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１．計画の目的 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」とい
う。）第21条に基づき、本市の庁舎等施設の運営や事業において、温室効果ガスの排出
削減に努め、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。 

具体的には、職員の日常業務における節電などの取り組みや、公共工事における資源
の有効利用などを推進するとともに、廃棄物処理施設に排出されるごみの削減を図るこ
とにより温室効果ガスの排出削減を図っていきます。 

地球温暖化対策推進法の施行以来、本市では、高崎市地球温暖化対策実行計画（以下
「実行計画」という。）（事務事業編）を策定し、継続的に温室効果ガスの排出の抑制
に取り組んできました。その結果、前計画期間においては、基準年度比５％削減という
目標を、大幅に上回ることができました。 

この度、前実行計画（事務事業編）が、2015（平成27）年３月に計画期間を終える
ため、前計画における評価や近年の社会情勢等を踏まえて、現実的で実効性のある計画
を策定するものです。 

２．計画策定の背景 

東日本大震災に伴う原発事故によって発生した電力危機の経験から、資源に対する私
たちの考え方は大きく変化し、日常生活や事業活動において、節電や省エネルギーに積
極的に努めるようになりました。同時に、再生可能エネルギーへの期待も高まり、固定
価格買取制度の開始を機に、太陽光発電の普及が急速に進みました。 

近年、ＬＥＤ照明を始めとした電化製品の省エネ性能は大きく向上し、省エネ型製品
は私たちの日常に広く浸透してきています。また、普及が足踏みしていた電気自動車は、
ここ数年で充電設備のインフラ整備が全国的に進みました。2015（平成27）年4月には、
温室効果の大きい代替フロンの漏えい防止のため、代替フロン内蔵機器に対し、定期点
検などの適正管理が義務付けられました。 

このように、省エネルギーや地球温暖化への対策が進む一方で、太陽光発電設備の接
続制限や火力発電への依存による温室効果ガス排出量の増加など新たな課題も発生し
ています。現時点では、温室効果ガスの排出に大きく関わる原子力発電所の再稼働や、
石炭火力発電所の建設の是非については、未だ不透明な状況です。 

こうした背景から、現在、今後の温室効果ガスの排出量を想定することは非常に難し
い状況にあります。従って本計画では、数値目標にとらわれず、職員ができる現実的な
取り組みを着実に実施していくことを目指していきます。 
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３．計画の期間 

基準年度は、前計画の最終年度の2014（平成26）年度とします。また、計画の期間
は2015（平成27）年度から、2020（平成32）年度までの６年間とします。最終年度に
ついては、実行計画（区域施策編）に合わせています。 

地球温暖化対策推進法第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、必要に応じて随時見直すものとします。 

４．対象となる組織と業務の範囲 

本計画の対象となる組織を表２に示します。なお、本計画より、市が委任した指定管
理者が管理する施設についても対象となります。また、対象となる業務の範囲は、原則
として事務及び事業のすべてとします。 

広域組合（高崎市等広域消防局及び高崎工業団地造成組合）は対象外とします。 

５．温室効果ガスの算定方法 

5.1 対象となる温室効果ガス 

本計画で対象となるガスは地球温暖化対策推進法第２条に基づく７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）、SF6（六ふっ化硫黄）及びNF3（三
ふっ化窒素）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がないなどの理由

表 1 計画の期間 

基準年度 計画の期間

2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度から 2020（平成 32）年度

表 2 計画の対象となる組織 

対象組織等
市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、
教育委員会事務局（市立学校を含む）、上下水道局、指定管理者が管理する施設
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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。 

5.2 対象とする排出活動と排出係数 

計画で対象となる排出活動と、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「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27年４月）による
排出係数等を表４に示します。 

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン等の排出量は、排出
活動（ガソリン、電気、ガス等の使用量）に排出係数を乗じて算出されます。 

表４の排出係数中の「CO2」は二酸化炭素、「 CH4」はメタン、「N2O」は一酸化二
窒素を表しています。 

表 3 計画の対象となる温室効果ガス （京都議定書第二約束期間における値）

温室効果ガス 地球温暖化
係数（※）

説 明

二酸化炭素
（CO2） 

1 
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。 

メタン 
（CH4） 

25 
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。 

一酸化二窒素 
（N2O） 

298 
ボイラー、家庭用機器等での燃料の燃焼、自動車の走行、
廃棄物や下水汚泥の焼却等により発生します。 

ハイドロフルオ
ロカーボン 
（HFC） 

1430 など

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。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。 

※地球温暖化係数…二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか表した数字 
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表 4 活動の種類と排出係数 

対象となる排出活動 区分 排出係数 

燃料の使用

ガソリン 2.32kgCO2/ℓ

灯油 2.49kgCO2/ℓ

軽油 2.58kgCO2/ℓ

A 重油 2.71kgCO2/ℓ

液化石油ガス（LPG） 3.00kgCO2/kg

都市ガス 2.23kgCO2/Nm3

電気の使用（注1） 電気の供給を行う電気事業者 0.496kgCO2/kWh

他人から供給された熱の使用 地域冷暖房 0.057kgCO2/MJ

一般廃棄物の焼却 
一般廃棄物（廃プラスチック） 2,765kgCO2/t

一般廃棄物（合成繊維） 2,288kgCO2/t

家庭用機器における燃料の使
用 

灯油 
0.00035kgCH4/ℓ

0.000021kgN2O/ℓ

液化石油ガス（LPG） 
0.00023kgCH4/kg

0.0000046kgN2O/kg

都市ガス 
0.00020kgCH4/Nm3

0.0000040kgN2O/Nm3

下水等及び雑排水の処理 

浄化槽（処理人員） 
0.59kgCH4/人

0.023kgN2O/人

終末処理場（下水処理量） 
0.00088kgCH4/m3

0.00016kgN2O/m3

し尿処理施設 
0.038CH4/m3

0.00093kgN2O/m3

産業廃棄物の焼却 下水汚泥の焼却 
0.0097kgCH4/t

1.09kgN2O/t

一般廃棄物の焼却 

連続燃焼式施設 
0.00095kgCH4/t

0.0567kgN2O/t

バッチ燃焼式施設 
0.076kgCH4/t

0.0724kgN2O/t

し尿汚泥の焼却（注 2）
0.00095kgCH4/t

0.0567kgN2O/kg
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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 排出係数 

自動車の走行

普通・小型乗用車（定員 10 名
以下）（ガソリン）

0.000010kgCH4/km

0.000029kgN2O/km

軽乗用車（ガソリン）
0.000010kgCH4/km

0.000022kgN2O/km

普通貨物車（ガソリン）
0.000035kgCH4/km

0.000039kgN2O/km

小型貨物車（ガソリン）
0.000015kgCH4/km

0.000026kgN2O/km

軽貨物車（ガソリン） 
0.000011kgCH4/km

0.000022kgN2O/km

特殊用途車（ガソリン） 
0.000035kgCH4/km

0.000035kgN2O/km

普通・小型乗用車（定員 10 名
以下）（軽油） 

0.0000020kgCH4/km

0.000007kgN2O/km

乗用車（定員 11 名以上）（軽
油） 

0.000017kgCH4/km

0.000025kgN2O/km

普通貨物車（軽油） 
0.000015kgCH4/km

0.000014kgN2O/km

小型貨物車（軽油） 
0.0000076kgCH4/km

0.000009kgN2O/km

特殊用途車（軽油） 
0.000013kgCH4/km

0.000025kgN2O/km

バス（軽油） 
0.000017kgCH4/km

0.000025kgN2O/km

自動車用エアコン カーエアコンの使用台数 0.010kgHFC/台・年

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27年４月１日最終改正） 
注 1：ここでは一般電気事業者の平成 26 年度実績調整後排出係数を記載しています。 
注 2：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。
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６．前計画の目標年度における実績 

6.1 燃料等の使用実績 

前計画の目標年度における燃料等の使用実績を表５に示します。  

コラム 

電気自動車は、ガソリン車より環境にやさしい？

100km走った場合のCO2排出量を 

排出係数を使って計算してみると・・・

CO2排出量      0.496         ×    100/7        ＝      7.09kg
（排出係数）     （100km走行時の電気消費量）

電気自動車   電費性能 7km/kWhの場合 

CO2排出量     2.32            ×   100/15       ＝     15.467kg

（排出係数）   （100km走行時のガソリン消費量） 

メタン排出量  0.000010     ×  100  ×   25 ＝      0.025kg

（CO2換算）     （排出係数）       （走行距離） （メタンの 
地球温暖化係数）

一酸化二窒素排出量 0.000029 ×  100  ×  298  ＝      0.864kg

（CO2換算）         （排出係数）   （走行距離）（一酸化二窒素の 
地球温暖化係数）

16.356kg
16kg 

CO２排出量は

ガソリン車の半分以下 

発電時に排出 
7kg

発電所 

ガソリン車   燃費性能 15km/L の場合 

排出

係数
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表５ 2014（平成 26）年度における燃料等の使用実績 

対象となる排出活動 区分 単位 活動量 

燃料の使用

ガソリン ℓ 6,868

灯油 ℓ 1,246,694

軽油 ℓ 9,448

A 重油 ℓ 266,700

液化石油ガス（LPG） kg 240,860

都市ガス m3 574,192

電気の使用 電気の供給を行う電気事業者 kWh 61,646,580

他人から供給された熱の使用 地域冷暖房 MJ 20,574,974

一般廃棄物の焼却 
一般廃棄物（廃プラスチック） t 11,868

一般廃棄物（合成繊維） t 1,915

家庭用機器における燃料の 
使用 

灯油 ℓ 557,538

液化石油ガス（LPG） kg 122,340

都市ガス m3 33,145

下水等及び雑排水の処理 

浄化槽（処理人員） 人 10,254

終末処理場（下水処理量） m3 24,713,959

し尿処理施設（高負荷生物学的
脱窒素処理） 

m3 51,113

一般廃棄物の焼却 

連続燃焼式施設 t 115,913

バッチ燃焼式施設 t 6,765

し尿汚泥の焼却 t 2,083

自動車の燃料の使用 

ガソリン ℓ 235,774

軽油 ℓ 124,508

液化天然ガス（ＬＰＧ） kg 4,529

液化天然ガス（ＬＮＧ） kg 1,093

自動車の走行 

普通・小型乗用車（ガソリン） km 458,803

軽乗用車（ガソリン） km 638,287

普通貨物車（ガソリン） km 60,200

小型貨物車（ガソリン） km 394,589

軽貨物車（ガソリン） km 1,020,859

特殊用途車（ガソリン） km 17,883

普通・小型乗用車（軽油） km 3,832

普通貨物車（軽油） km 50,697

小型貨物車（軽油） km 156,026

特殊用途車（軽油） km 157,339

バス（軽油） km 294,770

自動車用エアコン カーエアコンの使用台数 台 640
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6.2 温室効果ガスの排出量実績 

前計画の目標年度における温室効果ガスの排出量実績（二酸化炭素換算）を表６に示
します。 

本市の温室効果ガスの排出量は、廃棄物の焼却に伴うものが最も大きく、次いで電気
の使用に伴うもの、燃料の使用に伴うものと続き、これらの排出量は本市の事務及び事
業に伴い排出されるすべての温室効果ガスの約95%に相当しています。 

廃棄物の焼却

50%
電気の使用

38%

燃料の使用

7%

下水等及び雑排水の

処理

2%

その他

3%

2014（平成26）年度における温室効果ガスの排出量実績（二酸化炭素換算）

表６ 2014（平成26）年度における温室効果ガスの排出量実績（二酸化炭素換算） 

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 5,871 7.43 

電気の使用 29,618 37.50 

家庭用機器における燃料の使用 9 0.01 

廃棄物の焼却 39,461 49.97 

他人から供給された熱の使用 1,173 1.49 

下水等及び雑排水の処理 1,938 2.45 

自動車の走行 904 1.14 

合計 78,974 100 
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 ７．前計画期間における実績 

本市の焼却施設におけるCO２排出量は、温室効果ガスの発生源となる廃プラスチッ
クや合成繊維などの廃棄物が減少したことなどにより2011年度以降大きく減少してい
ます。また、市役所の業務等における電気使用量については、目標を設定した節電努力
や、照明の間引き使用等の日常的な取組みを通し、職員の間に節電意識が定着したこと
などから、基準年度に比べ大きく減少しています。しかし、火力発電への依存に伴う
CO２排出係数の上昇により、電気の使用に伴うCO２排出量については、わずかな減少
に留まっています。 

また、本市では2013年10月以降、電気の購入において一般競争入札を導入していま
すが、入札の参加条件にCO２排出係数の基準を設け、電気の使用に伴うCO２排出量の
低減に努めてきました。 

こうした取組みの積み重ねの結果、温室効果ガスの総排出量は、基準年度に比べ大幅
に減少し、2014年度において基準年度比５％削減という目標を達成することができま
した。 

表７ 本市の焼却施設における CO２排出量の推移 

2009 年度
（基準年度）

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
2014 年度
（目標年度）

ＣＯ２

（トン）
48,933 54,895 56,529 55,744 42,257 37,258 

※この表ではメタンと一酸化二窒素の排出量は含んでいません。 

表８ 市役所の業務等における電気使用量と CO２排出量の推移 

2009 年度
（基準年度）

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
2014 年度
（目標年度）

電気使用量

（千 kWh）
73,725 70,061 62,817 61,295 61,961 61,647 

ＣＯ２

（トン）
30,817 26,891 23,557 28,441 32,486 29,618 
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表９ 前計画期間における温室効果ガスの総排出量 （単位：トン CO２）

年度ごとの目標と実績 総排出量 前年比増減量 前年度比削減率 

2009 年度  
（基準年度） 

実績 96,925 ― ― 

2010 年度 
目標 95,956 ―969 約 1％減

実績 100,286 3,361 約 3％増

2011 年度 
目標 94,987 ―969 約 1％減

実績 95,419 ―1,506 約 5％減

2012 年度 
目標 94,018 ―969 約 1％減

実績 96,991 66 約 2％増

2013 年度 
目標 93,049 ―969 約 1％減

実績 86,657 ―10,628 約 11％減

2014 年度  
（目標年度） 

目標 92,079 ―970 約 1％減

実績 78,974 ―17,951 約 9％減

5 年間の合計
目標 ― ―4,846 基準年度比 5％削減

実績 ― ―26,658 基準年度比 19％削減

96,925 95,956
94,987 94,018

93,049 92,079

100,286

95,419 96,991

86,657

78,974

2009 2010 2011 2012 2013 2014

（基準年度の実績）

前計画期間における温室効果ガスの総排出量
（単位：トンＣＯ２）

（年度）
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8．本計画における目標 

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 前計画の目標年度である2014（平成26）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 目標年度は、行計画（区域施策編）に合わせ、2020（平成３２）年度とします。 
③ 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「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、省エネ法の規制対象事
業者となっているため、省エネ法で設定した努力目標との整合を図り、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％削減を目指し、目標年
度である2020（平成32）年度において基準年度比で６％削減を目標とします。 

9．目標達成に向けた取り組み 

これまでの取り組みを継続、徹底することを基本的な方針とし、表 11 に掲げた取り
組みを実施します。 

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。  

表10 本計画における温室効果ガスの排出量削減目標 （単位：トンCO２）

2014（平成26）年度総排出量
（基準年度） 

2020（平成32）年度総排出量
（目標年度）

排出削減量 
（―６％） 

約 91,000 86,000 5,000 

※本計画では指定管理者が管理する施設の排出量についても計上するものとします。
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表11 具体的な取り組み

【日常業務における取り組み】 

(1) 冷暖房の適正管理によるエネルギー使用量の抑制 
・冷房温度概ね28℃、暖房温度概ね20℃に設定します。 
・冷暖房の使用期間や時間の短縮に努めます。 
・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。 

(2)「電気使用管理手順書」の順守 
・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。 

(3)「公用車使用管理手順書」の順守 
・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。 
・エコドライブに努めます。 
・整備点検を適正に実施します。 
・無駄な荷物の積載をしないよう努めます。 

(4)「用紙類管理手順書」の順守 
・イントラネットの活用により、紙による情報のやり取りを削減します。 
・電子的な文書保管に努めます。 
・片面使用済み用紙の裏面使用、両面コピー、印刷を徹底します。 
・資料のワンペーパー化（簡易な文書の作成）や共有化に努めます。 
・複数ページ印刷に努めます。 
・外注印刷物は、配布、作成部数を精査し、必要最小限の量に留めます。 

(5) 「廃棄物排出手順書」の順守 
・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。 
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【公共工事や公共施設の管理における取り組み】 

(1) 公共工事における資源の有効利用と廃棄物の減量化 
・「資源有効利用促進法」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。 

(2) 公共施設における省エネ性能の向上 
・「建築物省エネ法」を順守し、公共施設のエネルギーの消費性能向上を図ります。
・公共施設における断熱改修工事を推進します。 

 (3) 省エネ型の製品、設備・機器の導入 
・消費電力の少ない照明器具（LED等）やOA機器、給湯器など、省エネ型製品の導入

に努めます。 
・省エネ性能に優れた設備・機器の導入に努めます。 

(4) 設備・機器の効率的な運転と適正な保守管理 
・ボイラー設備等の適正な運転により、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。 

(5) 代替フロン系冷媒の適正管理と使用抑制 
・「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン回収抑制法）」を

順守し、代替フロンを使用した設備等の適正管理を行います。 
・代替フロンを使用した製品の使用抑制に努めます。 

【廃棄物の削減に関する取り組み】 

(1) 廃棄物の排出の抑制 
・使いきり、食べきり、水きりの３きり運動の啓発に努めます。 
・食品ロス削減を促進します。 
・マイバッグの利用を促進します。 
・古着、古布、古本のリサイクル、リユースを促進します 

(2) 資源化の推進 
・雑がみのリサイクルを促進します。 
・使用済小型家電のリサイクルを促進します。 
・有価物集団回収を促進します。 
・食品残さの資源化を促進します。 
・生ごみ処理機器の利用促進を図ります。 
・廃食用油の資源化を促進します。 
・廃棄物排出事業者に対する分別指導を徹底します。 
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【その他の温室効果ガスの削減に資する取り組み】 

(1) 電気の購入における省CO2化 
・電気購入契約において、電気事業者のCO2排出係数を考慮します。 

 (2) 再生可能エネルギーの導入 
・公共施設の新築、改築、改修の際に太陽光発電の導入に努めます。 
・小水力、バイオマス等の利用の促進に努めます。 

 (3) 啓発活動 
・広報高崎等のメディアを活用し啓発活動を実施します。 
・出前講座を積極的に実施します。 
・環境教育を推進します。 

(4) 施設周辺や屋上の緑化 
・学校等の公共施設の新築、改築、改修の際に屋上緑化に努めます。 
・学校等の公共施設においてグリーンカーテンの設置を推進します。 

 (5) 低燃費、低公害車の導入 
・グリーン購入の方針に基づき、低燃費、低公害車を導入します。 
・電気自動車等の次世代自動車の導入に努めます。 

(6) 職員への啓発 
・職員に対する説明会、研修等を積極的に行い、取り組みの徹底を図ります。 

(7) 「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」の順守 

・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」に基づくものとします。 

・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。 

(8) 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います。 
・芝生や植木などの散水は効率的に行います。 
・雨水の利用を推進します。 
・設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）の導入を行います。 
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◎ドライブスルーで古着などを回収

環境フェア開催日に、古着・使用済小型家電などのドライ

ブスルー回収を実施しました。平成27年度は、それぞれ

１トンを超える量を回収できました。

◎使用済小型家電のリサイクル 

ホームセンターやスーパーなどに、ボックスを設

置し回収を始めました。 

◎雑がみリサイクルのモデルステーション 

環境保健委員さんの協力のもと①ポスター掲示

②チラシ配布③ごみステーションでの指導など

により雑がみの分別の徹底を図っています。

ごみ減量

新たな 

取り組み

古着のドライブスルー回収 

コラム 

10．計画推進と点検・評価 

10.1 計画推進体制 

計画の推進における全庁的な進行管理については、環境マネジメントシステムに規定
する環境管理事務局が取りまとめを行います。 

課（学校を含む。以下同じ。）単位で取り組みを推進し、各課の長が行動推進の呼び
かけと関連事務の取りまとめを行います。環境マネジメントシステムに規定する環境推
進員は各課の長を補佐します。 

10.2 実施状況の点検・評価 

各課の職員は、高崎市エネルギー使用量等集計システムにより、業務で使用したエネ
ルギー量を集計します。 

各課の長は、環境管理事務局に集計結果を報告します。また、集計結果を点検・評価
し適正な対策を講じることとします。 

環境管理事務局は、各課の集計結果を合計することにより、市役所のすべての事務及
び事業におけるエネルギー使用量と、温室効果ガス排出量を算出します。また、その結
果を点検・評価し、適正な対策を講じることとします。 


