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第１章 計画策定の背景と趣旨 

１ 地球温暖化問題に関する国内外の動向 

(1) 地球温暖化の状況 

地球温暖化は最も重要で深刻な環境問題といえます。地球は二酸化炭素（CO2）等の温室効

果ガスが一定の濃度を保つことにより、適正な気温が保たれていました。しかし、20世紀の

後半以降、石油等の化石燃料の大量消費によって、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇し、

これに伴い気温の上昇が顕著になりました。 

この地球レベルでの気温の上昇（地球温暖化）に伴い、海面水位の上昇に伴う陸域の減少、

豪雨や干ばつ等の異常気象の増加といった問題が顕在化し、私たちの生活環境や健康などに

深刻な影響が及ぶ可能性が指摘されています。CO2 濃度と気温は、現在も上昇傾向にありま

す。温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）による観測では、平成27(2015)年に全大

気中の平均CO2濃度が400ppm を超えたことが明らかになりました。 

また、地球温暖化について科学的知見等から包括的な評価を行っている組織である「気候

変動に関する政府間パネル（IPCC）」は、平成

25(2013)年９月から平成26(2014)年11月にかけて

第５次評価報告書を公表し、以下の事項を指摘して

います。 

・明治13(1880)年から平成24(2012)年の間に 

世界の平均気温は0.85℃上昇している 

・地球温暖化は疑う余地がなく、人間による 

影響が20 世紀半ば以降に観測された地球 

温暖化の支配的な要因であった可能性が 

極めて高い など 

また、この報告書では、今後温暖化対策をとらな

かった場合、今世紀末には平均気温は最大4.8℃上

昇すると記載しており、CO2の排出削減の必要性を訴えています。 

(2) 国際社会の動向 

平成27(2015)年12月にフランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国

会議（COP21）では、これまでの「京都議定書」に代わる新しい地球温暖化対策の枠組となる

「パリ協定」が採択され、平成 28(2016)年 11 月に「パリ協定」が発効しました。「パリ協

定」には、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球平均気温の上昇を２℃より十

分下方に保持すること（1.5℃に抑える努力する旨にも言及）、全ての国が削減目標を５年ご

とに提出・更新すること、５年ごとに世界全体の状況を把握すること等が明記されています。 

平成30(2018)年 12月にポーランド・カトヴィツェで開催されたCOP24では、令和２(2020)

出展 IPCC第5次評価報告書
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年以降のパリ協定の本格運用に向けて、パリ協定の実施指針が採択されました。また、令和

元(2019)年９月には、アメリカ合衆国のニューヨークで開催された国連気候行動サミットで

は、日本は含まれていないものの、欧州を中心に、令和32(2050)年までにCO2排出量を実質

ゼロにすることの約束が表明される等、国際的な地球温暖化対策は年々高まりを見せていま

す。 

(3) 我が国の動向 

我が国は、「パリ協定」の締結に向けて、平成28(2016)年 5 月に「地球温暖化対策計画」 

を閣議決定しました。「地球温暖化対策計画」は、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ

計画的に推進するためのものであり、温室効果ガス排出量を事業部門全体で令和12(2030)

年度に平成25(2013)年度比で26.0％削減するとの削減目標（中期目標）を掲げ、国の施策

や各主体が取り組むべき対策を明らかにし、削減目標達成への道筋を付けるとともに、長

期的目標として令和 32(2050)年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すこととし

ています。 

また、地球温暖化対策として、温室効果ガ

スの排出削減を進める「緩和策」だけでなく、

既に現れている影響等に対して適応する「適

応策」も求められていることから、平成

27(2015)年 11月に「気候変動の影響への適応

計画」を閣議決定した後、平成30(2018)年 12

月には「気候変動適応法」が施行され、適応

策を法的に位置付けました。これにより、国、

地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応

の推進のため担うべき役割が明確化され、関

係者が一丸となって適応策を強力に推進することが期待されます。 

(4) 地球温暖化防止に向けた地方公共団体の役割 

地球温暖化対策は、国、都道府県及び市区町村が、それぞれの行政事務の役割、責務等

を踏まえ、相互に密接に連携し、施策を実施することにより、初めて効果を上げる（温室

効果ガス排出量を削減する）ことができます。 

我が国の温室効果ガスの排出削減に係る目標の達成のためには、近年、温室効果ガス排

出量が増加している家庭部門、及び業務その他部門における大幅な排出削減（約40％削減）

が必要です。また、東日本大震災後のエネルギー政策の見直し等もあり、地球温暖化対策

の推進に向けて、地方公共団体の役割の重要性が高まってきています。 

海老名市（以下『本市』と呼びます。）でも、職員一人ひとりが地球温暖化の現状や対

策の必要性を理解した上で、自発的に地球温暖化対策への取組を実行していくとともに、

市の施策として、地域の模範となる取組や対策を率先的に進めていきます。

出展 環境・循環型社会・生物多様性白書(環境省)
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２ 計画改定の趣旨 

(1) これまでの経緯 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」が平成 11(1999)年に施行され、地方公共団体は、

温室効果ガスの排出量の削減等の措置に関する計画(実行計画)の策定が義務付けられました。 

これを受けて、本市は、平成20(2008)年３月に「海老名市公共施設地球温暖化防止実行計

画」を策定し、平成24(2012)年度までの５年間を計画期間としました。この計画では、平成

24(2012)年度のCO2排出量を基準年度とした平成17(2005年)度比2.6％削減する目標として

いました。目標達成に向けて、様々な省エネの取組を進めたものの、新たな公共施設の増加

や厳寒等の気候の影響によるエネルギー使用量の増加などの要因から、目標年度のCO2排出

量は基準年度比 0.96％増加となりました。その後は国の動向を見据えながら取組を推進し、

平成 29(2017)年度から ISO14001 によらない市独自の環境マネジメントシステムの運用を開

始することを踏まえ、下記の２つの計画を一本化し、平成29(2017)年４月に「海老名市地球

温暖化対策実行計画」として策定しました。 

①海老名市公共施設地球温暖化防止実行計画 

市の事務事業での地球温暖化対策のための計画（事務事業編） 

②海老名市地球温暖化対策地域推進計画 

市域全体での地球温暖化対策のための計画（区域施策編） 

この度、令和元(2019)年度末の計画期間満了により新たに策定した海老名市第三次環境基

本計画でも引き続き地球温暖化対策を推進するとしていることから、同計画との整合を図り

ながら、市の実情を踏まえた上で国の目標と比べて遜色のない水準の目標を設定することで

『事務事業編』の内容を拡充するとともに、事務事業編の改定と併せて、『区域施策編』の

時点修正及び内容をよりわかりやすいものにすることを目的として、「海老名市地球温暖化

対策実行計画」を改定します。 

(2) 計画改定の方針 

今回の事務事業編における計画改定は、市の事務事業からの温室効果ガスの削減目標を、

市の実情を踏まえながら、国の目標と比べて遜色のない水準とするものです。 

また、新たな削減目標の達成に向けて、確実かつ計画的に温室効果ガス排出量を削減でき

るよう、職員一人ひとりの日常的な取組を継続することを基本とした上で、次の段階として

設備機器の運用改善や更新への取組にステップアップし、これまで以上に地球温暖化対策を

推進していきます。このため、目標達成に向けて、着実な計画の推進のための体制を構築す

ることとします。 

◇計画改定の方針 

１．市の実情を踏まえつつ、国の目標と比べて遜色のない目標とします。 

２．設備機器の運用改善や更新など、温室効果ガスの削減に向けて実効性のある取組

にステップアップします。 

３．目標達成に向けて、着実な計画の推進のための体制を構築します。 
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単位：百万ｔ-CO2

平成17年度
実績

平成25年度
実績

令和12年度
目標

削減率
令和12/平成25

温室効果ガス排出量 1,397 1,408 1,042 -26%

エネルギー起源CO2 1,219 1,235 927 -25%

産業部門 457 429 401 -7%

業務その他部門 239 279 168 -40%

家庭部門 180 201 122 -39%

運輸部門 240 225 163 -28%

エネルギー転換部門 104 101 73 -28%

非エネルギー起源CO2 85 76 71 -7%

メタンCH4 39 36 32 -12%

一酸化二窒素N2O 26 23 21 -6%

代替フロン等４ガス 28 39 29 -25%

HFC 13 32 22 -32%

PFC 9 3 4 27%

SF6 5 2 3 23%

NF3 1 1 1 -64%

吸収源対策 － － -37 －

項　　目

参考１ 我が国の温室効果ガスの削減目標について 

本計画では、国の目標と比べて遜色のない水準に目標を強化し、温室効果ガスの排出削

減に積極的に取り組んでいきます。 

地球温暖化対策計画（平成28(2016)年５月） 

我が国全体での温室効果ガス削減目標は、令和 12(2030)年度に平成 25(2013)年度比で

26％削減となっています。 

部門別にみると、地方公共団体の事務事業を含む『業務その他部門』の削減目標は、令

和12(2030)年度に平成25(2013)年度比で『エネルギー起源CO2を 40％削減』となってお

り、非常に大きな削減が必要です。この他、非エネルギー起源CO2（ごみの焼却に伴うCO2

排出など）については７％削減などとなっており、全体で26％の削減を目指すこととして

います。 

政府実行計画（平成28(2016)年５月） 

政府の事務事業等に関する温暖化対策の計画であり、政府が率先した取組を行うことで、

地方公共団体等への波及を期待しています。 

温室効果ガス削減目標は、「地球温暖化対策計画」に準じており、庁舎等の施設のエネ

ルギー使用・公用車の使用等に伴う温室効果ガス排出量（エネルギー起源 CO2）を令和

12(2030)年度に平成 25(2013)年度比で 40％削減することを目標としています。また、中

間目標として、政府全体で令和２(2020)年度までに10％削減することを目指しています。 

「地球温暖化対策計画」での温室効果ガス削減目標（国の目標） 
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参考２ 地球温暖化防止に係るこれまでの経緯 

年・月 世  界 日  本 海老名市 

平成４ 気候変動枠組条約採択   

平成５.11  環境基本法  

平成９.12 京都議定書採択（COP3）   

平成11.４  地球温暖化対策の推進に関す
る法律 

平成13   ISO14001認証取得 

平成17.２ 京都議定書発効   

平成17.４  京都議定書目標達成計画  

平成20.３   海老名市公共施設地球温暖化
防止実行計画策定 

平成23.３  （東日本大震災）  

平成26.４  エネルギー基本戦略（第四次
計画） 

平成27.７  日本の約束草案提出  

平成27.11  気候変動の影響への適応計画  

平成27.12 パリ協定採択（COP21）   

平成28.５  地球温暖化対策計画  

平成28.11 パリ協定発効 パリ協定批准  

平成29.４   海老名市地球温暖化対策計画
策定 

   ISO14001に代わる「海老名環
境マネジメントシステム」運
用開始 

平成30.12  気候変動適応法  
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第２章 計画の基本的事項 

１ 計画の目的 

新たな「海老名市地球温暖化対策実行計画」（以下『本計画』といいます。）における事

務事業編は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づいて策定するものです。

市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化防止に寄与することを目的

とします。また、地球温暖化対策の実施状況を公表することで、市民・事業者等の意識の高

揚を図り、地方自治体が自らの事務事業に係る環境に配慮した取組を率先して実行し、地球

温暖化対策を地域から積極的に推進することを目指します。 

◇「地球温暖化対策の推進に関する法律」での実行計画策定に係る内容 

（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  

３～７ （省略） 

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 （省略） 

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（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。  

１１～１２ （省略） 
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２ 計画の対象範囲 

事務事業編では本市に所属する全ての組織の事務及び事業を対象とします。 

◇計画の対象範囲 

部  局 施  設  等 

市長室 大型防災備蓄倉庫 

財務部 本庁舎（西棟含む） 

市民協働部 えびな市民活動センター、コミュニティセンター・文化センタ

ー、えびな安全安心ステーション、防犯灯、文化会館、市民ギ

ャラリー、海老名運動公園、北部公園、庭球場、中野公園、中

野多目的広場、連絡所 

保健福祉部 えびなこどもセンター、医療センター、保育園、子育て支援セ

ンター、わかば会館、障がい者デイサービスセンター、障がい

者支援センター、総合福祉会館、高齢者生きがい会館 

経済環境部 南部農業拠点施設、美化センター、資源化センター 

まちづくり部 道路照明灯、東柏ケ谷ポンプ施設（下水道）、せせらぎ公園(水

路等)、海老名駅駅間調整池、市内公園・緑地・緑道、海老名

駅西口特定公共施設、中央公園地下駐車場、自転車等駐車場、

海老名駅自由通路 

消防本部 消防分団器具置場、本署、北分署、南分署、今里出張所兼今里

給油施設 

教育部 小学校、中学校、郷土資料館（温故館）、歴史資料収蔵館、文

化財収蔵庫、今福薬医門公園、食の創造館、教育支援センター、

図書館 

会計課  

選挙管理委員会事務局  

監査委員事務局  

農業委員会事務局  

議会事務局  

注．各課等・公用車も含みます。 
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３ 計画の対象ガス 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定める７種類の温室効果ガスとします。 

ただし、本市における事務事業では、ごみ処理や下水処理に伴う温室効果ガスの排出が無

く、メタンその他の温室効果ガスの排出量が極めて少ないため、市の事務事業に伴う温室効

果ガスは、ほぼ全量がエネルギー起源のCO2となります。 

・ごみ処理：高座清掃施設組合のごみ処理施設で実施 

・下水処理：県の事業で実施（相模川流域下水道事業） 

このため、本計画では、７種類の温室効果ガスのうち、市の事務事業からの排出量のほと

んどを占めるエネルギー起源のCO2の削減に重点的に取り組みます。 

◇「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める７種類の温室効果ガス 

ガス種類 人為的な発生源 

①二酸化炭素（CO2） 【エネルギー起源】 

施設での電気や燃料（都市ガス、灯油、重油など）の使用、公用車で
の燃料（ガソリンなど）の使用により排出される。 

【非エネルギー起源】 

廃プラスチック類の焼却等により排出される。 

②メタン（CH4） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水やし尿・雑排
水の処理等により排出される。 

③一酸化二窒素（N2O） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水やし尿・雑排
水の処理等により排出される。 

④ハイドロフルオロカーボン
（HFC） 

カーエアコンなどの冷媒に使用され、カーエアコンの使用・廃棄時
等に排出される。 

⑤パーフルオロカーボン
（PFC） 

半導体の製造、溶剤等に使用され、製品の製造・使用・廃棄時等に排
出される。 

⑥六ふっ化硫黄（SF6） 電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造等に使用され、製品の製造・
使用・廃棄時等に排出される。 

⑦三ふっ化窒素（NF3） 半導体製造でのドライエッチングやCVD 装置のクリーニングにおい
て用いられている。 

※⑤～⑦は、地方公共団体では、ほとんど該当しません。 

◇市の事務事業からの温室効果ガス排出量（平成25(2013)年度実績） 

ガス種類 
市の事務事業での 

主な排出要因 

排出量 

（kg-CO2/年） 
比率（％） 

①二酸化炭素（CO2） 電気・燃料の使用 10,445,808 99.9955

②メタン（CH4） 自動車の走行、浄化槽 428 0.0041

③一酸化二窒素（N2O） 自動車の走行、浄化槽 35 0.0003

④ハイドロフルオロカーボン（HFC） カーエアコン 1 0.0000

⑤パーフルオロカーボン（PFC） － － －

⑥六ふっ化硫黄（SF6） － － －

⑦三ふっ化窒素（NF3） － － －

合  計  10,446,272 100.0000

※端数処理の都合上、合計が異なる場合があります。 
※CO2については、計画改定にあたり再計算しています。 
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海老名市環境マネジメントシステム

▼

海老名市
地球温暖化対策実行計画

海老名市環境基本計画

海老名市環境基本条例

環境基本法
地球温暖化対策の
推進に関する法律

地方自治法

海老名市自治基本条例

海老名市総合計画

４ 計画の期間等 

本計画の期間は、現在、令和２(2020)年度から運用を開始した市の総合計画である「えび

な未来創造プラン2020」や「海老名市第三次環境基本計画」と整合を図るため、令和２(2020)

年度を開始年度とし、国の地球温暖化対策計画と同じ令和12(2030)年度を目標年度とします。 

計画期間中に、地球温暖化に係る法や条例の変更や社会情勢の変化などが生じた場合や、

計画の進捗状況を踏まえながら、計画の目標や取組内容などについて、中間年度である令和

７(2025)年度を目安に必要に応じて適宜見直しを行います。 

計画期間：令和２(2020)年度～令和12(2030)年度（11年間） 

目標年度：令和12(2030)年度 

５ 上位計画や関連計画との位置付け 

本計画は、上位計画である「海老名市環境基本計画」の他、「海老名市総合計画」等の関

連計画との連携・整合性等に配慮しながら推進していくものとします。 

本計画の位置付け 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

7,985,250 8,348,405 8,132,326 8,392,505 7,940,137 7,910,064

灯油 628,026 536,112 488,781 533,793 533,526 526,141

都市ガス 1,366,070 1,281,307 1,443,214 1,701,439 1,800,815 1,790,048

軽油 194,036 194,273 183,982 180,605 181,781 186,577

LPG 108,285 129,781 113,717 114,529 113,015 103,773

ガソリン 164,141 160,648 159,344 153,945 154,521 155,776

10,445,808 10,650,526 10,521,363 11,076,816 10,723,795 10,672,378

電気

燃料

合　　計

項　　目

10,445,808 

10,650,526 

10,521,363 

11,076,816 

10,723,795 

10,672,378 

10,100,000

10,200,000

10,300,000

10,400,000

10,500,000

10,600,000

10,700,000

10,800,000

10,900,000

11,000,000

11,100,000

11,200,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

CO 排出量推移

第３章 温室効果ガスの排出状況 

１ 現状 

市の事務事業からの温室効果ガス排出量のほぼ全量がCO2です。 

平成 25(2013)年度から平成 30(2018)年度までの CO2 排出量は、平成 28(2016)年度の

11,076,816kg-CO2が最も多く、平成25(2013)年度から約5.7％上昇しました。 

CO2は、エネルギー（電気・燃料）の使用により排出されますが、平成30(2018)年度のエ

ネルギー別排出状況をみると、電気の使用によるものが最も多く、次いで都市ガス、灯油の

使用の順となっています。 

エネルギー別排出状況の推移をみると、平成 25(2013)年度から平成 30(2018)年度にかけ

て、電気や灯油、軽油、ガソリンの使用による排出状況に減少傾向が見られますが、ＬＰＧ

は概ね横ばいとなっており、都市ガスの消費による排出状況は顕著な増加が見られます。 

◇市の事務事業からのCO2排出量（平成25(2013)年度から平成30(2018)年度までの実績） 

※端数計算により、合計値が等しくならない場合があります。 

※電気の使用に伴うCO2排出係数は、当該年度の実排出係数を使用しています。 

※計画改定にあたり排出量を再計算しています。 

(単位：ｋｇ- CO2) 

（kg-CO2） 



11 

２ 課題 

平成 25(2013)年度から平成 30(2018)年度にかけて、市の事務事業からの CO2 排出量の増

減をみると、平成28(2016)年度がピークとなっています。この年度の電気の使用による排出

量は8,392,505kg-CO2と算定期間中最大の数値を示しており、都市ガスの使用による排出量

は前年度比約15.2％の高い伸び率となっています。 

電気の使用や都市ガスの使用による CO2 排出量の増加は、平成 26(2014)年 11 月のえびな

市民活動センターにおけるレクリエーション館(ビナスポ)の開館や平成 27(2015)年７月の

中央図書館リニューアルといった大型施設が本格的に稼働したことが主な原因と考えられま

す。２施設の平成25(2013)年度と平成28(2016)年度のCO2排出量は下表のとおりです。  

◇CO2排出量比較表                        (単位：kg-CO2) 

施設名称 平成25年度CO2排出量 平成28年度CO2排出量 CO2増加量 

えびな市民活動センター 192,062 1,037,177 845,115増

中央図書館 188,017 409,266 221,249増

２施設合計 380,079 1,446,443 1,066,364増

【参考】公共施設全体 10,445,808 11,076,816 631,008増

市の職員一人ひとりの省エネに対する意識は高く、日常の業務における取組も、省エネを

意識したものとなっています。平成28(2016)年度以降の電気の使用によるCO2排出量の減少

傾向は、この結果を反映したものと考えられます。 

しかし、近年では以下に示す様々な要因により、職員による日常的な省エネの取組の効果

が打ち消され、結果として市の事務事業全体でのCO2排出量の削減が鈍化している状態にあ

ると考えられます。 

・市有施設の老朽化の進行⇒設備の経年劣化に伴うエネルギー効率の低下 

・施設の利用方法の変化⇒設備の利用時間の延長等 

・気象の影響（冬の大雪、夏の猛暑） など 

また、「えびな未来創造プラン2020」では、本市の人口は令和７(2025)年まで増加傾向で

推移することから140,000人を目標人口とし、令和12(2030)年では139,709人と予測されて

いることから、人口増に伴う市有施設の利用の拡大と事務事業の増大が見込まれています。 

このため、現状の取組だけでは、市の事務事業からのCO2排出量の継続的な削減は厳しい

と判断されます。こうした事情から、これまで以上のCO2排出量の削減に向けて、現状の職

員の日常的な省エネの取組（ソフト対策）を継続することを基本とした上で、次の段階であ

る設備機器の運用改善や更新の取組（ハード対策）にステップアップすることが望まれます。 

◇CO2排出削減に係る課題 

CO2排出量の削減に向けて、現状の職員の日常的な省エネの取組（ソフト対策）を

継続することを基本とした上で、次の段階である設備機器の運用改善や更新の取組

（ハード対策）にステップアップすることが必要です。 
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平成28年度 令和12年度

目

標

60%
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ネ
ル
ギ
ー
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排
出
量

40％削減

100%

基
準
年
度

CO2

第４章 実行計画の目標 

本計画における事務事業編では、国の目標と比べて遜色のない水準を目指しつつ、市の実

情を踏まえた目標を設定することを基本とし、エネルギー起源CO2を目標年度（令和12(2030)

年度）までに基準年度（平成28(2016)年度）比で40％削減することを目標とします。 

目  標 
エネルギー起源CO2を令和12年度までに40％削減（平成28年度比） 

【令和12年度エネルギー起源CO2排出量：6,646t-CO2】 

◇地球温暖化に対する海老名市の基本的な姿勢 

１ 国の地球温暖化対策計画では、地方公共団体の事務事業を含む『業務その他部門』

の削減目標は、『令和 12(2030)年度に平成 25(2013)年度比でエネルギー起源 CO2

を 40％削減』としています。国では、国内CO2排出量のピークである平成25(2013)

年度が基準年度となっていますが、本市では、人口減少に転じる時期が国と違うこ

とや、公共施設の整備状況等の実情を勘案し、事務事業におけるCO2排出量のピー

クである平成28(2016)年度を本計画における基準年度とします。 

２ 計画期間が令和２(2020)年度から令和12(2030)年度までの11年間と長期にわた

るため、中間にあたる令和７(2025)年度に計画の進捗状況の確認及び計画内容の見

直しを行います。 

３ 市役所が率先して地球温暖化対策に取り組み、エネルギーや資源の有効活用に努

めることで、市民や事業者の地球温暖化対策への取組を促し、将来にわたって快適

に暮らすことのできる、持続可能なまちづくりを目指します。 

(6,646t-CO2)(11,077t-CO2)
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第５章 目標達成に向けた取組 

１ 取組の基本方針 

本市では、地球温暖化対策を強化し、省エネの取組などを更に効果的・効率的に進めるこ

とにより、全職員が一丸となって温室効果ガスの削減目標の達成を目指します。このため、

本計画は、従来の環境配慮意識の向上や環境配慮行動の推進といった職員一人ひとりの日常

業務に関して、市民等の関係者の理解と協力を得ながら取組を推進するとともに、温室効果

ガスの削減効果が大きい設備機器の更新や運用改善などに重点的に取り組んでいくことが特

徴となっています。 

基本方針１ 職員一人ひとり及び関係者の環境配慮の推進 

本市では、これまでも職員一人ひとりが環境配慮意識の向上や環境配慮行動の推進に取

り組むことなど、地球温暖化対策に率先して努めており、今後も日常業務に関する取組を

継続していきます。 

また、市民や地元の事業者等の利用者が多い市の施設については、施設における空調の

設定温度や照明の間引き点灯等による省エネの取組の推進に当たり、利用者の理解と協力

が重要です。このため、今後も市の施設の利用者に対して、省エネの必要性に関するPRや

情報提供を行い、施設利用に支障を来たさない範囲で利用者の理解と協力のもとに省エネ

の取組を推進できるよう努めます。 

併せて、市の施設の指定管理者等に対しては、各施設所管課の環境マネジメントシステ

ム担当者をとおして本計画の推進等に関する研修内容の情報共有や、エネルギー使用量報

告等の協力要請を行っていますが、今後も本計画を遵守・推進することについて理解を深

めていただくことで、更なる協力体制の強化を図っていきます。 

基本方針２ 設備機器の運用改善 

施設から排出される温室効果ガスを効果的に削減するため、施設等の管理者による設備

機器の運転制御や運用改善等を積極的に実施していきます。また、省エネ診断の結果に基

づいて、設備機器の保守管理・運用改善の取組を実践することにより、CO2 排出量の削減

を推進します。設備機器の運用に際しては、「海老名市設備機器運用マニュアル」を策定

し、同マニュアルに基づいた適切な運転・維持管理に努めます。 

基本方針３ 設備機器の更新 

市の施設において計画的に環境配慮型の設備機器等に更新・導入することで、これまで

以上に効果的・効率的に省エネの取組を進めていきます。このため、環境配慮型設備機器

の導入や設備機器の運転改善等を積極的に推進していくための補助・助成等の情報収集を

積極的に行います。設備機器の導入・更新に際しては、「海老名市設備機器等導入指針」

を策定し、同指針に基づいてL2-Tech認証製品などの高効率機器を積極的に採用します。 
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①職員一人ひとりの環境配慮の推進による削減
新設・廃止 ②施設の新設・廃止による増減

③設備機器の運用改善による削減

⑤PPS事業者の活用による削減
⑥排出係数の改善による削減

平成28年度 令和12年度

係数改善

60%

環境配慮

運用改善

設備更新 ④設備機器の更新による削減

エ
ネ
ル
ギ
ー

起
源

排
出
量

PPS事業者

100%

基
準
年
度

目
標
年
度

40％削減CO2

目標達成のための削減シナリオ 

温室効果ガス削減目標の達成に向けて、本計画では、職員の日常的な環境配慮の取組を

今後も継続することを基本とした上で、設備機器の運用改善や更新の取組、PPS 事業者の

活用を推進します。これらの職員や市の取組によるCO2排出量の削減効果（①～⑤の合計）

は－21.2％と推計されました。これに排出係数の改善（⑥）による効果を見込むことで、

目標（－40％）達成を目指します。 

◇目標達成のための削減シナリオ 

取  組 削減効果 
削減量 

(t-CO2) 
削減効果の設定根拠 

①職員一人ひとりの環境配慮の推
進による削減 

－6.5％ -720.0
過年度の実績及び関連計画を踏ま
えて推計 

②施設の新設・廃止等による増減 

③設備機器の運用改善による削減 －2.2％ -243.6 省エネ診断での検討結果より推計 

④設備機器の更新による削減 －11.4％ -1267.2
省エネ診断での検討結果及び関連
計画を踏まえて推計 

⑤PPS事業者の活用による削減 －1.1％ -117.3
一定の電気使用量を環境に配慮し
た事業者から供給を受けるものと
して推計 

⑥排出係数の改善による削減 －19.2％ -2131.3 国の見込みの排出係数より推計 

合  計 －40.4％ -4479.4

目 標 値 －40.0％ -4430.8

◇目標の達成に向けたイメージ 
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２ 職員一人ひとりの取組（ソフト対策）【削減目標値：△720.0t-CO2】

温室効果ガスの排出抑制のためには、職員一人ひとりの環境配慮意識の向上が重要であり、

本計画でも、前計画に引き続き以下に示す取組を励行します。 

【職員の日常業務に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

空調設備 

・空調の設定温度・湿度の適正化（冷房時28℃、暖房時20℃） 

・使用されていない部屋の空調停止 

・夏季のクールビズ、冬季のウォームビズの励行 

・カーテン、ブラインド等を利用した冷暖房効率の向上 

・換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 

・夜間等の外気取入れ 

照明設備 

・会議室や更衣室、給湯室、トイレなどの未利用時の消灯 

・昼休みなど、照明を利用していない時間帯におけるこまめな消灯

・事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず

残業する場合には部分照明の徹底 

・自然採光の有効活用、窓際での消灯 

・同じ部屋であっても、人のいない場所では部分消灯 

ボイラー・ 

給湯設備 
・冬季以外の給湯供給期間の短縮 

事務機器 
・省エネモードの設定など、OA機器の適正使用 

・OA機器を長時間使用しない場合には電源OFF 

昇降機 
・近くの階へはエレベーターを使用しない（階段使用の励行） 

・利用の少ない時間帯における一部停止 

公用車 

・急発進、急加速をしないなど、エコドライブの推進 

・荷下ろしなどで駐停車するときにはアイドリング・ストップ 

・近距離移動時のスクータ利用の励行 

フロンガス 

使用機器 

・空調、冷凍冷蔵庫の点検の実施、点検・整備の記録の保管 

・空調、冷凍冷蔵庫の適正な廃棄（回収業者への引き渡し） 



16 

【職員の省資源の推進に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

用紙類 

・両面コピー、裏面利用の徹底 

・資料の共有化や簡略化 

・庁内情報システムの有効利用 

・会議資料のペーパーレス化のさらなる推進 

廃棄物、 

リサイクル 

・排出ごみの分別促進、資源化促進 

・割り箸・紙コップ使用自粛（マイカップ等利用促進） 

・封筒、ファイルなどの物品の再利用促進 

・プリンタのトナーカートリッジの回収とリサイクル推進 

・雑紙・コピー用紙等の資源化 

物品購入 ・グリーン購入の推進 
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３ 設備機器の運用改善の取組（ハード対策①）【削減目標値：△243.6t-CO2】

既存の設備機器の運用改善、運転制御や補修・改修工事の際の工夫は、温室効果ガス排出

量の削減に大きな効果を発揮します。 

庁舎・施設の管理者や担当職員は、以下の取組を推進することで、温室効果ガスの排出抑

制に努めます。庁舎・施設で勤務している職員は、管理者や担当職員の取組に積極的に協力

します。施設・庁舎の点検管理や清掃を委託している場合には、委託業者と協力して各種の

取組を実施します。 

設備機器の運用に際しては、新たに策定した「海老名市設備機器運用マニュアル」に基づ

いた、適切な運転・維持管理に努めます。 

【設備機器の保守管理に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

建物全体 

・定期的な施設巡視（ウォークスルー点検）による取組改善 

・エネルギー使用状況の定期的な分析・評価（年間実績、月別実績

等のグラフ化・見える化など） 

空調設備 

・室外機の設置位置の工夫などによる通風の確保、直射日光の防止

・定期的な空調機器の保守点検（温湿度センサー・フィルターの 

清掃など） 

・空調機器の吹出口・吸込口に物を置かない 

照明設備 ・定期的な照明器具の保守及び点検（器具の清掃など） 

ボイラー・ 

給湯設備 
・定期的な機器の保守点検（清掃、水質管理など） 

昇降機 ・定期的な昇降機の保守及び点検 
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【設備機器の運用改善に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

空調設備 

・冷暖房時の適切な温度の維持（冷房時28℃、暖房時20℃） 

・冷暖房時のドア・窓などの開放禁止 

・外気温や不快指数（気温及び湿度）に合わせた運転時間調整 

・冷暖房時は、可能な限り熱源設備の余熱運転を利用 

・冷房負荷の大きな夏季における夜間・早朝の外気導入 

・ウォーミングアップ時の外気取入停止 

・空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化 

・冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止 

・熱源（冷温水発生機等）の適切な燃焼管理（空気比調整と排ガス 

管理） 

・配管の保温によるエネルギーロスの削減 

・中央熱源方式の場合、冷温水出口温度の適正化、冷却水設定温度 

の適正化 

・冷暖房使用時は、冷暖房を停止する約30分前に熱源設備の運転 

を停止（施設や使用状況に応じて柔軟に対応） 

・冷温水ポンプの冷温水流量の適正化 

・熱源（冷温水発生機等）の空気比の適正化 

受変電設備 
・コンデンサーのこまめな投入及び遮断（力率改善※） 

・変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 

照明設備 

・消灯の一括操作が可能な施設での昼休み・夜間の室内一斉消灯 

・天候等に応じた部分点灯、こまめな間引き照明 

・廊下、トイレ、地下駐車場等での自然光の活用 

ボイラー・ 

給湯設備 

・給排水ポンプの流量・圧力の適正化 

・給湯温度をできるだけ低く設定 

・ボイラー等の適切な燃焼管理（空気比調整と排ガス管理） 

・配管の保温によるエネルギーロスの削減 

・ボイラー等の運転圧力の適正化 

・ボイラー等の停止時間の電源遮断 

・ボイラー等のブロー量の適正化 

・ボイラー等の燃焼設備の空気比の適正化 

その他 
・庁舎の新築や増改築、設備機器の補修改修時における再生可能 

エネルギーの導入の検討 
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４ 設備機器の更新の取組（ハード対策②）【削減目標値：△1267.2t-CO2】

庁舎や施設の設備機器の更新の際に、エネルギー消費量の少ないものに交換することは、

温室効果ガス排出量の削減に大きな効果を発揮します。 

このため、新たに「海老名市設備機器等導入指針」を策定し、今後、設備機器の導入・更

新に際しては、本指針に基づいてL2-Tech認証製品などの高効率機器を積極的に採用します。 

【設備機器の導入、更新に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

空調設備 

・エネルギー消費効率の高い空調機器への更新 

・空調対象範囲の細分化 

・スケジュール運転・断続運転の実施 

・エネルギー消費効率の高い熱源（冷温水発生機等）機器への更新 

・経年劣化等により効率が低下したポンプや冷却塔の更新 

・配管・バルブ類、又は継手類・フランジ等の断熱強化 

受変電設備 
・エネルギー損失の少ない変圧器への更新 

・デマンド制御の導入（ピーク電力の削減） 

BEMS等 

・BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）の導入 

・BEMS連携によるクラウド型エネルギー統合管理システムの構築 

及び運用 

照明設備 

・照明対象範囲の細分化 

・初期照度補正又は調光制御のできる照明装置への更新 

・トイレなどへの人感センサーの導入 

・室内照明や外灯について、LEDなど高効率な照明機器への更新 

ボイラー・ 

給湯設備 

・エネルギー消費効率の高いボイラー・給湯機器への更新 

・経年劣化等により効率が低下したポンプなどの更新 

・配管・バルブ類、又は継手類・フランジ等の断熱強化 

昇降機 
・インバータ制御システムの導入 

・電源回生機器の導入 

建物 ・窓への高断熱ガラス・二重サッシの導入 

その他 

・節水コマの取り付け、蛇口の自動水栓化等による節水の推進 

・雨水貯留槽の設置による雨水の有効利用（上水道の利用抑制） 

・自動販売機の設置・更新に際しては、省エネ型でフロン類が使用 

されていないものを選択 

・公共施設の緑化の推進 
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新規供用施設では、最新の設備機器を導入することなどで省エネの推進に努め、温室効果

ガスの排出削減を推進します。 

【新規供用施設での省エネ・省資源等に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

省エネの推進 

・BEMSの導入によるエネルギー使用状況の定期的な分析・評価 

・建築物の整備に際しての木造化、木質材料の活用推進 

・建築物の新設・増設に際しての屋根・外壁の断熱化 

・窓ガラスの二重化 

・省エネ型設備機器の率先導入 

・LEDなどの低消費電力機器、センサー式照明器具などの導入 

・深夜電力を利用した冷暖房などの導入による電力の平準化 

・自然採光、自然通風の採用 

再生可能エネ

ルギーの導入 

・太陽光・太陽熱利用設備の導入 

・バイオマス利用設備の導入 

水資源の保全 

・雨水貯留槽の設置による雨水利用の推進 

・節水型トイレ（雨水を利用したトイレ）の導入 

・節水コマの取り付け、蛇口の自動水栓化等による節水の推進 

・雑用水等の散水等への利用の推進 

・駐車場や歩道への透水性舗装の設置 
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５ 公共事業での取組【削減目標値：△720.0t-CO2】※取組①に含まれる

工事や委託業務等の公共事業は、事務事業の中でも環境に及ぼす影響が大きく、広い範囲

や分野にわたって影響を及ぼす可能性があります。 

このため、市では、公共工事・契約事業環境配慮マニュアルを適用し、市が発注する入札

対象金額以上の公共工事及び契約事業において、公共事業での環境配慮の取組を適切に行い、

環境負荷の低減と温室効果ガスの削減に努めます。 

【環境配慮型事業に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

環境負荷の少

ない公共事業

の実施 

・環境配慮型の工法の採用 

・再生材の使用の推進 

・熱帯木材等の使用抑制 

・建設副産物のリサイクルの推進 

・建設廃棄物の発生抑制、適正処理の推進 

・工事に伴う局所的な大気汚染、騒音・振動などの防止 

・工事に伴う交通渋滞の緩和、交通安全の確保 

・委託等に伴う環境に配慮した業務の実施 

敷地内及び周

辺の自然環境

の保全 

・既存緑地の保全 

・敷地境界等への植栽の実施、緑化の推進 

・自然的要素の多い空間の確保 

・既存の植生などの有効活用 

・学校の校庭などの芝生化の検討 
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６ 事務局の取組【削減目標値：△2248.6t-CO2】※取組⑤と⑥の合計

事務局（環境課）は、職員共通の取組を実践しつつ、以下の取組も実施することにより、

市の事務事業からの温室効果ガスの排出抑制のための基盤・しくみを強化します。 

【事務事業編の管理等に関する取組】 

項 目 取 組 内 容 の 例 

情報収集、 

情報提供 

・設備機器の導入や運用改善に関する補助・助成金事業などに関す

る情報収集、情報提供 

・省エネ診断、エコチューニング事業などに関する情報収集、情報

提供 

進行管理 

・各施設などのエネルギーデータに基づく温室効果ガス排出量の 

算定、各種報告 

・各施設の地球温暖化対策に関する取組の支援 

取組強化 ・新しい技術や手法等の検討による地球温暖化対策の強化 

情報公開 ・取組結果の集計と目標の達成状況の公表（毎年度） 

意識の啓発・ 

高揚 

・「カーボンマネジメントシステム」の職員への周知徹底 

・職員の地球温暖化防止への意識の啓発・高揚 
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環境管理事務局
（環境課）

推
進
本
部

推
進
管
理
者

消
防
本
部

教
育
部

市
民
協
働
部

保
健
福
祉
部

経
済
環
境
部

ま
ち
づ
く
り
部

実
行
部
門

市　　　長

副市長２名

経済環境部長

各課等所管の全公共施設

各課等の長、各課等の担当者

市
長
室

財
務
部

第６章 実行計画の推進 

１ 推進体制 

本計画における事務事業編の推進については、海老名環境マネジメントシステムがその進

行管理を担います。これにより、海老名市の公共施設等における環境に影響を及ぼす全ての

事務事業・事業活動について、日常的な環境配慮を行い、より効率的かつ効果的な計画の推

進を図ります。 

推進体制（海老名環境マネジメントシステムの体制） 

副 市 長 
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事務事業編の推進 

推進本部長：市長

推進副本部長：副市長

□ 事務事業全体の評価・改善

指示 報告

推進管理責任者：経済環境部長

推進管理者：各部長

□ 計画内容の周知徹底

指示 報告

推進リーダー：各課長

推進員：リーダーが指名する職員

□ 計画内容の周知徹底

□ 推進管理者の補佐

□ 管理する施設の点検・評価・改善

□ 取組状況の把握

指示 報告

□ 具体的な取組の実行

公 表

評価・意見

情報提供

環境部門

全　　職　　員

推進
本部

事務局

施設所管
部門

連 携

市民等

環境審議会

推進
管理者

実行
部門
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２ 運用管理 

本計画における事務事業編は、海老名市に所属する全ての組織が行う事務及び事業を対象

とし（第２章 計画の基本的事項参照）、温室効果ガスの削減に向けた取組を行っていきます。 

温室効果ガスの削減に向け、電気使用量及び灯油等燃料の使用量を管理するため測定をす

るほか、電気使用量の削減目標を定めたり、空調の適正運転や照明の間引き、こまめな消灯

等を行う等、各施設における電気使用量、燃料使用量等を削減していきます。 

また、限られた資源を有効に活用し、森林等の温室効果ガスの吸収作用を保全する観点か

ら、公共施設における再資源化率の向上を目指したごみゼロ運動の推進等、様々な対策も実

施していきます。 

◇運用管理の特記事項 

・実行計画は、PDCAサイクルを回すことにより運用管理を行います。 

・海老名環境マネジメントシステムを活用して、半年毎に実施状況を点検します。 

・実施状況等については、えびな環境白書等に掲載して公表します。 

・職員の環境意識の向上のため、海老名環境マネジメントシステムに係る研修にお

いて、実行計画の内容等も取り入れた研修を実施します。 

PDCAサイクルによる運用管理 

「海老名市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の目標

平成28(2016)年度を基準に、令和12(2030)年度までに40％削減

①【Plan】計画  ②【Do】実行 

・推進体制の確認 

・年次計画等の作成 

・取組等の周知徹底 

・個々の取組の実施 

④【Action】見直し  ③【Check】点検・評価 

・年次総括 

・結果の公表 

・進捗状況の確認 

・取組状況の評価、報告 

継 続 的 改 善 
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事務事業編でのPDCAの流れ 

□ 実行計画の策定 □

□

□

□

□ □

□ □

□

□ □

□ 実行計画の見直し

□

評価結果の各課等
への内容周知

実行部門
(ﾘｰﾀﾞｰ)

各課職員への内容
周知

全庁における取組の流れ 各課等における取組の流れ

所属・施設等の特性
を踏まえた取組内容
の設定

年度毎の取組方針
の決定

実行計画、取組方
針の各課等への内
容周知

【Plan】
計画

推進本部
推進
管理者

【Do】
実行

事務局
取組促進に向けた
支援（研修等）

実行部門
実行計画に基づく
取組の実施

実行部門
(ﾘｰﾀﾞｰ)

評価結果に基づく
所管施設の取組内
容の見直し・改善

【Check】
点検・評価

全庁における削減
実績の点検・評価

【Action】
見直し

推進本部
全庁における取組
状況の評価

推進
管理者

事務局
各所属・施設におけ
る点検・評価等のま
とめ

実行部門
(ﾘｰﾀﾞｰ)

管理する施設の実
績及び取組状況の
点検・評価
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終章 市民・事業者・行政の取組（区域施策編） 

地球温暖化の防止に市全体で取り組むためには、公共部門以外の市民（家庭）や事業者（所）

における地球温暖化対策は不可欠です。 

平成29(2017)年４月に策定した本計画において、これまで別編としていた「海老名市地球温

暖化対策地域推進計画｣を一本化し、非公共部門における地球温暖化対策を区域施策編（地球温

暖化対策の推進に関する法律第19条第２項）としました。 

前章までで述べてきました、本市における事務事業編の改定に伴い、区域施策編の内容につ

いても時点修正を行い、内容もよりわかりやすいものに改めます。 

１ 海老名市全域における温室効果ガスの排出状況 

はじめに、日本全体の温室効果ガス（CO2）の排出状況を見ると、平成 29(2017)年度の日本

の温室効果ガスの総排出量は 12億 9200 万トンでした。そのうち、CO2 排出量は 11 億 9000 万

トンとなっています。 

平成 28(2016)年度(13 億 800 万トン)と比較し 1.2％(1,600 万トン)、平成 25(2013)年度(14

億 1,000 万トン)と比較し 8.4％(1 億 1,900 万トン)、平成 17(2005)年度(13 億 8,200 万トン)

と比べて6.5％(9,000万トン)減少しています。 

平成28(2016)年度と比較して温室効果ガスが減少した要因としては、冷媒分野におけるオゾ

ン層破壊物質からの代替に伴い、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の排出量が増加した一方

で、太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼働等によ

るエネルギーの国内供給量に占める非化石燃料の割合の増加等により、エネルギー起源の CO 

排出量が減少したこと等が挙げられます。

出典：環境省 平成29年度の温室効果ガス排出量（確報値）について

◇日本の二酸化炭素の部門別排出量
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海老名市全域の温室効果ガスについては、本市単独の二酸化炭素排出量の把握が困難なため、

環境省が実行計画策定のために公開している「部門別 CO2 排出量の現況推計」において推計※

されたデータに基づいて、本市の平成28（2016）年度の部門毎の構成比と、平成28（2016）年

度までの部門別のCO2の推移を以下に示します。 

※区域全体の排出量は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定･実施マニュアル（算定手法編）（Ver1.0）

（平成29年 3月）」の標準的手法に基づき統計資料の按分から地方公共団体別部門・分野別の排出量を推計し

た値です。なお、一般廃棄物のCO2排出量は、環境省「一般廃棄物実態調査結果」の焼却処理量から推計されて

います。これらの数値は簡易な推計手法に基づくものであるため、あくまでも参考値です。

環境省の推計によると、平成28（2016）年度の本市の区域におけるCO2排出量は、産業部門

が47％と最も多く、次いで、業務その他部門の22％となっています。これら２部門の排出量が

市域全体の約７割を占める結果となっており、平成21（2009）年度から平成28（2016）年度ま

での部門別のCO2の推移をみても、その傾向は変わっておらず、部門ごとの排出量も上昇傾向

にあるため、両部門におけるCO2排出量の抑制が大きな課題であり、削減に向けた取組を重点

的に行う必要があると考えられます。 

◇平成28（2016）年度の部門毎の構成比 

産業部門

47%

業務その他部門

22%

家庭部門

15%

運輸部門

15%

廃棄物分野

（一般廃棄物）

1% 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

鉄道

船舶

廃棄物分野
（一般廃棄物）

出典：「部門別CO2排出量の現況推計」（環境省）
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◇平成28（2016）年度までの部門別のCO2の推移 

※端数計算により合計が一致しない場合があります。 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

産業部門

業務その他部門

家庭部門

運輸部門

廃棄物分野

（一般廃棄物）

出典：「部門別CO2排出量の現況推計」（環境省）

出典：「部門別CO2排出量の現況推計」（環境省）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H28年度

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

排出量
（千t-CO2)

構成比

合  計 909 1,014 1,043 1,063 1,104 1,057 1,114 1,055 100%
産業部門 399 500 497 475 490 464 535 494 47%

製造業 393 493 489 466 481 455 527 486 46%
建設業・鉱業 6 7 7 8 8 7 8 7 1%
農林水産業 1 0 1 1 1 1 1 1 0%

業務その他部門 196 193 217 238 261 249 252 238 23%
家庭部門 142 152 162 175 183 181 163 157 15%
運輸部門 159 160 159 162 159 155 155 157 15%

自動車 152 153 151 152 149 146 146 148 14%
旅客 102 102 101 101 97 93 92 94 9%
貨物 50 51 50 51 52 53 53 54 5%

鉄道 7 8 9 10 10 10 10 9 1%
船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 13 8 9 14 11 9 8 8 1%

部門・分野
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２ 海老名市全域における温室効果ガス排出量の将来推計 

本市全域における将来の CO 排出量については、環境省が公開している「「区域施策編」目

標設定・進捗管理支援ツール」により特に対策を講じなかった場合（現状すう勢ケース（BAU））

を前提に推計された、国が短期的な目標年度として設定している令和12(2030)年度のデータを

以下に示します。 

推計にあたっての前提条件として、事務事業編との整合を図るため、平成28(2016)年度を基

準年度としています。推計の基礎となる活動量については、人口を元にしており、目標年度に

おける推計人口は「えびな未来創造プラン2020」から引用しています。電力の排出係数につい

ては、基準年度の排出係数を東京電力エナジーパートナー㈱の数値、目標年度の排出係数を経

済産業省が「長期エネルギー需給見通し」にて示した目標値としています。また、各部門にお

ける電力比率（排出量に占める電力起源CO2の割合）は都道府県別エネルギー消費統計から算

出された電力比率平均値（平成25(2013)年度データ）としています。 

◇将来CO 排出量推計における前提条件

年度 平成28(2016)年度（基準年度） 令和12(2030)年度（目標年度）

活動量（人口ベース） 130,750人 139,709人

排出係数 0.000500t-CO2 0.000370t-CO2

◇部門別電力比率 

※上表に記載のない運輸部門（自動車分野）及び廃棄物分野は電力比率０％と想定 

電力比率

40%

29%

18%

57%

70%

運輸部門 100%

業務その他部門

家庭部門

鉄道

部門／分野

産業部門

製造業

建設業・鉱業

農林水産業
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以上の前提条件を元に、目標年度におけるBAU排出量を推計した結果、電力比率の高い、運

輸部門（鉄道分野）や家庭部門、業務部門、産業部門（製造業分野）については、特に対策を

講じなかったとしても、ある程度の削減が見込まれています。一方で、運輸部門（自動車分野）

や廃棄物分野、産業部門（農林水産業分野）については、人口増に伴う活動量の増加から CO2

排出量も増加する結果となり、全体としては、基準年度比約 5.0％の削減が予測される結果と

なりました。 

◇目標年度におけるBAU排出量及び基準年比削減率 

※簡易な推計手法に基づくものであり、あくまでも参考値です。

基準年度(H28) 目標年度(R12)

排出量
（千t-CO2)

BAU排出量

（千t-CO2)

合　　計　 1,055 1,002 5.0%

産業部門 494 474 4.1%

製造業 486 465 4.2%

建設業・鉱業 7 7 1.0%

農林水産業 1 1 -1.9%

業務その他部門 238 216 9.1%

家庭部門 157 138 12.6%

運輸部門 157 165 -5.2%

自動車 148 158 -6.9%

旅客 94 100 -6.9%

貨物 54 58 -6.9%

鉄道 9 7 20.9%

船舶 0 0 0.0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 8 9 -6.9%

部門・分野 基準年比削減率
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３ 温室効果ガス削減に向けた取組

国が策定した「地球温暖化対策計画」では、短期的な目標年度として設定している令和

12(2030)年度において、平成25(2013)年度比で26％削減を目標に掲げています。本市でも、国

の削減目標に準拠しつつ、平成 28 年度(2016)年度を基準年度とした将来推計による BAU 排出

量との差を埋めるための取組として、以下に示す市民・事業者・行政がそれぞれ出来る取組を

推進します。 

（１）市民に出来る取組

本市では人口、世帯数の微増傾向が続いています。また、今後も様々な人口増策をとること

で、目標年度である令和 12(2030)年では基準年度より 1 万人近い人口の増加が見込まれるた

め、家庭生活により生じる CO 排出量も増加が続くと考えられます。このため、市民には継続

した地球温暖化対策の徹底を進めることが求められます。 

人口の増加に伴う世帯数の増加は、電力使用基本契約数の増加に直結し、結果として二酸化

炭素排出量の増加に大きく影響を与えます。単身世帯と比べ家族世帯は、二酸化炭素排出量が

相対的に多くなる等、同居する家族の協力を得ないと削減行動に取り組めないといった課題が

あります。このため、「家族一緒に同じ部屋で過ごす」、「家族一緒に食事する」、「お風呂

は続けて入る」等、家族世帯ならではの削減方法に取組むことで、単身世帯と比べ削減効果が

大きく表れる側面があります。そういったソフト面の対策と合わせ、省エネルギー性能の高い

製品への買い替えを行う等、ハード面の対策を進めることが重要です。 

◇人口の将来推計 

出展：海老名市人口ビジョン
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（２）事業者に出来る取組

前出の「海老名市の二酸化炭素の部門別排出量」のとおり、本市の二酸化炭素排出量の46％

が産業部門の１つである製造業から、23％が業務その他部門から、14％が運輸部門の１つであ

る自動車（家庭で利用される自家用車も含む）から排出されています。 

また、日本全体としては平成20(2008)年のリーマンショックの影響で二酸化炭素排出量も減

少したもののその後は増加傾向にあり、本市においても同様の傾向があると推測されます。 

今日では、CSR（企業の社会的責任）に対する市民の関心も高まっていることもあり、事業者

もCSRの１つとして地球温暖化対策に積極的な姿勢を示すことが求められています。 

市内事業者においても、空調・照明の節電、エコドライブ、クールビズ、働き方の変革、再

生可能エネルギーの導入、社会へのクリーンエネルギーの供給、製造過程で発生する残滓  

（ざんし）を燃料としたり、BEMS（建物全体の電力消費の監視と分析を行うシステム）の導入

を行う等の対策をさらに取り組んでいくことが必要です。 

（３）行政に出来る取組 

行政は事務事業編で示したような一事業者としての地球温暖化対策を推進することの他に、

市域全体の二酸化炭素排出量を削減する計画を策定し、地球温暖化対策に関する情報提供、研

修の機会の提供等の普及啓発活動に加えて省エネ・再エネ設備や電気自動車や燃料電池自動車

等の低炭素車両の普及に向けた支援を推進し、市民、事業者が地球温暖化対策を進めやすい環

境を整えることが求められています。

（４）三者が出来る具体的な取組 

市民、事業者、行政の三者が目標の達成に向けてできること、取り組むべきことを明確にし、

具体的な行動内容を次頁から記載します。 
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①省エネルギー活動等の推進 

 CO 排出量を抑えるため、一人ひとりが日常的に省エネルギーを意識して行動することが、必

要です。また、省エネ性能の高い空調機器や照明への切替えを推進することも活動から発生す

る CO 排出量を削減する重要な取組になります。併せて、事業者や行政においては環境に配慮

した行動を組織的に行うための体制を整備することも求められます。 

取  組 概  要 実施主体 

・事業活動、日常活動

の省エネ 

・電気やガス、燃料、水等の無駄のない効率的な

利用 
市民・事業者・行政

・省エネ製品の開発 事業者 

・事業活動、日常活動の省エネに関する啓発 行政 

・省エネ型施設等の

製造、導入促進 

・省エネ型施設等の積極的導入 市民・事業者・行政

・省エネ型施設等の製造 事業者 

・省エネ型施設等の普及に向けた支援 行政 

・環境マネジメント

システム導入支援 

・ＩＳＯ等認証取得の導入、適切な運用 事業者・行政 

・ＩＳＯ等認証取得の支援 行政 

②再生可能エネルギーの利用促進 

 石油や天然ガス等の化石燃料に依存した社会からの脱却を図り、CO2 排出に繋がるエネルギ

ー使用を削減するためには、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーや燃料電池等の自立分散

型エネルギーの導入を進めていく必要があります。行政においては、市民や事業者が積極的な

導入を進められるような体制を構築・強化していくことも重要です。 

取  組 概  要 実施主体 

・再生可能エネルギ

ー等設備の導入 

・太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設

備や燃料電池等の自立分散型エネルギー設備

の積極的な導入 

市民・事業者・行政

・再生可能エネルギ

ー等設備導入促進 

・再生可能エネルギー等設備の導入支援の充実 行政 

・再生可能エネルギー等設備導入の周知啓発 行政 
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③交通等対策 

化石燃料を使用する自動車を前提とした社会から脱却するためには、一人ひとりが環境に配

慮した移動を意識することも求められています。併せて、行政においては、化石燃料を使用す

る自動車に頼らない交通体系を構築することが必要です。 

取  組 概  要 実施主体 

・自動車利用削減の推

進 

・徒歩や自転車による移動の促進 市民・事業者・行政

・自動車利用時における相乗りの推進 事業者・行政 

・歩道や自転車専用道路の整備 行政 

・駐輪場の適正配置 事業者・行政 

・公共交通の利用促進 

・公共交通の積極的な利用 市民・事業者・行政

・コミュニティバスの運行、利用率向上 市民・事業者・行政

・イベント時等の公共交通機関利用 市民・事業者・行政

・鉄道輸送力増強の要望活動 市民・事業者・行政

・低公害車の導入 

・低公害車の積極的な導入 市民・事業者・行政

・低公害車導入への支援の充実 行政 

・低公害車に関する周知啓発 事業者・行政 

・エコドライブの促進 

・エコドライブによる自動車燃料の削減 市民・事業者・行政

・エコドライブイベントの開催 事業者・行政 

・エコドライブイベントへの参加 市民・事業者 

・環境に配慮した市街

地整備 

・渋滞解消・緩和に向けた道路整備 行政 

・交通円滑化に向けた右折専用レーン・信号機

設置の要望 
行政 
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④資源の有効活用及び循環型社会の構築・形成 

日常生活や事業活動から排出される廃棄物が焼却処分される量を減らしていくことは、CO2

排出量の削減を進める上で、重要な取組になります。このため、各主体が様々な手法を通じて

廃棄物の排出量削減を推進するとともに、分別の徹底等による資源化に取り組みます。 

取  組 概  要 実施主体 

・廃棄物の減量化 

・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

の実行 
市民・事業者・行政

・生ごみ処理機等の活用 市民・事業者・行政

・生ごみ処理機等普及に向けた支援 行政 

・バイオディーゼル燃料の活用 事業者・行政 

・マイバッグ等の持参の推進 市民・事業者 

・食品ロス削減の実践 市民・事業者・行政

・廃棄物の減量化に向けた普及啓発 行政 

・資源化の促進 

・適切な分別の実行 市民・事業者・行政

・環境に配慮した低炭素な日常生活用製品等

の積極的な利用 
市民・事業者・行政

・エコマーク商品等のグリーン購入の実践 市民・事業者・行政

・環境配慮製品の製造及び販売 事業者 

・資源化に向けた取組の普及啓発 行政 
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⑤緑の保全及び創出 

 緑にはそれ自体にCO2を吸収削減する機能を有しているほか、暑い時期には外の気温や室温

上昇を抑えるなど、様々な効用があります。こうした緑の多様な価値を維持活用するため、各

主体が市内にある緑地や農地における緑を保全し、積極的に創出することが必要です。 

取  組 概  要 実施主体 

・森林、緑地等の維持管理

とその支援 

・緑地の適切な整備、拡大、維持管理 市民・事業者・行政

・奨励金制度の周知及び活用促進 行政 

・緑化促進、意識の向上 

・地域緑化活動への積極的な参加 市民・事業者 

・緑のカーテンの創設 市民・事業者・行政

・屋上や壁面の緑化の推進 市民・事業者・行政

・緑化活動の普及啓発及び支援 行政 

・建築物等への木材利用 ・建築物等への県産木材の利用 市民・事業者・行政

・農地の保全 

・遊休農地の積極的な利用 市民・事業者・行政

・農業活性化の推進 市民・事業者・行政

・地産池消、旬産旬消の推進 市民・事業者・行政

・農地活用の普及啓発及び支援 行政 
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⑥環境に関する教育の推進及び情報提供 

 CO2 排出量削減による地球温暖化対策は、あらゆる世代が一丸となって進めていかなければ

なりません。このため、様々な世代を対象とした環境配慮意識の醸成を目的とした環境教育を

推進することや、環境に関する情報の発信及び啓発を通じて、各主体が自発的に環境配慮を進

められる社会を構築することが必要です。 

取  組 概  要 実施主体 

・環境教育の推進 

・環境関連イベント等への積極的な参加 市民・事業者 

・環境関連イベント等の開催、支援 市民・事業者・行政

・市民等によるイベント開催支援 行政 

・環境への取組や情報の

発信、啓発、参加 

・国県等との連携したＰＲ活動（クールチ

ョイス、エコ10トライ、ライトダウン

等）への参加 

市民・事業者・行政

⑦地球温暖化による被害軽減に向けた対策 

地球温暖化対策は世界的に進められていますが、依然として進行しており、地球温暖化を  

原因とした異常気象による様々な被害への対策を準備し、備えることが必要となっています。

このため、各主体が地球温暖化に適応し、被害を軽減するための対策に取組むことが求められ

ています。

取  組 概  要 実施主体 

・地球温暖化への適応策

の推進 

・異常気象による洪水等の災害への備えの

充実 
市民・事業者・行政

・熱中症への対策の実施 市民・事業者・行政

・異常気象に対応した農業体制の整備 事業者・行政 

・適応策に関する情報収集・周知啓発 行政 
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資料１ 地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

第一章 総則 

（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。 

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。 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の

温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるととも

に、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなけれ

ばならない。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるよう

に努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策

に協力しなければならない。 

（温室効果ガスの排出量等の算定等） 

第七条 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四

条１（ａ）に規定する目録及び京都議定書第七条１に規定する年次目録を作成するため、毎

年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところによ

り、これを公表するものとする。 

第四章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策 

（国及び地方公共団体の施策） 

第十九条 国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定に

より報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連

携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進す

るように努めるものとする。 

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。 

（政府実行計画等） 

第二十条 政府は、地球温暖化対策計画に即して、そ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（以下この条において

「政府実行計画」という。）を策定するものとする。 

２ 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
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一 計画期間 

二 政府実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他政府実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

と協議しなければならない。 

５ 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公

表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。 

７ 政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含

む。）を公表しなければならない。 

（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 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
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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

るよう配意するものとする。 

５ 指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実

行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければ

ならない。 

６ 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する。 

７ 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、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 

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（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。 

１１ 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めると

きは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力

を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。 

１２ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定

める。 

（地方公共団体実行計画協議会） 

第二十二条 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。 

２ 前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 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 

二 関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進

員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その

他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者 

三 学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者 

３ 主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団体

実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 

（温室効果ガス算定排出量の報告） 

第二十六条 事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同

じ。）に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの（以下「特定

排出者」という。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排

出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項（当該特定排出者が政令で定め

る規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごと

に主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項）

を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）に報告しなけ

ればならない。 
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２ 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売

又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であっ

て、当該約款に、当該事業に加盟する者（以下この項において「加盟者」という。）が設置し

ている事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る

定めがあるもの（以下この項において「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この項におい

て「連鎖化事業者」という。）については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る

すべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適

用する。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設

置している場合（次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置

している場合を含む。）」とする。 

３ この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出

者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質

の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 
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資料２ 海老名市環境審議会委員 

任期：平成 31 年４月１日～令和３年３月 31 日 

※ 会長・副会長以下五十音順 

役 職 氏 名 区 分 

会 長 木下 雅實 学識経験者

副会長 村山 史世 学識経験者

委 員 相原 京子 国際ソロプチミスト海老名

〃 市川 佐千子 さがみ農業協同組合

〃 伊藤 征生 市民公募

〃 大橋 成太郎 環境に知見のある方

〃 大矢 和正 市民公募

〃 中谷 尚利 海老名市自治会連絡協議会

〃 鳩石 祐二 海老名産業懇話会

〃 松島 淳一 海老名市農業委員会

〃 森島 清八 環境に知見のある方

〃 山谷 修作 学識経験者
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資料３ 海老名市環境審議会諮問・答申 

１ 諮問 

海環発第 33-2 号 

令和元年 10 月 28 日 

海老名市環境審議会 

会長 木下 雅實 殿 

海老名市長  内 野  優    

海老名市地球温暖化対策実行計画の改定について（諮問） 

 標記の件について、海老名市環境審議会条例第２条第５項の規定に基づき、意見を求

めます。 
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２ 答申 

海環審第31-6号

令和２年１月日

海老名市長 

内 野   優 殿

                       海老名市環境審議会

                                 会 長  木 下 雅 實

海老名市地球温暖化対策実行計画の改定について（答申）

 令和元年10月28日付けで諮問のありました標記の件について下記のとおり答申

します。 

記 

１ 答申 

海老名市地球温暖化対策実行計画の改定素案については、概ね、その内容を妥当と判

断するが、次の意見を附するので、これについて留意されたい。 

２ 素案に対する意見 

（１）計画の内容に関すること 

ⅰ 市の事務事業におけるCO2排出量の現状をより明確にするため、これまでの

計画に基づくCO2排出量削減状況を記載することについて、検討されたい。 

ⅱ 計画の区域施策編において、市民・事業者・行政のそれぞれの果たすべき

役割が明確になるよう、温室効果ガスの削減に向けた取組みの内容ごとに取

組み主体を記載することについて、検討されたい。 

（２）計画の推進に関すること 

ⅰ CO2削減目標達成に向けて、ソフト対策とハード対策の両面を着実に推進

し、CO2排出量の削減効果を踏まえながら効果的な取組みを実施するよう、努

められたい。 

ⅱ 必要に応じて環境マネジメントシステムの見直しを行い、計画の運用管理

を適切に実施されるよう、努められたい。 

ⅲ 地球温暖化対策の適応策について、災害時における通信インフラの重要性

も意識した取組みが実施されるよう、努められたい。 

以上 
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資料４ 計画素案へのパブリックコメント 

「海老名市地球温暖化対策実行計画改定素案」について、以下のとおりパブリックコメ

ントを実施しました。

（１）募集期間 

令和元年１２月２日（月）～令和２年１月６日（月）※３６日間

（２）資料閲覧・配布場所 

海老名市役所環境課窓口

海老名市役所情報公開コーナー

市ホームページ

（３）募集結果

   意見提出者数 ２名 意見件数 ６件

（４）いただいた意見の概要

  ○事務事業編における基準年度の設定について

○設備更新について

  ○新規供用施設の舗装について

  ○再生可能エネルギーの利用促進について

  ○公共交通の利用促進について

  ○区域施策編の実施について

  ※いただいたご意見につきましては、計画改定及び今後の取組みの参考にいたします。
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資料５ 用語集 

・ISO14001 

社会経済的ニーズとバランスをとりながら、環境を保護し、変化する環境状態に対応

するための組織と枠組みを示す環境マネジメントの国際規格。 

・ウォームビズ 

冬季の地球温暖化対策の一つとして、暖房使用時の室温を 20℃に設定し、快適に過ご

していただくライフスタイル呼びかける運動。 

・エコチューニング 

低炭素社会の実現に向けて、業務用等の建築物から排出される温室効果ガスを削減す

るため、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善

を行うこと。 

・エコ１０トライ 

神奈川県が、地球環境保全のための行動指針「新アジェンダ 21 かながわ」を見直し、

日々の生活、企業の事業活動、行政の取り組みの中で、地球環境問題を自分の事と考え

て、解決するための 90 の行動メニューの中から、10 項目を選択し、実践するもの。 

・エコドライブ 

CO2 の排出を抑え、地球環境に配慮した運転方法。 

・エネルギー起源 CO2 

燃料の燃焼で発生・排出される二酸化炭素のこと。 

・L2-Tech 認証製品 

エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に最大の効果をもたらす先導的な低炭素技術

（Low-carbon Technology)の普及促進のため、審査・認証検討委員会の審査結果に基づ

いて、環境省が認証した製品。 

・LPG 

プロパン・ブタンを主成分に持つ液化石油ガス。 

あ行
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・カーボンマネジメント 

国や地方自治体、民間企業などの各団体や組織が地球温暖化の原因と考えられている

温室効果ガスの排出状況を把握し、排出量の抑制・削減に向けた取り組みを継続的に実

施すること。 

・環境マネジメントシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取り組みを進める

にあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組むこと。 

・気候サミット 

気候に関するアクションと意欲を引き出すことを目的に、ニューヨークの国連本部で

開催された会議。 

・「区域施策編」目標設定・進捗管理支援ツール 

区域施策編における温室効果ガス削減目標の設定支援を目的としたツールとして環境

省が作成したもの。温室効果ガス排出量の現状推計結果による BAU 推計や、対策・施策

の温室効果ガス排出削減目標量を設定し、区域の温室効果ガス削減目標を設定できる。 

・クールチョイス 

脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え・サービスの利用・ライフスタイルの

選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこうという取り組み。 

・クールビズ 

夏季の地球温暖化対策の一つとして、冷房使用時の室温を 28℃に設定し、快適に過ご

せる軽装やライフスタイル呼びかける運動。 

・グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでは

なく、環境の事を考え、環境負荷ができるだけ小さいものを、環境負荷の低減に努める

事業者から購入すること。 

・国連気候変動枠組条約締約国会議（COP） 

大気中の温室効果ガスの濃度を安定させることを究極の目標として採決された「国連

気候変動枠組条約」に基づいて、世界全体で地球温暖化対策を取り組むため、毎年開催

されている会議。 

か行
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・再生可能エネルギー 

太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用す

ることができると認められるもの（太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱そ

の他の自然界に存する熱・バイオマスなど） 

・CO2 排出係数 

エネルギー1単位あたりどれだけの CO2 を排出しているかを示す数値のこと。 

・指定管理者（制度） 

住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設につ

いて、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上

を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するための制度。 

・循環型社会 

廃棄物等の発生を抑制し、廃棄物等のうち有用なものを循環資源として利用し適正な

廃棄物の処理をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減

される社会のこと。 

・自立分散型エネルギー 

比較的小規模で、かつ様々な地域に分散しているエネルギーの総称であり、従来の大

規模・集中型エネルギーに対する相対的な概念。 

・低公害車 

自動車から出る大気汚染物質の排出量が少ない、又は全く排出されない自動車のこと。 

最近では、燃費性能の優れた自動車を含め、環境負荷の少ない自動車を総称している。 

・デマンド制御 

使用電力の最大値を様々な手法によりカットすることで、30 分間の平均使用電力であ

る「デマンド」を低減させること。 

さ行

た行
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・バイオディーゼル燃料 

菜種油・ひまわり油といった生物由来の油や、各種使用済食用油（天ぷら油など）か

ら作られる、軽油・重油代替燃料（ディーゼルエンジン用燃料）を総称したもの。 

・バイオマス 

生物資源の量を表す概念で、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いた

もの。太陽エネルギーを使って水と二酸化炭素から生物が光合成によって生成した有機

物であり、ライフサイクルの中で生命と太陽エネルギーがある限り再生可能な資源。 

・ハイドロフルオロカーボン類 

20 世紀に発明された、自然界に存在しない人工物質である「フロン」の一種。「フロ

ン」の中で、塩素を持たない物質のため、オゾン層を破壊することはないが、二酸化炭

素の数百倍～数万倍の温室効果を持っている。「代替カーボン」とも呼ばれている。 

・BAU（Business As Usual) 

ある課題について特段の対策活動しない場合の将来予測。 

・PPS 事業者 

既存の電力会社以外で、特定規模の需要家に対して電力の供給を行う、新規の電気事

業者のこと。 

・BEMS 

「Building Energy Management System(ビルエネルギー管理システム)」の略称。省エ

ネと快適性の実現を目的とし、ビルの設備、環境やエネルギーを管理して電力消費量削

減を図るシステムのこと。 

・ライトダウン 

地球温暖化対策のために、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼び

かけるもの。 

・力率 

電源から流れた電流のうち、有効利用されている電力の比率のこと。 

は行

ら行
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