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計画の基本理念 

 

本市では、平成 13 年 3 月に策定した「長岡京市環境基本計画」を、平成 25 年 3 月に改

定し、自然環境のみならず、暮らしと経済、文化ともに豊かで、子どもたちが住み続ける

ことができる“環境まちづくり”をより一層進めています。 

また、平成 21 年 4 月には、未来の子どもたちが心の安らぎと豊かさを得られる“環境

の都”長岡京の実現を目指すことを、広く内外に向けて発信するために、「長岡京市環境都

市宣言」を行いました。 

「環境基本計画」と「環境都市宣言」は、本市の目指すべきまちの将来像“環境の都”

長岡京の実現のための基本理念を共有するもので、長岡京市役所地球温暖化防止実行計画

においても、その基本理念に基づき取組みを進めていきます。 

長岡京市環境都市宣言 

 

西山の自然に抱かれ、悠久(ゆうきゅう)の歴史が刻まれた長岡京市。 

緑と水に恵まれ、多くの命が育まれてきました。 

しかし、私たちが自然への畏敬と感謝を忘れ、物質的な豊かさを求め続けた

結果、温暖化をはじめ、地球規模で様々な環境の悪化が進んでいます。 

人類は、自然の一部であり、自然との共生によってのみ存続が可能です。 

これを踏まえ、私たち長岡京市民は、自然と共生する持続可能な社会を目指

し、世代を超えた市民と企業や諸団体そして行政等との協働により、生活様式

や、社会のあり方そのものを見直します。 

未来の子どもたちが心の安らぎと豊かさを得られる“環境の都”長岡京の実

現が、今の私たちに課せられた責務です。 

私たち長岡京市民は、先人の歴史と叡知(えいち)に学び、あらゆる人々と手

を携え、真に環境都市として誇れるまちづくりに取組む決意をここに宣言しま

す。 

 

平成 21 年 4 月 1 日 
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第１章 基本事項 

 

１－１．計画改定の背景 

地球温暖化は、二酸化炭素（以下「CO₂」といいます。）に代表される温室効果ガスの増

加により、年平均気温の上昇や異常気象の増加など人間生活や生態系に大きな被害を及ぼ

すとされ、国際的な課題となっています。 

2015 年 11 月に国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）において、国際的枠

組み「パリ協定」が正式に採択され、翌年 2016 年 11 月に発効、2020 年 1月に本格始動し

ました。わが国は 2030 年に 2013 年度比で 26％削減、2050 年までに 80％削減する目標を

掲げています。この排出削減目標の達成に向けて、国や地域、企業、国民など多様な立場

の主体が連携する必要があります。また、平成 23（2011）年に発生した東日本大震災を契

機に、エネルギー政策の在り方が見直され、省エネや再生可能エネルギー等の活用、さら

に発電した電気を貯めて必要時に使用できる自立型エネルギーシステムの導入等が求めら

れています。 

本市では、平成 25 年 3 月に「長岡京市第二期環境基本計画」を策定し、再生可能エネ

ルギーの普及をはじめ自然環境の保全や環境学習の推進など「持続可能なまちづくり」に

引き続き取組んでいます。さらに、平成 23年 3月に策定した「長岡京市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）～持続可能な未来
ア ー ス

プラン～」（以下「長岡京市地球温暖化対策実行計

画」といいます。）に基づき、長岡京市全域の温暖化問題について、市民、企業、諸団体、

そして行政が力を合わせ、協働で取組みを進めているところです。 

そして、市内有数の温室効果ガス排出事業者として、市役所自らの温室効果ガス排出量

の削減目標と、それに向けた具体的な取組みを進めるため、平成 19 年に「長岡京市役所地

球温暖化防止実行計画」を策定し、平成 28 年度に第四次実行計画（以下「旧実行計画」と

いいます。）を定め、温室効果ガスの削減に取組んできました。旧実行計画の期間は平成

28年度～30年度で、最終年度である平成 30年度は基準年度である平成 27年度と比較して、

温室効果ガス排出量は 10.6％の減少となり、削減目標を達成しました。 

このような状況を踏まえ、旧実行計画を改定し、本市の事務及び事業において、継続し

て省エネ等を推進するとともに、一層の率先した温暖化対策に取組んでいきます。 

なお、本計画は環境マネジメントシステムとしての機能を有するものであり、その進行

管理にあたっては、KES 環境マネジメントシステム・スタンダード（以下 KES といいます。）

の手法を活用し、取組みのチェックシートや報告様式の共有化、推進体制の整合性の確保

など、可能な限り統合を図ります。 

 



3 

１－２．旧実行計画の評価 

（１）旧実行計画の概要 

①計画期間 

・平成 28年度から平成 30年度までの 3 年間 

②対象施設 

・市が直接管理し、かつ、市職員が常駐する施設 

・温室効果ガス排出量が特に大きく、排出量削減に向けた取組みが必要な施設 

 （浄水場、ポンプ場、小学校、中学校） 

※新設または増設された施設については、基準値との比較ができないため実績数値か

らは除きます。 

③対象となる温室効果ガス 

・地球温暖化対策推進法第 2 条で定められた温室効果ガス 7 種類 

 ④温室効果ガスの排出量算定に用いた単位発熱量及び排出係数 

・地球温暖化対策推進法施行令第 3 条で定められた単位発熱量及び排出係数 

⑤削減目標 

・基準年度である平成 27 年度と比較してマイナス 5% 

 

（２）平成 30 年度の排出量の状況 

平成 30年度の本市の事務及び事業に伴う温室効果ガスの総排出量は 4,489.5ｔ-CO2でし

た。西山の森林整備による森林吸収量 61.5t-CO2を差し引くと、4,428.0ｔ-CO2となります。

基準年度である平成 27 年度の総排出量：4,952.2ｔ-CO2（森林吸収量を考慮した場合）と

比較すると 10.6％の減少となり、計画に掲げた削減目標を達成しました。 

目標達成の主な理由としては、いくつかの増減要因はあるものの、関西電力の排出係数

が下がったことによる影響が最も大きいと考えられます。電気の温室効果ガス排出係数に

着目して見ると、平成 30 年度の算定で使用した平成 29 年度の排出係数 0.418と平成 29

年度の算定で使用した平成 28 年度の排出係数 0.493と比較して 15.2％下がりました。電

気の排出係数は平成 27 年度の 0.523 を境に減少傾向にあります。この排出係数は関西電力

の数値です。本市の多くの施設では電気の契約を関西電力としていますが、市役所本庁舎、

分庁舎 3、図書館及び中央公民館等では競争入札を行っており、異なる事業者と契約を締

結することもあります。電力事業者により排出係数は異なるため、今後、競争入札により

電気事業者を決める場合には、電気料金単価のほかに、環境にやさしい電力（排出係数の

低いもの）かどうかも評価する仕組みが導入できないか検討が必要になります。 
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（３）発生源別二酸化炭素排出割合 

電気の使用によるものが 77％と、最も大きなウエイトを占めています。次いで都市ガス

の使用が 21％、そしてガソリン、灯油、軽油、液化石油ガス(LPG)の使用がそれぞれ 1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設別二酸化炭素排出割合 

施設別の二酸化炭素排出割合は、浄水場が最も多く 33％を占めています。中学校給食導

入による小学校の給食棟稼働により小学校は 29％、中学校が 10％と増加しています。庁舎

からの排出割合は 12％でした。 
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（５）総排出量の推移 

平成 23 年度までは順調に排出量を削減できていましたが、平成 24 年度以降、電気の排

出係数の値が上昇したことにより、排出量が増加していました。平成 27 年度以降、排出係

数は下降しています。なお、パーフルオロカーボン(PFC)及び六ふっ化硫黄(SF6)について

は排出源となる項目はありませんでした。 

 

①温室効果ガス排出量（単位：t-CO2） 

 

②発生源別排出量（単位：t-CO2） 

対象項目 H19 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

燃
料 

ガソリン 60.40  60.41  58.01  55.57 52.76  55.34  57.88 

灯油 59.00  54.66  51.82  51.22 56.96  55.82  51.14 

軽油 49.00  43.34  40.19  39.87 41.16  42.42  43.51 

A 重油 0.00  67.74  63.95  56.37 75.87  37.94  0.00 

液化石油ガス

（LPG） 
87.0  52.7  52.0  50.4 51.5  48.5  46.7 

都市ガス 625.0  795.1  750.6  733.3 892.9  900.4  936.6 

電気 2,898.0  4,030.1  4,137.0  4,034.1 3,885.4  3,794.5  3,350.6 

自動車の走行 2.0  2.6  2.4  2.4 2.3  1.9  2.0 

カーエアコンの使用 1.6  3.0  1.1  3.2 1.2  1.2  1.2 

合計 3,782.0  5,109.6  5,157.2  5,026.5 5,060.1  4,938.0  4,489.5 

温室効果ガス排出量 H19 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

CO２ 3,778.4  5,104.0  5,153.7  5,020.9 5,056.6  4,934.9  4,486.4 

CH４ 0.009  0.072  0.084  0.083 0.080  0.070  0.072 

N2O 1.978  2.552  2.358  2.320 2.242  1.838  1.882 

HFC 1.597  3.014  1.079  3.187 1.187 1.158  1.158 

合計 3,782.0 5,109.6  5,157.2  5,026.5 5,060.1  4,938.0  4,489.5 

前年度比較 - 8.1% 0.9% -2.5% 0.7% -2.4% -9.1% 

H19 年度比較 - 35.1% 36.4% 32.9% 33.8% 30.6% 18.7% 

H27 年度比較 - - - - 0.7% -1.8% -10.7% 

西山森林吸収量 

（単年度実績） 

390.9 

（256.0） 

87.2 

（65.7） 

81.3 

（52.0） 

74.2 

（31.9） 

68.8 

（30.5） 

66.5 

（48.0） 

61.5 

（16.7） 

差引排出量 3,391.1  5,022.5  5,075.9  4,952.2 4,991.3  4,871.5  4,428.0 

H19 年度比較 - 48.1% 49.7% 46.0% 47.2% 43.7% 30.6% 

H27 年度比較 - - - - 0.8% -1.6% -10.6% 
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③施設別排出量（単位：t-CO2） 

施  設 H19 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

市役所庁舎 517.0 518.2 522.7 505.0 512.5 533.0 536.3 

浄 水 場 1,496.0 2,132.6 2,071.4 1,953.3 1,826.8 1,784.0 1,466.2 

保 育 所 150.0 153.6 160.1 152.0 181.3 194.5 171.3 

小 学 校 772.0 1,097.0 1,182.6 1,200.9 1,261.8 1,289.2 1,288.8 

中 学 校 263.0 477.7 490.9 486.0 548.0 515.7 463.3 

その他出先機関 478.0 628.5 635.0 635.2 639.3 528.0 465.8 

自動車 106.0 102.0 94.6 94.2 90.4 93.3 97.8 

合  計 3,782.0 5,109.6 5,157.2 5,026.5 5,060.1 4,938.0 4,489.5 

※年度毎で排出係数が変動し異なるため、仮にエネルギー使用量が同じでも、温室効果ガ

スの排出量は異なります。 

 

 

１－３．計画の目的 

市内有数の温室効果ガスの排出事業者として、事務及び事業の遂行に関し、地球温暖化

対策に率先して取組むとともに、市民や事業者の自主的な取組みを促進させ、本計画で定

めた温室効果ガスの排出削減目標の達成を目指します。 

また、本市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出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し、取組みを推進することで、以下のような効果が

期待できます。 
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軽油
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なお、本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」

といいます。）第 21 条に基づく実行計画として策定するものです。 

 

 

＜参考＞地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地方公共団体実行計画等）  

第二十一条  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、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。  

２  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  

 

（中略） 

 

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、単

独で又は共同して、これを公表しなければならない。  

９  第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。  

１０  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、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。 

 

（省略） 
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１－４．計画の期間 

本計画の基準年度は、引き続き平成 27 年度とし、計画の期間は、長岡京市環境基本計

画や KES 目標期間などとの整合性を取るため、令和元年度から令和 3 年度までの 3 年間と

します。 

 

 

 

 

 

１－５．対象範囲 

本実行計画で対象となる組織及び施設は次のとおりです。 

 

（１）対象施設 

□ 市が直接管理し、かつ、市職員が常駐する施設 

□ 温室効果ガス排出量が特に大きく、排出量削減に向けた取組みが必要な施設 

（浄水場、ポンプ場、小学校、中学校） 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

環境基本計画 第二期環境基本計画の期間中

温暖化対策実行計画

（事務事業編）
現行計画 3カ年計画 3カ年計画 3カ年計画

KES目標期間 4カ年計画（現行） 2カ年計画 3カ年計画 3カ年計画 3カ年計画

→第三期環境基本計画のスタート

※地球温暖化対策実行計画（区域施策編）含む。

【対象外施設】 

□ 公の施設であって、公益法人等に指定管理させている施設 

（バンビオ１番館、スポーツセンター、西山公園体育館等） 

□ 市職員が常駐せず、市職員の取組みによる温室効果ガス削減が期待できない施設 

（あったかふれあいセンター、街路灯、公衆トイレ、埋蔵文化財調査センター、中山

修一記念館、産業文化会館等） 
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（２）新規施設等の取扱い 

基準年度以降に新設または増設される施設等における温室効果ガスの排出量について

は、基準値との比較ができないため、排出量の実績数値からは除くものとします。ただし、

それらの施設においても本計画に基づき温室効果ガスの排出量の調査を実施し、温室効果

ガスの排出削減に向けた取組みを行います。 

 

 

 

表 対象組織（いずれも出先機関を含む。）  

市長部局、会計課、上下水道部、議会事務局、教育部、監査委員事務局 

 

表 対象施設 

対象区分 施 設 名 

KES 

対象施設 

市役所庁舎 本庁舎、分庁舎 1、分庁舎 2、分庁舎 3 

浄 水 場 東第 2 浄水場 

ポ ン プ 場 東ポンプ場、北ポンプ場、長法寺ポンプ場 

保 育 所 開田保育所、滝ノ町保育所、新田保育所、深田保育所 

その他 

出先機関 

北開田会館、保健センター、乙訓休日応急診療所、老人福

祉センター、中央公民館、図書館、北開田児童館、多世代

交流ふれあいセンター 

KES 

対象外施設 

保 育 所 神足保育所 

小 学 校 

神足小学校、長法寺小学校、長岡第三小学校、長岡第四小

学校、長岡第五小学校、長岡第六小学校、長岡第七小学校、

長岡第八小学校、長岡第九小学校、長岡第十小学校 

（それぞれ留守家庭児童会を含む。） 

中 学 校 
長岡中学校、長岡第二中学校、長岡第三中学校、長岡第四

中学校 

※KES対象施設は令和元年度現在のものです。 
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“環境の都”長岡京 PR キャラクター 

ミヤコちゃん 

（３）対象となる温室効果ガス 

本計画において対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第 2条で定められた

ものと同一とします。その種類は次のとおりです。 

 

表 温室効果ガスの種類 

ガスの種類 人為的な発生源 

二酸化炭素 

（CO２） 

産業、民生、運輸部門などにおける燃料の燃焼に伴うもの

が全体の 9 割以上を占め、温暖化への影響が大きい。 

メタン 

（CH４） 

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門から出るものが半分

を占め、廃棄物の埋立からも 2～3 割を占める。 

一酸化二窒素 

（N２O） 

燃料の燃焼に伴うものが半分以上を占めるが、工業プロセ

スや農業からの排出もある。 

ハイドロフルオロカーボン 

（HFC） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや冷蔵庫の冷媒、

断熱発泡剤などに使用。 

パーフルオロカーボン 

（PFC） 

半導体等製造用や電子部品などの不活性液体などとして

使用。 

六ふっ化硫黄 

（SF６） 

変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体等製造用な

どとして使用。 

三ふっ化窒素 

（NF3） 
半導体化学でエッチング液として使用。 

※パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)及び三ふっ化窒素(NF3)については排出

量の実態把握が困難で、排出量も極めて少量であるため算定の対象外とします。 
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第２章 温室効果ガスの排出削減 
 

２－１．削減に向けた基本的な考え方 

温室効果ガス削減のための取組み内容は、職員一人ひとりの心がけですぐに実施できる

ことから、部署間の調整が必要なことや、事前の準備・調査が必要なものまで様々です。 

そこで、取組み項目を「運用改善による取組み」と「施設の新築・増改築時に検討する

項目」の二つに分類して実施します。また、運用改善による取組みについては、各職員に

取組みに対する意識付けを行うことを目的として、さらに以下のように分類するものとし

ます。 

 

■運用改善による取組み 

 

●冷暖房電力及び燃料使用量削減 

●電気使用量削減 

●公用車の燃料使用量削減 

●その他の燃料使用量削減 

●用紙使用量削減 

●ごみ減量 

●節水 

 

 

 

●個人で取組める項目 

 職場の形態にかかわらず、職員一人ひとりが今

すぐ取組めることです。 

●施設全体として取組む項目 

 施設単位での管理として取組むことです。 

 費用を要する取組みについては、温暖化防止へ

の貢献度の大きさや費用対効果などを見極め

たうえで順次実施します。 

■施設の新築・増改築時に検討する項目 

 

施設の増改築や新築、設備更新時には省エネタイプの設備を導入するチャンスです。 

公共施設の新築・改修時には、施設の仕様検討の段階で各項目の導入可否について検討

し、費用対効果及びその他の条件を十分に考慮した上で導入の有無について決定します。 

また、平成 28 年に京都府地球温暖化対策条例の一部改正、京都府再生可能エネルギー

の導入等の促進に関する条例が全面施行され、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律が平成 28 年から順次施行、令和元年に一部改正されました。 

建物、施設の新設に係る温室効果ガスの増加分は総排出量に加算しないこととしました

が、施設新設にあたっては、断熱構造の強化、省エネタイプの機器の導入などに努めると

ともに、太陽光発電などの自然エネルギーの導入を進めていきます。 
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２－２．温室効果ガスの削減目標 

（１）目標設定の考え方 

本市の事務事業はいずれも市民生活に直結することから、事務事業執行に伴う温室効果

ガスの排出量削減にあたっては、各部署がそれぞれの特性を活かし、効果的に排出量削減

に向けた取組みを推進していくことが必要です。 

旧実行計画では、対象施設から排出される温室効果ガスを平成 30 年までに平成 27 年と

比較して 5％削減させる目標に対し、10.6％削減（森林吸収量を考慮した場合）させるこ

とができました。 

今後の温室効果ガス削減目標の設定にあたっては、近年の猛暑による電力需要の増加や、

庁舎建て替え前の現行庁舎での取組み可能性、温室効果ガスの発生源の 8 割を占める電気

の排出係数の動向などを考慮する必要があると考えます。 

 

（２）削減目標 

平成 30 年度の本市の温室効果ガス排出量は、西山の森林吸収量を考慮した場合で、

4428.0t-CO2 でした。基準年度比ではマイナス 10.6％で、排出係数の減による影響が大き

かったと言えます。温暖化対策の取組みは一定定着も見られ、近年は災害と言われるほど

の猛暑に見舞われることも多く、空調稼働率が上がることも考えられます。庁舎の建て替

えを控え、現行庁舎をハード面で省エネ化するなどの選択肢が少ない中、直近の年度を基

準とした大幅な上積み目標を設定することは困難と言わざるを得ません。 

一方で、平成 25 年 3 月に「長岡京市第二期環境基本計画」が策定され、また市域全体

の温室効果ガスの削減目標を定める「長岡京市地球温暖化対策実行計画」が平成 23 年 3

月に策定されたことにより、長岡京市においてもより一層の温室効果ガス削減に向けた取

組みが必要とされています。 

そこで、これらの状況を考慮し、本実行計画の目標を下記のとおり設定します。基準年

度は、直近の取組み状況を継続させる意味で、旧実行計画と同じ平成 27 年度とします。関

西電力管内の原発が再稼働された今、排出係数は一定下がったところを推移しており、こ

れ以上温室効果ガスを増やさない意味で、旧実行計画の最終実績と近いマイナス 10%の削

減を目標としたいと思います。 

なお、本実行計画の電気使用量に係る排出係数は、環境大臣・経済産業大臣より公表さ

れる電気事業者別の調整後排出係数を用いることとします。 

 

令和３年度の温室効果ガス総排出量を、平成 27 年度の総排出量と比較して、

森林吸収量を含め、10％以上の削減を目指します。 

 

平成 27 年度（基準年度） 

4,952 トン 

 

令和３年度（目標年度） 

4,457 トン 
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２－３．温室効果ガスの排出量削減に向けた取組み 

温室効果ガスの削減目標を達成するためには、市民サービスの向上と省エネルギーの一

層の推進等を両立させながら様々な取組みを推進する必要があります。それらを踏まえ、

各部局においては、以下に挙げる取組みを積極的に推進することが求められます。 

 

（１）冷暖房電力及び燃料使用量削減に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

 □会議室等の断続的に使用する場所の空調はこまめに電源を切ります。 

②施設全体として取組む項目 

□扇風機と空調設備を併用し、空調効果を高めます。 

□すだれやグリーンカーテンにより窓からの日射を遮ります。 

□部屋と廊下の隙間にビニール等をはることにより、室内の空調効果を高めます。 

□事務効率の向上に努め、残業時間の削減を図るとともに、毎週水曜日のノー残業デー

には定時退庁を徹底し、エネルギーの削減に努めます。 

□ブラインドを活用し、空調効果を高めます。 

□冷房時の軽装、暖房時の重ね着等、エコスタイルで執務に取組み、服装により体感温

度の調節を図ります。 

□冷暖房温度の設定温度の適正化を図ります。（室内温度：冷房時 28 度、暖房時 20 度） 

 

（２）電気使用量削減に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

□パソコンディスプレイの照度を下げます。 

□長時間席を離れるときは、スリープモードまたはシャットダウンします。 

 ノートパソコンの場合、短時間であっても席を離れる際は蓋を閉じます。 

□更衣室、会議室、トイレ等不要な照明の消灯、時間外勤務時の不要部分の消灯等、 

こまめな消灯を徹底します。 

□OA 機器の電源管理を徹底します。 

□使用していない電気機器のコンセントプラグを抜きます。 

□エレベーターの使用を自粛します。 

②施設全体として取組む項目 

□不要な照明の間引きを実施します。 

□設置から 10 年以上経過している照明器具の安定器を計画的にインバータ式のものに

交換します。 

□照明機器を交換する場合は消費電力の少ない LEDに交換します。 

□業務に支障のない範囲で昼休みの消灯を実施します。 

□避難誘導標識を省エネタイプに交換します。 
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（３）公用車の燃料使用量削減に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

□1km以内は、できる限り徒歩又は自転車により移動します。 

□公共交通機関の利用に努めます。 

□待機時のエンジン停止、不要なアイドリングの自粛、急発進・急加速の禁止等エコド

ライブを推進します。 

②施設全体として取組む項目 

□環境性能やランニングコストの視点から、一定の更新基準に従い、適正な更新を行い

ます。 

□同一方向へは、相乗りに努めます。 

 

（４）その他の燃料使用量の削減に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

□ガス給湯器を必要以上に使用しないようにし、使用時ごとの点火を徹底し、使用後は

元栓を閉めます。 

②施設全体として取組む項目 

□石油ストーブの使用は、原則的にイベント等の使用のみとします。 

 

（５）用紙使用量削減に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

□両面、複数ページコピーや裏面の有効活用を図ります。 

②施設全体として取組む項目 

□庁内の連絡や周知文書にはメールや庁内 LANを活用します。 

□会議用配付資料をできる限り簡略化・共有化します。（プロジェクターの併用等） 

 

（６）ごみ減量に向けた取組み 

①個人で取組める項目 

□事務用機器類は、可能な限り修理して活用します。 

□分別排出を徹底し、廃棄物の量を削減します。 

□施設に備え付けの自動販売機で購入したジュースの空き缶、ペットボトル、紙パック

等は、自動販売機に隣接された回収箱に捨て、業者による回収を徹底します。（職場

のごみ箱に捨てない。） 

□物品等は計画的に購入し、適正な在庫管理を行います。 

□マイプラレディ運動に取組み、できるだけごみとなるものをもらわないようにします。 

②施設全体として取組む項目 

□コピー機やプリンターのカートリッジ類は業者による回収を徹底します。 

□分別したごみを固形燃料化します。 
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（７）節水に関する取組み 

①個人で取組める項目 

□節水を心がけ、水を出しっ放しにしないようにします。 

□水漏れ点検を徹底します。 

□洗車はバケツを用いて行います。 

②施設全体として取組む項目 

□トイレに擬音装置を設置します。 

 

（８）市民協働の取組み 

□西山の森林整備など、市民協働の環境保全活動に積極的に参加します。 

 

（９）その他の取組み 

□環境に関する法令等を順守し、環境負荷の低減を図ります。 
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（参考）温室効果ガス排出量の多い部門の取組み 

 

浄水場 

 浄水場における温室効果ガス排出量は、市役所全体の約 3 割強を占めており、その削減

に向けた取組みは特に重要ですが、浄水施設の運転は市民生活に密接に関連するため、そ

の削減に向けた対策は、市民生活への影響を招くことのない範囲で積極的に講じていく必

要があります。 

 現在、浄水場では、日常的に各ポンプの適正な運転管理を行うことにより、無駄な電気

使用の抑制に努めています。また、浄水汚泥処理設備は、燃料に灯油を使用する熱交換方

式から、コスト面、環境面共に配慮した加圧脱水方式に変更するなど、施設面での改善を

進めています。 

 平成 18年度には東第 2 浄水場内の排水池の上部に最大出力 40kW の太陽光発電設備を設

置し、年間で約 2万 kWh の発電が行われています。 

平成 21 年度には東第二浄水場管理棟の照明機器の一部を LED に交換しました。また東ポ

ンプ場（平成 23 年度）及び東第二浄水場（平成 27 年度）における高圧受電設備更新工事

や北ポンプ場（平成 27 年度）の新設工事では省エネ性能の高いトップランナー変圧器を導

入しています。なお、ポンプの新設・更新時にはトップランナーモーターを導入していま

す。さらに、平成 29年 9 月には、株式会社 DK-Powerと協定を締結し、北ポンプ場に小水

力発電設備（22kW クラス）を設置し、再エネ発電を実施しています。今後も温室効果ガス

の排出量削減に向けた施設整備に取組んでいきます。 

 

小中学校 

小中学校においては、教育環境の向上を図るため、平成 20 年度に全校に空調設備が設

置されました。それに伴い、学校におけるエネルギー使用量が増加していますが、空調設

備の適正使用により使用量の増加を最小限に抑えるとともに、校舎の大規模改修を実施す

る際には屋上緑化や太陽光発電装置の設置、自然換気の活用など環境に配慮した設計を行

うなど、子どもたちへの環境教育と連動させた取組みを進めています。 

平成 23 年度には、長岡第七小学校校舎・体育館の建替えで、30kW の太陽光発電設備や

雨水貯留槽の設置、窓にはペアガラスを採用するなど環境に配慮した造りとしました。さ

らに、計測したデータを分かりやすく表示する「太陽光発電表示モニター」も設置してお

り、環境教育に生かせる工夫をしています。また、平成 26年度には長岡第五小学校西棟増

築で 15kW、平成 27年度には神足小学校複合施設に 29kWの太陽光発電設備を設置しました。

さらに、令和元年度当初には、長岡第六小学校と新田保育所の複合化が完了し、新田保育

所部分に、4.32kWの太陽光発電設備を設置しました。 

照明機器 LED 化については、平成 27 年度より神足小学校の新校舎に始まり、その後の

改修や、また、学校給食共同調理場など、新築建物で導入しており、今後も環境に配慮し

た校舎へと整備を行っていきます。 
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２－４．施設の新築・増改築時に検討する項目 

施設の新築や増改築、設備更新時には省エネタイプの設備を導入検討するチャンスです。 

 

（１）建築物 

□断熱フィルムの施工や屋上への断熱塗装等により建物の断熱性能の向上を図ります。 

□雨水利用設備の導入を図ります。 

□井水利用設備の導入を図ります。 

 

（２）空調設備 

□トップランナー製品の導入を図ります。 

 

 

 

 

 

（３）電力消費機器 

□デマンドコントロール装置の導入を図ります。 

 

 

 

 

 

□蛍光灯のインバータ化を図ります。 

□共有部分（トイレ、洗面所、階段、コピー室等）の照明に人感センサーを設置します。 

 

（４）エネルギー消費機器 

□給湯器、ボイラー等の機器はトップランナー製品の導入を図ります。 

 

（５）新エネルギー機器の導入 

□太陽光発電設備の導入を推進します。 

□新エネルギーの導入を図ります。 

 

（６）その他省エネルギー化への取組み 

□敷地内の植栽や緑化（屋上緑化、壁面緑化を含む）を推進します。 

□節水コマや自動水栓を設置して節水を図ります。 

□トイレに擬音装置を設置して節水を図ります。 

トップランナー製品とは、各々のエネルギー消費機器において、エネルギー消費効

率が現在商品化している製品のうち最も優れている商品のことで、トップランナー製

品を導入することにより、快適さを失わずに省エネを進めることができます。 

電気の年間基本料金は、過去 12 カ月に最も電力を使用した 30 分間（通常夏季の空

調負荷が高い時間帯）使用電力から計算されます。デマンドコントロール装置を導入

し、設定した最大電力になる以前にあらかじめ指定した電気機器の消費電力を下げる

か停止させることによって、消費電力及び契約電力の低減が図れます。 
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２－５．温室効果ガスの吸収源対策の推進に向けた取組み 

生活や事業活動などにより発生した温室効果ガスを、森林整備や植林の推進、太陽光等

クリーンエネルギー事業の支援などにより吸収しようとする考え方を「カーボンオフセッ

ト」といいます。 

本実行計画でも西山の森林整備による森林吸収量を、事務事業から発生した温室効果ガ

スの削減分としてカウントしています。 

 

（１）西山森林整備の推進 

森林や都市の緑は、CO2を吸収・固定する機能を有していることから、地球温暖化防止の

視点から「吸収源」として期待され、京都議定書でも植栽、下刈、除伐・間伐等適切な森

林経営が行われていると認められる森林を、CO2の吸収源として温室効果ガスの排出削減目

標値の中に盛り込むことが認められています。 

本市でも西山の森林を対象に、森林の持つ多様な機能を高度に発揮させ、美しく良好な

環境の創造に資することを目的として森林整備活動を行っており、平成 30 年度末までに対

象区域約 800ha のうち、301.18ha の森林整備を完了し、1,503.74t の CO２を吸収したこと

が京都モデルフォレスト協会から認証されています。 

森林吸収量の計上方法については、京都議定書の第一約束期間において 5 年間平均を計

上していた方法を引き継ぐこととし、本計画の年次評価においては平成 21 年度からの平均

値を計上することとします。 

また、森林整備以外にも、西山森林整備推進協議会により平成 27 年 4 月に改定された

「西山森林整備構想（平成 18 年 2月策定）」に基づき、森林所有者・地域住民・環境団体・

企業・学識経験者・行政など地域の多様な主体が一体となり、森林ボランティア体験行事

や環境イベント等での啓発活動を実施するほか、公園緑地の整備や市街地への植栽を実施

するなど、吸収源対策の推進に向けた取組みを積極的に展開し、これらの取組みについて

も「長岡京市第二期環境基本計画実施計画」で進捗状況の把握に努めることとします。 
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第３章 計画の推進と管理体制 

 

３－１．推進方法 

本計画に係る温室効果ガスの排出量を削減していくためには、各職場において職員が

「地球温暖化問題」に関する認識を深め、主体的かつ積極的に、計画にあげた取組みを進

めていく必要があります。 

そこで、計画の推進にあたっては、市役所庁舎及び浄水場等を対象に認証取得している

KES の手法を活用し、各部局、課、所等の適切な単位において、エネルギー使用量などの

実態把握、実施状況のチェックを実施して取組みを推進します。 

 

 

 

図 PDCA サイクル（環境マネジメントシステム） 
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３－２．推進体制 

推進体制は、本実行計画を効果的・効率的に実施及び運用するため、KES の環境組織を

基本とし、それぞれの役割は以下のとおりです。 

 

図 長岡京市役所地球温暖化防止実行計画推進体系図 

 

①最高責任者 

環境管理事務局からの実施状況等の定期報告や、環境委員会からの改善の提案を受け、

計画の変更や、重点施策など重要事項の決定を行います。 

②部門長（各部局長） 

   各課等での取組みの推進及び進行管理を統括します。 

③環境推進委員（課、施設等の所属長） 

各所属における責任者として取組みを推進します。また、排出量や取組み内容のチェ

ックを行い、環境管理事務局に報告します。 

④職員 

   環境推進委員の指導のもと、各自で地球温暖化対策に取組みます。 

⑤環境委員会（庁議） 

環境委員会は、最高責任者の要請に基づき、委員長が招集することによって開催し、

本実行計画の進捗状況、進行管理に関する検討を行います。必要に応じて目標値の設定

変更や取組みの見直し等を最高責任者に提案します。 

⑥環境管理事務局 

実施状況の取りまとめや、職員に対する啓発活動等、計画を推進するための庶務全般

を行います。 
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３－３．職員に対する研修、情報提供 

本計画を全庁的に展開し、推進していくためには、職員一人ひとりが自らの事務及び事

業の実施における環境への負荷を自覚し、環境に配慮した行動を実践していくことが不可

欠です。そこで、職員に対して、次のような研修及び情報提供を行います。 

①職員研修 

本計画への理解を深め、推進することを目的に、地球温暖化問題に関する情報や温室

効果ガスの排出量の削減に向けた取組みなどについて、環境マネジメントシステム研修

の中で行っていきます。 

②情報提供 

定期的に地球温暖化問題に関する情報や本計画における重点的な取組み事項の推進

などについての情報提供を行い、職員に周知を図ります。 

 

 

３－４．実施状況の点検・評価・公表 

①エネルギー等の使用量を課、施設等適切な単位で、定期的に把握します。 

②「環境推進委員」は、「部門長」を通じて、本実行計画の実施状況を環境管理事務局に報

告します。 

③環境管理事務局は、毎年実施状況を取りまとめ、最高責任者に報告します。 

④最高責任者は事務局からの報告を基に、総合的な評価を行います。この時、必要に応じ

て、環境委員会を開催します。 

⑤取組み状況及びその結果については、全職員に周知するとともに、年度ごとに広報紙や

市ホームページ等により公表します。 
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資料 温室効果ガス排出量の算定方法 

 

１．温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガスとは地球温暖化の原因となる物質のことで、温室効果ガス排出量は温室効

果ガスを排出させる原因活動の種類ごとに、活動の量に活動量あたりに排出される温室効

果ガス量を乗じることにより求めることができます。この活動量あたりに排出される温室

効果ガス量を、「排出係数」といいます。 

 

 

ただし、燃料の使用に伴う CO2の排出量に関する算定方法は、以下のとおりです。 

 

 

２．温室効果ガス総排出量の算定方法 

地球温暖化対策推進法では以下の 7 種類を温室効果ガスと定義しています。これらのガ

スの温室効果の度合いは様々ですが、二酸化炭素を 1 として表した各温室効果ガスの「地

球温暖化係数」をそれぞれの排出量に乗じることにより、一つの数値に合算して総排出量

として示すことができます。 

 

 ＜温室効果ガスの種類と地球温暖化係数＞ 

温室効果ガス 地球温暖化係数 

二酸化炭素（CO2） 1 

メタン（CH4） 25 

一酸化二窒素（N2O） 298 

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 12～14,800 

パーフルオロカーボン類（PFCs） 7,390～17,340 

六ふっ化硫黄（SF6） 22,800 

三ふっ化窒素（NF3） 17,200 

 

各温室効果ガスの排出量＝Σ（排出原因活動の活動量）×排出係数 

燃料の使用に伴う排出量＝燃料使用量×発熱量×排出係数×44/12 

 

温室効果ガス総排出量＝Σ（各温室効果ガスの排出量）×地球温暖化係数 

 



23 

３．排出量算定に用いた発熱量及び排出係数 

温室効果ガス総排出量は、温室効果ガスごとに地球温暖化対策推進法施行令第 3条で定

められた地球温暖化係数を乗じて計算した量の合計量により算定します。 

本市の事務及び事業の遂行に関して排出される温室効果ガスの総排出量の算定に用い

た発熱量及び排出係数は次のとおりです。（平成 28年 5月改正後） 

 

（１）二酸化炭素 

排出区分 
使用量 

の単位 

発熱量

a 

排出係数 b 

[tC/GJ] 

排出係数

a×b×(44/12) 

[t-CO2/使用量単位] 

燃
料
の
種
類 

ガソリン L 34.6 0.0183 2.32 

灯油 L 36.7 0.0185 2.49 

軽油 L 37.7 0.0187 2.58 

A 重油 L 39.1 0.0189 2.71 

液化石油ガス（LPG） kg 50.8 0.0161 3.00 

都市ガス m3 44.8 0.0136 2.23 

他人から供給された電気の使用 

（関西電力㈱） kWh － － 

0.418 

(H30.12 環境

省公表) 

 

（２）メタン 

燃料 車種 走行量の単位 排出係数 単位 

ガソリン 

LPG 

普通・小型乗用車 km 0.000010 kg/km 

普通・小型バス km 0.000035 kg/km 

軽自動車 km 0.000010 kg/km 

普通貨物車 km 0.000035 kg/km 

小型貨物車 km 0.000015 kg/km 

軽貨物車 km 0.000011 kg/km 

特殊用途車 km 0.000035 kg/km 

軽油 

普通・小型乗用車 km 0.0000020 kg/km 

普通・小型バス km 0.000017 kg/km 

普通貨物車 km 0.000015 kg/km 

小型貨物車 km 0.0000076 kg/km 

特殊用途車 km 0.000013 kg/km 
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（３）一酸化二窒素 

燃料 車種 走行量の単位 排出係数 単位 

ガソリン 

LPG 

普通・小型乗用車 km 0.000029 kg/km 

普通・小型バス km 0.000041 kg/km 

軽自動車 km 0.000022 kg/km 

普通貨物車 km 0.000039 kg/km 

小型貨物車 km 0.000026 kg/km 

軽貨物車 km 0.000022 kg/km 

特殊用途車 km 0.000035 kg/km 

軽油 

普通・小型乗用車 km 0.000007 kg/km 

普通・小型バス km 0.000025 kg/km 

普通貨物車 km 0.000014 kg/km 

小型貨物車 km 0.000009 kg/km 

特殊用途車 km 0.000025 kg/km 

 

（４）ハイドロフルオロカーボン 

調査項目 単位 排出係数 単位 

カーエアコンの使用 台 0.010 kg/台 

 

 

４．森林の整備及び保全による二酸化炭素吸収量算定式 

 

 

 

※拡大係数：幹以外の部分の吸収量を算定するための係数。広葉樹と針葉樹で異なる。 

 

ヒノキ林１ha（25年生）を間伐した場合 

年森林吸収量＝1ha×9.4 m3/ha×1.56×0.407×0.51×44/12＝11.16t-CO2 

 

森林吸収量＝ 

森林面積(ha)×幹の成長量(m3/ha)×拡大係数×容積密度×炭素含有率×CO2換算

係数 
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