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第1章 背景  

1-1 地球温暖化問題に関する国内外の動向 

地球温暖化や廃棄物処理など、多様化・深刻化する地球環境問題は、大量生産・大量

消費・大量廃棄型の今日の経済社会システムやライフスタイルに起因しています。 

特に、化石燃料をはじめとする有限な地下資源の大量消費は、いずれ枯渇するだけで

なく、環境負荷の増大をもたらし、地球規模での気候変動の進行を加速化するととも

に、自然の物質循環や生態系の均衡を損なうおそれがあるなど、将来に及ぼす影響が懸

念されます。 

このような地球環境問題に対応するため、資源の有限性を改めて認識し、自然との関

わり方も含めて、経済社会や生活のあり方を見つめ直すことで、環境にやさしい低炭素

で持続可能な社会の実現を目指す必要があります。 

（１）海外の地球温暖化対策に係る動き 

平成 27（2015）年 11 月～12 月にフランスのパリで開催された気候変動枠組条約第 21

回締約国会議(COP21)において、全ての国が参加し、公平かつ実効的な枠組みとなる「パ

リ協定」が採択され、平成 28（2016）年 11 月に発効しました。また、平成 29（2017）年

11 月には、気候変動枠組条約第 23 回締約国会議(COP23)において「パリ協定」の実施指

針作成に向けた合意文書等が採択されています。 

（２）国の政策動向 

日本国内では、「パリ協定」等を踏まえ「地球温暖化対策計画」が閣議決定され(平成 28

（2016）年 5月)、以下の目標が定められました。 

・平成 42 （2030）年度に温室効果ガス排出量を平成 25（2013）年度比 26.0%削減(中

期目標) 

・市役所等の事務事業が該当する「業務その他」部門では、平成 42（2030）年度に温室

効果ガス排出量を平成 25（2013）年度比 40%削減 

・都道府県及び市町村は、本計画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス

排出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・実

施することが義務付け 

（３）富山市のこれまでの取組 

本市は、平成 20（2008）年７月に「環境モデル都市」に選定され、二酸化炭素排出量を

大幅に削減するための「富山市環境モデル都市行動計画」を策定し、公共交通を軸とした
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拠点集中型のコンパクトなまちづくりの取組を核に低炭素社会の実現を目指しています。 

また、平成 23（2011）年 12 月に国から「環境未来都市」、平成 26（2014）年 9月には、

国際連合 SE for All より「エネルギー効率改善都市」に日本で唯一選定され、持続可能

な社会の実現に向けて「エネルギー効率改善計画」を策定し、国際連合が掲げる世界レベ

ルの目標達成に向け、様々な取組を展開してきたところです。 

こうした一連の取組が国内外から高く評価され、平成 28（2016）年５月には、Ｇ７富

山環境大臣会合の開催都市に選定されました。 

さらに、平成 30（2018）年 6月には、国連が掲げる持続可能な開発目標「SDGｓ」の達

成に向け、国から優れた取組を進める「SDGｓ未来都市」に選定されたところであり、本

市の環境施策に対する関心の高まりとともに、今後ますます大きくなる環境先進都市と

しての役割や使命を着実に果たしていく必要があります。 

なお、富山市役所は、改正省エネ法における毎年のエネルギー消費量等の報告義務が課

せられた、市内最大規模の１事業者として、これまでも市民や事業者の模範となるべく、

行政自らが率先して温室効果ガス排出量の大幅削減に取り組むため、平成 18 年 3 月に

「富山市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）」を策定し、その後２回の計画改定を行

いながら、継続的に地球温暖化防止に取り組んできています。
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1-2 事務事業編の基本方針 

（１）事務事業編の法的位置づけ 

「第３期富山市地球温暖化防止実行計画 (事務事業編) 改正版」(以下、「第 3期計

画」（改正版）という。)は、「第２次富山市総合計画」(平成 29年 3月)及び「第２期富

山市環境基本計画（平成 29 年 3 月）」を上位計画とし、国の「地球温暖化対策計画」

（平成 28年 5月閣議決定）に即して、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成 10

年法第 117 号、最終改正：平成 28年 5月法第 50号)に基づき策定するものです。 

（２）富山市における上位計画等との関係 

第 3期計画（改正版）は、「第 2期富山市環境基本計画」(平成 29年 3 月)、「富山市

公共施設等総合管理計画」（平成 28 年 12 月）、「富山市環境モデル都市第３次行動計

画」(平成 31年 3 月策定予定)等と連携・整合を図りつつ、温室効果ガスの排出削減を目

指すものとします。 

図 富山市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）の位置づけ 

第２次富山市総合計画 
上位

計画
地球温暖化対策の
推進に関する法律

地球温暖化対策計画

富山市地球温暖化防止
実行計画(事務事業編)

策定根拠

整合・連携

連携

・富山市ＳＤＧｓ未来都市計画 

・第２次富山市環境未来都市計画 

・富山市エネルギー効率改善計画 

・富山市公共施設等総合管理計画 など

等

富山市環境モデル都市
行動計画(区域施策編)

関連

計画

富山市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）の位置づけ 

第２期富山市環境基本計画
上位

計画
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第2章 計画改定の趣旨 

2-1 これまでの策定、改定の経緯及び旧計画の概要 

本市では、地球温暖化防止実行計画（第１期～第 3期）を以下のとおり策定し、地球温暖

化対策に取り組んできました。 

表 富山市におけるこれまでの地球温暖化防止実行計画策定の経緯 

策定年

度 

名称 基準年度 計画年度 目標値 

平成 18

年 3 月 

第１期富山市地球温

暖化防止実行計画 

平成 16 

(2002)年度 

平成 18(2006)年度

～平成 22(2010)年度

（5年間） 

基準年度比

6％削減 

平成 23

年 3 月 

第２期富山市地球温

暖化防止実行計画 

平成 21 

(2009)年度 

平成 23(2011)年度

～平成 27(2015)年度

（5年間） 

毎年 1％ 

削減 

平成 28

年 3 月 

第３期富山市地球温

暖化防止実行計画 

平成 26 

(2014)年度 

平成 28(2016)年度

～平成 32(2020)年度

（5年間） 

毎年 1％ 

削減 

2-2 第１期富山市地球温暖化防止実行計画 

平成 18（2006）年３月に策定した「第１期富山市地球温暖化防止実行計画」は、平成 16

年度を基準年とし、計画期間を平成 18（2006）年度から平成 22（2010）年度までの５年間

としていました。 

計画目標は、温室効果ガス総排出量を基準年比６％削減することとし、電気使用量・燃料

使用量・水道使用量・紙類使用量・廃棄物排出量についても同様に、基準年比６％削減する

こととしていました 

そのなかで、本市は平成 17（2005）年４月の７市町村の合併によって、事務量の増加・市

域の拡大などの影響により、一時的に温室効果ガスの排出量は増加しましたが、計画期間が

経過するにつれ減少傾向となりました。 

平成 21（2009）年度における温室効果ガス総排出量の実績は、基準年比３．８％の減少

となり、一定の削減実績をあげております。 
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注：計画期間中の二酸化炭素排出係数は同一のものを使用。 

図 温室効果ガス排出量の推移（第 1期） 

2-3 第２期富山市地球温暖化防止実行計画

平成 23（2011）年３月に策定した「第２期富山市地球温暖化防止実行計画」では、基準年

を全ての施設を網羅している平成 21（2009）年度実績に変更し、計画期間を平成 23（2011）

年度から平成 27（2015）年度までの５年間としていました。 

計画目標は、平成 21（2009）年３月に策定した富山市全体の二酸化炭素排出量の削減目

標を定める「環境モデル都市行動計画」及び平成 22（2010）年４月に施行された「エネルギ

ーの使用の合理化に関する法律」（改正省エネ法）の目標を考慮して、毎年、温室効果ガス

排出量を１％削減することとしていました。 

本市では、富山市独自の環境マネジメントシステムの運用により、業務における省エネル

ギー化に努めましたが、業務の多様化などにより、目標に掲げる削減量までには至らず、平

成 26（2014）年度における温室効果ガス総排出量の実績は、基準年比２.２％の減少となり

ました。 

注：計画期間中の二酸化炭素排出係数は同一のものを使用。 

図 温室効果ガス排出量の推移（第 2期）
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2-4 第 3期富山市地球温暖化防止実行計画

平成 28（2016）年３月に策定した「第３期富山市地球温暖化防止実行計画」では、計画期

間を平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度までの５年間としています。 

計画目標については、平成 26（2014）年３月に「富山市環境モデル都市第２次行動計画」

を策定し、本市全体で取り組むべき温室効果ガス排出量削減のための行動計画を見直した

ため、直近の実績である平成 26（2014）年度を本計画の基準年とし、第２期計画と同様に、

毎年、温室効果ガス排出量を１％削減することを目標に掲げています。 

なお、第３期計画では、以下の削減目標を掲げ、電気や燃料の使用量削減、水や紙類の使

用量削減、廃棄物の減量化・リサイクルの推進、グリーン購入の推進等に取り組んでいます。  

平成 29（2017）年度の温室効果ガス総排出量は、基準年度比 0.017％の微増となりました

が、29 年度から環境省の算定マニュアルに基づき、これまで算定対象としていなかった道

路照明や消雪装置にかかる電気使用量を含めたことも増加要因の一つとなっています。

表 目標達成状況 

項 目 
基準年度 

(平成26年度実績) 
平成29年度実績 

基準年比 
増減率(%) 

温室効果ガス総排出量
（kg - CO 2）

102,443,416 102,460,369 ＋0.017％ 
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2-5 計画改定の方針

平成 28（2016)年度の「パリ協定」及び「地球温暖化対策計画」の閣議決定を踏まえ、市

役所等の事務事業が該当する「業務その他」部門では、平成 42（2030)年度に温室効果ガス

排出量を平成 25（2013)年度比 40%削減が目標に掲げられ、地方公共団体にも、率先した行

動が求められています。 

富山市では、平成 28年３月に策定した第 3期計画において、平成 32（2020）年度に基準

年度（平成 26（2014）年度）比で、温室効果ガス総排出量を 6％削減という目標を掲げたと

ころですが、このような世界の潮流や国全体の動向、平成 29(2017)年度の達成状況等を踏

まえ、今後は更なる高い削減目標を掲げ、より一層、地球温暖化対策の取組強化を図る必要

があります。 

そこで、その取組の一環として、本市の「公共施設等総合管理計画」及び「公共施設マネ

ジメントアクションプラン」に基づき、環境負荷の低減に配慮した公共施設等の配置や管理、

施設の長寿命化とあわせた計画的な省エネ性能の高い設備導入の検討のほか、平成

30(2018)年度中に策定を予定している環境モデル都市第３次行動計画（区域施策編）の取組

内容や目標数値とも整合を図りつつ、新たな実行計画（事務事業編）として目標等の見直し

を行うこととします。 

また、計画の見直しにあたっては、「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マ

ニュアル（本編）ver1.0」（平成 29 年３月、環境省）に沿って行い、取組内容については本

市が低炭素・脱炭素社会の実現を目指し実施してきた様々な環境施策を盛り込むことで、富

山市らしさや特徴のある計画とします。 

なお、本実行計画（事務事業編）の改定にあたり、庁内におけるカーボン・マネジメント

の取組強化を図るため、公共施設等におけるエネルギー消費量の適切な把握や計画の進捗

管理を目的として、エネルギー管理支援システムを平成 30（2018）年５月から新たに導入

し、運用を開始しています。 
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第3章 計画の基本事項 

3-1 目的

市自らが事業者・消費者として、職員全員の参加で地球温暖化防止に向けた取組を計画的

に実行することにより、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出抑制を図ります。 

さらに、市民・事業者の自主的・積極的な取組を促すことにより、市全域から排出される

温室効果ガスの削減を図ります。 

あわせて、森林吸収源対策や都市緑化等の推進など、温室効果ガスの吸収作用の保全対策

にも取り組みます。 

3-2 計画期間、見直し予定時期

本計画の期間は、平成 31（2019）年度～平成 42（2030）年度の 12 年間とします。 

なお、計画期間を 5 年経過する平成 35（2023）年度を中間目標年度とし、その中間目標

年度を目途に計画を見直すものとします。 

3-3 対象範囲

本計画は、本市の行政機構（本庁、出先機関）において行う事務事業並びに所属、職員を

対象とします。 

また、外部への委託等により実施する事務事業については、温室効果ガス排出量算定に必

要なデータを入手することが実務上困難なことから、計画の対象とはしませんが、受託者等

に対して必要な措置を講ずるよう要請します。 

3-4 対象とする温室効果ガス

対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法施行令第 3 条に具体的に列挙されて

いる６項目（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（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６））のう

ち、本市の事務事業により排出される二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素

（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）とします。 

なお、本市の活動内容と対応する温室効果ガスの種類の対応表を以下に示します。 
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表 対象とする温室効果ガスの一覧 

温室効果ガスの種類

活動量 

の区分 

CO2

(二酸化 

炭素) 

CH4

(メタン)

N2O 

(一酸化 

二窒素) 

HFC 

(ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ

ｶｰﾎﾞﾝ) 

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 ○ － － － 

一般廃棄物の焼却 ○ ○ ○ － 

自動車の走行 － ○ ○ － 

船舶における燃料の使用 － ○ ○ － 

ボイラーにおける燃料の使用

（木質ペレット） 

－ ○ ○ － 

施設（終末処理場）における下

水等の処理 

－ ○ ○ － 

浄化槽（農集等施設含）におけ

るし尿及び雑排水の処理 

－ ○ ○ － 

コミュニティ・プラントにおけ

るし尿及び雑排水の処理 

－ ○ ○ － 

耕地における化学肥料の使用 － － ○ － 

農作物の栽培のための化学肥料

以外の肥料の使用 

－ － ○ － 

自動車用エアコンディショナー

の使用 

－ － － ○ 

3-5 上位計画や関連計画との関係

本市では、環境分野の最上位計画である環境基本計画に基づく取組のほか、環境モデル都

市及び環境未来都市として、それぞれの計画に位置づける様々な施策に取り組んでいます。  

これらの各計画に掲げる温室効果ガスやエネルギー消費量の削減目標等は、次の表に示

すとおりで、温室効果ガスについては、市域全体で平成 42（2030）年度に平成 17（2005）

年度比で 30％削減を目標にしています。 

また、エネルギー効率改善計画においては、平成 42（2030） 年までにエネルギー効率の

改善ペースを平成 23（2011）年度の-0.7％/年に比べ、-1.4％/年まで倍増することを掲げ

ています。 

さらに、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（改正省エネ法）により、エネルギー

消費量を前年度比１％以上低減する努力義務があります。 
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表 関連計画等における目標値等 

名称 
（策定年月）

対象 算定範囲 基準年
計画年度 

【計画期間】 
目標 

第２期 
環境基本計画
（H29.3） 

GHG 市域全体
H17 

(2005)

H29(2017)年度～
H38(2026)年度 
【10 年間】 

H42（2030）年度に 
基準年度比：30％削減 

環境モデル都
市第３次行動
計画 
（H31.3） 

GHG 市域全体
H17 

(2005)

H31(2019)年度～
H35(2023)年度 
【5年間】 

短期：H35（2023）年度 
〇％削減 
中期：H42(2030）年度 
30％削減 
長期：H62（2050）年度 
80％削減 

第２次環境未
来都市計画
（H29.3） 

GHG 市域全体
H17 

(2005)

H29(2017)年度～
H34(2021)年度 
【5年間】 

H42（2030）年度に 
基準年度比：30％削減 

富山市エネル
ギー効率改善
計画 
（H27.3） 

エネル
ギー使
用量 

市域全体
H23 

(2011)

H27(2015)年度～
H31(2019)年度 
【5年間】 

H42（2030） 年までにエ
ネルギー効率改善ペース
を倍増 
基準年度比：-1.4％/年 

エネルギーの
使用の合理化
に関する法律
(H22.4 改) 

エネル
ギー使
用量 

事業者 
単 位 

前年度 － 前年度比：１％削減 

また、現行計画の改定にあたっては、本市の将来人口推計や公共施設マネジメントアクシ

ョンプランなど、各種計画等との整合性を図りつつ、推計結果やそれぞれの計画における取

組内容等をもとに、温室効果ガス排出量の削減目標数値を算定しています。 
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表 市内の関連計画 

市の事業等 計画等名称 関連等 

総合計画 第２次富山市総合計画（平成 29 年 3 月）

富山市の人口推移 

本市の将来人口推計 

公共施設管理 富山市公共施設等総合管理計画（平成 28

年 12 月） 

富山市公共施設マネジメントアクション

プラン（平成 30 年 3 月） 

公共施設等の更新や統廃

合、長寿命化等 

都市計画／公共

交通事業 

富山市都市マスタープラン（平成 20 年 8

月） 

富山市地域公共交通網形成計画（平成 28

年 9 月） 

コンパクトなまちづくりの

推進、公共交通施策の取組

内容 

廃棄物処理 一般廃棄物処理基本計画（平成 29 年 3 月） 将来の人口推計を反映した

処理計画、廃棄物処理に際

しての低炭素化の取組等 

上下水道事業 上下水道中長期ビジョン（平成 29 年 3 月） 将来の人口推計を反映した

処理計画、上下水道事業に

際しての環境負荷低減の取

組等 

森林整備事業 富山市森づくりプラン（富山市森林整備計

画）（平成 29年 3 月） 

森林整備に関する計画等 

物品調達 富山市グリーン購入調達方針（平成 30 年

度） 

物品等調達に際しての環境

負荷低減の配慮等 
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第4章 温室効果ガスの排出削減・吸収量に関する目標 

4-1 排出削減量の目標設定の考え方

国の地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス排出量の削減目標のうち、市役所等の事

務事業が該当する「業務その他部門」では、平成 42（2030）年度に 40％削減（平成 25（2013）

年度比）とされていることから、本計画においても、国と同等以上の削減目標を目指し、以

下のとおり将来の削減量推計を行い、目標設定を行っています。 

①温室効果ガスの排出削減対策

（１）公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び省エネ性能の高い設備導入の推進 

  「富山市公共施設マネジメントアクションプラン」で掲げられた公共施設再編の基本方

針や公共施設の見直しの方向性を踏まえた、計画的な設備更新が行われるとしました。建

物用途毎の削減量は、市内の公共施設 10 施設の省エネ診断結果から得られた削減率を建

築物の用途毎に水平展開し、将来の公共施設の設備更新及び運用による削減量を推計し

ました。 

（２）徹底した省資源・省エネルギーの推進 

日々の事務事業活動における運用改善として、室内温度の緩和など空調等をはじめと

する設備の運用改善の取組による削減量や将来の自動車の燃費向上等を踏まえた公用車

の燃料使用削減に伴う削減量を推計しました。 

（３）再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入拡大・活用促進 

公共施設等への再生可能エネルギー導入による削減可能量として、富山市が推進して

きた太陽光発電について、今後も同規模の導入が進むと仮定して推計しました。また、平

成 31 年度に稼働する下水処理場の消化ガスを活用した発電事業による削減可能量を推計

しました。 

（４）低炭素・脱炭素社会を目指した公共事業の推進 

  本市の公共事業の一つである一般廃棄物処理事業や上下水道事業においては、それぞ

れの将来計画における目標値等を踏まえ、将来の削減量を推計しました。また、これまで

進めてきた防犯灯を含む道路照明の LED 化について、ESCO 事業による今後の事業計画を

もとに推計を行いました。 
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②その他の取組及び排出削減要因 

（１）エネルギー管理を通じた職員の環境意識の向上 

新たに導入したエネルギー管理システムの運用による環境マネジメントシステムの取

組強化とあわせて、職員の意識向上に伴う削減量を推計しました。 

（２）電力排出係数の改善 

  本市の事務事業から排出される温室効果ガスのうち、その大半を占める公共施設での 

使用電力について、国の地球温暖化対策計画に掲げられている将来的な電力排出係数の 

改善を見込んで削減量を推計しました。 

4-2 吸収量の目標設定の考え方

吸収作用の保全及び強化のための措置に関する目標について、以下のとおり目標設定を

行っています。 

①温室効果ガスの吸収源対策 

（１）森林整備による二酸化炭素吸収量の確保 

本市内で実施する間伐等の森林整備による二酸化炭素吸収量の推計を行いました。 

（２）都市緑化等の推進 

  公共施設における屋上、壁面緑化をはじめ、緑のカーテンの設置などによる緑地の熱遮

蔽効果による冷暖房エネルギーの削減量と未利用地や都市公園の整備による二酸化炭素

吸収量の推計を行いました。 

4-3 基準年度

基準年度は、平成 25（2013）年度とします。※国の地球温暖化対策計画と同じ 

4-4 目標（温室効果ガスの排出削減量及び吸収量）

① 排出削減量の目標

温室効果ガス排出量の削減目標は、平成 42（2030）年度で基準年度(平成 25（2013）

年度)比 40％削減とし、中間及び最終各年度での削減目標は次のとおりとします。 

 平成 25（2013）年度を基準年度とし、 

  中間目標年度（平成 35(2023)年度）目標：25％削減（ 5 年後） 

最終目標年度（平成 42(2030)年度）目標：40％削減（12 年後）  

を目指します。 
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             表 温室効果ガス削減量推計結果     （単位:t-CO2）

区
分

                  年度 

温室効果ガス削減の内容 

基準年度 短期(中間) 中期(最終) 

2013 年度 2023 年度 2030 年度

排
出
削
減
対
策

１）公共施設等総合管理

計画に基づく施設統

廃合及び設備更新の

推進 

施設の統廃合、省エネ

性能の高い設備への

更新等 

－ ▲2,197 ▲7,220

２）徹底した省資源・省

エネルギーの推進 

運用改善 － ▲2,124 ▲2,124

公用車燃費改善 － ▲688 ▲995

その他 － ▲44 ▲45

３）再生可能エネルギ

ー・未利用エネルギー

の導入拡大・活用促進

太陽光発電設備導入 － ▲132 ▲220

下水処理場における

消化ガス有効活用 
－ ▲2,605 ▲2,605

４）低炭素・脱炭素社会

を目指した公共事業

の推進 

廃棄物焼却処理量減 － ▲21 ▲49

上下水道事業の効率

化・適正化 
－ ▲170 ▲328

防犯灯を含む道路照

明のＬＥＤ化 

－ 
▲0.7 ▲0.7

そ
の
他

１）エネルギー管理を通じた環境意識の向上 － ▲1,311 ▲1,311

２）電力排出係数改善 － ▲13,924 ▲23,004

削減量合計（※排出削減対策＋その他）（t̶CO2） － ▲23,217 ▲37,902

削減率（％） － ▲24.7% ▲40.3%

温室効果ガス排出量（※削減後）（t̶CO2） 94,109 70,892 56,207

② 吸収量の目標 

温室効果ガス吸収量の目標は、森林吸収源対策で平成 42（2030）年度で約 4,198t-CO2

の吸収量確保を目標とします。加えて、都市緑化等の推進によって、2030 年度において

302t-CO2 の吸収量の確保を目標とします。 

             表 温室効果ガス吸収量推計結果     （単位:t-CO2）

区
分

                  年度 

温室効果ガス吸収の内容 

基準年度 短期(中間) 中期(最終) 

2013 年度 2023 年度 2030 年度

吸
収

１）森林整備による二酸化炭素吸収量の確保 － 1,688 4,198

２）都市緑化等の推進 － 126 302

温室効果ガス吸収量（t̶CO2） － 1,814 4,500
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第5章 目標達成に向けた取組 

5-1 取組の基本方針

富山市では、温室効果ガス排出量の大幅削減を目指すため、次の３つの基本方針のもと

に、目標達成に向けた取組を進めていきます。 

基本方針① 温室効果ガスの排出削減対策 

（１）公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新の推進 

公共施設マネジメントアクションプラン（戦略編及び実行編）で決定した方向性に

基づき公共施設の統廃合等を計画的に進めるとともに、将来的に継続して使用する公

共施設については、施設の長寿命化とあわせて、省エネ性能の高い設備への更新及び

維持管理を適切に実施していきます。 

なお、公共施設の統廃合に伴う新たな施設整備等にあたっては、官民連携（PFI、

PPP）を積極的に活用するなど、経費削減に努めます。 

（２）徹底した省資源・省エネルギーの推進 

電気料金や燃料費など、経費に直結する資源の消費やエネルギー利用（電気、燃

料、水道、紙類の使用量）について、より一層の省資源・省エネルギーの推進を徹底

し、環境負荷に配慮した事務事業活動に努めます。 

（３）再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入拡大・活用促進 

公共施設の統廃合や設備改修に際し、導入可能な再生可能エネルギー（太陽光発

電、小水力発電、木質バイオマス等）について、率先的に導入を推進します。 

また、公共事業における未利用エネルギー（消化ガス、廃熱利用等）の活用につい

ても導入を目指し検討を進めます。 

（４）低炭素・脱炭素社会を目指した公共事業の推進 

公共施設等に関する事務事業のみならず、本市が環境モデル都市・環境未来都市と

して取組を行っている都市のコンパクト化や公共交通網の再構築、スマートモデル街

区の整備等の事業をはじめ、廃棄物処理、上下水道事業、学校・病院等の運営といっ

たあらゆる事務事業を対象として、環境負荷の低減に配慮した温室効果ガスの排出削

減に努めます。 
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（５）グリーン購入の推進 

富山市グリーン購入調達方針に則り、日々の事務事業の活動における物品等の調達

に際し、環境負荷の低減に配慮した製品や役務の調達を推進します。 

基本方針② エネルギー管理を通じた職員の環境意識の向上 

（１）エネルギー管理を通じた職員の環境意識の向上 

本計画の実施にあたり、全職員を対象にした研修を行うなど、あらゆる機会を通じ

て計画の趣旨・内容の周知徹底を図ります。 

また、新たにエネルギー管理システムを導入し、公共施設等におけるエネルギー使

用量の「見える化」を図ることで、職員の環境意識の向上とあわせて、分析結果に基

づく施策等の立案・検討に努めます。 

（２）カーボン・マネジメント体制の強化推進 

エネルギー管理システムの多様な分析機能を有効活用し、環境マネジメントシステ

ムの実効的な運用を通じて、カーボン・マネジメント体制の強化推進を図ります。

基本方針③ 温室効果ガスの吸収源対策 

（１）森林整備による二酸化炭素吸収量の確保 

森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、手入れが行き届かず放置されてい

る人工林等を計画的に整備し、二酸化炭素吸収量の確保に努めます。 

 （２）都市緑化等の推進 

    公園や緑地を計画的に整備するとともに、景観や環境面にも配慮したまちなかの緑 

化を推進します。また、公共施設における屋上、壁面緑化の推進をはじめ、緑のカー 

テンの設置など、新たな緑化空間の創出を積極的に推進します。

5-2 具体的な取組内容

取組内容は、5-1 に掲げた基本方針毎に、所管部局が中心となり、全ての部局と連携を

図りながら実施します。さらに、事務事業の日々の活動における運用面における取組にお

いては、全職員による日頃の取組が重要となることから、各自が当事者意識を持って取り

組むこととします。 
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基本方針① 温室効果ガスの排出削減対策 

方針 具体的な取組内容（本市の事務事業に関するもの） 

（１）公共施設等総合管理 
計画に基づく施設統廃
合及び設備更新の推進 

・施設の長寿命化を図るとともに、公共施設の統廃合を進めます。 

・施設・設備の老朽化に伴い、施設規模・用途に応じた適正規模で

高効率な熱源機器や空調、変圧器等への設備更新を行います。 

・照明の高効率化を促進します。 

・施設の高気密、高断熱化を図ります。 

・フロン使用機器の管理を徹底し、定期点検を行うとともに点検の

記録・保管を行います。 

・ESCO 等の省エネルギー事業の導入を推進します。 

・官民連携（PFI、PPP）等の取組を推進します。 

（２）徹底し
た省資源・
省エネルギ
ーの推進 

１）電気使 
用量削減 

・不要時・不要場所の消灯を徹底します。 

・外出時や長時間離席する時は、OA 機器等の電源を切ります。 

・休憩時間中の消灯を推進します。 

・退室・退庁時には、消灯の確認を行います。 

・直近階（上下１～３階）への移動には階段を利用します。 

・時間外勤務や休日出勤の削減（ノー残業デーの徹底、有給休暇等

の取得奨励）に努めます。 

・必要最小限な機器のみ使用するため、業務に支障のない範囲にお

いて、平日の１８時に機器の電源を一旦全て切り、必要な機器の

み電源の再投入を行うよう努めます。 

・空調温度を冷房時２８℃、暖房時２０℃を目安にします（ただ

し、病院等の配慮が必要な施設や設備は除く）。 

・国の取組みに併せて「ライトダウン」を実践し、消灯・減灯を推

進します。 

・トイレ、廊下などの消灯管理を徹底します。 

・自動照明制御装置等の導入を検討します。 

・照明の間引き点灯を実施します。 

・エレベーターの効率的な運用を行います。

・ブラインド、「緑のカーテン」等の活用により、冷房使用を削減

します。 

・BEMS の導入を検討します。 

２）燃料使 
用量削減 

・夏季のクールビズ（軽装）、冬季のウォームビズ（重ね着）を推

奨します。 

・ブラインドを効率的に利用し、室内の温度を調整します。 

・空調設備の吹き出し口に物を置かないようにします。 

・空調温度を冷房時２８℃、暖房時２０℃を目安にします（ただ

し、病院等の配慮が必要な施設や設備は除く）。 

・空調設備やボイラー、ガス器具等の適切な運用管理を行います。 

・公用車の相乗りや計画的な運行を行います。 
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基本方針① 温室効果ガスの排出削減対策 

方針 具体的な取組内容（本市の事務事業に関するもの） 

（２）徹底し
た省資源・
省エネルギ
ーの推進 

２）燃料使 
用量削減 

・エコドライブ講習会の実施を検討します。 

・アイドリングストップや急加速・急停止の自粛、エンジンブレー

キの有効利用など環境に配慮した運転「エコドライブ」を実践し

ます。 

・カーシェアリングの利用を推進します。 

・自転車市民共同利用システムの積極的な活用や徒歩とするなど、

短距離移動での公用車の利用を抑制します。 

・公用車の点検・整備、維持管理を徹底します。 

・公用車の更新時には、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッ

ド自動車など環境に優しい公用車を計画的に導入します。 

３）水道使
用量削減 

・給湯室や洗面所等では、適切な水量で使用するなど、節水に努め

ます。 

・食器類はまとめ洗いや、ため置き洗いをします。 

・石けんや洗剤などを使いすぎないようにします。 

・散水を計画的、効率的に行い節水を図ります。 

・消雪装置の適正な利用・管理を徹底します。 

・節水コマの取り付けや水圧調整を行います。 

・点検等により漏水防止の徹底を図ります。 

４）紙類使 
用量削減 

・資料などは簡素化を図り、部数やページ数を必要最小限にしま

す。 

・両面コピーや裏面利用の徹底、ミスコピーの防止を図ります。 

・使用済み封筒を再利用します。 

・電子メール等を活用し、各種照会・申請等のペーパーレス化を進

めます。 

・庁内会議等での電子媒体の活用導入を検討し、資料のペーパーレ

ス化、共有化を図ります。 

・用紙類は、再生紙を使用し、古紙配合率が高く白色度が低いもの

を使用します。 

・白書や報告書等のホームページでの公開やデジタル媒体等による

頒布を推進し、印刷物の発行部数を削減します。 

・印刷物の作成時には再生紙を使用し、再生紙使用マークや古紙配

合率、白色度等を表示します。 

・通常使うプリンタのトレイに裏紙用を設定します。 

５）廃棄物 
の減量化 
・リサイ 
クルの推 
進 

・ごみの分別を徹底し、指定場所に排出します。 

・紙類の分別排出を徹底し、リサイクルを推進します。 

・機密書類の排出には溶解ボックスを用いてリサイクルを推進し、

シュレッダーの使用を最小限にします。 



19 

基本方針① 温室効果ガスの排出削減対策 

方針 具体的な取組内容（本市の事務事業に関するもの） 

（２）徹底し
た省資源・
省エネルギ
ーの推進 

５）廃棄物 
の減量化 
・リサイ 
クルの推 
進 

・過剰包装や使い捨て製品の購入を控え、詰替え可能な製品や簡易

包装を選択します。 

・マイバッグ、マイ箸、マイ水筒などを活用し、ごみの減量に努め

ます。 

・「おいしいとやま食べきり運動」などを通じて、食品ロスの削減

に努めます。 

・備品等の長期使用、再使用を図ります。 

・廃棄物の保管・排出時には、廃棄物処理法を遵守し、適正処理を

徹底します。 

・廃棄物の処理を委託する場合は、リサイクルを推進します。 

・公共工事における再生資材等の使用を推進します。 

・環境安全性に優れた資材の採用を推進します。 

・建設廃棄物の排出抑制、リサイクルを推進するとともに、適正処

分を徹底します。 

（３）再生可能エネルギー 
・未利用エネルギーの 
導入拡大・活用促進 

・学校施設への木質ペレットボイラー等の導入を推進します。 

・下水道施設での消化ガス活用や廃熱利用等の導入を推進します。 

・その他公共施設への再生可能エネルギーの導入や未利用エネルギ

ーの活用を推進します。 

（４）低炭素・脱炭素社会 
を目指した公共事業の 
推進 

・環境モデル都市やエネルギー効率改善都市として、環境負荷の低

減にも配慮し、コンパクトシティ実現に向けたまちづくりや施設

整備などの取組を進め、低炭素化社会形成を推進します。 

・防犯灯を含む道路照明の LED 化を推進します。 

・その他廃棄物処理、上下水道事業、学校・病院等の運営といった

全ての事務事業において、環境負荷の低減に配慮します。 

（５）グリーン購入の推進 ・本市のグリーン購入調達方針に従い、環境に配慮した物品を優先

的に利用します。 

・修理や部品交換が簡単で、長く使用できるものを選びます。 

・詰め替えや補充、交換できるものを選びます。 

・ＯＡ機器や家電製品、照明器具、コピー機等の更新時には、省エ

ネルギータイプのものを選択します。 
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基本方針② エネルギー管理を通じた環境意識の向上 

方針 具体的な取組内容（本市の事務事業に関するもの） 

（１） エネルギー管理を通 

じた職員の環境意識の 

向上 

（２） カーボン・マネジメ 

ント体制の強化推進 

・毎年の環境マネジメント講習により、電力使用量等の入力・管

理ツールについての理解を深め、モニタリングに活用します。

・自らが所属する部局及び所管する施設のエネルギー消費実態

を把握し、省資源・省エネの取組を推進します。

・通勤には、自転車や公共交通等を利用し、ノーマイカーデーや

パークアンドライドを推進します。 

・街角クリーン活動や地域の環境美化など環境保全活動に積極的

に参加します。 

・「チーム富山市役所」の一員として、COOL CHOICE（＝「賢い選

択」）の実践や温暖化防止行動に積極的に取り組みます。 

・環境に関するシンポジウムや講演会等に積極的に参加します。

・残業時間の削減に努め、施設全体の省エネルギーを推進し

ます。

・各公共施設のエネルギー使用実態や環境に関する情報の共有化

のため、環境に関する研修や情報提供の年間計画を策定し、実

施します。 

・COOL CHOICE の推進や呼びかけに際し、広報・報道資料等にロ

ゴマークを活用し、本市の姿勢を示します。 

・環境マネジメントシステムの活用により、環境行動の振り返り

などの普及啓発用資料を作成し、職員の意識啓発に努めます。

基本方針③ 温室効果ガスの吸収源対策 

方針 具体的な取組内容（本市の事務事業に関するもの） 

（１）森林整備による二酸化
炭素吸収量の確保の推
進 

・森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、手入れが行き

届かず放置されている人工林等を計画的に整備し、二酸化炭素

吸収量の確保に努めます。

（２）都市緑化等の推進 ・公園や緑地を計画的に整備します。 

・景観や環境面にも配慮したまちなかの緑化を推進します。 

・公共施設における屋上、壁面緑化をはじめ、緑のカーテンの設

置などを推進します。 

・緑化を推進し、適正な維持管理を行います。 

・自然環境や景観との調和に配慮し、美観の保持にも努めます。
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第6章 事務事業編の進捗管理の仕組み 

6-1 推進体制 

本計画の推進は、富山市環境施策推進会議が行います。全職員が、日々の業務の中で取

組むべき事項を実践します。所属長は、各所属内における日常の取り組みを点検するとと

もに、毎月のエネルギー使用量の入力状況を確認し事務局へ報告します。 

事務局は、毎月のエネルギー使用量の入力状況を確認し、四半期毎に注意喚起が必要な

部署等への助言等を行うとともに、年度毎のエネルギー使用量のとりまとめ等を行いま

す。 

図 実行計画（事務事業編）の推進体制 

環境管理組織 
市長 

監査チーム 

環境審議会 

環境施策推進会議 

会長：副市長 

委員：部局長 

幹事：調整担当課長 

環境管理責任者（環境部長） 

事務局（環境政策課） 

全職員による取り組み推進 

環境管理推進員：各課(室)長代理等 

環境管理統括推進員：各課(室)長等 

実行部門長：各部局長等 

ワーキング 

グループ 

報告・提案 手順・目標等の提示
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6-2 点検・評価・見直し方法 

実行計画（事務事業編）で定めた取組を着実に実施し、実効性の高い計画としていくた

めに、進行管理は以下の図に示す PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（点検）、ACTION（見直

し）の PDCA サイクルに基づき、実施していきます。 

（１）点検・評価・見直しの実施 

各部署の所属長は、エネルギー使用量等をエネルギーマネジメントシステムへ毎月入力

し、進捗管理を行います。事務局は、計画の進捗状況を評価・見直し、推進会議に報告し

ます。なお、エネルギーマネジメントシステムについては、別途運用マニュアルを策定

し、その操作方法については毎年 4月に全部署を対象にした説明会を実施し、データ入力

を徹底、一括したデータ管理を行います。 

（２）計画の点検・評価及び見直し 

本計画は、温室効果ガス総排出量の削減目標の達成度、環境審議会で審議された意見、

市の組織改正などによる対象範囲の変更等を基に、各事務事業の展開及び技術の進歩等を

踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。 

図 PDCA サイクルと各役割分担 

Ａｃｔｉｏｎ

Check

Do

Ｐｌａｎ

【施策推進会議幹事・事務局】
・施策・取り組み内容の立案
・年間実施計画の立案

【全職員】
・施策・取り組みの実施
・職員研修の実施

【所属長・事務局】
・施策・取り組みの点検
【環境審議会】
・施策・取り組みの評価・助言

【所属長・事務局】
・施策・取り組みの見直し
・改善点の提案
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（３）年間実施計画 

  本計画の実施スケジュール及び各主体の役割分担を以下に示します。 

表 実施スケジュール及び役割分担 

6-3 公表の体制及び手続方法

点検・評価結果については、エネルギーマネジメントシステムを通じて、庁内の各部署

に進捗状況等を周知するともに、計画の進捗状況を富山市環境審議会に報告し、『富山市

の環境』やホームページ等において公表します。 

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

事
務
局

推
進
会
議

所
属
長

全
職
員

環
境
審
議
会

取り組みの実施 ○

取り組みの推進 ○ ○ ○

職員研修等 ○ ○

エネルギー使用量の確認 ○ ○

取り組みの点検 ○ ○

取りまとめ(前年度分) ○ ○

評価(前年度分) ○ ○ ○

計画の見直し・改善 ○ ○ ○

公表 ○

Do
(実行)

Check
(点検)

Action
(見直し)

実施項目


