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平成30年2月 

計画の背景 

■国の動向 
 2015年にパリで開催された気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）では、気候変動に関する2020年以
降の新たな国際的な枠組みである「パリ協定」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℃に抑える努力を追及するこ
と」が目標として掲げられました。 
 国では、「パリ協定」が採択されたことを受け、国連気候変動枠組条約事務局に提出した「日本の約束草案」に基
づき、「地球温暖化対策計画」を策定し、平成28年に閣議決定されています。「地球温暖化対策計画」では、2030
年度における温室効果ガス排出量を2013年度比で26%削減することを目標としています。そのうち、「業務その他
部門」については約40%削減とする特に高い目標が掲げられています。 
■県の動向 
 県では、県の地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計画として、平成22年３月
に「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定しています。平成28年10月には、その後の状況を踏まえ、新たな温室効
果ガスの削減目標や適応策、分散型エネルギーシステム構築に向けた施策などを追加するため当該計画を改定し、地
球温暖化対策を推進しています。 
 また、「神奈川県庁温室効果ガス抑制実行計画」では、県の事務事業に係る温室効果ガスの排出の抑制に関する計
画を定め、県自らが率先して温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

ロードマップ 

大井町の取り組み 

2030年度に向けて、国の目標に遜色のない実行計画を策定します。 

事務事業に関わる地球温暖化対策を推進してきました。 

1．「大井町庁内環境配慮行動計画」の策定 

2．事務事業に関わる地球温暖化対策を推進（省エネルギー対策、省資源、リサイクル etc） 

 大井町は、「大井町環境基本条例」第９条の規定に基づき平成15年３月に策定した「大井町環境基本計画」におい
て、町自らの事務事業に伴う環境負荷を率先して低減していくため、「地球温暖化防止行動計画」を併せもつ「庁内
率先行動計画」を策定し、環境保全に配慮した取組を進めると定めています。これに基づき、平成16年3月に「温室
効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画」及び「庁内率先行動計画」の性格を併せもつ「大井町庁内環境
配慮行動計画」を策定し、率先して事務事業に関わる地球温暖化対策を推進してきました。 

2030年度に向けて、段階的に取り組み目標達成を目指します。 

■目標達成に向けたロードマップ 
 地球温暖化対策のロードマップは、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入、カーボン・マネジメント
の推進の大きく3つに分けて整理します。 
①省エネルギーの推進は、短期的には主要施設を中心における重点的な取組を実施して、中長期的にはその成果を 
 町内の全公共施設への展開を図ります。 
②再生可能エネルギーの導入は、短期的には経済性や実現性から最優先に導入すべき施設から太陽光パネルの設置 
 を検討し、中長期的には太陽光パネルの大幅なコスト削減や軽量化等の技術革新を見込んで、さらなる導入を促 
 進します。 
③カーボン・マネジメントの推進は、今回新たに構築・強化した庁内推進体制により、これまでも実践されてきた 
 日常的な省エネルギーの取組を、今後も中長期的な視点で2030年まで継続させます。 

 

省エネ

ルギー 

の推進 

重点取組 【重点取組項目】主要施設への取組（保健福祉センター、総合体育館 等） 

町民利用 

系施設 
短期の重点取組とともに、中

長期以降で他施設への省エ

ネ対策の展開を図る。 

照明の LED化 

空調設備の更新 

教育系施設 
照明の LED化 

照明・空調設備の運用最適化 

事業系施設 照明の LED化、空調設備運用最適化 

その他 街路灯・公園灯の照明 LED化 

再生可能エネルギー 

の導入 

導入コスト等の試算 有望施設への太陽光発電導入 

太陽光発電以外の再エネ導入の検討 

環境配慮型電力の調達 調達方針の策定 CO2排出係数の少ない電力調達の拡大 

カーボン・ 

マネジメントの推進 
カーボン・マネジメント体制の推進体制の強化 

その他 温室効果ガス削減に向けた取組（車の利用等） 

 
2018 ～ 2023年 2024 ～ 2029年 2030年 

短期 中長期 
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温室効果ガス排出量の把握 

45.2%

57.5%

34.3%

43.0% 41.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

町民利用施設系 教育系施設 事業系施設 その他 合計

削
減
率
[-
]

C
O

2
排
出
量

[t
-C

O
2
]

2013年度CO2排出量 2030年度CO2排出量 削減率

基本的事項 削減目標 

計画の推進 

■計画の目的 
 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条に基づき策定するもので、町の事務や事業に関し、自ら
率先して温暖化対策に取り組むために策定する計画です。 
「大井町庁内環境配慮行動計画」の計画期間が既に満了していること、近年の国等の新たな地球温暖化対策の動向
等を踏まえ、新たに本計画を策定し、さらなる地球温暖化対策を推進していきます。 
 
■計画の対象範囲 
 本計画の適用範囲は、町が自ら実施する事務事業全般とし、すべての町有施設を対象とします。 
  
■計画期間 
 本計画の計画期間は2018（平成30）年度から2030（平成42）年度までの13年間とします。計画内容は、５年
ごとに見直しを行うことを基本としますが、情勢等が大きく変化した場合などは、その都度見直しを行います。 

■町の事務事業における温室効果ガス排出状況の推移  
 2016（平成28）年度の町の事務事業における温室効
果ガス排出量は1,924t-ＣＯ2で、基準年度の2013（平
成25）年度の排出量と比較し、10.2％減少しています。 

区分 温室効果ガス削減目標 

町全体 基準年度比で41.3％削減 

施
設
別 

町民利用系施設 基準年度比で45.2％削減 

教育系施設 基準年度比で57.5％削減 

事業系施設 基準年度比で34.3％削減 

その他 基準年度比で43.0％削減 

基本方針 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠した基本的事項を定めます。 

2016年度のCO2排出量は2013年度と比較し10.2%減少しています。 

取組項目や施設などを整理し、カーボン・マネジメント体制を強化していきます。 

【削減目標に向けた基本方針】 

1.省エネルギー対策の推進 

2.再生可能エネルギーの導入 

3.その他の対策の推進 

4.カーボン・マネジメント体制の推進 

町の公共施設全体で2013年度比で41.3%の温室効果ガスの削減を目指します。 

■基本方針に基づく削減目標 
 4つの基本方針に基づいて、大井町の取組体系を確立
し、下表のように、2013年度比で町の事務・事業に関
わる公共施設全体で41.3％の削減を目標とします。  

町長を本部長とした地球温暖化対策推進本部をつくり、全庁的な計画推進を実施します。 

■全庁的な計画の推進 
 「大井町環境基本計画ワーキンググループ」と「大井町
環境審議会」によるP(lan)⇒D(o)⇒C(heck) ⇒ A(ction)  
の検討・見直しを実施することで、大井町カーボン・マネ
ジメント体制として構築し、継続的な温室効果ガスの削減
を目指します。 
 
■推進体制 
◇大井町環境基本計画ワーキンググループ 
 各課から選出されたワーキンググループ委員による組織
とします。ワーキンググループ委員は各課で、環境行動計
画への取組や温室効果ガスの削減を先頭に立って進めてい
きます。 
 年度内に2回開催することとし、1回目は年度中期に開
催し、各課の年度前半の取組状況について評価・検討しま
す。2回目は、年度終了後に開催し、前年度一年間の目標
達成状況や取組状況を評価・検討します。 
 
◇各課での継続的な取組み 
 ワーキンググループ委員を中心として、各課で、課長、
課員によるPDCA運用の検討・見直しを行い、その結果を
もって、ワーキンググループ内で更なるPDCA運用の検
討・見直しの審議を行います。 
 
◇環境審議会 
 町長により任命された町民、事業者、学識経験者による
組織からの助言等を受けることでより効果的なPDCAの実
行を目指します。 
 
■点検・進捗状況の公表 
 本計画における環境配慮行動の取組状況について、年一
回、町のホームページや広報紙等で公表を行います。 
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■電力による排出量の割合 
 各年度のエネルギー別のCO2排出量の構成比は、
電気の使用によるものが最も多く、全体の85％以上
となっています。 

温室効果ガス排出量の推移 エネルギー種別ＣＯ2排出量の構成 

分類 対象施設 

町民利用系施設 

役場庁舎 

生涯学習センター 

総合体育館 

保健福祉センター 

そうわ会館 等 

分類 対象施設 

教育系施設 
町立小中学校 

幼稚園 等 

分類 対象施設 

事業系施設 
水道施設 

給食センター 

 町の公共施設を「町民利用施設」、
「教育施設」、「事業施設」の3つに分
類し、上記の基本方針に沿って計画を
進めます。 
 目標達成のためには、カーボン・マ
ネジメントの体制がとても重要です。 

取組体系 

施設分類別のCO2排出量と削減率 

推進体制 

■省エネルギー対策の推進 

・各施設の設備更新 ・町民利用施設、教育施設、事業施設の施設分類に応じた運用改善 

■再生可能エネルギーの導入 

・太陽光発電の導入 ・小水力発電やバイオガス発電の導入検討 

■その他の対策の推進 

・環境配慮型電源の調達の推進 ・環境配慮型公用車の利用の推進 

目標達成に向けた取り組み内容 目標達成に向けて、着実に前進していきます。 



温室効果ガス排出量の把握 

45.2%

57.5%

34.3%

43.0% 41.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

町民利用施設系 教育系施設 事業系施設 その他 合計

削
減
率
[-
]

C
O

2
排
出
量

[t
-C

O
2
]

2013年度CO2排出量 2030年度CO2排出量 削減率

基本的事項 削減目標 

計画の推進 

■計画の目的 
 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条に基づき策定するもので、町の事務や事業に関し、自ら
率先して温暖化対策に取り組むために策定する計画です。 
「大井町庁内環境配慮行動計画」の計画期間が既に満了していること、近年の国等の新たな地球温暖化対策の動向
等を踏まえ、新たに本計画を策定し、さらなる地球温暖化対策を推進していきます。 
 
■計画の対象範囲 
 本計画の適用範囲は、町が自ら実施する事務事業全般とし、すべての町有施設を対象とします。 
  
■計画期間 
 本計画の計画期間は2018（平成30）年度から2030（平成42）年度までの13年間とします。計画内容は、５年
ごとに見直しを行うことを基本としますが、情勢等が大きく変化した場合などは、その都度見直しを行います。 

■町の事務事業における温室効果ガス排出状況の推移  
 2016（平成28）年度の町の事務事業における温室効
果ガス排出量は1,924t-ＣＯ2で、基準年度の2013（平
成25）年度の排出量と比較し、10.2％減少しています。 

区分 温室効果ガス削減目標 

町全体 基準年度比で41.3％削減 

施
設
別 

町民利用系施設 基準年度比で45.2％削減 

教育系施設 基準年度比で57.5％削減 

事業系施設 基準年度比で34.3％削減 

その他 基準年度比で43.0％削減 

基本方針 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に準拠した基本的事項を定めます。 

2016年度のCO2排出量は2013年度と比較し10.2%減少しています。 

取組項目や施設などを整理し、カーボン・マネジメント体制を強化していきます。 

【削減目標に向けた基本方針】 

1.省エネルギー対策の推進 

2.再生可能エネルギーの導入 

3.その他の対策の推進 

4.カーボン・マネジメント体制の推進 

町の公共施設全体で2013年度比で41.3%の温室効果ガスの削減を目指します。 

■基本方針に基づく削減目標 
 4つの基本方針に基づいて、大井町の取組体系を確立
し、下表のように、2013年度比で町の事務・事業に関
わる公共施設全体で41.3％の削減を目標とします。  

町長を本部長とした地球温暖化対策推進本部をつくり、全庁的な計画推進を実施します。 

■全庁的な計画の推進 
 「大井町環境基本計画ワーキンググループ」と「大井町
環境審議会」によるP(lan)⇒D(o)⇒C(heck) ⇒ A(ction)  
の検討・見直しを実施することで、大井町カーボン・マネ
ジメント体制として構築し、継続的な温室効果ガスの削減
を目指します。 
 
■推進体制 
◇大井町環境基本計画ワーキンググループ 
 各課から選出されたワーキンググループ委員による組織
とします。ワーキンググループ委員は各課で、環境行動計
画への取組や温室効果ガスの削減を先頭に立って進めてい
きます。 
 年度内に2回開催することとし、1回目は年度中期に開
催し、各課の年度前半の取組状況について評価・検討しま
す。2回目は、年度終了後に開催し、前年度一年間の目標
達成状況や取組状況を評価・検討します。 
 
◇各課での継続的な取組み 
 ワーキンググループ委員を中心として、各課で、課長、
課員によるPDCA運用の検討・見直しを行い、その結果を
もって、ワーキンググループ内で更なるPDCA運用の検
討・見直しの審議を行います。 
 
◇環境審議会 
 町長により任命された町民、事業者、学識経験者による
組織からの助言等を受けることでより効果的なPDCAの実
行を目指します。 
 
■点検・進捗状況の公表 
 本計画における環境配慮行動の取組状況について、年一
回、町のホームページや広報紙等で公表を行います。 
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・各施設の設備更新 ・町民利用施設、教育施設、事業施設の施設分類に応じた運用改善 

■再生可能エネルギーの導入 

・太陽光発電の導入 ・小水力発電やバイオガス発電の導入検討 

■その他の対策の推進 

・環境配慮型電源の調達の推進 ・環境配慮型公用車の利用の推進 

目標達成に向けた取り組み内容 目標達成に向けて、着実に前進していきます。 
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大井町地球温暖化対策実行計画  

【事務事業編】  

概要版 

平成30年2月 

計画の背景 

■国の動向 
 2015年にパリで開催された気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）では、気候変動に関する2020年以
降の新たな国際的な枠組みである「パリ協定」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℃に抑える努力を追及するこ
と」が目標として掲げられました。 
 国では、「パリ協定」が採択されたことを受け、国連気候変動枠組条約事務局に提出した「日本の約束草案」に基
づき、「地球温暖化対策計画」を策定し、平成28年に閣議決定されています。「地球温暖化対策計画」では、2030
年度における温室効果ガス排出量を2013年度比で26%削減することを目標としています。そのうち、「業務その他
部門」については約40%削減とする特に高い目標が掲げられています。 
■県の動向 
 県では、県の地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計画として、平成22年３月
に「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定しています。平成28年10月には、その後の状況を踏まえ、新たな温室効
果ガスの削減目標や適応策、分散型エネルギーシステム構築に向けた施策などを追加するため当該計画を改定し、地
球温暖化対策を推進しています。 
 また、「神奈川県庁温室効果ガス抑制実行計画」では、県の事務事業に係る温室効果ガスの排出の抑制に関する計
画を定め、県自らが率先して温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

ロードマップ 

大井町の取り組み 

2030年度に向けて、国の目標に遜色のない実行計画を策定します。 

事務事業に関わる地球温暖化対策を推進してきました。 

1．「大井町庁内環境配慮行動計画」の策定 

2．事務事業に関わる地球温暖化対策を推進（省エネルギー対策、省資源、リサイクル etc） 

 大井町は、「大井町環境基本条例」第９条の規定に基づき平成15年３月に策定した「大井町環境基本計画」におい
て、町自らの事務事業に伴う環境負荷を率先して低減していくため、「地球温暖化防止行動計画」を併せもつ「庁内
率先行動計画」を策定し、環境保全に配慮した取組を進めると定めています。これに基づき、平成16年3月に「温室
効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画」及び「庁内率先行動計画」の性格を併せもつ「大井町庁内環境
配慮行動計画」を策定し、率先して事務事業に関わる地球温暖化対策を推進してきました。 

2030年度に向けて、段階的に取り組み目標達成を目指します。 

■目標達成に向けたロードマップ 
 地球温暖化対策のロードマップは、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入、カーボン・マネジメント
の推進の大きく3つに分けて整理します。 
①省エネルギーの推進は、短期的には主要施設を中心における重点的な取組を実施して、中長期的にはその成果を 
 町内の全公共施設への展開を図ります。 
②再生可能エネルギーの導入は、短期的には経済性や実現性から最優先に導入すべき施設から太陽光パネルの設置 
 を検討し、中長期的には太陽光パネルの大幅なコスト削減や軽量化等の技術革新を見込んで、さらなる導入を促 
 進します。 
③カーボン・マネジメントの推進は、今回新たに構築・強化した庁内推進体制により、これまでも実践されてきた 
 日常的な省エネルギーの取組を、今後も中長期的な視点で2030年まで継続させます。 

 

省エネ

ルギー 

の推進 

重点取組 【重点取組項目】主要施設への取組（保健福祉センター、総合体育館 等） 

町民利用 

系施設 
短期の重点取組とともに、中

長期以降で他施設への省エ

ネ対策の展開を図る。 

照明の LED化 

空調設備の更新 

教育系施設 
照明の LED化 

照明・空調設備の運用最適化 

事業系施設 照明の LED化、空調設備運用最適化 

その他 街路灯・公園灯の照明 LED化 

再生可能エネルギー 

の導入 

導入コスト等の試算 有望施設への太陽光発電導入 

太陽光発電以外の再エネ導入の検討 

環境配慮型電力の調達 調達方針の策定 CO2排出係数の少ない電力調達の拡大 

カーボン・ 

マネジメントの推進 
カーボン・マネジメント体制の推進体制の強化 

その他 温室効果ガス削減に向けた取組（車の利用等） 

 
2018 ～ 2023年 2024 ～ 2029年 2030年 

短期 中長期 

概要版 
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