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第１章 基本的事項  

１ 計画策定の背景と目的  

 (1) 地球温暖化問題の概要 

地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて「温室効果ガス」が大気中に大量に

放出され、地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことをいいます。大気中

に微量に含まれる二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、フロン

などが、温室効果ガスといわれています。 

 地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河などの融解により海面が上昇したり、

気候メカニズムの変化により異常気象が頻発するおそれがあり、ひいては自然生態系や生

活環境、農業などへの影響が懸念されています。 

平成２５年（２０１３年）９月に公表された、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）第５次評価報告書第１作業部会報告書（自然科学的根拠）によれば、観測事実から「気

候システムの温暖化については疑う余地がない。１８８０～２０１２年において、世界平

均地上気温は０．８５[０．６５～１．０６]℃上昇しており、最近３０年の各１０年間の

世界平均地上気温は、１８５０年以降のどの１０年間よりも高温である。」とし、 温暖化

の要因としては、「人間活動が２０世紀半ば以降に観測された温暖化の主な要因であった可

能性が極めて高い。」と報告されています。 

地球や人類にとっての危機である地球温暖化問題を解決に導くために平成９年（１９９

７年）１２月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）で採択

された「京都議定書」において、日本の温室効果ガスの削減目標が決められました。これ

に伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）」が制定され、地

方公共団体が温室効果ガス抑制のための計画を策定することが義務付けられました。 

 

(2)  滋賀県の取組 

滋賀県では、長期的な視点で持続可能な社会のビジョンを描いた平成２０年（２００８

年）３月策定の「持続可能な滋賀社会ビジョン」及びこのビジョンをふまえて平成２１年

（２００９年）１２月に策定された「第三次滋賀県環境総合計画」の中で、平成４２年（２

０３０年）に温室効果ガス排出量を平成２年（１９９０年）比で５０%削減された「低炭

素社会の実現」という目標を掲げられています。 

 この目標の実現に向けて、いく通りもある多様な主体による実施すべき取組の道筋から、

環境保全と経済発展を両立できる一つの道筋を示した「滋賀県低炭素社会実現のための行

程表」を平成２３年（２０１１年）1 月に作成され、更に、同年３月には「滋賀県低炭素

社会づくりの推進に関する条例」を制定されました。 

 こうした中、平成２３年（２０１１年）３月に東日本大震災が発生し、将来の電力供給

のあり方など国のエネルギー政策の見直しが進められ、県では、これまでの温暖化対策を

巡る取組や影響も踏まえ、今後の低炭素社会づくりを進める上での県の方針を定めて平成

４２年（２０３０年）の低炭素社会の実現を目指して取り組んでいくため、「滋賀県低炭

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/kankyo/sd_shiga.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/suisei/sougou.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/teitannso/kouteihyou.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/teitannso/kouteihyou.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/jourei/jourei.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/jourei/jourei.html
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素社会づくり推進計画」を平成２４年（２０１２年）３月に策定されました。この計画は、

温対法第２０条の３、及び「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」第８条に基づ

く計画と位置付けられています。 

 

(3)  東近江市の取組 

東近江市では、「温室効果ガスの低排出を考えに入れた自己管理」を目的にした東近江

市役所独自の環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』を平成１９年（２００７年）

に策定し、全職員が環境負荷の低減に取り組んできました。 

『えこ・すまいる』では、市の施設や業務で排出される二酸化炭素を平成１９年度(２

００７年度)と比べて１５％削減することを目的として平成１９年度（２００７年度）を

基準年度とし、平成２４年度（２０１２年度）までの５年間で取り組んだ結果、目標の１

５％削減を達成することができました。 

これまでの『えこ・すまいる』の取組の成果と課題を踏まえて、『えこ・すまいる』を

改定する時期に合わせて、本市の地球温暖化防止をはじめとする環境負荷の低減に向けた

市役所の率先行動計画として、本計画を策定します。 

温対法に基づく本計画では、計画を運用するしくみとして本市独自の環境マネジメント

メントシステム『えこ・すまいる』を取り込み、地球温暖化対策のみならず幅広い環境保

全対策を計画的に推進することを目的とします。  

 

２ 計画の位置付け  

本計画は、温対法第２０条の３の規定に基づき策定します。また、本市が市民と行政が 

協働して取り組む魅力あるまちづくりの指針として策定した「東近江市総合計画」(後期)

の基本方針の一つ「人と環境にやさしいまちづくり」に掲げられた施策「エネルギーの有効

活用」を推進するために策定するものです。 

「東近江市市民の豊かな環境と風土づくり条例」（環境基本条例）第７条第５号の規定に 

基づき実施する施策の一つと位置づけ、環境の保全に総合的かつ計画的に推進する「東近江

市環境基本計画」の中で重点施策とされているエコライフの徹底【地球温暖化防止】を行政

が率先する取り組みを具体化する計画とします。 

さらに、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）の削 

減目標を達成することを目指した計画としています。 
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■図　本計画及び関係法令・関連計画の位置付け

東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例
（環境基本条例）

東近江市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）

東近江市独自の環境マネジメントシステム

『えこ・すまいる』

地球温暖化対策の推進に
関する法律（温対法）

エネルギーの使用の合理化に
関する法律（省エネ法）

東近江市環境基本計画 東近江市総合計画(後期）

分野別計画

東近江市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の
進行管理システムとして運用

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考１】地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条の３ 

 

第２０条の３ 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、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。 

２～７ （ 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、これを公表しなければ

ならない。 

９ （ 省略） 

１ ０ 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。 

 

【参考２】東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例（東近江市環境基本条例）第７条 

 

 (基本的施策) 

第７条 市は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全のために、次に掲げる施策を実施するよう努めな

ければならない。 

(1) 人と自然との共生、生態系に配慮した自然環境の保全及び生物多様性の保全 

(2) 公害の防止及び生活環境の保全 

(3) 地域における循環型社会形成の推進 

(4) 良好な景観の保全並びに歴史的及び文化的遺産の保全 

(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全 

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関する施策 

 

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r151RG00001068.html#e000000155


 - 5 - 

使用量 ＣＯ２排出量（ｔＣｏ２） 比率（％）

ガソリン（ℓ） 129,096 299.5 1.8

灯油（ℓ） 772,578 1,923.7 11.3

軽油（ℓ） 31,872 82.2 0.5

A重油（ℓ） 375,420 1,017.4 6.0

LPガス（m3） 52,241 342.2 2.0

25,912,195 13,318.9 78.4

16,983.9 100.0

電気（kwh）

市有施設のエネルギー使用量と二酸化炭素排出状況　平成２５年度（２０１３年度）

項　　目

合   計

燃料

３ 計画の対象範囲  

東近江市役所が行うすべての事務及び事業を対象とします。 

（出先機関等を含めたすべての組織及び施設、指定管理者制度等により管理運営を行ってい

る施設も対象とします） 

４ 対象とする温室効果ガス 

温対法第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、排出量が多く、地球温暖化への寄与度が大きい二酸化炭素（ＣＯ

２）を対象とします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

５  本市の二酸化炭素排出状況  

     平成２５年度（２０１３年度）の本市の市有施設におけるエネルギーの使用量と二酸化炭 

素の排出状況は下記のとおりであり、電気の使用による二酸化炭素排出量が７割以上を占め 

ている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスの種類 対象 主な発生源（増加理由）

二酸化炭素（ＣＯ 2） ○ 化石燃料の消費、燃料の燃焼、森林破壊などの土地利用の変化

メタン（ＣＨ4） × 水田や家畜、天然ガスの生産、廃棄物の埋立て

一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ） × 燃料の燃焼、窒素肥料の使用

ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣ） × エアゾール製品の噴射剤、エアコン・冷蔵庫の冷媒

パーフルオロカーボン類（ＰＦＣ） × 半導体や電子部品等の不活性液体

六ふっ化硫黄（ＳＦ6） × 変電設備や半導体製造時の電気絶縁ガス

三ふっ化窒素（ＮＦ3） × 半導体や液晶の製造過程で洗浄剤などとして使用

温対法に規定されている温室効果ガス
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第２章 目標と具体的な取組  

１ 二酸化炭素排出量の削減目標 

 本計画の基準年度、目標年度及び削減目標は、次のとおりとします。なお、実行計画の 

実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

(1) 計画の期間  

平成２６年度（２０１４年度）から平成３０年度（２０１８年度）までの５年間を計画

期間とします。  

 

(2) 計画の基準年度及び目標年度  

基準年度は平成２５年度（２０１３年度）とし、目標年度は平成３０年度（２０１８年

度）とします。  

 

(3) 削減目標  

平成２５年度（２０１３年度）を基準年度として平成３０年度（２０１８年度）に二酸化炭

素排出量５％削減を目標とします。 

 

２ 二酸化炭素排出量削減に向けた具体的な取組 

市役所自らが事業者・消費者として行う地球温暖化対策に効果的な取組を全庁、全職員で

率先して取り組むことで二酸化炭素排出削減に努めます。また、指定管理者等に対しても同

様の取組に努めるよう要請します。 

 

(1) 基本理念 

     産業革命以来、私たちの生活は飛躍的に便利で快適になりましたが、一方で地球規模の

自然破壊や温暖化、資源の枯渇など環境に関する深刻な問題をもたらしました。 これら

の環境問題について、東近江市は、地球資源の有限性と地域環境の重要性を認識し、自ら

の行動や事業活動を見直し、地球環境保全を視野に入れ、職員一丸となって、環境に配慮

した持続可能な地域づくりを進めるため率先して取り組みます。 

 

(2) 基本方針 

私たちは、基本理念の実現のために、次のとおり環境に配慮した取組を進めます。 

ア   東近江市環境基本計画やこの計画に基づいて、環境保全に関する各種計画にある施策

を推進します。 

イ   一事業者として、社会的な責任を自覚し、すべての施設や業務において省資源・省エ

ネルギーを推進し、環境に配慮した日常業務を遂行します。 
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取　　組　　内　　容
始業前および昼休みの執務室は消灯する。
時間外勤務や休日出勤時には、必要な部分のみ点灯する。
執務室の最終退出者は、機器の電気が切られていたか、照明の消灯を確認する。

トイレ・会議室等トイレや会議室、給湯室などは使用後は消灯する。
パソコンやプリンタなどの機器は、長時間使用しない時は電源を切る。1時間以上席を離れる
時は、自分のパソコンを省エネモード（スタンバイモード）にする。
冷暖房の設定は、冷房２８℃、暖房１９℃を目安に適正な室温管理を行う。
ブラインドやカーテンで熱の出入りを調整し、冷暖房の使用を抑制する。
水曜日と金曜日のノー残業デーを徹底する。（通常勤務終了後３０分以内を目安に退庁）
マイボトルを推進し、必要最小限度の台数で利用するときだけ電源を入れる。
ゴミを出すときは必ず分別し、計量する。排出量は定期的に集計する。
使い捨て製品の使用や購入を抑制し、業務以外の個人ゴミは持ち帰る。
印刷やコピーは、両面印刷や集約印刷を活用し、紙の使用量を削減する。
会議や研修会では、資料を簡素化し、余分な印刷物を減らす。
裏面が利用可能なミスプリントは、裏面の再利用をする。
庁内ＬＡＮなどを活用し、事務のペーパーレス化を図る。
急発進・急加速をせず、ふんわりアクセル（最初の５秒で時速20ｋｍが目安）で加速する。
車間距離は余裕をもって、交通状況に応じた安全な定速走行に努める。
待ち合わせや荷物の積み下ろしのための駐停車の際には、アイドリングをやめる。
公共交通機関の利用、公用車の相乗り等により、公用車の使用削減に努める。
荷物や天候の事情がない場合、２ｋｍ程度の移動は自転車を利用する。
月1回のノーマイカーデーの実践に努める。
各所属が独自に購入する物品は、可能な範囲でグリーン購入判断基準に適合する商品を選ぶ。

事務のペーパーレス化

事務用紙の使用

室内温度

ノー残業デー

電気の使用

湯沸しポット

室内灯
照明

ＯＡ機器

分別回収

グリーン購入

省資源・省エネ実施項目

自動車の使用
公用車

運転方法

利用の工夫

マイカー

廃棄物の抑制
廃棄物の排出

使用数の削減

ウ  職員一人ひとりが環境問題への高い意識を持ち、地域における環境づくりのリーダー

として率先行動し、市民や事業者とともに環境にやさしいまちづくりを目指します。 

 

(3) 取組内容 

ア 職員共通の取組 

○具体的な取組項目と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 庁舎・施設管理職員等の取組 

庁舎や施設の設備機器の買替えの際に、温室効果ガス排出量の尐ない設備機器に更

新することや再生可能エネルギーを導入することが、最も大きな効果を発揮します。

また、当該設備機器の日常的な保守・点検や運転制御の工夫でも効果を得ることがで

きます。庁舎・施設管理職員等は次の取組を推進します。 

(ｱ) 庁舎設備機器等の適正な維持管理保守・点検の徹底 

        所管する施設に設置された電気設備、空調・換気設備、給湯設備等の日常の維持管

理については、安全かつ効率的な運転操作、それに必要な定期的な保守点検、日常管

理の徹底を行い、各設備の機能を常に最良の状態に保つよう努めるとともに、省エネ

ルギー化に努めます。  

 

(ｲ)  庁舎設備機器等の新規導入・更新時の際の留意点 

市有施設への設備や機器の新規導入や更新時には省エネルギー型の設備や機器 

（ＯＡ機器・空調機器・照明器具など）の導入に努めます。 

 

(ｳ)  庁舎設備機器等への再生可能エネルギーの導入 

別に策定する「市有施設における再生可能エネルギー利用方針」に基づき、市有施

設への太陽光発電システムの設置など再生可能エネルギーの導入に努めます。 
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(ｴ)  公共施設の緑化の推進 

地球温暖化の観点からも緑は二酸化炭素吸収源となることから、「東近江市民の豊

かな環境と風土づくり条例」（環境基本条例）第１４条に基づき、公共施設の緑化推

進に努めます。 

 
ウ 職員個人の取組 

       職員一人ひとりが環境問題への高い意識を持ち、地域における環境づくりのリーダー

として、マイバックの持参やエコライフ（節電・節水・リサイクル）の実践に自主的に

取り組みます。 
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本計画の推進体制

　　　総括責任者
　　　　　市長

  環境管理責任者
   市民環境部長

   事務局
 生活環境課

　　 副総括責任者
　  副市長・教育長

　　　推進総括者
　　　部長級職員

　　　 推進責任者
　　　  各所属長

         推進員
    各所属から１名

　　 各所属職員

　　 推進副総括者
　　　次長級職員

第３章 推進・点検体制及び進捗状況の公表  

１ 推進・点検体制 

「東近江市環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』推進本部規程」に基づく環境マ

ネジメントシステム『えこ・すまいる』の推進体制を基本として実施・運用し、ＰＤＣＡサ

イクルを活用した計画の効率的、効果的な推進を図ります。  
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ＰＤＣＡサイクルを活用した推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 計画（Plan） 

       東近江市が事務及び事業を行なう上で実施すべき省エネ・省資源の取組による、二酸化

炭素削減対策についてこの計画を策定します。 

(2) 実行（Do） 

この計画に基づき、職員一人ひとりが、それぞれの事務事業執行の際に環境に配慮した

取組を行います。 

職員が計画の趣旨を理解して取組を進めるために、職員等に対する研修を実施するとと

もに、取組の実施状況に関する情報は、庁内 LANデスクネッツの掲示板を通じて周知します。 

(3) 点検・評価（Check） 

       環境マネジメントシステム『えこ・すまいる』の仕組みにより集約された各職場や施設

における取組状況やエネルギー使用量、省エネ法に基づく定期報告書のデータ等を活用し、

『えこ・すまいる』で実施する内部環境監査の結果を踏まえ、運用状況を管理し、評価を

行います。 

(4) 見直し（Action） 

       評価を踏まえて、必要に応じて、取組の改善や見直しを行い、次期の計画に反映させま

す。 

 

２ 進捗状況の公表  

温対法第２０条の３第１０項に基づき、毎年１回、本計画の取組内容や進捗状況、目標の

達成度合い等の実施状況について、市ホームページ等で公表します。 

P：計画 

(Plan) 
 

 

○環境方針・取組内容の 

計画をたてる  

 

D：実行 

(Do) 
 

○計画に基づき取組を 

実践する 

 

C：点検・評価

(Check) 
 

○取組の運用状況を 

管理し、評価する 

 

A：見直し

(Action) 
 

○評価をふまえて取組の

改善・見直しを行う 

継続的な改善 
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用語解説
用語 用語解説

I ＩＰＣＣ

Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネ
ル）の略称。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、昭和６３年（１９８８ 年）に世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画
（ＵＮＥＰ）により設立された組織。

え えこ・すまいる

「（温室効果ガスの）低排出を考えに入れた自己管理」を目的に平成２０年
度（２００８年度）より取り組んでいる東近江市役所独自の環境マネジメン
トシステム。
　『えこ・すまいる』とは、えこ＝Eco＝エコロジーとエコノミー、すまいる
＝SMILE・・・Ｓ＝セルフ(自分で）、Ｍ＝マネジメント(管理）、Ｉ＝インク
ルーデッド(含む）、Ｌ＝ロウ(低い）、Ｅ＝エミッション(排出）をあわせた
造語で、『えこ・すまいる：Eco－SMILE』＝「低排出を考えに入れた自己管
理」を意味している。公共施設の省エネ対策や、職員のエコライフの率先的
取組を、地球温暖化防止につなげながら、一体感を持って取り組める目標と
シンプルで効果的なメニューを設定し取り組んでいる。

　
エネルギーの使用の合理
化に関する法律（省エネ
法）

内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効
な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエ
ネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合
理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経
済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である（同法第１条）。
「省エネ法」とも呼ばれている。

き 京都議定書

平成９年（１９９７年）１２月１１日、京都市で開催された「第３回気候変
動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ３）」の中で議決した議定書のこと。
この京都議定書は、平成４年（１９９２年）に開催されたリオデジャネイロ
の地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条
約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む３８カ国と欧州委員会)にそれぞれ
目標量を示して６種の温室効果ガス削減または抑制を義務づけ、その達成時
期を定めている。
議定書には、温室効果ガス排出量の削減目標を、平成２年（１９９０年）を
基準年として国別に削減目標数値を定め、世界が協力して約束期間内に目標
を達成することが定められた。
※京都議定書で定められた主要各国の削減率（全体を足し合わせると５.２％
の削減）
主要国の削減率　日本：－６％　米国：－７％　ＥＵ：－８％　カナダ：
－６％　ロシア：０％　豪州：＋８％　　ＮＺ：０％　ノルウェー：＋１％

く グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、環境面から必要性を考慮して、環境に与え
る影響ができるだけ尐ないものを、環境保全に熱心な企業から、優先して購
入すること。

持続可能な滋賀社会ビ
ジョン

滋賀において、環境・経済・社会が将来にわたってバランスよく発展する持
続可能な社会の実現を図るためのビジョン。温室効果ガスの半減と琵琶湖環
境の再生を長期的な目標として、その実現に向けた施策の提言を行う。

滋賀県低炭素社会づくり
の推進に関する条例

低炭素社会づくりを推進するため、平成２３年（２０１１年）３月に制定さ
れた滋賀県の条例。低炭素社会づくりに向けた基本理念や県・事業者・県民
の責務、県の計画策定や県域の温室効果ガス排出量の公表、低炭素社会づく
りに係る取組について事業者が策定する「事業者行動計画」や民間団体が策
定する「低炭素社会づくり活動計画」等についての規定がある。

滋賀県低炭素社会づくり
推進計画

これまでの温暖化対策を巡る取組や影響を踏まえ、今後の低炭素社会づくり
を進める上での方針を定め、２０３０年の低炭素社会の実現を目指して取り
組んでいくため平成２４年（２０１２年）３月に策定された県の計画。地球
温暖化対策の推進に関する法律第２０条の３及び滋賀県低炭素社会づくりの
推進に関する条例第８条に基づく計画。

ち
地球温暖化対策の推進に
関する法律（温対法）

地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らか
にするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により、
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法律
である（同法第１条）。「温暖化対策推進法」、「温対法」とも呼ばれてい
る。

て 低炭素社会
二酸化炭素の排出を大幅に削減する社会。地球温暖化の原因である温室効果
ガスのうち大きな割合を占める二酸化炭素の排出が尐ない社会を構築するこ
とが、世界的な課題となっている。

ひ 東近江市総合計画
市民が共有できる新たなビジョンを描くとともに、市民と行政が協働して取
り組む魅力あるまちづくりの指針として策定した市政の最上位計画。

し

 


