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資 1 

 

Ⅰ 温室効果ガス排出量の推計 

 １ 現況推計 

（1）温室効果ガスの主な排出源 

 

ガスの種類 部 門 等 主な排出源 

二 酸 化 

炭 素 

エネルギー転換部門 電気事業（発電所）等における自家消費 

産業部門 農林水産業、鉱業、建設業及び製造業における燃料消費 

運輸部門 自動車、鉄道、国内船舶、国内航空における燃料消費 

民生部門 家庭や事務所での電気、ガス、灯油等の消費 

工業プロセス 生石灰やアンモニア製造時の排出 

廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物の焼却 

メ タ ン 

燃料の燃焼 二酸化炭素のエネルギー転換・産業・運輸・民生の各部門と同様 

工業プロセス 化学工業におけるカーボンブラック等の製造 

農業 家畜の消化管内発酵・排泄物管理、水田、農作物残さの野焼き 

廃棄物 廃棄物の焼却・埋立・排水処理 

一 酸 化 

二 窒 素 

燃料の燃焼 二酸化炭素のエネルギー転換・産業・運輸・民生の各部門と同様 

工業プロセス 化学工業におけるアジピン酸及び硝酸製造 

農業 家畜の排泄物管理、農業土壌、農作物残さの野焼き 

有機溶剤等の使用 医療用の笑気ガスの使用 

廃棄物 廃棄物の焼却、排水処理 

フロン等 4

ガ ス 

HFC カーエアコン等の冷媒、工業用エアゾール等 

PFC 電子機器製造での半導体エッチング、製造・乾燥等 

SF6 電力絶縁用ガス、半導体クリーニング等 

NF3 電子機器製造での半導体エッチング等 
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（2）排出量推計の基本的な考え方 

 

温室効果ガス排出量の推計は、下記の式を基本として行った。 

 

【温室効果ガス排出量推計の基本式】 

 

温室効果ガス排出量＝「活動量」×「排出係数」 

 

○活 動 量：温室効果ガス排出の要因となる電気・燃料消費量、廃棄物の焼却量等をいう。 

○排出係数：本計画では、環境省の策定マニュアルに示された排出係数を用いるものとするが、

個別に本県の実態に即した排出係数が明らかとなっている場合には、これを用いた。 

 

ただし、県内における個別の活動量の把握が困難な場合は、全国の排出量の各種統計指標を用い

ることとし、按分法等により本県での排出量を推計した。 

 

また、二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量については、排出量に「地球温暖化係数」を乗じ

て、二酸化炭素の量に換算して算出した。 

 

二酸化炭素換算排出量＝「温室効果ガス排出量」×「ガス別の地球温暖化係数」 

 

○地球温暖化係数：ガスの種類ごとの地球温暖化への影響度を示す数値で、二酸化炭素を 1.0と

した相対値で表される。本計画では、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第 4条に規定

される「地球温暖化係数」を用い、二酸化炭素換算排出量を算定した。 

 

 

【現況推計の年次】 

現況推計は、上記排出源の情報が入手可能な年次とし、統計等のデータが概ね 2年遅れで公表

されることを鑑み、2016年度（平成 28年度）を推計年とした。 
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（3）温室効果ガス種類別の排出量推計方法の概要 

 

 ① 二酸化炭素（ＣＯ２） 
 

発  生  源 推 計 方 法 の 概 要 引 用 資 料 

エネルギー転換部門 
県内の火力発電所における燃料消費実績と

火力発電所の所内率を基に推計 

愛媛県統計年鑑、電力調査統

計（資源エネルギー庁） 

産業部門 

農林水産業 
県内の業種別・エネルギー種別のエネルギ

ー消費量を基に産業分類別（製造業につい

ては、産業中分類別）に推計 

エネルギー消費統計（資源エ

ネルギー庁） 

鉱業 

建設業 

製造業 

運輸部門 

自動車 

本県での自動車の燃料消費量（四国運輸局

管内の自動車の燃料消費量を県内の自動車

保有台数で按分）を基に推計 

自動車輸送統計年報（国土交

通省）、交通経済統計要覧（国

土交通省） 

鉄道 

県内の鉄道における燃料消費量（四国旅客

鉄道については、燃料消費量を県内営業キ

ロ数で按分）を基に推計 

鉄道統計年報（国土交通省）、

ＪＲ四国路線別時刻表（四国

旅客鉄道） 

船舶 県内の船舶での燃料消費量を基に推計 
都道府県別エネルギー消費統

計（資源エネルギー庁） 

航空 
県内の空港でのジェット燃料の消費量を基

に推計 

空港管理状況調書（国土交通

省） 

民生部門 

業務 
県内の業種別・エネルギー種別のエネルギ

ー消費量を基に産業分類別に推計 

エネルギー消費統計（資源エ

ネルギー庁） 

家庭 
県内の家庭でのエネルギー種別のエネルギ

ー消費量を基に推計 

都道府県別エネルギー消費統

計（資源エネルギー庁） 

工業プロセス （本県においては対象なし）  

廃棄物 

一般廃棄物 

県内の一般廃棄物直接焼却量とごみ質分析

結果（廃プラスチック類組成率、水分割合）

から求めた廃プラスチック量を基に推計 

一般廃棄物処理実態調査（環

境省）、ごみ組成分析結果 

産業廃棄物 

県内の産業廃棄物の中間処理量と焼却処理

残さ率から求めた廃油量及び廃プラスチッ

ク量を基に推計 

愛媛県産業廃棄物処理計画実

態調査報告書、廃棄物の広域

移動検討調査及び廃棄物等循

環利用量実態調査報告書（環

境省） 
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 ② メタン（ＣＨ４） 
 

発  生  源 推 計 方 法 の 概 要 引 用 資 料 

燃料の

燃焼 

固定発生源 
全国での排出量を県内の固定発生源設置施

設数で按分することにより推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

大気環境に係る固定発生源状

況調査結果（環境省） 

移動発

生源 

自動車 

車種別・燃料種別の走行距離当たりの燃料

消費量（全国値）と県内の自動車の燃料消

費量から求めた県内の車種別走行距離を基

に推計 

自動車輸送統計年報（国土交

通省）、愛媛県統計年鑑 

船舶 県内の船舶での燃料消費量を基に推計 
都道府県別エネルギー消費統

計（資源エネルギー庁） 

工業プロセス 
全国での排出量を県内の製造品出荷額で按

分することにより推計 
特定排出者データ（環境省） 

農業 

家畜の消化管内

発酵 

県内の家畜（牛、豚、馬）の飼育頭数を基

に推計 
愛媛県統計年鑑 

家畜の排泄物管

理 

県内の家畜（牛、豚、鶏、馬）の飼育頭数

を基に推計 
愛媛県統計年鑑 

水田 県内の水稲の作付面積を基に推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

日本統計年鑑、愛媛県統計年

鑑 

農作物残さの野

焼き 

全国での排出量を本県の田の耕地面積で按

分することにより推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

日本統計年鑑、愛媛県統計年

鑑 

廃棄物 

一般廃棄物の焼

却 
焼却方式別の一般廃棄物焼却量を基に推計 

一般廃棄物処理実態調査（環

境省） 

産業廃棄物の焼

却 

県内の産業廃棄物の中間処理量と焼却処理

残さ率から求めた産業廃棄物の種類別焼却

量を基に推計 

愛媛県産業廃棄物処理計画実

態調査報告書、廃棄物の広域

移動検討調査及び廃棄物等循

環利用量実態調査報告書（環

境省） 

廃棄物の埋立 

県内の廃棄物の種類別埋立処分量と分解年

数から求めた廃棄物の種類別分解量を基に

推計 

一般廃棄物処理実態調査（環

境省）、愛媛県産業廃棄物処

理計画実態調査報告書、廃棄

物の広域移動検討調査及び廃

棄物等循環利用量実態調査報

告書（環境省） 

排水処理 

県内の下水、し尿処理施設での排水処理量

とコミュニティプラント、浄化槽、くみと

り便槽の処理人数を基に推計 

下水道年鑑（水道産業新聞

社）、一般廃棄物処理実態調

査（環境省） 
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 ③ 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 
 

発  生  源 推 計 方 法 の 概 要 引 用 資 料 

燃料の

燃焼 

固定発生源 
全国での排出量を県内の固定発生源設置施

設数で按分することにより算定 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

大気環境に係る固定発生源状

況調査結果（環境省） 

移動発

生源 

自動車 

車種別・燃料種別の走行距離当たりの燃料

消費量（全国値）と県内の自動車の燃料消

費量から求めた県内の車種別走行距離を基

に推計 

自動車輸送統計年報（国土交

通省）、愛媛県統計年鑑 

船舶 県内の船舶での燃料消費量を基に推計 
都道府県別エネルギー消費統

計（資源エネルギー庁） 

工業プロセス 特定排出者の報告値を採用 特定排出者データ（環境省） 

農業 

家畜の排泄物管

理 

家畜（牛、豚、鶏、馬）の飼育頭数を基に

推計 
愛媛県統計年鑑 

農用地の土壌 
全国での排出量を県内の田の耕地面積で按

分することにより推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

日本統計年鑑、愛媛県統計年

鑑 

農作物残さの野

焼き 

全国での排出量を県内の畑の耕地面積で按

分することにより推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

日本統計年鑑、愛媛県統計年

鑑 

有機溶剤等の使用 
全国での排出量を県内の病床数で按分する

ことにより推計 

温室効果ガスインベントリ報

告書（(独)国立環境研究所）、

日本統計年鑑、愛媛県統計年

鑑 

廃棄物 

一般廃棄物の焼

却 

県内の産業廃棄物の中間処理量と焼却処理

残さ率から求めた産業廃棄物の種類別焼却

量を基に推計 

一般廃棄物処理実態調査（環

境省） 

産業廃棄物の焼

却 

県内の廃棄物の種類別埋立処分量と分解年

数から求めた廃棄物の種類別分解量を基に

推計 

愛媛県産業廃棄物処理計画実

態調査報告書、廃棄物の広域

移動検討調査及び廃棄物等循

環利用量実態調査報告書（環

境省） 

排水処理 

県内の下水、し尿処理施設での排水処理量

とコミュニティプラント、浄化槽、くみと

り便槽の処理人数を基に推計 

下水道年鑑（水道産業新聞

社）、一般廃棄物処理実態調

査（環境省） 
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 ④ フロン等 4ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、NF3） 
 

発  生  源 推 計 方 法 の 概 要 引 用 資 料 

ＨＦＣ 

冷蔵庫・エアコ

ンの使用・廃棄 

全国での排出量を県内の世帯数で按分すること

により推計 

温室効果ガスインベント

リ報告書（(独)国立環境研

究所）、日本統計年鑑、愛

媛県統計年鑑 

業務用低温機器

の使用・廃棄 

全国での排出量を県内の業務部門の事業所数で

按分することにより推計 

カーエアコンの

使用・廃棄 

全国での排出量を県内の自動車保有台数で按分

することにより推計 

発泡プラスチッ

クの製造・使用 

・廃棄 

全国での排出量を県内の世帯数で按分すること

により推計 

噴霧器・消火器

の使用・廃棄 

全国での排出量を県内の世帯数で按分すること

により推計 

溶剤・洗浄剤等

としての利用 
（本県においては対象なし）  

ＰＦＣ 
溶剤・洗浄剤等

としての利用 
特定排出者の報告値を採用 

特定排出者データ（環境

省） 

ＳＦ６ 

電気機械器具の

使用・点検・廃

棄 

全国での排出量を県内の電力消費量で按分する

ことにより推計 

温室効果ガスインベント

リ報告書（(独)国立環境研

究所）、日本統計年鑑、愛

媛県統計年鑑 

溶剤・洗浄剤等

としての使用 
特定排出者の報告値を採用 

特定排出者データ（環境

省） 

NF3 
溶剤・洗浄剤等

としての利用 
特定排出者の報告値を採用 

特定排出者データ（環境

省） 
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（4）温室効果ガス排出量（2016年度（現況））の推計結果 

ガス種 発 生 源 

2013 年度 2016年度 
2013年度比 

増減率 
排出量 

（千ｔ-CO2) 
構成比 

排出量 
（千ｔ-CO2) 

構成比 

CO2 

エネルギー転換部門 304 1.2% 278 1.3% -8.8% 

産業部門 

農林水産業 86 0.4% 66 0.3% -23.0% 

鉱業 19 0.1% 13 0.1% -31.3% 

建設業 191 0.8% 159 0.8% -16.8% 

製造業 11,235 46.1% 10,049 47.9% -10.6% 

運輸部門 

自動車 2,266 9.3% 2,364 11.3% 4.3% 

鉄道 33 0.1% 30 0.1% -10.6% 

船舶 344 1.4% 327 1.6% -5.0% 

航空 110 0.5% 111 0.5% 1.0% 

民生部門 
業務 5,231 21.5% 3,460 16.5% -33.9% 

家庭 2,736 11.2% 2,240 10.7% -18.1% 

廃棄物 
一般廃棄物 124 0.5% 117 0.6% -5.5% 

産業廃棄物 122 0.5% 143 0.7% 17.2% 

CO2 計 22,801 93.6% 19,357 92.3% -15.1% 

CH4 

燃料の燃焼 

固定発生源 16 0.1% 13 0.1% -15.9% 

移動発生源 
自動車 2 0.0% 2 0.0% 29.0% 

船舶 1 0.0% 1 0.0% 12.6% 

工業プロセス 1 0.0% 1 0.0% -15.1% 

農業 

家畜の消化管内発酵 40 0.2% 40 0.2% -1.2% 

家畜の排泄物管理 18 0.1% 18 0.1% 0.3% 

水田 51 0.2% 57 0.3% 10.5% 

農作物残さの野焼き 1 0.0% 1 0.0% -0.5% 

廃棄物 

一般廃棄物の焼却 0 0.0% 0 0.0% 13.1% 

産業廃棄物の焼却 0 0.0% 0 0.0% 26.6% 

廃棄物の埋立 69 0.3% 64 0.3% -7.7% 

排水処理 11 0.0% 12 0.1% 16.1% 

CH4 計 209 0.9% 208 1.0% -0.2% 

N2O 

燃料の燃焼 

固定発生源 50 0.2% 47 0.2% -4.4% 

移動発生源 
自動車 60 0.2% 61 0.3% 1.8% 

船舶 3 0.0% 3 0.0% -9.1% 

工業プロセス 58 0.2% 41 0.2% -29.1% 

農業 

家畜の排泄物管理 80 0.3% 68 0.3% -14.9% 

農用地の土壌 89 0.4% 72 0.3% -19.1% 

農作物残さの野焼き 0 0.0% 0 0.0% -0.5% 

有機溶剤等の使用 1 0.0% 1 0.0% -17.2% 

廃棄物 

一般廃棄物の焼却 7 0.0% 6 0.0% -5.8% 

産業廃棄物の焼却 478 2.0% 491 2.3% 2.8% 

排水処理 9 0.0% 9 0.0% -4.0% 

N2O 計 834 3.4% 800 3.8% -4.1% 

HFC 

冷蔵庫・ｴｱｺﾝの使用・廃棄 71 0.3% 91 0.4% 27.4% 

業務用低温機器の使用・廃棄 242 1.0% 330 1.6% 35.9% 

ｶｰｴｱｺﾝの使用・廃棄 33 0.1% 33 0.2% -0.2% 

発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの製造・使用・廃棄 3 0.0% 3 0.0% -2.6% 

噴霧器・消火器の使用・廃棄 104 0.4% 110 0.5% 5.1% 

溶剤・洗浄剤等としての使用 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 

HFC 計 454 1.9% 566 2.7% 24.6% 

PFC 溶剤・洗浄剤等としての使用 37 0.2% 32 0.2% -13.3% 

PFC 計 37 0.2% 32 0.2% -13.3% 

SF6 
電気機械器具の使用・点検・廃棄 9 0.0% 7 0.0% -21.7% 

溶剤・洗浄剤等としての使用 17 0.1% 8 0.0% -53.7% 

SF6 計 26 0.1% 15 0.1% -42.7% 

NF3 溶剤・洗浄剤等としての使用 
 

 4 0.0%  

NF3 計 
 

 4 0.0%  

総合計 24,362 100% 20,982 100.0% -13.9% 

 



資 8 

 ２ 将来推計 

（1）推計の考え方 

 

温室効果ガス排出量の推計は、下記の式を基本として行った。 

 

【温室効果ガス排出量推計の基本式】 

 

温室効果ガス排出量（将来推計）＝ 

温室効果ガス排出量（現況推計）×「活動量の変化率」 

 

○活動量の変化率：現況推計年次から将来推計年次までの活動量の変化を示す割合である。 

算出方法は下記に示す。 

 

【活動量の変化率の算出】 

活動量の変化率は、下記の方法にて算出した。 

 

1）各温室効果ガスにおいて、排出量に変動を及ぼすと推定される指標を抽出。対象とする指標

は、統計がとられているものとした。抽出結果は次頁の表のとおりである。 

2）抽出した指標について、回帰曲線を作成して将来推計年次のデータを予測するため、政府統

計、愛媛県統計年鑑等から各指標の現在までの経年データを取得する。 

3）取得した経年データを用いて、各指標の回帰曲線を作成する。回帰曲線の種類は、「地方公共

団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル」に記載のものに加え、二次曲線とした。作成し

た回帰曲線は以下のとおりである。 

4）回帰曲線から近似式を導き、将来推計年次の各指標の数値を予測する。 

5）予測した各指標の数値と現況推計年次の数値を用いて変化率を算出する。変化率の算出結果

は次頁の表のとおりである。 

 

将来の各指標を予測した近似式 

指標 近似式 指標 近似式 

電力需要 y = 409182*ln(x) + 7555098 
航空機着陸回数 

（松山空港） 
y = 13539ln(x) + 11744 

人口 なし 耕作地面積（田） y = 32145.314*e-0.010*x 

世帯数 y = -103x2 + 6615 x + 488217 耕作地面積（畑） y = 49311.079*e-0.018*x 

事業所数 y = 89747.024*e-0.008*x 水稲作付面積 y = -3563*ln(x) + 27673 

事業所数 

（業務部門のみ） 
y = 60341.187*e-0.008*x 病床数 y = -5.5323x2 + 147.71x + 23337 

建設着工面積 y = -593231*ln(x) + 3412440 家畜頭数 資料編に掲載 

製造品出荷額 y = 36996223*ln(x) + 253883634 一般廃棄物排出量 y = -74121*ln(x) + 698145 

自動車保有台数 y = 171402*ln(x) + 423230 産業廃棄物排出量 y = -1564722*ln(x) + 12607593 

船舶入港総トン数 

（県内主要港） 
y = -41684017*ln(x) + 226958518   

 

 

【将来推計の年次】 

将来推計年次は、中期目標年度である 2030年度について推計を行った。 
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（2）温室効果ガス排出量（2030年度（将来））の推計結果 

ガス種 発 生 源 

2016 年度 2030 年度 
2016年度比 

増減率 
排出量 

構成比 
排出量 

構成比 
（千ｔ-CO2) （千ｔ-CO2) 

CO2 

エネルギー転換部門 278 1.3% 277 1.3% -0.4% 

産業部門 

農林水産業 66 0.3% 63 0.3% -5.0% 

鉱業 13 0.1% 12 0.1% -5.0% 

建設業 159 0.8% 139 0.7% -12.6% 

製造業 10,049 47.9% 10,462 49.7% 4.1% 

運輸部門 

自動車 2,364 11.3% 2,535 12.0% 7.2% 

鉄道 30 0.1% 26 0.1% -11.8% 

船舶 327 1.6% 270 1.3% -17.4% 

航空 111 0.5% 122 0.6% 9.8% 

民生部門 
業務 3,460 16.5% 3,225 15.3% -6.8% 

家庭 2,240 10.7% 2,187 10.4% -2.4% 

廃棄物 
一般廃棄物 117 0.6% 111 0.5% -4.9% 

産業廃棄物 143 0.7% 129 0.6% -10.0% 

CO2 計 19,357 92.3% 19,558 92.9% 1.0% 

CH4 

燃料の燃焼 

固定発生源 13 0.1% 12 0.1% -5.0% 

移動発生源 
自動車 2 0.0% 3 0.0% 7.2% 

船舶 1 0.0% 1 0.0% -17.4% 

工業プロセス 1 0.0% 1 0.0% 4.1% 

農業 

家畜の消化管内発酵 40 0.2% 28 0.1% -28.2% 

家畜の排泄物管理 18 0.1% 13 0.1% -28.2% 

水田 57 0.3% 56 0.3% -2.3% 

農作物残さの野焼き 1 0.0% 1 0.0% -13.5% 

廃棄物 

一般廃棄物の焼却 0 0.0% 0 0.0% -4.9% 

産業廃棄物の焼却 0 0.0% 0 0.0% -10.0% 

廃棄物の埋立 64 0.3% 59 0.3% -7.4% 

排水処理 12 0.1% 11 0.1% -11.8% 

CH4 計 208 1.0% 184 0.9% -11.7% 

N2O 

燃料の燃焼 

固定発生源 47 0.2% 45 0.2% -5.0% 

移動発生源 
自動車 61 0.3% 66 0.3% 7.2% 

船舶 3 0.0% 2 0.0% -17.4% 

工業プロセス 41 0.2% 43 0.2% 4.1% 

農業 

家畜の排泄物管理 68 0.3% 49 0.2% -28.2% 

農用地の土壌 72 0.3% 55 0.3% -22.7% 

農作物残さの野焼き 0 0.0% 0 0.0% -13.5% 

有機溶剤等の使用 1 0.0% 1 0.0% -20.0% 

廃棄物 

一般廃棄物の焼却 6 0.0% 6 0.0% -4.9% 

産業廃棄物の焼却 491 2.3% 442 2.1% -10.0% 

排水処理 9 0.0% 8 0.0% -11.8% 

N2O 計 800 3.8% 717 3.4% -10.4% 

HFC 

冷蔵庫・ｴｱｺﾝの使用・廃棄 91 0.4% 88 0.4% -2.4% 

業務用低温機器の使用・廃棄 330 1.6% 307 1.5% -6.8% 

ｶｰｴｱｺﾝの使用・廃棄 33 0.2% 35 0.2% 7.2% 

発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの製造・使用・廃棄 3 0.0% 3 0.0% -2.4% 

噴霧器・消火器の使用・廃棄 110 0.5% 107 0.5% -2.4% 

溶剤・洗浄剤等としての使用 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 

HFC 計 566 2.7% 541 2.6% -4.4% 

PFC 溶剤・洗浄剤等としての使用 32 0.2% 31 0.1% -2.4% 

PFC 計 32 0.2% 31 0.1% -2.4% 

SF6 
電気機械器具の使用・点検・廃棄 7 0.0% 7 0.0% -0.4% 

溶剤・洗浄剤等としての使用 8 0.0% 8 0.0% -2.4% 

SF6 計 15 0.1% 15 0.1% -1.4% 

NF3 溶剤・洗浄剤等としての使用 4 0.0% 4 0.0% -2.4% 

NF3 計 4 0.0% 4 0.0% -2.4% 

総合計 20,982 100% 21,050 100.0% 0.3% 
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 ３ 削減量 

国の削減目標の前提となった対策・施策の削減効果、本県の追加的な対策・施策の削減効果、削

減努力等により、2030（令和12）年度には次表のとおり6,578 千t-CO2の削減を見込みます。 

 

温室効果ガス削減に向けた主な対策・施策及び削減見込量 

区分 削減見込量 主な対策・施策 

エネルギー起源CO2 5,319   

 エネルギー 

転換部門 
84 

再生可能エネルギーの最大限導入 

二酸化炭素排出原単位の低減（火力発電の高効率化等） 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 

産業部門 

855 

産業界の自主的な取組の推進 

FEMS を利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

業種間連携省エネの取組推進 

導入可能性調査等による再生可能エネルギーの導入支援 

環境保全資金融資制度等による省エネ投資の促進 

運輸部門 

760 

産業界の自主的な取組の推進 

自動車対策（次世代自動車の普及、燃費改善等） 

道路交通流対策（高度道路交通システムの推進等） 

環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリ

ーン化 

公共交通機関及び自転車の利用促進 

鉄道・船舶分野の省エネ化、航空分野の低炭素化 

低炭素物流の推進（トラック輸送の効率化・推進等） 

国民運動の推進（エコドライブ・カーシェアリング） 

民生部門 3,620   

 業務 

2,380 

（県追加対策分 

298） 

産業界の自主的な取組の推進 

建築物の省エネ化 

BEMSの活用、省エネ診断等を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 

エネルギーの面的利用の拡大 

その他（ヒートアイランド対策、3R の推進等） 

環境保全資金融資制度等による省エネ投資の促進 

エコアクション 21 の認証取得の促進 

省エネセミナー等を通じた中小事業者等の取組推進 

業種間連携省エネの取組推進 

国民運動の推進（クールビズ・ウォームビズ・照明の効率的な利用） 

家庭 

1,240 

（県追加対策分 

165） 

住宅の省エネ化 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 

HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

ZEH・家庭用燃料電池・蓄電池の普及拡大 

うちエコ診断の普及促進 

低炭素ライフスタイルへの普及促進（自転車通勤、温泉・銭湯利用） 

国民運動の推進（クールシェア、ウォームシェアの推進） 
※網掛けは、県の追加対策・施策、削減目標を示す。 

 



資 11 

 

区分 削減見込量 主な対策・施策 

非エネルギー起源 

CO2 
16 

混合セメントの利用拡大 

バイオマスプラスチック類の普及 

廃棄物焼却量の削減 

メタン 

26 

農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策 

廃棄物最終処分量の削減 

廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用 

一酸化二窒素 
117 

下水汚泥焼却施設における焼却の高度化等 

一般廃棄物焼却量の削減等 

フロン等4ガス 

130 

ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低 GWP 化の推進 

業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止 

業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進 

吸収源対策 843 森林・農地土壌吸収源対策、都市緑地化等の推進 

削減見込量（小計） 6,451  

その他 127 

（県削減努力 

127） 

マスコミを活用した積極的な県民への広報など県の削減努力による

排出量削減を更に上積み 

削減見込量（合計） 6,578 

（県削減量 

590） 

 

※網掛けは、県の追加対策・施策、削減目標を示す。 
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Ⅱ 温室効果ガス削減対策 
（地球温暖化防止県民運動啓発資料） 

 

❏ 家庭編 

 ① 地産地消商品を選択しましょう 

   ・ 商品のライフサイクルアセスメントを考慮して、 

輸送コストの小さい地元商品を優先的に使いましょ 

う。 

     ＊ ライフサイクルアセスメント：原料調達から製造、流通、 

廃棄まで、製品の「一生分」の影響を総合評価する方法 

      
 

 ② 省エネ家電を有効に利用しましょう 

   ・ 電気製品を買い換えるときは、省エネラベルや電 

力消費量を確認してから、購入するようにしましょ 

う。 

   ・ 白熱灯の蛍光灯やＬＥＤ照明への交換を促進しま 

しょう。 
 

 ③ エコドライブに心がけましょう 

   ・ ふんわりアクセル、アイドリングストップなどのエコドライブを率先し、ガソリンの消費を
減らしましょう。 

   ・ 特に、「伊予の早曲がり」などの急加速、急減速は燃料消費を大きく増加させ、危険でもあ
るため慎みましょう。 

 

 ④ マイバッグ・マイ箸・マイカップの使用に心がけましょう 

   ・ お買い物は、マイバッグを持って出かけましょう。小粋なバッグはあなたをエコ美人にしま
す。 

   ・ 食事や飲み物にもマイはし・マイカップを利用して使い捨てを減らしましょう。 
 

 ⑤ 家族一緒に団欒や食事をしましょう 

   ・ 家族が一緒に過ごす時間が増えれば、照明や空調の節約ばかりでなく、食事を温めなおした
りする必要もなくなります。 

 

 ⑥ 近いところへは、自転車や徒歩で出かけましょう 

   ・ 自動車の燃料の節約ばかりでなく、健康の維持やメタボの解消にもつながります。 
 

 ⑦ おやすみの前にはコンセントを抜きましょう 

   ・ 待機電力は大きな電気の負荷があります。寝る前には、主電源を落とす習慣をつけましょう。 
 

 ⑧ 冷・暖房の温度をしっかりと設定しましょう 

   ・ 冷房温度は 28 度、暖房温度は 20 度が基準です。家庭のエアコンの温度をきちっと設定しま
しょう。 

   ・ 窓を開けて自然の風を入れたり、夏はグリーンカーテンを、冬はカーテンを二重にするなど、
ちょっとした工夫をするだけで、快適に過ごせます。 

 

 ⑨ テレビを見る時間やゲームをする時間を少しだけ少なくしましょう 

   ・ 見たい番組だけを見たり、つけっぱなしにしないなどで、電気の消費は少なくなります。 
 

 ⑩ 循環型の家庭づくりを心がけましょう 

   ・ お風呂の水を洗濯機に再利用したり、ごみの分別を徹底したりする、地球に優しい循環型社
会づくりの実践は、地球環境にもやさしい取組です。 

 

 

〇世帯当たり用途別エネルギー消費 

 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2019」 

2017 年度 
34,303×106 

J／世帯 
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❏ オフィス編 

 ① クールビズ・ウォームビズで快適にすごしましょう 

   ・ 冷房温度は 28 度、暖房温度は 20 度が基準です。 

   ・ クールビズを「夏の常識」としていくため、オフ
ィススペースを涼しく快適にするための軽快な服
装の実践に努めましょう。また、寒い時も、過度に
暖房機器に頼らず、“暖かく着て”働きやすく格好
良いビジネススタイルを実践しましょう。 

 

 ② エコドライブを推進しましょう 

   ・ マイカー通勤を自粛するノーマイカーデーの取り
組み、急加速・急減速を止め、アイドリングストッ
プ、ふんわりアクセルなど、会社ぐるみでのエコド
ライブに努めましょう。 

     ＊ エコドライブ推進事業所登録制度：エコドライブに取り 

 組んでいただける企業は、愛媛県環境政策課温暖化対策 

グループまでご連絡ください。 
 

 ③ 物流の効率化を図りましょう 

   ・ CO2排出原単位は、輸送手段によってまったく異なります。商品のライフサイクルアセスメ
ントを考慮して、環境にやさしいグリーン物流を心がけましょう。 

     ＊ ライフサイクルアセスメント：原料調達から製造、流通、廃棄まで、製品の「一生分」の影響を総合評価

する方法 
 

 ④ 廃棄物の削減と分別の徹底に努めましょう 

   ・ 廃棄物の増大は、最終的には焼却や溶融となり、温室効果ガスの排出につながります。 

   ・ 分別と５Ｒを促進して、廃棄物を出さないオフィスづくりに努めましょう。 

      ＊ ５Ｒ：①Reduse（リデュース）、②Reuse（リユース）、③Refine（リファイン）、④Recycle（リサイクル）、

⑤Reconvert to Energy（リコンバート・トゥ・エナジー） 
 

 ⑤ 建物の省エネルギー化や省エネ機器への買い替えを進めましょう 

   ・ 建物の新設・改修などを行う機会には、断熱・遮光ガラスやコージェネレーション、省エネ
機器の導入など地球に優しいオフィスづくりに努めましょう。 

 

 ⑥ 退社時には、電灯を消灯するとともに、ＯＡ機器などの電源を抜きましょう 

   ・ ＯＡ機器の待機電力は、電力消費量を増大させています。 

   ・ 帰宅時や退席時には、ＯＡ機器などの電気製品をシャットダウンして、待機電力を削減する
とともに、帰宅時や昼食時には、電灯も消灯しましょう。 

 

 ⑦ エレベータの利用は最低限にとどめましょう 

   ・ ３階までの移動は、階段を利用するなど、エレベータの使用は最小限となるように努めまし
ょう。 

 

 ⑧ 県民への環境にやさしい製品知識や省エネ情報を提供しましょう 

   ・ 県全体で温室効果ガスを発生しない社会づくりを進めるため、県民に対して環境に優しい製
品・設備に関する知識や、省エネルギーに関する情報の提供に努めましょう。 

 

 ⑨ ＥＳＣＯ事業を積極的に活用しましょう 

   ・ ESCO 事業とは、工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまで
の環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、その結果得られる省エネルギー効果を保証す
る事業です。会社の経費の節減も含め、ESCO 事業の導入を検討してみませんか。 

 

 ⑩ カーボンオフセットについて考えてみましょう 

   ・ カーボン・オフセットとは、経済活動において避けることができない CO2等の温室効果ガス
の排出について、[1]まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、[2]どうしても排出され
る温室効果ガスについてその排出量を見積り、[3]排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に
投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。 

   ・ 会社のＣＳＲ活動の中で、カーボンオフセットへの取組について、検討してみませんか。 

 

 

〇業務他部門用途別エネルギー源単位 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2019」 

2017 年度 
1,113×106J／㎡ 
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❏ 工場・事業場編 

 ① 空調・冷凍設備を適正に使用しましょう 

   ・ 空調の温度、湿度の設定を見直しましょう。また、 

クールビズ、ウォームビズを推進し、服装の面から 

空調負荷を軽減しましょう。 

   ・ 建家の立て替え時には、断熱性を強化し、日射 

  遮蔽の調整を行いましょう。 

   ・ コジェネレーションシステム、ヒートポンプなど 

の高効率システムを導入しましょう。 
 

 ② ボイラーなど加熱設備を適正に使用しましょう 

   ・ ボイラーや燃焼設備の空気比を最適な状態に調整 

しましょう。 

   ・ 蒸気漏れの補修、蒸気弁・配管などの断熱強化を 

行いましょう。また、炉壁、配管の断熱化により熱 

損失を低減しましょう。 

   ・ 設備取替え時には、高効率設備を導入するととも 

に、CO2排出の少ない燃料へ転換しましょう。 
 

 ③ ポンプ、ファンなど電動力設備を適正に使用しましょう 

   ・ 圧縮空気の配管漏れを修繕しましょう。 

   ・ 配管の短縮、断熱化により損失を低減しましょう。 

   ・ 油圧エレベーターにインバーター制御を導入しましょう。 

   ・ 設備更新時には高効率設備を導入しましょう。 
 

 ④ 照明・電気設備を適正に使用しましょう 

   ・ 適正照度の管理を行うとともに、不要時間帯は消灯し、昼光利用を図りましょう。 

   ・ 照明器具の清掃、蛍光灯の交換を定期的に行いましょう。 

   ・ 更新時には、高効率器具（インバーター安定型）やＬＥＤ照明を採用しましょう。 
 

 ⑤ 廃棄物の削減と分別、再利用に努めましょう 

   ・ 製品の包装、梱包を簡素化するとともに、廃棄物の削減、再利用を促進しましょう。 
 

 ⑥ 新エネルギーを導入しましょう 

   ・ 瀬戸内海気候は、年間を通じて温暖で少雨のため日照時間も長く太陽エネルギーはふんだん
です。 

   ・ 太陽光発電、太陽熱集熱機、風力発電、燃料電池などの新エネルギーを導入しましょう。 
 

 ⑦ 環境マネジメントシステムを導入しましょう 

   ・ ISO14001 などの環境マネジメントシステムを導入することで、社員の意識も変わります。 
 

 ⑧ ＥＳＣＯ事業を導入しましょう 

   ・ ESCO 事業導入による包括的な省エネルギー対策を実施しましょう。 
 

 ⑨ 無料省エネ診断を受けましょう 

   ・ (財)省エネルギーセンターは、経済産業省の委託を受けて工場やビルの省エネ診断を行って
います。省エネは、温暖化防止対策に極めて有効な手段です。 

     ＊ 省エネ診断：詳しくは、愛媛県環境政策課温暖化対策グループまでお問い合わせ下さい。 
 

 ⑩ 管理面での改善にも努めましょう 

   ・ 設備や計測器の清掃、保守点検を定期的に実施しましょう。 

   ・ 操業方法やラインについて、高効率化するよう改善しましょう。 

   ・ グリーン購入、調達を推進しましょう。 

 

 

 

〇製造業エネルギー源別消費 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2019」 

2017 年度 
5,802×1015J 
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❏ 運輸・輸送部門編 

 ① エコドライブの実施に努めましょう 

   ・ 加速のときは、おだやかな発進、早めのシフトア
ップを心がけましょう。 

   ・ 減速のときは、早めのアクセルオフ、エンジンブ
レーキを多用するようにしましょう。 

   ・ 予知運転による停止・発進回数の抑制、定速走行
を実施しましょう。 

   ・ 社内や駐車場においては、アイドリングストップ
を徹底しましょう。 

   ・ 県では、二酸化炭素の排出量が大きい運輸部門で
の排出量削減のため、事業所全体でエコドライブ
に取り組んでいただく「愛媛県エコドライブ推進
事業所登録制度」を設けています。 

     ＊ エコドライブ推進事業所登録制度：愛媛県環境政策課 

温暖化対策グループまでお問い合わせ下さい。 
 

 ② エコドライブの普及啓発に努めましょう 

   ・ ポスターやステッカーを掲示することで、ドライバーの意識の醸成になるばかりではなく、
県民に対する啓発にもつながります。 

 

 ③ 整備、点検を強化しましょう 

   ・ エアクリーナーやエンジンの定期的な点検を行いましょう。 

   ・ タイヤの空気圧を確認し、適正な空気圧で走行しましょう。 
 

 ④ 積載効率、乗車効率を向上させましょう 

   ・ なるべくラッシュ時間帯を避けた運行を計画しましょう。 

   ・ 閑散期、繁忙期を考慮した稼動計画を導入しましょう。 

   ・ 前日予約受け入れによる効率的な配車に努めましょう。 
 

 ⑤ 低燃費車、ハイブリッド車を導入しましょう 

   ・ 省エネ法による燃費基準を満たす低燃費車や、ハイブリッド車を導入するようにしましょう。 

   ・ 天然ガスや電気自動車などのエコカーの導入についても検討しましょう 
 

 ⑥ 循環バスの運行や低床式バスの導入に努めましょう 

   ・ 通勤、通学などのマイカー利用の抑制を図るため、循環運行バスの導入やノンステップバス
の購入などに努めましょう。 

 

 ⑦ グリーン物流（モーダルシフト）を推進しましょう 

   ・ 海に囲まれた四国は、様々な物流手段が選択できます。 

   ・ より環境負荷の小さい鉄道や船舶等を活用した貨物輸送への転換を図りましょう。 
 

 ⑧ 環境マネジメントを導入しましょう 

   ・ ISO14001 などの環境マネジメントシステムを導入しましょう。 

   ・ ISO の認証取得、維持が困難な中小規模の事業者については、環境省が推進する「環境活動
評価プログラム」などの導入に努めましょう。 

 

 ⑨ 高度道路交通システムを活用しましょう 

   ・ カーナビゲーションシステムやＥＴＣ（ノンストップ自動料金支払いシステム）等を導入し、
スムーズな運転に努めましょう。 

 

 ⑩ 管理部門で改善にも努めましょう 

   ・ 最大積載量の遵守を徹底しましょう。 

   ・ 従業員に対し、地球温暖化問題に関する教育を行いましょう。 

 
 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2019」 

〇運輸部門のエネルギー源別消費 

2017 年度 
3,099×1015J 



用　　　語 ページ 解　　　　説

あ行

ＩＳＯ14001 48

　国際標準化機構（International Organization for
Standardization）が発行している環境マネジメントシステム
の仕様を定めた規格。企業、各種団体など組織の活動・製品
及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善す
るためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善し
ていくＰＤＣＡサイクルを構築することを要求している。

ＩＰＣＣ（気候変
動に関する政府間
パネル）

5、6、58

　昭和63年に国連環境計画と世界気象機関により設立。地球
温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、
得られた知見について政策決定者を始め広く一般に利用して
もらうことを任務とする。5～6年ごとに地球温暖化について
網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、適宜、特
別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。

ＥＳＤ（持続可能
な開発のための教
育）

55、56

　一人ひとりが世界の人々や将来世代、また、環境との関係
性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現に
向けて行動を変革するための教育。具体的には、単なる知識
の習得や活動の実践にとどまらず、日々の取組の中に、持続
可能な社会の構築に向けた概念を取り入れ、問題解決に必要
な能力・態度を身に付けるための工夫を継続していくことが
求められている。

一次エネルギー 8

　自然界に存在するままの形でエネルギー源として利用され
るもので、石油・石炭・天然ガス等の化石燃料や原子力の燃
料となるウラン、太陽光や風力などの自然のエネルギーなど
がある。
　これに対し、一次エネルギーを変換・加工して得られる電
気やガソリン、都市ガス等を二次エネルギーという。

ウォームビズ 47、85

　暖房時の室温が20℃でも暖かく快適に過ごすことができる
よう取組を促す、平成17年度から環境省が推進しているキャ
ンペーン。重ね着をする、温かい食事を摂る、などがその工
夫例。

エコアクション21 47、48

　中小事業者でも容易に取り組めるよう、環境省が定めた環
境経営システム・取組・報告に関するガイドラインに基づく
制度。このガイドラインに基づき、環境への取組を適切に実
施し、環境経営のための仕組みを構築、運用、維持するとと
もに、その取組状況等を公表している事業者を、認証し登録
する「認証・登録制度」を設けている。

エコドライブ 17、45、47

　環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用に関する取組。
　穏やかな発進、加速・減速の少ない運転、無駄なアイドリ
ングはやめるなど、燃料消費の少ない運転を心がけること
で、自動車の運行等から発生する温室効果ガスの削減を呼び
かけている。

ＳＤＧｓ
12、13、15、

43、53

　2015年９月に開催された国連持続可能な開発サミットの成
果文書である｢持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲
げられた、2030年までに先進国と開発途上国が共に取り組む
べき国際社会全体の普遍的な開発目標。
　気候変動対策やクリーンエネルギーの普及など17のゴール
(目標)と169のターゲットが掲げられている。

Ⅲ　用語集
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えひめツーキニス
トクラブ

85

　温室効果ガスを排出しない自転車通勤を推進するため、自
転車通勤者（ツーキニスト）がみんなで楽しく自転車通勤を
行う仕組みとして、平成28年11月に愛媛県が創設したクラ
ブ。
　クラブ会員を対象とした各種キャンペーンや、協力店舗に
よるクラブ会員への特典付与等を実施している。

オゾン層 3

　地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10～
50km上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。
　太陽からの有害な紫外線を吸収し、地上の生態系を保護す
るとともに、成層圏の大気を暖める効果によって、地球の気
候の形成に大きく関わっている。

か行

環境影響評価 49

　事業者が大規模な開発事業や公共事業等を実施する事前の
段階で、環境への影響を調査、予測、評価し、自治体や住民
の意見を参考にしながら、事業そのものを環境保全上より望
ましいものにしていく仕組み。
　日本では、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄
道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家及び行政機
関等が関与し手続が実施されている。

環境マネジメント
システム

48

　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あたり、環境に関する方針や目標を
自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための工
場や事業所内の体制・手続き等の仕組み。
　ＩＳＯ14001やエコアクション21などがある。

間伐 39、50、52

　育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて、育
成する樹木の一部を伐採（間引き）し、残存木の成長を促進
する作業。この作業により生産された丸太が間伐材。一般
に、除伐後、主伐までの間に育成目的に応じて間断的に実
施。

緩和策 31

　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減して、
地球温暖化の進行を食い止め、大気中の温室効果ガス濃度を
安定させようとする対策。
　省エネルギー対策や再生可能エネルギーの普及拡大、二酸
化炭素の吸収源対策などがあげられる。

京都議定書
3、4、11、12、

14、15、18、
32、39

　正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議
定書」で、平成9年に京都市で開催された第3回国連気候変動
枠組条約締結国会議（ＣＯＰ3）において採択。
　先進各国の温室効果ガスの排出量について、法的拘束力の
ある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実
施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意され
た。

クールチョイス 19、44、85、87

　脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービスの
利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する
「賢い選択」（クールチョイス）をしていこうという取り組
み。

クールビズ 17、47、72、85

　冷房時の室温が28℃でも涼しく快適に過ごすことができる
よう取組を促す、平成17年度から環境省が推進しているキャ
ンペーン。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代
表。
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用　　　語 ページ 解　　　　説

グリーン購入 45、85
　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、購入が必要な場合には、品質や価格だけでなく、できる
限り環境への負荷が小さいものを優先的に購入すること。

コージェネレー
ション

50

　内燃エンジンなどの熱機関で発電する際の排熱を有効利用
するシステムで、通常の火力発電所の熱効率が40％程度であ
るのに対し、コージェネレーションの場合は80％以上の熱効
率を実現することも可能。

固定価格買取制度
（ＦＩＴ）

30

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法に基づき、2012年7月1日から開始された制度で、再
生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマ
ス）を用いて発電された電気を、電気事業者が一定期間、国
が定める固定価格で買い取ることを義務付けることで、再生
可能エネルギーの普及拡大を図ることを目的にしている。

さ行

再生可能エネル
ギー

6、10、14、16、
20、30、44、

46、47

　有限で枯渇性の石油、石炭、天然ガスなどの化石エネル
ギーと対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象を利用
して得られるエネルギー。
　資源を枯渇させずに利用可能であるため、資源有限性への
対策、地球温暖化防止対策など、有効性と必要性が指摘さ
れ、近年利用の重要性が高まっている。

ＣＳＲ（企業の社
会的責任）

48、49、87

　企業活動を社会的公正性や環境保全等の観点から、利益の
追求だけではなく、様々な社会的側面、環境的側面において
も公益や成果を高め、利害関係者に対して責任を果たすべき
とする理念。

ＣＬＴ（直交集成
板）

53

　ひき板を並べた層を、板の方向が層ごとに直交するように
重ねて接着した大判のパネル。
　欧米では、中・大規模マンションや商業施設の壁や床に用
いられ、急速に普及している。日本では、平成26年1月施行の
ＪＡＳ規格として制定され、普及が進められている。

シェールオイル 9

　シェール層と呼ばれる地中の頁岩（けつがん）層に残留し
ている原油。同様に残留している天然ガスはシェールガスと
呼ばれ、いずれも従来は経済的に採掘が困難であったが、採
掘技術の向上により利用が可能となったことから、特に米国
で開発が進んでいる。

循環型社会
13、16、19、
52、53、56

　資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の
全段階を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用など
の取組により、新たに採取する資源をできるだけ少なくし
た、環境への負荷をできる限り少なくする社会。

森林吸収量 39

　京都議定書において削減目標達成のために算入が認められ
た森林の二酸化炭素吸収量。
　本県の数値は、毎年、林野庁が算定する数値を使用してい
る。

ＺＥＨ 20、44、49

　ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で「ゼッチ」と
呼ぶ。外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効
率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持しつ
つ大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電システム
などの再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一
次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住
宅。
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ＺＥＢ 46、85

　ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称で「ゼブ」と呼
ぶ。先進的な建築設計や自然エネルギーの積極的な活用、高
効率な設備システムの導入等により、室内環境の質を維持し
つつ大幅な省エネルギーを実現した上で、太陽光発電システ
ムなどの再生可能エネルギーを導入することにより、年間の
一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建
築物。

セルロースナノ
ファイバー

53

　植物の細胞壁を構成するセルロースを太さ約10ナノメート
ル程度まで細かくした繊維。主に植物系バイオマス資源から
生産され、軽量・高強度など優れた特性を有することから、
様々な分野への用途展開が期待されている新素材。

た行

脱炭素社会
14、15、31、

32、41
温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収
源による除去量との均衡を達成すること。

地球温暖化防止活
動推進員

56、57、86

　地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地球温暖化
防止の取組を進める者として、都道府県知事が委嘱。
　地域における温暖化対策の重要性について、住民の理解を
深めための活動や、住民の求めに応じて情報提供を行うなど
の活動に取り組んでいる。

地球温暖化防止活
動推進センター

56、57、86

　地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地球温暖化
防止に関する「啓発・広報活動」「活動支援」「照会・相談
活動」「調査・研究活動」「情報提供活動」などを行う機関
として、都道府県知事が指定。

低炭素社会
14、17、31、
43、47、48、
52、54、86

　化石エネルギー消費等に伴う温室効果ガスの排出を大幅に
削減し、世界全体の排出量を自然界の吸収量と同等のレベル
としていくことにより、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。

適応策
31、58、63～
72、73、78、
79、80、86

　地球温暖化による気候の変動やそれに伴う気温・海水面の
上昇などに対して、人や社会、経済のシステムを調節するこ
とで影響を軽減しようとする対策。
　渇水対策や治水対策、熱中症予防、感染症対策、農作物の
高温障害対策などがあげられる。

デマンド監視装置 84、85
　時間ごとの電気使用量の可視化や、消費電力が一定水準を
超過した場合の警報機能による電力のピークカット等を行う
ための装置。

電化シフト 46

　再生可能エネルギー等の活用による電力の低炭素化を前提
に、化石燃料の直接燃焼から電力利用に移行すること。
　熱効率の向上には限界があるが、再生可能エネルギー由来
の電気を活用することで、熱利用の脱炭素化が実現可能とな
ることから、化石燃料由来の熱利用に伴う温室効果ガスの削
減手段の一つとして注目されている。

電力排出係数 35、41、84
　電力排出原単位とも呼ばれ、一定の電力を作り出す際に、
どの程度の二酸化炭素が排出されたかを表す指標。単位は
「㎏‐CO2／kWh」。
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な行

日本の約束草案 14、15
　COP21に先立ち各国が定めた2020年以降の温暖化対策に関す
る目標。日本は2030年度に2013年度比で26％削減することと
している。

燃料電池 20、45、50

　水素などの燃料と酸化剤の化学反応によって電気エネル
ギーを取り出す装置。
　家庭用燃料電池の場合、ガスなどから水素を取り出し、空
気中の酸素と反応させる。この化学反応で排出されるのは水
だけで、二酸化炭素などの温室効果ガスは排出されないた
め、クリーンエネルギーの一つとされる。

は行

バイオディーゼル
燃料

19、50

　大豆、ナタネやパームなどの植物油や使用済み天ぷら油な
どを原料として、その植物性油脂等をメチルエステル化して
得られる液体燃料で、主な成分は脂肪酸メチルエステル。
　軽油の代替燃料として利用が可能。

バイオマス
19、30、48、
49、50、53、

54、85

　生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、動植物に由来
する有機物である資源（化石資源を除く。）。太陽のエネル
ギーを使って生物が生み出すものであり、生命と太陽エネル
ギーがある限り再生可能な資源。
　持続的に再生可能な資源であることから、これをエネル
ギーや原料として活用することは、地球温暖化防止や循環型
社会構築に大きく貢献するとともに、産業創出、地域活性化
などにつながることが期待される。

バイオマス熱利用 49
　バイオマスを直接燃焼し、廃熱ボイラーから発生する蒸気
の熱を利用したり、バイオマスを発酵させて発生したメタン
ガスを都市ガス等の代わりに燃焼して利用すること。

ハザードマップ 68、70、80
　自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、
被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位
置などを表示した地図。

パリ協定 11、12、13、15

　平成27年12月にパリで開催された第21回国連気候変動枠組
条約締結国会議（ＣＯＰ21）で採択された、気候変動抑制に
関する多国間の国際的な協定（合意）。2020（令和2）年以降
の地球温暖化対策を定めている。
　京都議定書以来18年ぶりとなる気候変動に関する国際的枠
組であり、条約加盟196カ国全てが参加する枠組としては世界
初。

ヒートアイランド 7、54、72

　人間活動が原因で、都市の気温が周囲よりも高くなること
で、地図上に等温線を描くと、高温域が都市を中心に島状に
分布することから名づけられた。気温上昇に伴い、熱中症等
の健康被害の拡大、生態系の変化等が懸念されている。

Ｖ２Ｈ 20、50

　「Vehicle To Home（ビークル・トゥ・ホーム）」の略称
で、「ブイ・ツー・エイチ」と呼ぶ。電気自動車のバッテ
リーに蓄えた電気を家庭で使う仕組みで、再生可能エネル
ギーの自家消費拡大に寄与するほか、災害時の非常用電源と
しても活用することが可能。

プラグインハイブ
リッドカー

45

　エンジンとモーターを組み合わせた動力により駆動するハ
イブリッド車に、家庭用電源などの電気を車両側のバッテ
リーに充電することで、電気自動車としての走行割合を増加
させる自動車。
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ま行

ＭａａＳ 54

　「Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービ
ス）」の略称で、「マース」と呼ぶ。ＩＣＴを活用して交通
をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体に関わ
らず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ
（移動）を一つのサービスとしてとらえ、継ぎ目なくつなぐ
概念。
　公共交通やライドシェアなど複数の移動手段の中から最適
な組み合わせを検索し、予約、支払いまでスマートフォンの
アプリ等でまとめて行うなど、移動や物流の効率化のほか、
過疎地や観光地での活用等も期待されている。

モーダルシフト 54
　トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の
小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること。

木質バイオマス 19、50

　木材からなるバイオマス。
　主に樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉などの林地
残材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほか、
住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類がある。

木質ペレット 19
　製材工場等の残材や林地残材などの木質バイオマスを粉砕
し、圧縮、成形した小粒の固形燃料。ストーブやボイラー等
の燃料として使用される。
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