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第１章 計画策定の背景

１－１ 地球温暖化問題を巡る社会情勢

地球温暖化は、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、我が国

においても異常気象による被害の増加、農作物や生態系への影響等が近年多く現れ始めて

います。

地球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、低炭素

社会の実現に向けた取組が求められています。

国際的な動きとしては、2015 年 12 月に、国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（COP21）がフランス・パリにおいて開催され、新たな法的枠組みである「パリ協定」が

採択されました。これにより、世界の平均気温の上昇を産業革命から 2.0℃以内にとどめる

べく、すべての国々が地球温暖化対策に取り組んでいく枠組みが構築されました。

我が国では、1998 年に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」という。）が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民

が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。この法律では、

全ての市町村が、地方公共団体実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取り

組むよう義務づけられています。

また、2016 年には、地球温暖化対策計画（平成 28 年５月 13 日閣議決定）（以下「地球

温暖化対策計画」という。）が閣議決定され、我が国の中期目標として、我が国の温室効果

ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比で 26.0％減とすることが掲げられました。この計画

においても、地方公共団体には、その基本的な役割として、地方公共団体実行計画を策定し

実施するよう求められています。

前計画「環境モデル都市を目指した倉吉市行動計画」の実施状況

倉吉市環境基本条例（平成 12 年４月制定）に基づき策定した、前計画（平成 14 年度

から平成 18 年度までの５年間）では、倉吉市の事務及び事業で排出する温室効果ガス（二

酸化炭素）排出量の削減等に向けて、「資源・エネルギー利用の節約」「環境負荷低減のた

めの廃棄物の減量化」などの取組みを行いました。
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１－２ 地球温暖化の基礎知識

現在、地球の平均気温は 14℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、メタンな

どの温室効果ガスがなければ、マイナス 19℃くらいになります。太陽から地球に降り注ぐ

光は、地球の大気を素通りして地面を暖め、その地表から放射される熱を温室効果ガスが吸

収し大気を暖めているからです。

近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室効果ガ

スが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温が上昇し始めて

います。これが地球温暖化です。

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より
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温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）、メタン、一酸化二窒素、フロン類など様々なも

のがあります（図 1 を参照）。中でも CO2 は、石炭、石油、天然ガスなど化石燃料が燃焼さ

れることで大気中に排出されますが、18 世紀に始まった産業革命以降は、これら化石燃料

の使用量が急増しています。さらに、大気中の CO2 の吸収源である森林が減少しています。

結果として大気中の CO2 は年々増加しており、地球温暖化に及ぼす影響が最も大きな温室

効果ガスとなっています。（図 2 を参照）。

図１ 世界の温室効果ガスの排出量に占めるガス別排出量

参考文献：3R・低炭素社会検定公式テキスト第 2 版、温室効果ガスインベントリオフィス

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より
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図２ 燃料別に見る世界の CO2 排出量の推移

出典：オークリッジ国立研究所

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

図３ 日本における温室効果ガス排出量の推移

出典：温室効果ガスインベントリオフィス

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より
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図３の表から日本の場合、温室効果ガスの中で二酸化炭素の比率が高いことが分かりま

す。

温室効果ガスの排出は、化石燃料を直接燃焼した場合だけに限られるわけではありませ

ん。例えば、石油ストーブとエアコンを比較してみます。石油ストーブは灯油を燃焼して暖

めるため、暖房時に CO2 を排出しますが、エアコンは電気の力で暖めるため、暖房時に

CO2 を排出しません。しかし、その電気が火力発電所で化石燃料を消費して作られた場合、

発電所で CO2 が排出されるため、結果的にエアコンによる暖房時にも CO2 を排出している

ことになります（図４を参照）。

同じく温室効果ガスの一種であるメタンや一酸化二窒素も身近な活動に伴って排出され

ます。例えば、ガソリンや軽油を燃料とする自動車の走行や一般廃棄物の焼却に伴い、CO2

に加えて、メタンや一酸化二窒素が排出されます。

このように、温室効果ガスは燃料や電気などエネルギーの使用や自動車の走行、一般廃

棄物の焼却など、市町村の事務・事業における様々な活動から排出されます。

図４ 石油ストーブとエアコンの比較例

ＣＯ2の排出

ＣＯ2の排出

石油ストーブ、エアコン

どちらからもＣＯ2を排出し

ていることになります！

製油所 火力発電所

灯油 電気

石油ストーブ エアコン
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第２章 基本的事項

２－１ 計画の目的

倉吉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下「倉吉市事務事業編」といいます。）

は、地球温暖化対策推進法第 21 条第１項に基づき、倉吉市の事務及び事業に関し、省エネ

ルギーの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するもの

です。

２－２ 計画の対象範囲

計画の対象範囲は、市が行う事務事業とし、指定管理施設を含む施設を対象とします。

２－３ 計画の対象とする温室効果ガス

地球温暖化対策推進法第２条第３項には７種類の温室効果ガスが定められていますが、

本計画で削減の対象とする温室効果ガスは、最も一般的で地球温暖化への影響が大きく、か

つ排出量の大きい二酸化炭素（ＣＯ２）を対象とします。

【参考】地球温暖化対策推進法（抜粋）

（定義）

第２条

第３項 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。

一 二酸化炭素

二 メタン

三 一酸化二窒素

四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

六 六ふっ化硫黄

七 三ふっ化窒素
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２－４ 計画の期間

2021（令和３）年度から 2030（令和 12）年度までの 10 年間とします。ただし、計画の

進捗状況等、社会的情勢の変化を踏まえて、必要に応じて見直しを検討します。

２－５ 計画の基準年度

基準年度は、地球温暖化対策計画に合わせ、2013（平成 25）年度とします。

２－６ 計画の位置づけ

倉吉市事務事業編は、地球温暖化対策推進法第 21 条第１項に基づく地方公共団体実行計

画として策定します。また、本計画の上位計画である倉吉市総合計画及び倉吉市環境基本計

画並びに地球温暖化対策計画に即して策定します。

年 度
2016

H28

2017

H29

2020

R2

2021

R3

2022

R4

2023

R5

2024

R6

2025

R7

2026

R8

2030

R12

第 2 次倉吉市

環境基本計画

倉吉市地球温化

対策実行計画

国の地球温暖化

対策計画

倉吉市総合計画 倉吉市環境基本条例 地球温暖化対策推進法

倉吉市環境基本計画 地球温暖化対策計画

倉吉市事務事業編
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【参考】地球温暖化対策推進法（抜粋）

（地方公共団体実行計画等）

第 21 条

第１項 都道府県及び市町村は、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。

第２項 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
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第３章 倉吉市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出状況

３－１ 事務事業に伴う温室効果ガスの排出量

二酸化炭素の排出量は、基準年度とする 2013（平成 25）年度では、10,020t-CO2 です。

2019（令和元）年度では、8,062ｔ-CO2 と 2013（平成 25）年度比で 19.5％削減しました。

年 度 2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R 元)

二酸化炭素

排出量

(単位：t-CO2）

10,020 9,484 9,101 9,344 8,561 8,396 8,062

増減率 ％

(基準年度比)
－ △5.3 △9.1 △6.7 △14.5 △16.2 △19.5

10,020 
9,484 

9,101 9,344 
8,561 8,396 8,062 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

2013

H25年度

2014

H26年度

2015

H27年度

2016

H28年度

2017

H29年度

2018

H30年度

2019

R元年度

t-CO2

基準年
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◇◆ information ◆◇ 市長部局の事務事業の二酸化炭素排出量

◇◆ information ◆◇ 教育委員会の事務事業の二酸化炭素排出量

2,535

145

2,046
1,488

126

6,340

1,920

144

1,377 1,399

115

4,955

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

市町村機関

（右記以外）

保育園 指定管理施設 上水道事業 下水道事業 合計

基準年度 2013 (H25) 年度と2019 (令和元) 年度の比較

2013

H25年度

2019

Ｒ元年度

t -ＣＯ２

1,036
1,277

460
743

164

3,680

918 939

400
690

160

3,107

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

教育委員会（右

記以外）

小学校 中学校 体育施設(温水

プール含む)

地区公民館 合計

基準年度 2013（H25）年度と2019（令和元）年度の比較

2013

H25年度

2019

Ｒ元年度

t -ＣＯ２
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３－２ 事務事業に伴う温室効果ガス排出量の減少要因

2020（令和元）年度で、基準年度の 2013（平成 25）年度に比べて二酸化炭素の排出量が

減少した要因として、主に次のような取組の成果が考えられます。

◇◆ 省エネ設備改修による電気使用量の削減 ◆◇

・庁舎（本庁舎・東庁舎・北庁舎・南庁舎）照明設備ＬＥＤ化

・市道及び橋梁街路灯ＬＥＤ化

・倉吉交流プラザ（倉吉市立図書館・生涯学習センター）照明設備ＬＥＤ化

◇◆ 施設の統廃合等によるエネルギー使用量の減少 ◆◇

・2016（平成 28 年）3 月

倉吉市立山守小学校 閉校

・2017（平成 29）年 3 月

倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがね 閉館（民間への無償譲渡）

◆◇ 総労働時間の縮減、節電等の取組によるエネルギー使用量の削減 ◆◇

・時間外勤務削減計画の策定及び実施

・倉吉市ノー残業デー（毎週水曜日）の取組

・勤務管理システム（タイムレコーダー）による職員の入退庁時刻の記録管理

・庁舎のエアコン使用条件の改善

使用条件：室内温度が「28℃」を超えた場合又は不快指数が「73」を超えた場合

・夏季の軽装（クールビズ）の実施による室内温度の適正化
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３－３ 温室効果ガスの算定方法

（１）灯油・重油・ガソリン・軽油などの燃料

二酸化炭素排出量（t-ＣＯ２）は、環境省の温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン

及び鳥取県地球温暖化対策条例「取組計画の手引き」を参照して算定します。

（地球温暖化対策推進法施行令第 3 条第 1 項第 1 号）

燃料使用量×単位使用量当たりの発熱量（換算係数）

×単位発熱量当たりの炭素排出量（排出係数）×44/12 ＝二酸化炭素換算数量

（単位：t-CO2）

※燃料種別ごとに換算係数、排出係数が異なります。

環境省「温室効果ガス総排出量 算定方法ガイドライン」

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/guideline.pdf

（２）電気

二酸化炭素排出量（t-ＣＯ２）は、環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・

排出係数一覧」及び鳥取県地球温暖化対策条例「取組計画の手引き」を参照して算定します。

電気使用量×単位使用量当たりの排出量（電気事業者別排出係数）＝二酸化炭素換算数量

（単位：t-CO2）

環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran_2020_rev.pdf

地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度では、温室効果

ガスを一定量以上排出する事業者は、毎年度、温室効果ガス排出量を国に報告することが義

務付けられています。その報告をする際に、「電気事業者別排出係数」を使用して温室効果

ガス排出量を算定する決まりになっています。
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第４章 温室効果ガス排出量の削減目標

４－１ 目標設定の考え方

地球温暖化対策計画では、我が国の温室効果ガス削減目標の中期計画※として、2030（令

和 12）年度に 2013（平成 25）年度比で 26％としています。地方公共団体の事務事業が該

当する『業務・その他部門』では、2030（令和 12）年度に 2013 年度（平成 25 年度）比で

温室効果ガスを 40%削減する目標が位置づけられました。

倉吉市事務事業編では、地球温暖化対策計画の『業務その他部門』の温室効果ガス削減目

標に準じてを目標を設定します。

※長期的目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すとされている。

４－２ 削減目標

目標年度の 2030（令和 12）年度に、基準年度の 2013（平成 25）年度比で温室効果ガス

（二酸化炭素）の排出量 40％削減を目標とします。

※2019（令和元）年度では、温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量は、8,062ｔ－CO2 で、

2013（平成 25）年度比で 19.5％削減されました。
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2019（令和元）年度の各種のエネルギー消費は、二酸化炭素排出量に換算すると、電気が

全体の 85.2％を占め、大きな割合を占めています。

◇◆ information ◆◇ 省エネ行動による電気使用量の削減

本計画の第５章では、温室効果ガス（二酸化炭素）を削減するための具体的な取組の内容

を掲げます。これらの取組では、主に電気使用量の削減を目指します。

倉吉市事務事業編の温室効果ガス（二酸化炭素）排出量の削減目標を達成するためには、

目標年度の 2030（令和 12）年度に、基準年度の 2013（平成 25）年度比で、電気使用量を

3,487kwh 削減する必要があります。

【基準年度】2013（平成 25）年度 電気使用量 12,367 千 kwh

電気使用量 3,487 千 kwh 削減

【目標年度】2030（令和 12）年度 電気使用量 8,880 千 kwh

2019（令和元）年度の電気使用量は 10,143 千 kwh と、基準年 2013（平成 25）年度比

で、2,224 千 kwh 削減しました。

目標年度の 2030（令和 12）年度までに、2019（令和元）年度比で 1,263kwh 削減する必

要があります。

種 別 電気 灯油 重油 ガソリン LP ガス 軽油

割 合 85.2％ 8.9％ 2.9％ 1.7％ 1.0％ 0.3％

「電気使用量 3,487 千 kwh 削減」の試算方法

① 目標値＝二酸化炭素排出量 6,012t-CO2

➁ 目標年度の電気使用量 X（kwh）×0.677＝6,012t-CO2

➂ 目標年度の電気使用量 X（kwh）：6,012t-CO2／0.677≒8,880 千 kwh

④ [基準年度]12,367 千 kwh－[目標年度]8,880 千 kwh＝3,487 千 kwh

※毎年変動する電気事業者別排出係数を令和元年度分 0.677 で固定して試算したもの。
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第５章 温室効果ガスの削減に向けた取組

５－１ 取組の基本方針

職員一人ひとりが、事務事業を執行する中で、地球温暖化問題をはじめとする環境に対す

る意識をもち、無駄なエネルギーの削減を行います。

５－２ 具体的な取組の内容

温室効果ガス（二酸化炭素排出量）の削減目標を達成するため、省エネ行動を次のとおり

とします。

（１）施設の省エネルギー化

施設に新たな設備を導入する場合や既存の設備を更新する場合は、エネルギー効率の高

い設備を導入することで省エネルギー化を推進します。

▶省エネルギー型照明機器（LED）への切り替えの推進に努めます。

▶道路照明の LED 化を推進します。

▶冷暖房機器を更新する場合は、より省エネに配慮した空調機器（高効率ヒートポンプなど）

への更新に努めます。

▶省エネルギー化を行った施設を参考にして、市有施設の省エネルギー化を推進します。

（２）設備の運用改善

既存の設備の運用方法を見直すなど、省エネルギー化を推進します。

▶施設ごとの空調の運転基準に基づき、適正な運用管理に努めます。

▶空調機器の性能を維持するため、フィルターや熱交換器等、定期的なメンテナンスを行い

ます。

▶空調機器の室内機・室外機周辺の障害物を撤去するなど、省エネルギー化を図るため、機

器の日常的な点検を行います。

（３）職員の日常的な省エネ活動の実施

職員は省エネを意識し、日常の業務に取り組みます。

▶計画的かつ効率的な事務執行を図り、ノー残業デーの一斉退庁の取組を推進します。

▶事務を効率的に遂行し、時間外勤務の削減に努めます。

▶夏季にはクールビズ、冬季にはウォームビズの服装を心がけます。
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▶事務室、廊下、通路などの不要時、不要場所の消灯を徹底します。

▶会議室、トイレ、給湯室、更衣室などは、使用時以外は消灯します。

▶使用時以外の電気機器は、コンセントからプラグを抜き、待機電力の削減に努めます。

▶退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることを確認します。

▶電気ポットとコーヒーメーカーの使用を抑制し、マイボトル等の利用に努めます。

▶原則として、扇風機や足温器などの個人的な電気機器を使用しません。

▶エレベーターは、荷物の運搬等を除き使用を控えます。

▶水道使用時には、こまめに水を止めるなど、日常的な節水を心がけます。

▶公用車の燃料使用量の削減

・公用車を利用する際には、できる限り相乗りを行います。

・運転に際しては、急発進や急加速をしないよう心がけるなど、エコドライブを実践します。

・公用車から離れる時は必ずエンジンを切り、無駄なアイドリングは控えます。

（４）５Ｓ活動の取組～省エネのスタートは 5S の徹底～

5S とは、「整理・整頓・清掃・清潔・習慣づけ」の頭文字“S”を取った職場環境の維持・改

善に用いられるスローガンです。

業務効率の向上、快適な職場作り、市民の方へのイメージアップを目指し、市役所改革ワ

ーキンググループにより、2014（平成 26 年）1 月から「５Ｓ活動」として取組を始め、そ

の後も活動の定着に向けて見直しを行っています。

職場で実践される 5S 活動は、効率的な業務を実現し、徹底することで作業効率がアップ

して、省エネや時間外勤務等の削減につながります。
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第６章 取組の推進体制

６－１ 地球温暖化対策推進責任者等の役割

（１）本計画は、生活産業部環境課が担当し、環境課長が統括します。

（２）各課等に地球温暖化対策責任者（以下、「責任者」という。）を１名以上配置します。

原則として、各課等の所属長を責任者とします。

（３）責任者は、各課等の取組（本計画第５章－２「具体的な取組の内容」）を推進します。

（４）電気使用料・ガス・ガソリン・灯油等の支払事務担当者（以下、「支払事務担当者」）

は、毎月のエネルギー使用量（電気使用量等の使用量）を把握します。また、当月分とそ

の前月分や前年同月分のエネルギー使用量の変動についても把握します。

（５）支払事務担当者は、エネルギー使用量の大きな変動を把握した場合は、責任者に報告

をします。責任者は、必要な改善策の検討や取組を実行します。
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６－２ エネルギーの使用状況等の把握

（１）環境課長は、毎年度、市の事務事業のエネルギー使用量を調査し、二酸化炭素排出量

を把握します。

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく定期報告書の作成で集計します。

（２）職員の省エネ意識の向上を図るため、市の事務事業における二酸化炭素排出量の状況

等、必要な情報を庁内で共有します。

６－３ 計画の公表

（１）地球温暖化対策推進法律第 21 条第８項に基づき、計画の内容を公表します。

（２）地球温暖化対策推進法律第 21 条第 10 項に基づき、計画の実施状況（二酸化炭素の

総排出量を含む。）を毎年１回公表します。

【参考】地球温暖化対策推進法（抜粋）

（地方公共団体実行計画等）

第 21 条

第 8 項 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、こ

れを公表しなければならない。

第 10 項 都道府県及び市町村は、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。
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