第５章
１

削減目標実現に向けた対策・施策

取り組みの基本方針

山形市の地球温暖化対策を進めるにあたり、中期目標年度（2030（平成 42）年度）に「人口一人
あたりの排出量を基準年度比 26.0%削減」を実現するため、次の５つの基本方針を設定し、市民・事
業者・市の三者が連携して、実効的な取り組みを推進していきます。山形市では、市独自の地球温暖
化対策・施策を進めるとともに、国や県で実施している施策や制度などを積極的に活用し、より効果
的な対策・施策を実施していきます。

＜基本方針Ⅰ＞省エネルギーの推進と環境配慮型のライフスタイルの実現
温室効果ガスの排出量がより少ない製品及びサービス等の選択や、エネルギーの効率的な利用に
努める環境配慮型のライフスタイル・事業スタイルの定着を図ります。また、市民や事業者が賢い
選択ができるよう、地球温暖化対策に関する情報提供や環境教育・学習の場や機会を設けることに
より、市民一人一人が地球環境を考え行動するまちづくりを進めます。

＜基本方針Ⅱ＞再生可能エネルギーの普及・促進
これまでも導入してきた太陽光をはじめ、それ以外の再生可能エネルギーである地中熱・地下水
熱、小水力及び木質バイオマス等の導入を図り、山形の自然を活かした環境にやさしいまちづくり
を進めます。

＜基本方針Ⅲ＞循環型社会の構築
生産から、消費、処理・リサイクルに至るまで、３R（ごみの削減、再利用、リサイクル）が推進
されるまちづくりを進めます。

＜基本方針Ⅳ＞低炭素型の交通交流基盤の整備
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電気自動車 、ハイブリッド自動車等の低公害車 の普及や、エコドライブの推進、公共交通機
関等を利用しやすい環境を整備し、温室効果ガスの排出が少ない移動手段を便利に利用できるまち
づくりを進めます。
また、地域で生産された農産物や木材を積極的に利用し、地産地消のまちづくりを進めます。

＜基本方針Ⅴ＞みどり豊かな環境整備
適正な森林保全、都市緑化を推進し、温室効果ガス吸収源としての機能保全を図るとともに、市
民・事業者がいきいきと活動できるよう、緑豊かな憩いと癒しが感じられるまちづくりを進めま
す。
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電動機を原動力とする自動車。
大気汚染物質の排出が少なく、環境への負荷が小さい自動車。
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市民の取り組み
・ 日常生活では、率先して省エネルギーや
再生可能エネルギーの導入、ごみ排出量
の削減などの取り組みを実践します。
・ 環境活動に積極的に参加します。
・ 地元の農産物や製品を積極的に購入しま
す。
・ 低炭素な移動手段を選択します。

連携

事業者の取り組み
・ 環境に配慮した経営や環境負荷の少ない製
品・サービスの開発・供給を積極的に推進し
ます。
・ 再生可能エネルギーの導入を進めます。
・ ごみ排出量の削減に取り組みます。
・ 環境活動に積極的に参加します。
・ 地元の農産物や製品を積極的に購入します。
・ 低炭素な移動手段を選択します。

事業者

市民

（事業者団体を含む）

（市民団体を含む）

協働
連携

連携
市

市の取り組み
・ 率先して省エネルギーや再生可能エネルギーの取り組みを実践し、その取り組み状況や効果
を広く公表します。
・ 市民や事業者への普及啓発に努めます。
・ 市民や事業者の取り組みを支援します。

図９ 市民・事業者・市の役割と三者の連携イメージ
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２

削減目標達成に向けた基本方針別・部門別必要削減量

中長期的に市全体として温室効果ガス削減目標を実現するためには、市民・事業者・市の各主体が
連携・協働しつつ、部門別に削減を実施していくことが必要となります。本計画では、温室効果ガス
削減目標達成のための、基本方針別の必要削減量を以下の通りとしました。中期目標年度（2030（平
成 42）年度）の温室効果ガス総排出量の削減目標を達成するためには、なりゆきベースの将来推計値
から 407 千 t－CO2 を削減する必要があります。
下表に、その 407 千 t－CO2 を削減する基本方針ごとの必要削減量を示しました。必要削減量の算
定は、国の「地球温暖化対策計画」や本市の他計画（「山形市発展計画」（平成 27 年度策定）、「山
形市再生可能エネルギー導入計画」（平成 29 年 3 月策定）及び「山形市一般廃棄物処理基本計画」
（平成 30 年 3 月策定予定）の目標値等を参考にしています。
表９ 中期目標年度（2030（平成 42）年度）における削減方法ごとの削減量と分担率
削減方法

必要削減量（千 t-CO2）

＜基本方針Ⅰ＞省エネルギーの推進と環境配慮型
のライフスタイルの実現
＜基本方針Ⅱ＞再生可能エネルギーの普及・促進

分担率（％）

228

56.1%

94

23.1%

4

0.9%

＜基本方針Ⅳ＞低炭素型の交通交流基盤の整備

68

16.7%

＜基本方針Ⅴ＞みどり豊かな環境整備

13

3.2%

407

100.0%

＜基本方針Ⅲ＞循環型社会の構築

合計
各方針の必要削減量の算定根拠

＜基本方針Ⅰ＞国の省エネ推進とほぼ同等の省エネ対策・環境配慮型ライフスタイルを実施することとして設定しまし
た。
＜基本方針Ⅱ＞「山形市再生可能エネルギー導入計画」（平成 29 年 3 月策定）では、2020（平成 32）年度までに
102,000 千 kWh（二酸化炭素換算 60 千 t-CO2）導入する目標を参考に、2030 年度における再生可能
エネルギー導入量を設定しました。
＜基本方針Ⅲ＞「山形市一般廃棄物処理基本計画」（平成 30 年 3 月策定予定）に示される一般廃棄物排出量の削減目
標から設定しました。
＜基本方針Ⅳ＞国の運輸部門（自動車）対策と同等の取り組みを実施することとして設定しました。
＜基本方針Ⅴ＞現況の森林整備・都市緑化を継続することとして設定しました。

22

また、次に部門別の目標値と必要削減量を示しました。
表 10 中期目標年度（2030（平成 42）年度）における部門別の削減量内訳
なりゆきベース
の排出量
（2030（平成
42）年度）

目標値
（2030（平成
42）年度）

必要削減量
（なりゆきベー
スの排出量に対
する削減率）

必要削減量の
部門別分担率

産業

208 →

140

67（32.4%）

16.5%

業務その他

437 →

328

108（24.8％）

26.6%

家庭

477 →

330

147（30.8%）

36.1%

運輸

472 →

404

68（14.4％）

16.7%

農業

35 →

35

0（ 0.0%）

0.0%

廃棄物

41 →

38

4（ 9.3%）

0.9%

→

-13

13（ － ）

3.2%

1,670 →

1,263

407（24.4%）

100.0%

森林等吸収量
排出量合計

※排出量及び削減量は小数点以下を、削減率及び分担率については、小数点第１位以下を端数処理しているため、各項
目の合計値が合計に合致しない項目があります。
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３ 削減目標達成に向けた取り組みの全体像

基本方針
Ⅰ．省エネルギー
の推進と環境
配慮型のライフ
スタイルの実現

山形市における温暖化防止のための取り組み

Ⅱ．再生可能エネ

１．市民の取り組み／２．事業者の取り組み（対策）
Ⅰ-1[市民]
①国民運動への参加
②省エネ型設備・機器等の導入・建築物の省エネ化
③環境教育活動への参加
Ⅰ-2[事業者]
①国民運動への参加
②省エネ型設備・機器等の導入・建築物の省エネ化
③省エネ・環境配慮活動の実践、EMS の導入
④環境教育の推進

Ⅱ-1[市民]
①再生可能エネルギー設備の積極的な導入

・
・
・
・

国民運動 COOL CHOICE への賛同・参加
省エネ製品・省エネ住宅の選択・購入
地球温暖化対策や省エネルギーに関する学習・教育の実践
環境教育イベントへの参加等

・
・
・

国民運動 COOL CHOICE への賛同・参加
省エネ型の設備・機器・施設等の導入、建築物の省エネ化
事業活動における環境・エネルギー管理の推進、環境マネジメン
トシステム等の導入促進
従業員等への環境教育の実施

・

・
・

住宅への太陽光エネルギー利用設備の導入
太陽光エネルギー以外の再生可能エネルギー設備の導入

Ⅲ．循環型社会の
構築

Ⅳ．低炭素型の
交通交流基盤の
整備

Ⅴ．みどり豊かな
環境整備

Ⅰ-3＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
・ 市有施設への省エネ型設備の導入の推進
・ 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理

②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
・
・
・
・

国民運動 COOL CHOICE の普及促進
省エネ型の設備・機器の導入促進
環境マネジメントに係る認証登録制度の促進
学校・市民活動等における環境学習の推進

Ⅱ-3＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
・ 上下水道施設への再生可能エネルギー設備の導入の推進
・ 市有施設や土地への再生可能エネルギー設備の導入の推進

②市が構成員である一部事務組合が行う事業における率先行動

ルギーの普及・
促進

３．市の取り組み（施策）

・ エネルギー回収施設の整備・運用

Ⅱ-2[事業者]
①再生可能エネルギー設備の積極的な導入

Ⅲ-1[市民]
①家庭系ごみの発生抑制・排出抑制
②家庭系ごみのリサイクルの推進
③家庭における排水の適正処理
Ⅲ-2[事業者]
①事業系ごみの発生抑制・排出抑制
②事業系ごみのリサイクルの推進
③事業所等における排水の適正処理

・ オフィス、店舗、工場等への太陽光エネルギー利用設備の導入
・ 太陽光エネルギー以外の再生可能エネルギー設備の導入

・ ごみを出さないライフスタイルの定着
・ ごみの分別の徹底、多様なリサイクルルートの活用
・ 家庭における排水の適正処理

③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
・ 再生可能エネルギー設備導入に係る支援
・ 再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免の措置

Ⅲ-3＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
・ ごみ減量に向けた意識向上・分別徹底
・ 区域に応じた生活排水処理施設の整備、接続等の普及推進

②市が構成員である一部事務組合が行う事業における率先行動
・ 事業系ごみ処理手数料の適正化

・ ごみを生じさせない事業活動の推進
・ ごみの分別の徹底、古紙回収システムの利用推進
・ 事業所等における排水の適正処理

Ⅳ-1[市民]
①公共交通機関及び自転車の利用促進
②次世代自動車の普及、燃費改善
③地産地消の推進

・ 公共交通機関の利用及び自転車の積極的利用
・ 次世代自動車・低燃費自動車の利用
・ 地産地消の推進

Ⅳ-2[事業者]
①公共交通機関及び自転車の利用促進
②次世代自動車の普及、燃費改善
③地産地消の推進

・ 公共交通機関の利用及び自転車の積極的利用
・ 次世代自動車・低燃費自動車の利用
・ 地産地消の推進

Ⅴ-1[市民]
①森林整備への協力
②都市緑化への協力
②木材及び木質バイオマスの積極的利用

・ 森林整備への協力
・ 都市緑化への協力
・ 市産材及び木質バイオマスの利用

Ⅴ-2[事業者]
①森林整備・中山間地域農業の推進
②都市緑化の推進
③木材及び木質バイオマスの積極的利用

・
・
・
・
・

森林整備への協力
効率的かつ安定的な森林経営、森林の適正な保全・管理の推進
中山間地域農業の推進
緑地等の整備、適正な維持・管理
24
市産材及び木質バイオマスの利用
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・ 適正な中間処理

③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援

・資源物の循環利用の促進
・ ３R の推進に関する啓発・誘導
ごみ減量に向けた新たな施策の調査・研究
・
・
浄化槽の適正な維持管理の支援及び指導

Ⅳ-3＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
・ 低炭素都市づくりの推進、公共交通基盤の整備
・ 道路・橋りょうの新設及び改良
・ 地球温暖化に配慮した交通行動の実践

②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
・ 公共交通・駐輪場の整備

・

地産地消の推進

Ⅴ-3＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動

・ 市産材及び木質バイオマスの利用の推進
・ 森林整備、適切な管理・保全の推進
・ 都市公園等の整備、適正な維持・管理

②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
・
・
・
・

市民参加の森林づくりの推進
・ 林業の育成指導
市産材及び木質バイオマス利用の普及啓発
中山間地域農業の推進
緑化活動の普及啓発
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４

具体的な対策・施策

山形市における地球温暖化対策を進めるため、具体的に取り組む対策・施策を主体別に整理し、更
に基本方針ごとに「取り組み指標」を設定して施策の進捗状況を把握していきます。
また、取り組み指標については、市で把握できる指標のほか関係機関のものなども加えることと
し、温室効果ガスの排出削減量とは別個に個々の対策・施策についての定量的な目標を設け、定期的
な数値の把握に努め、評価・改善に活用していきます。

＜基本方針Ⅰ＞省エネルギーの推進と環境配慮型のライフスタイルの実現
山形市における省エネルギーの推進と環境配慮型のライフスタイルの実現に向け、以下の取り組み
を進めていきます。

＜市民・事業者の取り組み＞
Ⅰ－１ 市民

Ⅰ－２ 事業者

①国民運動への参加
国民運動 COOL CHOICE への賛同・
参加

①国民運動への参加
国民運動 COOL CHOICE への賛同・
参加

②省エネ型設備・機器等の導入・建築物
の省エネ化
省エネ製品・省エネ住宅の選択・
購入

②省エネ型設備・機器等の導入・建築物
の省エネ化
省エネ型設備・機器等の導入・建築
物の省エネ化

③環境教育活動への参加
地球温暖化対策や省エネルギーに関
する学習・教育の実践
環境教育イベントへの参加等

③省エネ・環境配慮活動の実践、EMS の
導入
事業活動における環境・エネルギー
管理の推進、環境マネジメントシス
テム等の導入促進
④環境教育の推進
従業員等への環境教育の実施

Ⅰ－３＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
市有施設への省エネ型設備の導入の推進
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理
②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
国民運動 COOL CHOICE の普及促進
省エネ型の設備・機器の導入促進
環境マネジメントに係る認証登録制度の促進
学校・市民活動等における環境学習の推進
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＜市民・事業者の取り組み（対策）＞
省エネルギーの推進と環境配慮型ライフスタイルの実現に向けて、市民、事業者の取り組みとして
は、以下のものが挙げられます。
Ⅰ－１ 市民の取り組み
私たちの日常生活は、多様な家電製品や設備機器、住宅等により支えられています。生活の利便
性・快適性を確保しながら温室効果ガスを削減するためには、日常生活において省エネルギーに配慮
した行動を実践するとともに、製品や住宅などを購入する際などに、できるだけ省エネルギータイプ
のものを選択することが重要となります。また、中長期的に地球温暖化や省エネルギーに配慮した生
活をしていくためには、環境教育やさまざまな活動を通じて、子どもの頃から地球温暖化に配慮した
生活についての理解を深めながら、社会全体へ浸透を図ることが求められます。
Ⅰ－１－①国民運動への参加
国では、2030 年度に温室効果ガスの排出量を削減する目標達成の取り組みの一環として、省エネ・
低炭素型の製品への買い替え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策のため
の「賢い選択」をしていこうという取り組み「COOL CHOICE」を推進しています。
山形市では、平成 28 年 5 月 11 日に、山形市長が「COOL CHOICE 推進宣言」を行い、「山形まる
ごと COOL CHOICE 事業」を行っています。市民は、これらの取り組みに積極的に賛同・参加し、消
灯、温度設定、節水などの普段の環境配慮行動に加え、自動車、照明、家電、住宅などについては省
エネルギータイプの製品を選ぶよう努めます。
具体的な取り組み例
・ 国民運動 COOL CHOICE への賛同・参加・実践
・ 山形まるごと COOL CHOICE 事業（イベント、講演会等）への参加
Ⅰ－１－②省エネ型設備・機器等の導入・建築物の省エネ化
生活の中で設備や機器を購入する際や、住宅を新築・リフォームする際には、可能な限り、省エネ
ルギータイプの製品を選択するよう努めます。
また、住宅の新築・増改築時や設備の更新時には、省エネルギー性能（断熱性能等）の高い住宅・
設備を選択します。さらに、家庭でのエネルギー消費量をリアルタイムに把握し、効率的なエネルギ
ー管理を行うシステム（HEMS）やエネルギーを創出する家庭用燃料電池システム（エネファーム）、
エネルギーを蓄えることができる蓄電池などの導入についても検討していきます。
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具体的な取り組み例
22

・ LED 照明や省エネルギー対応家電製品などの購入促進
・ 高効率給湯・暖房機器等の導入、高断熱材、二重サッシ等の使用の推進
23

・ ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH） など省エネルギー性能の高い住宅の選択
24

・ ホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS） の導入・活用
25

・ 家庭用燃料電池システム（エネファーム） などの創エネルギー設備や蓄電池などの導入
・ 低炭素なエネルギーやサービスの選択・利用
Ⅰ－１－③環境教育活動への参加
地球温暖化に配慮した省エネルギー行動を支える環境配慮意識を育てるため、環境教育活動に参加
し、自身や子どもたちの環境意識の向上を図ります。学校や家庭の教育場面において、地球温暖化に
関する知識や考え方を大人と子どもが一緒になって積極的に学びます。また、学んだことを地域の
人々と相互に情報交換することで、地域で共感できる共通意識として環境配慮への気持ちを育ててい
きます。
地球温暖化対策や省エネルギーに関する学習・教育の実践
市民は、地域活動や家庭での対話などを通して、地球温暖化対策や省エネルギーに対する関心を高
めていきます。山形市をはじめとした、信頼できる機関等が発信する地球温暖化対策に関連する情報
を積極的に収集し、日常生活に活かしていきます。
具体的な取り組み例
・ 家庭での環境や地球温暖化についての話題づくり
・ 学校や地域で行われる環境教育の場やイベントへの積極的な参加
・ 信頼性の高い機関のホームページや広報等を活用した環境情報の収集・活用・発信

22

LED とは、Light Emitting Diode の略で、発光ダイオードを使用した照明器具のこと。低消費電力で長寿命といっ

た特徴を持つ。

23

住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消

費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅を指す。

24

家庭で使用するエアコンや給湯機器などのエネルギー使用機器を IT ネットワークで「見える化」し、自動制御して

省エネや節電を図るシステム。

25

都市ガスや LP ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させ、電気をつくり出すとともに、発電の際に

発生する熱を捨てずにお湯をつくり給湯に利用するシステム。
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環境教育イベントへの参加等
地域では、環境や地球温暖化などの問題に取り組んでいる市民団体が様々な活動を行っていること
から、これらの団体や市が主催する環境イベントへ積極的に参加します。また、学校や地域で、環境
をテーマにした活動などを行うことで、更に地球温暖化をはじめとした環境意識を高めていきます。
具体的な取り組み例
・ 地球温暖化防止や省エネルギーに係るイベント、学習会等への参加
・ 自らが主体となってイベントや学習会を開催
Ⅰ－２ 事業者の取り組み
事業者は、事業活動の効率性やサービス水準を損なうことなく温室効果ガスを削減するために、事
業主・従業員が一体となって省エネルギー意識を高めて、省エネルギーに配慮した行動を実践しま
す。事業活動に必要な製品・商品、あるいは建物・設備などを購入する際には、できるだけ省エネル
ギータイプのものを選択していきます。
省エネルギーに努めながら事業活動と環境配慮を両立させていくためには、単にコストをかけるだ
けでなく、省エネルギーによる光熱費の削減や、環境配慮への取り組みを対外的に発信することで企
業イメージを高めるなど、事業者自身もメリットを得ながら取り組みます。
また、業務を通じて地域のさまざまな主体と連携し、地域の環境配慮意識の向上に貢献していきま
す。
Ⅰ－２－①国民運動への参加
◆ 国民運動 COOL CHOICE への賛同・参加
山形市は、平成 28 年度から地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」に
賛同し、市民・事業者・行政が一体となって市内の温室効果ガスの発生抑制に取り組んでいます。こ
の取り組みの中で、環境活動をはじめとした地球温暖化対策に取り組む山形市内の事業所を「山形ま
るごと COOL CHOICE 事業所」として登録する制度を開始しています（平成 24 年度から山形市独自
の制度として「山形市地球温暖化防止協賛事業所」への登録制度も実施しています）。
事業所は、国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」の趣旨に賛同し、「山形まるごと COOL
CHOICE 事業所」への登録を進め、各種関連イベント等へ積極的に参加します。
具体的な取り組み例
・ 国民運動 COOL CHOICE への賛同
・ 山形まるごと COOL CHOICE 事業所への登録
・ 山形まるごと COOL CHOICE 事業（イベント、講演会等）への参加
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Ⅰ－２－②省エネ型設備・機器等の導入・建築物の省エネ化
◆ 省エネ型の設備・機器・施設等の導入、建築物の省エネ化
オフィスや店舗等の新築・改修等の際には、省エネルギー型設備・機器等を積極的に選択・導入し
ていきます。その際、導入した設備・機器等の省エネルギー性能が十分に発揮できるよう、適切な維
持管理・メンテナンスにも努めます。
また、工場、オフィス、店舗等の建物形態や業種による事業形態、あるいは事業規模の違いなどに
より、効果的な省エネルギー設備・機器等が異なるため、より効率的な取り組みとなるよう省エネル
26

ギー診断 等のサービスを積極的に活用していきます。
具体的な取り組み例
・ 省エネルギーに配慮したオフィス・店舗・工場等の建設
・ LED 照明、高効率冷暖房機器や省エネルギー対応 OA 製品などの購入促進
27

・ ESCO 等の省エネルギー改修への活用
・ 省エネルギー診断・改修の実施
・ 低炭素なエネルギーやサービスの選択・利用
Ⅰ－２－③省エネ・環境配慮行動の実践、EMS の導入
◆ 事業活動における環境・エネルギー管理の推進、環境マネジメントシステム等の導入促進
事業活動においては、無駄なエネルギー消費を無くすとともに、より効率的なエネルギーの利用形
態を模索しながら省エネルギー活動を実践していきます。その際、従業員等の意識に頼るだけではな
く、事業管理や施設管理の一環として、エネルギー管理の仕組みを導入します。
また、環境や省エネルギーへの配慮を企業方針として明示し、事業管理システムの対象項目として
取り上げることにより、省エネルギー活動を確実に実行できるような仕組みづくりを行います。
具体的な取り組み例
・ 省エネルギー行動の推進（照明、冷暖房、給湯、調理、家電利用等）
・ クールビズやウォームビズなどの推奨と適切な冷暖房温度の設定
28

・ 環境マネジメントシステム （ISO14001 やエコアクション 21 など）の導入

26

省エネの専門家が診断サービスを申し込んだ事業者のもとへ伺い、現地ヒアリングなどを経てその結果や診断報告

書を提出するもの。報告書では技術的・経済的な視点をもとに、実施可能な改善対策が提言される。

27

ESCO とは、Energy Service Company 事業の略。工場やビルの省エネ化に必要な技術、設備などのサービスを提

供し、一定の省エネ効果を ESCO 事業者が保証する事業の仕組み。

28

EMS(Environmental Management System)とも言われ、全体的なマネジメントシステムの一部で、環境方針を

作成し、実施し、達成し、見直しかつ維持するための、組織の体制、計画活動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源
を含むもの。
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29

・ ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS） や工場エネルギーマネジメントシステム
30

（FEMS） の導入・活用

Ⅰ－２－④環境教育の推進
◆ 従業員等への環境教育の実施
事業者は、業務を通して地域のさまざまな主体に関わり、また多くの従業員を抱えているという面
からも、地域の人々と多様な関わりを持ちます。このような事業者の特性を十分に生かして、従業員
教育の一環として環境教育を実施するとともに、地域において環境啓発のイベントを実施するなど、
地域全体の環境意識の向上に貢献していきます。
具体的な取り組み例
・ 従業員への省エネルギーや環境配慮への啓発・促進
・ 従業員教育を通じた家庭での環境行動促進
・ 地球温暖化防止や省エネルギーに係るイベント、学習会等への参加
・ 自らの事業に関連づけた地球温暖化関連イベントの企画、開催
＜市が推進する取り組み（施策）＞
Ⅰ－３ 市の取り組み
市は自らが率先して省エネルギーに関する取り組みを実践し、地域の市民や事業者の模範となるよ
うに努めます。また、このような取り組みを多くの市民や事業者に浸透させ普及させるため、取り組
みの内容や効果について積極的な情報発信を行うとともに、市民や事業者の取り組みを支援する仕組
みの構築に努めます。
Ⅰ－３－①市が行う事業における率先行動
市は自らが行う事業において省エネルギーに関する取り組みを率先して行います。また、市有施設
等の管理・運営や各種の公共事業においても、省エネルギー行動を率先して行うことで、多くの市民
や事業者に対して模範を示し、取り組みの内容や効果について積極的に情報を発信していきます。

29

オフィスビルで用いられる照明や空調などのエネルギー機器・設備を一元管理して、ビル全体を省エネ制御するシス

テム。

30

工場全体のエネルギー消費を削減するため、受配電設備のエネルギー管理や生産設備のエネルギー使用・稼働状況を

把握し、見える化や各種機器を制御するためのシステム。エネルギー使用量を監視し、ピーク電力の調整や状況に応じ
た空調、照明機器、生産ライン等の運転制御等を行う。

31

市有施設への省エネ型設備の導入の推進
市有施設等の新築・改修や公園及び街路等の公共空間整備、公用車の更新等においては、省エネル
ギー型の設備・機器・施設等の導入を進めます。
具体的な取り組み例
・ 市有施設の省エネルギー改修の実施
・ 設備の更新時期に合わせた省エネルギー設備・機器等の導入
・ 公共空間整備における省エネルギー設備の導入（公衆街路灯への LED の導入等）
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理
市の事業に伴う地球温暖化配慮行動については、「山形市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）」（第４期計画（平成 27 年 3 月）が運用中）に基づいて、山形市が独自に行う環境マネジメント
システムを適切に管理運用していくことで、市の事業活動におけるエネルギーの削減に努めます。
具体的な取り組み例
・ 山形市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進
・ 山形市環境マネジメントシステムの管理運用による事業活動におけるエネルギーの削減
Ⅰ－３－②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市は自らの率先的な取り組みに加え、市全体として地球温暖化対策を促進するため、市民や事業者
の地球温暖化対策や省エネルギーへの取り組み意欲を高める各種普及啓発を実施していきます。実施
にあたっては、市民や事業者に役立つ具体的な情報やツールの提供、講座・イベントを開催するなど
の取り組みを展開します。
国民運動 COOL CHOICE の普及促進
国民運動 COOL CHOICE に賛同する市民や事業者を増やすとともに、関連する事業や講座等を実施
し、山形市全体として地球温暖化対策への意識の向上を図ります。
省エネ型の設備・機器の導入促進
省エネ型の設備（住宅も含む）や機器の導入の促進に向けて、国民運動 COOL CHOICE で展開する
事業やイベント等での周知を行い、広報誌、ホームページなどの各種媒体を活用し情報提供します。
具体的な取り組み例
・ 国民運動 COOL CHOICE への賛同の呼びかけ
32

・ 山形まるごと COOL CHOICE 事業に係る各種講座やイベントの開催
・ 山形まるごと COOL CHOICE 登録事業所への登録の呼びかけ
・ 省エネ型設備（住宅を含む）・機器の導入を促す事業、講座・イベントの実施
・ 広報誌、ホームページ、チラシ、ラジオなど各種媒体による情報提供
環境マネジメントに係る認証登録制度の促進
地域の事業者が事業活動に伴うエネルギーを削減できるよう、環境マネジメントの導入・運用に関
する説明会や講習会を実施します。また、事業所の取り組みの参考となるよう、広報誌等により山形
市環境マネジメントシステムの取り組み状況などを発信します。
具体的な取り組み例
・ エコアクション２１認証登録制度などの事業者向けの説明会や講座の開催
・ 山形市環境マネジメントシステムの取り組み状況などの発信
学校・市民活動等における環境学習の推進
学校での環境学習の実施や、環境にまつわる NPO や団体の活動が促進されるよう、地域や関係機関
に働きかけ、活動の機会を設けるとともに活動しやすい環境を整備します。
具体的な施策例
・ 学校や職場向けの学習会や講座の開催
・ 美わし山形スクール・エコプランによる小中学校の環境学習・教育の推進
・ 公民館の社会教育や自治組織との連携による地域での環境学習の推進
・ 高校や大学、NPO などの市民活動団体との連携によるイベントなどの開催

33
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＜基本方針Ⅰの対策・施策に係る取り組み指標 ＞
基準（2013（平成
指標

25））年度

中期目標（2030
（平成 42））年度

又は現況年度値
市有施設における温室効
果ガス排出量
市有施設における LED や
高効率照明の導入
新築着工件数における
ZEH 住宅及び ZEH 住宅と
同等の住宅の割合

備考

※一部 2030（平成
42）年度以外あり

42 千 t-CO2

25.2 千 t-CO2

一部施設で導入済

100％

目標値については国と同等の
40％削減
目標値については国と同等の
100％
平成 28 年度の数値は、環境共

新築着工件数の 2％

新築着工件数の

※2016（平成 28）年度

100％

創イニシアチブ作成資料「ZEH
支援事業調査発表会 2017」山
形県の実績等より。目標値は、
山形市の ZEH 住宅導入目標
市統計 8－1／従量電灯Ａ、
Ｂ、Ｃ、時間帯別の合計を各々

一世帯あたりの電力使用量

4,600 kWh/年

3,151kWh/年

の契約口数の合計で除した値。
目標値は家庭部門削減率に合わ
せて算出。
総務省統計局「家計調査（家計
収支編／二人以上の世帯／詳細

一世帯あたりの灯油使用量

666 /年

456 /年

結果表／2013 年度／年次／都
道府県庁所在市別／二人以上の
世帯）より。目標値は家庭部門
の削減率に合わせて算出。
地区、公民館、小中学校及び関

市が行う環境学習（活動）
等の回数

係各課の環境に関する講座・イ

297 回/年

350 回/年

※2016（平成 28）年度

ベント・活動の実施回数を集約
し、約 2 割伸ばすことで目標を
設定。

＜市民の取り組みによる CO2 削減量＞
市民が取り組みやすい指標としては、電力や灯油等の使用量を削減することなどがあげられま
す。これを実践すると、１世帯あたり年間で約 1.4ｔの CO2 の排出量を削減できます。また、
ZEH 住宅にすると、１世帯あたり年間で約 1.9ｔの CO2 の排出量を削減することができます。
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取り組み指標とは、個々の対策・施策について、温室効果ガスの排出削減量とは別個に定量的な目標を設け、定期

的に数値の把握を行い、評価・改善に活用していくもの。
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＜基本方針Ⅱ＞再生可能エネルギーの普及・促進
山形市の多様な再生可能エネルギーの活用と普及促進を図るため、以下の取り組みを進めていきま
す。

＜市民・事業者の取り組み＞
Ⅱ－１ 市民

Ⅱ－２ 事業者
①再生可能エネルギー設備の積極的な導
入
オフィス、店舗、工場等への太陽光
エネルギー利用設備の導入
太陽光エネルギー以外の再生可能エ
ネルギー設備の導入

①再生可能エネルギー設備の積極的な導
入
住宅への太陽光エネルギー利用設備
の導入
太陽光エネルギー以外の再生可能エ
ネルギー設備の導入

Ⅱ－３＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
上下水道施設への再生可能エネルギー設備の導入の推進
公共施設への再生可能エネルギー設備の導入の推進
②市が構成員である一部事務組合が行う事業における率先行動
エネルギー回収施設の整備・運用
③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
再生可能エネルギー設備導入に係る支援
再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免の措置

＜市民・事業者の取り組み（対策）＞
再生可能エネルギーの普及・促進に向けて、市民、事業者の取り組みとしては、以下のものが挙げ
られます。
Ⅱ－１ 市民の取り組み
32

私たちの日常生活は、灯油、ガソリン、火力発電由来の電気等、大量の化石燃料 を使うことで支
えられていますが、これらの化石燃料からは多くの温室効果ガスが排出されます。
温室効果ガスを削減するためには、省エネルギーを徹底したうえで、更にどうしても使用する必要
があるエネルギーについては、太陽光をはじめとした温室効果ガスの排出を抑えた再生可能エネルギ

32

動物や植物の遺骸が地中に堆積し、長い年月の間に変成してできた有機物の燃料のこと。主なものに、石炭、石

油、天然ガスなどがある。
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ー等に転換していきます。また、森林資源から作られる木質チップやペレットなどのバイオマスエネ
ルギーを積極的に活用していきます。
Ⅱ－１－①再生可能エネルギー設備の積極的な導入
一般の住宅においても、再生可能エネルギーを積極的に活用するため、太陽光発電設備などの再生
可能エネルギー設備を積極的に設置します。また、太陽光エネルギーを使った発電は、光熱費の節約
に繋がることから、環境にも家計にも優しい太陽光エネルギーの活用を市民全体として取り組んでい
きます。
住宅への太陽光エネルギー利用設備の導入
家庭での冷暖房、給湯、照明等に使用する電気を、太陽光からエネルギーで賄うために、太陽光発
電設備を導入します。特に、住宅の新築や改築等を行う際は、太陽光発電設備とともに、住宅のエネ
ルギー自立の観点からも、昼間に発電した電気を貯めて夜間や停電時にも使えるよう蓄電池の導入を
検討します。
具体的な取り組み例
・ 住宅への太陽光発電設備（装置）の設置
・ 蓄電池の併設の検討
太陽光エネルギー以外の再生可能エネルギー設備の導入
近年、一般住宅向けに、地中熱を活用した空調システムなどが開発されており、今後太陽光以外の
再生可能エネルギー設備として身近なものとなってくることが考えられます。そうした技術の進歩や
製品の販売に合わせ、有効な再生可能エネルギーの導入を検討します。
また、森林等の資源を活用した木質バイオマス（薪、木質ペレット等）の利用を心掛け、地球温暖
化対策に留まらず、地域の森林の保全にも貢献していきます。
具体的な取り組み例
・ 再生可能エネルギーについての情報収集
・ 住宅への再生可能エネルギー利用設備（地中熱・地下水熱利用空調設備など）の設置・検討
・ 住宅へのペレット・薪ストーブなどの設置
33

・ ボイラー・発電機・車両などでのバイオマスエネルギー（BDF ）の利用

Ⅱ－２ 事業者の取り組み
事業活動においては、オフィスや店舗だけではなく、製品や農産物などの製造・生産過程、流通過
程などに多くのエネルギーを消費します。現在、これらのエネルギーの多くは、灯油、ガソリン、火
力発電由来の電気等、大量の化石燃料により賄われていることから、多くの温室効果ガスが排出され
33

BDF とは、biodiesel fuel の略。生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料の総称。
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ています。温室効果ガスを削減するためには、省エネルギーを徹底したうえで、必要なエネルギーに
ついては、代替エネルギーとして太陽光エネルギーなど、温室効果ガスの排出を抑えた再生可能エネ
ルギー等に転換を図っていきます。また、森林資源から作られる木質チップやペレットなどのバイオ
マスエネルギーを積極的に活用していきます。
Ⅱ－２－①再生可能エネルギー設備の積極的な導入
市民と同様、事業者も、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備を工場やオフィスビル、店
舗施設等に設置します。太陽光エネルギーを使った発電は、事業活動に必要な光熱費等のエネルギー
コストの節減に繋がるため、環境にも事業経営にも優しい太陽光エネルギーの活用に取り組んでいき
ます。
オフィス、店舗、工場棟への太陽光エネルギー利用設備の導入
オフィスや店舗、工場等で利用する冷暖房、給湯、照明等をはじめとした必要な電気を、太陽光か
らのエネルギーで賄うために、事業所の施設や空地等に、太陽光発電設備を導入します。また、エネ
ルギー自立の観点からも、昼間に発電した電気を貯めて夜間や停電時にも使えるよう蓄電池の導入を
検討します。
具体的な取り組み例
・ オフィス、店舗、工場等への太陽光発電設備（装置）の設置
・ 蓄電池の併設の検討
太陽光エネルギー以外の再生可能エネルギー設備の導入
再生可能エネルギーについては、太陽光以外にも、風力、小水力、地中熱・地下水熱などさまざま
なエネルギーの活用のほか、森林や使用済み食用油などを活用したバイオマスエネルギーを利用する
取り組みが考えられます。地形や立地条件、コストなどの問題から導入が難しいものもありますが、
設備や建物の更新に合わせた導入を検討します。また、オフィスや店舗、工場への再生可能エネルギ
ーの導入のほか、森林資源等の地域資源から再生可能エネルギーを作り出す取り組みにも、地域の一
員として積極的に関わっていきます。
具体的な取り組み例
・ 再生可能エネルギーについての情報収集
・ 工場、店舗、オフィス等への再生可能ネルギー利用設備の設置・検討
・ 工場、店舗、オフィス等へのペレットストーブ、薪ストーブなどの設置（暖房）
・ 工場、店舗、オフィス等へのペレットボイラー、薪ボイラーなどの設置（給湯等）
・ 住宅への導入可能な再生可能エネルギー設備・機器の開発・販売・PR
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・ 事業用の車両での BDF 利用
・ BDF の精製・販売・利用・PR
＜市が推進する取り組み（施策）＞
Ⅱ－３ 市の取り組み
市は自らが率先して再生可能エネルギーの導入に関する取り組みを実践し、地域の市民や事業者の
模範となるように努めます。また、このような取り組みを多くの市民や事業者に浸透させ、普及させ
るため、取り組みの内容や効果について積極的な情報発信を行うとともに、市民や事業者の取り組み
を支援する仕組みの構築に努めます。
Ⅱ－３－①市が行う事業における率先行動
市は自らが行う事業において再生可能エネルギーの導入を率先して行います。また、市有施設等の
管理・運用や各種の公共事業においても、再生可能エネルギーの導入を率先して行うことで、多くの
市民や事業者に対して模範を示し、取り組みの内容や効果について積極的に情報を発信していきま
す。
上下水道施設への再生可能エネルギー設備の導入の促進
これまで、山形市浄化センターにおいて、下水処理の段階で生じる汚泥から発生するメタンを主成
分とした消化ガスを燃料として、燃料電池による発電を行い、施設内の使用電力の 60%以上（H28 実
績）を賄っています。また、発電の過程で発生する熱を回収し、消化槽の加温や設備の暖房に利用し
ています。さらに、松原浄水場においては、蔵王ダムとの間に布設されている導水管内の水エネルギ
ーを利用した小水力発電（140kW）を、上下水道施設管理センター敷地内においては、太陽光発電
（100kW）をそれぞれ導入しています。
具体的な取り組み例
・ 民間活力を活用した新たな小水力発電の導入促進
・ 上下水道施設における再生可能エネルギー設備の導入促進
公共施設への再生可能エネルギー設備の導入の促進
これまで、市有施設において、太陽光発電設備を 33 設備（474.1kW、平成 27 年度末）、太陽熱利
用機器を 2 設備、小水力発電を 1 設備（140kW）、ペレットストーブを 8 施設に導入しています。
今後も、引き続き、市有財産の有効活用や再生可能エネルギー設備の普及・促進の視点から、施設
等の新築・改修や公園及び街路等の公共空間の整備において、再生可能エネルギー設備の導入を進め
ていくとともに、太陽光以外の再生可能エネルギーの導入についても調査・研究し、導入に努めてい
きます。
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具体的な取り組み例
34

・ 防災拠点施設への太陽光発電設備（装置）及び蓄電池 の導入
・ 地中熱・地下水熱を利用した空調設備の導入
・ 太陽光以外の山形の自然を活かした再生可能エネルギー設備の導入に係る調査・研究
Ⅱ－３－②市が構成員である一部事務組合が行う事業における率先行動
市が構成員である一部事務組合が行う事業においても、再生可能エネルギーの導入を率先して行い
ます。
エネルギー回収施設の整備・運用
これまでの半郷清掃工場（昭和 53 年稼働）と立谷川清掃工場（昭和 57 年稼働）については、施設
の老朽化に伴い、順次新たにエネルギー回収施設の整備を進めています（立谷川 平成 29 年 10 月稼
働、川口 平成 30 年 12 月稼働予定）。
市では、山形広域環境事務組合とともに、これら施設の適切な整備・管理・運用に努めます。
具体的な取り組み例
・ エネルギー回収施設の整備
・ エネルギー回収施設の適切な管理・運用
Ⅱ－３－③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市は自らの率先的な取り組みに加え、市全体として地球温暖化対策を促進するため、市民や事業者
の再生可能エネルギー導入への意欲を高める普及啓発を実施していきます。また、再生可能エネルギ
ー設備導入の補助制度や固定資産税の優遇などによる支援を行います。
再生可能エネルギー設備導入に係る支援
市民や事業者の再生可能エネルギーの導入が推進されるよう、再生可能エネルギー設備設置への支
援を行います
再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免の措置
特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の優遇措置により事業者を支援します。
具体的な施策例
・ 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備導入の普及啓発
・ 木質バイオマスエネルギーを活用したライフスタイルの提案・普及啓発
34

電気を蓄える装置で、充電して繰り返し使用することができるバッテリーのこと。
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・ 太陽光発電装置やペレット・薪ストーブ等、その他の再生可能エネルギー設備の導入支援
・ 特定再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の優遇措置
35

・ 市ホームページや広報誌、SNS などを活用した情報提供
・ 再生可能エネルギーに関する勉強会や講習会の開催及びイベントなどでの普及啓発活動
＜基本方針Ⅱの対策・施策に係る取り組み指標＞
基準（2013（平成
指標

25））年度

中期目標（2030
（平成 42））年度

又は現況年度値
エネルギー回収施設の
整備・運用
小水力発電設備の導入
数

備考

※一部 2030（平成
42）年度以外あり

1 施設

山形市立谷川(平成 29 年 10 月

2 施設

※2017（平成 29）年

稼働）
上山市川口(平成 30 年度稼働）

10 月稼働

4件

8件

基準年度の数値「山形市再生可
能エネルギー導入計画」より
（H29-H42 導入件数）

地中熱・地下水熱利用
空調機器の導入数

8件

51 件

※2015（平成 27）年度

市民 28 件
事業所 14 件
市有施設 1 件

市有施設等への太陽光
発電導入数

34 件（474kW）

42 件（616kW）

※2015（平成 27）年度

現況年度の数値「山形市再生可
能エネルギー導入計画」より
現況年度の数値は「山形市再生

3,144 件
太陽光発電導入世帯数

14,148 件

（12,852kW）

（67,872kW）

※2015（平成 27）年度

可能エネルギー導入計画」よ
り。目標値は、新築着工件数の
内、ZEH 住宅が占める割合を
100％として算出。
現況年度の数値は「山形市再生

太陽光発電導入事業所
数

245 件（7,633kW）

394 件

※2015（平成 27）年度

（12,660kW）

可能エネルギー導入計画」よ
り。目標値は、年間で 10 件
（規模 9.1kW）、メガソーラー
1,850kW を見込む。

太陽光を含む再生可能
エネルギーの導入量

現況年度の数値は「山形市再生

68,623 千 kWh

159,401 千 kWh

※2015（平成 27）年度

可能エネルギー導入計画」よ
り。

＜市民の取り組みによる CO2 削減量＞
市民が取り組みやすい指標としては、太陽光発電設備の導入があげられます。仮に、住宅に 5
キロワットの太陽光発電を設置すると、年間で約 3.1ｔの CO2 の排出量を削減できます。

35

SNS とは、social networking service の略。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構

築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。
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＜基本方針Ⅲ＞循環型社会の構築
山形市における循環型社会の構築の実現に向け、以下の取り組みを進めていきます。

＜市民・事業者の取り組み＞
Ⅲ－１ 市民

Ⅲ－２ 事業者

①家庭系ごみの発生抑制・排出抑制
ごみを出さないライフスタイルの定
着

①事業系ごみの発生抑制・排出抑制

②家庭系ごみのリサイクルの推進
ごみの分別の徹底、多様なリサイク
ルルートの活用

②事業系ごみのリサイクルの推進
ごみの分別の徹底、古紙回収システ
ムの利用推進

③家庭における排水の適正処理
家庭における排水の適正処理

③事業所等における排水の適正処理
事業所等における排水の適正処理

ごみを生じさせない事業活動の推進

Ⅲ－３＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
ごみ減量に向けた意識向上・分別徹底
区域に応じた生活排水処理施設の整備、接続等の普及推進
②市が構成員である一部事務組合が行う事業における率先行動
事業系ごみ処理手数料の適正化
適正な中間処理
③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
３R の推進に関する啓発・誘導
資源物の循環利用の推進
ごみ減量に向けた新たな施策の調査・研究
生活排水処理施設への早期接続、浄化槽の適正な維持管理の指導

＜市民・事業者の取り組み（対策）＞
循環型社会の構築に向けて、市民、事業者の取り組みとしては、以下のものがあげられます。
Ⅲ－１ 市民の取り組み
市民は、商品を購入、使用・消費し、分別・廃棄といった各段階で、ごみの減量や資源の循環利用
につながる３Ｒの推進を基本とした循環型の仕組みづくりへ協力します。
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Ⅲ－１－①家庭系ごみの発生抑制・排出抑制
ごみを出さないライフスタイルの定着
家庭系ごみの発生抑制・排出抑制を推進していくため、ごみ減量に向けた意識の向上を図り、ごみ
を出さないライフスタイルの定着を目指します。
例えば、買い物をする際にはマイバックを持参し、簡易包装に協力します。また、食材を買い過ぎ
ないことや、食べ残しをしないことなどで食品ロスを減らし、生ごみの水切りの徹底や生ごみ処理機
を利用することで家庭ごみの発生抑制や排出抑制に努めます。
具体的な取り組み例
・ マイバック持参、簡易包装への理解・協力
・ マイボトル、マイはしの利用
・ 食べ残しなどの食品ロスの削減
・ 家庭用生ごみ処理機の利活用
Ⅲ－１－②家庭系ごみのリサイクルの推進
ごみの分別の徹底、多様なリサイクルルートの活用
家庭系ごみの中には、再生可能な古紙類や食品トレーなどの資源化物がまだまだ多く混入していま
す。これらを適切に分別するほか、不用となった小型家電等を資源として分別することで、ごみの量
を減らします。また、リペアショップやリサイクルショップを活用し、再使用に努めます。
具体的な取り組み例
・ ごみ分別の徹底
・ 地域や学校と連携した集団資源回収の実施・協力
・ リペアショップやリサイクルショップの活用

Ⅲ－１－③家庭における排水の適正処理
家庭における排水の適正処理
適正処理とは、公共下水道、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽のいずれかの生活排水施設処
理施設より、し尿と生活雑排水を同時に処理する「合併処理」です。
汲取り便槽、単独処理浄化槽をお使いの場合は、生活雑排水が未処理で放流されることから、生活
排水処理施設への早期接続、転換に努めます。
また、台所等においては生活排水処理施設へ負荷をかけない排水処理に努めます。

42

具体的な取り組み例
・ 使用済みの食用油や固形物等を流さない、油汚れのひどいフライパンはふき取る
・ 汲取り便槽、単独処理浄化槽を使用している場合は、生活排水処理施設への早期接続、転換に
努める
Ⅲ－２ 事業者の取り組み
事業者は、商品を購入、使用・消費し、分別・廃棄といった各段階で、ごみの減量や資源の循環利
用につながる３Ｒの推進を基本とした循環型の仕組みづくりに努めます。
Ⅲ－２－①事業系ごみの発生抑制・排出抑制
ごみを生じさせない事業活動の推進
事業系ごみの発生抑制・排出抑制を推進していくため、ごみ減量に向けた意識の向上を図り、ごみ
を出さない事業活動を推進することが重要です。生産者（発生者）責任を伴う事業者の役割を認識
し、３Ｒの推進によるごみ減量に努めます。
特に、大規模事業所は「事業系廃棄物減量等計画書」を作成し、減量・リサイクルに向けた取り組
みを進めます。
具体的な取り組み例
・ 環境に負荷の少ない原材料等の効率的な利用（グリーン購入の推進、簡易包装等）
・ 古紙回収システムの活用
・ 徹底した分別によるリサイクルの推進
・ 「30･10 運動（食べ残しを減らすため、宴会開始から 30 分間、お開き前の 10 分間は自席で料
理を楽しむ運動）」の推進
・ マイバック・マイボトル・マイはしの利用促進
・ 「事業系廃棄物減量等計画書」の作成と計画の推進（大規模事業所）

Ⅲ－２－②事業系ごみのリサイクルの推進
ごみの分別の徹底、古紙回収システムの利用推進
事業系ごみの中には、再生可能な紙、食品トレーなどの資源化物が多く混入していることから、こ
れらを適切に分別することが大切です。「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」や市内で
展開する古紙回収システムなども活用し、事業活動において発生するごみの再資源化に取り組みま
す。また、物品等の購入の際はグリーン購入に努めます。
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具体的な取り組み例
・ 「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」の活用
・ グリーン購入の促進（リサイクル商品等の使用）
・ 古紙回収システムの活用
Ⅲ－2－③事業所等における排水の適正処理
事業所等のおける排水の適正処理
適正処理とは、公共下水道、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽のいずれかの生活排水施設処
理施設より、し尿と生活雑排水を同時に処理する「合併処理」です。
汲取り便槽、単独処理浄化槽をお使いの場合は、生活雑排水が未処理で放流されることから、生活
排水処理施設への早期接続、転換に努めます。
また、厨房や給湯室等においては生活排水処理施設への負荷をかけない排水処理に努めます。
具体的な取り組み例
・ 使用済みの食用油や固形物等を流さない、油汚れのひどいフライパンはふき取る
・ 汲取り便槽、単独処理浄化槽を使用している場合は、生活排水処理施設への早期接続、転換に
努める
＜市が推進する取り組み（施策）＞
Ⅲ－３ 市の取り組み
市は自らが行う事業において循環型社会づくりを率先的に実践していきます。市は、多くの公共施
設等を管理・運営するとともに、様々な事業を展開しています。これらの事業において、３Ｒ活動を
率先して行っていくことで、市民や事業者の模範となるよう努めるとともに、取り組みの内容や効果
についても積極的に情報発信をしていきます。
Ⅲ－３－①市が行う事業における率先行動
市が行う事務事業について、山形市一般廃棄物処理基本計画に基づいて、３Ｒの取り組みによりご
み減量を推進していきます。また、事業での物品等については、グリーン購入を促進していきます。
ごみ減量に向けた意識向上・分別徹底
市の事業活動においては、用紙使用量を削減するためコピーや印刷を適正に行うとともに、廃棄物
については、分別回収を徹底することにより、３Ｒを促進します。また、物品等の購入の際はグリー
ン購入を行います。また、宴会時の「30･10 運動」を推進し、食品ロスを削減します。
公共工事等においては、「公共工事における環境配慮指針」に従い廃材の再利用など３Ｒを促進し
ます。
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具体的な取り組み例
・ 市有施設等における３Ｒ対策の実施
・ グリーン購入の促進（リサイクル商品等の使用）
・ コピー用紙等の使用量削減
・ 古紙類の資源回収
・ 徹底した分別によるリサイクルの推進
・ 「30･10 運動」の推進
・ マイバック・マイボトル・マイはしの利用促進
・ 「事業系廃棄物減量等計画書」に基づいた、ごみ減量・リサイクルの推進
区域に応じた生活排水処理施設の整備、接続等の普及推進
地域の特性に応じた生活排水処理施設の整備と接続等の指導を行い、生活雑排水の未処理排水を無
くしていくことを目指します。
具体的な取り組み例
・ 地域の特性に応じた生活排水処理施設の整備
・ 生活排水処理施設への早期接続、転換に向けた普及啓発及び指導
Ⅲ－３－②市が構成員である山形広域環境事務組合が行う事業における率先行動
市と山形広域環境事務組合は連携・協力して、エネルギー回収施設の管理・運営や、ごみの発生抑
制・排出抑制、３Ｒの推進を図っていきます。
事業系ごみ処理手数料の適正化
ごみ処理に係る費用負担の適正化を図るとともに、価格的な動機付けで排出抑制への誘導を図るた
め、中間処理施設への直接搬入に係る適切な料金の設定について、今後も検討していきます。
具体的な施策例
・ 事業系ごみ処理手数料の見直しに向けた検討
適正な中間処理
エネルギー回収施設の維持管理を適切に行い、安定した中間処理を継続していきます。
具体的な施策例
・ エネルギー回収施設（川口）の整備
・ エネルギー回収施設（立谷川・上山市）の適切正な管理運営
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Ⅲ－３－③その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市は、ごみを出さないライフスタイルや事業活動の推進を図るため、ごみの分別の徹底や多様なリ
サイクルルートの確保、ごみ減量・もったいないねット山形の活動による環境教育や「30・10 運動」
を推進していきます。また、ホームページや、広報誌、ＳＮＳなどを活用し積極的に情報発信してい
きます。
◆ ３Ｒの推進に関する啓発・誘導
家庭や事業所においての資源物の分別を徹底するとともに、３Ｒの推進によるごみ減量を進めるた
め、資源回収や「山形市小型家電リサイクル事業（こでん里帰りプロジェクト）」の推進を図りま
す。
また、家庭から排出される生ごみの循環利用を進める「生ごみやさいクル事業36」の利用や、リサイ
クル業者等の情報を掲載した「もったいないマップ」を活用した啓発、小規模事業所向けの古紙回収
システムの利用を促すとともに、スーパーの店頭での食品トレー等の回収などにより、引き続きごみ
の発生抑制を推進します。
具体的な施策例
・ マイバック持参運動や簡易包装の推進（各種キャンペーンの実施）
・ 高齢者や転入者にもわかりやすい分別パンフレットの作成
・ 出前講座や小学生のエネルギー回収施設等の見学、体験学習など、ライフステージに応じた環
境学習の機会の提供
・ 「30･10 運動」の推進
・ リサイクル・リペア・レンタルショップ等の情報提供
・ 資源物引取事業所の利用拡大に向けた広報・啓発
・ 集団資源回収やスーパーなどの店頭回収への参加の呼びかけ
・ 「生ごみやさいクル事業」の周知及び利用推進
・ 「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」を活用した事業系ごみの再資源化意識の
向上
・ ごみ減量・もったいないねット山形や関係団体と連携した啓発活動や学習会の開催
・ 広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した啓発及び情報発信

36

乾燥式生ごみ処理機で乾燥させた生ごみ（家庭から排出されるものに限る）を回収したうえでポイントを付与し、

ポイント数に応じて野菜等と交換する事業。
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◆ 資源物の循環利用の推進
家庭から排出される生ごみの循環利用を進める「生ごみやさいクル事業」の利用や、リサイクルシ
ョップ・リペアショップ業者等の情報を掲載した「もったいないマップ」を活用した啓発、小規模事
業者向けの古紙回収システムの利用推進を図ります。
また、従来から実施している地区の集団資源回収のほか、新聞社等による回収や一部事業者が実施
している店頭回収なども行われています。今後もこうしたリサイクル活動を支援しながら、更なる普
及推進を図っていきます。
具体的な施策例
・ 集団資源回収やスーパーなどの店頭回収への参加の呼びかけ
・ 「生ごみやさいクル事業」の周知及び利用推進
・ リサイクル・リペア・レンタルショップ等の情報提供
・ 古紙類の資源回収
ごみ減量に向けた新たな施策の調査・研究
ごみ減量に向け、先進自治体や市民団体等で行っている取り組み事例等を調査、研究していきま
す。
具体的な取り組み例
・ 先進自治体や市民活動団体等での取り組み事例等の調査、研究
生活排水処理施設への早期接続等、浄化槽の適正な維持管理の指導
汲取り便槽、単独処理浄化槽は、生活雑排水が未処理で放流されることから、生活排水処理施設へ
の早期接続、転換について啓発していきます。
また、浄化槽を使用している場合は、適正な維持管理（清掃・保守点検）についても、市ホームペ
ージや広報誌などにより啓発していきます。
更に、平成 31 年度からの中核市移行に伴い、維持管理が適正に実施されているかを検査する「法定
検査」の未受検者に対する指導業務が県から移譲されることから、文書指導や現地指導を行う等、指
導を強化していきます。
具体的な施策例
・ 合併処理浄化槽等への早期転換について、市ホームページや広報誌等を活用した啓発
・ 浄化槽の適正な維持・管理について、市ホームページや広報誌等を活用した情報提供
・ 「法定検査」未受検者に対する指導（平成 31 年度から）
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＜基本方針Ⅲの対策・施策に係る取り組み指標＞
基準（2013（平成
指標

25））年度

庭系ごみの排出量
事業系ごみの排出量
37

山形市リサイクル指標
最終処分量
生活排水処理率

し尿・浄化槽汚泥の排出量

（平成 42））年度
※一部 2030（平成

又は現況年度値

市民一人一日あたりの家

中期目標（2030
備考

42）年度以外あり

565g/人･日

536g/人･日

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年度

24,498ｔ/年

20,500ｔ/年

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年度

24.1％

29.０％

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年度

10,617ｔ/年

4,090ｔ/年

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年度

92.4％

95.4％

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年

44.5k /日

25.0k /日

※2016（平成 28）年度

※2027（平成 39）年度

｢山形市一般廃棄物処理基本
計画」目標値より
同上

同上

同上

同上

同上

＜市民の取り組みによる CO2 削減量＞
市民が取り組みやすいこととしては、家庭系ごみの削減などがあげられます。ごみの排出量の
削減に取り組むことにより、一人あたり年間で約 5.3kg の CO2 排出量を削減できます。

37

国が示す「リサイクル率」算出式に、①店頭による資源物回収量（スーパー等）
、及び②新聞社による資源物回収量

を加えることにより、山形市におけるごみの資源化の実態をより正確に把握するために設定した指標。
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＜基本方針Ⅳ＞低炭素型の交通交流基盤の整備
山形市における低炭素型の都市づくりに向け、以下の取り組みを進めていきます。

＜市民・事業者の取り組み＞
Ⅳ－１ 市民

Ⅳ－２ 事業者

①公共交通機関及び自転車の利用促進
公共交通機関の利用及び自転車の積
極的利用

①公共交通機関及び自転車の利用促進
公共交通機関の利用及び自転車の積
極的利用

②次世代自動車の普及、燃費改善

②次世代自動車の普及、燃費改善
次世代自動車・低燃費自動車の利用

次世代自動車・低燃費自動車の利用

③地産地消の推進
地産地消の推進

③地産地消の推進
地産地消の推進

Ⅳ－３＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
低炭素な都市づくりの推進、公共交通基盤の整備
道路・橋りょうの新設及び改良
地球温暖化に配慮した交通行動の実践
②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
公共交通・駐輪場の整備
地産地消の推進

＜市民・事業者の取り組み（対策）＞
低炭素型の都市づくりに向けて、市民、事業者の取り組みとしては、以下のものが挙げられます。
Ⅳ－１ 市民の取り組み
市民は、温室効果ガスを削減していくために、ガソリン等の化石燃料を使用した自動車を中心とし
た交通行動を、低炭素に配慮したものに転換していきます。また輸送時の温室効果ガスを削減するた
めに、地域内で生産された農産物や製品を積極的に選択し、地産地消に取り組みます。
Ⅳ－１－①公共交通機関及び自転車の利用促進
公共交通機関の利用及び自転車の積極的利用
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温室効果ガス排出の少ない交通手段を積極的に選択します。近距離であれば、自転車・徒歩で移動
し、中長距離の場合は公共交通機関の利用による移動で温室効果ガスの排出を抑制していきます。
具体的な取り組み例
・ 徒歩や自転車などによるエコ通勤・通学の実践
・ 公共交通機関の利用
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・ パークアンドライド の活用

Ⅳ－１－②次世代自動車の普及、燃費改善
次世代自動車・低燃費自動車の利用
39

自動車の購入や買い替え時には、積極的に次世代自動車 や燃費の良い車種の購入を検討します。
また、走行時には、ガソリン等の燃料をできるだけ消費しないエコドライブを実践します。
具体的な取り組み例
・ 電気自動車やハイブリッドカーなどの次世代自動車や燃費の良い車種の利用・購入
40

・ エコドライブやアイドリングストップ の実践

Ⅳ－１－③地産地消の推進
地産地消の推進
地元で生産したものを地元で消費する地産地消は、運搬時の温室効果ガス排出量を低減することが
できるため、低炭素型社会づくりにつながります。地域で生産された農畜産物や地元製造品等を消費
することは、運搬時に排出される温室効果ガスの削減に貢献するばかりでなく、循環型の仕組みづく
りを担う事業・産業の発展にもつながります。そのため、商品や製品を購入する際には、地域で生産
された農畜産物や地元製造品等を積極的に選択します。
具体的な取り組み例
・ 地元農産物や市産材の販売・活用・購入
・ 地元製造品（工業製品等）の積極的な購入・活用

38
39

自宅から最寄りの駅または停車場までは自家用車を利用し、途中から公共の交通機関に乗り継ぐ移動方式。
「低炭素社会づくり行動計画」
（平成 20 年 7 月）において、次世代自動車は、｢ハイブリッド自動車、電気自動

車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、CNG 自動車等｣と定義されている。

40

赤信号などで停止した場合、一定の条件下で自動的にエンジンが停止する仕組み。停車時間の燃料消費を抑える効

果がある。
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Ⅳ－２ 事業者の取り組み
事業者は、温室効果ガスを削減していくために、ガソリン等の化石燃料を使用した自動車を中心と
した交通行動を、低炭素に配慮したものに転換していきます。また輸送時の温室効果ガスを削減する
ために、地域内で生産された農産物や製品を積極的に選択し、地産地消に取り組みます。
Ⅳ－２－①公共交通機関及び自転車の利用促進
公共交通機関の利用及び自転車の積極的利用
温室効果ガス排出の少ない交通手段を積極的に選択します。従業者の通勤や商用移動における自動
車利用においてはエコドライブを心がけるとともに、自動車以外の交通手段の利用が可能な場合は、
温室効果ガスの排出がより少ない交通手段を選択します。また交通事業者の場合は、循環型バスの運
営等を通じて、温室効果ガスの少ない交通手段を市民等に提供していきます。
具体的な取り組み例
・ 従業員へのエコ通勤、ノーマイカーデーの推奨
・ 公共交通機関の利用
・ 中心市街地などの循環型バスの運営
Ⅳ－２－②次世代自動車の普及、燃費改善
次世代自動車・低燃費自動車の利用
社用車の購入や買い替え時には、積極的に次世代自動車や燃費の良い車種の購入を検討します。社
用車を利用する際や通勤の際は、従業員等に対し積極的にエコドライブを実践するよう働きかけ、ガ
ソリン等の使用を抑制します。
具体的な取り組み例
・ 電気自動車やハイブリッドカーなどの次世代自動車や燃費の良い車種の利用・購入
・ 社用車等へのエコドライブ関連機器の設置
・ 社用車等のエコドライブ、アイドリングストップの実践
Ⅳ－２－③地産地消の推進
地産地消の推進
地元で生産したものを地元で消費する地産地消は、運搬時の温室効果ガス排出量を低減することが
できるため、低炭素型社会づくりにつながります。また、地域で生産された農畜産物や地元製造品等
を消費することは、循環型の仕組みづくりを担う事業・産業の発展にもつながることから、事業活動
において、地域で生産された農畜産物や地元製造品等を積極的に選択します。
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具体的な取り組み例
・ 地元農産物や市産材の販売・活用
・ 地元製造品（工業製品等）の積極的な購入・活用
＜市が推進する取り組み（施策）＞
Ⅳ－３ 市の取り組み
市は、温室効果ガスの排出を抑えた 低炭素型のまちづくり を基本とした都市の整備や交通体系の
構築に努めます。また、このような取り組みを多くの市民や事業者に浸透させ普及させるため、取り
組みの内容や効果について積極的な情報発信を行っていきます。
Ⅳ－３－①市が行う事業における率先行動
市は自らが行う事業において 低炭素型のまちづくり を基本とした都市の整備や交通体系の構築を
進めます。また、地球温暖化に配慮した交通行動を率先して行うことで、多くの市民や事業者に対し
て模範を示し、取り組みの内容や効果について積極的に情報を発信していきます。
低炭素都市づくりの推進、公共交通基盤の整備
市では、平成 29 年 3 月に「山形市都市計画マスタープラン」を策定し、まちづくりの視点に「環境
共生」として、『都市の低炭素化と創エネルギーへの取組みを市民と行政が共に進め、市民の暮らし
やすさと市全体の持続的な発展が確保される、低炭素・循環型社会の構築に向けたまちづくり』を掲
げ、各種施策を推進しています。また、都市計画マスタープランでは、将来都市構造を「拠点ネット
ワーク型集積都市」とし、都市機能の拠点への集約、集積、ネットワーク化による低炭素型の都市構
造を目指しています。
これを踏まえ本計画は「山形市都市計画マスタープラン」と連携・整合を図り、低炭素都市づくり
を推進します。
また、仙山圏交通網の強化・高速化は、東北地方や山形市から首都圏への人口流出を食い止めるこ
とにつながるだけでなく、交通網を整備することで、交通渋滞の緩和や自動車から公共交通への交通
手段の転換による温室効果ガス排出量の削減効果も期待できることから、引き続き強化・高速化に向
けた取り組みを進めていきます。
具体的な取り組み例
・ 「山形市都市計画マスタープラン」に基づく、低炭素・循環型社会の構築に向けたまちづくり
に関する施策の策定と推進
・ 公共交通基盤の整備

52

道路・橋りょうの新設及び改良
車両の燃費向上のほか、渋滞の解消のための新たな道路の整備、既存道路の路面の凸凹の整備や未
舗装面の整備に努めます。
具体的な取り組み例
・ 地域間・都市間のアクセス強化
・ 未改良道路の整備や道路・橋りょうの修繕
地球温暖化に配慮した交通行動の実践
職員の通勤や公務での移動等において、地球温暖化に配慮した交通行動を実践していきます。また
公用車の購入及び買い替え時には、率先して次世代自動車の購入を検討します。
具体的な取り組み例
・ 電気自動車やハイブリッドカーなどの次世代自動車や燃費の良い車種の利用・購入
・ 公用車等のエコドライブ、アイドリングストップの実践
・ エコ通勤、ノーマイカーデーの推奨・啓発
Ⅳ－３－②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市は自らの率先的な取り組みに加え、市全体として地球温暖化対策を促進するため低炭素型交通交
流基盤の整備への取り組み意欲を高める各種普及啓発を実施していきます。実施にあたっては、これ
らの取り組みに参加することの社会的意義を踏まえながら、市民や事業者自身へのメリットに関する
情報も提供し、自発的な取り組みを促進します。
公共交通・駐輪場の整備
市では、「山形市地域公共交通網形成計画」を平成 28 年 3 月に策定し、公共交通サービスの向上に
向けた様々なサービスを行っています。自動車から公共交通の利用への転換は温室効果ガス排出量の
削減につながるため、公共交通のネットワーク化を含めた利便性の向上を図ります。また、地域の特
性に応じた自転車走行空間を確保し、併せて駐輪場の整備を行うなど、歩行者や自動車と調和した自
転車が利用しやすい交通環境の創出に努めます。
具体的な施策例
・ 市民ニーズや地域特性を反映した公共交通ネットワークの構築・確保
・ コミュニティバスの運行
・ 事業者のバス運行の支援
・ 高齢者の外出支援
・ 駅前駐輪場の整備
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地産地消の推進
農業は山形市の基幹的産業の一つであり、多種多様な特産品が生産されている一方、農業従事者の
高齢化や農畜産物の価格低迷、資材の高騰により収益の確保が難しく、後継者や担い手の不足が課題
となっています。地元で生産された農畜産物を地域で消費することは、農業の活性化に寄与するだけ
でなく、生産から消費までの輸送に掛かるエネルギーを削減することができるため温室効果ガスの削
減につながります。
市では、地元で生産された農畜産物等の PR と消費者と生産者の相互交流を行い、地産地消を推進し
ていきます。
具体的な施策例
・ 地元で生産された農畜産物を販売するイベントの開催
・ 直売所や地元で生産された農畜産物を活用したレストラン、加工品販売などの機能を有する道
の駅の整備とそれら施設の情報発信
41

・ 地元で生産された農畜産物の高付加価値化の推進（ブランド化、6 次産業化 ）
・ 農業生産基盤の整備
・ 持続的な農業経営の支援（新規就農者など農業の担い手の確保等）
＜基本方針Ⅳの対策・施策に係る取り組み指標＞
指標

基準（2013（平成
25））年度
又は現況年度値

中期目標（2030
（平成 42））年度
※一部 2030（平成

備考

42）年度以外あり
ハイブリッド、電気、プラグイ

次世代自動車の導入
割合

年間の新車登録台数
の 14％

年間の新車登録台数
の 50 70％

ンハイブリッド、燃料電池、ク
リーンディーゼル自動車等
※東北運輸局／次世代自動車県
別保有車両数推移（山形県）よ
り。目標値は、国と同等。

バス利用者数
定期的に開催している
産直市と直売所への来
場者数

5,730 千人/年

5,787 千人/年

※2015（平成 27）年度

※2020（平成 32）年度

97 万 6 千人

125 万人

※2016（平成 28）年度

※2026（平成 38）年度

「山形市地域公共交通網形成計
画」目標値より
「第 6 次山形市農業振興基本計
画」目標値より

＜市民の取り組みによる CO2 削減量＞
市民が比較的取り組みやすい指標である、次世代自動車への買い替えにより、１台あたり約
1.0ｔの CO2 の排出量を削減できます。また、バスなどの公共交通機関を利用（例 山形駅⇔
山形大学病院）することで、1 回あたり約 1.6kg の CO2 の排出量を削減できます。
41

第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料にした加工食品の製造・販売

やその他サービスなどを提供し、第二次・三次産業にも携わること。
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＜基本方針Ⅴ＞みどり豊かな環境整備
山形市におけるみどり豊かな環境整備に向け、以下の取り組みを進めていきます。

＜市民・事業者の取り組み＞
Ⅴ－１ 市民

Ⅴ－２ 事業者

②都市緑化への協力
都市緑化への協力

①森林整備・中山間地域農業の推進
森林整備への協力
効率的かつ安定的な林業経営、森林
の適正な保全・管理の推進
中山間地域農業の推進

③木材及び木質バイオマスの積極的利用

②都市緑化の推進
緑地等の整備、適正な維持・管理

①森林整備への協力
森林整備への協力

市産材及び木質バイオマスの利用

③木材及び木質バイオマスの積極的利用
市産材及び木質バイオマスの利用

Ⅴ－３＜市が推進する取り組み＞
①市が行う事業における率先行動
市産材及び木質バイオマスの利用の推進
森林整備、適切な保全・管理の推進
都市公園等の整備、適正な維持・管理
②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市民参加の森林づくりの推進
中山間地域農業の推進
林業の育成指導
市産材及び木質バイオマス利用の普及啓発
緑化活動の普及啓発

＜市民・事業者の取り組み（対策）＞
みどり豊かな環境整備に向けて、市民、事業者の取り組みとしては、以下のものが挙げられます。
Ⅴ－１ 市民の取り組み
市民は、住宅など身近な生活の中に緑を取り入れ、地域の森林整備や緑化活動に参加し、温室効果
ガスの吸収に寄与する森林の育成や保全、緑化の推進に協力します。
Ⅴ－１－①森林整備への協力
森林整備への協力
森林整備・保全に役立つ取り組みを実践します。森林資源の大切さを体感するため、地域で行われ
る森林保全活動等へ積極的に参加します。
55

具体的な取り組み例
・ 森林保全活動への参加
Ⅴ－１－②都市緑化への協力
都市緑化への協力
42

都市緑化に役立つ取り組みを実践します。都市緑化は、ヒートアイランド現象 の緩和に有効であ
るほか、緑のカーテンなどの取り組みは、夏場の室内の温度上昇を抑制し、省エネルギー対策として
も効果的です。そこで、自宅の庭を緑化し、地域の緑化活動に参加するなど、それぞれの住宅環境に
合わせた緑化の推進に努めます。
具体的な取り組み例
43

・ 緑のカーテン 、庭木の植栽やプランターの設置などによる緑化の推進
・ 地域の緑化活動への参加
Ⅴ－１－③木材及び木質バイオマスの積極的利用
市産材及び木質バイオマスの利用
市産材の利用拡大や木質バイオマスの利用を促進することは、森林資源の循環利用につながりま
す。また、適正な森林整備や保全が行われることにより森林の持つ公益的機能が発揮されます。さら
に、市産材の品質向上につながるなど好循環が期待できます。
そこで、日常生活の中で市産材や木質バイオマスを利用します。住宅の新築や改築等を行う際は、
市産材の利用を検討します。また、暖房器具の設置・買い替えの際には、ペレット・薪ストーブ・ボ
イラーの導入を検討し、木質バイオマスの利用に努めます。
具体的な取り組み例
・ 市産材の活用・購入
・ ペレット・薪ストーブ・ボイラー設備の導入
Ⅴ－２ 事業者の取り組み
事業者は、森林整備や中山間地域農業を推進し森林を育て、守る活動を実践します。また、敷地内
の状況に合わせた緑地を推進し、温室効果ガスの吸収源となる緑の育成に協力します。
Ⅴ－２－①森林整備・中山間地域農業の推進

42
43

都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象。
植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法。

56

温室効果ガスの吸収源となる緑を育てるため、森林整備や中山間地域農業の推進へ協力します。森
林資源の大切さを体感するため、積極的に森林保全活動等へ参加しるほか、森林や中山間地域に農地
を保有する場合は、これらの保全・管理に努めます。
森林整備への協力
事業活動においての森林資源を使った原材料や仕入品の使用、森林保全活動等をへの参加を通じ
て、地域の森林整備や保全に協力します。
具体的な取り組み例
・ 市産材の活用
・ 森林保全活動、緑化活動への参加・協賛
・ グリーン商品の使用
効率的かつ安定的な森林経営、森林の適正な保全・管理の推進
森林を保有・管理する事業者は、森林の公益的機能を維持・保全するため、効率的かつ安定的な林
業経営に努めるとともに森林の適正な保全・管理を行います。
具体的な取り組み例
・ 間伐や下草刈りなどによる民有林の適正管理
・ 林道・作業道の整備
・ 森林の適正な保全・管理
中山間地域農業の推進
中山間地域は、河川の上流域に位置し傾斜地が多いなどの特性があり、農業生産活動による国土の
保全や水資源かん養等の公益的機能を持つことから、これら地域を適正に維持管理することが森林の
保全には重要です。山形市には中山間地域での農業を実施している地区が多くある一方で、生産条件
の不利性や農業就業者の高齢化などにより遊休農地が増加しています。
中山間地域に農地を保有する農家は、これらの農地を適切に管理・活用していきます。
具体的な施策例
・ 農業収益の向上に向けた取り組みの実施（収益性の高い農産物の生産・販売や 6 次産業化、観
光、教育、福祉等と連携した都市農村交流、農泊等）
・ 遊休農地の解消
・ 鳥獣被害防止とジビエ等の利活用
・ 農業と林業の連携
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Ⅴ－２－②都市緑化の推進
温室効果ガスの吸収源となる敷地内の緑地整備やその緑地の適正管理に努め、緑にあふれるまちづ
くりに協力します。
緑地等の整備、適正な維持・管理
都市緑化は、ヒートアイランド現象の緩和に有効であるほか、緑のカーテンなどの取り組みは、夏
場の室内の温度上昇を抑制し、省エネルギー対策としても効果的です。そのため、事業所の敷地内へ
の緑地の整備や、適正な維持管理など、敷地の状況に合わせた緑化を推進します。
具体的な取り組み例
・ 敷地内の緑地の整備と適正管理
・ 緑のカーテン、樹木の植栽、花壇の設置などによる緑化の推進
・ 地域の緑化活動への協力
Ⅴ－２－③木材及び木質バイオマスの積極的利用
市産材及び木質バイオマスの利用
事業活動の中で市産材や木質バイオマスを利用します。事務所の新築や改築等を行う際は、市産材
の利用や、ペレット・薪ストーブ、ボイラーの導入を検討します。
具体的な取り組み例
・ 市産材の活用・購入
・ ペレット・薪ストーブ・ボイラー設備の導入
＜市が推進する取り組み（施策）＞
Ⅴ－３ 市の取り組み
市は、温室効果ガスの吸収を促進させるため、森林や緑地の整備を進めます。また、市民や事業者
に対して普及啓発や支援を行い、市産材や間伐材等の利用拡大を図ります。
Ⅴ－３－①市が行う事業における率先行動
市は、自らが行う事業において森林整備やそれに寄与する取り組みを率先して行います。また、多
くの市民や事業者にこれらの取り組みを普及、浸透させるため、取り組みの内容や効果について積極
的に情報を発信していきます。
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市産材及び木質バイオマスの利用の推進
「山形市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」に基づき、市の公共事業において、
市産材や間伐材等を積極的に活用します。
具体的な取り組み例
・ 市有施設建設時など市産材の活用促進
・ 市有施設への木質バイオマス設備の導入
森林整備、適切な管理・保全の推進
新たな財源等の確保を視野に入れながら、「山形市森林整備計画」に基づき、市有林を中心に適切
な整備・育成を図り、環境保全を進めます。
具体的な取り組み例
・ 市有林、環境保全林の整備
・ 林道・作業道の整備
・ 利用間伐面積の拡大促進
・ 森林病害虫防除対策の実施
都市公園等の整備、適正な維持・管理
「山形市みどりの基本計画」（平成 29 年 12 月）に基づき、都市公園やその他の緑地の整備や適正
な維持・管理を進めます。また、市民や事業者による緑化活動の普及啓発を図り、緑化を推進しま
す。
具体的な取り組み例
・ 都市公園や緑化の整備や適正な維持・管理
・ 法や条例で定められた緑地の整備
・ 民間施設緑地や工場敷地内緑地の適正な整備の推進
・ 緑化講座等の開催
・ 家屋新築記念樹の交付や花苗の支援
Ⅴ－３－②その他市民や事業者への普及啓発、取り組み支援
市は自らの率先的な取り組みに加え、市全体として地球温暖化対策を促進するため、みどり豊かな
環境整備への取り組み意欲を高める各種普及啓発を実施していきます。実施にあたっては、これらの
取り組みに参加することの社会的意義を踏まえながら、市民や事業者自身へのメリットに関する情報
も提供し、自発的な取り組みを促進します。
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市民参加の森林づくりの推進
市民や事業者に対して森林保全等の活動への参加を呼びかけます。また、市民が参加できるイベン
ト等の機会を設けます。
具体的な施策例
・ 植樹祭などによる植樹の実施
・ 市民参加型森林保全活動の実施
林業の育成指導
林業等の担い手育成への支援等を行っていきます。
具体的な施策例
・ 林業の担い手育成支援
市産材及び木質バイオマス利用の普及啓発
市産材や木質バイオマスの利用が促進されるよう、市民や事業者に普及啓発を行います。
具体的な施策例
・ 市産材の利用拡大の促進
・ ペレット・薪ストーブ等の導入支援
中山間地域農業の推進
中山間地域は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から農業生産活動による国土の
保全や水資源かん養等の公益的機能を持つことから、これら地域を適正に維持管理することが森林の
育成にも重要です。山形市には地理的にこれら中山間地域での農業を実施している地域が多くある一
方で、生産条件の不利性や農業就業者の高齢化などが要因で耕作放棄地が増加しています。
そこで、これら農地を適正に管理していく目的で、中山間地域農業の推進に努めます。
具体的な施策例
・ 中山間地域の生産条件の不利の補正
・ 耕作放棄地の発生防止
・ 農地保全のための支援
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緑化活動の普及啓発
市民や事業者に対して緑化に関する講座やイベントを開催し、緑化活動への参加を促します。ま
た、地域における樹木の植栽や花壇の整備を進め、緑化の推進を図ります。
具体的な施策例
・ 緑化講座やイベント等の開催
・ 樹木の植栽、花壇の整備

＜基本方針Ⅴの対策・施策に係る取り組み指標＞
基準（2013（平成
指標

25））年度

中期目標（2030
（平成 42））年度

又は現況年度値

整備森林面積

42）年度以外あり

58ha/年
1,500

備考

※一部 2030（平成

80ha/年

森林施業面積の目標値より

/年

市産材(国有林を除く)

※2013（平成 25）

の搬出数量

2016（平成 28）年度

1,850

/年

※2024（平成 36）年度

森林整備課作成資料より

の平均

ペレット・薪ストーブ等
の設置数

327 件

627 件

※2015（平成 27）年度

都市公園の整備面積

394.08ha

406.62ha

※2016（平成 28）年度

※2035（平成 47）年度

現況年度の数値「山形市再生可
能エネルギー導入計画」より
「山形市みどりの基本計画」
目標値より

＜市民の取り組みによる CO2 削減・吸収量＞
市民が取り組みやすいこととしては、ペレット・薪ストーブ等の設置や、植樹祭等への参加な
どがあげられます。薪・ペレットストーブを設置すると年間で約 1.0ｔの CO2 の排出量を削減
することができます。また、森林整備や都市緑化への協力により、市全体で約 12.7 千 t-CO2
の排出量の吸収につながります。
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