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 １ 計画策定の背景等 
 

（１） 地球温暖化問題 

 ア 地球温暖化と温室効果 

 

 

 

 

    地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、その

今日的主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされています。地球温暖化は、

地球全体の気候に大きな変動をもたらすものであり、我が国においても平均気温の上昇によ

る農産物や生態系への影響、暴風、台風等の大型化に伴う甚大な被害も引き起こしています。 

    「温室効果」とは、太陽エネルギーにより暖められた地表面から宇宙に向けて放射される

熱エネルギー（赤外線）の一部が、二酸化炭素やメタンに代表される「温室効果ガス」によ

り吸収されることで、大気が暖められる現象です。 

    本来、「温室効果」は、地表付近の保温効果や昼夜の気温変化を緩和する効果を有するた

め、人類を含む地上の生命の繁栄には不可欠でした。しかし、18世紀の産業革命以降、産業・

技術・社会構造の変革や生活環境の向上により、私たち人類は石炭や石油など、よりエネル

ギー密度の高い化石燃料を多用するようになり、その結果、化石燃料の使用に伴う温室効果

ガスが大気中へ大量に放出され、温室効果ガス濃度が上昇して、地球温暖化を招くこととな

りました。 

【資料】 全国地球温暖化防止活動推進センターWebサイト 

(http://www.jccca.org/chart/chart01_01.html) より 

図 1 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 
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 イ 温室効果ガス 

    地上に温室効果をもたらし、地球温暖化の要因となる温室効果ガスには多種多様なものが

存在しますが、中でも表１に示す7物質（7ガス）は、地球温暖化対策の推進に関する法律に

より削減対象となっています。 

 

ガ ス 種 排   出   源 

CO2（二酸化炭素） 化石燃料やプラスチック類の燃焼等に伴い排出されます。 

CH4（メタン） 
有機物の発酵に伴い発生しやすく、水田や家畜の糞尿・反すう、下

水処理等が排出源となります。 

N2O（一酸化二窒素） 
化学肥料の使用や下水処理、廃棄物の焼却等に伴い排出されま

す。また、麻酔ガス（笑気ガス）の使用に伴い排出されます。 

HFC（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ

類） 

オゾン層を破壊しない代替フロンに類し、エアコン等の冷媒に使用

され、機器使用時・廃棄時に本体からの漏洩等により排出されま

す。 

PFC（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類） 
半導体の洗浄・エッチング、アルミニウムの製造等に使用されるた

め、製造プロセスで排出されます。 

SF6（六フッ化硫黄） 
変圧器等の電子機器の絶縁ガスとして使用され、機器の使用・メン

テナンス・廃棄時に本体からの漏洩等により排出されます。 

ＮF3（三フッ化窒素） 
半導体の洗浄・エッジング等に使用されるため、製造プロセスで排

出されます。 

図 2 大気中の温室効果ガスの濃度の推移 
 
【資料】 IPCC第5次評価報告書 気象庁Webページ  
(http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p06.html) より 

表 1 削減対象となる温室効果ガス（7ガス） 
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 ウ 各国の温室効果ガス（CO2）排出状況 

    2011年（平成23年）には、世界 

   全体で313億トンのCO2が排出され 

   ました。CO2の排出上位国は、 

 

     １位：中国（25.5％）  

     ２位：アメリカ（16.9％） 

          ３位：ＥＵ（11.3％） 

     ４位：インド（5.6％）  

     ５位：ロシア（5.3％） 

     ６位：日本（3.8％） 

 

   となっており、我が国は、CO2排出量 

で世界第6番目に位置付けられること 

もさることながら、京都議定書採択の 

議長国として、地球温暖化対策の動向 

や成果が世界中から注目されています。 
 

 エ 我が国の温室効果ガス排出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012年度（平成24年度）の我が国の温室効果ガス排出量は、CO2換算で13.4億トンに上り、

1990年度（平成2年度：京都議定書の基準年）の排出量（12.6億トン）に比べ6.5％増加して

います。 

なお、森林等吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味すると、５カ年平均で基準年比

8.4％減となり、京都議定書の削減目標（1990年度(HFC、PFC、SF6は1995年度)比6.0％削減）

を達成しています。 

    また、我が国の活動を主要4部門に分類した場合、2012年度の排出状況及び1990年度以降

の温室効果ガス種別ごとの排出量は、図 4 のような傾向となっています。   

図3 世界のエネルギー起源CO2排出量(2011年)   

【資料】IEA「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION」 
2013 EDITIONを元に環境省作成 

(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shiryo.html#06) より 

【資料】 国立環境研究所温室効ガスインベントリオフィス 日本の温室効果ガス排出量データ 
（1990～2012年度） (http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html) より 

図 4 日本の温室効果ガス排出量推移（1990～2012年度） 

 

http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html
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部門別の排出状況は、図 5 のとおりであり、基準年と比べ、産業部門は減少しているも

のの、他の部門は増加しており、特に民生業務部門、民生家庭部門が著しく増加しています。 

  

 

   ❏ 産業部門（製造業及び非製造業（農林水産業・鉱業・建設業））：13.4％減少 

      産業部門とは、第１次及び第２次産業に属する法人・個人の産業活動に伴い工場・事

業所内から排出される温室効果ガスを計上する部門です。同部門では、省エネルギー化

や製造コスト削減への取組により、排出量は減少傾向を示しています。       

 

   ❏ 運輸部門（自動車、鉄道、船舶、航空機等）：4.1％増加 

      運輸部門とは、人・物の輸送及びこれに付帯する業務に伴い排出される温室効果ガス

を計上する部門です。同部門では、自家用車の増加等を主要因として増加していました

が、燃費性能の向上や電気自動車・ハイブリッド車などエコカーの登場により2001年（平

成13年）頃をピークに、排出量は減少傾向を示しています。 

 

   ❏ 民生業務部門（公共施設・事務所・ビル・学校・病院等）：65.8％増加 

      民生業務部門とは、第３次産業や他のいずれの部門にも属さない企業・法人の事業所

内での活動に伴い排出される温室効果ガスを計上する部門です。同部門では、パソコン

等OA機器の普及等に加えて、東日本大震災以降の火力発電所の稼働増に伴い、電力排出

原単位が悪化したことにより、排出量は増加傾向を示しており、1990年（平成2年）以

降の増加率が4部門中で最も高くなっています。 

 

   ❏ 民生家庭部門（自動車を除く一般家庭）：59.7％増加 

      民生家庭部門とは、個人世帯の活動に伴い排出される温室効果ガスのうち、自家用乗

用車等運輸部門に関する排出を除く部門です。同部門では、核家族化による世帯数の増

加や家電製品の多様化等に加えて、東日本大震災以降の火力発電所の稼働増に伴い、電

力排出原単位が悪化したことにより、排出量は増加傾向を示しています。      

【資料】 国立環境研究所温室効ガスインベントリオフィス 日本の温室効果ガス排出量データ 
（1990～2012年度） (http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html) をもとに作成 

産業部門 

86.6% 

運輸部門 

104.1% 

民生業務部門 

165.8％ 

民生家庭部門 

159.7％ 

図 5 日本の部門別温室効果ガス(CO2)排出状況（1990～2012年度） 

 

http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html
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 オ 地球温暖化に関する最新の知見 

    平成26年11月に公表されたＩＰＣＣ※１第５次評価報告書※２では、「気候システムに対す

る人間の影響は明瞭」と断定され、「21世紀末までに排出をほぼゼロにする」必要があると

しています。これに加え、同報告書には地球温暖化に関する新たな知見として以下に示す内

容が含まれています。このように、地球温暖化に伴う環境の変化は、予断を許さない状況で

あり、今後の早急かつ世界規模による取組が求められています。 

 

    ＜ＩＰＣＣ第５次評価報告書概要＞ 

 

     ❏気候システムに対する人間の影響は明瞭と断定。 

 

     ❏ 対策を強化しなければ今世紀末の平均気温は20世紀末に比べ最大4.8度高く、海面は

82㎝上昇。 

 

     ❏ 食の安全保障が脅かされるほか、水害や高潮などで移住を強いられる人が増える。 

 

     ❏ 目標実現には再生可能エネルギーの導入などさまざまな方法があり、火力発電所か

らの二酸化炭素を回収し地中などに貯留する「ＣＣＳ」の重要性を明示。 

 

     ❏ 温暖化対策が経済に与えるマイナスの影響はごくわずかで、対策が遅れれば遅れる

ほど、後で高いコストがかかる。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：ＩＰＣＣ 

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の略称で、

1988年に各国政府から推薦された科学者を主体に設立された、地球温暖化に関する最新の知

見の評価を行う国連の下部組織 

※２：評価報告書 

最新の科学的情報を基に、今後の地球温暖化の予測、温暖化がもたらす環境的・社会的影響、

温暖化の防止策等についてＩＰＣＣがとりまとめた報告書 
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 カ 愛媛県における温暖化の兆候 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    松山地方気象台の観測による平均気温の経年変化を図 6 に示します。年平均気温は、長

期的に有意な上昇傾向を示しており、100 年当たり 1.74℃（統計期間：1890～2012 年）の

割合で上昇しています。この上昇幅 1.74℃は、現在の気温の平年値で比較すると、松山（平

年値 16.5℃）と高知県の清水［足摺岬］（平年値 18.2℃）の差に相当します。 

    ただし、気温の変動には、地球温暖化の影響ばかりでなく、観測所が都市部にあることに

よるヒートアイランドの影響と、数年～数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動が重

なっていることにも留意する必要があります。 

 

 

 

    温度上昇は、海水温度の変化にも現

れており、本県海域の海水温（宇和海 

水深10m層の水温データ）によれば、

年ごとに上下動を繰り返しながら、30

年間で約0.8℃上昇しており、漁場環

境が大きく変化していることが伺え

ます。 

 

 

  

 

 
 
    また、「日本の気候変動とその影響」(2012年版 環境省、文部科学省、気象庁共同作成）

によると、2010年は高温・少雨により、うんしゅうみかんの主産県の多くで日焼け果が多発

し、うんしゅうみかんと中晩かん類で梅雨前後の乾燥による生理落果や肥大・減酸の抑制が

みられたほか、米の内部が白く濁る白未熟粒の発生が多発し、一等米比率の著しい低下が各

地で見られたなどの影響が報告されています。

【資料】 気象庁「近畿・中国・四国地方の気候変動2013」 
(http://www.jma-net.go.jp/osaka/kikou/ondanka/cap4-2013sikoku-ehime.pdf)より 

【資料】 水産研究センター調査結果 

図 6 年平均気温の経年変化（松山地方気象台） 

 

図 7 平均海水温の平年差推移 
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（2） 資源エネルギー問題 

   ア エネルギー供給の現状 

    

 

 

 

 

 

 

 

    エネルギー資源の乏しい我が国は、エネルギー自給率が6.0％と先進国の中でも取り分け

低く、その92.2％を海外からの化石燃料に頼っています。我が国において使用されるエネル

ギー資源の中でも最も高いシェアを占めるのが石油であり、1970年代の石油ショックを機に

エネルギー供給の安定化を目的としてエネルギー資源の分散化を図ったとはいえ、2012年時

点では全体の44.3％を占めています。 

【資料】IEA「Energy Balance of OECD Countries 2013」を基に作成 

資源エネルギー庁 エネルギー白書より 

【資料】資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 

資源エネルギー庁 エネルギー白書より 
 

図 8  各国の一次エネルギー自給率比較（2012年：推計値） 

 

図 9 日本の一次エネルギー供給構造の推移 
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    石油のほぼ全量を輸入に依存し、さらにそのうちの80％以上を政情の不安定な中東の産油

国に依存している我が国は、依然としてエネルギー供給体制に不安を抱えています。 

    事実、2003年に始まったイラク戦争では石油の一大産出地域である中東に戦乱が生じたこ

とで原油価格が高騰し、その後の金融・株式市場の低迷により投機目的の資金が原油取引に

流入したことやサブプライム問題に端を発した世界同時不況の影響により、原油価格は激し

く乱高下しました。 

    こうした原油価格の変動は、製造業や農林水産業でのエネルギーコスト増大につながるほ

か、運輸などの物流コストにも影響を及ぼすこととなります。 

 

【資料】経済産業省「資源・エネルギー統計年報・月報」を基に作成 

資源エネルギー庁 エネルギー白書より 

 

図 10 原油の輸入量と中東依存度の推移 
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 イ エネルギー資源の枯渇  

 
                              

 

   

 

 

 

    近年目覚しい経済発展を遂げている中国をはじめ、アジアを中心とする開発途上地域では、

増大するエネルギー需要を賄うために化石燃料の消費量が急激に伸びており、今後、先進地

域を上回るペースで増大すると見込まれています。 

    その一方で、石油産出量の伸びは限界に達しつつあるとも言われており、2013年（平成25

年）に発表されたBP統計（英国の国際石油企業であるBritish Petroleum社による代表的な

エネルギー統計）によれば、世界各国が現在のペースでエネルギーを消費し続けると、石油

はあと53年、天然ガスはあと56年、石炭はあと109年で枯渇すると予測されています（図 11）。 

    地球温暖化防止の観点からも、太陽光・風力等の自然エネルギーなど、化石燃料によらな

い再生可能エネルギーへの転換の促進が求められます。 

 

図 11 石油、天然ガス、石炭の確認可採埋蔵量、可採年数 

 【資料】 BP統計を基に作成         

資源エネルギー庁 エネルギー白書より 

 

（可採年数＝確認可採埋蔵量／年間生産量） 
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（3） 地球温暖化防止に関するこれまでの取組 

 ア 国際社会の取組 

    1980年代以降、地球の気候に関する科学的検討が進められるとともに、気候変動に関する

国際条約策定への気運が高まったことを受け、1992年（平成4年）にブラジルのリオ・デ・

ジャネイロで開催された国連環境開発会議（通称「地球サミット」）において、大気中の温

室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とする「気候変動枠組条約」が採択されました。 

    気候変動枠組条約の採択後、長期的視点に基づく地球温暖化対策への気運が高まる中、

1997年（平成9年）に京都市で開催された地球温暖化防止京都会議（COP3）において、先進

諸国の温室効果ガス削減目標を定めた京都議定書が採択され、2005年（平成17年）2月の発

効に至りました。 

    しかしながら、京都議定書は、アメリカの離脱や途上国の排出削減目標が明記されていな

い等の課題もあり、2012年（平成24年）にカタール・ドーハで開催されたCOP18では、京都

議定書の第２約束期間を2013年から2020年までの８年間としたものの、日本は米国や中国が

削減義務を負わないことに反対の立場をとり、不参加としています。 

    2020年以降の枠組みづくりについては、2013年（平成25年）、ポーランドのワルシャワで

開催されたCOP19で、各国が温室効果ガス削減目標や貢献策を自主的に決め、2015年（平成

27年）のCOP21より前に示すこと等が採択され、2014年（平成26年）、ペルーのリマで開催

されたCOP20では、2015年（平成27年）11月1日までに条約事務国が各国の削減目標をとりま

とめることが採択されました。 

 

    ❏ 1992年（平成 4年） リオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットにおいて、気候

変動枠組条約が採択され、世界155カ国が条約に署名。 

 

    ❏ 1995年（平成 7年） 気候変動枠組条約第1回締約国会議（COP1）が開催され、温室効

果ガス削減目標を伴う議定書策定への気運が高まる。 

 

    ❏ 1997年（平成 9年） 「気候変動枠組条約第3回締約国会議（通称 地球温暖化防止京都

会議：COP3）」で、日本を含む先進主要国の具体的で、かつ、法的

拘束力のある温室効果ガス削減目標を取り決めた「京都議定書」を

採択。 

 

    ❏ 2005年（平成17年） 「京都議定書」が発効し、日本は1990年（平成2年）の温室効果

ガス排出レベルに対し、マイナス６％の削減義務を負うこととなる。

また、気候変動枠組条約第11回締約国会議/京都議定書第1回締約国

会合（COP11、COP/MOP1）において、「マラケシュ合意」が正式に採

択。 

 

    ❏ 2006年（平成18年） 気候変動枠組条約第12回締約国会議/京都議定書第2回締約国会合

（COP12、COP/MOP2）開催。京都議定書の第一約束期間後の将来枠

組みに関する議論が行われた。 

 

    ❏ 2007年（平成19年） 気候変動枠組条約第13回締約国会議/京都議定書第3回締約国会合
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（COP13、COP/MOP3）開催。第一約束期間後の2013年（平成25年）

以降の枠組として、温室効果ガス排出削減に関するグローバルな長

期目標の検討や、先進国・途上国による計測・報告・検証可能な手

法での緩和の行動等について、2009年（平成21年）までに合意を得

て採択することで合意を得た。 

 

    ❏ 2009年（平成21年） 気候変動枠組条約第15回締約国会議/京都議定書第5回締約国会合

（COP15、COP/MOP5）開催。先進国と途上国との間の意見調整が難

航したことから、「コペンハーゲン合意」の正式採択は見送られ、

同合意に「留意する」との決定を行い閉幕した。 

 

    ❏ 2010年（平成22年） 気候変動枠組条約第16回締約国会議（COP16）開催。「ポスト京都

議定書」の早期採択を目指すことなどを盛り込んだ「カンクン合意」

を採択した。 

 

    ❏ 2011年（平成23年） 気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP 17）開催。米国・中国

を含んだ新たな法的枠組を2020年から開始するとした工程表を採

択し、「京都議定書」は2013年以降も継続することで合意（ダーバ

ン合意）を得た。 

 

    ❏ 2012年（平成24年） 京都議定書の第2約束期間を2013年（平成25年）から2020年（平

成32年）までの8年間とすることなど（ドーハ合意）を採択した。 

 

    ❏ 2013年（平成25年） 各国が温室効果ガス削減目標や貢献策を自主的に決め、2015年の

COP21より前に示すことなどを採択した。 

 

    ❏ 2014年（平成26年） 各国の削減目標について、条約事務局が2015年（平成27年）11月

1日までにまとめることなどを採択した。 

 

 

 イ 日本の取組 

    地球温暖化防止に対する国際的な動向を受けて、我が国では、1998年（平成10年）10月に

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年法律第107号。以下「地球温暖化対策推

進法」という。）が公布され、1999年（平成11年）4月から施行されました。 

    地球温暖化対策推進法では、地方公共団体に対し、自らの事務及び事業に伴う温室効果ガ

ス排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地球温暖化対策

地方公共団体実行計画（事務事業編）（以下「実行計画（事務事業編）」という。））の策

定を義務付けるとともに、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑

制等のための総合的かつ計画的な施策（地域推進計画）の策定・実施に努めることとされま

した。また、その後、平成20年の法改正では、都道府県、政令指定都市、中核市及び特例市

（以下「都道府県等」という。）に対し、その区域の自然的社会的条件に応じた自然エネル

ギーの導入、事業者・住民による排出抑制の促進、公共交通機関・緑地等地域環境の整備、

循環型社会の形成等、温室効果ガス排出抑制のための総合的な施策に関する事項を定める地
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球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）（以下「実行計画（区域施策編）」とい

う。）の策定が義務付けられました。 

    また、我が国の温室効果ガス削減目標としては、政府は、2008年（平成20年）7月に定め

た「低炭素社会づくり行動計画」の中で2050年までに60～80％削減することを掲げるととも

に、2012年（平成24年）４月策定の「環境基本計画」において、長期的な目標として2050年

までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指すとしています。 

なお、2013年（平成25年）11月、政府は、2020年の温室効果ガス削減目標として、2005年

度比3.8％削減を気候変動枠組条約事務局に提出しました。この新目標は、原子力発電の活

用の在り方を含むエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中であることを踏まえ、原

発による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目標であり、今後エネルギ

ー政策及びエネルギーミックスの検討の進展を踏まえて見直し、改めて確定的な目標を策定

することとされています。 

 

       

 

    ❏ 1998年（平成10年） 「京都議定書」の採択（1997年(平成9年)）を受け、地球温暖化

対策に取り組むための枠組みとして地球温暖化対策推進法を制定。

この中で、地方公共団体の責務として「実行計画（事務事業編）」

の策定及び公表等を義務付け。 

 

    ❏ 2005年（平成17年） 「京都議定書目標達成計画」を閣議決定。 

 

    ❏ 2008年（平成20年） 「京都議定書目標達成計画」を全部改定。 

 

    ❏  同        地球温暖化対策推進法の改正により、都道府県等に対し、実行計

画（事務事業編）を拡充し、区域全体の温室効果ガスの排出の抑制

等のための施策に関する計画（実行計画（区域施策編））の策定を

義務付け。 

 

    ❏  同        省エネ法の改正により、エネルギー使用状況定期報告の規制対象

を事業者単位に変更。 

 

    ❏  同        「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定。 

 

    ❏ 2009年（平成21年） 国連気候変動サミットにおいて、我が国は、すべての主要国の参

加による意欲的な目標の合意を前提に温室効果ガス排出量を2020

年までに1990年比で25％削減することを明言。 

 

    ❏ 2010年（平成22年） COP15でまとめられた「コペンハーゲン合意」に賛同する意思を

表明し、2020年の排出削減目標として、「1990年比25％削減、ただ

し、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組の構築及

び意欲的な目標の合意を前提とする」との内容を、気候変動枠組条

約事務局に提出。 
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    ❏ 2011年（平成23年） COP17では、2013年以降も「京都議定書」を延長することが合意

されたが、日本は議定書の批准国ではあり続けるが延長には参加し

ないことを表明。2013年以降の数値目標は設定せず、自主的に削減

に取り組むこととなった。 

 

    ❏ 2012年（平成24年） 第４次環境基本計画を閣議決定。COP18では、京都議定書の第2約

束期間を2013年から2020年とすることなどが合意されたが、日本は

改めて第2約束期間への不参加を表明。 

 

    ❏ 2013年（平成25年） COP19で「2020年度までに2005年度比3.8%削減」を新たな目標と

することを表明し、気候変動枠組条約事務局に提出。 

 

    ❏ 2014年（平成26年） COP20で2020年以降の枠組みについて、エネルギーミックスに係

る国内の検討状況等を踏まえて検討し、できるだけ早期の提出を目

指すことを表明。 
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地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 
（平成十年十月九日法律第百十七号） 

最終改正：平成二八年五月二七日法律第五０号 

 （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 

３ 都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「指定都市等」という。）は、

地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じ

て温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定める

ものとする。  

一  太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの

利用の促進に関する事項  

二  その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他の

その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する

事項  

三  都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び

緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する

事項  

四  その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年法律第百十号）第

二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第一

項 に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 

４  都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備

計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成と

の調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよ

う配意するものとする。  

５  指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行

計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければな

らない。  

６  都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

７  都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、

関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。  

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。 

11 都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるとき

は、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、

又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。  

12 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。 
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 ウ 愛媛県の取組 

    本県では、県民、事業者、行政の役割や行動方針、具体的な施策等を明らかにした「愛媛

県地球温暖化防止指針」を策定し、地球温暖化防止に向けた取組を推進してきたほか、行政

の率先行動計画となる「愛媛県地球温暖化防止実行計画」に基づき、県自らの事務・事業に

伴う温室効果ガスの排出削減に取り組んできました。また、平成22年２月には、この「愛媛

県地球温暖化防止実行計画」に、県内における温室効果ガス排出量の削減目標と目標達成を

図る対策・施策を追加した計画を策定し、低炭素社会の実現へ向けて、さまざまな温暖化防

止施策を展開しています。 

 

    ❏ 愛媛県地球温暖化防止指針（平成14年3月） 

       県民・事業者を含めた愛媛県全域での温室効果ガス削減計画であり、地域分散型エ

ネルギーの普及促進、自動車環境対策、CO2吸収源（森林）の保全等の施策により、平

成22年までに平成2年比でおおむね6.0％の削減を目指しました。 

 

    ❏ 愛媛県地球温暖化防止実行計画〔第二次計画〕（平成18年3月） 

       県自らの事務及び事業に伴い排出される温室効果ガス（CO2）の削減計画であり、施

設、公用車の運用改善、公共施設の省エネルギー改修等により、平成22年度までに平

成16年度比10.0％以上の削減を目指しました。 

 

    ❏ 愛媛県地球温暖化防止実行計画〔地域省エネルギービジョン〕（平成22年2月） 

       それまで行っていた県自らの事務及び事業に伴い排出される温室効果ガス（CO2）の

削減計画に加え、県全体の温室効果ガス排出量の削減目標と目標達成を図る対策・施

策を追加し、県全体で平成24年度までに平成2年度比±０％の削減を目指しました。 

 

 

 【代表的な取組】 

 

  ◆ 愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議の設立 

 

    本県では、増加傾向にある温室効果ガスの排出量の削減に県内の各界各層が一体となって

取り組んでいくため、県内の企業・団体・自治体など198団体の参加を得て、平成20年6月16

日に「愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議」を設立しました。（平成27年１月現在：268

団体） 

    設立総会では、「かけがえのないふるさと愛媛、そして地球を守るために、私たち一人ひ

とりが、できることから温暖化防止のために行動する」ことを誓った県民運動開始宣言を採

択しました。 

    県では、同会議を核として、企業や団体、自治体など、各主体間での情報交換や連携を密

にし、より効果的な温暖化対策を推進しており、家庭・オフィス・工場・運輸などの各部門

においても、適正な冷暖房温度の設定、クールビズ、エコドライブなど、温暖化防止に向け

た身近なところからの取組が進められています。 
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            愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議            
                 設 立 趣 意 書      
 
   地球温暖化は、私たちの日常生活や生産活動に伴って発生する温室効果ガスにより、地球全体の温度

が上昇する現象で、自然の生態及び人類の生存基盤に影響を及ぼしかねない極めて深刻な環境問題です。 

   我が国では、平成９年に採択された京都議定書において、平成２年を基準年として平成20年から平成

24 年までにおける温室効果ガスの年平均排出量を６％削減することを数値約束といたしております。 

   しかしながら、平成18 年度の全国の温室効果ガス排出量は、逆に約6.2％増加しており、愛媛県にお

きましても、県の推計によりますと、平成17 年度の排出量は、平成２年度比で約23％も増加している現

状となっております。 

   このような中、国においては、平成19 年度末、京都議定書目標達成計画を改定して対策を強化し、目

標達成のために実効性のある対策、施策に取り組むこととしたところであり、本県でも、今後、更なる

対策に取り組むことが必要となっているところであります。 

   このため、私たちは県内各界の関係団体等に広く呼掛けを行い、「愛媛県地球温暖化防止県民運動推進

会議」を設立することといたしました。 

   当推進会議は、御参加いただく各団体の温暖化防止運動の展開や県民の意識啓発、情報の収集及び提

供、各団体間の連絡調整等を行っていくこととしており、これにより、地球温暖化防止活動を県民運動

として盛り上げ、県民が一体となって地球温暖化防止対策に継続的に取り組む社会的気運の醸成を図る

ことを目的としております。 

   つきましては、是非当推進会議の設立趣旨に御賛同いただき、格別の御理解をもって御参加を賜りま

すとともに、地球温暖化防止に御尽力をいただきますようお願い申し上げます。 
 
    平成20年５月30日 

                  発 起 人 

                   愛媛県商工会議所連合会        会 頭 麻生  俊介 

                   四国電力株式会社松山支店       支店長 玉井 左千夫 

                   社団法人愛媛県トラック協会      会 長 城戸 猪喜夫 

                   えひめ消費生活センター友の会     会 長 窪田  恕子 

                   特定非営利活動法人愛媛県環境保全協会 会 長 柴田  達也 

 

 
 
 

              地球温暖化防止県民運動開始宣言             
 
   私たちのふるさと愛媛は、瀬戸内海や宇和海、石鎚山に代表される豊かで美しい自然に恵まれ、これ

らは、私たちの生活に潤いと安らぎを与えてくれています。 
 
   しかし、今、私たちを取り巻く環境は、危機に瀕しています。産業革命以降、大気中の二酸化炭素を

はじめとする温室効果ガスの量が増え続けたことにより、地球の温暖化が進み、このまま何の対策も講

じなければ、人類の生存基盤である地球環境に多大な影響を与えることが明白な状況です。 
 
   地球温暖化を防止するため、世界が協力して作った京都議定書が平成17年に発効しました。この京都

議定書では、我が国は、本年から平成24年の第一約束期間に、平成２年に比べて６％の温室効果ガス削

減目標を達成することが義務付けられています。 
 
   しかし、我が国の平成18年度の温室効果ガス排出量は、減少するどころか6.2％増加しています。 

   また、本県においては、平成17年度の温室効果ガス排出量が平成２年度に比べて23％(※)も増加したと

推計されるなど、削減目標６％の達成は、極めて厳しい状況となっており、地球温暖化を防止するため、

私たちの暮らし方や社会の仕組みをもう一度見直すことが求められています。 
 
   今こそ、かけがえのないふるさと愛媛、そして地球を守るために、私たち一人ひとりが、できること

から温暖化防止のために行動することを誓い、ここに全県民が一体となった｢地球温暖化防止県民運動｣

を開始することを宣言します。 
 
    平成20年６月16日 
 
                            愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議 

 

 （※） 平成22年２月の計画策定に当たり、過去にさかのぼって県内の温室効果ガス排出量を推計し直した結果、 
   平成17年度（2005年度）の排出量は、平成2年度（1990年度）と比べ「13.1％増加」となった。 
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◆ バイオマスの利活用の促進 

 

    バイオマスは持続的に再生可能な資源であり、地球温暖化防止や循環型社会の構築に大き

く貢献するものです。県では、平成24年６月に策定した「愛媛県バイオマス活用推進計画」

に基づき、着実にバイオマス活用を推進するため、バイオマス活用に対する普及啓発や環境

整備に取り組んでいます。 

 

   【主な取組み】 

・地域のバイオマス資源である使用済み天ぷら油を原料とするバイオディーゼル燃料の

利用拡大を図るため、普及啓発やモニター事業を実施するほか、エコ活動に対する県

独自のポイント付与制度「エコえひめ・ストッピー・ポイント」により、県民の参加

促進に取り組んでいます。 

・本県特有の廃棄物系バイオマスであるみかん搾汁残さを原料としたバイオエタノール

の製造技術の開発、利用用途検証事業を実施しました。（平成22～25年度） 

・林地残材等の搬出費用への支援や木質ペレットストーブ等の導入促進のほか、公共施

設等の木質バイオマスボイラーや木材チップ加工施設等の整備に支援するなど、供給

と利用環境の両面から、木質バイオマスの利活用を促進しています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ クールシェア、ウォームシェアキャンペーンの実施 

 

 電力需要期である夏季及び冬季に、家族揃って快適に過ごせる

場所への外出を促す「クールシェア」、「ウォームシェア」の各キ

ャンペーンを実施することで、家庭部門の節電意識の向上と温室

効果ガス排出量の削減を推進しています。 

  （キャンペーン期間中、協力施設では割引などの特典や、無料で

施設が利用できるなどのサービスがあります。） 

 

【バイオマスの利活用によるCO2削減について】 

バイオマスを燃焼させると化石燃料と同様に二酸化炭素が発生しますが、植物は成長過程で

光合成によりCO2を吸収しており、ライフサイクル全体でみると大気中の二酸化炭素を増加さ

せず、その収支はゼロである（カーボンニュートラル）と考えられることから、化石燃料を使

用した場合と比べ、CO2排出量を削減できるとみなすことができます。 
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◆ 再生可能エネルギーの導入促進 
 

  太陽光発電については本県でも導入が進んでいるものの、それ以外の再生可能エネルギー発電

に関しては依然として導入が進んでいないことから、県では、太陽光以外の再生可能エネルギー

を活用した発電事業の導入可能性調査に要する経費に対して補助を行い、再生可能エネルギーの

導入を促進しています。 

 

◆ 家庭用燃料電池の普及拡大 
 
 家庭用燃料電池は、エネルギー効率の高さ、優れ

た環境性能、エネルギー源の分散等の観点から、県

では、積極的に導入を推進しており、独自に「家庭

用燃料電池設置補助制度」を実施している県内市町

を対象に、その経費の一部について補助を行ってい

ます。 

 

 

 ◆ 庁舎の省エネルギー化 

 

 

    県庁（本庁舎）設備の省エネルギー対策として、平成18～24年度の間、ESCO事業を実施し

ました。同事業では、NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）「エネル

ギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業」の補助金を受け、高効率変圧器、高

効率熱源機器、高輝度誘導灯への更新、エネルギー総括管理システム、換気ファンへのイン

バータ導入等を行い、平成24年度までに28.9％の省エネを達成しました。 

 

 

   ■ESCO（エスコ）事業とは「Energy Service Company」の略称です 

     この事業は、ESCO事業者が顧客に対し、工場やビルの省エネルギーに関する診断をはじめ、

省エネルギー方策導入のための設計・施工、導入設備の保守・運転管理、事業資金の調達など

の包括的なサービスを提供する事業のことです。それまでの環境を損なうことなく省エネ改修

工事を実施し、その結果得られる省エネ効果を保証するものです。 

  

図 12 県庁のESCO事業導入効果 

使用電力量 

【kWh／年】 

【資料】 燃料電池普及促進協会HPより引用 

【エネファーム模式図】 


