.1 長野県環境エネルギー戦略における計画目標21 

 

 

                                         
21

長野県では、平成 27 年に自然エネルギー発電設備容量、自然エネルギー導入量の目標を上方修正しています。 

自然エネルギー発電設備容量：短期：2020（平成 32）年度で 30 万⇒150 万 kW、中期：2030（平成 42）年度で

60 万⇒200 万 kW、長期：2050（平成 62）年度で 90 万⇒300 万 kW 

自然エネルギー導入量：短期：2020（平成 32）年度で 17,376⇒21,927TJ、中期：2030（平成 42）年度で 25,157

⇒30,394TJ、長期：2050（平成 62）年度で 38,484⇒46,215TJ 

出典：長野県「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」 
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温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 

対策・施策の位置付け 

地球温暖化対策計画において、地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じた温室

効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとされています。特に、地域の事業者・

住民との協力・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合

わせて、再生可能エネルギー及び未利用エネルギー（以下「再生可能エネルギー等」とい

う。）の最大限の導入・活用とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを目指すと

されています。また、地域の事情を踏まえ、構造改革特区制度による規制の特例措置の活

用等を通じ、創意工夫を凝らした取組を推進するとされています。 

対策・施策による効果は、温室効果ガス排出削減量として定量的に算定できることが最

も望ましいと考えられます。このため、温室効果ガス報告書制度や地球温暖化対策計画書

制度等を通じて、対策・施策の効果を把握することも重要かつ有効と考えられます。 

また、対策・施策の検討や評価に際しては、その時々の低炭素技術の研究開発や普及の

動向等を踏まえることも重要です。 

一方、対策や施策によっては、その削減効果の算定が難しい場合もあります。そのため、

対策や施策それぞれについて、進捗管理のための指標を設けて定量的に評価することが、

区域施策編の実効性を高めることになります。 

地方公共団体の努力を区域の各主体に示す指標として、施策の進捗管理指標及びその目

標を定めることは、特に重要です。 

加えて、対策・施策の評価について留意すべき点として、それらがもたらすコベネフィ

ットがあります。対策・施策の効用を多面的に捉えて評価することで、区域の総合的な目

標とのつながりをより強固なものにすることや、他部局との連携を促進することにつなが

り得ると考えられます。 
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温室効果ガス排出抑制等に関する対策 

対策の検討に当たっては、現況推計や BAU ケース推計、排出要因分析等の結果及び区域

の総合的な目標から、対策によるコベネフィットも勘案しながら、区域で優先的に実施す

る対策を検討すべきです。 

対策の立案・実施においては、国の役割や区域の各主体に期待する役割も勘案した上で、

地方公共団体として講じる施策について考えるべきです。図 2-4-2.1 に対策・施策立案の

考え方に関するフロー図を示します。 

さらに、区域における温室効果ガスの削減ポテンシャルを検討することで、対策実施量

目標の設定や総量削減目標の積上げを行うことができ、より実効的な計画とすることがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2.1 対策・施策立案の考え方 

 

 

  

将来像実現のた
めの対策の立案 

対策実施に向け
た課題の抽出 

施策の立案 

対策・施策立案の考え方 

将来像実現に向けた対策・施策の一体的な検討 目指すべき 
将来像 

ポイント！ 

・対策によるコベネフ 
ィットも勘案しながら、
区域で優先すべき対策 
を検討。 
・対策による削減ポテ
ンシャルを検討。 

区域の特徴・排 
出要因分析結果 

ポイント！ 

・環境部局だけに留ま
らず、コベネフィット
の観点も加味し、他部
局が実施する施策も含
めて検討。 

ポイント！ 

・立案した施策は、目
指すべき将来像に照ら
して体系的に整理。 
・各施策の進捗管理指
標を設定。 
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温室効果ガス排出抑制等に関する施策 

地方公共団体は、地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のため

の施策を推進することとされています。特に、地域の事業者・住民との協力・連携の確保

に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再生可能エネルギ

ー等の最大限の導入・活用とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを目指すこ

とが重要です。また、地域の事情を踏まえ、構造改革特区制度による規制の特例措置の活

用等を通じ、創意工夫を凝らした取組を推進することも重要です。 

以下では、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項に掲げられた、表 2-4-3.1 に示す①～

④の「その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施

策に関する事項」に沿って、地球温暖化対策計画に示された「地方公共団体が講ずべき措

置に関する基本的事項」や別表１～６のうち「地方公共団体が実施することが期待される

施策例」等に関して記載します。 

 

表 2-4-3.1 温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項 

温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項 対応する条項 

① 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区

域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項 

地球温暖化対策推進法

第 21 条第 3 項第 1 号 

② その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない

製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室

効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項 

地球温暖化対策推進法

第 21 条第 3 項第２号 

③ 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、

都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガス

の排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項 

地球温暖化対策推進法

第 21 条第 3 項第３号 

④ その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平

成 12 年法律第 110 号）第２条第２項に規定する廃棄物等をい

う。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第１項に規

定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 

地球温暖化対策推進法

第 21 条第 3 項第４号 
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なお、個々の施策は、必ずしも表 2-4-3.1 の４つの事項のうちいずれか１つのみに対応

するとは限りません。複合的な目的・構造や多面的な性格・効果を有する施策は、上記 4

つの事項のうち複数の事項に同時に該当することも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-3.1 施策に関する事項の関係 

 

 また、地球温暖化対策計画別表１～６のうち「地方公共団体が実施することが期待され

る施策例」とは、地球温暖化対策計画において、「（我が国の）2030 年度における温室効果

ガス別その他の区分ごとの目標及びエネルギー起源 CO2 の部門別の排出量の目安を達成す

るため、具体的な数字の裏付けのある個々の対策について、我が国全体における対策評価

指標、排出削減見込量、対策を推進するための国の施策」とともに規定することとされた

ものです。 

ここにいう「地方公共団体が実施することが期待される施策例」とは、あくまでも地球

温暖化対策計画別表において、国による期待・想定が例示されたものです。この例示をも

って、地方公共団体に対して、これらの施策を実施する法的な義務が課せられるわけでは

なく、必ずしも例示された全ての施策を網羅的に実施する必要はありません。 

地方公共団体の創意工夫により、例示された施策以外の施策が実施されることも、大い

に歓迎されます。 
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(１) 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に   

適したものの利用の促進に関する事項（地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 1 号）  

 

再生可能エネルギーは、発電において温室効果ガスを排出しないことから、その導入拡

大は地球温暖化対策に必要不可欠であり、また、国内で生産できることから、エネルギー

安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源です。 

また、地域性の高いエネルギーである再生可能エネルギー熱（太陽熱、地中熱、雪氷熱、

温泉熱、海水熱、河川熱、下水熱等）を中心として、下水汚泥・廃材・未利用材等による

バイオマス熱等の利用や、運輸部門における燃料となっている石油製品を一部代替するこ

とが可能なバイオ燃料の利用、廃棄物処理に伴う廃熱の利用を、経済性や地域の特性に応

じて進めていくことも重要です。 

都道府県及び市町村は、地域の自然的社会的条件に応じて、積極的に地域における再生

可能エネルギーの利用の促進やエネルギーの面的利用の推進に取り組むべきです。また、

自らも庁舎や公共施設等（遊休地・遊休施設を含む）での再生可能エネルギー等の率先導

入・活用を推進すべきです。 

再生可能エネルギーの利用の促進に当たっては、安定的かつ効率的な需給体制の構築が

重要となります。特にバイオマスエネルギーについては、資源調達から需要先の確保に至

る多様な関係者の連携確保が課題となります。都道府県及び市町村には、こうした連携確

保の担い手となることが期待されます。また、都市のコンパクト化等のまちづくりの推進

や公共施設の再編等と合わせて、地域熱供給システムの導入等による効率的なエネルギー

利用を推進することが期待されます。 

加えて、都道府県及び市町村は、再生可能エネルギー事業に関するコスト低減や投資促

進に向けて、再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免等の租税上の措置や、地域金

融機関等と連携した再生可能エネルギー事業への出資等の金融上の措置について、積極的

に検討・導入することが期待されます。 

なお、再生可能エネルギーの導入及び活用に付随して、景観の悪化や騒音の発生、土地

や水域の利用に係る権益への影響等の様々な懸念や問題も生じ得ます。そこで、都道府県

及び市町村は、これらを未然に防止・解消するよう努めた上で、関連施設の周辺住民の理

解を醸成するとともに関係事業者（例えば、農林水産業者、温泉業者）等の協力が得られ

るよう、地域協議会の設置・運用に努めること等により、地域における再生可能エネルギ

ーの社会的受容性の確保を促進することが期待されます。その際、環境的に持続可能な資

源調達並びに生態系及び景観の保全についての適切な情報提供等を通じて、地域の自然的

社会的条件に適した利用の促進を図ることが期待されます。 

なお、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 1 号に該当し得る「地方公共団体が実施す

ることが期待される施策例」として、「５．付録」の表 5-2.1 に整理します。 
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☝ 風力発電等に係るゾーニングによる環境に配慮した再生可能エネルギーの導入促進 

風力発電のゾーニングとは、各地域において、環境面のみならず経済面及び社会面も統

合的に評価して、再生可能エネルギー導入を促進すべきエリア、環境保全を優先すべきエ

リア等のエリア設定（ゾーニング）を行うものです。これにより、周辺住民等との環境紛

争等を未然に防止し、適地を巡って事業計画が集中することによる累積的影響の課題にも

対応する等、環境保全にも配慮した形で再生可能エネルギーの計画的な導入を促進するこ

とが可能となります。 

このゾーニングの具体的な進め方としては、始めに、地域における再生可能エネルギー

の施策等を踏まえて、できるだけ高い風力発電等の導入目標を目安として検討します。次

に、環境配慮や事業性に係る既存情報等を収集し重ね合わせてエリア案を作成します。そ

の後、目標の目安を踏まえつつ関係者間協議を重ねながらエリアを設定していきます。エ

リアの設定は、風力発電の導入促進と環境保全の二元論ではなく、多段階のものとなるこ

とが想定されます。これにより、経済性や系統その他の状況に応じて、風力発電等を導入

するエリアの優先順位を検討することができます。また、各エリアにおける導入可能な設

備容量を積み上げることで、実効性のある現実的な導入目標を設定することができるほか、

短期・中期・長期等の段階的な目標を設定することが可能となります。 

区域施策編については、風力発電等を含む再生可能エネルギー導入目標を地域の事情を

勘案して設定することが望ましいため、既に目標を設定している場合には当該目標の計画

的な実現や見直しに、目標を設定していない場合には新たな目標の設定にゾーニングを活

用することも考えられます。 

環境省では、このゾーニング手法の確立と普及のため、平成 28 年度から公募により選ば

れた地方公共団体によるモデル事業を実施しており、その成果を基に平成 30 年度にはマニ

ュアルを取りまとめて公表する予定です。なお、当該マニュアルは、風力発電を対象とす

る予定ですが、ゾーニング手法や収集した情報は太陽光発電にも活用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-3.2 ゾーニングのイメージ 
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(２) その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用

その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促

進に関する事項（地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第２号）  

 

地球温暖化対策推進法第 23 条及び第 24 条においては、事業者に対して、「事業活動に伴

う温室効果ガスの排出抑制等」及び「日常生活における排出抑制への寄与」という 2 つの

努力義務が定められています。「排出抑制等指針」は、これら 2 つの努力義務について、事

業者が講ずべき措置を具体的に示したガイドラインとして国（主務大臣）が策定したもの

です。現在までに、「産業部門（製造業）」、「業務部門」、「廃棄物部門」、「上水道・工業用

水道部門」、「下水道部門」及び「家庭部門」の６つの分野で排出抑制等指針が策定・公表22

されています。 

地球温暖化対策計画においても、国は排出抑制等指針について、経済的に利用可能な最

善の技術（BAT：Best Available Technology）等の技術動向等を踏まえ、より低炭素なエ

ネルギーの選択を行うこと等の取組を含む対策メニューの拡充を図るとともに、未策定の

分野については、できるだけ早期に策定・公表することとしています。また、同指針に盛

り込まれた措置の実施を促すための各種支援策や情報提供の実施等を通じ、事業者が、自

主的・積極的に環境に配慮した事業活動に取り組むことを推進することとしています。 

地方公共団体には、区域の事業者が事業の用に供する設備について、排出抑制等指針に

基づく BAT の導入や適切な運用改善、省エネルギー診断の積極的な受診、コージェネレー

ションの導入、エネルギーマネジメントシステムの整備等を促進することが期待されます。 

さらに、公共交通機関の利用促進に加えて、温室効果ガスの排出量がより少ない製品（木

材製品を含む。）・役務の利用促進、次世代自動車の普及やエコドライブの推進、省エネル

ギー住宅に対する財政上の支援や国民運動「COOL CHOICE」の促進等を通じて、住民によ

る温室効果ガスの排出抑制も図ることとされています。 

 

都道府県、指定都市等及び区域における温室効果ガス排出量の特に多い市においては、

温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用により、事業者

の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むこととされています。 

一般に、地球温暖化対策計画書制度は、地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効

果ガスの排出量やその抑制のための取組等を盛り込んだ計画書・報告書の作成・提出を求

めることを通じて、温室効果ガスの排出抑制への計画的な取組を促す制度です（制度の名

称や内容は、地方公共団体によって異なります）。 

                                         
22 詳細については、環境省 HP をを参照してください。 

＜温室効果ガス排出抑制等指針に関する専用ホームページ： 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/＞ 
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現在までに、図 2-4-3.3 に示す 31 都道府県並びに 8 指定都市、２中核市及び２市が地

球温暖化対策計画書制度を導入しています。このうち、東京都と埼玉県においては、地球

温暖化対策計画書制度が、事業者の排出量に一定の制限を課すキャップ・アンド・トレー

ド型排出量取引制度へと発展し運用されています。また、複数の指定都市が、地球温暖化

対策計画書制度の今後の導入に向けた検討を行う旨を最新の区域施策編において記載して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-3.3 地球温暖化対策計画書制度の導入状況 

 

なお、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 2 号に該当し得る「地方公共団体が実施す

ることが期待される施策例」として、「５．付録」の表 5-2.2 に整理します。 
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☝ 地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行 

 地方公共団体が、区域の住民や事業者に率先して、自らの事務及び事業に関し、温室効

果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に取り組むととも

に、その措置の状況等を成果として可視化し、効果的に発信することも重要です。 

また、区域の業務その他部門の温室効果ガス排出量のうち、地方公共団体が保有する庁

舎や公共施設からの温室効果ガス排出量が占める割合は小さくないと考えられます。この

ため、地方公共団体による事務事業編を通じた率先実行は、区域施策編の範疇である区域

の温室効果ガス排出抑制の点でも重要です。 

 地球温暖化対策計画においても、特に「公的機関における取組」として、国等による取

組と並んで地方公共団体の取組が位置づけられており、地方公共団体が事務事業編に記載

すべき主な内容も示されています。 

 加えて、地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項としても、第一に「PDCA サ

イクルを伴った温室効果ガス排出削減の率先実行」が掲げられ、次のような事項が定めら

れています。 

・都道府県及び市町村は、率先して自らの温室効果ガス排出の抑制に取り組むべきです。

その際には、原則として全ての事務及び事業を対象として、温室効果ガス排出の抑制に

係る取組の PDCA の体制を構築し、運営すべきです。 

・エネルギー起源 CO2 については、その排出状況（使用しているエネルギーの種類及び量、

エネルギー利用設備の稼働状況等）を恒常的かつ網羅的に把握するとともに、再生可能

エネルギー等の導入・活用や省エネルギーの機会を積極的に追求するとともに、その結

果を踏まえて必要な運用改善及び費用対効果の高い設備投資の検討を行うべきです。 

・事業の用に供する設備については、排出抑制等指針に基づき、技術の進歩等の状況変化

に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するよう努めなければなりま

せん。特に都道府県及び指定都市等は、BAT の積極的な導入を検討すべきです。 

・事業の用に供する設備は、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用

するよう努めなければなりません。 

なお、事務事業編の実施の状況については、地球温暖化対策推進法第 21 条第 10 項に基

づき、毎年１回に公表することが義務づけられています。こうした公表を通じて、区域の

住民・事業者の関心を喚起し、それぞれの取組を促進していくことが期待されます。 
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(３) 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地

の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び

改善に関する事項（地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第３号）  

 

都市・地域構造や交通システムは、交通量や業務床面積の増減等を通じて、中長期的に

CO２排出量に影響を与え続けることから、従来の拡散型からの転換を目指し、都市のコン

パクト化と公共交通網の再構築、都市のエネルギーシステムの効率化を通じた低炭素化等

による低炭素型の都市・地域づくりを推進する必要があります。 

地域における地球温暖化対策の推進に当たっては、都市構造を集約型に転換していくこ

とを基本的な方向とし、当該地域の社会経済構造が温室効果ガスを大量に排出する形で固

定化(ロックイン)することを防ぐべく、低炭素型の都市・地域づくりについて総合的かつ計

画的に取り組むことが必要です。 

また、そうした取組を円滑に推進し、成果を根付かせるためには、再生可能エネルギー

等の地域資源を活用しつつ、地域活性化や防災、生物多様性保全等の多様な地域課題にも

応えるよう配慮することが有効かつ重要です。 

このため、都市計画や農業振興地域整備計画、低炭素まちづくり計画をはじめとして、

総合計画、公共施設等総合管理計画、地域公共交通網形成計画等の温室効果ガスの排出の

抑制等と関係を有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団

体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意すべきです。例え

ば、業務中心地区や工業団地等における CEMS（Community Energy Management 

System）や地域熱供給の導入等の面的な取組から、都市のコンパクト化、公共交通網の再

構築、スマートコミュニティの構築等の広域的な取組まで、地方公共団体が中心となって

進める取組が強く期待されます。 

加えて、こうした取組に対する事業者・住民の理解・協力を促進するため、まちづくり

に参画する人づくり・ネットワークづくりを進め、多様な主体が低炭素化の担い手となる

よう促すことが重要となります。このため、環境教育・普及啓発、エリアマネジメント等

をはじめとする民間団体の活動支援等の地域に密着した施策を進めることが期待されます。 

なお、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 3 号に該当し得る「地方公共団体が実施す

ることが期待される施策例」として、「５．付録」の表 5-2.3 に整理します。 
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(４) その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110

号）第２条第２項に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同

条第１項に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項（地球温暖化対策推進法第 21

条第 3 項第４号）  

 

我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減

を図る社会」です。そして、この天然資源という言葉が指す資源という言葉には、化石燃

料も当然含まれています。循環型社会の形成において、天然資源の消費の抑制を図ること

は、低炭素社会の実現にもつながります。 

エネルギー起源 CO2 の排出抑制に関しては、「第三次循環型社会形成推進基本計画」（平

成 25 年 5 月 31 日閣議決定）において、2030 年頃までに、各地域のバイオマス系循環資

源のエネルギー利用等により自立・分散型エネルギーによる地域づくりを進めるとともに、

廃棄物焼却施設等が熱や電気等のエネルギー供給センターとしての役割を果たすようにな

ることで、化石燃料など枯渇性資源の使用量を最小化する循環型社会の形成を目指すこと

としています。その観点から 3R（廃棄物等の発生抑制・循環資源の再使用・再生利用）の

取組を進めながら、なお残る廃棄物等について廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底や、

廃棄物焼却施設からの余熱を地域の需要施設にて利活用することによる熱の利用拡大等に

より、廃棄物部門由来の温室効果ガスの一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る必要が

あります。 

特に廃棄物焼却施設等の施設整備時等においては、高効率発電の導入や廃棄物エネルギ

ーを利活用する地域の需要施設についても、計画段階から併せて検討するなど、廃棄物エ

ネルギーの利活用のあり方を含めた検討が重要です。このほか、跡地の有効利用が課題と

なっている廃棄物最終処分場において、太陽光発電を導入することも考えられます。 

また、非エネ起 CO2 の排出抑制に関しては、生産工程で二酸化炭素排出のより少ない混

合セメントの利用拡大や、廃棄物等の発生抑制、資源や製品等の循環資源の再使用・再生

利用の推進、原材料やバイオマスエネルギー源として再生産可能で環境への負荷が小さい

木材の有効利用、バイオマスプラスチックの利用促進等が実施されてきています。 

さらに、メタンの排出抑制に関しては、廃棄物の３Ｒの推進による最終処分量の削減や

全連続式焼却炉の導入の促進等による廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等が実施され

てきています。 

加えて、一酸化二窒素の排出抑制に関しては、全連続式焼却炉の導入の推進等による廃

棄物・下水汚泥等の焼却施設における燃焼の高度化等が進められてきています。 

今後とも、これらの対策を進めることで、非エネ起 CO2、メタン及び一酸化二窒素の排

出抑制を図ることが重要です。 

なお、地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 4 号に該当し得る「地方公共団体が実施す

ることが期待される施策例」として、「５．付録」の表 5-2.4 に整理します。  
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対策・施策の体系的整理 

地方公共団体としての重点施策を明確にするとともに、個々の施策の意義・位置づけに

対する各主体の理解を増進するため、対策・施策のつながりを体系的に整理することが重

要です。 

個々の施策を単に列挙・羅列しただけでは、それぞれの施策の意味合いや重要性が分か

りにくい面があるため、庁内の整理のためにも、住民等の理解を増進するためにも、それ

ぞれの施策が、どのような役割を持ち、どのように関連しているかを可能な限り体系的に

整理して示すことが重要です。 

また、対策・施策の体系的整理に当たっては、例えば、それぞれのコベネフィットも意

識するとともに、区域の目指す将来像との関連も示すことが望ましいと考えられます。 

なお、その際には、コベネフィットのみならず対策・施策実施に伴って懸念され得る事

項について配慮することが重要です。 

図 2-4-4.1 にコベネフィットも踏まえた施策の体系的整理の概念図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-4.1 コベネフィットも踏まえた施策の体系的整理の概念図 

  

部門・分野 地球温暖化対策の主なコベネフィット 

産業 
業務その他 

・競争力、生産性の向上 
・地域の雇用創出、雇用の増加 
・地域の大気汚染減や労働環境の改善による 

健康影響低減 
・新しいビジネス機会の向上 

家庭 

・熱環境の快適性向上 
・建物の資産価値向上 
・家計の節約 
・多様なライフスタイルについての 

新たなコンセプト 

運輸 

・自動車交通量削減による大気環境向上 
・公共交通機関の充実による移動時間の短縮、 

生産性向上 
・運動による健康増進 
・輸送に係る騒音の低減 
・公共交通利用による地域経済への波及効果 
・高齢者等の外出機会の増加による消費増 
・社会交流、精神面の健康 

廃棄物 
・持続可能な資源管理 
・大気汚染の減少 
・静脈産業の振興 

吸収源 
・豊かな水と緑のある憩いの空間の確保 
・良質な景観の保全 
・ヒートアイランド現象の緩和 

部門・分野 
横断 

・エネルギーセキュリティの向上 
・中心市街地の活性化 
・インフラ維持コストの削減、行政効率の向上 
・土地集約及び再開発による都市中心部の 

不動産価値向上 

 

区域の目指す将来像 

＜対策①＞ 
（例）歩いて暮ら
せる便利なまち 

講じ得る施策 
（コベネフィットを含む。） 

＜施策①＞ 
（例）コンパ
クトシティの
推進 

＜対策②＞ 
（例）地域ビジネ
スの振興 

＜施策③＞ 
（例）再生可
能エネルギー
の導入促進 

＜対策③＞ 
＜施策⑥＞ 

将来像を実現する基本目標と 
施策のマッチングを検討 

 

＜施策④＞ 

＜施策⑤＞ 

＜施策②＞ 

＜施策⑦＞ 
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対策・施策の目標・指標 

地球温暖化対策計画においては、温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策の評価

方法に関しては、同計画において講ずることとしている温室効果ガスの排出の抑制等に関

する各種対策について、対策ごとに評価の対象とする指標を定めることとし、本評価時に

は、当該指標に基づいて評価することを徹底していくこととしています。 

また、個別の対策が効果を上げるためには、政府の施策だけでなく、その対策に関わる

各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組を促していく観点から、

本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の状況について可能な限り定量的に把握す

るとしています。 

加えて、国民の努力の評価方法に関しては、ライフスタイルやワークスタイルの変革を

含めた国民一人一人や各主体の温室効果ガス排出削減の努力は、地球温暖化対策効果を発

現させるための原動力であるとしています。 

各主体の努力による排出削減効果のうち、省エネルギー機器の普及等定量的な評価が可

能なものについてのみ、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック23」等を踏まえ、適切

な対策評価指標等を活用しつつ推進状況を点検することとしています。 

一方、国民運動・普及啓発・教育活動を通じた国民のライフスタイル・ワークスタイル

の変革等人間の行動や物の使い方に関する取組については、継続性・連続性を確保しつつ、

アンケート調査等の活用を通じ、地球温暖化対策の重要性や国民一人一人や各主体の取組

に関する理解度や実践度の把握等により関連施策の定量的な評価を実施し、PDCA サイクル

による施策の強化につなげることとしています。 

 

区域施策編においても、掲げられる個々の対策・施策について、温室効果ガスの削減効

果を定量的に評価することは、必ずしも容易ではありません。また、対策・施策の種類・

内容によっては、実施から効果の発現・確認までに長期を要するものも考えられます。 

そのため、個々の対策・施策について、温室効果ガス排出削減量とは別個に定量的な進

捗管理目標を設けることで、地方公共団体としての取組状況を明確なものとし、定期的な

評価・改善に活用すべきです。 

  

                                         
23

 詳細については、環境省 HP を参照してください。 

<地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜初版＞平成 24 年 7 月：

http://www.env.go.jp/earth/report/h24-05/> 
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施策例ごとに考えられる進捗管理指標の例を表 2-4-5.1 に示します。 

 

表 2-4-5.1 施策の進捗管理指標の例 
部門 施策例 進捗管理指標例 

産業・ 

業務その 

他部門 

事業者計画書制度の活用 大規模排出事業者の温室効果ガス総排出量 

公共施設における低炭素電力の選択 

（地方公共団体による率先的取組） 
公共施設全体の電力排出係数 

企業の省エネ取組への技術支援・認証等 環境マネジメントシステム登録事業者数 

環境保全活動（省エネ行動）表彰制度 表彰制度応募団体数 

エネルギーマネジメントシステムの普及促進 BEMS、FEMS 等普及率 

省エネ診断 省エネ診断実施件数 

設備導入補助 再エネによる発電設備容量 

建築物計画書制度 省エネ基準適合の建築数 

家庭部門 

家庭の省エネ診断 家庭の省エネ診断実施件数 

屋根貸し事業 太陽光発電・太陽熱利用設備設置世帯数 

建築物計画書制度 長期優良住宅認定総件数 

低炭素型住宅（断熱等）の情報啓発、性能表示 低炭素型住宅の性能表示数 

運輸部門 

エコドライブ講習の実施 エコドライブ講習会修了者数 

次世代自動車の普及促進 次世代自動車普及割合 

個人車両より公共交通利用を促進する街づくり政策の導入、誘導 公共交通利用者数 

廃棄物 

分野 

廃棄物発生抑制 廃棄物発生量 

廃棄物資源化の促進 廃棄物のリサイクル率 

吸収源 
森林経営活動の促進 育成林における森林経営活動の実施された面積 

植林活動の促進 植林活動の実施された面積 

部門・ 

分野横断 

環境教育・人材育成 環境講座実施件数 

地球温暖化対策に関する普及啓発 地球温暖化対策に関する地域イベント開催回数 
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区域施策編の公表 
地球温暖化対策推進法第 21 条第 8 項において、都道府県及び市町村は、地方公共団体実

行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならな

いと定められており、同法第 21 条第 9 項において、この規定は、地方公共団体実行計画の

変更について準用することとされています。 

また、同法第 21 条第 10 項においては、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、

毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければな

らないと規定されています。 

これらの規定に基づく区域施策編の公表については、区域施策編の策定が義務付けられ

ている都道府県、指定都市等のみならず、中核市未満の市町村においても同様に実施され

ることが期待されます。 

 

○地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）（抄） 

（地方公共団体実行計画等）  

第二十一条 （略）  

２～７ （略） 

８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独

で又は共同して、これを公表しなければならない。  

９ 第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。 

10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に

基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならない。 

11、12 （略） 
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 区域施策編の実施 
地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、「全ての

主体の意識の改革、行動の喚起、連携の強化」が掲げられており、地球温暖化問題は、社

会経済活動、地域社会、国民生活全般に深く関わることから、国、地方公共団体、事業者、

国民といった全ての主体が参加・連携して取り組むことが必要であるとしています。 

また、地球温暖化対策の進捗状況に関する情報を積極的に提供・共有することを通じて

各主体の対策・施策への積極的な参加や各主体間の連携の強化を促進するとしています。 

加えて、温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策の評価方法に関しては、同計画

において講ずることとしている温室効果ガスの排出の抑制等に関する各種対策については、

対策ごとに評価の対象とする指標を定めることとし、本評価時には、当該指標に基づいて

評価することを徹底していくこととしています。 

これらを踏まえ、区域施策編の実施「Do」については、庁内関係部局や庁外ステークホ

ルダーとの適切な連携の下に、各年度において実施すべき対策・施策の具体的な内容を検

討し実施していくことが適切であると考えられます。 

また、区域施策編全体の進捗管理の観点から、区域の温室効果ガス排出量や総量削減目

標以外の計画目標に係る指標について把握するとともに、計画全体の目標に対する達成状

況や課題の評価も行います。 

加えて、対策・施策の進捗管理の観点からは、各主体の対策に関する進捗状況、施策の

削減効果・進捗管理指標に照らして、個々の対策・施策の達成状況や課題の評価も行いま

す。 

これらの評価を基に、対策・施策の改善（内容、事業量等）に向けた検討を行います。 

以上の結果を踏まえて、都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策推進法第 21 条第

10 項に基づき、毎年一回、区域施策編に基づく施策の実施の状況を公表します。 

 

地球温暖化対策計画においては、同計画において講ずることとしている温室効果ガスの

排出の抑制等に関する対策ごとに評価のための指標を定めることとし、当該指標に基づい

て評価することを徹底していくこととしています。 

また、個別の対策が効果を上げるためには、政府の施策だけでなく、その対策に関わる

各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組を促していく観点から、

本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の状況について可能な限り定量的に把握す

るとしています。 

こうした考え方を踏まえれば、地方公共団体において、例えば、地球温暖化対策計画書

制度等を整備・運用すること等により、事業者の取組の状況について可能な限り定量的に

把握することも重要であると考えられます。 
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（図を修正していただければ結構です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 区域施策編の実施プロセスの例 

 

  

 Do 

Plan（毎年度） 実施する対策・施策の具体的な内容の検討 

Do（毎年度） 対策・施策の実施 
・庁内関係部局との連携 
・庁外ステークホルダーとの連携 

 

Check（毎年度） 

計画全体の進捗管理 
・ 区域の排出量の把握 
・ 総量削減目標以外の計画目標に係る 

指標の把握 
・ 全体の目標に対する達成状況や課題の評価 

 

対策・施策の進捗管理 
・ 各主体の対策に関する進捗状況の把握 
・ 施策の削減効果・進捗管理指標の把握 
・ 対策・施策の目標に対する達成状況や 

課題の評価 
 

Act（毎年度） 対策・施策の改善（内容、事業量等）の検討 

計画の進捗状況の公表 公表（毎年度） 

 

計画見直し時 

計画全体の Act へ 

各
主
体
と
の
意
見
交
換
及
び
合
意
形
成
を
適
宜
実
施 
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 区域施策編の全体的な見直し及び改定 
地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、「評価・

見直しプロセス（PDCA）の重視」が掲げられており、政府は、同計画の実効性を常に把握

し確実にするため、同計画策定後、毎年、各対策について政府が講じた施策の進捗状況等

について、対策評価指標等を用いつつ厳格に点検し、必要に応じ、機動的に同計画を見直

すとしています。 

 区域施策編については、毎年度、対策・施策ごとの目標や進捗管理指標に照らして点検

を行い、その結果を公表しますが、こうした毎年度の PDCA のみならず、必要に応じ区域

施策編全体の見直しの議論を行うことも重要です。 

 区域施策編における総量削減目標やこれ以外の計画目標の達成状況等を踏まえ、対策・

施策を含めた全体的な見直しを行い、必要があると判断されれば、区域施策編を改定しま

す。 

なお、区域の自然的社会的条件は、今後の気候変動による影響や人口減少の進行、IoT や

AI を始めとする先進技術の普及、国民運動の一層の広がりと定着、再生可能エネルギーの

更なる普及、都市のスマート化やコンパクト化の進展等の様々な要因により、中長期的に

変化していくと考えられます。このため、区域施策編の PDCA や改定に際しては、自然的

社会的条件の再評価とこれを踏まえた対策・施策の再考が必要となることも考えられます。 

また、温室効果ガス排出の一層着実な削減を図ろうとする場合やそれまでの削減実績が

思わしくなかった場合等には、区域施策編の改定の議論を契機として、既存の事業や制度

の大胆な深掘りや新たな事業や制度の導入を検討することも重要です。 

地球温暖化対策計画では、都道府県、指定都市等及び区域における温室効果ガス排出量

の特に多い市においては、温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の

整備・運用により、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むこととされています。

これを踏まえ、区域施策編の見直しを契機として、これらの制度が事業者における実効的

な温室効果ガス排出削減へとつながっているか等について、制度の見直し24も視野に入れて

評価・検討を行うことも必要です。 

  

                                         
24 東京都と埼玉県においては、地球温暖化対策計画書制度が、事業者の排出量に一定の制限を課すキャップ・アンド・

トレード型排出量取引制度へと発展し運用されています。 
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☝ 長野県における区域施策編改定の例（長野県環境エネルギー戦略） 

長野県では、区域施策編である「長野県環境エネルギー戦略」の改定に向けた議論の 1

年目で、それまでの成果の評価と新しい方向性の議論が行われ、2 年目でその方向性に見

合った計画の策定とその支えとなる地球温暖化対策計画書制度の導入に向けた条例改正

の議論がなされました。次いで、当該制度の運営に関する規則の策定と施策の構築と理

解の共有が図られました。 

このように、区域施策編の改定に向けた議論と合わせて、必要と考えられる制度の議

論を行い導入を図っていくことも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 長野県における区域施策編改定の流れ 

 

 

  

１年目：これまでの成果の評価、新たな方向性の確立（有識者を交えた議論の実施） 

これまでの地球温暖化対策の推進が「経済活動の拡大」を制限するものと捉えられ

がちであったため、「エネルギー政策」と組み合わせることによって「区域内の経

済的な発展」につながるものとする方向性とした。 

２年目：新たな方向性に見合った区域施策編の策定と特に規制的手法の支えとなる条例

これまでの総括と今後の方向性を検討する段階を前年度に実施し、２年目を具体的な

計画策定及び条例改正を進める段階としたことにより、「計画策定・条例改定」の作

業に集中することが可能となった。 

基本目標の実現を目指す具体的施策として、家電の省エネラベル掲出制度、事業活動

温暖化対策計画書制度、建築物環境エネルギー性能検討制度等を条例に規定した。 

３年目：制度運営に関する規則の策定と施策構築及び制度運営に関する理解の共有化 

施策及び制度の詳細検討を条例改定の後に実施することにより、事業者等と調整す

る期間を確保した。 

出典：長野県へのヒアリング結果を基に環境省作成 
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 付録 

温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識 
 

〇 温室効果ガスについては、国際的な知見25に基づき、地球温暖化対策推進法及び「地球

温暖化対策の推進に関する法律施行令」（以下「施行令」といいます。）において、7 種類

の物質が定められています。具体的には、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二

窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCｓ）、パーフルオロカーボン（PFCｓ）、

六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）です（カッコ内は、それぞれの物質の化学式

または物質群の略号です）。 

〇 温室効果ガスのうち、ハイドロフルオロカーボンやパーフルオロカーボンは、単一の

物質ではなく、複数の物質の総称です。それらの詳細は、施行令で定められています。 

〇 地球温暖化対策計画等においては、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボ

ン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素の４つを総称して「代替フロン等 4 ガス」と慣用的

に呼んでいます。 

〇 温室効果ガスは、その種類によって、「地球の温暖化をもたらす程度」が異なります。

そこで、各温室効果ガスの「地球の温暖化をもたらす程度」が、二酸化炭素の「地球の

温暖化をもたらす程度」の何倍に当たるかを、「地球温暖化係数」という数値で表してい

ます。その数値は、国際的な知見26に基づき、各温室効果ガスの種類ごとに施行令で定め

られています。 

〇 温室効果ガスの種類によって「地球の温暖化をもたらす程度」が異なるため、異なる

種類の温室効果ガスの排出量を単純に合計しても、「地球の温暖化をもたらす程度」の合

計を把握・評価することができません。そこで、各温室効果ガスの排出量に、それぞれ

の「地球温暖化係数」を乗じることによって、「地球の温暖化をもたらす程度」を「二酸

化炭素が地球の温暖化をもたらす程度」を基準とした値に換算します。次いで、それぞ

れの温室効果ガスごとに、この換算された値を合計することにより、全ての種類の温室

効果ガス排出量の「地球の温暖化をもたらす程度」の合計を統一的に（二酸化炭素を基

準として）把握・評価することができます。 

 

 

 

 

                                         
25 温室効果ガスの種類は、国際的な知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、我が国においても

地球温暖化対策推進法や施行令の関連規定が改正されます。 

26 「地球温暖化係数」は、国際的な知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、我が国においても

地球温暖化対策推進法や施行令の関連規定が改正されます。 
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〇 二酸化炭素（CO2）は、地球温暖化対策の分野においては、エネルギー（電気や熱、燃

料）の消費に伴って排出されるものと、これ以外のものの２つに分類されています。前

者は「エネルギー起源 CO2」と呼ばれ、後者は「非エネルギー起源 CO2」と呼ばれてい

ます27。 

〇 ここにいう「エネルギー」とは、電気、熱（蒸気、温水及び冷水）、燃料（石油製品や

ガス等）を指します。 

〇 エネルギー起源 CO2 は、我が国全体における温室効果ガス排出量の大宗を占めていま

す。多くの地域においても、同様に区域の温室効果ガス排出量の大宗を占めていると考

えられます。また、非エネ起 CO2 は、例えば、セメントの製造プロセスにおいて原料自

体の化学反応により生成する二酸化炭素がこれに当たります。 

〇 エネルギー起源 CO2 は、（実際に排出された場所ではなく）エネルギーが最終的に消費

された場所によって、統計上、「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」、

「エネルギー転換部門」の 5 つに分類されて計上されます。 

〇 「他人から供給された電気」とは、（自家発電によって得た電気ではなく）電気事業者

から供給された電気です。「他人から供給された熱」とは、（自ら燃料を燃焼させる等し

て得た熱ではなく）熱供給事業者から供給された熱です。 

〇 「他人から供給された電気」や「他人から供給された熱」の消費に伴うエネルギー起

源 CO2 は、実際には電気事業者や熱供給事業者の下で排出されますが、統計上は、エネ

ルギーを消費した部門、すなわち、「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸

部門」に計上されます。 

〇 「エネルギー転換部門」には、発電所等で物理的に排出されたエネルギー起源 CO2 の 

″全て“ではなく、消費側に送り届けられずに発電所等により自家消費されたエネルギーに

対応する分のエネルギー起源 CO2 が計上されます。 

〇 一般に″産業“という概念には、あらゆる業種が含まれる場合がありますが、「産業部門」

には、製造業、農林水産業、鉱業、建設業から排出されるエネルギー起源 CO2 が計上さ

れます。いわゆるサービス業の事業所から排出されるエネルギー起源 CO2 は計上されま

せん。 

〇 「業務その他部門」には、主に、オフィス、店舗、、ホテル、学校、病院、官公庁その

他の事業所からのエネルギー起源 CO2 が計上されます。いわゆるサービス業の事業所か

らの排出に概ね対応しますが、サービス業に関するものであっても「運輸部門」や「エ

ネルギー転換部門」に対応する分は含まれません。また、他の 4 部門のいずれにも属さ

ないエネルギー起源 CO2 も、「業務その他部門」に計上されます。 

                                         
27 文献によっては、非エネ起 CO₂、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六

ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素を総称して「6.5 ガス」と慣用的に呼んでいる場合があります。なお、三ふっ化窒素が温

室効果ガスとして追加される以前は、非エネ起 CO₂、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオ

ロカーボン及び六ふっ化硫黄を総称して「5.5 ガス」と慣用的に呼ぶ場合がありました。 
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〇 「家庭部門」には、家庭から排出されるエネルギー起源 CO2 が計上されます。なお、

自家用車から排出されるエネルギー起源 CO2 は、「家庭部門」ではなく「運輸部門」に計

上されます。 

〇 「部門」は、いわゆる「業種」と完全に対応するものではありません。例えば、製造

業を営む事業者から排出されるエネルギー起源 CO2 のうち、工場及び本社ビルからのも

のは「産業部門」に、社用車からのものは「運輸部門」にそれぞれ計上されます。また、

運送業を営む事業者から排出されるエネルギー起源 CO2 のうち、トラックからのものは

「運輸部門」に、本社ビルや倉庫からのものは「業務その他部門」にそれぞれ計上され

ます。 

〇 同一の発生源・排出活動からであっても、複数の種類の温室効果ガスが排出される場

合がある点に注意が必要です。例えば、工場等における化石燃料の使用に際しては、エ

ネルギー起源 CO2 のみならず、メタンや一酸化二窒素も排出28されます。 

〇 「活動量」とは、生産量、使用量、焼却量等、主として温室効果ガスを″排出する活動

の規模“を表す指標です。世帯数や床面積もこれに含まれます。「排出係数29」とは、 

″活動量当たりの温室効果ガス排出量”です。 

〇 温室効果ガスは気体であり、あらゆる主体のあらゆる社会経済活動から様々な形で排

出されます。このため、国や地域全体の温室効果ガス排出量について、その″真の値“を物

理的に直接把握することは困難です。このことから、国や地域全体の温室効果ガス排出

量を求める際には、一般に、何らかの統計により得られた「活動量」に、施行令で定め

られた「排出係数」を乗じるという形で推計する方法が用いられています。 

  

                                         
28 これは、化石燃料の成分中に、二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素の分子を構成する元素が含まれているためです。 
29

 排出係数は、技術的知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、施行令の関連規定が改正されます。 
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地方公共団体が実施することが期待される施策例 
「2-4-3．温室効果ガス排出抑制等に関する施策」の参考資料として、表 2-4-3.1 に示し

た施策に関する事項に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」を

地球温暖対策計画別表より抜粋し、示します。 

※ここにいう「地方公共団体が実施することが期待される施策例」とは、あくまでも地球温暖化対策計画別表において、

国による期待・想定が例示されたものです。この例示をもって、地方公共団体に対して、これらの施策を実施する法

的な義務が課せられるわけではなく、必ずしも例示された全ての施策を網羅的に実施する必要はありません。また、

地方公共団体の創意工夫により、例示された施策以外の施策が実施されることも、大いに歓迎されます。 

 

表 5-2.1 地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 1 号に該当し得る 

「地方公共団体が実施することが期待される施策例」 

○ 再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利用拡大：区域内における事

業者等に対する再生可能エネルギーの導入支援、地方公共団体の公共施設等における

積極的導入。 

○ 下水道における省エネ・創エネ対策の推進：汚泥処理設備の更新時等にエネルギー

化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理

技術等の採用、下水熱利用設備の導入。 

○ 水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等：水道事業者等

の省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実施。 

○ 一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入：一般廃棄物焼却施設の新設、更新

又は基幹改良時における施設規模に応じた高効率発電設備の導入。 

○ J-クレジット制度の推進：クレジット創出者として、温室効果ガスの排出削減・吸収

源対策の実施。地域版 J-クレジット制度の運営・管理。 
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表 5-2.2 地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 2 号に該当し得る 

「地方公共団体が実施することが期待される施策例」 

【エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進：高効率空調、高効率産業ヒート

ポンプ、高効率照明、低炭素工業炉、高効率産業用モータ、高性能ボイラー、コージ

ェネレーションについての導入支援や普及啓発。 

○ 廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大：容器包装リサイクル法に基

づく自治体による容器包装プラスチックの収集量の増加。 

○ 施設園芸・農業機械・漁業分野における省エネルギー性能の高い設備・機器等の導

入促進：施設園芸における省エネ設備導入に係る普及啓発、省石油型・脱石油型施設

園芸施策の推進、農機の省エネ使用に関する啓発・普及、省エネ漁船への転換に関す

る普及啓発。 

○ 業種間連携省エネの取組推進：複数の事業者が連携して省エネに取り組むことを促

進。 

○ 新築建築物における省エネ基準適合の推進及び建築物の省エネ化（改修）：建築物省

エネ法に基づく届出・表示・性能向上計画認定の円滑な運用、省エネ建築物に係る普

及啓発。 

○ 業務その他部門における高効率な省エネルギー機器の普及：高効率給湯器や高効率

照明の普及促進及び事業者への情報提供、グリーン購入法に基づく率先的導入の推進。 

○ 冷媒管理技術の導入：フロン排出抑制法の普及促進及び事業者への情報提供。 

○ トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上：事業者・消費者への普及啓発、

グリーン購入法に基づく、トップランナー基準以上のエネルギー効率の高い機器の率

先的な導入。 

○ BEMS の活用、省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理の実

施：BEMS の率先的導入、普及促進及び事業者への情報提供。 

○ エネルギーの面的利用の拡大：エネルギーの面的利用システムの構築支援。 

○ 下水道における省エネ・創エネ対策の推進：汚泥処理設備の更新時等にエネルギー

化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理

技術等の採用、下水熱利用設備の導入。 

○ 水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等：水道事業者等

による省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実施。 

○ プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進：分別収集したプラスチッ

ク製容器包装廃棄物のベール化及びベール品質の向上、消費者への普及啓発・実証事

業などの施策への協力。 

○ 新築住宅における省エネ基準適合の推進及び既存住宅の断熱改修の推進：建築物省

エネ法に基づく届出・表示・性能向上計画認定の円滑な運用、省エネ住宅に係る普及
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啓発。 

○ 家庭部門における高効率な省エネルギー機器の普及：高効率給湯器の普及促進及び

消費者への情報提供、高効率照明の普及促進及び消費者への情報提供。 

○ 浄化槽の省エネ化：省エネ型浄化槽の設置支援、浄化槽の省エネ化に関する販売事

業者・消費者等への情報提供及び普及啓発。 

○ HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施：ＨＥＭＳの普

及促進及び消費者への情報提供。 

○ 次世代自動車の普及、燃費改善：普及啓発、次世代自動車の率先導入・導入支援、

インフラ整備。 

○ 環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化：エコド

ライブの普及・啓発。 

○ 公共交通機関の利用促進：公共交通機関の整備やサービス・利便性の向上を通じた

公共交通機関の利用促進、エコ通勤の普及促進。 

○ トラック輸送の効率化：普及促進、車両の大型化に対応した道路整備。 

○ 共同輸配送の推進：普及啓発。 

○ 海運グリーン化総合対策：普及啓発。 

○ 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進：普及啓発。 

○ 港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減：物流ターミナル等の整備、臨

港道路の整備。 

○ 港湾における総合的な低炭素化（静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の

推進）：リサイクルポートの利活用の推進。 

○ 運輸部門における地球温暖化対策に関する構造改革特区制度の活用：規制の特例措

置を活用した事業展開に向けた関係機関等との協議の場の設置、規制の特例措置を活

用した事業展開のための周辺住民に対する周知などの環境整備。 

○ 再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利用拡大：区域内における事

業者等に対する再生可能エネルギーの導入支援、地方公共団体の公共施設等における

積極的導入。 

【非エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 混合セメントの利用拡大：リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡

大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及

拡大に資する基盤整備。 

○ バイオマスプラスチック類の普及：バイオマスプラスチックを域内に普及させる施

策等を推進、自らが物品等を調達する際、バイオマスプラスチック製品を優先的に導

入。 

○ 廃棄物焼却量の削減：廃プラスチック等の廃棄物について、排出を抑制し、また、

容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等に
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よる再生利用を推進することにより、焼却量を削減。 

【メタン・一酸化二窒素関係】 

○ 水田メタン排出削減：都道府県による水田メタン排出削減に資する環境保全型農業

の推進。 

○ 産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用：事業者により設置される

管理型最終処分場が準好気性を維持できるよう事業者に対して適切な指導を実施。 

○ 施肥に伴う一酸化二窒素削減：土壌診断に基づく適正施肥の推進、環境保全型農業

の推進。 

【代替フロン等４ガス関係】 

○ ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低 GWP（地球温暖化係数）化の推進：ノ

ンフロン・低 GWP 型指定製品の普及促進及び消費者への情報提供。 

○ 業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止：都道府県によるフロ

ン排出抑制法に基づく管理者の指導・監督、普及啓発。 

○ 業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進：都道府県によるフロ

ン排出抑制法に基づく管理者、充塡回収業者の指導・監督、普及啓発。 

【横断的施策】 

○ J-クレジット制度の推進：クレジット創出者として、温室効果ガスの排出削減・吸収

源対策の実施。地域版 J-クレジット制度の運営・管理。 

○ クールビズ及びウォームビズの実施徹底の促進、機器の買替え促進、家庭エコ診断、

照明の効率的な利用：地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす悪影響について理解

を促進し、地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的かつ参加し

やすい取組を推進することで、住民の意識改革を図り、自発的な取り組みの拡大・定

着につなげる普及啓発活動の実施。 

○ エコドライブ及びカーシェアリング：地域の生活スタイルや個々のライフスタイル

等に応じた効果的かつ参加しやすい取組を推進することで、住民の意識改革を図り、

自発的な取組の拡大・定着につなげる普及啓発活動の実施等。  
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表 5-2.3 地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 3 号に該当し得る 

「地方公共団体が実施することが期待される施策例」 

【エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 業種間連携省エネの取組推進：複数の事業者が連携して省エネに取り組むことを促

進。 

○ エネルギーの面的利用の拡大：エネルギーの面的利用システムの構築支援。 

○ 下水道における省エネ・創エネ対策の推進：汚泥処理設備の更新時等にエネルギー

化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理

技術等の採用、下水熱利用設備の導入。 

○ 水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等：水道事業者等

による省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実施。 

○ 一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入：一般廃棄物焼却施設の新設、更新

又は基幹改良時における施設規模に応じた高効率発電設備の導入。 

○ 次世代自動車の普及、燃費改善：普及啓発、次世代自動車の率先導入・導入支援、

インフラ整備。 

○ 道路交通流対策等の推進：交通流対策の推進、信号機の集中制御化、信号機の系統

化・感応化等、信号灯器改良（LED 化）。 

○ 公共交通機関の利用促進：公共交通機関の整備やサービス・利便性の向上を通じた

公共交通機関の利用促進、エコ通勤の普及促進。 

○ トラック輸送の効率化：普及促進、車両の大型化に対応した道路整備。 

○ 港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減：物流ターミナル等の整備、臨

港道路の整備。 

○ 港湾における総合的な低炭素化（静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の

推進）：リサイクルポートの利活用の推進。 

【非エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 混合セメントの利用拡大：リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡

大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及

拡大に資する基盤整備。 

【メタン・一酸化二窒素関係】 

○ 一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用：埋立処分場の新設の際に

準好気性埋立構造を採用するとともに、集排水管末端を開放状態で管理することによ

り、嫌気性埋立構造と比べて有機性の一般廃棄物の生物分解に伴うメタン発生を抑制。 

○ 産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用：事業者により設置される

管理型最終処分場が準好気性を維持できるよう事業者に対して適切な指導を実施。 

○ 下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等：汚泥燃焼の高温化、汚泥焼却設備の更

新時に高温燃焼設備や汚泥固形燃料化技術の導入。 
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【温室効果ガス吸収源関係】 

○ 森林吸収源対策（健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安

定的な林業経営の育成、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用）：森林・

林業基本法（森林・林業基本計画）及び地球温暖化対策推進法等の基本理念にのっと

り、森林及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、区域の自然的・経済的・

社会的諸条件に応じた施策を推進。 

○ 都市緑化等の推進：「緑の基本計画」等に基づく都市公園の整備、道路、河川・砂防、

港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等における緑化の推進、新たな緑化

空間の創出等の推進。都市緑化等における吸収量の算定や報告・検証等に資する情報

の提供。緑の創出に関する普及啓発と、市民、企業、NPO 等の幅広い主体による緑化

の推進。 

【横断的施策】 

○ J-クレジット制度の推進：クレジット創出者として、温室効果ガスの排出削減・吸収

源対策の実施。地域版 J-クレジット制度の運営・管理。  



 

94 

 

表 5-2.4 地球温暖化対策推進法第 21 条第 3 項第 4 号に該当し得る 

「地方公共団体が実施することが期待される施策例」 

【エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大：容器包装リサイクル法に基

づく自治体による容器包装プラスチックの収集量の増加。 

○ 下水道における省エネ・創エネ対策の推進：汚泥処理設備の更新時等にエネルギー

化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理

技術等の採用、下水熱利用設備の導入。 

○ プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進：分別収集したプラスチッ

ク製容器包装廃棄物のベール化及びベール品質の向上、消費者への普及啓発・実証事

業などの施策への協力。 

○ 一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入：一般廃棄物焼却施設の新設、更新

又は基幹改良時における施設規模に応じた高効率発電設備の導入。 

○ 浄化槽の省エネ化：省エネ型浄化槽の設置支援、浄化槽の省エネ化に関する販売事

業者・消費者等への情報提供及び普及啓発。 

○ 港湾における総合的な低炭素化（静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の

推進）：リサイクルポートの利活用の推進。 

【非エネルギー起源二酸化炭素関係】 

○ 混合セメントの利用拡大：リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡

大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及

拡大に資する基盤整備。 

○ バイオマスプラスチック類の普及：バイオマスプラスチックを域内に普及させる施

策等を推進、自らが物品等を調達する際、バイオマスプラスチック製品を優先的に導

入。 

○ 廃棄物焼却量の削減：廃プラスチック等の廃棄物について、排出を抑制し、また、

容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等に

よる再生利用を推進することにより、焼却量を削減。 

【メタン・一酸化二窒素関係】 

○ 廃棄物最終処分量の削減：有機性廃棄物の直接埋立量削減の推進。 

○ 一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用：埋立処分場の新設の際に

準好気性埋立構造を採用するとともに、集排水管末端を開放状態で管理することによ

り、嫌気性埋立構造と比べて有機性の一般廃棄物の生物分解に伴うメタン発生を抑制。 

○ 産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用：事業者により設置される

管理型最終処分場が準好気性を維持できるよう事業者に対して適切な指導を実施。 

○ 下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等：汚泥燃焼の高温化、汚泥焼却設備の更

新時に高温燃焼設備や汚泥固形燃料化技術の導入。 
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【横断的施策】 

○ J-クレジット制度の推進：クレジット創出者として、温室効果ガスの排出削減・吸収

源対策の実施。地域版 J-クレジット制度の運営・管理。 
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風見 昌幸 つくば市 科学技術振興部 スマートシティ推進課 課長 

川中子 正行 栃木県 環境森林部 地球温暖化対策課 課長 

久保田 学 公益財団法人 北海道環境財団 事務局次長 

○小林 光 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 

◉佐土原 聡 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 教授 

澤木 勉 横浜市 温暖化対策統括本部 企画調整部 調整課 企画担当課長 

瀬田 史彦 東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 准教授 

竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長 

谷口 信雄 東京大学 先端科学技術研究センター 特任研究員 

藤野 純一 
公益財団法人 地球環境戦略研究機関 上席研究員 

国立研究開発法人 国立環境研究所 主任研究員 

松行 美帆子 横浜国立大学 都市イノベーション研究院 准教授 

山本 契太 ニセコ町 企画環境課 課長 

 

 

 


