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１．基本的事項 

1.1 計画の背景 

国際的に重要な課題となっている地球温暖化問題は、日常的な市民生活や事業活動と密

接に関わっており、その解決のためには、必要以上に資源やエネルギーを消費するライフスタ

イルを見直し、低炭素型・循環型社会への転換を図っていく必要があります。 

このような社会状況のもと、地方自治体がOA機器の利用、公共工事の実施、物品の購入等、

日常業務の中で消費する資源やエネルギーを抑制して、環境に与える影響を率先的に、か

つ継続的に改善し、温室効果ガスの排出量を削減することは重要です。 

高崎市では、人間と自然が共生する持続的な発展が可能な社会を構築することをめざして、

高崎市環境基本条例を 1996（平成 8）年 3 月に施行しました。また同条例に基づき、本市の良

好な環境の保全及び創造に関する基本的な方向を明示し、環境行政の総合的な指針とする

ために「高崎市環境基本計画」を 1999（平成 11）年 3 月に策定しました。 

更に、1999（平成 11）年 4 月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「法」という。）

が施行され、地方自治体に対して温室効果ガスの排出量を削減する計画の策定・実行が義

務付けられたことから、法に基づく実行計画（「高崎市地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく実行計画」（以下「旧実行計画」という。））を策定し、事務及び事業に伴って排出される

温室効果ガスの排出の抑制に積極的に取り組んできました。 

しかし、旧実行計画策定後に阿久津水処理センターの増設及びタワー美術館・城址公民

館・東公民館等の新規施設の設置等で市有施設が増加するとともに倉渕村、箕郷町、群馬町、

新町、榛名町及び吉井町との合併に伴い、市の事務事業が大幅に増加しました。 

そのため、第 2 次実行計画（以下「本計画」という。）では、新規施設の稼働や合併地区を計

画に織り込むとともに、今後の新規施設の建設については省エネや環境配慮を考慮すること

とします。 

 

1.2 計画の目的 

本計画の目的は以下のとおりとします。 

「法第 21 条及び京都議定書目標達成計画に基づき、本市の事務及び事業に関し、温室効 

果ガスの排出の削減等の措置により、地球温暖化対策の推進を図ること。」 

 

1.3 計画の期間 

基準年度は 2009（平成 21）年度とします。2009（平成 21）年度は、改正省エネ法の施行年

度であり、熱及びエネルギーの使用状況を詳細に把握しているとともに、2009（平成 21）年 6

月に旧吉井町と合併して市域が拡大したことから、温室効果ガスの総排出量の目標を定める

上での基準年とします。 

また、計画の期間は 2010（平成 22）年度から 2014（平成 26）年度までの 5 年間とします。 

ただし、法第21条に基づき1年毎に温室効果ガスの排出量と計画の進捗率を公表し、随時
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必要に応じて見直すものとします。 

 

表 1 計画の期間 

基準年度 計画の期間 

2009（平成 21）年度 2010（平成 22）年度から 2014（平成 26）年度 

 

1.4 対象とするガス 

本計画で対象とするガスは京都議定書に定められている 6 種類のガスを原則とするものの、

PFC（パーフルオロカーボン）と SF6（六ふっ化硫黄）については市の事務及び事業の中で排

出につながる活動量がない、あるいは算定が困難である等の理由から対象外とし、実質的に

は CO2（二酸化炭素）、CH4（メタン）、N2O（一酸化二窒素）、及び HFC（ハイドロフルオロカー

ボン）の 4 種類のガスを対象とします。 

 

 

表 2 計画の対象とする温室効果ガス 

温室効果ガス 記号 説 明 

二酸化炭素 CO2 

石油、石炭、天然ガス等の化石燃料の燃焼、廃棄物の焼却等により

発生します。産業革命以降、化石燃料の燃焼、吸収源である森林の

減少などによって、年々増加し、今日では370ppm程度にまで上昇し

ています。なおも増加しており、地球温暖化の 大の原因物質とし

て問題になっています。 

メタン CH4 

ボイラー、家庭用機器等での燃料の燃焼、自動車の走行、廃棄物の

焼却や下水処理等により発生します。単位質量あたりの温室効果

は、二酸化炭素の 21 倍です。 

一酸化二窒素 N2O 

ボイラー、家庭用機器等での燃料の燃焼、自動車の走行、廃棄物、

下水汚泥の焼却等により発生します。単位質量あたりの温室効果

は、二酸化炭素の約 310 倍です。 

ハイドロフルオロ

カーボン 
HFC 

冷蔵庫、エアコン、カーエアコン等の冷媒、スプレー等のエアゾール

製品の噴射剤に使用されています。単位質量あたりの温室効果は、

二酸化炭素の約 1,300 倍です。また、大気中の寿命が比較的長いこ

とから、その影響は長期間におよびます。 

出典：PFC 破壊処理ガイドライン（環境省地球環境局 環境保全対策課フロン等対策推進室、平成 21 年 3 月） 

出典：EIC ネット環境用語集 
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1.5 計画の範囲 

計画の範囲は、高崎市、教育委員会及び上下水道事業の事務及び事業とします。 

なお、広域組合（消防、高崎工業団地造成組合）及び指定管理者は対象外としますが、本

庁舎の地下駐車場のみ電気代等の把握を市長部局管財課が実施しているため対象範囲に

含めることとします。 

対象施設等を表 3 に示します。また、詳細を資料編に示します。 

 

 

表 3 計画の対象とする施設等 

対象施設等 

市長部局 

本庁舎：市長公室、総務部、財務部、市民部、保健福祉部、 

環境部、商工観光部、農政部、建設部、都市整備部 

支所等：倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所、 

吉井支所、高崎経済大学 

教育委員会 市立小・中・高校、市立幼稚園、公民館、図書館等 

上下水道事業 上下水道局、支所内上下水道事務所 
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1.6 排出係数 

計画における算定対象を本市の事務事業で使用する項目とし、政令（「特定排出者の事業

活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」（経済産業

省・環境省令第 3 号））及び「実行計画策定マニュアル及び温室効果ガス総排出量算定方法

ガイドライン」（環境省、平成 19 年 3 月）による排出係数等を表 4 に示します。 

 

 

表 4 活動の種類と排出係数 

対象となる排出活動 区分 単位 排出係数

ガソリン kgCO2/ℓ 2.32

灯油 kgCO2/ℓ 2.49

軽油 kgCO2/ℓ 2.58

A 重油 kgCO2/ℓ 2.71

液化石油ガス（LPG） kgCO2/m3 3.00

燃料の使用に伴う二酸化炭素

の排出 

都市ガス kgCO2/m3 2.23

他人から供給された電気の使

用に伴う二酸化炭素の排出 
特定供給を行う電気事業者 kgCO2/kWh 0.418

他人から供給された熱の使用に

伴う二酸化炭素の排出 
地域冷暖房 kgCO2/MJ 0.057

一般廃棄物（廃プラスチック） kgCO2/kg 2,770
一般廃棄物の焼却 

一般廃棄物（合成繊維） kgCO2/kg 2,290

出典：経済産業省・環境省令第 3 号 

出典：地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11 年 4 月 7 日政令第 143 号、平成 22 年 3 月 3 日 終改正） 
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表 4 活動の種類と排出係数（続き） 

対象となる排出活動 区分 単位 排出係数

kgCH4/ℓ 0.000349
灯油 

kgN2O/ℓ 0.000021

kgCH4/m3 0.000229
液化石油ガス（LPG） 

kgN2O/m3 0.0000050

kgCH4/m3 0.000202

家庭用機器における燃料の使

用に伴うメタン又は一酸化二窒

素の排出 

都市ガス 
kgN2O/m3 0.0000040

出典：経済産業省・環境省令第 3 号 

出典：地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11 年 4 月 7 日政令第 143 号、平成 22 年 3 月 3 日 終改正） 

注：し尿汚泥の焼却は連続燃焼式施設によるものとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kgCH4/人 1.1
浄化槽（処理人員） 

kgN2O/人 0.026

kgCH4/m3 0.00088
終末処理場（下水処理量） 

kgN2O/m3 0.00016

kgCH4/m3 0.038

下水等及び雑排水の処理 

し尿処理施設 
kgN2O/m3 0.00093

kgCH4/kg 0.0097
産業廃棄物の焼却 下水汚泥の焼却 

kgN2O/kg 1.51

kgCH4/kg 0.00095
連続燃焼式施設 

kgN2O/kg 0.0567

kgCH4/kg 0.076
バッチ燃焼式施設 

kgN2O/kg 0.0724

kgCH4/kg 0.00095

一般廃棄物の焼却 

し尿汚泥の焼却 
kgN2O/kg 0.0567
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表 4 活動の種類と排出係数（続き） 

出典：経済産業省・環境省令第３号 

出典：地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11 年 4 月 7 日政令第 143 号、平成 22 年 3 月 3 日 終改正） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象となる排出活動 区分 単位 排出係数

kgCH4/km 0.000010
普通・小型乗用車（ガソリン） 

kgN2O/km 0.000029

kgCH4/km 0.000010
軽乗用車（ガソリン） 

kgN2O/km 0.000022

kgCH4/km 0.000035
普通貨物車（ガソリン・LPG） 

kgN2O/km 0.000039

kgCH4/km 0.000015
小型貨物車（ガソリン） 

kgN2O/km 0.000026

kgCH4/km 0.000011
軽貨物車（ガソリン） 

kgN2O/km 0.000022

kgCH4/km 0.000035
特殊自動車（ガソリン） 

kgN2O/km 0.000035

kgCH4/km 0.0000020普通・小型乗用車（定員 10 名以

下）（軽油） kgN2O/km 0.000007

kgCH4/km 0.0000020
乗用車（定員 11 名以上）（軽油） 

kgN2O/km 0.000025

kgCH4/km 0.000015
普通貨物車（軽油） 

kgN2O/km 0.000014

kgCH4/km 0.0000076
小型貨物車（軽油） 

kgN2O/km 0.0000090

kgCH4/km 0.000013
特殊自動車（軽油） 

kgN2O/km 0.000025

kgCH4/km 0.000017

自動車の走行に伴うメタン又は

一酸化二窒素の排出 

バス（軽油） 
kgN2O/km 0.000025

自動車用エアコンディショナー

使用時の排出 
カーエアコンの使用台数 kgHFC/台 0.015



- 7 - 

1.7 地球温暖化係数 

地球温暖化係数とは、個々の温室効果ガスの地球温暖化に対する効果を、その持続時間

も加味した上で、CO2 の効果に対して相対的に表す指標のことです。本市に該当する温室効

果ガスの地球温暖化係数を表 5 に示します。 

 

 

表 5 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） 21 

一酸化二窒素（N2O） 310 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 1,300 

注：ハイドロフルオロカーボン（HFC）の地球温暖化係数は HFC-134a のものを示します。 
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1.8 温室効果ガス排出状況 

本市における温室効果ガス排出量の推移を表 6 に示します。 

本市は、旧実行計画以降に 2006（平成 18）年 1 月に箕郷町、倉渕村、群馬町及び新町と、

2006（平成 18）年 10 月に榛名町と、2009（平成 21）年 6 月に吉井町と合併し新高崎市となっ

ています。 

そのため、調査対象施設を 4 つの区分とし、それぞれの温室効果ガス排出量を算定して目

標を定め、節電等の各種対策により排出量を抑制し、環境への負荷を低減してきました。 

表 6 及び図 1 に示すように、2007（平成 19）年度から 2008（平成 20）年度にかけて、一般

廃棄物の焼却量が減少したため、温室効果ガスの排出量は減少しています。 

 

表 6 本市の事務事業における年度別温室効果ガス排出量の推移 

 調査対象施設等 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

11 年度 
から 
測定 

本庁舎内各課及びその出先
機関、高崎経済大学、市立
小・中・高校、市立幼稚園、公
民館、図書館、上下水道、（文
化・スポーツ振興財団の管理
施設は対象外） 

21,174.1 21,461.2 20,889.0 21,183.4 19,734.1

12 年度 
から 
測定 

阿久津水処理センター増設、
タワー美術館・城址公民館・東
公民館等新規施設増加分 

- 1,999.7 1,372.7 1,608.6 1,654.8

支所内各課及びその出先機
関、支所地域の公民館・図書
館・市立小中学校・水道事務
所、高浜及び城南クリーンセン
ター、榛名 終処分場 

- - - - - 
18 年度 

から 
測定 

高浜 CC のごみ焼却分 - - - - - 
合  計 21,174.1 23,460.9 22,261.7 22,792.0 21,388.9

 
 調査対象施設等 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度

11 年度 
から 
測定 

本庁舎内各課及びその出先
機関、高崎経済大学、市立
小・中・高校、市立幼稚園、公
民館、図書館、上下水道、（文
化・スポーツ振興財団の管理
施設は対象外） 

19,832.8 19,937.7 22,949.7 22,846.4 23,345.1

12 年度 
から 
測定 

阿久津水処理センター増設、
タワー美術館・城址公民館・東
公民館等新規施設増加分 

2,337.3 2,296.3 3,882.3 3,302.7 2,369.9

支所内各課及びその出先機
関、支所地域の公民館・図書
館・市立小中学校・水道事務
所、高浜及び城南クリーンセン
ター、榛名 終処分場 

- - 14,484.7 14,517.6 15,253.9
18 年度 

から 
測定 

高浜 CC のごみ焼却分 - - 50,174.4 58,388.5 56,362.3
合  計 22,170.1 22,234.0 91,491.1 99,055.2 97,331.1

出典：平成 21 年版（2009 年版）たかさき環境白書 
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記号 測定開始年度 調査対象施設等 

 11 年度 

本庁舎内各課及びその出先機関、高崎経済大学、市立小・

中・高校、市立幼稚園、公民館、図書館、上下水道、（文

化・スポーツ振興財団の管理施設は対象外） 

 12 年度 
阿久津水処理センター増設、タワー美術館・城址公民館・

東公民館等新規施設増加分 

 18 年度 

支所内各課及びその出先機関、支所地域の公民館・図書

館・市立小中学校・水道事務所、高浜及び城南クリーンセン

ター、榛名 終処分場 

 18 年度 高浜クリーンセンターのごみ焼却分 

 

注：高浜クリーンセンターは、1998（昭和 63）年度に高崎市ほか 4 町村衛生施設組合で設立

したものですが、市町村合併に伴い 2006（平成 18）年度から高崎市単独の施設になった

ために当該年度より排出量を集計しています。 

注：高浜クリーンセンターからの温室効果ガス排出量（一般廃棄物焼却分）について、2006

（平成 18）年度～2008（平成 20）年度数値を精査した結果、修正しています。 

注：本図は旧実行計画の対象範囲を基に集計したものであるため、2009（平成 21）年度を基

準年度とする本計画の対象範囲と異なります。 

 

図 1 本市における温室効果ガス（二酸化炭素換算）排出量の推移 

 



- 10 - 

1.9 温室効果ガス排出に係る活動量の状況 

ここでは、本計画の対象施設における 2009（平成 21）年度の活動量を表 7 に示します。ま

た、表 8 及び図 2 に 2009（平成 21）年度の活動分類別の温室効果ガス排出量（二酸化炭素

換算）の寄与割合を示します。 

本市では、廃棄物（一般廃棄物及び産業廃棄物）の焼却に伴う温室効果ガスの排出が も

大きく、次いで電気の使用に伴う温室効果ガスの排出、燃料の使用に伴う温室効果ガスの排

出が大きく、これらの排出が本市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスの約 97%に相当

しています。 

 

 

表 7 基準年度（2009（平成 21）年度）における本市の事務事業に係る活動量 

対象となる排出活動 区分 単位 活動量 

ガソリン ℓ 205,733

灯油 ℓ 1,257,544

軽油 ℓ 137,080

A 重油 ℓ 545,507

液化石油ガス（LPG） m3 282,707

燃料の使用に伴う二酸化炭素の排出

都市ガス m3 949,647

他人から供給された電気の使用に伴

う二酸化炭素の排出 
特定供給を行う電気事業者 kWh 69,180,704

他人から供給された熱の使用に伴う

二酸化炭素の排出 
地域冷暖房 MJ 16,109,937

一般廃棄物（廃プラスチック) t 15,877
一般廃棄物の焼却 

一般廃棄物（合成繊維） t 2,163

灯油 ℓ 593,223

液化石油ガス（LPG） m3 290,191家庭用機器における燃料の使用 

都市ガス m3 457,907
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表 7 基準年度（2009（平成 21）年度）における本市の事務事業に係る活動量（続き） 

対象となる排出活動 区分 単位 活動量 

浄化槽（処理人員） 人 16,547

終末処理場（下水処理量） m3 25,544,629
下水等及び雑排水の処理 

し尿処理施設（高負荷生物学的

脱窒素処理） 
m3 50,360

産業廃棄物の焼却 下水汚泥の焼却 t 11,221

連続燃焼式施設 t 112,374

バッチ燃焼式施設 t 6,525一般廃棄物の焼却 

し尿汚泥の焼却 t 525

普通・小型乗用車（ガソリン） km 339,057

軽乗用車（ガソリン） km 389,611

普通貨物車（ガソリン・LPG） km 144,041

小型貨物車（ガソリン） km 434,629

軽貨物車（ガソリン） km 757,792

特殊自動車（ガソリン） km 12,429

普通・小型乗用車（定員 10 名以

下）（軽油） 
km 5,789

乗用車（定員 11 名以上）（軽油） km 6,862

普通貨物車（軽油） km 78,846

小型貨物車（軽油） km 7,975

特殊自動車（軽油） km 11,737

自動車の走行に伴う排出 

バス（軽油） km 114,351

自動車用エアコンディショナー使用時

の排出 
カーエアコンの使用台数 台 584
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表 8 基準年度（2009（平成 21）年度）における本市の事務事業に係る排出活動別温室効果ガス

排出量及び寄与割合 

対象となる排出活動 
温室効果ガス排出量 

（t-CO2） 

寄与割合 

（％） 

燃料の使用に伴う排出 8,406  8.7 

他人から供給された電気の使用に伴う排出 28,918  29.8 

家庭用機器における燃料の使用に伴う排出 13  0.0 

廃棄物の焼却(一般、産業) 56,331  58.1 

他人から供給された熱の使用に伴う排出 918  0.9 

下水等及び雑排水の処理 2,309  2.4 

自動車の走行に伴う排出 30  0.0 

合 計 96,925  100.0 

 

2.4%

8.7%

29.8%

58.1%
0.9%

燃料の使用に伴う排出

他人から供給された電気の使用に伴う排出

家庭用機器における燃料の使用に伴う排出

廃棄物の焼却(一般、産業)

他人から供給された熱の使用に伴う排出

下水等及び雑排水の処理

自動車の走行に伴う排出

  
注）家庭用機器における燃料の使用に伴う排出、自動車の走行に伴う排出の寄与割合は 0.0％です。 

 
図 2 基準年度（2009（平成 21）年度）における本市の事務事業に係る温室効果ガス排出量

の排出活動寄与割合 
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2．目標 

温室効果ガスの排出量削減目標の設定に当たっては、次の事項を考慮します。 

① 2009（平成 21）年度の排出量実績を基準として、削減目標を定めるものとします。 

② 二酸化炭素が、本市の事務事業から排出される温室効果ガスの主たるものであるため、

二酸化炭素排出量の削減を中心に定めるものとします。 

用紙類や水道の使用量等は、温室効果ガス排出量の算定に直接関わるものではありませ

んが、行政経費の削減にも有効であることから、本市のこれまでの取組みを継続することとしま

す。 

 

2.1 措置の目標 

2008（平成 20）年 5 月に改正した「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下、「改正

省エネ法」という。）では、その規制対象事業者にエネルギー使用効率（熱及びエネルギーの

使用効率）を毎年 1％以上改善するよう、努力義務が定められています。本市は、改正省エネ

法の規制対象事業者となっているため、2010（平成 22）年度以後の 5 年間で年平均削減率が

1％という努力目標を設定しています。 

そのため、改正省エネ法で設定した努力目標との整合を図るため、本計画においても温室

効果ガスの排出量（二酸化炭素換算）を毎年度で年率 1％削減を目標とし、目標年度である

2014（平成 26）年度においては基準年度比で 5％削減を目標とします。 

 

表 9 本計画における削減目標 

2009（平成 21）年度総排出量 

（基準年度） 

2014（平成 26）年度総排出量

（目標年度） 

排出削減量 

（-5％） 

96,925 トン 92,079 トン 4,846 トン 

 

次に、目標の達成のための主たる施策を表 10 に示します。 

本市の事務事業では、「燃料の使用に伴う排出」、「他人から供給された電気の使用」及び

「廃棄物の焼却（一般、産業）」に伴う排出量が全排出量の約 97％に相当します。そのため、こ

れらの排出活動に重点を置いた施策により、排出削減目標の達成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

表 10 本計画における削減目標 

対象とする 
排出活動 

施策 
温室効果ガス 
排出削減量 

(トン/計画期間) 

削減率 

燃料及び他人
か ら 供 給 さ れ
た電気の使用
に伴う排出 

改正省エネ法の中長期計画書に基づく施策 
・ 井戸等の運転休止（宿横手浄水場、宿横手 1

号井、宿横手 2 号井） 
・ 高効率空調機へ更新（冷温水発生器の更新、

高効率パッケージエアコンの導入） 
・ A 系ブロワファンを更新する（3,300V→400V イ

ンバータ付に更新する） 
・ 空調施設の付設換え（灯油焚吸収式冷温水

発生機方式→空冷ヒートポンプチラー方式） 
・ 空調施設付設換え（A重油焚吸収式冷温水発

生機方式→空冷ヒートポンプチラー方式） 
・ 太陽光発電システムの導入（30kW） 
・ 省エネ型照明器具（LED）への更新 
・ 断熱改修工事 
・ 設定温度緩和（冷房／暖房温度を 1℃変更す

る） 
・ エアコンフィルタの計画的洗浄(年に 1 回フィ

ルタの洗浄を実施する） 
・ プールろ過設備改善（ポンプ流量の 適化の

ため、ろ過機に逆洗浄機構を追加し、ポンプ
にインバータを設置する） 

・ 照明器具更新（避難口／通路誘導灯を LED
タイプに更新） 

・ OA 機器の待機電力削減(PC 等機器等を不用
時にコンセントを抜く） 

1,912 トン 年率で 
１％ 
削減 

廃棄物の焼却 
(一般、産業) 

・ 環境教育の推進 
・ 普及啓発活動の実施 
・ 助成事業（生ごみ堆肥化容器等の購入費用

の一部補助）の実施 
・ 一般廃棄物事業者に対する減量化指導の徹

底 
・ マイバッグキャンペーンの実施 
・ 再生使用の推進 
・ 学校給食残さ堆肥化の推進 
・ 廃食用油の回収事業の推進 

3,185 トン 計画期間
で 

5％削減

計画期間での総削減量 5,097 トン 約 5％ 

出典：「燃料及び他人から供給された電気の使用に伴う排出」に係る施策は、改正省エネ法の中長期計画書（平成

22 年 11 月） 

出典：「廃棄物の焼却（一般、産業）」に係る施策は、循環型社会形成推進地域計画（平成 21 年 10 月） 
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2.2 温室効果ガス排出量の調査方法 

全庁的に各課（室）へ調査を行うために、構築した高崎市エネルギー使用量等集計システ

ムを利用します。 

各課（室）の集計担当者は、このシステムへ定められた期日までに、エネルギー使用量等を

入力します。 
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3．取組 

【財やサービスの購入・使用に関する取り組み】 

(1) 電力購入の省 CO2 化 

・小水力発電の導入を推進します。 

・電力購入契約において二酸化炭素排出量等を考慮します。 
 

(2) 低燃費・低公害車の導入 

・高崎市グリーン購入方針に基づき、低公害車の導入に努めます。 

・次世代自動車である電気自動車を導入します。 
 

(3) 自動車の効率的利用及び自転車の活用 

「公用車使用管理手順書」を順守します。 

・自転車を積極的に活用します。 

・相乗りなど効率的に自動車を利用します。 

・不要なアイドリングを抑制します。 

・経済速度の走行に努めます。（一般道：40～60km/ｈ、高速道：80km/ｈ） 

・急発進、急加速、空ぶかしをやめます。 

・整備点検を適正に実施します。 

・無駄な荷物の積載は避けます。 
 

(4) エネルギー消費効率の高い機器の導入 

・自動販売機の台数の適正化、省エネ型の自動販売機の設置を要請します。 

・消費電力の少ない照明器具（インバーター式蛍光灯、LED 等）や OA 機器、給湯

器など、省エネ型機器を導入します。 
 

(5) 紙類の使用量の削減及び再生紙などの再生品の活用 

「用紙類管理手順書」を順守します。 

・イントラネットの活用により、極力、紙による情報のやり取りを避けます。 

・必要以上に資料等を紙に打ち出すことを避けます。 

・両面コピー、印刷を徹底します。 

・片面使用済み用紙の裏面使用を推進します。 

・資料のワンペーパー化（簡易な文書の作成）や共有化を推進します。 

・簡易な回覧文書等の A5 版化を導入します。 

・外注印刷物は、配布、作成部数を精査し、必要 小限の量の作成に努めます。 

・外注印刷物に使用する用紙は、毎年度策定する「グリーン購入法に基づく高崎市

調達方針」別表１に掲げる購入規準を順守します。 
 

(6) 代替フロン系冷媒の回収・破壊や非フロン系エアロゾール製品の購入 

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回

収・破壊法）」を順守します。 

・フロン・ハロン使用製品の新規購入原則禁止、代替フロン使用製品の購入抑制を

徹底します。 

・既存のフロン・ハロン使用製品の適正管理、適正廃棄を行います。 
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【建築物の建築、管理等に関する取り組み】 

(1) 温室効果ガスの排出量の低減に資する素材の選択 

「資源有効利用法」及び「建設リサイクル法」を順守します。 

・建設資材には、建設廃材をリサイクルした再生品を利用します。 

・公共工事に伴う廃棄物の減量化と適正処理及びリサイクルを促進します。 

・断熱改修工事を実施します。 
 

(2) 温室効果ガスの排出の少ない空調設備等の導入 

・温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入を図ります。 

・プールろ過設備を改善します。 
 

(3) 冷暖房における適正な温度管理 

・冷房温度概ね 28℃、暖房温度概ね 19℃に設定します。 

・窓や出入口のこまめな開け閉めなどにより、冷暖房の効率的な利用を図ります。

・クールビズやウォームビズなど、室温にあわせた服装とします。 

・ボイラー等の適正運転の管理、燃焼効率の向上を図ります。 

・エアコンのフィルタ清掃を月に１～２回行います 

・冷暖房の使用期間や時間の短縮に努めます。 
 

(4) 太陽光利用等新エネルギーの有効利用 

・庁舎、学校等の公共施設の新築・改築・大規模改修の際に太陽光発電導入など、

新エネルギーの有効利用を検討します。 

・木質バイオマスの利用を促進します。 
 

(5) 水の有効利用 

・水道使用量を把握・管理します。 

・水道の蛇口付近に節水を呼びかける表示を徹底し、日常的な節水を心がけます。

・水道を減圧調整し、水使用量の抑制に努め、水漏れ等の定期点検を行ないます。

・芝生や植木などの散水は効率的に行ないます。 

・蛇口に節水こまを導入します。 

・雨水の利用を検討します。 

・施備更新や改修の際に、節水型機器（フラッシュバルブ式洗浄装置、感知式自動

洗浄装置等）の導入を検討します。 
 

(6) 周辺や屋上の緑化 

・庁舎、学校等の新築・改築・大規模改修の際に屋上緑化の推進を検討します。 
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【その他の事務・事業に関する取り組み】 

(1) エネルギー使用量の抑制 

「電気使用管理手順書」を順守します。 

・OA 機器や照明等のこまめなスイッチオフ運動を展開します。 

・ＯＡ機器の節電機能を活用します。 

・長時間、電気製品を使用しない場合は、コンセントを抜き待機電力を削減します。

・定時退庁を奨励します。 

・上下 3 階への階段利用を推進します。 

・宿横手浄水場の井戸等の運転を休止します。 
 

(2) ごみの分別及び廃棄物の減量 

「廃棄物排出手順書」を順守します。 

・分別収集を徹底します。 

・使い捨て製品の使用や購入を抑制します。 

・リサイクルしやすい製品を優先購入します。 

・個人用ごみ箱をなくし、共通のごみ箱とします。 

・環境教育を推進します。 

・普及啓発活動を実施します。 

・助成事業（生ごみ堆肥化容器等の購入費用の一部補助）を実施します。 

・一般廃棄物事業者に対する減量化指導を徹底します。 

・マイバッグキャンペーンを実施します。 

・再生使用を推進します。 

・学校給食残さ堆肥化を推進します。 

・廃食用油の回収事業を推進します。 
 

 

 

【グリーン調達の実施】 

(1) エネルギー使用量の抑制 

「グリーン購入法に基づく高崎市調達方針」及び「物品等購入に係る環境配慮手順書」

   を順守します。 

・用紙類の購入にあたっては、資料編「物品等購入に係る環境配慮手順書」の別表

に掲げた基準のものとします。 

・購入する物品を選択するにあたっては、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、

製品のライフサイクルにおいて環境負荷が少ないもの（環境配慮型商品）を選択

します。 

・事務用品やＯＡ機器は、エコマークやグリーンマーク、エネルギースターマーク

などの環境ラベリング商品（＝エネルギー消費効率のよい商品）を選択します。
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4．推進と点検・評価 

4.1 推進・点検体制 

実行計画の策定、実施状況の評価・見直しは環境調整会議において行います。環境調整

会議の事務局は環境政策課とします。 

全市での計画推進・進行管理のため、環境マネジメントシステムに規定する環境管理責任

者が関連事務の取りまとめを行います。 

課（室）単位での取り組み推進のため、課（室）長が行動推進の呼びかけ、関連事務の取り

まとめを行うものとします。 

環境マネジメントシステムに規定する環境推進員がこれを補佐するものとします。 

学校等においては校長が環境推進員を各校につき１名指名するものとします。 

職員は行動項目に従い、業務における環境負荷を低減するよう努めます。 

 

4.2 職員に対する研修等 

一般研修（階層別研修）、特別研修等の職員研修において、環境配慮の意識向上に関す

る科目を積極的に取り入れるとともに、職場研修においても具体的な行動計画の周知徹底を

図るものとします。 

 

4.3 実施状況の点検の方法 

環境マネジメントシステム中の「目的・目標及び法規制の監視・測定並びに不適合の是正

等に関する要領」を準用し、半期に 1 回、各課（室・部署）の長は部（局）長を通じて環境管理

責任者に計画の進捗状況を報告します。報告に当たっては、高崎市エネルギー使用量等集

計システムを用いるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
本市は、優れた自然環境や農地、森林、水などの豊かな資源に恵まれています。その地域特

性をふまえた具体的な活用方法を検討しながら、エネルギーの地産地消型社会の構築を目指す

ために、小水力発電の導入を進めています。 

本市の公共施設では、高崎市水道局若田浄水場内に若田発電所を設置して運用しています。

また、2010（平成 22）年度には三ツ寺公園で新幹線榛名トンネルからの湧き水を利用した実証実

験を行っています。 
 

運転開始日 2008 年 11 月 29 日 

認可 大出力 78kW 

大使用水量 0.516m3/s 

有効落差 20m 

計画発生電力量 年間約 57 万 kWh（一般家庭約 160 軒分の使用電力量に相当）

種類 クロスフロー水車 

回転速度 530min-1 水車 

製造者 田中水力株式会社 

種類 三相交流誘導発電機 

電圧 400V 

回転速度 1015min-1 
発電機 

製造者 八幡電機精工株式会社 

種類 モールド変圧器 Y-Δ結線 

定格 100kVA 400/6,600V 主要変圧器 

製造者 タカオカ化成工業株式会社 

UPS 定格 単相 200V 50/60Hz 3kVA 

設備概要 

無停電電源装置 製造者 富士電機株式会社 

 

   
写真：若田発電所の状況 

 
 小水力発電とは 

小水力発電は、比較的小規模な水力発電の総称です。 

小水力発電は小規模なため、比較的初期投資が少なく、生態系に大規模な影響を与えない利

点があります。近年、技術開発により発電機の効率化、低コスト化が進んだことや、農業用水路な

ど既存の施設を利用し設置費用が安価に済むことから、注目されています。 

一方で、設置にあたり河川法などの法手続きが必要であることなどが課題とされています。また、

季節や気象によって出力が変化すること、落ち葉の除去などの管理作業が必要となる課題もあり

ます。

 事例の紹介（小水力発電） 



 

 

 
 
本市の気象条件は、日照時間が梅雨期と秋雨期に少なくなるものの、他の季節は晴天が多く

日射に恵まれています。そのため、太陽光発電は再生可能な地産地消エネルギーとしての豊富

な太陽エネルギー利用を促進する有望な技術のひとつです。 

本市の公共施設では、2003（平成 15）年から太陽光発電設備の導入を進めています。 
 

№ 
導入(運用) 

開始年 
施設名 

出力

(kW)
備考 

太陽光発電   

1 2005 高崎市総合卸売市場（第 1 期） 100 NEDO の FT 事業 

2 2006 総合福祉センター 5.3
トップライト建材一体型のシースルー型

太陽電池 

3 2006 群馬中央中学校 3.2  

4 2005 倉渕中学校 10  

5 2003 群馬町福祉会館太陽光発電システム 2.0  

6 2009 
高崎経済大学 

新教室棟太陽光発電設備 
30 NEDO 補助事業 

7 2009 高崎市総合卸売市場（第 2 期） 100 NEDO の FT 事業 

8 2009 
高崎経済大学 

6 号館太陽光発電設備 
40 NEPC 補助事業 

9 
2011 

（予定） 
高崎市医療保健センター 30

群馬県 GND 基金 

屋根設置（26ｋＷ）：多結晶シリコン 

窓ガラス（4ｋＷ）：シースルーアモルファ

スシリコン 

10 
2011 

（予定） 
吉井支所 30 高崎市 GND 基金 

ハイブリッド発電   

11 2002 榛名ふれあい公園 0.046 
太陽光：0.0455 

風 力：0.00013 

12 2008 三ツ寺公園 0.080 太陽光と風力のハイブリッド 

合計出力 351  

注：高崎市群馬福祉会館及び高崎市総合福祉センターは指定管理者制度導入施設です。 

 

  

写真：三ツ寺公園のハイブリッド型公園灯 
（太陽光と風力） 

 事例の紹介（太陽光発電） 

写真：高崎市医療保健センターの太陽光発電設備 



 

 

 
 
本市では、地球温暖化対策の施策のひとつとして低公害車の導入を進めています。これまでに、

CNG 自動車等を公用車やごみ収集車に導入をしていますが、2011（平成 23）年 1 月に公用車へ

電気自動車をはじめて導入しました。 

この電気自動車は、家庭用コンセントを使用する普通充電方式では約 8 時間、専用の急速充

電器を使用した急速充電方式では約 30 分の充電時間で走行が可能となる車両です。 

 

車種 日産リーフ 

駆動装置 駆動方式 2WD 

普通充電 約 8 時間 
充電時間 

急速充電 約 30 分 

電力消費率 一充電走行距離 200km 

J08 モード注 1 交流電力量消費量 124W･h/km 

適合排出ガス規制 
電気乗用車 

排出ガス規制の適用を受けない自動車 

低公害車指定制度等 九都県市低公害車指定制度に適合 

減税措置注 2 ○ 

グリーン購入法適合 ○ 

適合騒音規制レベル 平成 10 年規制に適合 加速走行騒音規制値：76dB 

エアコン冷媒使用量 450ｇ 代替フロン HFC134a 

注 1: J08 モードとは、乗用車等の軽・中量車の排出ガス試験モード（走行パターン）のことです。 

注 2: 自動車税については、2012 年 3 月末までの登録車(登録の翌年度から 1 年間適用)、自動車取得税については、

2012 年 3 月末までの登録車に適用されます。重量税については、2012 年 4 月末までの登録車に適用されます。 

出典: 日産リーフ環境仕様書から抜粋 

 

  
写真：新規に導入した電気自動車 

 

 

 事例の紹介（電気自動車） 


