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第１章 計画の策定の背景と基本的事項 

１ 計画策定の背景 

（１）地球温暖化について 

地球は、太陽からのエネルギーによって

温められ、その熱のほとんどを宇宙空間に

放出しています。大気中にある二酸化炭素

などの温室効果ガスは、地表から放出され

る熱を吸収し、地球上の平均気温を生物が

快適に暮らすことのできる温度に保つ役割

を果たしています。 

産業革命以降、二酸化炭素の大気中の濃

度が約40％上昇するなど、温室効果ガスの

量が増加し、気温が上昇し続けています。

このような状況を「地球温暖化」といいま

す。 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センター ホームページ 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）は、平成26（2014）年に取りまとめた

第５次評価報告書統合報告書において、気

候システムの温暖化については疑う余地が

なく、その原因は人為起源の温室効果ガス

の排出である可能性が極めて高いと報告し

ています。 

さらに、温室効果ガスの継続的な排出は

さらなる温暖化をもたらし、人々や生態系

にとって深刻で広範囲にわたる影響を生じ

る可能性が高まると述べています。 

 

 

 

養父市（以下、「本市」といいます。）に最も近い豊岡特別地域気象観測所の観測による

と、気温は100年で1.90℃のペースで上昇しており、真夏日の増加や冬日の減少、積雪量の減

少傾向が確認されています。 

 

 

 

 

 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センター ホームページ 

資料：近畿地方の気候変動 大阪管区気象台 
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（２）地球温暖化防止に関する国内外の動向 

①国際的な動向 

地球温暖化を防止するための国際的な枠組みとして、平成４（1992）年に「気候変動に関す

る国際連合枠組条約」が採択されました。 

平成９（1997）年には、気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）において、先進国

の温室効果ガス排出量削減の数値目標を定めた「京都議定書」が採択されました。「京都議定

書」は平成17（2005）年に発効し、先進国全体の温室効果ガス排出量を平成20（2008）年～

平成24（2012）年の間に平成２（1990）年比で少なくとも５％削減することが義務づけられ

ました。 

平成25（2013）年以降は、京都議定書に代わる温室効果ガス排出量削減のための枠組みに関

する議論が行われ、平成27（2015）年の気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）で

は、平成32（2020）年以降の新たな温室効果ガス排出削減の枠組みとなるパリ協定が採択され

ました。 

 
資料：外務省 ホームページ 

②国内の動向 

日本は、京都議定書において温室効果ガス排出量を平成２（1990）年比で６％削減すること

を約束し、「京都議定書目標達成計画」に基づいて省エネルギーや再生可能エネルギーの導

入、低炭素社会づくりなど様々な取組を進めてきました。その結果、森林吸収源による吸収量

や京都メカニズムクレジットも勘案すれば、8.4％削減と目標を達成することができました。 

しかし、平成23（2011）年３月の東日本大震災による原子力発電所事故を受けて、原子力発

電やエネルギー政策の在り方が見直され、平成26（2014）年４月に新たな「エネルギー基本計

画」が策定されました。 

平成27（2015）年７月の「日本の約束草案」は、この新たなエネルギー基本計画で示された

「需要変化に適応した電源の組み合わせ（エネルギーミックス）」と整合性を図りつつ、平成

42（2030）年度に平成25（2013）年度比で26.0％削減することを内容とするものであり、平

成27（2015）年12月のＣＯＰ21におけるパリ協定の採択を受けて、正式な国際公約となりま

した。今後は、目標の実現に向けた国内対策の抜本的強化が図られることとなります。 
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２ 基本的事項 

（１）計画の目的と位置づけ 

本市では、平成23（2011）年４月策定の「養父市環境基本計画」において、基本方針のひと

つに「地球環境負荷の低減」を掲げ、クリーンエネルギーの利用推進や低炭素社会の実現に向

けた取組を進めています。 

また、平成24（2012）年４月に「養父市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定

し、市の事務及び事業に伴って排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

養父市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下、「本計画」といいます。）は、「地

球温暖化対策の推進に関する法律」第20条第２項に基づき、市域から排出される温室効果ガス

を削減するため、市の現状と地域特性を踏まえ、市民・事業者・各種団体・行政が各々の役割

に応じた取組を総合的かつ計画的に推進していくことを目的とします。 

 

 

 

図1-1 計画の位置づけ 

 

  

養父市 

第２次養父市総合計画 

養父市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

養父市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

国 

兵庫県 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

第３次兵庫県地球温暖化防止 
推進計画 

養父市バイオマスタウン構想 

第４次兵庫県環境基本計画 

養父市環境基本計画 
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（２）計画の基本的事項 

①計画期間 

計画期間は、平成28（2016）年度から平成42（2030）年度までの15年間とします。 

 

②基準年度、目標年度 

基準年度は、実績が把握可能な最新年度であり、国の基準年度との整合性を取った平成25

（2013）年度とします。 

目標年度は、計画期間の最終年度である平成42（2030）年度とします。また、計画の進捗管

理を確実に行うため、平成32（2020）年度を短期目標とし、国の長期的な展望を踏まえ、平成

62（2050）年度を長期目標とします。 

 

③対象範囲 

対象範囲は本市全域とし、市民の日常生活や事業者・行政における事業活動など、全ての活

動が対象となります。 

 

表1-1 計画の基本的事項 

項目 内容 

計画期間 平成28（2016）年度～平成42（2030）年度 

基準年度 平成25（2013）年度 

目標年度 

【短期目標】平成32（2020）年度 

【中期目標】平成42（2030）年度 ※計画期間の最終年度 

【長期目標】平成62（2050）年度 

対象範囲 養父市全域 

 

④対象とする温室効果ガス 

「地方公共団体における地球温暖化対策の計画的な推進のための手引き」（平成26年環境

省）では、地方公共団体の規模に応じて温室効果ガスの算定対象を定めることが推奨されてい

ます。本市において対象とする温室効果ガスは、エネルギー起源及び廃棄物による二酸化炭素

（CO2）とし、対象部門は産業部門、民生業務部門、民生家庭部門、運輸部門、廃棄物部門の

５部門とします。 

 

表1-2 温室効果ガスの対象部門 

対象 排出起源 対象部門 

CO2排出量 エネルギー起源 産業部門 製造業 

建設業 

農林水産業 

民生業務部門 

民生家庭部門 

運輸部門 自動車 

鉄道 

廃棄物 廃棄物部門（一般廃棄物） 

吸収量 ― 森林 
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第２章 養父市の地球温暖化に関する現況 

１ 市の概要 

（１）自然環境 

①位置・地勢 

本市は兵庫県北部の但馬地域の中央に位置し、面積は422.91km2で、兵庫県の5.0％、但馬

地域の19.8％を占めています。 

東部を一級河川円山川が南東から北東の方向に流れ、その支流の八木川に沿って八鹿、関宮

地域が、大屋川に沿って養父、大屋地域が位置しています。西部には県下最高峰の氷ノ山や鉢

伏山、ハチ高原、若杉高原が、北部には妙見山がそびえるなど、雄大で美しい自然に囲まれて

います。 

 

 
図2-1 養父市の位置図 

参考：養父市ＨＰ 
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②気候 

本市は日本海型気候に属し、一般的に多雨多湿で梅雨・秋雨期には降雨が多く、冬季は大陸

からの季節風によって積雪も多い地域です。過去10年間でみると、年間の平均気温は摂氏13.6

～14.6℃、総降水量は1,252～2,367mmです。 

なお、平成23（2011）年の総降水量が例年に比べて多いのは、台風第12号及び第15号の影

響による大雨が主な要因となっています。 

 

表2-1 過去10年間の気候 

 
※1 年間の平均値                      資料：和田山地域気象観測所 観測データ 

※2 年間の最高気温の平均値 

※3 年間の最低気温の平均値 

 

  
図2-2 過去10年間の気候 

  

項目 年間降水量 平均気温※1 最高気温※2 最低気温※3 日照時間

年 （mm） （℃） （℃） （℃） （時間）

H18 1,868 14.2 19.3 10.1 1,331

H19 1,252 14.6 20.0 10.1 1,452

H20 1,410 13.9 19.6 9.6 1,543
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H27 1,775 14.2 19.7 9.7 1,469
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③土地利用状況 

土地利用状況は、山林が84.1％を占めており、次いで宅地等12.2％、田2.9％、畑0.9％とな

っています。 

 

表2-2 土地利用状況 

 
資料：2010年世界農林業センサス 

 
図2-3 土地利用状況 

 

（２）社会環境 

①人口・世帯数 

人口、世帯数、世帯当たり人口ともに減少しており、人口はこの10年間に約13％（3,970

人）、世帯数は約２％（235世帯）、世帯当たり人口は約11％減少しています。 

 

   
図2-4 住民基本台帳による人口、世帯数、世帯当たり人口の推移 

資料：養父市住民基本台帳（各年度9月末時点） 

総面積 宅地等 田 畑 山林

422.91 51.55 12.10 3.60 355.66

(100.0%) (12.2%) (2.9%) (0.9%) (84.1%)
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②産業構造 

産業分類別従業者数は、平成22（2010）年度では第三次産業が63.4％（7,380人）と最も高

い割合を占めており、平成２（1990）年度と比較すると、第一次産業及び第二次産業の従業者

数がほぼ半減しています。 

 
図2-5 産業分類別従業者数の推移 

資料：国勢調査 

 

③自動車台数 

平成25（2013）年度における自動車台数は、軽自動車が45.1％と最も高い割合を占め、次

いで乗用車33.0％となっています。 

 

表2-3 自動車台数 

 

 

図2-6 自動車台数        

 

資料：兵庫県統計書平成25年 
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④一般廃棄物 

本市における１人１日当たりのごみ排出量は、資源ごみの集団回収の推進や分別収集の徹底

によって、平成17（2005）年度から平成20（2008）年度まで大きく減少しました。ただし、

平成20（2008）年度に底を打った後は、増減を繰り返しています。 

また、ごみ総排出量のうち焼却される量（焼却量）は、平成24（2012）年度まではごみ総排

出量と同様の傾向を示しています。 

平成25（2013）年度から、南但クリーンセンターによる可燃ごみのバイオガス化処理を開始

し、焼却処理はメタン発酵に適さない可燃ごみとメタン発酵処理後の残渣のみ行うこととなっ

たため、平成25（2013）年度実績は平成24（2012）年度実績からほぼ半減しています。 

 

表2-4 一般廃棄物（ごみ）排出量等の推移 

 
資料：環境省一般廃棄物処理実態調査 

 

 
図2-7 一般廃棄物（ごみ）排出量等の推移 
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（３）本市における地球温暖化対策の取組状況 

①クリーンエネルギーの利用推進 

＜太陽光発電・太陽熱利用の推進＞ 

太陽エネルギー活用の設備を公共設備に率先して導入するとともに、市民・事業者に対する

広報と、太陽光発電・太陽熱利用設備の全市的な導入を推進しています。 

また、住宅用太陽光発電システムの普及啓発に加えて、事業者を対象に遊休地を活用した太

陽光発電設備の設置を推進しています。 

 

 

 

図2-8 太陽光発電設備の導入状況 

 

＜バイオマスエネルギー活用の推進＞ 

養父市バイオマスタウン構想に基づき、地域資源

を活かしたエネルギーの地産地消を目指していま

す。平成25年４月からは、南但クリーンセンターに

おいて可燃ごみのバイオガス化による発電を行って

おり、施設内にて利用した後の余剰電力を売電して

います。平成25年度における発電量は1,392千kWh

（一般家庭の年間電力使用量の255戸相当）で、売

電量は1,107千kWhとなっています。 

 

図2-9 南但クリーンセンター（高効率原燃料回収施設） 

 

＜風力発電の推進＞ 

ひょうごグリーンエネルギー基金により、やぶＹ

タウンにおいて平成17年度に小型風力発電設備を設

置しています。 

 

 

 

図2-10 やぶＹタウン（NPO法人ワット神戸HPより） 

 

②省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度 

平成20年度から、住宅の省エネ改修（窓、天井、壁、床の断熱性を高める改修）工事を行う

と、固定資産税を減額できる制度を導入しており、平成25年度までの利用件数は３件となって

います。 

【関宮小学校】        【個人住宅】     【おおや高原 星の広場】 
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③公共交通機関の整備 

自動車燃料の削減に向けて、公用車の計画的なエ

コカーへの更新に取り組んでいます。また、「地域

の足」である路線バス・コミュニティバス等の利用

促進を図るため、地域の重要な交通インフラとして

維持整備を行っているほか、電気自動車（ＥＶ）の

普及促進に向けて、市内４箇所に整備されているＥ

Ｖ充電スタンドの紹介を市ホームページにて行って

います。 

図2-11 電気自動車充電スタンドと公用車（電気自動車） 

 

④養父市市有林オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の販売 

本市の豊かな森林によるCO2の吸収機能を最大限に発揮するため、市有林及び市行造林の間

伐（養父市市有林森林管理プロジェクト）を積極的に進め、環境省オフセット・クレジット

（Ｊ－ＶＥＲ）制度の認証を受けて、CO2吸収量をクレジット化して販売しています。 

平成27（2015）年11月時点の総販売実績は1,494t-CO2（28事業者）であり、これは養父市

が認証を受けた8,007t-CO2のうち18.7％に相当します。平成27年度のみの販売実績は880t-

CO2であり、平成26年度の販売実績（492t-CO2）の約２倍に増加しています。 

 

⑤市内事業者の取組 

＜林地残材を活用した薪の製造＞ 

養父市森林組合において、利用間伐を行った残りの部位や

里山防災林の危険木伐採等で発生する立木を利用し、薪を製

造しています。林産加工所内に薪製造機を設置し、林産加工

との複合的な作業体制をとっています。 

図2-12 薪製造機（ひょうごバイオマスecoモデル事例集より） 

 

＜間伐材等による発電用燃料チップの製造＞ 

正垣木材（株）において、従来からの製紙用チップ生産に

加え、発電用燃料チップの製造に取り組んでいます。林地残

材を積極的に収集し、間伐材等による発電用燃料チップの製

造が行われています。 

図2-13 チップ化前の林地残材（根株）（ひょうごバイオマスecoモデル事例集より） 

 

＜廃食用油の熱利用＞ 

（株）藤田食品において、油揚げの製造によって生じる廃

食用油を燃料とするボイラーが設置され、発生する蒸気を油

揚げの製造に利用しています。廃食用油を直接ボイラーの燃

料として利用し、バイオマスの利活用とコストの削減を両立

しています。 

図2-14 廃油ボイラー（ひょうごバイオマスecoモデル事例集より） 
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２ 温室効果ガス排出量の現況推計 

（１）部門別二酸化炭素排出量 

本市における二酸化炭素の総排出量は、平成17（2005）年度は196,095t-CO2、平成25

（2013）年度は201,892t-CO2となっており、平成25（2013）年度は平成17（2005）年度か

ら3.0％増加となっています。 

平成25（2013）年度の二酸化炭素排出量を部門別にみると、産業部門が21.7％、民生業務

部門が34.2％、民生家庭部門が16.6％、運輸部門が26.6％、廃棄物部門が0.9％となってお

り、民生業務部門が最も多くなっています。 

 

表2-5 部門別二酸化炭素排出量（現況推計） 

 

 

 
図2-15 部門別二酸化炭素排出量（現況推計） 

 

H17
2005

H25/H17
2013/2005

(％) (％)

総排出量 (t-CO2) 196,095 201,892 100.0 +3.0

産業 (t-CO2) 55,414 43,904 21.7 -20.8

製造業 (t-CO2) 45,128 37,169 18.4 -17.6

建設業 (t-CO2) 6,642 4,063 2.0 -38.8

農林水産業 (t-CO2) 3,644 2,672 1.3 -26.7

民生業務 (t-CO2) 47,766 68,953 34.2 +44.4

民生家庭 (t-CO2) 28,344 33,493 16.6 +18.2

運輸 (t-CO2) 60,204 53,655 26.6 -10.9

自動車 (t-CO2) 58,333 51,688 25.6 -11.4

鉄道 (t-CO2) 1,871 1,967 1.0 +5.1

廃棄物（一般廃棄物） (t-CO2) 4,367 1,888 0.9 -56.8

H25
2013項目
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（２）二酸化炭素排出量の増減の主な要因 

①産業部門 

平成25（2013）年度の排出量は、平成17（2005）年度と比べて20.8％減少しています。 

これは、本市の産業部門の事業者が太陽光発電施設を積極的に導入したことと、産業部門の

うち最も高い割合を占める製造業における製造品出荷額の減少、建設業における従業者数の減

少から、製造業及び建設業における排出量が減少したことが要因と考えられます。 

 

②民生業務部門 

平成 25（ 2013）年度の排出量は、平成 17

（2005）年度と比べて44.4％増加しています。 

全国的に、店舗の大型化や営業時間の長時間化等に

伴い、民生業務部門における電力やガスの使用量は増

加傾向にあります。本市においても、民生業務部門の

排出量の増減に関係する延床面積はわずかに減少して

いますが、24時間営業のコンビニエンスストアや量販

店の進出に伴い、排出量が増加したと考えられます。 

 

③民生家庭部門 

平成25（2013）年度の排出量は、平成17（2005）年度と比べて18.2％増加しています。 

家庭におけるエネルギー消費は、生活の利便性・快適性の追求に伴う省エネ家電機器の導入

にもかかわらず、家電製品の複数所有や大型化・多様化、インターネット・スマートフォン等

生活便利品の使用時間の増加に伴い、増加傾向にあります。 

本市における人口及び世帯数はわずかに減少しているものの、こうした生活スタイルの影響

により民生家庭部門における排出量が増加したと考えられます。 

 

④運輸部門 

平成25（2013）年度の排出量は、平成17（2005）年度と比べて10.9％減少しています。 

区分別にみると、自動車からの排出量がほとんどの割合を占めており、エコカーやエコドラ

イブの普及による燃費の改善によって、自動車からの排出量が減少したと考えられます。 

このため、鉄道からの排出量はわずかに増加しているものの、運輸部門全体の排出量が減少

したと考えられます。 

 

⑤廃棄物部門（一般廃棄物） 

平成25（2013）年度の排出量は、平成17（2005）年度と比べて56.8％減少しています。 

廃棄物部門は一般廃棄物の焼却に伴う排出量を対象範囲としており、資源ごみの集団回収の

推進や分別収集を周知徹底したことによる一般廃棄物の排出量の減少に加えて、平成25年度か

ら「南但クリーンセンター」における可燃ごみのバイオガス化処理が行われるようになったた

め、平成25（2013）年度の焼却処理量は平成17（2005）年度の半分以下となり、排出量が大

幅に減少したと考えられます。 

253,250 248,044 

0

100,000

200,000

300,000

H17 H25

（m2） 

図2-16 業務用延床面積（養父市） 

資料：養父市企画総務部税務課 
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第３章 温室効果ガス排出量の将来推計と削減目標 

１ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢ケース） 

（１）部門別二酸化炭素排出量の将来推計 

現状趨勢（なりゆき）ケースは、現状からエネルギーの使い方や省エネ機器の導入といった

追加対策を講じず、活動量（経済活動や世帯数など）のみが変化するものとした推計です。 

推計方法は、以下のとおりです。 

 

※目標年度における人口は「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略（平成27年10月策定）」の将来希望人口の

推計値とする。 

 

基準年である平成25（2013）年度に対する各目標年度の排出量は、平成32（2020）年度で

は176,849t-CO2（12.4％減少）、平成42（2030）年度では165,744t-CO2（17.9％減少）、

平成62（2050）年度では155,756t-CO2（22.9％減少）と予測されます。 

 

表3-1 部門別二酸化炭素排出量の将来推計（現状趨勢） 

 

 
図3-1 部門別二酸化炭素排出量の将来推計（現状趨勢） 

基準年度

H25
2013

H32
2020

H42
2030

H62
2050

人口（将来希望人口） (人) 26,580 23,283 21,821 20,506

総排出量 (t-CO2) 201,892 176,849 165,744 155,756

産業 (t-CO2) 43,904 38,458 36,043 33,871

民生業務 (t-CO2) 68,953 60,400 56,607 53,196

民生家庭 (t-CO2) 33,493 29,338 27,496 25,839

運輸 (t-CO2) 53,655 47,000 44,048 41,394

廃棄物（一般廃棄物） (t-CO2) 1,888 1,653 1,550 1,456

2013年度比 (%) -12.4% -17.9% -22.9%

目標年度
項目

43,904  38,458  36,043  33,871  

68,953  
60,400  56,607  53,196  

33,493  
29,338  

27,496  25,839  

53,655  

47,000  
44,048  

41,394  

1,888  

1,653  
1,550  

1,456  

201,892  

176,849  165,744  

155,756  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H25

2013

H32

2020

H42

2030

H62

2050

基準年度 目標年度 

廃棄物（一般廃棄物） 

運輸 

民生家庭 

民生業務 

産業 

総排出量 

(年度) 

(t-CO2) 

目標年度における人口※ 

平成 25（2013）年度における人口 
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（２）温室効果ガス排出量の削減に向けた課題 

①本市の特徴を活かした温暖化対策 

本市は平成26年5月に国家戦略特区として指定され、今後は農業や畜産業の振興が促進され

ます。具体的には、再生可能エネルギーを利用したハウス栽培やエネルギーの地産地消などを

推進することによって、新たな低炭素型産業を育成・樹立していく必要があります。 

さらに、林業もまた、二酸化炭素吸収にも寄与することから、森林バイオマスの活用と併せ

て産業振興が必要と考えられます。 

また、近年世界的に異常気象が相次いでいることから、温暖化に対する適応策に関しても積

極的に推進していく必要があります。 

 

②家庭や事業所における温暖化対策 

本市の二酸化炭素排出量のうち、約50％が民生業務部門、民生家庭部門からの排出量となっ

ています。 

民生部門は、個々の排出量が小さく、住環境、設備等の状況が多岐に渡る世帯・事業所が主

体であるため、短期間に大幅な二酸化炭素排出量の削減を実現することは困難と考えられま

す。 

このため、家庭や事業所における省エネ活動や、近年省エネ化が進んでいるエアコンや冷蔵

庫、照明器具といった省エネ機器等の普及促進など、地道な温暖化対策を続けていく必要があ

ります。 

また、本市の高齢化率は、兵庫県内において５番目に高い36.2％（平成27年２月１日時点）

となっています。高齢化の進行に伴い、住宅内の温度差が原因となるヒートショックや熱中症

への対策など、健康面への配慮を含めた温暖化対策が必要と考えられます。 

さらに、「南但クリーンセンター」における可燃ごみのバイオガス化処理が適正に行われる

よう、ごみの分別を徹底する必要があります。特に、高齢者にとってはごみ出しや分別が負担

となる場合があるため、適正排出に向けて支援していく必要があります。 

 

③交通に関する温暖化対策 

本市の運輸部門における二酸化炭素排出量は、そのほとんどが自動車からの排出量となって

います。 

今後は、本市の山間部における過疎化や高齢化の進行に伴い、交通弱者対策として公共交通

機能の充実が想定されるため、クリーンディーゼル車やＥＶ車といったエコカーや、ＢＤＦ

（バイオディーゼル燃料）の利用による二酸化炭素排出量の低減が必要と考えられます。 

併せて、自家用車や観光客による自動車の利用に対し、道路環境の整備や公共交通機関の積

極的な利用を促すことも重要です。 
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２ 温室効果ガス排出量削減目標の設定 

（１）国・兵庫県における目標 

①国における目標 

京都議定書の期間終了後の自主的な目標として、平成22（2010）年に開催された国連気候変

動枠組条約第16回締約国会議（ＣＯＰ16）におけるカンクン合意に基づき、平成32（2020）

年までの削減目標を気候変動枠組条約事務局に登録していました。 

当初は平成2（1990）年比25％を登録していましたが、東日本大震災以降のエネルギー情勢

の変化等を踏まえ、平成17（2005）年比3.8％削減に変更となりました。 

さらに、平成27（2015）年に開催されたＣＯＰ21において、京都議定書に続く2020年以降

の温暖化対策の国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。 

日本が提出した「日本の約束草案」では、以下の目標が掲げられ、エネルギーミックスと整

合性のあるものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある

対策・施策や技術の積み上げによって実現可能な削減目標とされています。 

 

表3-2 国における目標 

目標年度 目標 

平成 32（2020）年度 平成 17（2005）年度比 3.8％削減 

平成 42（2030）年度 平成 25（2013）年度比 26.0％削減 

 

②兵庫県における目標 

平成26（2014）年３月に策定された「第３次兵庫県地球温暖化防止推進計画」では、上記の

国の目標（平成32（2020）年度に平成17（2005）年度比3.8％削減）に県独自の対策による

削減量を上乗せし、以下の目標が掲げられています。 

 

表3-3 兵庫県における目標 

目標年度 目標 

平成 32（2020）年度 平成 17（2005）年度比 6.0％削減 
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（２）温室効果ガス排出量削減目標 

国及び兵庫県における目標を勘案し、本市における温室効果ガスの排出量削減目標は、基準

年を平成25（2013）年度として、短期目標年度である平成32（2020）年度においては基準年

度比15.8％削減、中期目標年度である平成42（2030）年度においては基準年度比26.0％削減

とします。 

長期目標（平成62（2050）年度）については、国において平成2（1990）年度比80％以上

削減という目標が掲げられているため、基準年度である平成25（2013）年度から60％以上削

減とします。なお、長期目標は今後の国や県におけるエネルギー政策、温暖化対策の動向や社

会情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直します。 

 

表3-4 温室効果ガス排出量削減目標 

項目 

基準年度 短期目標 中期目標 長期目標 

平成25年度 

(2013年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

平成42年度 

(2030年度) 

平成62年度 

(2050年度) 

温室効果ガス排出量 
201,892 

t-CO2 

2013年度比 

15.8％削減 

2013年度比 

26.0％削減 

2013年度比 

60.0％削減 

 

  
図3-2 温室効果ガス排出量削減目標 

 

201,892  
169,993  

149,400  

80,757  

31,899  
52,492  

121,135  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H25

2013

H32
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H42

2030

H62

2050

基準年度 目標年度 

削減量 

総排出量 

(年度) 

(t-CO2) 

－15.8％ 
(2013年度比) 

－26.0％ 
(2013年度比) 

－60.0％ 
(2013年度比) 
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第４章 温室効果ガス削減に向けた施策 

１ 本市の目指す将来像 

温室効果ガス排出量の削減に向けた課題を踏まえ、本市の目指す将来像として、「新たなエネ

ルギー及び温室効果ガスの吸収源として、本市の豊かな地域資源である森林を守り育てる」こと

を掲げます。 

森林が持つ様々な機能の中に、温室効果ガスである二酸化炭素の吸収機能があります。森林を

適切に整備し、健全な状態を保つことで、樹木が多くの二酸化炭素を吸収する成長段階の状態を

維持することができます。この適切な整備のためには、植樹から伐採、利用までのサイクルが円

滑に循環する必要があります。特に、木材利用の拡大は、森林整備の持続的なサイクルにとって

不可欠です。 

このため、「木質バイオマスの利用」を重点的に推進し、木材利用の拡大を図ります。本市は

市域内で木質バイオマスの調達が可能であることから、運搬コストを抑えた木質バイオマスの発

電・熱利用への使用が可能と考えられます。また、化石燃料を木質バイオマスで代替すること

は、温室効果ガス排出量の効果的な削減策となります。 

木材を積極的に利用し、健全な森林を維持することで、エネルギーの地産地消や水源かん養機

能の維持、災害対策、観光資源としての維持保全を図り、中山間地域の新たな価値としての低炭

素な暮らしの確立を目指します。 

 

  

健全な森林の維持 

木質バイオマスの 

利用 

温室効果ガス 

吸収源の確保 

水源かん養 
観光資源 

（エコツアーの実施） 

災害対策 

（土砂災害防止機能の維持） 
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２ 施策の体系 

温室効果ガス削減に向けた施策と、主な取組項目を示します。 

 

施策１ 地域資源を活用した再生可能エネルギーの普及拡大 

１－１ バイオマス資源の利用拡大 

１－２ 太陽光発電、太陽熱利用の普及推進 

１－３ その他の再生可能エネルギーの導入検討 

 

施策２ 低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

２－１ 住宅・建築物における省エネルギー化の推進 

２－２ 日常生活や事業活動における省エネルギー行動の推進 

２－３ 市役所における取組の推進 

 

施策３ 低炭素な地域づくりの推進 

３－１ 交通における低炭素化の推進 

３－２ 温室効果ガス吸収源の確保 

３－３ 地域に根ざした低炭素化の取組推進 

 

施策４ 地球温暖化による環境変化への適応策 

４－１ 適応策に関する情報提供 

４－２ 適応に向けた環境整備 

 

 

【参考】緩和策と適応策について 

地球温暖化の問題に対処するための方策は、大きく 2つあります。 

ひとつは、温室効果ガスの排出を抑制する緩和策と、もうひとつは温暖化による悪影響

にあらかじめ備えておこうという適応策です。 

緩和策と適応策は、どちらも大切であると同時に、バランスも非常に重要です。 

我が国においても、気候変動の影響による被害を最小化・回避し、迅速に回復できる、

安全・安心で持続可能な社会の構築を目指す目的で、平成 27年 11月に「気候変動の影

響への適応計画」が閣議決定されています。 

＜具体的な緩和策＞ 
・環境対応車の開発・普及 
・鉄道・船舶・航空における低炭素

化の促進 
・温室効果ガス吸収源としての役割

を担う、都市緑化の推進・確保 

＜具体的な適応策＞ 
・高温耐性の強い野菜や果物の品種

を作る 
・熱中症予防に関する情報の提供 
・洪水の予報・警報や河川の水位等

といった情報のリアルタイム提供 

緩和策 適応策 
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３ 具体的な取組内容 

各施策における取組内容は、以下のとおりです。なお、本市で可能な温室効果ガス排出量の推

計方法では、これらの取組による削減効果を直接、本計画に反映させることは困難ですが、取組

の進捗状況を把握するため、短期目標年度における取組指標を設定します。 

 

施策１ 地域資源を活用した再生可能エネルギーの普及拡大 

本市は、美しい自然環境や森林資源といった豊かな地域資源に恵まれ、農林業や畜産業が基幹

産業となっています。本市に賦存する多様なエネルギー資源を有効活用することによって、再生

可能エネルギーの普及拡大を図り、分散型エネルギーシステムの構築を目指します。 

 

１－１ バイオマス資源の利用拡大 

山林が市域の約84％を占める本市においては、スギ、ヒノキを合わせた材積は約634万㎥（東

京ドーム5杯分の体積、平成26年度現在）もあり、その活用を図ることが重要です。養父市バイ

オマスタウン構想を推進するとともに、脱化石燃料社会を目指し、エネルギーの地産地消と農林

業の活性化を図ります。 

 

○木質バイオマス資源の活用 

・公共施設や家庭等における薪ストーブやペレットストーブの普及に向けた検討をするとと

もに、養父市森林組合と協力し、間伐材等を利用した薪や燃料チップ等の利用拡大の可能

性を検討します。 

・農家レストランや農業用ハウスにおけるチップボイラー、ペレットボイラー、小型の木質

バイオマス発電（コージェネレーションシステムの導入等を含む）の普及を推進します。 

・未利用間伐材や林地残材等の木質バイオマスを活用した新たな農林業の姿を創出します。 

・木質バイオマス資源の活用に関する先進地の事例収集等を行い、想定される課題への対策

や成功事例の導入を検討します。 

・木炭の生産、普及を推進します。また、林地残材から製造された粉炭を利用するなど、普

及拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】ペレットストーブとは 

灯油ではなく、間伐材等から作られた「木質ペレット」を燃料とす

るストーブのことです。化石燃料の燃焼と異なりカーボンニュートラ

ルであることに加え、身近な森林資源を利用することで、林業の活性

化が期待できます。 

本市では、市の先駆的導入と普及啓発も兼ね、市役所の庁内ロビー

にペレットストーブを設置しています。 

＜ドイツにおける家庭暖房の熱源別比較（二酸化炭素排出量）＞ 

熱エネルギー 薪 ペレット ガス 石油 電気 

二酸化炭素排出量（kg-CO2/MWh） 9 68 228 342 681 

※ 二酸化炭素排出量は燃料の生産・輸送、燃焼装置の製造などで排出された全ての二酸化炭素を含む。 
※ 薪、ペレットの燃焼による二酸化炭素は含まれていない。 

※ 「Deutscher Energie-pellet-Verband」より抜粋。 

 

市役所のペレットストーブ 

資料：一般社団法人 日本木質ペレット協会ホームページ 
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○農産・畜産バイオマス資源の活用 

・養父市バイオマスタウン構想で掲げている「やぶし有機の里づくり～循環型農村社会～」

の実現を目指し、おおや堆肥センター及び南但馬有機集配施設の活用によって、市内畜産

農家から出る牛排泄物の堆肥化を推進します。 

・豚・鶏排泄物の堆肥化やボイラー燃料利用を継続するとともに、バイオガス化発電での利

用等を推進します。 

・稲わら・もみがら・果樹剪定枝等の活用を継続して推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他のバイオマス資源の活用 

・南但クリーンセンターのバイオガス化発電について、バイオガス化を阻害するような異物

が混入しないよう、ごみの分別排出の周知徹底を図ります。 

・分別の周知については、特に間違えやすいごみを対象に、高齢者にもわかりやすい説明を

行います。 

・搾油・廃食用油のＢＤＦ化を検討します。 

・下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥、集落排水汚泥の堆肥化を推進します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

薪生産量 146m3 150m3 

牛・豚・鶏の排泄物賦存量利用状況 4,416ｔ/年 5,327ｔ／年 

 

１－２ 太陽光発電、太陽熱利用の普及推進 

太陽エネルギーの利活用に向けて、太陽光発電、太陽熱利用の普及を推進します。 

 

○公共施設や公共用地への導入推進 

・公共施設や公共用地において、太陽光発電、太陽熱利用設備を先導的に導入します。 

 

 

 

 

【参考】農業と畜産を結ぶバイオマス発電 

トマトの栽培（露地、ハウス）に加えて家畜糞

尿、食品残渣等を原料としたバイオマス発電施設

の併設をしようという計画があります。 

トマトの栽培ハウスへの熱供給とともに、畜産

振興へ寄与することが期待されています。 
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○市民・事業者への普及推進 

・市民・事業者に対し、太陽光発電、太陽熱利用設備に関する情報提供を行うとともに、蓄

電池の利用による新エネルギー補完機能の充実を図ります。 

・営農と太陽光発電を同時に行うソーラーシェアリングを推進し、パネル架台は県産スギ材

を利用するなど、農林業振興と太陽光発電の普及を推進します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

太陽光発電、太陽熱利用の導入箇所数 

（公共施設、公共用地） 
7箇所 10箇所 

太陽光発電の導入設置件数 

（市民・事業者） 
272件 500件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ その他の再生可能エネルギーの導入検討 

小水力や雪氷熱など、本市において利用可能と考えられる再生可能エネルギーについて、費用

対効果や今後の技術動向を考慮し、導入を検討します。 

 

○小水力発電の導入検討 

・本市は、水量豊富な小河川や水路が多いことから、地域で作る自立型のエネルギーのひと

つとして既に自治協議会等で行われている小水力発電の導入に向けた取組を支援するとと

もに、さらなる導入拡大を検討します。 

・水道施設や農業水利施設において、小水力発電設備等の再エネ設備や、ポンプへのインバ

ータ等の省エネ設備の導入を検討します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

兵庫県小水力発電復活プロジェクト推進事業 

設置件数 
0件 ５件 

【参考】ソーラーシェアリングの推進 

ソーラーシェアリングとは、耕作地に藤棚のように太陽光

パネルを設置し、太陽光発電を行いながら営農を行うことで

す。パネルの下でも作物の生育に必要な光は得られるため、

売電収入による農業振興や耕作放棄地の再生に向けた取組と

して、注目を集めています。 

本市においても、平成27年9月から、八鹿町九鹿にて住環

境システム協同組合によるソーラーシェアリングの運用実験

が始まっています。パネルの架台には県産スギ材を使い、農

業、林業、自然エネルギーで地域の振興を目指しています。 

ソーラーシェアリングの様子 

（棒垣集合発電所） 
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○雪氷熱の利用検討 

・雪氷熱利用による養父市地域ブランド農作物の保管等の導入可能性について検討します。 

 

○地域の未利用エネルギー等の活用検討 

・本市は豪雪地域（ウインタースポーツの拠点）であり、除雪、融雪に係るコストや労力を軽

減するため、地中熱等を活用した低炭素化に資する融雪技術の導入を検討します。 

・未利用熱の活用（利用後温泉水のカスケード利用等）を検討します。 

・市民や事業者、団体等と連携し、グリーンファンド（地域低炭素投資促進ファンド）を利用

した未利用・再生可能エネルギーの活用を検討します。 

 

○水素社会の実現検討 

・今後、水素エネルギーの導入拡大が想定されます。水素サプライチェーンの構築に向けた技

術動向を把握するとともに、再生可能エネルギーを利用した水素の製造など実証実験の実施

も含め、低炭素な水素社会の実現可能性について検討します。 

 

○自立・分散型エネルギーシステムの構築の検討 

・基幹系統からの電力供給が止まった場合でもエネルギーが供給できる防災性の高い地域づく

りと再生可能エネルギーの最大限の活用によるエネルギーの低炭素化を実現するため、地域

やコミュニティレベルでエネルギーを「創り、蓄え、融通し合う」システムを検討します。 

・熱利用についても、自らが「創り、蓄え、融通し合う」システムを検討します。 

 

 

 

 

  

【参考】地域で作る小水力発電 

兵庫県の「住民協働による小水力発電復活プロジェクト推進事

業」において、本市の西谷自治会による事業が採択され、大屋

川、横行川、若杉川を事業化予定地として、ポテンシャル調査や

流況調査が行われています。 

今後、導入に向けて「小水力発電所特定目的会社」が設立され

る予定となっています。 栗ノ下発電所計画地 

【参考】様々な再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーとは、法律で「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」と

して、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在する熱、バイオマスが規定されて

います。 

再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返し使

え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化

炭素をほとんど排出しない優れたエネルギーです。 

各種電源別のライフサイクル 

CO2排出量 

資料：原子力・エネルギー図面集2015 

1kWhあたりのライフ

サイクルCO2排出量

（g-CO2/kWh）

中小水力 11

地熱 13
原子力 20
風力 25
太陽光 38
天然ガス火力 599
石油火力 738
石炭火力 943
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施策２ 低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

低炭素型のライフスタイルやビジネススタイルは、地球温暖化防止に向けた温室効果ガス排出

量の削減だけではなく、コスト削減による経済効果や人と人とのつながりの強化に寄与するとと

もに、遠い未来に向けた持続可能な低炭素型社会の基盤となるものです。 

日常生活や事業活動における省エネ行動等の普及推進を図り、低炭素型ライフスタイル・ビジ

ネススタイルの推進を図ります。 

 

２－１ 住宅・建築物における省エネルギー化の推進 

効率的なエネルギー使用に向けて、建物の断熱強化や省エネルギー機器等の導入を推進しま

す。 

 

○公共施設における建築物の省エネルギー化の推進 

・本市の福祉施設等では、情報不足や資金不足、省CO2設備に精通した人材の不足等から省

CO2設備の導入が進んでいません。福祉施設等における省CO2設備の導入を進め、排出削減

を図るとともに、施設における光熱費の削減や入居者の健康の増進を図ります。 

・学校など公共施設の建設時及び改修・改築時には、断熱を強化した設計を積極的に取り入

れます。 

・学校と他の公共施設との複合化など、施設集約による省エネルギー化を検討します。 

 

○住宅・建築物の省エネルギー化の推進 

・省エネ改修固定資産税減額制度により、住宅の省エネ改修（窓、天井、壁、床の断熱性を

高める改修工事）を推進します。 

・省エネ法に基づく建築物の省エネ基準を含め、建築物の新築、改修の際における断熱強化

（高断熱・高気密施工等）について周知を図ります。 

・スマートメーター（次世代電力計）や家電の電力を集中管理するＨＥＭＳ（家庭用エネル

ギー管理システム）の導入を推進します。 

・101人槽以上の合併浄化槽を対象に、老朽化等でブロワを更新する際には、省エネ型ブロ

ワの導入を推進します。 

・賃貸住宅における省CO2促進に向けて、賃貸住宅関連事業者に対しては補助事業などに関

する情報提供、市民に対しては省CO2住宅に関する情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】賃貸住宅における省CO2 

現在、全国における新規着工件数の約４割を占める賃貸住宅では、低炭素価値が評価されてお

らず、賃料アップや入居者獲得に繋がらないため、省CO2型の住宅供給が遅れています。今後、

省CO2性能に優れた賃貸住宅の供給促進と、低炭素化が評価されるための普及啓発の一体的な推

進が実施されます。 
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○省エネルギー機器、省エネルギー家電の普及推進 

・高効率エネルギーシステム（家庭用燃料電池等）の普及を推進します。 

・ＬＥＤ等の照明設備やエアコン、給湯設備など、省エネルギー設備の普及を推進します。 

・低炭素な日常生活用品（省エネ家電）等の利用促進を図ります。 

 

○防犯灯、街路灯のＬＥＤ化の推進 

・自治協議会の集落支援事業補助金等を活用し、区が管理する防犯灯のＬＥＤ化を推進しま

す。（市内各地区で、防犯灯のＬＥＤ化が随時進められています。） 

・商店街における街路灯等のＬＥＤ化を推進します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

省エネ改修固定資産税減額制度利用件数 3件 5件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 日常生活や事業活動における省エネルギー行動の推進 

省エネルギー行動の情報提供やエネルギー使用状況に関する現状把握を促し、日常生活や事業

活動における省エネルギー行動を推進します。 

 

○省エネルギー行動に関する広報・情報提供 

・本市の事業者や家庭・個人の自発的な地球温暖化対策への取組を促すため、市長が先頭に

立ち、国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」を継続的に実施します。 

・クールビズ・ウォームビズやクールシェア・ウォームシェア、ライトダウンキャンペーン

などに関する情報提供を行います。 

・日常生活や事業活動の中で無理なく実施可能な取組に関して、わかりやすい情報提供に努

めます。 

・マイバッグの持参について、事業者や関係団体、関係課と連携・協力して推進します。 

【参考】省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」 

環境省では、家庭等において古い製品から新しい省エネ製品へ買換えた場合のCO2削減効果や

ランニングコストの低減効果などを簡単に把握できるシステムが公開されています。 

パソコンやスマートフォンで確認でき、家電を買い換える際に参考とすることができます。 

 

 

 

 

 

 

資料：環境省ホームページ 

 

https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17437
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○省エネルギー行動を促すシステムの導入推進 

・家庭を対象に、電力会社などによるエネルギー使用量の把握サービスに関する情報提供

や、環境家計簿の配布等による啓発活動を推進します。 

・事業所に対して、環境マネジメントシステムの導入検討を呼びかけます。 

・教育施設におけるフィフティ・フィフティ制度などの導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○省エネルギー診断等の利用推進 

・兵庫県地球温暖化防止活動推進センターによる「うちエコ診断」の情報提供を広報等によ

り積極的に行い、受診を推進します。 

・省エネルギーセンター等による事業所の省エネルギー診断の受診を推進します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

マイバッグ持参率 43.8% 50.0％ 

 

２－３ 市役所における取組の推進 

市内の事業所のひとつとして、公共施設の使用や市の事務事業における温室効果ガス削減や省

エネルギーに取り組みます。 

 

【参考】賢い選択「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」 

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」とは、平成42（2030）年度における温室効果ガス排出量の削減

目標に向けて、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に

資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動のことで、平成27（2015）年７月から開始されて

います。 

○製品・サービスの「選択」 

エコカー、エコ住宅、エコ家電、省エネ機器の導入など 

○行動の「選択」 

クールビズ・ウォームビズ、エコドライブなど 

 

【参考】フィフティ・フィフティ制度とは 

「公立学校における省エネと光熱水費節減分還元プロ

グラム」のことです。児童・生徒や教職員が協力して省

エネ活動を行い、節減できた光熱水費を全て自治体の財

政に戻すのではなく、半分はその学校に還元する仕組み

になっています。 削減前   削減後 

自治体 
財政へ 

学校へ 

＜光熱水費イメージ＞ 
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○地球温暖化対策実行計画事務事業編の推進 

・平成24（2012）年４月に策定した「養父市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」にお

ける取組を推進します。 

・平成28（2016）年度に計画期間が終了することから、見直しを行います。 

 

○カーボン・マネジメントの強化 

・市が先導的に温室効果ガス削減対策に取り組み、事業者の見本となるため、事務事業編に

基づく取組の実施を推進し、カーボン・マネジメント（省エネ診断やＥＳＣＯの設計とい

ったＦＳ調査、省エネ設備の導入など）の強化を行います。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

市施設におけるCO2排出量 
8.9%削減 

（平成22年度比） 

10％削減 

（平成22年度比） 

 

 

 

施策３ 低炭素な地域づくりの推進 

温室効果ガス削減のためには、ひとりひとりの行動に加えて、交通などの都市機能自体を効率

化・低炭素化していく必要があります。また、超高齢社会の到来や人口減少に伴い、高齢者や子

育て世代が安心して暮らせる環境の整備も不可欠です。 

本市の実情に沿った、地球環境にも人々の暮らしにもやさしい地域づくりを推進します。 

 

３－１ 交通における低炭素化の推進 

エコカーの普及やエコドライブを推進するとともに、交通弱者に配慮した交通環境の整備を目

指します。 

 

○エコカーの普及推進 

・公用車等について、二酸化炭素や窒素酸化物等の排出量が少なく、燃費が良い自動車（電

気自動車等）や、ガソリン車よりも二酸化炭素排出量が少ないクリーンディーゼル車の導

入を推進します。 

・本市における自動車の約45％が軽自動車、約33％が乗用車であることから、市民や事業者

に向けて、エコカーの普及拡大を図り、情報提供などを行います。 

・トラック・バスにおいて、燃費基準をさらに一定程度上回る先端的な燃費に適合した車種

の導入を推進します。 

 

○エコドライブの推進 

・やさしい発進や無駄なアイドリングを止めるなど、燃料の節約に努めることで二酸化炭素

の排出量を減らすエコドライブを推進するため、情報提供や啓発活動を行います。 
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○公共交通網の整理 

・ＪＲや高速バスを利用した観光客と市内回遊性の向上を図るとともに、複数人の相乗り効

果を図るため、市内イベント等とのタイアップによる時間制の定額観光タクシーを実施し

ます。 

・市民が日常生活において、鉄道やバスといった環境負荷が比較的小さい公共交通手段を利

用しやすいように、公共交通網の整理を推進します。 

・今後の地域の交通需要に応じて、コミュニティバスやカーシェアリング、ライドシェア、

超小型モビリティの導入などを検討します。 

・コミュニティバスへのクリーンディーゼル燃料の導入を推進します。 

・市民が市外に出かける際は、公共交通手段を使うパークアンドライドを利用するよう呼び

かけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境負荷の小さい交通手段の利用推進 

・日常生活において、鉄道やバスといった環境負荷が比較的小さい交通手段を積極的に利用

するように、広く市民に普及啓発します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

公用車のエコカー台数 8台 10台 

バス利用人員 944,000人 960,000人 

 

３－２ 温室効果ガス吸収源の確保 

健全な森林を守り育てることによって、森林の持つ多面的機能（温室効果ガス吸収、土砂災害

防止など）の維持増進を図ります。 

 

○養父市市有林オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の推進 

・オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の購入で、手軽に森林保全や地球温暖化防止に貢

献できることを市民に広く普及啓発し、同制度のさらなる活性化を推進します。 

 

 

【参考】規制緩和が検討される「ライドシェア」 

「ライドシェア」とは、自家用車による相乗りや送迎サービス

のことです。空いている座席を活用し、同じ目的地へ向かう人と

ガソリン代、高速代等の実費を負担し合うため、安価な交通手段

として、交通不便地域を中心に世界的な広がりを見せています。 

本市においても、今後「国家戦略特別区域会議」によって利用

者目線の運送ルールの決定などの環境整備を行い、日常の買い物

や通院等に悩みを抱える地域住民の利便性の向上を図ります。 

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3-44859
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%89%8B%E6%AE%B5-1690824
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%89%8B%E6%AE%B5-1690824
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○計画的な間伐の実施等 

・養父市森林整備計画に基づいて、市、養父市森林組合、森林所有者、関係団体等が一丸と

なり、健全な森林を守り育てる最適な間伐と広葉樹の育林を計画的に実施し、温室効果ガ

スの吸収源である森林の保全を推進します。 

・山に精通した養父市森林組合と市の持つ各種データを持ち寄り、市内森林資源活用可能性

調査・研究を合同で実施し、森林開発、林業振興を図ります。 

 

○エコツーリズムを併せた取組の導入 

・「ＮＰＯ法人氷ノ山・鉢高原自然体験村」や「ほたるの里」と連携してエコツーリズムを

推進するとともに、木質バイオマスの活用に関するワークショップなど、再生可能エネル

ギーや地球温暖化防止の視点を含めたエコツアーの企画を検討します。 

・宿泊施設に薪ストーブやペレットストーブの導入を推進し、主に冬季のスキー客等を対象

に、付加価値としての雰囲気づくりを提供するとともに、再生可能エネルギーに関する普

及啓発を図ります。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

Ｊ－ＶＥＲ制度の基礎面積 278ha 475ha 

間伐実施面積 11,602ha 21,600ha 

エコツーリズム企画の実施件数 20回 30回 

 

 

 

【参考】養父市市有林オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ） 

本市では、森林の経営と共に森林の持つ吸収機能を最大限に発揮するため、市有林及び市行

造林の間伐を積極的に進める間伐促進プロジェクトに取り組み、「養父市市有林森林管理プロ

ジェクト」としてＪ－ＶＥＲ認証運営委員会の認証を受けています。このＪ－ＶＥＲ認証によ

り取得したクレジットを、環境貢献に取り組まれる市内外の企業や団体等に販売しています。 

地元のオフセット・クレジットを購入することで、地域の森林保全や地球温暖化防止に貢献

できるとともに、消費者や社員等に向けた啓発効果が期待できます。 

高性能林業機械による間伐材の集材       守り育てる森林 
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３－３ 地域に根ざした低炭素化の取組推進 

地元産の農作物を積極的に消費することは、地域の経済活性化や農業振興等に加えて、物流輸

送に伴う二酸化炭素の排出を削減し、温暖化防止への寄与が期待できます。 

地産地消の普及を推進するとともに、農林業に関連する温暖化防止の取組に向けて、農林業の

振興を図ります。 

 

○地産地消の推進 

・市内の学校給食、公立八鹿病院において、養父市産品の使用を推進します。 

・国家戦略特区としての農業振興と併せて、市内３箇所の道の駅や各直売所で販売する商品

を充実していくとともに、本市産の安全・安心な商品を高付加価値化し、市民に広くＰＲ

することで、地産地消の普及を推進します。 

・地産地消の重要性や仕組みについて、広報等により広く普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】道の駅、直売所による地産地消 

道の駅や直売所は、流通に掛かるコスト・環境負荷の削減に加え、小規模な農業生産者の販売の機

会創出や自給率の向上に向けた拠点となります。 

今後、地元の食材を使った地産地消レストランや、木質バイオマスの活用施設（足湯等）を併せる

ことで、再生可能エネルギーの利用推進や観光拠点として地域活性化にも貢献すると考えられます。 

 

道の駅「但馬楽座」          道の駅「やぶ」        道の駅ようか「但馬蔵」 

【参考】エコツーリズムとは 

エコツーリズムとは、地域ぐるみで自然環境や歴史文化等、

地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切

さが理解され、保全につながっていくことを目指した観光の仕

組みのことです。観光客に地域の資源を伝えることによって、

地域の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、地域社会その

ものが活性化されていくことを目指すものです。 

本市においても、「氷ノ山・ハチ高原自然体験村」や「ほた

るの里（奥米地）」において、本市の豊かな自然を活かしたエ

コツアーが開催されています。 

氷ノ山・ハチ高原自然体験村 

エコツアー 
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○環境保全型農業の推進 

・本市では、有機農業を環境保全型農業のモデルの頂点として、人や環境にやさしい農業を

推進しています。この取組では、化学肥料や化学農薬を慣行使用量から50％以上低減し、

地域循環資源である土中への炭素貯留効果の高い堆肥やカバークロップの施用、冬期湛水

等の普及促進を通じ、地球温暖化の防止や生物多様性の保全に対して積極的に貢献するも

のです。 

 

○ヒートポンプを活用した低炭素型農業の推進 

・本市は県下でも有数の園芸施設農業の産地であり、農協等と連携してヒートポンプ設備の

導入を推進します。 

 

取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

学校給食での養父市産品使用割合 30.9% 30.0％ 

公立八鹿病院での養父市産品使用割合 5.9%（Ｈ26） 15.0% 

耕作放棄地面積 65.5ha 53ha 

 

 

 

施策４ 地球温暖化による環境変化への適応策 

地球温暖化（気候変動）による影響は、猛暑日や短時間における強雨の増加といった形で現れ

始めています。安全・安心な暮らしのために、従来の災害対策や気候への認識を見直し、リスク

を低減するための適応策に取り組みます。 

 

４－１ 適応策に関する情報提供 

気候変動による影響や、適応策に関する最新の情報について、市民や事業者へ情報提供を行い

ます。 

 

○農業に関する適応策の情報提供 

・作物別の被害状況の把握に努めるとともに、高温対策や高温に強い品種の紹介等といった

情報提供を行います。 

 

○熱中症予防等に関する情報提供 

・環境省が提唱する熱中症予防声かけプロジェクトに賛同した取組を実施するとともに、市

民に適度な水分補給の重要性等の情報提供を行い、熱中症予防策の普及啓発を行います。 

 

○その他気候リスクに関する情報提供 

・本市では、土砂災害危険箇所、浸水想定区域等を明示した防災マップを作成し、各戸への

配布や市のホームページに掲載し、市民に向けて周知を図ります。 
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取組指標 現状（平成25年度） 目標（平成32年度） 

環境情報放送回数 3回 ６回 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 適応に向けた環境整備 

温室効果ガス削減による緩和策が効果を上げるまでに必要と考えられる、災害対策に関する環

境整備を行います。 

 

○災害時避難タイムラインの整備、避難訓練の実施 

・本市では、平成27年３月に養父市地域防災計画の大幅改定を行い、あらゆる災害を想定し

た体制を整備しています。今後、必要に応じて見直すとともに、有事に備えた各種訓練を

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】気候変動による影響と今後の対策 

夏季の高温等によって、既に農作物に影響が現れており、

コメの未熟粒の増加による品質低下やトマトの花落ち、ぶど

うの着色不良といった被害が生じています。 

また、畜産においても、夏の暑熱によって発育の低下など

が報告されています。 

今後は、農業においてはコメや果菜類における高温耐性品

種への転換や遮光資材の導入、畜産においては畜舎内の気温

を下げる工夫（霧の噴霧システムの導入など）が必要と考え

られます。 

本市においても、特産品の品質維持に向けて、関連団体等

と連携した取組が重要となります。 

【参考】養父市の災害時初動体制 

本市では、災害発生時に「いつ」「誰が」「何をするのか」を整理したタイムラインである災害

時初動体制を整備し、非常事態に備えています。 

連絡網は、防災メールで即座に情報伝達できる体制を備えた上、関係機関との連携体制も整えて

います。災害時応援協定も順次締結し、災害対策の強化を図るとともに、避難訓練も毎年９月に市

内全域で実施しています。 

今後も、さらなる災害への備えを充実していきます。 

白未熟粒（左）と正常粒（右）断面 

資料：地球温暖化と農林水産業ホームページ 

トマトの花落ち 

資料：農林水産省 高温適応技術レポート 
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○避難施設や早期警報システムの活用 

・本市では、区ごとの防災マップを作成、全戸配布するとともに、災害時の指定緊急避難場

所、指定避難所をあらかじめ決めておいて災害に備えています。また、河川水位のリアル

タイム情報は、市内10箇所に河川カメラを設置し、早期警戒態勢の構築を図っています。

今後も、さらなる災害発生時の被害を最小限にするシステムの活用を推進します。 

 

○生物多様性の保全 

・氷ノ山やハチ高原をはじめとする市内各地の貴重な植生、生態系を将来に引き継ぐため、

地球温暖化が森林や植生、生態系に与える影響の把握に努めるとともに、保安林の指定や

計画的な治山事業により森林保全対策を導入し、養父市自然保全再生及び利活用計画に基

づいて、貴重な自然を活かしながら生物多様性の保全を図ります。 

 

  
【参考】氷ノ山のブナ林と地球温暖化 

県下最高峰の氷ノ山には、本市の市木であるブナ、ミズナラの原生林や古生沼、古千本杉湿原な

ど、貴重な植生、生態系が存在しています。また、ハチ高原は、生物多様性保全上重要な里地里山

に選定されているほか、市内各地に貴重な植生、生態系が分布しています。 

しかし、地球温暖化に伴う乾燥と高温の進行により、涼しい地域の代表的な森林であるブナ林や

ミズナラ林が影響を受け、気温が約４℃上昇すると、ブナ林の約90％が消失すると予測されていま

す。また、日本の人工林の40％以上を占めるスギについても、渇水によって衰退すると予想されて

います。 

本市の特色である、貴重な生態系に支えられた豊かな自然の恵みを守るためにも、積極的に地球

温暖化対策に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブナ林 
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４ 各主体の役割 

地球温暖化の防止には、地域社会を構成する私たちひとりひとりが、自らの日常生活や事業活

動を再点検し、限られた資源の有効活用や既に利用されている資源の循環活用、新たなエネルギ

ーの開発・利用など、地球環境への負荷が少ない低炭素型のライフスタイルや事業活動を構築・

実践していく必要があります。また、本計画は市民、事業者、行政の各主体が連携・協働して取

り組むことでより大きな効果をもたらします。 

以下に各主体が担うべき役割を示します。 

 

（１）市民の役割 

日常生活における電気・ガス・自動車の利用に配慮するとともに、環境負荷の少ない商品や

エネルギー、サービスを積極的に選択するなど、低炭素型のライフスタイルへ転換していくこ

とが求められます。 

 

＜参考：家庭における省エネ行動の例＞ 

区分 省エネ行動 
年間CO2 

削減量 

リ
ビ
ン
グ 

エアコン フィルターを掃除する。 15.6 kg-CO2 

設定温度を１℃調節する。     （冷房：27→28℃） 

（暖房：21→20℃） 

14.7 kg-CO2 

25.9 kg-CO2 

１日１時間、エアコンを消す。  （冷房：設定温度28℃） 

（暖房：設定温度20℃） 

9.1 kg-CO2 

19.8 kg-CO2 

ファン 

ヒーター 

設定温度を１℃調節する。(21→20℃、１日９時間の使用) 

 

ガス：18.6 kg-CO2 

石油：25.4 kg-CO2 

１日１時間、ファンヒーターを消す。（設定温度20℃） ガス：30.7 kg-CO2 

石油：41.5 kg-CO2 

電気 

カーペット 

設定温度を低めにする。（強→中、１日５時間の使用） 90.6 kg-CO2 

広さに合った大きさを選ぶ。（３畳用→２畳用） 43.8 kg-CO2 

電気こたつ 設定温度を低めにする。（強→中、１日５時間の使用） 23.8 kg-CO2 

こたつ布団に、上掛けと敷布団を合わせて使う。 15.8 kg-CO2 

照明 省エネ型の照明

に替える。 

（54W 白熱電球→12W 電球形蛍光ランプ） 

（54W 白熱電球→9W 電球形 LED ランプ） 

40.9 kg-CO2 

43.8 kg-CO2 

こまめに消灯し、１日１時間短縮する。 （54W 白熱電球） 

（12W 蛍光ランプ） 

（9W LED ランプ） 

9.6 kg-CO2 

2.1 kg-CO2 

1.6 kg-CO2 

テレビ テレビを見る時間を１日１時間短縮する。 （液晶32Ｖ型） 

（プラズマ42Ｖ型） 

8.2 kg-CO2 

27.6 kg-CO2 

画面の明るさを最適にする。       （液晶32Ｖ型） 

（プラズマ42Ｖ型） 

13.2 kg-CO2 

74.0 kg-CO2 
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区分 省エネ行動 
年間CO2 

削減量 

リ
ビ
ン
グ 

パソコン 使用しないときは電源を切る。 

（１日１時間短縮） 

（デスクトップ型） 

（ノート型） 

15.4 kg-CO2 

2.7 kg-CO2 

電源オプションを「モニタの電源を

OFF」から「システムスタンバイ」

にする。（3.25時間/週、52週） 

（デスクトップ型） 

（ノート型） 

6.1 kg-CO2 

0.7 kg-CO2 

キ
ッ
チ
ン 

冷蔵庫 ものを詰め込みすぎない。（満杯と半分の場合の差） 21.3 kg-CO2 

開けている時間を短くする。（20秒→10秒） 3.0 kg-CO2 

壁から適切な間隔で設置する。（壁から一定距離離す） 22.0 kg-CO2 

無駄な開閉はしない。 5.1 kg-CO2 

設定温度を適切にする。（周囲温度22℃、強→中） 30.1 kg-CO2 

ガス給湯器 食器を洗うときは低温に設定する。（40→38℃） 20.0 kg-CO2 

電子レンジ 野菜の下ごしらえに活用する。 （葉菜：ほうれん草等） 

（根菜：じゃがいも等） 

（果菜：かぼちゃ等） 

12.5 kg-CO2 

10.9 kg-CO2 

13.3 kg-CO2 

ガスコンロ 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 5.4 kg-CO2 

電気ポット 長時間使わないときはプラグを抜く。 52.3 kg-CO2 

風
呂
・
ト
イ
レ
等 

風呂給湯器 間隔をあけずに入浴する。 87.0 kg-CO2 

シャワーを不必要に流さない。（45℃、１分短縮） 29.1 kg-CO2 

温水洗浄 

便座 

使わないときはふたを閉める。 17.0 kg-CO2 

便座暖房の温度を低めにする。（中→弱） 12.9 kg-CO2 

洗浄水の温度を低めにする。（中→弱） 6.7 kg-CO2 

自
動
車 

洗濯機 まとめて洗い、回数を減らす。 2.9 kg-CO2 

衣類乾燥機 まとめて乾燥し、回数を減らす。 20.4 kg-CO2 

自然乾燥と併用する。 192.2 kg-CO2 

掃除機 集塵パックを適宜取り替える。 0.8 kg-CO2 

部屋を片付けてから掃除機をかける。（１分短縮） 2.7 kg-CO2 

自動車 発進時にふんわりアクセル『eスタート』をする。 194.0 kg-CO2 

加減速の少ない運転をする。 68.0 kg-CO2 

早めのアクセルオフをする。 42.0 kg-CO2 

アイドリングストップをする。 40.2 kg-CO2 

資料：資源エネルギー庁 家庭の省エネ百科から作成 
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（２）事業者の役割 

環境負荷が少ない商品やエネルギー、サービスの利用・開発・提供に努め、低炭素型のビジ

ネススタイルへ転換していくことが求められます。 

 

＜参考：事業者における省エネ行動の例＞ 

● 自主行動計画の作成・推進 

● エネルギー利用効率の向上 

● 温室効果ガスの排出が少ない製品等の開発 

● 低公害車・低燃費車の導入 

● 省エネ型物流体系の形成 

● エネルギー管理の徹底 

● 製品アセスメントの導入 

● 廃棄物の減量化やリサイクルの推進 

● 包装簡素化の推進 

● グリーン購入やグリーン調達の推進 

● 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断基準の遵守 

● 緑化の推進 

● 環境マネジメントシステム、エコアクション２１の推進 

 

（３）行政の役割 

市民・事業者の取組支援や、低炭素型の商品やエネルギー、サービスの利用を促進させるた

め、本計画第４章で述べた施策を遂行します。 

また、自らも温室効果ガスを排出する事業者であることを認識し、率先して温室効果ガスの

排出抑制に努めます。 
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第５章 推進体制と進行管理 

１ 計画の推進体制 

本計画は、市民・事業者・関係団体・行政が連携し、温室効果ガス排出量削減目標の達成に向

けて施策を進めていくことが重要です。 

このため、以下のような推進体制を構築し、連携を進めていきます。 

 

 
図5-1 地球温暖化対策実行計画の推進体制 

 

  

養父市 
養父市環境保全審議会 

市民 事業者 

産業環境部環境推進課 

課毎の地球温暖化対策実行 

計画推進責任者、推進担当者 

関係団体 

市長 

諮問 

答申 

報告 指示 

連携 

協力 

連携 

協力 
兵庫県 

国 

兵庫県地球温暖化防止

活動推進センター 
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２ 計画の進行管理 

本計画の実行性を確保するため、ＰＤＣＡサイクルを基本とした進行管理を行います。 

ＰＤＣＡとは、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実施・運用）、ＣＨＥＣＫ（点検・評価）、ＡＣＴ

ＩＯＮ（見直し）のことで、これらを繰り返し行っていくことで計画の進行状況を把握し、課題

を解決しながら継続的な改善を図ります。また、ＰＤＣＡの大きなサイクルとともに、プロセス

間の小さなサイクル（調整）を確実に行うことで、全体の実効性を高めます。 

本計画では、産業環境部環境推進課を所管課とし、関係部局を通じて各施策に設定した取組指

標（進捗管理指標）のデータを毎年度確認・評価し、結果を環境報告書等で公表します。その結

果に基づいて、施策や事務事業の見直しや改善を行い、経営資源（人・資金）配分の最適化など

を行うこととします。 

 
図5-2 ＰＤＣＡサイクルイメージ 
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資料編 

１ 温室効果ガス排出量の推計方法 

本市の温室効果ガス排出量は、「地方公共団体における地球温暖化対策の計画的な推進のため

の手引き（別冊１）（環境省、平成26年２月）」に準じて推計しています。 

 
表1 温室効果ガス排出量の推計方法 

部門 推計方法 計算方法 

産業 製造業 製造業から排出される CO2は、製造品出荷

額等に比例すると仮定し、兵庫県の製造業

における炭素排出量を製造品出荷額等（業

種別：化学系、鉄鋼系、機械系、その他）

で按分して推計しています。 

兵庫県の製造業炭素排出量（千 t-C） 

÷兵庫県の製造品出荷額等（万円） 

×養父市の製造品出荷額等（万円） 

×44／12（C→CO2に換算） 

建設業 建設業から排出される CO2は、建設業の従

業者数に比例すると仮定し、兵庫県の建設

業における炭素排出量を建設業従業者数で

按分して推計しています。 

兵庫県の建設業炭素排出量（千 t-C） 

÷兵庫県の従業者数（人） 

×養父市の従業者数（人） 

×44／12（C→CO2に換算） 

農林 

水産業 

農林水産業から排出される CO2は、農林水

産業の従業者数に比例すると仮定し、兵庫

県の農林水産業における炭素排出量を建設

業従業者数で按分して推計しています。 

兵庫県の農林水産業炭素排出量（千 t-C） 

÷兵庫県の従業者数（人） 

×養父市の従業者数（人） 

×44／12（C→CO2に換算） 

民生業務 民生業務部門から排出される CO2は、業務

用延床面積に比例すると仮定し、兵庫県の

民生業務部門における炭素排出量を業務用

延床面積で按分して推計しています。 

兵庫県の民生業務部門炭素排出量（千 t-C） 

÷兵庫県の業務用延床面積（m2） 

×養父市の業務用延床面積（m2） 

×44／12（C→CO2に換算） 

民生家庭 民生家庭部門から排出される CO2は、世帯

数に比例すると仮定し、兵庫県の民生家庭

部門における炭素排出量を世帯数で按分し

て推計しています。 

兵庫県の民生家庭部門炭素排出量（千 t-C） 

÷兵庫県の世帯数（世帯） 

×養父市の世帯数（世帯） 

×44／12（C→CO2に換算） 

運輸 自動車 「市区町村別自動車交通 CO2テーブル（国立環境研究所）」の市区町村別自動車分 CO2排出量データ

から推計しています。 

鉄道 鉄道から排出される CO2は、人口に比例す

ると仮定し、全国の鉄道における炭素排出

量を人口で按分して推計しています。 

全国の鉄道炭素排出量（千 t-C） 

÷全国の人口（人） 

×養父市の人口（人） 

×44／12（C→CO2に換算） 

廃棄物 

(一般廃棄物) 

一般廃棄物から排出される CO2は、南但ク

リーンセンターで焼却される本市分の廃プ

ラスチック及び合成繊維の排出量に、CO2

排出係数を乗じて推計しています。 

[焼却処理量（t）×（1-含水率） 

×プラスチック類比率 

×廃プラの焼却に係る排出係数（2.77t-CO2／t）］ 

＋［焼却処理量（t） 

×全国平均合成繊維比率（0.028） 

×合成繊維の焼却に係る排出係数（2.29t-CO2／t）］ 
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２ 策定の体制 

本計画の策定にあたり、「養父市環境保全審議会」による審議を行いました。 

 

表2 養父市環境保全審議会委員名簿 

区  分 行政区 氏  名 役 職 名 

(1)学識経験者 三谷 村上 昌喜 養父市行政相談委員会 会長 

（平成２７年６月８日～） 

(2)市議会議員 門野 深澤  巧 生活環境常任委員会 委員長 

(3)自治会役員 川西 高木 經吉 八鹿地区区長会長 

（平成２７年５月１３日～） 

広谷 片島登久郎 

（会長） 

養父地区区長会長 

（平成２７年５月２２日～） 

栗ノ下 小畑 文男 

（副会長） 

大屋地区区長会長 

（平成２７年４月３０日～） 

関宮 谷本  昇 関宮地区区長会長 

（平成２７年４月２７日～） 

(4)市保健衛生推進協議会役員 大屋市場 森崎 圭三 養父市保健衛生推進協議会 

会長 

(5)関係行政機関の職員 柴田 義博 兵庫県但馬県民局 地域政策室 

室長補佐兼環境課長 

稲葉 一明 兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事

務所 農政振興課長 

児島 正樹 兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 

管理課長 

（平成２７年４月１日～） 

樫野 純治 兵庫県養父警察署 

刑事生活安全課長 

（平成２６年１１月２１日～） 

(6)特に必要と認める者 若林 武則 日本精鉱㈱ 中瀬製錬所長 

木下 計介 たじま農業協同組合 

八鹿総合営農生活センター長 

任期：２年間（平成26年７月１日～平成28年６月30日） 
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３ 用語の説明 

あ行 

○インバータ 

直流電力を、電圧や電流、周波数が制御された交流電力に交換する装置のこと。モーター等を制御し、必

要以上な稼動を抑えることで、省エネ効果が得られる。 

 

○ウォームシェア 

ひとりひとりが暖房を使うのではなく、家族や御近所でひとつの部屋に集まることや、暖房を止めて街に

出かけることでエネルギーの節約に繋がるという取組のこと。 

 

○ウォームビズ 

暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により「暖かく効率的に格好良く働く

ことができる」というイメージをわかりやすく表現した、秋冬のビジネススタイルの愛称。重ね着をする、

温かい食事を摂る、などがその工夫例である。 

 

○運輸部門 

最終エネルギー消費のうち、企業・家計が住宅・工場・事業所の外部で人・物の輸送・運搬に消費したエ

ネルギーを表現する部門をいう。 

 

○エコアクション２１ 

全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作

り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が

策定したガイドラインのこと。 

 

○エコカー 

一定の排ガス性能、燃費性能を備えた自動車のこと。電気自動車（燃料電池自動車を含む）、天然ガス自

動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、ハイブリッド車などが該当する。 

 

○エネルギーミックス 

発電設備には様々な種類があり、それぞれの特性を踏まえ、経済性、環境性、供給安定性などの観点から

電源構成を最適化することをいう。 

 

か行 

○化石燃料 

石炭・石油・天然ガスなど過去の植物や動物の遺骸が変化して生成した燃料のこと。 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0-4429
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%9B%BB%E5%8A%9B-63380
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E3%82%AC%E3%82%B9-102658
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○カスケード利用 

資源やエネルギーを利用すると品質が下がるが、その下がった品質レベルに応じて何度も利用すること。 

 

○カーシェアリング 

渋滞や駐車場不足の解消などを目的に、１台の車を複数の人が共同で使うこと。 

 

○カーボンニュートラル 

ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出と吸収がプラスマイナスゼロのことをいう。例えば、植物の成

長過程における光合成による二酸化炭素の吸収量と、植物の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺され、実

際に大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えないことが考えられる。 

 

○カーボン・マネジメント 

CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を管理すること。 

 

○環境配慮契約 

製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約のこと。 

 

○環境マネジメント 

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組を進めるに当たり、環境に関する

方針や目標を設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくこと。 

 

○クールシェア 

夏の暑い日、家の電気の半分以上をエアコンが使っていることから、１人１台のエアコンをやめ、涼しい

場所を共有（シェア）する取組。家族でひとつの部屋で過ごしたり、図書館や商業施設で涼む、あるいは自

然が多い涼しいところに行くことで、夏を快適に乗り切るだけでなく、家族や地域の絆も深める効果が期待

される。 

 

○クールビズ 

冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことができる」というイ

メージをわかりやすく表現した、夏のビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがそ

の代表である。 

 

○クリーンエネルギー 

⇒「再生可能エネルギー」を参照。 

 

○グリーン購入（グリーン調達） 

製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、省エネルギー型のものやリサイクル可能な

ものなど、環境に配慮したものを優先的に選択すること。 

https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-186588
https://kotobank.jp/word/%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC-157727
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB-168365
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○グリーンファンド 

環境省が所管する「地域低炭素投資促進ファンド創設事業」により設置された基金を活用した投資ファン

ドで、出資という形で地域において低炭素プロジェクトを推進する事業者等を支援している。 

 

○コージェネレーションシステム 

天然ガス、石油、ＬＰガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その

際に生じる排熱も同時に回収するシステムのこと。 

 

さ行 

○再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することにより生じるエ

ネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源として

利用することを指す。 

 

○産業部門 

最終エネルギー消費のうち、第一次産業・第二次産業に属する法人ないし個人の産業活動により、工場･

事業所内で消費されたエネルギーを表現する部門をいう。 

 

○水源かん養機能 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するとともに、川の流量を

安定させる機能のこと。 また、雨水が森林土壌を通過することにより、水質が浄化される。 

 

○水素サプライチェーン 

クリーンな水素エネルギーを安定的に供給するため、液化水素の製造から貯蔵、輸送、利用を行う仕組み

のこと。 

 

○スマートメーター（次世代電力計） 

毎月の検針業務の自動化やＨＥＭＳ等を通じた電気使用状況の見える化を可能にする電力量計のこと。 

 

○製品アセスメント 

製品の有用性や便利さだけでなく，廃棄物になったときの処理のしやすさも含めて行われる製品の事前評

価のこと。 

 

○雪氷熱 

北海道など寒冷地の気象特性を活用するもので、冬の間に降った雪や、冷たい外気を使って凍らせた氷を

保管し、冷熱が必要となる時季に利用する。 

 

 



‐ 44 ‐ 

た行 

○超小型モビリティ 

軽自動車よりもコンパクトで手軽な移動を実現する2人乗り程度の車両で、エネルギー消費量が一般的な

ガソリン自動車の１／６程度に抑えられる。 

 

○低炭素社会 

気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中温室効果ガス濃度を安定化させると同時に、生活の豊かさを実感

できる社会のこと。 

 

な行 

○二酸化炭素（CO2） 

１個の炭素原子に２個の酸素原子が結びついた物質で、炭酸ガスの呼び名で知られている。二酸化炭素は

地球温暖化に及ぼす影響が最も大きな温室効果ガスである。石炭や石油などの化石燃料の他に、木や紙、プ

ラスチックなどの物質を燃やすときにも発生する。 

 

○熱中症予防声かけプロジェクト 

熱中症予防に係る正しい知識を普及するとともに、民間企業や行政機関が連携し、熱中症予防の声かけの

輪を広げる取組である。 

 

○燃料電池 

水素と酸素が結合して水が生成する化学反応から電気を取り出す原理を用いた電池。水の電気分解の逆反

応を用いたもので、反応によって生成するのは水だけなので現在の化石燃料に取って代わるクリーンなエネ

ルギーとして注目されている。電気自動車や家庭用コージェネレーション発電などへの応用が主に研究され

ているが、ＩＴの分野でも携帯電話やノートパソコンのバッテリーとしても使用可能な大きさの小型燃料電

池の開発が進められている。 

 

は行 

○バイオエタノール 

サトウキビやトウモロコシなどバイオマスを発酵・蒸留させて製造するエタノール。そのまま、またはガ

ソリンに混合して自動車用燃料として利用でき、排出する二酸化炭素はカーボンニュートラルである。 

 

○バイオガス化 

食品廃棄物などの有機性物質を酸素のない状態で発酵させ、メタンを主成分とするバイオガスを製造する

こと。 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%88%E3%82%A6%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%B7-769938
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB-36672
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3-44859
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3-44859
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A-74374
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0-109333
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB-456543
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○バイオマス 

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を指す。主に植物の利用が考えられており、樹

木をエネルギーとして燃焼しても、それに見合う量を植林すれば発生した二酸化炭素を吸収するので、炭素

循環型の再生可能な資源といわれている。 

 

○パークアンドライド 

駅の近くの駐車場に車を止めて公共の交通機関を利用すること。 

 

○ヒートショック 

急激な温度の変化により血圧の乱高下や脈拍の変動が起こること。冬場の入浴時や冷暖房の効いた部屋か

ら外へ出たときなどに起こりやすく、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞などの深刻な疾患に繋がる危険性がある。 

 

○ヒートポンプ 

気体に圧力がかかると温度が上がり、圧力を緩めると温度が下がるという原理（ボイル・シャルルの法

則）を利用し、大気中、地中等から熱を得る装置のこと。少ない投入エネルギーで、空気中などから熱をか

き集めて、大きな熱エネルギーとして利用することができる。 

 

○分散型エネルギーシステム 

需要地に隣接して配置されたエネルギー源のことで、発電に伴う廃熱利用が容易であったり、地震等で輸

送経路を断たれた場合のリスク回避、地域活性化への寄与等のメリットが期待できる。 

 

ま行 

○民生家庭部門 

最終エネルギー消費のうち、家計が住宅内で消費したエネルギー消費を表現する部門をいう。 

 

○民生業務部門 

家計が住宅内で消費したエネルギー消費と第三次産業(水道・廃棄物・通信・商業・金融・不動産・サービ

ス業・公務など)に属する企業・個人が、事業所の内部で消費したエネルギー消費などを表現している。 

 

ら行 

○林地残材 

立木を丸太にする際に出る枝葉や梢端部分、森林外へ搬出されない間伐材等、通常は林地に放置される残

材のこと。 

 

英数字 

○ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料） 

菜種油や廃食用油から作られる自動車用等の燃料のこと。 

 

https://kotobank.jp/word/%E4%B9%B1%E9%AB%98%E4%B8%8B-656711
https://kotobank.jp/word/%E5%86%B7%E6%9A%96%E6%88%BF-661107
https://kotobank.jp/word/%E8%84%B3%E5%87%BA%E8%A1%80-111928
https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E7%AD%8B%E6%A2%97%E5%A1%9E-81504
http://www.weblio.jp/content/%E7%AB%8B%E6%9C%A8
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%B8%E5%A4%AA
http://www.weblio.jp/content/%E6%9E%9D%E8%91%89
http://www.weblio.jp/content/%E6%A2%A2
http://www.weblio.jp/content/%E6%A2%A2
http://www.weblio.jp/content/%E6%A3%AE%E6%9E%97
http://www.weblio.jp/content/%E6%90%AC%E5%87%BA
http://www.weblio.jp/content/%E9%96%93%E4%BC%90%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E5%B8%B8
http://www.weblio.jp/content/%E6%9E%97%E5%9C%B0
http://www.weblio.jp/content/%E6%94%BE%E7%BD%AE
http://www.weblio.jp/content/%E6%AE%8B%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E6%AE%8B%E6%9D%90
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○ＨＥＭＳ（家庭用エネルギー管理システム） 

ホームエネルギーマネジメントシステムの略で、家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムの

こと。 

 

○ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル） 

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、1988 年に世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）によ

り設立された組織である。 

 

○Ｊ－ＶＥＲ制度 

市場メカニズムを活用して、バイオマスの利活用や森林の整備・保全等の地球温暖化対策を推進する新し

い仕組みで、国内におけるCO2の排出削減・吸収を一層促進するため、環境省が創設したもの。国内で実施

されるプロジェクトによるCO2削減・吸収量をカーボン・オフセット用のクレジット（Ｊ－ＶＥＲ）として

認証する制度で、平成20年11月から運用されている。 
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