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第１章

計画改定の背景と基本的事項

１ 計画の目的
山形市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第第 117 号）」（以下「地球温
暖化対策推進法」という。）に基づき、平成 24 年 3 月に「山形市地球温暖化対策実行計画（区域施策
1

2

編）」を策定し、温室効果ガス の排出量を削減するため、主に省エネルギー の推進や再生可能エネ
3

ルギー の導入などの対策・施策を推進してきました。
この間、地球温暖化対策を巡る国内外の動向は大きく変化しており、2013（平成 25）年 9 月の
4

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC） の第 5 次評価報告書」では、現状のまま何も対策を講じ
なければ、21 世紀末の世界平均地上気温は、最大で 4.8℃上昇する可能性があるとし、早い段階での
温室効果ガス削減の必要性を訴えました。それを受けて 2015（平成 27）年 11 月に開催された国連
5

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP 21）では、196 の国と地域が 2020（平成 32）年度以降
6

の温暖化対策に取り組む新たな枠組みである「パリ協定」 が採択され、翌年、発効されました。
また、国では、パリ協定を受けて平成 28 年 5 月に「地球温暖化対策計画」を策定し、2030（平成
42）年度、2050（平成 62）年度に向けた新たな温室効果ガス削減の目標を定め、更に「地球温暖化
対策推進法」の改正を行い、地方公共団体もこの目標に向けた一層の地球温暖化対策が求められるこ
ととなりました。
このような国内外の動向を鑑み前計画の策定から 5 年が経過していることから、山形市は、前計画
の取り組みを総括したうえで、「山形市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を改定し、引き続
き市民・事業者・市の三者が連携しながら地球温暖化対策の更なる推進を図っていきます。

1
2
3

大気中のガスの中で、太陽からの熱を地球に封じ込めて地表を暖める働きを持つガスの総称。
石油・電力・ガスなどのエネルギーを効率的に利用し、その消費量を節約すること。
一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギー（太陽光、水力、風力、バイオマ

ス、地中熱など）。

4

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策について、科学的な見地から包括的な評価を行う組織。数年おき

に「評価報告書」を発行している。

5

COP とは Conference of the Parties の略。条約を批准した国が集まる会議。一般に条約ごとに設けられる、その

条約の最高意思決定機関。末尾に会議の開催回数をつけて表す。
6

COP21 が、2020（平成 32）年度以降の地球温暖化対策の枠組みを取り決めた国際的な協定。日本は 2016（平成

28）年 11 月 8 日に批准した。

1

２ 計画の位置づけ
本計画は、「山形市発展計画」（平成 27 年度策定）及び「美しい山形をつくる基本条例」（昭和
63 年 3 月 22 日公布）の下に策定されている「山形市環境基本計画（平成 28 年中間見直し）」（平
成 29 年 3 月）の地球温暖化対策に関する内容を具体化するための計画として位置づけられています。
また、先行して「山形市再生可能エネルギー導入計画」（平成 29 年 3 月）を策定していることか
ら、本計画においてその内容を包含していくものとします。

2

３ 計画期間
本計画の期間は、短期、中期、長期に分けて設定します。国が示す目標年度を踏まえて、短期目標
年度は 2020（平成 32）年度、中期目標年度は 2030（平成 42）年度、長期目標年度は 2050（平成
62）年度とします。
ただし、国内外、県等の動向に加え、地球温暖化の進行、対策技術の発展等に応じて、適切な期間
ごとに見直しを行うこととします。

４ 計画の対象範囲
計画の対象範囲は、山形市全域とします。なお、山形市外においても、山形市の施策に関連して効
果が見込まれる再生可能エネルギー導入量や温室効果ガス削減量を算定対象に含めることとします。

3

第２章

地球温暖化問題と動向

１ 地球温暖化問題とは
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、その主な要因
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、農作物や生態系への影響、暴
風、台風等による被害も観測されています。

図１ 地球温暖化の仕組み

図２ 地球温暖化による日本の影響
出典）環境省「地球温暖化の日本への影響 2001」国立環境研究所 江守正多「地球温暖化の将来予測と影響評価」
引用）温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

4

東北地方の年平均気温は 100 年あたり 1.3℃（統計期間 1890 年〜2016 年）の割合で上昇してお
り、季節別平均気温に関してもすべての季節で平均気温が上昇しています。夏日（日最高気温 25℃以
上の日）日数は 10 年あたり 2.3 日の割合で増加、冬日（日最低気温 0℃未満の日）日数は 10 年あた
り 3.0 日の割合で減少しています。
山形市においても日最高気温、日平均気温、日最低気温とも上昇傾向にあります。

図３ 山形市における日平均気温の長期変化傾向
出典）山形地方気象台のデータを加工

２ 地球温暖化問題を巡る国内外の動向
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が 2013（平成 25） 年９月に最新の知見をとりまと
めた第５次評価報告書によると、気候システムの温暖化については疑う余地がないこと、人間による
影響が 20 世紀半ば以降に観測された地球温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高いことな
どが示されています。さらに、21 世紀末の世界平均地上気温は、どのようなシナリオを当てはめて
も、現在よりも上昇し、対策を講じない場合は最大で 4.8℃上昇する可能性があるとし、早い段階での
温室効果ガス排出削減の必要性を訴えています。

（１）地球温暖化対策を巡る国際的な動向
温室効果ガスの排出量は、1997（平成 9）年に採択された「京都議定書」に基づき、これまで各国
で削減取り組みが進められてきました。しかし、温室効果ガスの排出量は、世界全体の約 6 割が削減
約束を負わない途上国から排出されています。今後も人口の増加や経済発展に伴って、排出量の増加
が予測されることから、全ての国に対しての削減措置を求める声が高まりました。

5

これを受けて、2015（平成 27）年の COP21 では、196 の国と地域が 2020（平成 32）年以降の
温暖化対策に取り組む新たな枠組みとして、「パリ協定」が採択されました。この協定では、地球の
気温上昇を、18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけての産業革命前に比べて、気温上昇を 2℃未満に抑
える目標を掲げ、世界全体の温室効果ガス排出量を、今世紀後半には実質的にゼロにするよう削減に
取り組むこととしています（国際的な主要動向は、参考資料５を参照）。

（２）地球温暖化対策を巡る国内の動向
パリ協定を受けて、日本では温室効果ガスを 2013（平成 25）年度に比べて 2030（平成 42）年度
に 26.０％減とする中期目標、また、2050（平成 62）年度に 80％減とする長期目標を掲げました。
目標の達成に向けて、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行
動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となります。そのため、温暖化対策の普及啓発を強化する
という国の方針を明示するとともに、国際協力や地域における地球温暖化対策の推進のために必要な
措置を講じる「地球温暖化対策計画」が 2016（平成 28）年５月に閣議決定されました。計画の中で
は、地球温暖化対策の推進に当たり、我が国の経済活性化、雇用創出、地域が抱える問題の解決にも
つながるよう、施策の推進を図ることとしています。
また、2016（平成 28）年 11 月８日には正式にパリ協定を批准し、「2030（平成 42）年度におい
て、2013（平成 25）年度比 26.0％減」とした温室効果ガス削減の目標達成へ努力する義務を負うこ
ととなりました。
地球温暖化対策は、国、都道府県、市区町村が、それぞれの行政事務の役割、責務等を踏まえ、相
互に密接に連携し、施策を実施して初めて実践することができます。東日本大震災後のエネルギー政
策の見直しなどもあり、低炭素社会の実現に向けて、地方公共団体の役割の重要性は高まってきてい
ます（国内の主要動向は、参考資料５を参照）。
山形県では、「山形県地球温暖化対策実行計画」（平成 29 年 3 月改定）を定め、国と同等の温室効
果ガス削減目標の達成に向けて、『地球温暖化を防止する低炭素社会の構築〜省エネルギーの推進
〜』と『再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化』を施策展開の大きな 2 本の柱とし、県
民・事業者・市町村・各団体との連携による積極的な省エネ運動の推進やシステム作りや、「山形県
エネルギー戦略」（平成 24 年 3 月策定、平成 28 年度見直し）に基づく再生可能エネルギー供給基盤
の早期整備、それを通じての産業振興・地域活性化に取り組むこととしています。

6

３ 山形市の取り組み状況
山形市では、「山形市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（平成 24 年 4 月策定）（以下、
「前計画」という。）を定め、「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」
7

「Ⅱ．再生可能エネルギーの普及および循環型社会 の構築」「Ⅲ．低炭素型の社会づくり・環境整
備」の 3 本柱を中心に、市域全体から排出される温室効果ガス削減に向け様々な取り組みを進めてい
ます。
このうち「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」では、市民・事業者向
けに各種イベントの開催や省エネルギー設備・機器等の設置補助を行っており、2016（平成 28）年
8

度からは「山形まるごと COOL CHOICE 事業」として、イベント等での省エネ普及啓発活動や地球温
9

10

暖化に関する講演会・エコドライブ 教室の開催、エコ住宅 の普及促進事業など多岐にわたる事業を
行っています。また、市の事業活動に伴い排出される温室効果ガスを抑制するため、山形市環境マネ
ジメントシステムの運用や、「第 4 期山形市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 27
年 3 月改定）に基づく環境に配慮した取り組みを進めています。
「Ⅱ．再生可能エネルギーの普及および循環型社会の構築」では、「山形市再生可能エネルギー導
11

12

入計画」（平成 29 年 3 月策定）において太陽光発電や小水力・マイクロ水力発電 、地中熱 ・地下
13

水熱、バイオマス などの再生可能エネルギー導入目標を設定し、公共施設への導入推進や市民・事
業者への普及啓発・補助などを行っています。循環型社会の構築に関しては、「山形市ごみ処理基本
計画」（平成 25 年 2 月策定）においてごみの排出量、リサイクル率、最終処分量の目標を定め、
14

3R の推進や木質バイオマスなど再生可能エネルギーの利用促進に取り組んでいます。また、ごみを

7

現代社会の在り方を見直し、人間の活動に伴って発生する環境への負荷を、可能な限り低減する社会のこと。廃棄物

やバイオマス資源を利活用することで、持続的な発展を図ることができる。
8

COOL CHOICE とは、国が推進する地球温暖化対策のための国民運動のこと。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に「賢い選択」をしていくもの。山形市では平成 28 年 5 月にこの国民運動に賛同
し、市独自の事業として「山形まるごと COOL CHOICE 事業」を展開している。

9

急発進・急加速、無駄なアイドリングをしないといった取り組みにより、省エネルギーと環境に配慮した自動車の運

転方法。

10

エコハウスともいい、地域の気候風土や敷地の条件や住まい方に応じた自然エネルギーの活用、身近に手に入る地

域の材料の使用など、環境に負担をかけない方法で建てられる住宅。
11

河川や農業用水、上下水道などを利用して発電する小規模な小水力発電。小水力発電は出力 1,000kW 以下、マイ

クロ水力発電は 100kW 以下を指す。

12

地表から地下約 200m の深さまでの地中にある熱のこと。温度が季節に関わらずほぼ安定しているため、冷暖房や

給湯、融雪などに利用することができる。

13

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除い

たもの」をバイオマスと呼ぶ。

14

Reduce（減らす）・Reuse（再利用）・Recycle（再生利用）の頭文字のこと。ごみの焼却や埋め立て処分による

環境の悪影響を極力減らす取り組みを促すことを目的としている。

7

焼却するだけでなく、焼却することで発生する熱エネルギーを電気や温水として利用するなど、環境
負荷の少ない施設の整備も進めています。
「Ⅲ．低炭素型の社会づくり・環境整備」では、環境負荷の少ない交通行動の普及啓発や温室効果
ガスの吸収を促進するための森林整備・都市緑化の推進、低炭素型のまちづくりに資する交通施策や
環境・空間の整備を進めています。
前計画は、東日本大震災の影響で電力の排出係数が増加した等の要因もあり、計画に掲げた温室効
果ガス削減目標（2020（平成 32）年度までに 1990（平成 2）年度比 16％削減）は現時点では未達
成の状況であることから、削減に向けて一層努力していく必要があります。（前計画の進捗状況は、
参考資料１を参照）。
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第３章

温室効果ガス排出量等の推計

１ 推計の考え方
本計画では、山形市の温室効果ガス排出量及び森林等の吸収源による吸収量の現況推計及びなりゆ
15

きベース の将来推計を行いました。推計を行った年度は以下の通りです。
【現況推計】

・2005（平成 17）年度：短期目標値の算定に関わる年度
・2013（平成 25）年度：本計画の基準年度
・2014（平成 26）年度：現況年度

※ 排出量の増減要因分析を行うため、上記の年度に加え 2009（平成 21）年度から 2012（平成
24）年度についても現況推計を行っています。

【将来推計】

・2020（平成 32）年度：短期目標年度
・2030（平成 42）年度：中期目標年度
・2050（平成 62）年度：長期目標年度

（１）対象とする温室効果ガスの種類
温室効果ガスとは、地球温暖化対策推進法第２条第３項に掲載される以下の７種類のガスを指しま
す。本計画では、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH４）、一酸化二窒素（N2O）の３種類を対象としま
す。なお、山形市においては、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、
六ふっ化硫黄（SF6）及び三ふっ化窒素（NF3）については、排出量がない、または微量であるため対
象外とします。
表１ 地球温暖化対策推進法第 2 条第 3 項に掲載される温室効果ガスの種類と排出される主な活動
温室効果ガスの種類
１

二酸

排出される主な活動

エネルギー起

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給された熱の

化炭素

源 CO2

使用

（CO2）

非エネルギー

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等

起源 CO2
２

メタン（CH4）

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家畜の飼
養及び排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄
物の原燃料使用等、廃棄物の埋立処分、排水処理

３

一酸化二窒素

（N2O）

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地における肥
料の施用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却
処分、廃棄物の原燃料使用等、排水処理

15

なりゆきベースとは、将来的に現状以上の対策を講じなかった場合を指す。

9

４

ハイドロフルオロカ

ーボン（HFC）

クロロジフルオロメタン又は HFCs の製造、冷凍空気調和機器、プラ
スチック、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等としての HFCs の
使用

５

パーフルオロカーボ

アルミニウムの製造、PFCs の製造、半導体素子等の製造、溶剤等とし

ン（PFC）

ての PFCs の使用

６ 六ふっ化硫黄（SF6）

マグネシウム合金の鋳造、SF6 の製造、電気機械器具や半導体素子等
の製造、変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器具の使用・点
検・排出

７

三ふっ化窒素（NF3）

NF3 の製造、半導体素子等の製造

※太枠内の 3 ガスを本計画の対象とします。

（２）推計範囲
国が定めた「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」（平成 29 年 3 月）にお
いて『中核市等で特に把握が望まれる』と整理される部門・分野について、排出が確認できない等の
特段除外する理由がない部門・分野を推計対象とします。前計画から新規に追加した部門・分野は、
16

エネルギー起源 CO2 以外 の『農業分野（耕作・畜産・農業廃棄物）』、森林等吸収源の『都市緑化
の推進に伴う吸収』となります。
表２ 推計対象の種類
部門・分野
エネルギー
起源 CO2

排出源
エネルギー

業務その他部門

農林業、鉱業、建設業及び製造業におけるエネルギー消費に
伴う排出
事務所、店舗等におけるエネルギー消費に伴う排出

家庭部門

家庭におけるエネルギー消費に伴う排出

運輸部門

自動車、鉄道、におけるエネルギー消費に伴う排出

農業分野

水田からの排出及び耕地における肥料の使用による排出（耕
作）、家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出（畜産）、農業
廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（農業廃棄物）
廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（焼却処分）、排水処
理に伴い発生する排出（排水処理）
森林整備に伴う吸収、都市緑化の推進に伴う吸収

産業部門

起源 CO2
以外
森林等吸収源

16

推計の対象となる活動等

廃棄物分野

エネルギー起源 CO2 以外には、非エネルギー起源 CO2、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）が含まれる。

10

（３）推計方法
前計画の推計方法を基に、国が定めた「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュア
ル【算定手法編】」（平成 29 年 3 月）を参考にしつつ、地域データの入手可能性等を考慮し、推計方
17

法の見直しを行いました。電力の二酸化炭素排出係数 について、現況推計は、国が公表している当
該年度の東北電力株式会社の調整後の二酸化炭素排出係数を採用しました。将来推計は、東日本大震
災の影響による原子力発電所の稼働停止等による影響や、今後のエネルギー政策の方向性に関する議
論が当分の間続くことが想定されることから、基準年度（2013（平成 25）年度）の東北電力株式会
社の調整後の二酸化炭素排出係数に固定して推計しています。
＜推計方法の概要＞
【現況推計】
山形市内における現況の温室効果ガスの排出量は、基本的に、各部門における「活動量」と「エネ
ルギー消費原単位」と「温室効果ガス排出係数」を掛け合わせることで算定します。
ここで、「活動量」は、製造品出荷額、床面積、世帯数等、各部門における活動の規模を表す指標
となります。また「エネルギー消費原単位」は、活動量一単位あたりのエネルギー消費量、「温室効
果ガス排出係数」はエネルギー消費一単位あたりの温室効果ガスの排出量を表します。
（各部門における算定式および各指標の詳細については、参考資料２を参照）
●現況推計の基本式
温室効果ガス排出量 ＝

活動量

×

エネルギー消費原単位

×

温室効果ガス排出係数

【将来推計】
山形市内における将来の温室効果ガスの排出量は、基本的に、現況年度（2014（平成 26）年度）
の温室効果ガス排出量の数値に、各部門において想定した活動指標の将来的な増減割合をかけること
によって算定を行いました。
この際、増減割合について、山形市内の将来目標が他計画などで示されている場合（例．人口）は
それらの数値を用い、示されていない場合は、直近年度のトレンドに基づき推計を行いました。

17

一定の電力を作り出す際にどれだけの二酸化炭素を排出したかを推し測る指標。

11

●将来推計の基本式

エネルギー起源 CO2

＝

活動量

×

人口、製造品出荷額、
従業者数、業務延床面
積等

エネルギー
消費原単位

エネルギー消費量
活動量

×

炭素集約度
（エネルギー種別排出係数）

電気、熱；使用量あたり排出量
燃料；使用量あたり発熱量
×発熱量あたり排出量

活動量のみ変化すると仮定
表３ 山形市のなりゆきベースの将来推計に用いた活動量と設定根拠
活動量

設定根拠
「新・山形市工業振興計画」（平成 26 年 5 月）に示される

製造業

製造品出荷額

2018（平成 30）年、2023（平成 35）年の目標値と、「工業

産業部門

統計調査」における直近 4 ヵ年の統計値（実績値）のトレンド
から推計。

建設業・鉱
業

「経済センサス基礎調査」における直近５回（1996（平成
従業者数

8）、2001（平成 13）、2006（平成 18）、2009（平成
21）、2014（平成 26）年）の統計値（実績値）のトレンドか
ら推計。

農林業
業務その他部門

現況年度固定
延床面積

「固定資産概要調書」における直近 4 ヵ年の統計値（実績値）
のトレンドから推計。
短期目標については、2020（平成 32 年）年度までの 3 年間と

家庭部門

人口

短い期間であることから、国勢調査及び国勢調査をベースとし
た山形県公表の推計人口（平成 24〜28 の各年 10 月 1 日現
18

在）を使用し、「コーホート変化率法 」に基づき、山形市が

運輸部門

独自に推計した人口を用いる（「山形市一般廃棄物処理基本計
自動車

人口

画」（平成 30 年 3 月策定予定）と同一の数値）。中長期目標
（2030（平成 42）及び 2050（平成 62））年度は、「山形市
発展計画（平成 27〜31 年度）」の人口の見通し（目標②）の
推計人口値。

鉄道
農業分野

現況年度固定
現況年度固定

廃棄物分野

人口

家庭部門及び運輸部門（自動車）と同様。

※目標年度ごとの活動量の設定値は、参考資料３を参照。

18

同じ生まれの時期（または同じ年齢区分）の人口集団を「コーホート」といい、時間経過に伴う加齢を前提にした

将来人口推計が「コーホート法」であり、今年の X 歳人口が次年（X＋１）歳人口になるのに変化率を掛けたのが「コ
ーホート変化率法」である。
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２ 推計結果
（１）現況推計
基準年度である 2013（平成 25）年度の総排出量は 1,657 千 t -CO2 であり、排出内訳を見ると、
部門別では家庭部門が最も割合が高く（29％）、次いで業務その他部門及び運輸部門（28％）となり
ました。ガス別では、エネルギー起源 CO2 が全体の 95％を占めます。
直近４ヵ年の経年変化をみると、2012（平成 24）年度にわずかに増加していますが、2013（平成
25）年度以降は微減傾向で推移しています。現況年度である 2014（平成 26）年度の総排出量は
1,612 千 t-CO2 であり、基準年度比 2.7%の削減となりました（部門ごとの増減要因分析は、表５及
び参考資料３を参照）。
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36, 2%

37, 2%
185,

産業

11%

462,
28%

【ガス別】
11, 1%

エネ起源CO2

業務その他
455,
28%

非エネ起源CO2

家庭
運輸

CH4

農業
1,582,

廃棄物

479,

N2O

95%

29%

1,657 千ｔ-CO2

1,657 千ｔ-CO2

図４ 基準年度（2013（平成 25）年度における温室効果ガス排出量の内訳
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廃棄物

図５ 山形市における温室効果ガス排出量の推移
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業務その他
産業

表４ 山形市の温室効果ガス排出量の部門別推移（単位：千 t-CO2）
2005
（平成 17）
年度
産業部門

2011
（平成 23）
年度

2012
（平成 24）
年度

2013
（平成 25）
年度

2014
（平成 26）
年度

237

183

188

185

183

179

136

138

136

135

56

44

47

45

44

2

3

4

3

4

業務その他部門

360

412

435

455

434

家庭部門

387

468

468

479

462

運輸部門

535

482

541

462

457

525

474

532

454

448

10

8

9

9

9

農業分野

35

35

34

36

35

廃棄物分野

44

39

40

40

40

合計

1,598

1,618

1,707

1,657

1,612

製造業
建設業・鉱業
農林業

自動車
鉄道

※小数点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年度があります。

山形市の温室効果ガス排出量の基準年度における部門別割合について、全国及び山形県と比較して
みると、以下のような結果となりました。部門別排出割合をみると、山形市、山形県、全国は共にエ
ネルギー起源 CO2 の排出量（産業、業務その他、家庭、運輸部門の合計）は、全体の排出量の 9 割以
上を占めていますが、その内訳をみると、山形市では、山形県や全国と比べ、業務その他部門、家庭
部門及び運輸部門の排出割合が高くなっており、反対に産業部門は全国平均より低くなっています。

0%
山形市

20%
11%

40%

60%

27%

80%

29%

28%

100%
2%
2%

山形県

全国

26%

20%

35%

24%

23%

27%

17%

19%

4%

2%
4%

産業

業務その他

家庭

運輸

廃棄物

その他

図６ 二酸化炭素の部門別排出量の全国・山形県との比較（2013（平成 25）年度）
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表５ 部門別の温室効果ガス排出量の推移と増減要因
2013
部門

（平成 25）

特徴と排出量推移

増減要因

年度排出量
・ 製造業における温室効果ガス排出量の
・ 産業部門全体の排出量のうち、

産業

185

部門

千 t-CO2

2005（平成 17）年度から 2011（平成

製造業が約 74%、建設業・鉱

23）年度にかけての減少は、電力と重油

業が約 24%を占めています。

の消費量が大きく減少したことが要因

・ 排出割合の高い製造業は、

です。これは、主に高効率・省エネ機器

2005
（平成 17）
年度から 2011

の導入が進んだためと考えられます。

（平成 23）年度にかけて大き

・ その後の横ばい傾向は、東日本大震災の

く減少しましたが、その後はほ

影響等による電力の二酸化炭素排出係

ぼ横ばいの推移となっていま

数が増加したことで、省エネ等の取り組

す。

み効果が相殺されたためと考えられま
す。
・ 山形市においても業務その他部門にお

業務
その他
部門

・ 2012（平成 24）年度に排出量
455

が約 20 千 t-CO2 増加し、その

千 t-CO2

後はほぼ横ばいの推移となっ
ています。

けるエネルギー使用のうち電力の占め
る割合は大きく、東日本大震災の影響等
による電力の二酸化炭素排出係数が増
加したことが、2012（平成 24）年度に
おける排出量増加の要因と考えられま
す。
・ 東日本大震災の影響により電力の二酸

家庭

479

部門

千 t-CO2

・ 排出量は横ばいで推移してい
ますが、排出量全体の約 29%
を占めています。

化炭素排出係数が増加していますが、一
方で家庭の省エネ対策が進み世帯あた
りの温室効果ガス排出量が減少してい
ることから、排出量は横ばいで推移して
いると考えられます。
・ 東日本大震災翌年度にあたる 2012（平

・ 運輸部門全体の排出量のうち、
自動車からの排出が約 98%を
占めています。
運輸

462

部門

千 t-CO2

・ 2012（平成 24）年度の排出量
が、前年度よりも大きく増加し
ています。
・ 2013（平成 25）年度以降は微
減傾向で推移しています。

成 24）年度の温室効果ガス排出量の増
加は、物流回復の兆しから交通量増加に
伴う渋滞や、実復旧道路の迂回走行など
による燃料消費使用量の増加・燃費の悪
化などが考えられます。2013（平成 25）
年度以降の微減傾向は、温室効果ガス排
出係数の大きい軽油車の車両数が減少
したことや、ハイブリッド車

36

分野

千 t-CO2

廃棄物

40

分野

千 t-CO2

・ 2011（平成 23）年度以降、横
ばいで推移しています。
・ 2011（平成 23）年度以降、横
ばいで推移しています。

※温室効果ガス排出量要因分析の詳細は、参考資料３を参照。

19

エンジンと電気モーターを組み合わせた自動車。

15

などの普

及、物流の効率化などが要因として考え
られます。

農業

19

（２）将来推計
短期目標年度（2020（平成 32）年度）は 1,610 千 t-CO2 となり、基準年度（2013（平成 25）年
度）比 2.8％の減少となりました。中期目標年度（2030（平成 42）年度）は 1,670 千 t-CO2、長期
目標年度（2050（平成 62）年度）には 1,842 千 t-CO2 となり、それぞれ基準年度（2013（平成
25）年度）比 0.8％、11.2％の増加となりました。
全国の多くの地方公共団体では人口減少や産業活動の低下が予測され、そのことが要因となり排出
量も減少する予測となっている地域もあります。一方、山形市では、人口は、「山形市発展計画」
（平成 27 年度）において、2050（平成 62）年度には 30.4 万人（基準（2013（平成 25））年度の
25.4 万人から 20％増加）、産業活動については、「新・山形市工業振興計画」（平成 26 年 5 月）に
おいて、2023（平成 35）年度の製造品出荷額 2,500 億円（2011（平成 23）年度の 1,893 億円から
と 32％増加）の目標を立てていることから、中長期的には温室効果ガス排出量は増加する見込みとな

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

っています。

2,000
1,750

（-2.8%）

（＋0.8%）

1,610

1,670

（+11.2%）

1,500
1,250
1,000
750

1,657

1,842

500
250
0
2013（平成25） 2020（平成32） 2030（平成42）

2050（平成62）

年度

年度

年度

年度

基準年度

短期目標年度

中期目標年度

長期目標年度

図７ 山形市の温室効果ガス排出量のなりゆきベースの将来推計（単位：千 t-CO2）
※ 山形市のなりゆきベースの将来推計における電力の排出係数は、他のエネルギー種と同様に排出係数を固定
（0.589kg-CO2/kWh、2013（平成 25）年度、東北電力株式会社の調整後の二酸化炭素排出係数）して推計を行
っています。
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（３）森林等吸収源による吸収
山形市内の森林等吸収源における温室効果ガス吸収量について、山形市が把握している整備森林面
積及び都市緑化面積を基に推計した結果を以下に示します。
本市での基準年度（2013（平成 25）年度）における吸収量は、12 千 t-CO2 で、同年度の市全体の
排出量（1,657 千 t-CO2）の 0.7％程度となっています。中期目標年度（2030（平成 42）年度におい
ても、継続的に森林整備や都市緑化に取り組んでいくこととしますが、吸収量及び総排出量に対する
吸収量の割合はほぼ変化しないものと予想されます。
表６ 山形市内の吸収量及び総排出量に対する吸収量の割合（基準年度及び中期目標年度）
基準年度
2013（平成 25）年度
吸収量（千 t-CO2）
参考）総排出量（千 t-CO2）
総排出量に対する吸収量の割合
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中期目標年度
2030（平成 42）年度

12

13

1,657

1,670

0.7%

0.7%

第４章

削減目標

１ 温室効果ガス総排出量の削減目標
本計画における短期目標年度、中期目標年度及び長期目標年度の温室効果ガス総排出量の削減目標
は、以下の通りとします。なお、これらの削減目標は、地球温暖化の進行状況や地域で発生する影響
の頻度や程度、国や世界の政策動向の変化等に合わせて、必要に応じて見直しを図ることとします。

＜短期目標（2020（平成 32）年度＞
人口一人あたりの排出量を基準年度比 7.9％削減（総排出量を基準年度比 9.1%削減）
＜中期目標（2030（平成 42）年度＞
人口一人あたりの排出量を基準年度比 26.0%削減（総排出量を基準年度比 23.8%削減）
＜長期目標（2050（平成 62）年度＞
人口一人あたりの排出量を基準年度比 80.0%削減（総排出量を基準年度比 76.1%削減）

表７ 各年度における温室効果ガス総排出量及び人口一人あたりの排出量の目標値
目標人口
（人）

短期目標年度
2020（平成 32）年度

中期目標年度
2030（平成 42）年度

長期目標年度
2050（平成 62）年度

目標値
基準年度

250,862
2013
261,717

人口一人あたりの

総排出量

排出量

（基準年度からの削減率）

-7.9％

1,506 千 t-CO2

（2005 年度比-3.8％）

（平成 25）

-26.0％

年度
304,257

-80.0％

（基準年度比 -9.1％）
1,263 千 t-CO2
（基準年度比 -23.8％）
397 千 t－CO2
（基準年度比 -76.1％）

※目標人口について、短期目標年度は、３年間と短い期間のため、国勢調査及び国勢調査をベースとした山形県公表の
推計人口を使用し、「コーホート変化率法」に基づき、山形市が独自に推計した人口を用いる。中期、長期目標年度
は山形市人口ビジョンの目標②の人口を用いる。

表８ なりゆきベースの総排出量からの削減率と必要削減量

短期目標年度
2020（平成 32）年度

中期目標年度
2030（平成 42）年度

長期目標年度
2050（平成 62）年度

なりゆきベース
総排出量からの削減率

なりゆきベースの総排出量からの必要削減量

6.5%

約 104 千 t-CO2

24.4％

約 407 千 t-CO2

78.5%

約 1,445 千 t-CO2
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温室効果ガス排出量（千t-CO2）

2,000

1,842
1,657

1,750

1,670

1,610
-9.1%

1,500

-6.5%
(-104千t）

1,250

-23.8%

-24.4%
(-407千t）

1,000

-76.1%
なりゆきベース

1,506

750

目標値

1,263

500

397
-78.5%
（-1,445千t）

250
0

2013（平成25）年度 2020（平成32）年度 2030（平成42）年度 2050（平成62）年度
基準年度

短期目標年度

中期目標年度

長期目標年度

図８ 削減の全体イメージ（単位：千 t-CO2）
※灰色矢印とその横に記載する削減率（斜体）は、基準年度からの削減率を示す。
黒色矢印とその下に記載する削減率は、なりゆきベースの排出量からの削減率を示す。
＜目標値設定の考え方＞
全体
・ 国の「地球温暖化対策計画」（平成 28 年 5 月閣議決定）や山形県「地球温暖化対策実行計画【中間見直し版】」
（平成 29 年 3 月）の目標と遜色ないレベルで目標設定を行います。
・ 山形市においても、地域の実情や「山形市発展計画」（平成 28 年 3 月）や「山形市再生可能エネルギー導入計
画」（平成 29 年 3 月）などの関連計画の目標値などを踏まえつつ、目標を設定します。
・ 全国的及び山形県全域の将来予測が人口減となるなか、山形市は「山形市発展計画」（平成 27 年度）における目
標人口を、2050（平成 62）年度に 30.4 万人（基準年度比 20%増）としています。このことから、山形市の人口
一人あたりの排出量の削減率が、国の総排出量の削減率と同程度となるよう設定しました。
短期目標年度
・ 国の「地球温暖化対策計画」（平成 28 年 5 月閣議決定）において、『2020（平成 32）年度の温室効果ガス削減
目標については、2005（平成 17）年度比 3.8％減以上の水準にすることとする』とあります。
・ そこで、本計画においては、人口一人あたりの排出量が 2005（平成 17）年度比の 3.8％削減となるよう 2013 年
度における人口一人あたりの削減比を設定することとしました。
中期目標年度、長期目標年度
・ 「地球温暖化対策計画」において、『2030 年度において、2013 年度比 26.0％削減、2050 年までに 80％の温室
効果ガスの排出削減を目指す。』とあります。また、「山形県地球温暖化対策実行計画【中間見直し版】」（平成
29 年 3 月）においても、『2030 年度において、2013 年度比 26.0％、2050 年度において 80％削減する』こと
としています。
・ そこで、本計画においては、人口一人あたりの排出量が、「2030 年度において、2013 年度比 26％削減」、
「2050 年度において、2013 年度比 80％削減」とすることとしました。
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第５章

削減目標実現に向けた対策・施策

１ 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
20

21

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。

20
21

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。

20

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。
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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

・ 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

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

・ 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

・ ３R の推進に関する啓発・誘導
・資源物の循環利用の促進
・ 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

25
25

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。

27

〜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。

28



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

29

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。

30

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

666ℓ/年

456ℓ/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。

34

＜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
37

・ 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。
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〜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）
47

＜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
山形市リサイクル指標37
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

44.5kℓ/日

25.0kℓ/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
38

・ 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
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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。
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〜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。
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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

備考

※一部 2030（平成
42）年度以外あり

58ha/年

80ha/年

森林施業面積の目標値より

1,500 ㎥/年

市産材(国有林を除く)

※2013（平成 25）〜

1,850 ㎥/年

の搬出数量

2016（平成 28）年度

※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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第６章

計画推進に向けて

本計画は、以下に示す体制と進行管理の考え方に基づいて推進していきます。

１ 計画の推進体制（市民・事業者等との連携体制）
山形市の地球温暖化対策を総合的かつ横断的に実施していくためには、市民・事業者・市の三者
が、それぞれ主体的な取り組みを行い、相互に情報やサービス、支援のやりとりを行いながら一体と
なって推進することが必要です。また、地区、学校、ＮＰＯなどの地元のネットワークや資源を有効
に活用し、関係機関と協力・連携していくとともに、山形市地球温暖化対策推進委員会などの外部の
意見も取り入れながら、三者の取り組みをより一層進めていきます。

・環境に配慮した製品やサービスの購入
・事業所主催の環境活動への
参加・協力
・環境に配慮した製品やサービス
の提供及び普及啓発

市 民
（家 庭）

事 業 所

＜地 域＞
地区・町内
会

・環境イベントや
講座などへの
参加・協力

学 校

市民活動団体
（ＮＰＯ、任意団体等）

山形県、周辺市町
山形県地球温暖化防止活動推進センター
その他、関係機関

・情報提供
・設備導入等の
支援
・環境イベントや
講座の開催

山形市地球温暖化対策推進委員会、環境審議会

・情報提供
・設備導入等の 支援
・環境イベントや講座の開催

市
（山形広域環境事務組合を含む）

図 10 推進体制のイメージ
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・環境に配慮した
製品やサービスの購入
・事業所主催の環境活動
への参加・協力

２ 進行管理
44

本計画の進行管理は、市民、事業者、市の協働の下に、PDCA サイクル に基づいて、計画を着実に
推進し、継続的に取り組みの改善を図ります。

Check

評価
Check

図 11 進行管理の仕組み

＜取り組み指標の管理＞
取り組み指標については、定期的な把握に努め計画の進捗状況を管理することとします。
＜温室効果ガス排出量の把握、公表＞
山形市内の温室効果ガス排出量については、これまでどおり毎年度算定し、公表していきます。

44

計画（Plan）⇒実行（Do）⇒評価（Check）⇒見直し（Act）という手順を繰り返すことによって、継続的にプロ

セスを改善する管理手法の一つ。
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参

考

資 料
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参考資料１

前計画の取り組み指標の達成状況

＜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＞
指標

現況又は基準年度状況

目標

出量
54,941 t-CO₂

市有施設における二酸
化炭素の排出量

＊策定後、指定管理施
設等追加となり排出量
改定

１ 基準年度(H20)の温室効果ガス排出量
2014 年度までに基
準年度比 6.3%

66
LED や高
効率照明の
導入
その他設備
の導入

2011 年度現在で
市庁舎、済生館、公民
館などで一部導入
2011 年度現在で
浄化センターで消化ガ
スエンジンを使用

2010〜2011 年度
推奨街路灯の LED 化

モデル地区において実
証実験

備考
※ 第 3 期山形市役所地

82,601 t-CO2

球温暖化対策実行計画

(1) 変動係数で算出した実績
平成 26 年度（最終年度）排出量
419 t-CO2 削減

（5,204 t-CO₂）

82,180 t-CO2
0.5％削減

⇒未達成

は変動係数による実績
未達成

削減

会社の CO2 排出係数が

(2) 参考：固定係数で算出した実績
平成 26 年度（最終年度）排出量
6,617 t-CO2 削減

上昇したため、目標達

75,982 t-CO2

成できず。

8.0%削減（⇒達成）

2050 年度までに
100%

市有施設の新規建設、改築、改修等に際しては、照明設備を

2012 年度までに
消化ガスエンジンを
燃料電池に更新

平成 24 年度（2012 年度）

LED などの高効率照明にする。

100kW×2 基

燃料電池に切り替え済

取組中

○

公衆街路灯 LED 化推進事業（平成 24 年度〜27 年度まで）
※推奨街路灯（山形鋳物の笠を施し設置した街路灯）
2012(平成 24)年度
3,966 灯／112,436,100 円
山寺・滝山・楯山・東沢・出羽・第１・明治

2016 年度までに
100%

2013(平成 25)年度

5,281 灯／149,716,350 円

2014(平成 26)年度

5,486 灯／159,971,760 円

金井・第７・第６・村木沢・南山形・第２

第９・椹沢・蔵王・第５・千歳・第４・飯塚・大郷・第８・第３

2015(平成 27)年度

管理。
東日本大震災後、電力

の二酸化炭素排出量

82,601 t-CO2
市有施設
における
設備の省
エネルギ
ー化

（○＝達成）

第 3 期山形市役所地球温暖化対策実行計画(H22-H26)

2008 年度（※の基準
年度）の二酸化炭素排

達成状況

4,522 灯／131,861,520 円

西山形・本沢・南沼原・鈴川・第１０・高瀬/大曽根
平成 27 年度で対象となる全ての公衆街路灯の交換工事を完了してい
る。

○

＜基本方針Ⅱ．再生可能エネルギーの普及および循環型社会の構築＞
指標

現況又は基準年度状況

目標

2020 年度ま
でに延べ約
2011 年度現在の件数

5,000 件

太陽光発電導入世帯

（累計）

（全世帯数の

数（件数）

延べ約 1,500 件

2050 年度ま
でに延べ約
24,000 件
（全世帯数の
約 25%）

山形市内における東北電力の契約状況（2016 年度末)
・低圧受電件数：3,649 件、総設置出力：18,184kW
・高圧受電件数： 43 件、総設置出力： 6,375kW
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でに市有施設
において小水

導入

木質バイオマススト
ーブの設置補助台数

力発電を導入

2007〜2011 年度（累
計）
延べ 72 台

１ 補助実績
2012(平成 24)年度 住宅用：415 件、事業所用：14 件
2013(平成 25)年度 住宅用：371 件、事業所用： 7 件
2014(平成 26)年度 住宅用：286 件、事業所用： 3 件
2015(平成 27)年度 住宅用：209 件、事業所用： 5 件
2016(平成 28)年度 住宅用：222 件、事業所用： 5 件

約 5%）

2020 年度ま

生可能エネルギーの

（○＝達成）

２ 山形市内における東北電力の契約状況（2016 年度末)
・低圧受電件数：3,649 件、総設置出力：18,184kW
・高圧受電件数： 43 件、総設置出力： 6,375kW

（全世帯数の約 1.6%）

太陽光発電以外の再

達成状況

2050 年度ま
でに
延べ約 900
台

１ 小水力発電設備の導入※施設内電力
2016(平成 28)年度:上下水道部松原浄水場 131kW
２ 地下水熱空調設備の導入
2017(平成 29)年度：椹沢コミュニティセンター 75kW
１ ペレットストーブ補助実績
2007(平成 19)年度〜2011(平成 23)年度 33 件
2012(平成 24)年度 13 件
2013(平成 25)年度 17 件
2014(平成 26)年度 21 件
2015(平成 27)年度 20 件
2016(平成 28)年度 12 件
合計 116 件
２ 薪ストーブ補助実績
2010(平成 22)年度〜2011(平成 23)年度 39 件
2012(平成 24)年度 22 件
2013(平成 25)年度 12 件
2014(平成 26)年度 14 件
2015(平成 27)年度 10 件
2016(平成 28)年度 8 件
合計 105 件

備考
取組中
＊達成率
73％
（低圧受電件数）
＊2016 年度末の時
点で低圧受電が
3,649 件、総出力が
18,184kW であり、
第 2 期経営計画の目
標は達成

年間 400 件程度の増加
として想定

*第 2 期経営計画目標年度
（2016）時点：約 3,500 件
（13,000kw）

取組中
※上段に同じ

○

取組中
年平均 20 台前後で設
置されると想定
* 達成率
24.5 ％
（ペレット・薪スト
ーブの合計）

指標

現況又は基準年度状況

市民 1 人 1 日あたり

2006 年度現在で

の家庭系ごみ排出量

692g

資源リサイクル率

ごみの最終処分量

2006 年度現在で
18%

2006 年度現在で
15,803t

68
山形市の公の施設等
への再生可能エネル
ギー導入

2011 年度現在で
市立小学校等 7 施設で太
陽光・太陽熱・消化ガス
利用設備導入

目標
2017 年度ま
でに
570g
2017 年度ま
でに
27%
2017 年度ま
でに
4,900t

2050 年度ま
でに
100%

達成状況

（○＝達成）

2012(平成 24)年度 573 g
2013(平成 25)年度 572 g
2014(平成 26)年度 573 g
2015(平成 27)年度 568 g
2016(平成 28)年度 565 g
2012(平成 24)年度 20.1 ％
2013(平成 25)年度 19.9 ％
2014(平成 26)年度 19.1 ％
2015(平成 27)年度 18.5 ％
2016(平成 28)年度 18.1 ％
2012(平成 24)年度 10,554 t
2013(平成 25)年度 10,674 t
2014(平成 26)年度 11,029 t
2015(平成 27)年度 11,021 t
2016(平成 28)年度 10,614 t
平成 27 年度末実績（再生可能エネルギー導入計画より）
(1) 太陽光発電設備設置施設
市:34、県:17、国:1
(2) 小水力
市:1(松原浄水場)、県:1(蔵王ダム)
(3) バイオマス（メタンガス）
市:1(浄化センター)
(4) 太陽熱
市:2(本庁舎、第一小学校)、県:1
(5) バイオマス（熱）
① ペレットストーブ等
市:6、県:1
② ボイラー
県:4、民間 2
③ 廃熱利用
市:2(浄化センター、清掃工場)
(6) 地中熱
市：1(本庁舎)

備考

○

ごみ処理基本計画

取組中

ごみ処理基本計画

取組中
* 5,714t
オーバー

ごみ処理基本計画

（対 2016 年度）

7 施設（第一小、第二
取組中

小、東小、済生館、本
庁舎、西公園、浄化セ
ンター）

＜基本方針Ⅲ．低炭素型の社会づくり・環境整備 ＞及び＜山形市温室効果ガス排出量＞
指標
都市計画マスタ
ープラン

交通関連計画

現況又は基準年度状況

目標

1998〜2015 年度（計画
期間）
(現)都市計画マスタープラ
ン

2015 年度までに
「低炭素型のまちづく
り」の視点を導入した
（次期）都市計画マス
タープランを策定

2002〜2011 年度（計画
期間）
(現)交通マスタープラン
2011〜2015 年度（計画
期間）
地域公共交通総合連携計画
2009〜2011 年度（累

利用間伐面積

計）
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延べ 112ha

2015 年度までに
「低炭素型のまちづ
くり」を促進するた
めの総合的な交通計
画を策定

2020 年度までに
延べ約 600ha

達成状況

（○＝達成）

2016(平成 28)年度 「都市計画マスタープラン」策定済

○

2012(平成 24)年度 17.01 ha
2013(平成 25)年度 3.34 ha
2014(平成 26)年度 36.93 ha
2015(平成 27)年度 19.29 ha
2016(平成 28)年度 34.70 ha

1990

排出量 : 1365 千 t山形市の温室効

CO2

果ガス排出量
2009 年度（現況年度）
排出量 : 1411 千 t-O2

2020 年度に基準年度
比 16％削減（現況年
度 19％削減）
【目標値】
1140 千 t-CO2

○

2015(平成 27)年度 「山形市地域公共交通網形成計画」策定済

取組中
* 達成率
合 計 111.27 ha
2009 年度からの累 計 223.27 ha

山形市の温室効果ガス排出量の実績

1990 年度（基準年度）

備考

2009

2010

産業
389
206
111
民生
221
262
277
業務
民生
276
335
354
家庭
運輸
446
568
563
廃棄
33
40
40
物
合計
1365 1411 1345
1990 年度（基準年度）16%削減
2009 年度（現況年度）19%削減
1,140 千 t-CO2

37.21 ％

(単位：千 t-CO2)

2011

2012

2013

153
412

116
435

107
455

目標
年度
2020
189
189

468

468

479

256

664
38

569
43

572
44

475
30

1735

1631

1657

1140

→→

2013 年度実績

（45％増）1,657 千 t-CO2

取組中

※目標値の算出に
は東北電力の 2009
年度の排出係数

*現時点で

（調整後）

45%排出量

0.322kg-CO2kWh

増加

を用いている。

参考資料２
１

排出量推計方法

産業部門

（１）製造業
45

GHG 排出量＝Σ[業種別][燃料種別]山形市製造業エネルギー消費量[業種別、燃料種別]
×エネルギー種別排出係数

※1
※2

※1：①山形県製造業エネルギー消費量[都道府県別エネルギー消費統計]
×②山形市業種別製造品出荷額[工業統計 市町村編]
÷③山形県業種別製造品出荷額[工業統計 品目編]
※2： [環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定手法編」（平成29年3月）（以下、
「環境省策定マニュアル」という。）］ エネルギー消費１単位あたりの温室効果ガス排出量

（２）鉱業・建設業
GHG排出量＝山形市鉱業・建設業エネルギー消費量
×エネルギー種別排出係数

※3
※2

※3：山形県鉱業・建設業エネルギー消費量 [都道府県別エネルギー消費統計]
÷県鉱業・建設業従業者数 [経済センサス、事業所・企業統計]
×市鉱業・建設業従業者数 [経済センサス、事業所・企業統計、山形市統計書]

（３）農林業
GHG排出量＝山形県の農林水産業従業者数あたりの炭素排出量
×山形市の従業者数

※4
※5

※4：山形県農林水産業エネルギー消費量[都道府県別エネルギー消費統計]
÷山形県の農林水産業の従業者数[経済センサス（基礎調査）]
※5：[経済センサス（基礎調査）]山形市の農林水産業の従業者数

２

業務その他部門

（１）電力
GHG排出量＝山形市業務電力消費

※6

×エネルギー種別排出係数

※7

※6：山形市業種別延床面積（①）×業種種別エネルギー原単位（②）×補正係数（③）
①[山形市統計書]
②[環境省策定マニュアル] 用途別エネルギー種別エネルギー使用原単位
③業種別による電力消費量合計と、販売量実績値[山形市統計書]の比率

45

GHG とは、greenhouse gas の略で、温室効果ガスを示す。
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※7：[環境省公表値（東北電力実績）]
算定・報告・公表制度HP

＞ 関連資料集 ＞ 排出量算定方法 ＞

電気事業者別排出係数一覧

（２）都市ガス
GHG排出量＝山形市業務都市ガス消費

※8

×エネルギー種別排出係数

※2

※8：山形市業種別延床面積（①）×業種種別エネルギー原単位（②）×補正係数（③）
①[山形市統計書]
②[環境省策定マニュアル] 用途別エネルギー種別エネルギー使用原単位
③業種別による電力消費量合計と、販売量実績値[山形市統計書]の比率

（３）ＬＰＧ
GHG排出量＝山形市業務LPG消費

※9

×エネルギー種別排出係数

※2

※9：山形市業種別延床面積（①）×業種種別エネルギー原単位（②）
①[山形市統計書]
②[環境省策定マニュアル]

３

家庭部門

（１）電力
GHG排出量＝山形市家庭用販売電力エネルギー消費量
×エネルギー種別排出係数

※10
※7

※10：[山形市統計書]従量電灯A･B、時間帯別、深夜 の合計値

（２）都市ガス
GHG排出量＝山形市家庭都市ガスエネルギー消費量
×エネルギー種別排出係数

※11
※2

※11：世帯数あたり山形市都市ガス年間購入量（①）×山形市世帯数（②）×補正係数（③）
①[家計調査月報]月別購入額とガス料金制度から月別購入量を算出し、年間購入量を計算する
②[山形市統計書]
③[国勢調査等]二人以上世帯割合＋0.5×単身世帯割合

（３）灯油
GHG排出量＝山形市年間灯油エネルギー消費量

※12

×エネルギー種別排出係数

※2

※12：世帯数あたり山形市灯油年間購入量（①）×山形市世帯数（②）×補正係数（③）
①[家計調査]灯油の年間購入量
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②[山形市統計書]
③[国勢調査等]（１－単身世帯割合）＋0.5×単身世帯割合

（４）ＬＰＧ
GHG排出量＝山形市年間LPGエネルギー消費

※13

×エネルギー種別排出係数

※2

※13：世帯数あたり山形市LPG年間購入量（①）×山形市世帯数（②）×補正係数（③）
①[家計調査] LPGの年間購入量
②[山形市統計書]
③[国勢調査等]（１－単身世帯割合）＋0.5×単身世帯割合

４

運輸部門

（１）自動車
GHG排出量＝山形市自動車用途別・燃料別燃料消費量
×エネルギー種別排出係数

※14
※2

※14：山形市用途別保有車両割合（①）×山形県燃料別車種別燃料消費量（C）
①…山形市用途別保有車両数（A）÷山形県用途別保有車両数（B）
出典：A [山形県市町村別保有車両数（東北運輸局自動車技術安全部管理課）]
B [自動車保有車両数調（東北運輸局自動車技術安全部管理課）]
C [自動車燃料消費量統計年報（国土交通省）]

（２）鉄道
GHG排出量＝鉄道事業者別温室効果ガス排出量

※15

×全路線営業キロ数に占める山形市区分の営業キロ数の割合

※16

※15：[JR東日本]
※16： （山形市区分営業キロ数) [地図データより想定]
÷（全路線営業キロ数）[JR東日本]

５

農業分野

（１）消化管内発酵（CH4）
GHG排出量＝全国の消化管内発酵からの排出量

※17

×山形市内の乳用牛と肉用牛の頭数÷全国の乳用牛と肉用牛の頭数
※17：[日本国温室効果ガスインベントリ報告書（NIR)（国立環境研究所）] CH4及びN2O排出量（詳細表）
※18：[農林業センサス]
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※18

（２）稲作（CH4）
GHG排出量＝全国の稲作からの排出量

※17

×山形市内の水稲作付面積÷全国の水稲作付面積

※19

※19：[作物統計調査（累計統計）]、 [作物統計調査（農林水産関係市町村別統計）]水稲作付面積

（３）その他農業（家畜排せつ物の管理、農作物残さの野焼き）（CH4）
GHG排出量＝全国のその他農業からの排出量

※17

×山形市内の乳用牛の頭数÷全国の乳用牛の頭数

※18

（４）家畜排せつ物管理（N2O）
GHG排出量＝全国の家畜排せつ物管理からの排出量
×山形市内の乳用牛・肉用牛・豚の頭数÷全国の乳用牛・肉用牛・豚の頭数

※17
※18

（５）農用地の土壌（N2O）
GHG排出量＝全国の農用地の土壌からの排出量

※17

×山形市の作付面積／全国の作付面積

※20

※20：[作物統計調査（累計統計）]、 [作物統計調査（農林水産関係市町村別統計）]水稲、小麦、大豆、そばの合計

（６）農作物残さの野焼き（N2O）
GHG排出量＝全国の農作物残さの野焼きからの排出量
×山形市の作付面積／全国の作付面積

６

※17
※20

廃棄物分野

（１）廃棄物の焼却に伴う CO2
GHG排出量＝山形市廃棄物種類ごとの焼却量

※21

×種類別の排出係数

※22

※21：一般廃棄物総焼却量（①）×種類ごと（廃プラ・合成繊維くず）の割合
①[広域環境事務組合データ（一般廃棄物処理実態調査結果）] 焼却量総量
※22：[環境省実行計画策定マニュアル]廃棄物焼却量１トンあたりのGHG排出量

（２）廃棄物の焼却に伴い発生する CH4、N2O
GHG排出量＝ 山形市焼却処理施設の種類ごとの焼却量
×施設種類別の排出係数

※23
※24

※23：[広域環境事務組合データ（一般廃棄物処理実態調査結果）] 焼却量総量
※24：[環境省実行計画策定マニュアル] 連続燃焼式焼却施設用数値

73

（３）排水処理に伴う CH4、N20
GHG排出量＝ 山形市排水処理量

※25

×種類別の排出係数

※26

※25：下水道終末処理場＝下水の処理量 [広域環境事務組合データ、「山形市上下水道部」下水事業の概況より）]
し尿処理施設＝し尿及び浄化槽の汚泥処理量、窒素量
[広域環境事務組合データ、温室効果ガス排出量算定に関する検討結果]
※26：[環境省実行計画策定マニュアル]
下水道終末処理場；下水の処理量１ｍ あたりのGHG排出量
３

し尿処理施設 CH4：し尿及び浄化槽汚泥処理量１㎥あたりのGHG排出量、
N2O: し尿及び浄化槽汚泥処理量１㎥／１ｔＮあたりの GHG 排出量

７ 区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量
（１）森林
GHG吸収量＝ 山形市の森林経営活動を実施した森林面積
×森林経営活動を実施した場合の吸収係数

※27
※28

※27：[山形市森林整備課]市有林施業実績のうち、更新（地拵等）、保育（下刈・除伐等）、間伐、主伐の合計面積
※28：[環境省実行計画策定マニュアル]森林吸収源対策による森林吸収の簡易手法に適用する標準吸収係数

（２）都市緑化
GHG吸収量＝ 山形市の都市緑地の種類別の緑化面積
×緑地の種類別の吸収係数

※29
※30

※29：[山形市公園緑地課]「山形市みどりの基本計画」（平成29年度12月）の現況調査における緑地の種類別の緑地
面積（都市公園のみ毎年緑地面積が把握されている）。
※30：[環境省実行計画策定マニュアル]都市緑地種類ごとの単位面積あたりの年間生体バイオマス成長量（t-C/ha/
年）に44/12を乗じたもの。
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参考資料３
１

温室効果ガス排出量詳細及び要因分析

現況推計の要因分析

本編では、2005（平成 17）年度、2011（平成 23）年度〜2014（平成 26）年度における温室効
果ガス排出量の推計結果を掲載していますが、参考資料においては、2005（平成 17）年度、2009
（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度における温室効果ガス排出量及び吸収量の推計結果を用い、
より詳細に要因分析を行いました。
（１）各年度の温室効果ガス排出量及び吸収量
2005（平成 17）年度、2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度における温室効果ガス排出
量及び吸収量の推計結果を以下に整理します。
参考表１ 山形市における温室効果ガス排出量及び吸収量現況推計結果 （千 t-CO2）
2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

17）年度

21）年度

22）年度

23）年度

24）年度

25）年度

26）年度

237

180

147

183

188

185

183

179

132

97

136

138

136

135

56

43

47

44

47

45

44

2

4

3

3

4

3

4

業務その他部門

360

262

277

412

435

455

434

家庭部門

387

335

354

468

468

479

462

535

517

510

482

541

462

457

525

507

501

474

532

454

448

10

9

9

8

9

9

9

35

33

35

35

34

36

35

44

40

40

39

40

40

40

焼却処分（一般廃棄物）

41

39

39

38

39

39

39

排水処理（終末処理場）

1.6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

排水処理（し尿処理場）

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,598

1,367

1,363

1,618

1,707

1,657

1,612

0.7

0.6

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

小計
エネルギー起源

産業

製造業

部門

建設業・鉱業
農林水産業

CO2

運輸

小計
自動車

部門

以外

エネルギー起源

鉄道

農業分野
廃棄
物

CO2

分野

小計

全部門排出量合計
吸収量

森林
都市緑化
吸収量合計

12

-

-

-

-

12

12

13

-

-

-

-

12

12

※ 「－」は、データ入手が困難で同様の方法にて算定が行えなかった年度
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（２）部門・分野別の要因分析
①産業部門
山形市の産業部門における温室効果ガス排出量は、2005（平成 17）年度に 237 千 t-CO2 であ
り、その後 2009（平成 21）年度以降は 180 千 t-CO2 から 147 千 t-CO2 と減少しました。その後
2011（平成 23）年度は 2009（平成 21）年度と同程度の 183 千 t-CO2 となり、その後はほぼ横
ばいで推移しています。
以降に、製造業、建設業・鉱業及び農林業水産業ごとの分析結果を整理します。

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

250

237
2

200

56

180
43

150

188

183
3

4

147

3

4

47

44

185

3

183
4

45

44
農林水産業

47
100

建設業・鉱業

179
132

50

136

138

136

135

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

製造業

97

0
2005年度

2009年度

2010年度

参考図１ 山形市内の産業部門からの温室効果ガス排出量の推移
□製造業
山形市の製造業における温室効果ガス排出量は、2009（平成 21）年度から 2010（平成
22）年度にかけて約 33 千 t-CO2 程度大きく減少していますが、その後は 2009（平成 21）年
度と同程度まで増加し、その後はほぼ横ばいの推移となっています。
2010（平成 22）年度は前年度に比べて電力と重油の消費が大きく減少しています。これは、
高効率・省エネ機器の導入や各事業所での省エネに関する取り組みなどによる電力使用量の減少
や、2009（平成 21）年 3 月から 11 月にかけて市内への天然ガス供給開始による重油使用量の
減少、天然ガスコージェネレーションの導入による電力使用量の削減などが要因として推察され
ます。2010（平成 22）年度から 2011（平成 23）年度にかけての排出量の増加およびその後
の横ばい傾向は、東日本大震災の影響により原子力発電所が稼動停止し、火力発電が増加したこ
とに伴い電力の二酸化炭素排出係数の増加が要因と考えられます。
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25,000

22,982
19,684

製造品出荷額（千万円）

20,000

20,434
19,075

18,929

2010年

2011年

18,303

18,668

2012年

2013年

15,000

10,000

5,000

0
2005年

2009年

2014年

参考図２ 山形市における製造品出荷額等の推移
□建設業・鉱業
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
□農林水産業
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
②業務その他部門
山形市の業務その他部門における温室効果ガス排出量は、2011（平成 23）年度に 412 千 t-CO2
と前年から 135 千 t-CO2 増加し、その後横ばいとなっています。
この増加は、東日本大震災の影響により原子力発電所が稼動停止し、火力発電が増加したことに
伴い電力の二酸化炭素排出係数が増加したことが要因と考えられます。

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

500
450
400
350
300
250
200
150

412

360

100

262

277

2009年度

2010年度

435

455

434

2012年度

2013年度

2014年度

50
0
2005年度

2011年度

参考図３ 山形市内の業務その他部門からの温室効果ガス排出量の推移
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業務その他部門

③家庭部門
山形市の家庭部門における温室効果ガス排出量は、前述の業務その他部門の推移と同様に、2011
（平成 23）年度に大きく増加（100 千 t-CO2 増）し、その後は横ばいとなっています。
この増加は、上記の業務その他部門と同様に電力の二酸化炭素排出係数が増加したことが要因と
考えられます。

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

500
450
400
350
300
250
200

387

150

335

354

2009年度

2010年度

468

468

479

462

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

家庭部門

100
50
0
2005年度

参考図４ 山形市内の家庭部門からの温室効果ガス排出量の推移
④運輸部門
山形市の運輸部門における温室効果ガス排出量は、2005（平成 17）年度には 535 千 t-CO2 であ
り、その後は減少傾向となりましたが、2012（平成 24）年度に 541 千 t-CO2 に一旦増加し、その
後は再度減少傾向となっています。
以降に、自動車及び鉄道の分析結果を整理します。

温室効果ガス排出量（千t-CO2）

600
500

535
10

517
9

510
9

541
9

482
8

462

457

9

9

400
鉄道

300
525

507

501

200

532

474

454

448

2013年度

2014年度

100
0
2005年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

参考図５ 山形市内の運輸部門からの温室効果ガス排出量の推移
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自動車

□自動車
山形市の自動車の温室効果ガス排出量は、2009（平成 21）年度から 2011（平成 23）年度
にかけて横ばいからやや減少傾向を示すものの、2012（平成 24）年には 59 千 t-CO2 増加して
541 千 t-CO2 となりました。その後 2013（平成 25）年度は 462 千 t-CO2、2014（平成 26）
年度は 457 千 t-CO2 と減少傾向となっています。
東日本大震災翌年度にあたる 2012（平成 24）年度の温室効果ガス排出量の増加は全国と同
様の傾向を示しており、その要因として、物流回復の兆しから交通量増加に伴う渋滞や、未復旧
道路の迂回走行などによる燃料使用量の増加・燃費の悪化などが要因と考えられます。
一方、2012（平成 24）年度を除く 2009（平成 21）年度から 2014（平成 26）年度までの
減少傾向は、温室効果ガス排出係数の大きい軽油車の車両数が減少したことや、ハイブリッド車
などの普及、物流の効率化などが要因と考えられます。
□鉄道
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
⑤農業分野
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
⑥廃棄物分野
□焼却処分（一般廃棄物）
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
□排水処理（終末処理場）
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
□排水処理（し尿処理場）
2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ばいで推移しています。
⑦森林等吸収量
推計ができない年度があるものの、2009（平成 21）年度〜2014（平成 26）年度にかけて横ば
いで推移しています。
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２．部門・分野別のなりゆきベースの将来推計値
山形市におけるなりゆきベースの将来値について推計した結果と活動量及びエネルギー消費原単位
を、部門・分野別に以下に整理します。
参考表２ 部門・分野別の温室効果ガス排出量の現況及びなりゆきベースの将来値（千 t-CO2）

部門・分野

製造業

起源 CO2

起源 CO2
以外

基準年度

現状年度

2020
（平成
32）年度
短期目標
年度

2030
（平成
42）年度
中期目標
年度

2050
（平成
62）年度
長期目標
年度

135

145

172

198

45

44

40

32

16

3

4

4

4

4

業務その他部門

455

434

436

437

439

家庭部門

479

462

457

477

555

454

448

444

463

538

9

9

9

9

9

農業分野

36

35

35

35

35

廃棄物分野

40

40

40

41

48

1,657

1,612

1,610

1,670

1,842

建設業・鉱業
農林水産業

運輸部門
エネルギー

2014
（平成
26）年度

136

産業部門
エネルギー

2013
（平成
25）年度

自動車
鉄道

全部門排出量合計

参考表３ 部門・分野別の活動量及びエネルギー消費原単位の現況及びなりゆきベースの将来値

産業部門
（製造業）
産業部門

製造品出荷額（億円）
製造品出荷額あたりの温室効果
ガス排出量（t-CO2／億円）
従業員数（人）

（建設業・ 従業員一人あたりの温室効果ガ
鉱業）
業務その
他部門

ス排出量（t-CO2／人）
延床面積（㎡）
延床面積あたりの温室効果ガス
排出量（t-CO2/㎡）
人口（人）

家庭部門

1 人あたりの温室効果ガス排出
量（t-CO2/人）

運輸部門
（自動車）

1 人あたりの温室効果ガス排出
量（t-CO2/人）

廃棄物分

1 人あたりの温室効果ガス排出

野

量（t-CO2/人）

2013
（平成
25）年度

2014
（平成
26）年度

基準年度

現状年度

2020
（平成
32）年度
短期目標
年度

2030
（平成
42）年度
中期目標
年度

2050
（平成
62）年度
長期目標
年度

1,867

2,043

2,200

2,600

3,000

73.06

66.09

66.09

66.09

66.09

9,578

8,534

7,741

6,180

3,059

4.75

5.12

5.12

5.12

5.12

409,524

408,103

409,083

410,078

412,068

1.11

1.06

1.06

1.06

1.06

254,089

253,335

250,862

261,717

304,257

1.89

1.82

1.82

1.82

1.82

1.79

1.77

1.77

1.77

1.77

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16
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参考資料４

中期目標（平成 42（2030））年度の削減目標を実現するため
の施策実施イメージ（試算例）

（１）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
国の「地球温暖化対策計画」別表で整理される省エネに関する取り組みの削減見込量の部門別合計
値を、2013（平成 25）年度の部門別排出量の山形市の占める割合で按分して算出しました。その結
果、山形市における省エネに関する取り組みによる温室効果ガスの削減可能量は 193 千 t-CO2 となり
ました（参考表４）。
参考表４ 全国及び山形市における 2013（平成 25）年度の部門別温室効果ガス排出量と 2030（平
成 42）年度における省エネに関する取り組みによる温室効果ガス削減見込量（千 t-CO2）
削減見込量※（2030（平成 42）年度）

2013（平成 25）年度排出量
国

山形市（全国に占める割合）

国

山形市

産業部門

429,000

185（0.04％）

87,000

43

業務その他部門

279,000

455（0.16％）

28,000

64

家庭部門

201,000

479（0.24％）

26,000

86

合計
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※ 国の削減見込量は、「地球温暖化対策計画」の別表１の対策ごとの削減見込量の合計値（電力排出係数 0.37kgCO2）。山形市は、国の削減見込量に山形市の排出割合を乗じ、電力排出係数 0.57kg-CO2 における削減見込量を
算定しました（部門ごとに、排出量に占める電力からの二酸化炭素排出割合を算定し、その電力からの二酸化炭素
排出量に対し電力排出係数の差分を乗じています）

①産業部門
「地球温暖化対策計画」の産業部門における省エネの取り組みによる排出削減見込量は、86,660 千
t-CO2 です（参考表５）。国の削減見込量に 2013（平成 25）年度の山形市の産業部門からの排出割
合を乗じて算出した結果、山形市の産業部門における基準年度からの削減見込量は、43 千 t-CO2 とな
りました。
2013（平成 25）年度の山形市の１事業所あたりの温室効果ガス排出量は、68t-CO2 と推計されま
す。国と同等の削減を目指すと想定すると、基準年度からの１事業所あたりの温室効果ガス削減量は
16t－CO2 となり（事業所数は平成 26 年度経済センサス基礎調査で変動なしと想定）、１事業所あた
り 23.4％削減となります。
参考表５ 国の 2030（平成 42）年度における産業部門の省エネの取り組みによる削減見込量
大項目

中項目

小項目

（千 t-CO2）

省エネルギ

高効率空調の導入

ー性能の高

産業 HP の導入

1,350

産業用照明の導入

4,300

い設備・機

業種横断

890

器等の導入

低炭素工業炉の導入

促進

産業用モーターの導入
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30,930
6,610

大項目

中項目

小項目

（千 t-CO2）

高性能ボイラーの導入

4,680

コージェネレーションの導入

10,200

電力需要設備効率の改善

鉄鋼業

650

廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大

2,120

次世代コークス製造技術の導入

1,300

発電効率の改善

1,100

省エネ設備の増強

1,220

革新的製鉄プロセスの導入

820

環境調和型製鉄プロセスの導入

110

石油化学の省エネプロセス技術の導入

190

その他化学製品の省エネプロセス技術の導入

化学工業

1,610

膜による蒸留プロセスの省エネルギー化技術の導入

340

二酸化炭素原料化技術の導入

800

非可食性植物由来原料による化学品製造技術の導入

140

微生物触媒による創電型排水技術の導入
密閉型植物工場の導入

60
220

プラスチックリサイクルフレークの利用

60

従来型省エネ技術

60

窯業・土石製品製造

熱エネルギー代替廃棄物利用技術

40

業

セメント製造プロセス低温焼成関連技術

410

ガラス溶融プロセス技術

130

パルプ・紙・紙加工

高効率古紙パルプ製造技術の導入

100

品製造業

高温高圧型黒液回収ボイラーの導入

160

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進

440

建設施工・特殊自動
車分野
施設園芸・農業機
械・漁業分野

施設園芸における省エネ設備の導入

1,240

省エネ農機の導入

0

省エネ漁船への転換

160

FEMS を利用した徹底的なエネルギー管理の実施

2,300

業種間連携省エネの取組促進
建築物の省エネ化

370
新築建築物における省エネ基準適合の推進
建築物の省エネ化（改修）

10,350
1,220

削減見込量（小計）

86,660

※「地球温暖化対策計画」の別表 1 の取組を整理したもの

②業務その他部門
「地球温暖化対策計画」の業務その他部門における省エネの取り組みによる排出削減見込量は、
28,210 千 t-CO2 です（参考表６）。国の削減見込量に 2013（平成 25）年度の山形市の業務その他
部門からの排出割合を乗じて算出した結果、山形市の業務その他部門における基準年度からの削減見
込量は、64t-CO2 となりました。
2013（平成 25）年度の山形市の１事業所あたりの温室効果ガス排出量は、35t-CO2 と推計されま
す。国と同等の削減を目指すと想定すると、１事業所あたりの温室効果ガス削減量は 4.9t－CO2 とな
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り（事業所数は平成 26 年度経済センサス基礎調査で変動なしと想定）、１事業所あたり 14.0％削減
となります。
参考表６ 国の 2030（平成 42）年度における業務その他部門の省エネの取り組みによる削減見込量
大項目
高効率な省エネルギー機器の導入

小項目

（千 t-CO2）

業務用給湯器の導入

1,550

高効率照明の導入

9,910

冷媒管理技術の導入

20

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

4,830

BEMS の活用、省エネ診断等による業務部門における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

10,050
160

ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化

0

上下水道における省エネ・再エネ導

下水道における省エネ・創エネ対策の推進

入

水道事業における省エネ・再エネ対策の推進
削減見込量（小計）

1,340
340
28,210

※「地球温暖化対策計画」の別表 1 の取組を整理したもの

③家庭部門
「地球温暖化対策計画」の家庭部門における省エネの取り組みによる排出削減見込量は、26,120 千
t-CO2 です（参考表７）。国の削減見込量に 2013 年度の山形市の業務その他部門からの排出割合を乗
じて算出した結果、山形市の家庭部門における基準年度からの削減見込量は、86 千 t-CO2 となりま
す。
2013（平成 25）年度の山形市の１世帯あたりの温室効果ガス排出量は、4.8t-CO2 と推計されま
す。国と同等の削減を目指すと想定すると、１世帯あたりの温室効果ガス削減量は 1.0t-CO2 となり
（世帯数は 2013（平成 25）年度と世帯あたり人員が変動しないと想定して推計）、１世帯あたり
20.4％削減となります。
家庭でできる省エネの取り組みの例と、それを実施することで得られる温室効果ガス削減量を参考
表８に整理します。
参考表７ 国の 2030（平成 42）年度における家庭部門の省エネの取り組みによる削減見込量
大項目
住宅の省エネ化
高効率な省エネ機器の普及

小項目

（千 t-CO2）

新築住宅における省エネ基準適合の推進

8,720

既存住宅の断熱改修の推進

1,190

高効率照明の導入

9,070

浄化槽の省エネ化

40

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

7,100
削減見込量（小計）

※「地球温暖化対策計画」の別表 1 の取組を整理したもの
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26,120

参考表８ 家庭でできる省エネの取り組み例と温室効果ガス削減量（kg-CO2/年）
省エネの取り組み例

温室効果ガス
削減量

古い冷蔵庫を最新式のものに買い替
える

375

冷蔵庫の設定温度を強から中へ変更
する
冷蔵庫を壁から 5cm 離して設置す
る
一般電球を電球型 LED ランプに買
い替える

36
27
150

最新式のエアコンに買い替える

150

暖房時、室温は 20℃を目安にする

25

エアコンのフィルターを月に１、２
回清掃する

19

テレビの輝度を抑える

10

食器を洗うときには低温に設定す
る。

20

ポットを長時間使用しないときはプ
ラグを抜く

38

入浴は間隔をあけずに入る

87

住宅の断熱性能を向上させる
合計削減量

456
1,392

備考
省エネ買い替えナビゲーション「しんきゅうさん」を用いて
試算（2000 年製 501〜550L 冷蔵庫を最新（2017 年 6
月現在）の最も省エネ性能の高い冷蔵庫に買換えた場合。
省エネ性能カタログ 2017 夏版
省エネ性能カタログ 2017 夏版
住まいの照明省エネ BOOK 2014 年度版。１日５〜６時間
点灯した場合。３ヶ所。
しんきゅうさんを用いて試算。（2005 年製冷房能力
2.8kw のエアコンを最新（2017 年 6 月現在）の最も省エ
ネ性能の高いエアコンに買換えた場合。
石油ファンヒーター。外気温度 6℃の時、暖房の設定温度を
21℃から 20℃に変更した場合（使用時間：9 時間/日）
省エネ性能カタログ 2017 夏版
液晶テレビ（32V 型）の画面輝度を最適（最大→中央）に
調節した場合
65L の水道水（水温 20℃）を使い、湯沸かし器の設定温度
を 40℃から 38℃にし、２回/日手洗いした場合（使用期
間；冷房期間を除く 253 日）
ポットに満タンの水 22L を入れ沸騰させ、1.2L を使用後、
6 時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて保温しないで
再沸騰させて使用した場合の比較
2 時間放置により 4.5℃低下した湯（200L）を追い出きする
場合（１回/日）
世帯あたりの冷暖房からの CO2 排出割合が 28％（戸建）。
1980 年基準の住宅を 1999 年基準に改築することで、冷暖
房エネルギー消費量を 35％削減できた場合。

出典）「クールチョイス！節エネガイド」（全国地球温暖化防止活動推進センター）
「家庭の省エネ大辞典 2012 年度版」（一般社団法人 省エネルギーセンター）
「COOL CHOICE 低炭素型製品で一歩先の賢い選択！

‒省エネ住宅に変える」（環境省）

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/kaikae/housing/

（２）基本方針Ⅱ．再生可能エネルギーの普及・促進
「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、2015（平成 27）年度の再生
可能エネルギー68,623 千 kWh（電力排出係数を、2013 年度（平成 25）年度の東北電力株式会社の
調整後排出係数 0.589kg-CO2/kWh で二酸化炭素換算すると、40 千 t-CO2）に対し、2020（平成
32）年度までに 102,000 千 kWh（同様に、60 千 t-CO2）導入する目標を掲げています。
2021（平成 33）年度以降の再生可能エネルギーの導入量を下記のとおり推計した結果、94 千 tCO2（159,401 千 kWh×排出係数 0.589kg-CO2/kWh）の導入量となりました。
①新清掃工場のエネルギー回収に伴う削減分

； 9 千 t-CO2

②太陽光発電設備の導入による削減分

；50 千 t-CO2

③その他の再生可能エネルギー設備導入による削減分；35 千 t-CO2
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②及び③の 2021（平成 33）年度から 2030（平成 42）年度までの導入量の試算条件を以下に整理
します。
参考表９ 山形市内における再生可能エネルギー設備ごとの導入量試算条件
再エネ設備の種類

2021（平成 33）年度から 2030（平成 42）年度までの導入量の試算条件

太陽光（家庭用）

2030（平成 42）年度までに新築住宅の 100％に設置されることを想定し算出。

太陽光（事業者用）

年間 10 件の事業所に 9.1kW／件の設備が導入されることを想定し算出。
1,850kW の 1 基分の設置を想定し算出。
※年間の設置件数は、山形市再生可能エネルギー導入計画（平成 29 年 3 月）における 2016
（平成 28）年度から 2020（平成 32）年度までの事業所年間導入目標の２倍を見込む。

太陽光（市有施設）

西山形コミュニティセンター、南部遊戯施設、商業高等学校、西山形小学校へ計 31kW の設
置を想定し算出。

小水力

山形県の砂防堰堤小水力発電候補地及び上下水道部における施設へ計 244kW の設置を想定し
算出。

バイオマス熱及び地

山形市再生可能エネルギー導入計画（平成 29 年 3 月）の 2016（平成 28）年度から 2020

中熱

（平成 32）年度までの導入量を継続することを想定し算出。
バイオマス

ペレットストーブ 市民年間 18 件(10.3kW/件)
事業所年間 2 件(10.3kW/件)

地中熱

市民年間 2 件(8 kW/件)
事業者年間１件(8kW/件)

（３）基本方針Ⅲ．循環型社会の構築
「地球温暖化対策計画」に示される非エネ起源 CO2、CH4、N2O の対策（別表２、３）のうち一般
廃棄物に関する対策の削減見込み量と同程度削減されると想定して算出すると、山形市の削減可能量
は 6.3 千 t-CO2 と推計されます。
一方、「山形市一般廃棄物処理基本計画」（平成 30 年 3 月策定予定）で掲げられる取り組みのう
ち、温室効果ガス排出量の削減に寄与する取り組みによる削減見込み量を合計すると、約 3.84 千 tCO2 削減が可能となります。
①焼却処理量削減に伴う削減分

；3.84 千 t-CO2

②新施設でプラごみ焼却に伴う増減分 ；未稼働のエネルギー回収施設があるため把握が困難
①焼却処理量削減に伴う削減分
「山形市一般廃棄物処理基本計画」（平成 30 年 3 月策定予定）では、2022（平成 34）年度の
中間目標年度と 2027（平成 39）年度の目標年度において、市民一人一日あたりの排出量及び事業
系ごみの排出量の削減目標を立てています。それぞれの削減目標について、2022（平成 34）年度
から 2027（平成 39）年度の年間の削減量が引き続き 2030（平成 42）年度まで継続したと想定す
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ると、山形市における一般廃棄物の総排出量（家庭系ごみと事業系ごみの合計）は、平成 25 年度
比で 9.86%削減することになります。
一般廃棄物排出量のうちの可燃ごみ割合、可燃ごみのうちの廃プラスチックごみ及び合成繊維く
ずの混入割合などが変化しないと想定すると、廃棄物部門からの非エネルギー起源 CO2 排出量は
3.84 千 t-CO2 削減となります。
参考表 10 山形市の一般廃棄物排出量の実績と目標
実績値
2013
（平成 25）
年度

目標値

2016
（平成 28）
年度

基準年度
人口（人）
家庭系ごみ（t）
市民一人一日あたりの家庭系
ごみの排出量（g）
市民一人一日あたりの家庭系
ごみの年間あたりの削減量
（g/年）
事業系ごみ（t）

2027
（平成 39）
年度

山形市一般廃棄

山形市一般廃棄

物処理基本計画

物処理基本計画

中間目標年度

目標年度

→

2030
（平成 42）
年度
中間目標年度

254,089

253,267

249,220

244,252

261,717

53,049

52,242

50,030

47,920

50,400

572

565

550

536

528

24,279

24,498

事業系ごみの年間あたりの削
減量（ｔ/年）
総排出量（t）

2022
（平成 34）
年度

77,328

76,740

H25 年度比削減率

2.50

2.80

（H28⇒H34）

（H34⇒H39）

22,500

20,500

333

400

（H28⇒H34）

（H34⇒H39）

72,530

68,420
-11.52%

2.80
19,300
400
69,700
→

-9.86%

※2027（平成 39）年度から 2030（平成 42）年度にかけての市民一人一日あたりの家庭系ごみの削減量と事業系ごみ
の年間あたりの削減量は、2022（平成 34）年度から 2027（平成 39）年度にかけての年間あたりの削減量と同値と
設定した。

②新施設でプラごみ焼却に伴う増減分
「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「【個別方針４】ごみ処理の
高度化」において、立谷川清掃工場、半郷清掃工場の老朽化に伴い、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）。
新施設の稼働により、これまで分別収集されていたプラスチック類が焼却処理されるようになる
ため、その分非エネルギー起源 CO2 排出量は増加しますが、一方でこれまで助燃材（化石燃料の燃
焼として計上）を投入して発熱量を上げていた分が削減されます。これらの増減分のについては、
工場を全て稼働させた上で、助燃材として必要なプラスチックの量を分析していく必要があるた
め、現時点では算定に加えませんでした。
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（４）基本方針Ⅳ．低炭素型の交通交流基盤の整備
「地球温暖化対策計画」に示されるエネルギー起源 CO2 対策のうち運輸部門（自動車）対策の削減
可能量は、3,293 万 t-CO2 です。2013 年度の山形市の運輸部門からの排出割合を乗じて山形市の削
減可能量を算出すると、68 千 t-CO2 となります。削減可能量 68 千 t-CO2 をエコドライブの推進及び
次世代自動車の導入で賄うと想定した場合、それぞれの導入台数は、以下の通りとなります。


エコドライブ関連機器の導入； 6,000 台（貨物保有台数の約 41%）



次世代自動車の導入

；43,500 台（自動車・軽自動車保有台数の約 36%）

参考表 11 運輸部門（自動車）対策による温室効果ガス削減量の試算結果
対策

温室効果ガス削減量

導入台数

エコドライ
ブ関連機器

備考

（千 t-CO2）

エコドライブ関連機器導入に伴う温室効果ガス削減量。削減量は、
6,000

2

2.97t-CO2/台（策定・実施マニュアル【算定手法編】p251 より）

の導入

導入台数は、平成 25 年度の貨物台数（14,614 台）の 41%に相当

次世代自動

エネルギー削減率 41.1%（策定・実施マニュアル【算定手法編】

車の普及

43,500

66

p251 より）。導入台数は平成 25 年度の自動車・軽自動車保有台
数（122,436 台）の 36%に相当

合計

68

（５）基本方針Ⅴ．みどり豊かな環境整備
「地球温暖化対策計画」では、2030（平成 42）年度までに温室効果ガス吸収源対策として、約 3,690
万 t-CO2 の吸収量の確保を目標としています。これは、2013（平成 25）年度の温室効果ガス総排出量
（14 億 800 万 t-CO2）の 2.6％に相当します。山形市において、国と同等の吸収量の確保を行った場
合、43 千 t-CO2 の吸収量確保が必要となります。
一方、2030（平成 42）年度における山形市で見込める森林等吸収量は 13 千 t-CO2 であり（参考表
13）、なりゆきベースの温室効果ガス総排出量の約 0.7％に該当します。
参考表 12 「地球温暖化対策計画」の別表５に示される吸収源対策による温室効果ガス吸収量
吸収見込量（万 t-CO2）
森林吸収源対策

2,780

農地土壌炭素吸収源対策

786

都市緑化等の推進

124

合計

3,690

参考表 13 山形市における吸収源対策における温室効果ガス吸収量の試算結果
2013（平成 25）年度

2030（平成 42）年度

森林経営面積（ha）

58

80

都市緑化面積（ha）

1,162

1,181

吸収量（千 t-CO2）
総排出量に占める割合

87

12

13

0.7%

0.7%

※ 森林経営面積の目標値は、「山形市発展計画」（平成 28 年 3 月）の成果指標である整備森林面積（平成 33 年度
目標値と同値とした。
※ 都市緑化面積の目標値は、他計画において示されていないことから、平成 27 年度の実績値と同値とした。

参考資料５

地球温暖化問題に関する国内外の主要動向

年

国内の動向

国際的な動向

京都議定書目標達成計画の策定（４月）
2005（平成 17）年 2 月の京都議定書の発効を受け、京
都議定書で定められた我が国の削減目標（2008（平成
20）年から 2012（平成 24）年の間に、1990（平成
2）年比 6％減）を達成するための措置を定める。

2005
（平成 17）
年度

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）
の改正（８月）

COP11 の開催（11 月）

京都議定書の発効を受け改正される。エネルギー消費量

カナダのモントリオールにて開催。

の伸びの著しい運輸分野における対策の導入、工場・事
業場及び住宅・建築物分野における対策が強化された。

EU が中期目標を決定（12 月）
2020（平成 32）年までに 1990（平成

地球温暖化対策の推進に関する法律の改正（２月）

2）年比 20％削減を目指すことが決定さ

京都メカニズムによる削減量の取得、保有及び移転の記

れる。

録を行うための割当量口座簿の整備、クレジット取引の
安全の確保等について定める。
2006

COP12 の開催（11 月）

（平成 18）

ケニアのナイロビにて開催。

年度
クールアース 50 の発表（５月）
安倍総理（当時）により、国際交流会議「アジアの未

G8 ハイリゲンダム・サミットの開催

来」晩餐会において、「美しい星（クールアース）50」

（６月）

が提案される。世界全体の共通目標として「2050（平

ドイツのハイリゲンダムにて開催。

成 62）年までに温室効果ガス半減」という長期目標を

「2050（平成 62）年までに地球規模で

提案するとともに、2013（平成 25）年以降の次期枠組

の温室効果ガス排出を少なくとも半減さ

みにつき、「全ての主要排出国の参加」、「各国の事情

せることを含む、EU、カナダ及び日本

に配慮した柔軟かつ多様性のある枠組み」、「環境保全

による決定を真剣に検討する」ことで一

と経済発展との両立」、という三原則が提唱される。

致した。

2007
（平成 19）
年度

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した法

IPCC 第 4 次評価報告書の公表（11

律（環境配慮契約法）の制定（11 月）

月）

グリーン契約を推進するために制定される。国や独立行

温暖化に関する様々な研究を集約・評価

政法人、国立大学法人、地方公共団体等の公共機関が契

した報告書が IPCC から公表される。

約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に
評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者
と契約する仕組みを作り、環境保全の技術や知恵が経済

COP13 の開催（12 月）
インドネシアのバリにて開催。

的にも報われ、新しい経済社会を構築することを目指
アメリカ元副大統領アル・ゴア氏、

す。

IPCC がノーベル平和賞を受賞（12 月）
ダボス会議でのクールアース推進構想の発表（１月）

88

年

国内の動向

国際的な動向

福田総理（当時）により、世界経済フォーラム年次総会

アメリカ元副大統領アル・ゴア氏

（通称「ダボス会議」）の特別講演において、クールア

（2006（平成 18）年に地球温暖化問題

ース推進構想が発表される。日本が主要排出国と共に、

に関連する映画「不都合な真実」に出

今後の温室効果ガスの排出削減について、国別総量目標

演）と IPCC にノーベル平和賞が授与さ

を掲げて取り組む決意が示される。

れる。授賞理由として、「彼らの努力
で、人の手による気候の変化についての
知識を広め、その変化を止めるための対

京都議定書目標達成計画の全面改定（３月）
京都議定書達成のための見直しを行い、改定される。自

策を講じる礎を築いたため」としてい
る。

主行動計画の推進、住宅・建築物の省エネ性能の向上等
の対策を追加すると共に、速やかに検討すべき課題とし
て国内排出量取引制度、深夜化するライフスタイルの見
直し等が掲げられる。
地球温暖化対策の推進に関する法律の改正（３月）
事業者の排出抑制等に関する指針を策定、地方公共団体
実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証さ
れた排出削減量に係る国際的な決定により求められる措
置の義務付けなどが盛り込まれる。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

京都議定書第一約束期間がスタート（4

の改正（４月）

月）

工場・事業場単位から事業者単位の規制に変更される。
福田ビジョンの発表（６月）
福田総理（当時）により、北海道洞爺湖サミットにおい
て、環境・気候変動問題に対する具体的な取り組みが発
表される。長期的に 60~80%の温室効果ガスの削減目
標が掲げられる。
低炭素社会づくり行動計画の策定（７月）
福田ビジョンの具体的計画が策定される。
2008

G8 北海道洞爺湖サミットの開催（７
月）
北海道洞爺湖地域にて開催。全世界の温

（平成 20）

室効果ガス排出量を 2050（平成 62）

年度

年までに少なくとも 50％削減するビジ
ョンを国連気候変動枠組条約の全締約国
と共有し、交渉を経て採択を求めること
を確認、先進国は野心的な総量目標を策
定、実施することで一致される。
COP14 の開催（12 月）
ポーランドのポズナンにて開催。
EU が長期目標を決定（２月）
2050（平成 62）年までに 1990（平成
２）年比 80％削減という長期目標が決
定される。

89

年

国内の動向

国際的な動向

温室効果ガス排出削減の中期目標の会見（６月）
麻生総理（当時）により、日本の温室効果ガス削減の
2020（平成 32）年度までの中期目標を 1990（平成２）
年比 15％削減とすることが表明される。
地球温暖化対策地方公共団体実行計画 区域施策編

策

定マニュアル（第 1 版）の公表（６月）
地方公共団体実行計画の策定事項、方法等を定めたマニ
ュアルを環境省が作成し、公表される。
温室効果ガス 2050 年 80％削減のためのビジョンの発
表（８月）
環境省から、長期的に温室効果ガスを 1990（平成２）
年比 80％削減するためのビジョンが発表される。
国連気候変動首脳会合における鳩山総理の演説（９月）
鳩山総理（当時）により、日本の温室効果ガス削減の中
期目標を 25％へと変更することが表明される。
2009

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

（平成 21）

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法

年度

律（エネルギー供給構造高度化法）の成立（11 月）

COP15 の開催とコペンハーゲン合意の

電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者

採択（12 月）

に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大するととも

デンマークのコペンハーゲンにて開催。

に、化石エネルギー原料の有効利用を促進するために制

その成果としてコペンハーゲン合意が作

定される。これにより、太陽光発電システムによって作

成され、締約国会議全体として「同合意

られた電力のうち、自家消費されずに余った電力を電気

に留意する」ことが採択される。

事業者が従来の二倍程度の価格で買い取る制度が導入さ
れる。

合意の内容は、（1）地球の気温の上
昇を 2℃以内に抑えること。（2）先進
国は 2020 年までに削減すべき目標、途

地球温暖化対策基本法案の閣議決定（３月）

上国は削減のための行動をそれぞれ決め

管内閣（当時）において、我が国の中期目標（1990

て、2010 年 1 月末までに提出するこ

（平成２）年比 25％削減）を達成するための法案とし

と。（3）先進国の削減目標と、途上国

て、閣議決定される。

の削減行動の結果は、COP によって確立
される(既存も含む)ガイドラインによっ
て、測定、報告、検証（MRV）がされる
こと。（4）途上国の温暖化対策を支援
するため、先進国合同で 2010-2012 年
に 300 億ドルと、2020 年までに毎年
1000 億ドルを支援動員の目標とするこ
と。

地球温暖化対策基本法案の衆院可決（５月）
2010
（平成 22）
年度

地球温暖化対策基本法案が衆院で可決される。
地球温暖化対策基本法案の廃案（６月）
参議院で審議中であった地球温暖化対策基本法案が廃案
となる。

90

年

国内の動向

国際的な動向

エネルギー基本計画の改定（6 月）
2030（平成 42）年目標として原発を含むゼロ・エミッ
ション電源比率を 34％から約 70％に引き上げる等の改
定が行われる。
地球温暖化対策基本法案の閣議決定（２回目）（10 月）
管内閣（当時）において、地球温暖化対策基本法案が閣

COP16 の開催とカンクン合意の採択

議決定される。

（11 月）
メキシコのカンクンにて開催。2013

地球温暖化対策基本法案の審議未了、継続審議（12 月）

（平成 25）年以降の地球温暖化対策の

臨時国会の会期内に審議が完了せず、次期通常国会まで

国際的な枠組みとなるカンクン合意（工

の継続審議となる。

業化以前に比べ気温上昇を 2℃以内に抑
えるとの観点から、大幅削減の必要性の

中長期ロードマップ（中間整理）の公表（12 月）

認識を共有）が採択される。

中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員
会が、中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための
対策・施策の具体的な姿を検討・整理した内容を取りま
とめる。
東日本大震災の発生（３月）
3 月 11 日、三陸沖で発生したマグニチュード 9.0 の東
北地方太平洋沖地震が発生した。最大震度 7 の強い揺れ
と国内観測史上最大の津波を伴い、東北・関東地方を中
心とする広い範囲に甚大な被害をもたらした。また、東
京電力福島第一原子力発電所が被災し、放射性物質が漏
れ出す深刻な事態となった。
電力需給緊急対策本部の設置（５月）
国民生活・産業活動を支える電力供給について大きな懸
念が生じており、こうした事態に適切に対処するために
設置される。革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた
中間的な整理をまとめ、今後のエネルギー政策について
「原発に依存しない社会を目指すべきでありエネルギー
2011
（平成 23）
年度

2012
（平成 24）
年度

基本計画を白紙撤回する」とした。
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
COP17 の開催（11 月）

る特別措置法の成立（8 月）
電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の固定価格

南アフリカのダーバンにて開催。カンク

での買い取りを定める。前身の電気事業者による新エネ

ン合意を実施するための詳細な規則・制

ルギー等の利用に関する特別措置法（RPS 法、2003

度が決定され、「全ての締約国に適用さ

（平成 15）年施行）の対象を、再生可能エネルギー全

れる 2020（平成 32）年以降の法的枠

体に拡大し全量買い取りを義務化したものであり、同法

組みを 2015（平成 27）年までに採択

は本法施行により廃止された。

する」ことが決定される。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始（７月）
再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定
価格で買い取ることを国が約束する制度が開始される。

91

年

国内の動向

国際的な動向

革新的エネルギー・環境戦略の決定（9 月）
東京電力福島第一原発事故を受け、野田政権（当時）は
内閣官房の国家戦略室内に置かれたエネルギー・戦略会
議において、「2030 年代の原発稼働ゼロを目指す」と
いう新エネルギー戦略が 9 月 14 日に打ち出される。
「40 年たった原発は廃炉」「新増設しない」「原子力
規制委員会が安全と認めた原発は再稼働」という 3 原則
も示した。しかし、戦略は政府方針として閣議決定され
ず、「今後のエネルギー・環境政策は、戦略を踏まえ
て、柔軟性を持って不断の検証と見直しを行いながら遂
行する」との一文のみがその後の 9 月 19 日に閣議決定
された。
地球温暖化対策基本法案の廃案（11 月）
衆院解散により、審議中であった地球温暖化対策基本法

COP18 の開催（11 月）
カタールのドーハにて開催。

案が廃案となる。
当面の地球温暖化対策に関する方針の決定（３月）
京都議定書の第 2 約束期間に参加しない日本が、地球温
暖化対策を 2013（平成 25）年度以降も継続するための
方針を地球温暖化対策推進本部が決定した。25％削減目
標のゼロベースでの見直しを明記するとともに、新たな
地球温暖化対策計画の策定などについて定めている。ま
た、二国間オフセット・クレジット制度や適応対策、代
替フロン対策の強化、森林吸収源対策、バイオマスの有
効活用などを進めるとしている。
地球温暖化対策の推進に関する法律の改正（３月）
温室効果ガスの種類として三ふっ化窒素を追加するこ
と、地球温暖化対策計画を策定することなどが定められ
る。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）
IPCC 第 5 次評価報告書の公表（９月）

の改正（５月）
電気の需要の平準化の推進及びトップランナー制度の建

IPCC による報告書の最新版。気候変動

築材料等への拡大等に関する措置を追加される。

に関して科学的及び社会経済的な見地か
ら包括的な評価を行い、その評価報告書
が公表される（2013（平成 25）〜
2014（平成 27）年にかけて、各部会か

2013

らそれぞれ評価報告書が公表）。

（平成 25）
年度

地球温暖化対策の中期目標を変更（11 月）
2011（平成 23）年 3 月の東日本大震災などの我が国が
直面した状況の変化を受けて目標の見直しを行い、
2020 年（平成 32）目標が撤回される。原子力発電によ
る温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した 2005
（平成 17）年度比で 3.8％減とする新しい削減目標が国
連気候変動枠組条約事務局へ登録される。
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COP19 の開催（11 月）
ポーランドのワルシャワにて開催。

年

国内の動向

国際的な動向

省エネ法の平成 25 年改正に基づくトップランナー制度
の建築材料等への拡大（12 月）
トップランナー制度の建築材料等への拡大が施行され
る。これまでのエネルギーを消費する機器器具に加え、
住宅・ビルや他の機器のエネルギー消費効率の向上に資
する建築材料を新たにトップランナー制度の対象に追加
される。
地方公共団体における地球温暖化対策の計画的な推進の
ための手引きの公表（２月）
2013（平成 25）年３月に地球温暖化対策推進本部決定
した当面の地球温暖化対策に関する方針を受けて、 地
方公共団体実行計画（区域施策編）策定等の参考となる
情報を整理し、手引きとして環境省が作成し、公表され
る。
エネルギー基本計画の改定（４月）
東日本大震災以降最初の計画として、これまでの基本的
視点の 3E（エネルギーの安定供給（Energy
Security）、経済効率性の向上（Economic
Efficiency）、環境への適合（Environment））に安全
性（Safety）を前提として加え改定される。原子力発電
を重要なベースロード電源と位置付けること、再生可能
エネルギーの導入を 2013（平成 25）年から 3 年程度最
大限加速していき、その後も積極的に推進していくこ
と、電力システムの改革を断行すること、総合エネルギ
ー企業の創出を促進することなどが盛り込まれる。
省エネ法の平成 25 年改正に基づく電気の需要の平準化
2014

の推進（４月）

（平成 26）

電気の需要の平準化の推進が施行される。需要家が、従

年度

来の省エネ対策に加え、蓄電池や自家発電の活用等によ
り、夏期・冬期の昼間の電気の使用量を削減する取り組
みを行った場合に、取り組みを行った事業者が省エネ法
上不利な評価を受けないよう、これをプラスに評価でき
る体系が整った。
水素・燃料電池戦略ロードマップの策定（６月）
水素エネルギー普及の意義を確認しながら、水素の利用
面に加え、製造や輸送・貯蔵の各段階で、目指すべき目
標とその実現のための産学官の取り組みについて、時間
軸を明示して盛り込まれる。
COP20 の開催（12 月）
ペルーのリマにて開催。

2015

長期エネルギー需給見通しの了承（６月）

（平成 27）
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年

国内の動向

国際的な動向

年度

2014（平成 26）年 4 月のエネルギー基本計画改定を踏
まえ、政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じた時
に、実現される将来のエネルギー需給構造の見通しやあ
るべき姿が整理され、経済産業省総合資源エネルギー調
査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会
で了承される。
日本の約束草案の決定（７月）
COP21 に先立ち、2020（平成 32）年以降の温室効果
削減目標を含む約束草案を提出することが各国に求めら
れ、第 30 回地球温暖化対策推進本部にて日本の約束草
案が決定される。2030（平成 42）年度の削減目標を、
2013（平成 25）年度比で 26.0％減とする削減目標を
決定し、同日付で国連気候変動枠組条約事務局に提出さ
れる。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築
物省エネ法）の公布（７月）
2017（平成 29）年から一定規模以上の非住宅建築物
（床面積 2,000 ㎡以上）について省エネ基準適合義務・
適合性判定義務の規制措置が開始される。
気候変動の影響への適応計画の閣議決定（11 月）

COP21 の開催とパリ協定の採択（12

気候変動による様々な影響に対し、政府全体として整合

月）

のとれた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、

フランスのパリにて開催。京都議定書に

政府として初の気候変動の影響への適応計画を策定され

続く法的拘束力を持つ協定として、

る。目指すべき社会の姿等の基本的な方針、基本的な進

2020（平成 32）年以降の温暖化対策の

め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策が

国際的枠組みとしてパリ協定を採択。

定められる。

「世界の平均気温上昇を 2 度未満に抑え
る」ことを全体目標とし、主要排出国を

水素・燃料電池戦略ロードマップの改定（３月）
2014（平成 26）年 6 月策定後、新たな目標（家庭用燃

含む全ての国が貢献を５年毎に提出・更
新することが決められる。

料電池の価格目標、燃料電池自動車の普及目標、水素ス
テーションの整備目標）や取り組みの具体化が盛り込ま
れ、改定される。
電力の小売全面自由化（４月）
電気の小売業への参入が全面自由化される。家庭や商店
も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由
に選択できるようになった。「市場の垣根」を撤廃し、
2016
（平成 28）
年度

エネルギー企業の相互参入や異業種からの新規参入を進
めることで、競争によるコスト低廉化を図るとともに、
消費者の利便性向上、海外市場の開拓・獲得を目指す。
地球温暖化対策計画の閣議決定（５月）

G7 伊勢志摩サミットの開催（５月）

COP21 で採択されたパリ協定や 2015（平成 27）年 7

三重県志摩市賢島にて開催。G7 伊勢志

月に国連に提出した日本の約束草案を踏まえ、我が国の

摩首脳宣言が合意される。宣言の前文に

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計

おいて、持続可能な開発のための 2030
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年

国内の動向

国際的な動向

画として、地球温暖化対策推進法に基づいて策定され

アジェンダ及び気候変動に関するパリ協

る。温室効果ガスの排出抑制及び吸収量の目標、事業

定の昨年の採択に続く、コミットメント

者・国民等が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達

の実施に向けた努力が明記される等、

成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等について

様々な分野で環境に係る事項が記載され

記載される。

る。

地球温暖化対策の推進に関する法律の改正（５月）

G7 富山環境大臣会合の開催（５月）

地方公共団体実行計画の共同策定や国民運動の更なる展

富山県富山市にて開催。G7 各国と EU

開等について規定し、地球温暖化対策の一層の基盤が強

の環境大臣が参加。気候変動、資源効率

化される。

性・３R、生物多様性を含む全７つの議
題について議論し、成果をコミュニケと
して取りまとめる。
COP22 の開催（11 月）
モロッコのマラケシュにて開催。パリ協

地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

定の実施指針等に関する交渉の進め方に

アルの公表（３月）

ついては、我が国が重視していた包摂性

2016（平成 28）年 5 月に閣議決定された地球温暖化対

が確保されたほか、実施指針等を 2018

策計画や同年の地球温暖化対策推進法の改正を受け、区

（平成 30）年までに策定することが合

域施策編の策定や実施の技術的な助言として環境省が作

意された

成し、公表される。
ガスの小売全面自由化（４月）
前年度の電力自由化に続いて、ガスの小売業への参入が
2017
（平成 29）
年度

全面自由化される。現在、敷設されているガス管を利用
し、これまでの都市ガス会社だけでなく、新しく参入す
る会社もガスを供給・販売することができ、消費者は会
社を選ぶことができるようになった。今後、2020（平
成 32）年には送配電部門の法的分離、2022（平成
34）年にガス導管部門の法的分離が予定されている。
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参考資料６
１

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定の経過（概要）

策定経過（概要）
年月日

2017（平成 29）年

会議の名称等

検討内容
山形市地球温暖化対策実行計画（区域

第１回環境対策連絡会議

７月 27 日

施策編）の改定方針の協議

2017（平成 29）年

第２回環境対策連絡会議

温室効果ガス排出量の現況推計及び将

9 月 21 日

来推計、施策体系に関する協議

2017（平成 29）年

第１回地球温暖化対策推進委員会

10 月 19 日

山形市地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）の改定方針の説明、協議

2017（平成 29）年

第３回環境対策連絡会議及び

山形市地球温暖化対策実行計画（区域

11 月 24 日

第１回環境対策委員会

施策編）（素案）の内容協議

2017（平成 29）年

第２回地球温暖化対策推進委員会

山形市地球温暖化対策実行計画（区域

12 月 7 日

施策編）（素案）の説明、協議

2017（平成 29）年

第２回環境対策委員会

山形市地球温暖化対策実行計画（区域

12 月 22 日

施策編）（素案）の内容協議

2018（平成 30）年

環境審議会

山形市地球温暖化対策実行計画（区域

２月９日

２

施策編）（改定案）の内容協議

山形市環境審議会（敬称略・順不同。2018（平成 30）年３月）

(1) 第１号委員（知識経験を有する者）１２名
氏

◎

○

名

所属・職名

佐

藤 秀 明

市 議 会 議 員

渋

江 朋 博

市 議 会 議 員

田

中 英 子

市 議 会 議 員

菊

地 健太郎

市 議 会 議 員

櫻

井 敬 久

山形大学名誉教授 (理学部）

伊 藤 清 郎

山形大学名誉教授 (地域教育文化学部）

柳

澤 文 孝

山形大学理学部 地球環境学科 教授

本

木 康 夫

山形大学 非常勤講師、東北文教大学 非常勤講師

三

浦 秀 一

東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 教授

志

鎌 節 郎

フロラ山形 幹事

山

口 佳 子

山形市医師会 監事

峯 田 典 明

山形県弁護士会 弁護士
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(2) 第２号委員（関係団体の代表者）６名
氏

名

備考

高

橋 和 子

山形市消費者連合会 会長

山

﨑 多代里

特定非営利活動法人 知音 理事長

髙

橋 美智子

山形商工会議所女性会 副会長

鈴 木 静

子

ＪＡやまがた山形地区女性部 副部長

長谷川 妙 子

特定非営利活動法人やまがた育児サークルランド

河

特定非営利活動法人環境ネットやまがた 主任

合 麻 衣

※ ◎は会長、○は副会長

３

山形市地球温暖化対策推進委員会（敬称略・順不同。2018（平成 30）年３月）
氏

４

名

所属・職名

三浦 秀一

東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 教授

多田 一夫

山形市商店街連合会会長

長澤 吉輝

山形県村山総合支庁環境課長

高内 政勝

東北電力㈱山形営業所総務課長

渋谷 和久

山形市立金井中学校校長

佐藤 友宏

山形市立西山形小学校校長

山﨑 多代里

特定非営利活動法人 知音 理事長

松田 準一

山形県電機商業組合、山形支部長

大場 健一

山形県地球温暖化防止活動推進センター センター長

貝和 真澄

第一貨物㈱施設車両部 部長

山形市環境対策委員会及び環境対策連絡会議

(1) 環境対策委員会
委員長

環境部長

委

総務部長、財政部長、企画調整部長、市民生活部長、福祉推進部長、子育て推進部長、

員

商工観光部長、農林部長、まちづくり推進部長、消防長、上下水道部長、
済生館事務局長、教育部長
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(2) 環境対策連絡委員会
議

長

構成員

環境部環境課長
総務部総務課長、総務部広報課長、財政部財政課長、財政部管財課長、企画調整部企画
調整課長、企画調整部文化振興課長、市民生活部市民相談課長、環境部ごみ減量推進課
長、福祉推進部生活福祉課長、福祉推進部長寿支援課長、福祉推進部福祉文化センター
所長、子育て推進部こども保育課長、商工観光部雇用創出課長、商工観光部山形ブラン
ド推進課長、商工観光部観光物産課長、農林部農政課長、農林部農村整備課長、農林部
森林整備課長、まちづくり推進部都市政策課長、まちづくり推進部建築指導課長、まち
づくり推進部公園緑地課長、まちづくり推進部河川道路整備課長、まちづくり推進部道
路維持課長、消防本部警防課長、上下水道部経営企画課長、済生館管理課長、教育委員
会管理課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会社会教育青少年課長、教育委員会商
業高等学校事務長
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