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１．  はじめに  

 

 豊能町では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定する「実行計画」 (温室

効果ガス排出の抑制等のための措置に関する計画)として「第２次豊能町地球温暖化対

策実行計画」（以下、「第２次計画」という）を平成 19 年 4 月に策定し、同年 4 月から

実施しています。 

 本報告書は策定された実行計画に基づき、平成 21 年度の実施状況を取りまとめたも

のです。 

 なお、今回の実績報告においては、「第２次計画」を実施して 2 年度続けて 20％以

上の削減という結果になっていたため、基準年度の温室効果ガス総排出量の値を見直

しており、そのため目標年度の温室効果ガス総排出量の値も変更になっています。  

 

 

２．計画の概要 

 

（１） 計画期間 

   基準年度を平成１７年度として、平成１９年度から平成２３年度までの５年間

とします。 

 

（２） 計画の対象範囲 

 

①  対象の事務・事業の範囲 

庁舎内・出先機関におけるすべての事務・事業を対象としています。 

なお、他者(民間等)に委託等して行う事務・事業は対象外とします。 

    

②  対象の温室効果ガス 

   本計画において排出量の削減対象とする温室効果ガスは、次の３種類として

います。  

 

二酸化炭素           (CO2) 

メタン             (CH4) 

一酸化二窒素                    （N２O） 

 

なお、温室効果ガスのうち、ハイドロフルオロカーボン (HFC）パーフルオロカ

ーボン (PFC）六フッ化硫黄 (SF6)については、本町の事務・事業からは排出され

にくいものであるため、算定しないものとします。 
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（３） 計画の目標 

 

   基準年度を平成１７年度とし、平成２３年度までに、温室効果ガス総排出量を

5.0％削減することを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：見直し前の値：基準年度 4,391t、目標年度 4,171t） 

 

（４） 取り組み 

 

 ①温室効果ガスの削減のための直接的な取組み 

  ○電気の使用 

  ○公用車の使用 

○灯油・ガスの使用 

 ②温室効果ガスの削減のための間接的な取組み 

  ○備品の購入・使用・廃棄にあたっての配慮 

  ○水・エネルギーの使用にあたっての配慮 

  ○公共施設の設計・施工・維持管理・修理・解体段階にあたっての配慮 

 

（５）基準年度の温室効果ガス総排出量      

本町では、基準年度である平成 17 年度の温室効果ガス総排出量は、主に電

気の排出係数 0.555kg- CO2/kwh を用いて算定しています。この数値は地球温

暖化計画化対策の推進に関する法律の施行令の改正(平成 18 年 3 月 29 日)によ

るものです。  

また、報告年度の温室効果ガス総排出量も同改正により定められた排出係数

を用いて算定し、基準年度と比較することとしています。  

基準年度 (平成 17 年度)の温室効果ガス総排出量は、修正を行っており、そ

の数値は下の表に示すとおりで、 CO2  換算にして 3,663,312kg でした。 

種類 ガス排出量(kg) 地球温暖化係数 CO２ 換算量 (kg-CO２ ) CO２排出量割合(%) 

CO２  3,645,859 1 3,645,859 99.5 

CH4 428.61 21 9,001 0.2 

N２O 30.49 310 9,452 0.3 

計   3,664,312 100.0 

 

目標年度（ 23 年度）  

温室効果ガスの総排出

量  

3,482ｔ－CO２ 

 

基準年度（ 17 年度）  

温室効果ガスの総排出

量  

3,665ｔ－CO２ 
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３．平成２１年度温室効果ガス排出状況 

 

（１）総排出量 

  町の事務・事業に伴う温室効果ガス総排出量は、3,141t-CO2 となり、平成１７年

度（基準年度）に対し、 14.3％の減少となりました。  

 

 ○年度別温室効果ガス総排出量            単位： kg－CO2 

 
平成 17 年度 

（基準年度） 
平成 21 年度 

基準年度

比（％） 

温室効果ガス  

総排出量  
3,664,312 3,141,049 △14.3 

 

（２）温室効果ガス種類別排出量 

  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出量は、次のとおりです。 

二酸化炭素の排出量が温室効果ガス総排出量全体の 99.6％を占めています。               

単位： kg－ CO2 

 
平成 17 年度 

（基準年度） 
平成 21 年度 

基準年度比

（％） 

二酸化炭素  3,645,859 3,129,518  △14.2 

メタン  9,001 6,014 △33.2 

一酸化二窒素  9,452 5,517 △41.6 

合    計  3,664,312 3,141,049  △14.3 
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（３）温室効果ガス種類別内訳  

   温室効果ガスの排出源内訳の割合は、次のとおりです。  

      平成 17 年度（基準年度）の値（電気使用量の数値）を見直したため、合計

が変わっています。従って基準年度比の値が従前の「２次計画」と変わっていま

す。  

 

○二酸化炭素（ CO2）排出量内訳           単位： kg－CO2 

 平成 17 年度  

（基準年度）  
平成 21 年度  

基準年度比

（％）  

電気の使用  2,971,116 2,625,938 △11.6 

燃
料
の
使
用 

ガソリン  116,201 97,102 △16.4 

軽油  88,756 69,336 △21.9 

都市ガス  292,928 191,857 △34.5 

LPG 114,685 101,784 △11.2 

灯油  62,173 38,082 △38.7 

Ａ重油  - 5,419 - 

合   計  3,645,859 3,129,518 △14.2 

 

   平成 21 年度において、二酸化炭素は基準年度に比較して 14.2％(516.3t－

CO2)の減少となっています。減少要因として、平成 18 年 11 月に大阪府営水が

導入されたことによる水道施設の休停止、平成 19 年度にスポーツセンターシ

ートスが指定管理制度導入されたことなどです。  

  Ａ重油使用による排出は、平成 19 年度より再開された老人福祉センター永

寿荘のボイラーによるもので、前年度同様の使用量となっており、特に増減は

ありませんでした。  
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    ○メタン（CH4）排出量内訳            単位： kg－ CO2 

 
平成 17 年度 

(基準年度) 
平成 21 年度 基準年度比（％） 

自動車走行に伴う排出 164 143 △12.8 

ガス機関における燃料

の使用に伴う排出等 
8,837 5,871 △33.6 

合    計  9,001 6,014 △33.2 

 

    メタンの排出量は、基準年度に比較して 33.2％ (3.0t－ CO2)の減少となっ

ています。減少要因としては、主に公用車を集中的に管理したことで、大阪

府庁等への出張時の乗り合い乗車や公共交通機関の利用、また出張回数の減

少などにより、ガソリン使用量及び走行距離が減少したことなどです。                        

 

 

○一酸化二窒素（N２O）排出量内訳        単位： kg－ CO2 

 
平成 17 年度 

(基準年度) 
平成 21 年度 基準年度比（％） 

自動車走行に伴う排出 4,350 3,859 △11.3 

ガス機関における燃料

の使用に伴う排出等 
5,102 1,658 △67.5 

合    計  9,452 5,517 △41.6 

 

     一酸化二窒素の排出量は、基準年度に比較して 41.6％ (0.4t－CO2)の減少

となっています。  

減少要因はメタンと同様です。  
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４．実施状況  

(1)温室効果ガス排出に伴う活動             

 

 

（ア）  電気使用量  

基準年度に比較して 11.6％ (621,943kwh)の減少となっています。  

主な減少施設は、大阪府営水導入により休停止した水道施設（ 19 箇所

の浄水場等施設）(42.1％)と、野間口地区の下水接続がほぼ完了したため

野間口し尿処理センターが、マンホールポンプのみ稼働に要しなくなった

ため（ 78.0%）と、豊悠プラザ  (26.9％)、豊悠プラザ内の指定管理者制度

の対象施設となったデイサービスセンター  (27.1％ )での減少となってい

ます。  

 

(イ)  燃料使用量  

   ○ガソリン  

公用車の走行に係るガソリンの使用量は、基準年度に比較して 16.4％

（8,226L）の減少となっています。  

 

 

○軽油  

基準年度に比較して 21.9％（7,414L）の減少となっています。  

 

 単位 
平成 17 年度

（基準年度） 
平成 21 年度 

基準年度

比（％） 

電気使用量 Kwh 5,353,363 4,731,420 △11.6 

燃
料
使
用
量 

ガソリン  L 50,050 41,824 △16.4 

軽油  L 33,886 26,472 △21.9 

都市ガス  ㎥  140,853 92,254 △34.5 

液 化 石 油 ガ

ス（ LPG）  
㎥  19,112 16,962 △11.2 

灯油  L 24,974 26,472 △6.0 

Ａ重油  L － 5,419 － 

自動車（公用車）走行

距離  
ｋｍ  544,011 485,808 △10.7 
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○都市ガス  

 基準年度に比較して 34.5％（48,599 ㎥ )の減少となっています。  

主な減少施設は、光風台小学校 (26.9％ )、いきいきデイサービスセンタ 

ー(33.2％)、ユーベルホール(36.7％ )、西公民館 (31.0％ )となっています。

その減少要因としていきいきデイサービスセンターは、提供する昼食調理

を豊悠プラザに変更したためです。その他の施設は、主に児童数の減少に

よる空き教室の増加や、幼児の午後睡眠を同一部屋で行うなど、極力冷暖

房を使用する機会、スペースを減少したことにより、冷暖房の使用が抑え

られたことで使用量の減少となりました。  

    

○液化石油ガス（ＬＰＧ）  

基準年度に比較して 11.2％ (2,150 ㎥ )の減少となっています。  

主な減少施設は、東能勢小学校 (23.7％ )、吉川小学校 (54.9％)、  

東能勢幼稚園(57.6％)です。いずれも主に児童数の減少による空き教室の

増加などにより、冷暖房の使用が抑えられたことで使用量の減少となりま

した。  

  

    ○灯油・Ａ重油  

     灯油は、基準年度に比較して 6.0%(1,498 ㎥）減少しています。  

Ａ重油は、老人福祉センター永寿荘のボイラーの故障により計画策定時

に算入されていませんでしたが、平成 18 年度に改修され、その使用量は

平成 20 年度同様の使用量となっています。  

 

    ○自動車（公用車）走行距離  

    公用車走行距離は、基準年度に比較して 10.7％ (58,203km)減少となっ

ています。  
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(2)間接的な取組み  

(ア)備品等の購入・使用・廃棄にあたっての配慮  

○グリーンマークやエコマーク等の付いた環境ラべリング製品を使用するグ

リーン購入を積極的に努めた。  

○イントラネットワーク事業の更新により、プリンターを両面印刷対応機種

を導入し、紙類の使用に充分配慮した。またミスコピーの防止や裏面の再利

用を徹底した。  

○コンピュータネットワークの活用を行い、情報の電子化と共有に努めペー

パレスの実施に努めた。  

○使用済フラットファイルの再利用に努めた。  

○庁内の廃棄文書などは資源回収を行い、再利用に努めた。  

(イ)水・エネルギーの使用にあたっての配慮  

○トイレの用水の水量の適正調節、水道水使用後の閉栓に努めた。  

○水道水の水漏れ等の点検の実施に努めた。  

    

５．今後の課題及び取組み  

  平成２１年度の温室効果ガス総排出量は基準年度に比較して、 14.2%の削減

となり、計画の目標である温室効果ガス総排出量を 5.0%削減するという目標

を大きく達成した結果になりました。  

    この削減率は、「2 次計画」初年度である平成 19 年度より 2 年度続けて、20％

以上の削減という結果が続いていたので、基準年度の温室効果ガス総排出量の

見直しを行った上での結果です。  

  削減要因としては電気使用量の減少が大きく、二酸化炭素の削減となったも

のです。  

  もし、主な削減要因となった、府営水導入による水道施設の停止や指定管理

者制度導入施設の電気使用量を今回見直さなかったとしたら、温室効果ガス総

排出量は、基準年度に比較して 28.5％削減となり、電気使用量においては、

基準年度に比較して 29.0％削減と著しく高い達成率となっていました。  

  今回、それでも温室効果ガス総排出量が、10％以上の削減という結果になっ

ているため、事務・事業における各職員の鋭意努力の結果が反映されたと言え

ます。  

今後も環境情報の提供や「2 次計画」の精査の継続などを行い、職員一人一

人が温室効果ガスの総排出量削減に向けて、より徹底した直接的及び間接的な

取組みを図っていきます。  
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参考資料  

 

平成 17年度以降の温室効果ガス総排出量及び各使用量の推移は次のとおりです。 

 

 

  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  

温室効果ガス総排出量  3,664,312   3,513,046 3,324,380 3,141,049 

※平成 17 年度の値を 4,390,630kg-CO2 から見直しています。  

 

  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  

電気使用量  5,353,363   5,186,233 4,960,228 4,731,420 

※平成 17 年度の値を 6,662,044Kwh から見直しています。  
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  平成 17 年度  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  

ガソリン ℓ 50,050 44,626 43,564 41,824 

軽油  ℓ 33,386 29,632 28,193 26,472 

都市ガス ㎥ 140,853 133,841 110,159 92254 

LPG ㎥ 19,112 17,302 15,574 16962 

灯油  ℓ 24,974 18,473 18,711 26472 

 

  

 
  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  

A 重油  ℓ 2,800 2,000 5,419 


