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１．計画策定の背景 

（１）国際的な動向 

地球は古来、大気中の二酸化炭素（CO2）などの「温室効果ガス」により、動植物

にとって住みよい大気温度が保たれてきましたが、産業革命以降の化石燃料の使用量

の増大に伴い、「温室効果ガス」の大気中の濃度が高くなり、本来宇宙に放射される

はずの太陽エネルギーが地球上に閉じ込められ、大気中の熱が増加しています。その

結果として、地表温度が上昇し、地球温暖化が進行しています。 

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」によると、地球温暖化は、海水の膨張

や氷河等の融解による海面上昇や、気候メカニズムの変化による異常気象の頻発の恐

れがあるとされており、自然生態系や生活環境、農業などへの影響も懸念されていま

す。 

このような状況の中、国際的に地球温暖化対策に取り組むため、平成4（1992）

年６月にリオ・デ・ジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議（地球サ

ミット）」において、「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択されました。 

これを受けて、平成9（1997）年に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回

締約国会議（COP3：地球温暖化防止京都会議）」では、先進国等が、第一約束期間

である（平成 20（2008）年～平成 24（2012）年）の間に、全体の温室効果ガ

ス排出量を平成2（1990）年比で５％以上削減することを目的とした「京都議定書」

が採択され、我が国においては、6％削減することが定められました。 

しかし、京都議定書採択以降も、世界は大きく変化し続け、京都議定書上では削減

義務のない開発途上国の経済発展など、世界全体で見ると温室効果ガスの排出量が増

加しています。今後もさらに増加することが予想されており、平成20（2008）年

に我が国で開催された「北海道洞爺湖サミット」では、中長期的な視野を持って低炭

素社会を構築していく重要性が認識されるなど、今後も、更なる地球温暖化対策の推

進が求められています。 

 

（２）国内の動向 

我が国では、平成10年（1998年）に「地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖

化対策推進法）」が制定され、地球温暖化対策を計画的に推進するための法的枠組みが

構築されました。 

平成 22（2010）年３月には、温室効果ガスの排出量を平成 62（2050）年ま

でに80％、平成32（2020）年までに平成2（1990）年比で25％削減するとい

う中長期的な目標を達成するために、「地球温暖化対策基本法案」が閣議決定されま
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した。この法案では、地球温暖化対策に関し、基本原則を定めるとともに、国、地方

公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、基本的施策として、国内排出量取引

制度や地球温暖化対策税の創設、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の

創設などを位置づけています。 

さらに、あらゆる政策を総動員して地球温暖化対策を推進し、地球と日本の環境を

守り未来の子どもたちに引き継いでいくための取組みを「チャレンジ25」と名付け、

そのための国民的運動である「チャレンジ25キャンペーン」を、平成22（2010）

年１月より新たに展開しています。 

また、香川県では、地球温暖化対策を地域レベルにおいて推進するため、平成 18

（2006）年３月に「香川県地球温暖化対策推進計画」を策定しています。平成20

（2008）年４月には「香川県公害防止条例」を「香川県生活環境の保全に関する条

例」に改称し、地球温暖化対策について条例で位置づけ、同年１０月には条例に基づ

き、「香川県地球温暖化対策指針」を施行し、温室効果ガスの排出の抑制等のための

措置について必要な事項を定めています。 

以上のような状況を踏まえ、本市でも国や県の政策と歩調をあわせ、地球温暖化防

止に貢献するため、本市の地域特性を踏まえた取組みを推進し、温室効果ガスの削減

に努める必要があります。 

 

■地球温暖化対策に関する国内外の動向と善通寺市における取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種施策の推進 

国内外の動き 
Ｈ9.12 

Ｈ10.10 

Ｈ14.6 

Ｈ17.2 

Ｈ17.4 

Ｈ18.3 

Ｈ18.4 

H20.4 

Ｈ20.6 

H20.10 

Ｈ21.4 

Ｈ21.9 

H22.1 

Ｈ22.3 

Ｈ22.4 

 

京都議定書の採択 

第 2 次善通寺市環境基本計画 

地球温暖化対策基本法案の閣議決定 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）の制定 

京都議定書の締結 

京都議定書の発効 

京都議定書目標達成計画（閣議決定） 

香川県地球温暖化対策地域推進計画 

地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編・事務事業編） 

緑の経済と社会の変革 

温対法施行令の改正 

チャレンジ 25 キャンペーン開始 

温対法改正（地方公共団体実行計画の充実） 

国連気候変動首脳級会合 

（H2 年度比 25％削減を表明） 

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 

第 5 次善通寺市総合計画 

善通寺市環境基本条例 

善通寺市環境美化条例 

善通寺市地球温暖化対策地域推進計画 

香川県生活環境の保全に関する条例への改称 

平成 8、9年度 

平成 11 年度 

平成 22 年度 

香川県地球温暖化対策指針の施行 

善通寺市環境保全率先実行計画（善通寺

市地球温暖化対策実行計画）第 3 版 

善通寺市環境基本計画 

平成 13 年度 

平成 15 年度 
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２．計画策定の目的 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（温暖化対策推進法）」第２０条第

2項の規定に基づき、市域の自然的社会的条件に応じた、温室効果ガスの排出抑制等

の施策を推進するために策定するものです。 

また、平成 12（2000）年３月に本市で策定した「善通寺市地球温暖化対策地域

推進計画」の最終目標年度が平成22（2010）年度であることから、その後続計画

として本計画を策定します。 

 

３．計画の期間及び位置づけ 

計画の期間は、本計画の上位計画である第５次善通寺市総合計画及び第２次善通寺

市環境基本計画との整合を図り、平成 23（2011）年度～平成 32（2020）年度

の１０年間とします。 

温室効果ガスの削減目標については、基準年度を平成2（1990）年度とし、短期、

中期、長期に分けて設定します。短期的目標は京都議定書の第一約束期間である平成

24（2012）年度と本計画の中間年度である平成 27（2015）年度とし、中期的

目標は本計画の最終年度である平成32（2020）年度とします。また、長期的目標

は、国の長期的目標年度に合わせ、平成62（2050）年とします。 

なお、本計画は、施策の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化等により、必要に

応じて見直しを行います。 

 

■計画期間 

平成 23 年度 

（2011 年度） 
平成 24 年度 

（2012 年度） 

平成 25 年度 

（2013 年度） 

平成 26 年度 

（2014 年度） 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

          

 

第５次善通寺市総合計画（１０年） 

第２次善通寺市環境基本計画（１０年） 

善通寺市地球温暖化対策実行計画 

（事務事業編）（５年） 

善通寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（１０年） 

  中期的目標  短期的目標 
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４．計画で対象とする範囲及び温室効果ガスの種類 

本計画の対象範囲は、市内全域とし、市民、団体、事業者、行政等のあらゆる主体

が係る地球温暖化対策に向けた取組みとします。 

本計画で削減目標として設定する温室効果ガスは、法律により削減対象になってい

る 6種類のガス（二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、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)）のう

ち、下表の事項が排出源となる「二酸化炭素(CO2)」「メタン(CH4)」「一酸化二窒素

(N2O)」の３種類とし、排出量を削減する取組みを積極的に推進します。 

本計画で削減目標として設定しない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)についても、排出量の削減を目指し、取組み

を推進します。 

 

■本計画で削減目標として設定する温室効果ガスの種類 

種類 発生源 

農林水産業 

建設業・鉱業 

産業部門 

製造業 

貨物 自動車 

旅客 

運輸部門 

鉄道 

民生業務部門 

エネルギー起源 

民生家庭部門 

二酸化炭素 

（CO2） 

一般廃棄物の焼却 

一般廃棄物の焼却 

し尿処理 

稲作 

メタン 

（CH4） 

家畜の飼養（消化管内発酵） 

一般廃棄物の焼却 一酸化二窒素 

（N2O） し尿処理 
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１．温室効果ガスの排出状況及び将来推計 

（１）温室効果ガスの排出状況 

本市における温室効果ガスの排出量は、平成 2（1990）年度以降も増加を続け、

平成12（2000）年には平成2（1990）年度の排出量の約1.2倍になったものの、

それをピークに近年は減少傾向にあります。そのため、平成20（2008）年の排出

量は平成2（1990）年の値を若干下回っています。 

発生源としてはエネルギー起源の二酸化炭素がほとんどであり、全体の約 98％を

占めています。特に運輸部門からの排出が多く、全体の４割弱を占めています。 

エネルギー起源の二酸化炭素の排出量について、全国の値と比較すると、産業部門

の排出量の占める割合が全国値と比べて小さく、運輸部門、民生業務部門、民生家庭

部門の排出量の占める割合は全国値と比べて大きいといえます。その中でも旅客自動

車（乗用車）や民生家庭部門からの排出量が平成2（1990）年度と比べて大幅に増

えており、排出量の総量を押し上げている状況がみられます。 

また、市民一人あたりの排出量が全国値より大きく、特に民生部門からの排出量が

全国値を大きく上回っています。 
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■温室効果ガスの排出量（t-CO2） 

構成比
（％）

1人あたり
（t-CO2）

対H2年比
（％）

214,224 232,913 249,091 235,492 212,782 97.95 6.09 99.33
55,060 51,681 47,737 43,533 37,337 17.19 1.07 67.81
10,287 9,496 6,565 6,957 7,320 3.37 0.21 71.16
7,131 6,310 4,802 3,224 2,580 1.19 0.07 36.18
37,642 35,874 36,369 33,352 27,437 12.63 0.79 72.89
76,587 88,248 93,032 84,420 78,376 36.08 2.24 102.34
75,826 88,248 93,032 83,757 77,722 35.78 2.22 102.50

貨物 42,389 45,074 43,767 37,659 34,595 15.92 0.99 81.61
旅客 33,437 43,174 49,265 46,098 43,127 19.85 1.23 128.98

761 - - 663 655 0.30 0.02 86.02
50,829 64,472 64,736 67,905 57,987 26.69 1.66 114.08
31,747 28,513 43,586 39,633 39,082 17.99 1.12 123.11
4,339 3,991 4,648 4,595 4,464 2.05 0.13 102.89
1,507 1,228 2,413 2,497 2,310 1.06 0.07 153.31
2,832 2,763 2,236 2,098 2,154 0.99 0.06 76.07

218,563 236,904 253,740 240,086 217,247 100.00 6.22 99.40

非エネルギー起源

エネルギー起源

廃棄物
農業

合計

平成2年
（1990年）

自動車
運輸部門
製造業
建設業・鉱業
農林水産業

産業部門

平成20年
（2008年）

平成17年
（2005年）

平成12年
（2000年）

平成7年
（1995年）

民生家庭部門

鉄道
民生業務部門

※排出量は、小数第1位で四捨五入しているため、各部門の値の合計と合計値が合わない場合があります 

※構成比は、小数第 3位で四捨五入しているため、合計値が 100％にならない場合があります 
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25.19 21.81 18.81 18.13 17.19

35.04
37.25

36.66 35.16 36.08

23.26 27.21
25.51 28.28 26.69

14.53 12.04
17.18 16.51 17.99

1.99 1.68 1.83 1.91 2.05

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成2年

（1990年）

平成7年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成20年

（2008年）

産業部門 運輸部門 民生業務部門

民生家庭部門 非エネルギー起源

17.55

46.89

36.83

31.45

27.25

13.53

18.37

8.14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

善通寺市

全国

産業部門 運輸部門 民生業務部門 民生家庭部門

1.07

2.24

1.66

1.12

6.09

2.66

1.79

0.77

0.46

5.68

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

産業部門

運輸部門

民生業務部門

民生家庭部門

計

(t-CO2)

善通寺市

全国

55,060 51,681 47,737 43,533 37,337

76,587 88,248 93,032
84,420

78,376

50,829

64,472 64,736
67,905

57,987

31,747

28,513
43,586

39,633

39,082

4,339

3,991

4,648

4,595

4,464

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成2年

（1990年）

平成7年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成20年

（2008年）

(t-CO2)

産業部門 運輸部門 民生業務部門

民生家庭部門 非エネルギー起源

エネルギー
起源
二酸化炭
素
（CO2）

97.95%

メタン
（CH4）

0.99%

非エネル
ギー起源
二酸化炭
素
（CO2）

1.00%

一酸化二
窒素
（N2O）

0.05%

エネルギー
起源
二酸化炭
素
（CO2）

88.80%

メタン
（CH4）

1.66%

非エネル
ギー起源
二酸化炭
素
（CO2）

5.95%

一酸化二
窒素
（N2O）

1.75%
代替フロン
等３ガス
1.84%

■善通寺市の温室効果ガスの構成割合 

（平成 20（2008）年度） 

■全国の温室効果ガスの構成割合 

（平成 20（2008）年度） 

■温室効果ガスの排出量の推移 ■温室効果ガスの排出量の構成率 

■エネルギー起源CO2の一人あたりの排出量 

（平成 20（2008）年度） 

■エネルギー起源CO2の排出量の構成率 

（平成 20（2008）年度） 

【全国値の出典】国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス 
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（２）温室効果ガスの排出量の将来推計 

本計画の短期目標年次である平成 24（2012）年度と平成 27（2015）年度、

中期目標年次である平成32（2020）年度までに、何も対策を講じなかった場合（現

状趨勢）の温室効果ガスの排出量を算出しました。現状趨勢の将来推計では、第５次

善通寺市総合計画に位置づけている人口・世帯数及び産業の就業者数の推計値を「活

動量」として設定し、各目標年次における温室効果ガスの排出量を想定しています。 

推計の結果、温室効果ガスの排出量は、平成2（1990）年度と比較すると、平成

24（2012）年度で約3％、平成27（2015）年度で約5％、平成32（2020）

年度で約10％減少すると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

■温室効果ガスの将来推計（t-CO2） 

■温室効果ガスの排出量の推移（将来） ■温室効果ガスの排出量の構成率（将来） 
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２．温室効果ガスの削減目標 

（１）トップダウンの削減目標の設定 

我が国では、温室効果ガスの排出量を平成 2（1990）年比で平成 62（2050）

年までに 80％、平成 32（2020）年までに 25％削減するという中長期的な目標

を掲げており、本市でも「平成 32（2020）年までに 25％削減する」という目標

を、本計画の削減目標として設定します。 

しかし、前述の将来推計では、平成 32（2020）年の温室効果ガスの排出量は平

成 2（1990）年比で約 10％の減少に留まっており、削減目標である 25％との間

には15％の乖離があります。 

この15％は、温室効果ガスの排出量でいうと35,731t-CO2であり、トップダウ

ンの削減目標を達成するためには、この排出量を削減する必要があります。 

 

 

 

 

 

■現状趨勢による将来推計と削減目標 
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（２）ボトムアップの削減目標の設定 

前述の通り、何も対策を講じなかった場合（現状趨勢）の将来推計と平成 32

（2020）年度のトップダウンの削減目標の間には15％の乖離があり、排出量でい

うと35,731t-CO2の削減が必要です。 

その状況を踏まえ、トップダウンの削減目標の達成を目指すためには、本市でどれ

だけ排出量の削減が可能なのかを示す「削減ポテンシャル量」を算出し、各部門にお

ける対策の潜在的可能性を明らかにする必要があります。 

削減ポテンシャル量は、本計画を策定する際に実施した市民・事業者へのアンケー

トで明らかになった行動意向や今後予定されている施策による効果を踏まえて算出

します。また、平成 2（1990）年比で排出量が増えている運輸部門（旅客）、民生

業務部門、民生家庭部門を中心に削減ポテンシャル量を算出します。 

これらの削減ポテンシャル量を積み上げた合計値を平成 32（2020）年度のボト

ムアップの削減目標として設定します。 

 

■本市の削減ポテンシャル量 

部門 対策内容 削減量 

エネルギー起源 

産業部門 製造業における生産工程の省エネ化 2,464 t-CO2/年 

自家用車から公共交通（鉄道）への利用転換 5,004 t-CO2/年 

近距離移動を自家用車から徒歩・自転車への転換 1,421 t-CO2/年 

アイドリング・ストップの実施 112 t-CO2/年 

運輸部門 

（旅客・乗用車） 

ハイブリッド自動車への買い替え 8,711 t-CO2/年 

太陽光発電システムの導入 2,402 t-CO2/年 

太陽熱高度利用システムの導入 378 t-CO2/年 

ヒートポンプシステムの導入 208 t-CO2/年 

民生業務部門 

事業所の省エネ化 3,834 t-CO2/年 

太陽光発電システムの導入 5,169 t-CO2/年 

太陽熱高度利用システムの導入 2,063 t-CO2/年 

ヒートポンプシステムの導入 2,137 t-CO2/年 

住宅の省エネ改修の実施 795 t-CO2/年 

省エネ型エアコンへの買い替え 256 t-CO2/年 

民生家庭部門 

省エネ型冷蔵庫への買い替え 324 t-CO2/年 

非エネルギー起源 

一般廃棄物 一般廃棄物の焼却量の削減 920 t-CO2/年 

合計 36,198 t-CO2/年 
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３．削減目標を達成するための基本方針 

本市では、平成23（2011）年に第２次善通寺市環境基本計画を策定し、「市民総

参加でつくる豊かな自然と歴史・文化が息づくまち」の実現に向け、市民、事業者、

団体、行政の各主体による協働のもと、新たなスタートをきったところです。 

地球温暖化対策については、前述のように本市の温室効果ガスの排出量は近年減少

傾向が見られるものの、平成20（2008）年の時点で平成2（1990）年の排出量

と比べてほとんど削減できていない状況です。 

そのような状況の中で「平成 32（2020）年までに 25％削減する」という目標

を達成するためには、ボトムアップの削減目標を念頭に置いた上で、取組みの柱とな

る方針を示す必要があります。そこで、本市では、以下の４つの基本方針を設定し、

地球温暖化対策の取組みを進めます。 

また、基本方針については、第２次善通寺市環境基本計画との整合や善通寺市地球

温暖化対策実行計画（事務事業編）との連携を踏まえて設定します。 

 

 

 

 

基本方針１ 環境にやさしい生活スタイルの促進 

 市が率先して省エネ行動の推進や設備の省エネ化、太陽光発電等の新エネルギー設

備の導入等を行い、化石燃料由来のエネルギー消費を極力抑えるとともに、その動き

を市全体に広めるための意識啓発や情報提供、設備の導入支援等を行います。 

基本方針２ 温室効果ガスの排出を低減するまちの基盤づくり 

 公共交通機関への乗り換えを推進するとともに、コンパクトな都市構造を活かし

て、自動車よりも徒歩、自転車の方が暮らしやすいまちづくりを進め、市民が環境に

やさしい交通手段を選択するように意識の醸成を図ります。 

 

基本方針３ 資源を大切にした循環型社会の構築 

 さらなるごみの排出量の削減を目指し、市民一人ひとりがごみの排出を抑える生活

スタイルへの転換を推進するとともに、製品を共有して使用する仕組みの構築や、ご

みの資源化の向上等により、ごみを極力排出しない地域づくりを行います。 

 

基本方針４ 地球温暖化対策を担う人材の育成・確保 

 環境意識の市民全体の底上げを図るとともに、環境に関する取組みを行っている事

業者や団体が今後も活躍しやすいように、支援の仕組みを構築します。また、一つひ

とつの取組みにつながりが生まれるように、場の提供や連携体制の構築を行います。 
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１．環境にやさしい生活スタイルの促進 

（１）環境管理の徹底 

① 善通寺市版環境マネジメントの推進（担当課：生活環境課） 

市役所が「環境に優しい事業所」になるための重点目標を毎月掲げ、その目標を達

成するための取組みを今後も引き続き各課で実行するとともに、それを発展させた形

で本市の環境マネジメントのあり方や運用・チェック体制を検討し、将来的には善通

寺市版環境マネジメントシステムの検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② グリーン購入の推進（担当課：総務課、生活環境課） 

グリーン購入法に基づき、市役所が率先して環境にやさしい物品の購入を推進しま

す。また、市民・事業者においてもグリーン購入の普及を図るため、製品やサービス

の購入にあたっての配慮事項、グリーン購入ネットワーク（GPN）による製品情報

の提供などを行います。 

 

第２章 地球温暖化対策のための取組み 

市民ができること 

● 地球温暖化防止の意識を高め、実生活

の行動に結び付けます。 

● 環境家計簿などを用いて家庭から排

出された温室効果ガスの量を把握し、

削減に努めます。 

事業者ができること 

● 事業活動における温室効果ガスの排

出量を把握し、削減に努めます。 
● 地球温暖化対策における事業所とし

ての行動方針を定めます。 
● ISO14001 やエコアクション 21 等

の環境マネジメントシステムの認証

を取得するなど、事業所の環境マネジ

メントの実践に努めます。 

市民ができること 

● 再利用できる容器を使った商品、詰め

替えが可能な製品、廃プラスチックな

ど再生材料で作られた製品等の購入

を進めます。 

● 長期間使用できる製品や、壊れても修

理が可能な製品の購入を進めます。 

● マイバックの持参や簡易包装の選択

など、環境に配慮した消費者運動の実

践に努めます。 

事業者ができること 

● エコマークやエコ商品ねっと等の環

境に配慮したラベルがついた製品を

率先して購入します。 

● 小売店では、過剰包装、過剰梱包を見

直し、環境に配慮した製品の販売に努

めるとともに、わかりやすい表示や説

明を行い、消費者の選択を促します。 

● 製造業においては、製品の原料採取か

ら廃棄に至る全段階での環境への負

荷に関する評価を行い、環境に配慮し

た製品開発を進めるとともに、消費者

が一つの製品をより長く使えるよう

に修理サービスの体制を整備します。 
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（２）省エネルギーの推進 

① 省エネルギー行動の普及・啓発（担当課：生活環境課） 

市民・事業者の日常の中に省エネ行動を定着させるため、環境家計簿などを用いて

個々のエネルギー消費量を把握した上で、省エネルギーの必要性や具体的な行動の例

を示し、消費量の削減に向けた意識づけを行います。 

また、本市の省エネ月間を設けて、全市的な取組みとして広げ、その成果を評価、

公表するなど、チェックやフィードバックを組み合わせた省エネ行動の仕組みづくり

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● ＯＡ機器、家電製品等を購入する際

は、省エネルギー性能が高く、使用目

的や必要な大きさや能力に合ったも

のの選択を心がけます。 

● ＯＡ機器、家電製品等の電源をこまめ

に切るとともに、長時間使用しないと

きはコードを抜く習慣を身につけ、待

機電力の削減に努めます。 

● 空気中の熱を活用する多機能ヒート

ポンプの導入を進めます。 

● エアコンは、適温（冷房：28℃、暖

房：20℃）の設定に努め、置き場所

に配慮するとともに、冷暖房効果が持

続できるよう定期的に清掃します。 

● 冷蔵庫は、置き場所に配慮するととも

に、内容物を適切な量に保ち、開け閉

めに気を配ることで消費電力を抑え

ます。 

● 掃除機は、こまめな手入れを心がけま

す。 

● 湯沸かし器や風呂等でのガスの使用

量の抑制を心がけます。 

事業者ができること 

● ＯＡ機器、家電製品等を購入する際

は、省エネルギー性能が高く、使用目

的や必要な大きさや能力に合ったも

のの選択を心がけます。 

● 空気中の熱を活用する多機能ヒート

ポンプの導入やコージェネレーショ

ンをはじめとする熱の段階的利用、蓄

熱型システムの導入（夜間電力活用

型）によりエネルギー利用の効率化を

図ります。 

● 自動販売機は、設置の見直しをすると

ともに、新たに設置する場合は、夏場

の消費電力を抑える工夫をした機器

の導入を進めます。 

● ＯＡ機器、照明のスイッチ管理、効率

的な空調管理、階段利用の励行による

エレベータの運行の削減など節電に

努めます。 

● エアコンは、適温（冷房：28℃、暖

房：20℃）の設定や使用時間の短縮、

冷暖房効率の向上に努めます。 

● 製造業において、二酸化炭素排出の少

ない燃料への転換や省エネルギー設

備への転換を図るとともに、生産工程

の改善等や管理により使用量の抑制

に努めます。 
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② ノーマイカーデーの普及・啓発（担当課：総務課） 

ノーマイカーデーを年４回実施し、車に依存しない交通手段の選択について普及・

啓発を行います。 

 

 

 

 

 

③ エコカーの率先的導入（担当課：総務課） 

公用車の更新・導入の際は低排出ガス認定車の導入を引き続き推進するとともに、

エコドライブの普及・啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 壁面緑化・屋上緑化の率先的導入（担当課：建築住宅課・生活環境課） 

公共施設において、断熱･空調効果の効率化、壁面の緑化や屋上の緑化の可能性に

ついて検討するとともに、市民・事業者への普及・啓発を行います。 

 

 

 

 

市民ができること 

● ノーマイカーデーに参加し、自家用車

の利用を控えます。 

事業者ができること 

● ノーマイカーデーに参加し、マイカー

通勤や社用車の利用を控えます。 

市民ができること 

● 自動車を購入する際は、ハイブリッド

自動車をはじめとした環境負荷の少

ない自動車の選択を心がけます。 

● 自動車を運転する際は、アイドリン

グ・ストップなど、エコドライブを心

がけます。 

● 日常の点検・整備をこまめに行い、燃

費の向上に努めます。 

事業者ができること 

● 社用車を購入する際は、使用目的に応

じた適切な大きさで、ハイブリッド自

動車をはじめとした環境負荷の少な

い自動車の選択を心がけます。 

● カーシェアリング等も念頭に置き、社

用車の台数の適正化に努めます。 

● 古年式車の早期更新を図ります。 

● 自動車を運転する際は、アイドリン

グ・ストップなど、エコドライブを心

がけます。 

● 日常の点検・整備をこまめに行い、燃

費の向上に努めます。 

市民ができること 

● 住宅の壁面緑化・屋上緑化を進めま

す。 

● 庭、ベランダ、屋上、生け垣など住ま

いの植栽を工夫し、それぞれの住まい

の緑を増やします。 

事業者ができること 

● 工場やオフィスビル等の壁面緑化・屋

上緑化を進めます。 

● 事業所の敷地内の緑を増やします。 
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⑤ 緑のカーテン事業の推進（担当課：生活環境課） 

市庁舎をはじめ公共施設での緑のカーテンの設置や広報紙等での緑化による効果

のPRに努めるとともに、市民・事業者自らの取組みとして緑のカーテンが浸透する

ように事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 省エネ建築の推進（担当課：建築住宅課） 

公共施設において、自然の光や風を上手に活用し、冷暖房等の利用を抑えた省エネ

建築の推進を図るとともに、省エネ設計や改修について市民・事業者への普及に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 水の有効利用に関する意識の高揚（担当課：総務課、水道課） 

市役所において今後も節水のための機器又は雨水利用機器の設置を進めるととも

に、市民・事業者に対しても水と環境とのかかわりについて啓発を行い、水を大切に

使う意識を育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 家庭において緑のカーテンづくりに

努めます。 

● 緑のカーテンづくりの意味を知り、育

成方法についての知識を高め、それを

周りの人に伝えます。 

事業者ができること 

● 事業所において緑のカーテンづくり

に努めます。 

● 従業員への緑のカーテンづくりの普

及に努めます。 

市民ができること 

● 住宅の新築・改築の際は、断熱材の使

用や二重サッシ、複合ガラスの採用な

ど、冷暖房効率の高い高断熱・高気密

な建物を心がけます。 

事業者ができること 

● 事業所の新築・改築の際は、断熱材の

使用や二重サッシ、複合ガラスの採用

など、冷暖房効率の高い高断熱・高気

密な建物を心がけます。 

市民ができること 

● 節水型の洗濯機や食器洗い機、節水コ

マ等の節水に配慮した設備の導入に

努めます。 

● 風呂水の再利用や食器のため洗いな

ど、日常生活において節水を実践しま

す。 

● 雨水を溜めて庭への散水や洗車に利

用する装置を導入するなど、雨水の有

効利用を心がけます。 

事業者ができること 

● 節水型機器や節水コマ等の節水に配

慮した設備の導入に努めます。 

● 節水意識を従業員に浸透させます。 

● 雨水貯留設備を導入するなど、雨水の

有効利用に努めます。 
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（３）新エネルギーの利用促進 

① 農業バイオマスの利活用（担当課：農政課） 

農業活動によって排出される廃棄物の適切な処理とリサイクルを促進するために、

JA と連携して農業廃棄物処理量の調査とその適正処理システムについての調査･研

究を行うとともに、稲わら・麦わら等の農業廃棄物の燃料用のペレット化についても

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 太陽光発電等の利用促進（担当課：生活環境課、建築住宅課） 

日照時間の長い本市において、公共施設の建設や、施設内の設備の更新・導入の際

は、太陽光発電等の設備の導入を検討します。 

また、一般住宅を対象とした太陽光発電システムの設置補助制度を新たに設け、設

備の導入を促進します。 

 

 

市民ができること 

● 自宅で農業をしている場合は、農業廃

棄物の燃料化を含め適正処理を行い

ます。 

事業者ができること 

● 農業廃棄物の燃料化を含め適正処理

を行います。 

● 稲わらや麦わらをペレット化できる

設備を導入するなど、農業廃棄物を燃

料として販売する仕組みをつくりま

す。 

市民ができること 

● 住宅の新築・改築の際は、太陽光を利

用した発電システムや太陽熱を利用

した給湯設備（ソーラーシステム等）

の導入に努めます。 

事業者ができること 

● 事業所の新築・改築の際は、太陽光を

利用した発電システムや太陽熱を利

用した給湯設備（ソーラーシステム

等）の導入に努めます。 
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■ロードマップ 

 
重 

点 

短期 

2015年 

中期 

2020年 

長期 

2050年 

（１）環境管理の徹底 

① 善通寺市版環境マネジメントの推

進 
●    

 

② グリーン購入の推進     

（２）省エネルギーの推進 

① 省エネルギー行動の普及・啓発 ●    

② ノーマイカーデーの普及・啓発     

③ エコカーの率先的導入     

④ 壁面緑化・屋上緑化の率先的導入     

⑤ 緑のカーテン事業の推進 ●    

⑥ 省エネ建築の推進     

 

⑦ 水の有効利用に関する意識の高揚     

（３）新エネルギーの利用促進 

① 農業バイオマスの利活用     

 

② 太陽光発電等の利用促進 ●    

 

善通寺市版環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 

の検討、運用開始 維持 

継続、社会情勢に応じて方針を修正 

 
率先的実行 
意識啓発 

 
市全体への

波及 
内容の充実 
補助金等の

検討 

 
継続 

公共施設への率先導入 
設置補助金制度の導入・継続 

現状把握 
調査・研究 実施 
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２．温室効果ガスの排出を低減するまちの基盤づくり 

（１）計画的な土地利用の推進 

① 都市計画マスタープランに基づく計画的な土地利用の推進（担当課：都市計画課） 

人口減少や中心市街地の衰退など、市の機能自体が低下する中、「人が、まちが活

気づく自立と協働のまちづくり」を基本理念とし、道路整備による利便性の向上、バ

リアフリーや環境に配慮した整備及び関連事業の推進等、総合的な都市整備に努め、

温室効果ガスの排出量の削減を踏まえた計画的な土地利用を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交通の流れを改善する道路網・駐車場の確保 

① 都市計画道路の整備、見直し（担当課：都市計画課） 

新大和町線･新栄町線･佐伯町線・曙町線などの見直しを行い、都市計画決定の変更

を検討し、また、（仮称）本郷通生野線を都市計画決定するなど、新たな交通体系の

変化に対応した道路網を整備することにより、交通の流れを改善し、渋滞緩和による

排気ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 環境に配慮した土地利用の規制等に

協力します。 

● 環境に配慮したまちの利用を心がけ

ます。 

事業者ができること 

● 環境に配慮した土地利用の規制等に

協力します。 

● 環境に配慮したまちの利用を心がけ

ます。 

市民ができること 

● 道路交通量の多い時間帯には自家用

車の利用を避けるなど、渋滞緩和によ

る排気ガスの排出削減に協力します。 

事業者ができること 

● 道路交通量が多い時間帯のマイカー

通勤の自粛や社用車の効率的な利用

に努めます。 

● 貨物自動車の運行は、渋滞の発生する

道路、時間帯を避けるようにします。 

● 配送システムの情報化・集積化や製品

の共同輸送、鉄道・海運等を含めた最

適な輸送手段の組み合わせの再考な

どにより、貨物自動車の運行を削減し

ます。 
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② パーク・アンド・ライドの推進（担当課：都市計画課） 

最寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自家用車で行って駐車し、そこから鉄道や

バスに乗り継ぐ「パーク・アンド・ライド」方式に対応した駐車場を駅周辺や市街地

に確保・整備するとともに、JR善通寺駅及び金蔵寺駅の利便性を高める仕組みの周

知を図り、鉄道の利用による都市間の幹線道路の渋滞緩和や、交通環境の改善を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）歩行者・自転車のための環境改善 

① 歩行者の安心･安全の確保（担当課：土木課、都市計画課、消防本部） 

高齢者や障がい者をはじめ、あらゆる人々が日常生活はもちろん、災害時において

も安心して移動できるよう、段差解消などのバリアフリー化をはじめ、歩行者の安全

性に配慮した人にやさしい道づくりを推進し、徒歩での移動がしやすい環境を形成し

ます。 

また、狭小道路においては道路の機能分担を明確にし、歩行者優先の啓発に努める

ほか、必要に応じて関係機関との調整のもと通行規制の検討も視野に入れて対応しま

す。 

 

市民ができること 

● 通勤・通学や買物等の際に自家用車を

利用せずに、公共交通機関の利用に努

めます。 

● 通勤等の際はパーク・アンド・ライド

を利用し、駅から目的地までは鉄道を

利用することにより、自家用車の利用

を最小限に抑えます。 

事業者ができること 

● 通勤や営業活動において、自家用車や

社用車の利用を最小限に抑え、公共交

通機関の利用を奨めます。 

● 従業員にパーク・アンド・ライドの利

用を奨めます。 

市民ができること 

● 歩ける距離であれば、徒歩での移動を

心がけます。 

● 路上駐車や道路の占有などの歩行者

の通行の妨げになる行為はしないよ

うにします。 

事業者ができること 

● 歩ける距離であれば、徒歩での移動を

心がけます。 

● 看板や売り出しワゴンを道路上に設

置するなどの歩行者の通行の妨げに

なる行為はしないようにします。 
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② 街路緑化の推進（担当課：都市計画課） 

街路樹の整備として、局所的植栽も含め、計画的拡大を推進するとともに、緑陰を

形成するような樹種の導入を検討するなど、まちの喧騒感を緩和した歩行者が休憩で

きる環境の整備に努め、魅力的な歩行空間を形成します。 

 

 

 

 

 

 

③ レンタサイクルの普及（担当課：商工観光課） 

観光客や通勤･通学者に自転車を貸し出すレンタサイクル事業を今後も推進し、まち

なかの近距離移動における自転車利用を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 自転車を利用しやすい環境整備（担当課：土木課、都市計画課） 

道路の新設及び改良時は、自転車走行レーンを確保するなど、歩行者、自転車、自動

車の通行を分離し、どの移動手段を使っても安全に移動できる空間の整備に努めます。 

さらに、コンパクトなまちの構造を最大限に活かすため、自転車の利用を推進し、ま

ちかどに小さな駐輪スペースを確保するなど、自転車利用者の利便性向上に努め、まち

なかに自転車で来やすい環境づくりを進めます。 

 

 

 

市民ができること 

● アダプション・プログラムへの参加な

どを通して、街路樹や植栽の管理に協

力し、魅力的な歩行者空間を演出しま

す。 

事業者ができること 

● アダプション・プログラムへの参加な

どを通して、街路樹や植栽の管理に協

力し、魅力的な歩行者空間を演出しま

す。 

市民ができること 

● まちなかの近距離の移動であれば、自

家用車を利用せず、レンタサイクルの

利用も検討します。 

● 善通寺市を訪れる人にレンタサイク

ルをPRします。 

事業者ができること 

● シェアリングできる自転車を保有し、

業務上の移動の際に使用するなど、近

距離の移動は自動車を利用しないよ

うにします。 

市民ができること 

● 自転車移動が可能な範囲内であれば、

自動車を利用せず、自転車を利用しま

す。 

● 駅まで自転車を利用して、目的地まで

鉄道を利用する「サイクル・アンド・

ライド」も通勤・通学の手段として検

討します。 

事業者ができること 

● 自転車通勤や「サイクル・アンド・ラ

イド」による通勤を従業員に推奨しま

す。 
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（４）山林の保全 

① 山林の健全な維持・管理（担当課：農政課） 

大麻山の瀬戸内海国立公園（第２種特別地域）の指定をはじめ、鳥獣保護区、保安

林など、自然保護系の法規制の周知を図り、区域指定を有効に機能させながら維持す

るとともに、森林組合等の関係機関と連携して民有林の計画的な造林を推進し、温室

効果ガスの吸収力のある健全な山林の維持管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 所有する森林については、適切な維持

管理に努めます。 

● 森林の役割を正しく理解し、森林の保

全・育成活動への参加を心がけます。 

● 森林に親しむ交流・体験イベントへの

参加を心がけます。 

● ハイキングコース等を利用した際に

発生したごみは必ず持ち帰ります。 

事業者ができること 

● 所有する森林については、適切な維持

管理に努めます。 

● 開発を行う際は、適切な環境アセスメ

ントを実施し、自然林の保全に配慮し

た開発を行います。 

● 森林の保全・育成活動に協力し、従業

員の参加も奨めます。 

● 森林に親しむ交流・体験イベントに協

力し、従業員の参加も奨めます。 
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■ロードマップ 

 
重 

点 

短期 

2015年 

中期 

2020年 

長期 

2050年 

（１）計画的な土地利用の推進 

 
① 都市計画マスタープランに基づく

計画的な土地利用の推進 
●    

（２）交通の流れを改善する道路網・駐車場の確保 

① 都市計画道路の整備、見直し     

 

② パーク・アンド・ライドの推進     

（３）歩行者・自転車のための環境改善 

① 歩行者の安心･安全の確保     

② 街路緑化の推進     

③ レンタサイクルの普及     

 

④ 自転車を利用しやすい環境整備 ●    

（４）山林の保全 

 ① 山林の健全な維持・管理 ●    

継続、必要に応じて見直し 

継続、必要に応じて見直し 

維持、充実 
維持 

啓発、PR 

継続、必要に応じて見直し 

継続、必要に応じて見直し 

維持、充実、PR 

維持・管理の継続 

継続、必要に応じて見直し 
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３．資源を大切にする循環型社会の構築 

（１）リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)の推進 

① 建築物の修理・補修による長期使用（担当課：総務課） 

市役所庁舎は、必要に応じて修理･補修をして、その長期使用に努めます。 

また、他の公共施設についても同様に長期使用に努めるとともに、時代に応じた用

途変更などによって新たな建築物はできるだけ作らないよう努めます。 

修理･補修の際は、省エネルギー設計や天然素材の活用に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② スリフト・ショップの活用促進（担当課：未来クルパーク 21） 

まだ使えるが不要になったものを集めてリフォームするなどして、新しい利用者を

探しだすスリフト・ショップを今後も継続して開催し、多くの市民が利用できるよう

に広報活動を行い、新たな生活文化として定着させます。そのための仕組みづくりと

ボランティア活動の拠点づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 住宅をできる限り長期使用できるよ

うに定期的にメンテナンスを行いま

す。 

● 住宅の修理・補修の際は、省エネルギ

ー設計や天然素材の活用を心がけま

す。 

事業者ができること 

● 事業所をできる限り長期使用できる

ように定期的にメンテナンスを行い

ます。 

● 事業所の修理・補修の際は、省エネル

ギー設計や天然素材の活用を心がけ

ます。 

市民ができること 

● スリフト・ショップに参加します。 

● 自分にとって不要になったものでも

すぐに捨てようとせず、リフォームを

することを考えます。 

事業者ができること 

● スリフト・ショップをサポートしま

す。 

● 事務所内で不要になったものでもす

ぐに捨てようとせず、リフォームをす

ることを考えます。 
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③ フリーマーケットの実施支援（担当課：商工観光課） 

善通寺空海まつりや総本山善通寺大会陽などの市のイベントの際に今後も引き続

きフリーマーケット･スペースを設け、気軽に誰でもが参加でき、使わなくなったも

のを安く売り買いできる仕組みづくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 善通寺市版エコショップ制度の導入（担当課：生活環境課、商工観光課） 

簡易包装の実施、買い物袋持参運動の推進などごみの減量に協力する店舗などの登

録を募り、ステッカーなどによってそれを明らかにするなど、エコショップの認定と

利用の促進に努めます。 

また、市民に対してもマイバッグ持参運動やクリーニングハンガーの返却などごみ

が出ない買い物の呼びかけを継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ リユース活動の情報発信（担当課：未来クルパーク 21） 

平成 20（2008）年度から実施しているリユース家具等の提供について、今後も

広報紙等で周知し多くの市民が利用できるよう努めます。 

 

 

 

市民ができること 

● 不要なものでもまだ使えるものはフ

リーマーケット等に提供し、再利用に

努めます。 

事業者ができること 

● 繰り返し又は長く使える商品の開発、

製造、販売に努めます。 

● 洋服や家具等は修繕や修理を引き受

け、製品を繰り返し又は長く使える仕

組みづくりに努めます。 

市民ができること 

● 買物の際は、できるだけ過剰包装を避

け、簡易包装への意識づけに努めま

す。 

● マイバック等を持参し、レジ袋の利用

を控えます。 

● 使い捨て製品の使用を自粛し、繰り替

えし使用できる製品を使用します。 

事業者ができること 

● 過剰包装を止め、マイバック等の持参

を呼びかけます。 

● 量り売り、ばら売り等により、消費者

が必要な分だけ購入できるよう努め

ます。 

市民ができること 

● 家庭で使わなくなったものの中でリ

ユースできそうなものは廃棄せずに、

まずリユース品の回収窓口に情報提

供し、再利用に努めます。 

事業者ができること 

● 事業所で使わなくなったものの中で

リユースできそうなものは廃棄せず

に、まずリユース品の回収窓口に情報

提供し、再利用に努めます。 
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⑥ ごみの年間排出量の軽減促進（担当課：未来クルパーク 21） 

３Ｒの推進、徹底したごみの分別及び事業系ごみの排出方法の見直し等によりごみ

の排出量が軽減されており、今後も継続してごみの排出量の軽減を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リサイクル（再資源化）の推進 

① 環境推進会の育成・強化（担当課：生活環境課、未来クルパーク 21） 

各地区にリサイクル意識が根付くよう、環境推進連合会の役員研修会や、各地区環

境推進会の研修会を今後も継続し、地域における環境リーダーの育成に努めます。 

また、各地区における集積場の適正な管理、運用の指導や毎年３月に実施している

資源ごみ分別の周知会を今後も継続し、環境への意識の高揚に努めます。 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 家庭から出るごみの削減とともに、ご

みの分別を徹底し、ごみとして処分す

る量を削減します。 

● ごみがあまり出ないような買い物行

動を心がけます。 

 

事業者ができること 

● 事業所から出るごみの削減とともに、

ごみの分別を徹底し、ごみとして処分

する量を削減します。 

● 製品を廃棄する際に発生するごみの

量を最小限に抑えた製品の開発、製

造、販売に努めます。 

● 製造業においては、原材料、工程、作

業内容などを見直し、ごみの発生量を

極力抑えるよう努めます。 

市民ができること 

● 環境推進会を維持し、各地区全体でリ

サイクル活動を支えます。 

● 資源ごみ分別の周知会に参加し、適切

な分別方法について学びます。 

事業者ができること 

● 各地区の環境推進会の役割を理解し、

活動に協力します。 
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② 生ごみリサイクル事業の推進（担当課：生活環境課） 

各家庭の状況に合った生ごみ処理の方法が生活に根付くことを目指し、生ごみ処理

機器等の各家庭での導入を今後も促進し、燃やすごみの減量化･資源化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

③ ごみの分別の徹底（担当課：未来クルパーク21） 

資源ごみの分別収集、リサイクルの重要性を周知徹底し、リサイクル率の向上を図

るとともに、埋立ごみの量を軽減し、最終処分場の延命化を図るよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 未来クルパーク２１の活用（担当課：未来クルパーク 21） 

ボランティア環境まちづくりの会をはじめ、リサイクル活動や資源の再生利用に取

り組む市民団体の育成や活動の場として、未来クルパーク21「プラザ棟」を活用し

ます。 

また、今後、「プラザ棟」の管理運営体制の充実を図るために、管理運営を任せら

れるＮＰＯ法人等の団体への委託について検討します。 

 

 

 

 

市民ができること 

● 料理材料の使い切りを心がけ、生ごみ

の減量化に努めます。 

● 生ごみ処理機等による生ごみの堆肥

化に努めます。 

事業者ができること 

● 飲食店や宿泊施設など厨房から廃棄

される生ごみは、食材を使い切ること

により可能な限り削減し、発生した生

ごみは適正に処理します。 

市民ができること 

● 資源になるごみは９種類２３品目に

分別し、再資源化に努めます。 

● 再資源化が可能な商品やリサイクル

素材を利用した製品等を選んで購入

するよう努めます。 

事業者ができること 

● 廃容器や紙ごみなどの資源ごみは適

切に分別し、再資源化に努めます。 

● 再資源化が可能な製品やリサイクル

素材を利用した製品等を選んで購入

するよう努めます。 

市民ができること 

● ボランティア環境まちづくりの会等

が行う環境活動への参加を心がけま

す。 

● 未来クルパークを活用し、環境活動を

進めます。 

事業者ができること 

● ボランティア環境まちづくりの会等

が行う環境活動に協力します。 
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⑤ 廃食用油の有効活用の促進（担当課：未来クルパーク 21） 

各家庭から出る廃食用油について、月1回の各地区資源ごみ集積場での収集や、各

地区公民館に設置した収集容器での収集を、今後も継続して行います。 

また、回収した廃食用油の用途としては、平成 20（2008）年度までは収集車両

に使用していましたが、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の改正等によ

り廃食用油を燃料として使用することが困難になったため、今後は家畜飼料としてリ

サイクルを進めます。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 建設廃棄物のリサイクルの推進（担当課：土木課、建築住宅課） 

建設工事の際には、建設残土の工事間流用、コンクリート・アスファルト殻の再資

源化指定処分、砕石等路盤材の再生使用指定に今後も努めます。 

また、建設廃棄物で再生処理できる物は、再生処理施設で処理し、建設における再

生資材の活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 使用済みの食用油は、流しに流さず、

廃食用油の回収システムの利用に努

めます。 

事業者ができること 

● 飲食店等で発生する使用済みの食用

油は、廃棄物とせず、廃食用油の回収

システムの利用に努めます。 

市民ができること 

● 建築廃棄物のリサイクルに関心を持

ち、自宅を新築・改築する際は、建築

廃棄物が適切にリサイクルされるか

どうか注視します。 

事業者ができること 

● 建設工事で発生する建築廃材・廃コン

クリート、廃アスファルト、再生セメ

ント、汚泥改良土等の再資源化に努め

ます。 

● 建設副産物の発生を極力抑制し、発生

した建設副産物については、可能な限

り再利用を図ります。 

● 解体時等に大量に発生する建設廃棄

物の分別を徹底します。 
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⑦ 環境保全型農業の確立（担当課：農政課） 

JA と連携し、廃プラスチックなどの石油化学系農業廃棄物及び野菜残渣や畜産廃

棄物などの生物系農業廃棄物の地域内におけるリサイクルシステムの確立を目指し

ます。 

また、水質や土壌の保全、生物への影響を防ぐためにも、化学肥料や農薬の使用を

極力控える方策の研究・検討を行い、環境保全型農業を実践する農家の育成を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ごみの適正な処理の推進 

① ごみの出し方についての普及・啓発（担当課：未来クルパーク 21） 

環境推進連合会の協力により、今後もごみの減量や正しい分別の仕方などの周知徹

底を図ります。 

また、家電リサイクル法や循環型社会形成推進基本法などの法制度に基づく廃棄物

処理に関わる情報やルールの普及･啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 所有する農地については、適切な維持

管理に努めます。 

● 農業イベントへの参加を心がけます。 

● 農作物を購入する際は、地場産品の選

択を心がけます。 

事業者ができること 

● 所有する農地については、適切な維持

管理に努めます。 

● 農業廃棄物のリサイクルや有機廃棄

物の堆肥化を行うなど、環境保全型農

業に取り組みます。 

● 農作物を仕入れる際は、地場産品の選

択を心がけます。 

市民ができること 

● 地域のごみの分別活動や廃品回収に

参加・協力します。 

● ごみを出すときは決められた収集日

を守り、決められた方法に従います。 

● 法律により適正な廃棄物の処理が義

務づけられている家電６品目（エアコ

ン、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫・冷

凍庫、洗濯機、薄型テレビ、衣類乾燥

機）やパソコン等を廃棄する際は、適

切なルートで処分します。 

事業者ができること 

● 地域のごみの分別活動や廃品回収に

参加・協力します。 

● 事業系ごみは決められた排出ルール

を守り、適切に処分します。 

● 産業廃棄物は、認可業者に処理・リサ

イクルを委託するなど、適切に処分し

ます。 

● 法律により資源回収が義務づけられ

ている製品等の製造者及び販売者は、

責任を持って消費者から廃棄処分さ

れた製品を引き取り、適切に処分しま

す。 
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② 未来クルパーク 21工場棟の適正な維持管理（担当課：未来クルパーク 21） 

今後も保守点検や必要に応じた更新などを行い、未来クルパーク21工場棟の効率

的かつ安全稼動に努めます。 

 

 

 

 

 

 

③ フロンの適正処理の啓発（担当課：生活環境課） 

エアコンや冷蔵庫の廃棄にあたっては、フロンが家電リサイクル法に基づいて適正

に回収処理されるよう、定期的な広報紙への記事掲載など、市民・事業者への啓発活

動を継続することによって、意識の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 未来クルパーク２１の事業に関心を

持ち、少しでも負担を減らすように、

ごみの削減や分別に取り組みます。 

 

事業者ができること 

● 未来クルパーク２１の事業に関心を

持ち、少しでも負担を減らすように、

ごみの削減や分別に取り組みます。 

市民ができること 

● 冷蔵庫やエアコンの購入に当たって

は、非フロン型製品の購入に努めま

す。 

● 自動車修理や廃車の際にはフロン回

収装置を備えた販売店や修理工場等

に依頼するなど、フロンの回収、適正

処理に協力します。 

事業者ができること 

● 断熱材、冷房設備、消火設備等を導入

する際は非フロン型の設備を採用し

ます。 

● 代替フロン等を冷媒として使用した

機器がある場合は、定期的な点検を行

い、漏洩防止に努めます。 

● 自動車や家電製品等を廃棄するに当

たっては、冷媒として用いられている

フロン及び代替フロンを適正に処理

します。 

● フロン及び代替フロンを含む製品の

販売店では、廃棄時の回収を徹底し、

適正に処理するとともに、保管時の漏

洩防止に努めます。 
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■ロードマップ 

 
重 

点 

短期 

2015年 

中期 

2020年 

長期 

2050年 

（１）リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)の推進 

① 建築物の修理・補修による長期使用     

② スリフト・ショップの活用促進     

③ フリーマーケットの実施支援     

④ 善通寺市版エコショップ制度の導

入 
    

⑤ リユース活動の情報発信     

 

⑥ ごみの年間排出量の軽減促進 ●    

（２）リサイクル（再資源化）の推進 

① 環境推進会の育成・強化 ●    

② 生ごみリサイクル事業の推進     

③ ごみの分別の徹底     

④ 未来クルパーク２１の活用     

⑤ 廃食用油の有効活用の促進     

⑥ 建設廃棄物のリサイクルの推進     

 

⑦ 環境保全型農業の確立     

（３）ごみの適正な処理の推進 

① ごみの出し方についての普及・啓発 ●    

 
② 未来クルパーク 21 工場棟の適正

な維持管理 
    

 ③ フロンの適正処理の啓発     

 

 

 

 

継続、充実、PR 率先的実行 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

店舗募集 

意識啓発 
継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

地域の環境リーダーの育成 主体的実行 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

継続、PR 継続、体制強化 

継続、充実、PR 率先的実行 

運営体制の強化、活動の充実、PR 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

継続、社会情勢に応じて出し方を修正 
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４．地球温暖化対策を担う人材の育成・確保 

（１）環境学習メニュー・ツールの充実 

① 環境家計簿の活用（担当課：生活環境課） 

今後も継続して環境家計簿を活用し、全市的に省資源・省エネルギーや地球温暖化

の防止に対する関心を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

② 環境に関する副読本の活用（担当課：生活環境課、教育総務課） 

現在、学校教育や生涯学習で使用している環境に関する副読本を改訂し、地球温暖

化についての記述を含め内容を充実させます。 

改訂にあたっては、できる限り市民が参画して、市民の視点からわかりやすい表現

を行うことで、市民による活用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 環境に関する映画・ビデオの上映、貸し出し（担当課：生活環境課、教育総務課） 

環境に関する映画やビデオの上映会の開催や、小中学校の教材として貸し出せる体

制を整え、地球温暖化対策についての意識の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 環境家計簿等を活用して、身の回りの

環境負荷について知識を深め、日常生

活における行動に結び付けます。 

事業者ができること 

● 従業員に家庭での環境家計簿の使用

を奨めます。 

市民ができること 

● 環境に関する副読本を読み、地球温暖

化について学びます。 

● 環境に関する副読本の作成に参画し、

市民の目でみてわかりやすい本の作

成に協力します。 

事業者ができること 

● 環境に関する副読本を読むことを従

業員に奨めます。 

● 環境に関する副読本の作成に協力し

ます。 

市民ができること 

● 環境に関する映画やビデオの上映会

に参加し、地球温暖化についての知識

を深めます。 

事業者ができること 

● 従業員の人材育成の教材として、環境

に関する映画やビデオを活用します。 
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④ 図書館における環境関連書籍の蔵書の確保（担当課：生活環境課、生涯学習課） 

図書館において、検索しやすく、市民が借りやすい環境整備を図るとともに、幅広

い年齢層に対応した環境に関する図書を充実させ利用者に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 広報紙・ホームページによる情報交流（担当課：生活環境課） 

市民に環境保全等の意識が浸透するように、広報紙やホームページにおいて、積極

的に環境の現状や市民・事業者の取組みを紹介し、市民の関心を呼び起こすとともに、

ホームページが地域の環境情報の発信拠点となるように内容と機能を充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校での環境学習の機会の提供 

① 学校版環境マネジメントシステムの導入・運用（担当課：生活環境課、教育総務課） 

学校又は学年ごとに環境保全の目標を設定して取り組み、その結果を評価し、取組

みの改善を図る「善通寺市版環境マネジメントシステム」（学校版）の導入を図りま

す。 

 

 

 

 

市民ができること 

● 環境関連書籍を読み、知識を深めま

す。 

● 読みたい環境関連書籍がない場合は、

リクエストをします。 

事業者ができること 

● 従業員の人材育成におけるテキスト

として環境関連書籍を活用します。 

市民ができること 

● 広報紙やホームページで市民活動の

紹介を行うときは取材に協力します。 

● 広報紙やホームページで公開されて

いる環境関連の情報に興味を持ち、そ

の関心を身の回りの人たちにも伝え

ます。 

事業者ができること 

● 広報紙やホームページで事業者の取

組みの紹介を行うときは取材に協力

します。 

市民ができること 

● 地域内にある学校の環境保全の取組

みを見守り、取組みがうまく進むよう

に協力します。 

事業者ができること 

● 地域内にある学校の環境保全の取組

みを見守り、取組みがうまく進むよう

に協力します。 
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② 学校におけるリサイクル活動の展開（担当課：未来クルパーク 21） 

市内外の小学生の施設見学の際に、今後も本市のリサイクル事業についてわかりや

すく説明することにより、リサイクル意識の高揚に努めます。 

また、各小・中学校で、古紙や空き缶、ペットボトルなどの分別回収を行い、回収

後の再生・製造の過程、リサイクル製品に関する学習を行って、資源を大切にするこ

との重要性を意識づけます。 

 

 

 

 

 

 

③ 学校におけるグリーン購入の普及（担当課：教育総務課） 

文房具などを購入する際は、エコマークやグリーンマークの付いた環境負荷の少な

い製品を選び、その必要性を子どもたちに伝え、環境について学ぶ機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 校舎における新エネルギーの利用促進（担当課：教育総務課） 

東部・筆岡小学校における太陽光発電設備の整備をはじめ、太陽光や太陽熱、風力、

バイオマスなど新エネルギーを利用する設備を市内の学校に導入し、学校で使用する

電力の一部を賄うことに加え、その設備を利用した環境学習の機会をつくります。 

 

 

 

 

市民ができること 

● 学校でのリサイクル活動に地域全体

で参加します。 

事業者ができること 

● 事業所の社会貢献の一環として学校で

のリサイクル活動に協力します。 

市民ができること 

● 家庭で購入する子どもが使う文房具

等についても環境負荷の少ない製品

を選びます。 

事業者ができること 

● 学校に販売する文房具等は、環境に配

慮した製品を奨めるとともに、過剰包

装、過剰梱包の見直しを行います。 

市民ができること 

● 学校での新エネルギーの利用を通し

て、新エネルギーに関心を持ち、自宅

での導入につなげます。 

事業者ができること 

● 学校での新エネルギーの利用を通し

て、新エネルギーに関心を持ち、事業

所での導入につなげます。 
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（３）地球温暖化対策を担う人材育成と体制強化 

① 環境に関する生涯学習プログラムの実施（担当課：生活環境課、農政課、生涯学習課） 

生涯学習講座として、実践レベルに応じた花に関する各種講座を開催するなど環境

に関する段階的な学習プログラムを企画し、地球温暖化対策を含めた環境保全に携わ

る人材の育成を目指します。 

また、地域に根ざした高齢者の学習活動である「イキイキときめき大学」において、

環境に関する講座を企画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② エコ・プリンシパルの養成と活用（担当課：生活環境課） 

よりよい環境づくりのための取りまとめ役（コーディネーター）として「エコ・プ

リンシパル」を養成し、地球温暖化対策における活躍の機会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 環境に関する生涯学習プログラムへ

の参加を心がけます。 

● 知識レベルに応じて講座を選択し、地

球温暖化に関する知識を深めていき

ます。 

事業者ができること 

● 環境に関する生涯学習プログラムへ

の参加を従業員に奨めます。 

● 学習プログラムを活用し、企業の中で

地球温暖化対策を実行できる人材を

育成します。 

市民ができること 

● 現在の環境づくりのキーマンだけで

なく、一人でも多くの市民がエコ・プ

リンシパルになれるよう、養成プログ

ラムへの積極的な参加を心がけます。 

● エコ・プリンシパルのコーディネート

の中で実践する環境づくりに協力し

ます。 

事業者ができること 

● 企業の環境セクションを担う人材を

エコ・プリンシパルの養成に参加させ

るなど、スキルアップを図ります。 

● エコ・プリンシパルのコーディネート

の中で実践する環境づくりに協力し

ます。 
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③ 環境活動の連携・拡大（担当課：生活環境課） 

里親制度（アダプション・プログラム）の対象とする場を拡大するとともに、活動

内容の幅を広げ、清掃活動にとどまらず、積極的に地球温暖化対策を含めた環境の保

全と創造活動への展開が可能な体制を整えます。 

また、小・中学生に加え、高校生や大学生と地域が連携した活動を進めるなど、地

域や世代を越えて「環境」「地球温暖化」というテーマで様々な主体がつながる仕組

みをつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 新しい環境サークル等の育成（担当課：未来クルパーク 21） 

未来クルパーク２１のスリフトショップやリサイクル工房などを拠点として、リサ

イクル活動を展開する新たなサークル等の育成と活用を促進します。 

また、現在年６回プラザ棟の各工房で開催しているエコライフ講座の増加や講座の

内容の充実に努め、市民意識の底上げを図ります。 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 事業所や学校と積極的につながりを

もち、地球温暖化対策という共通の目

的の中で一緒に取組みを進めます。 

事業者ができること 

● 地域や学校と積極的につながりをも

ち、地球温暖化対策という共通の目的

の中で一緒に取組みを進めます。 

市民ができること 

● 環境サークル等の活動への参加を心

がけます。 

● エコライフ講座への参加を心がけま

す。 

事業者ができること 

● 環境サークル等への従業員の参加を

奨めます。 

● 会社内で環境サークル等の立ち上げ

に取り組みます。 
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⑤ 善通寺市版環境アドバイザーの派遣（担当課：生活環境課） 

市民・事業者からの要請に応じて、環境に関する専門的な知識・技能を持った人（学

術的な専門家、環境カウンセラーや子どもエコクラブのサポーター、エコ・プリンシ

パルなどの実践活動の専門家、事業者の中で専門知識・技能を有する人など）を紹介

し、派遣する仕組みをつくり、自発的な環境学習を促進するとともに、地球温暖化対

策を含めた環境保全活動のレベルアップを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 環境活動団体の交流機会の創出（担当課：生活環境課） 

里親制度（アダプション・プログラム）の維持管理団体など市内で環境活動を実践

している団体が集まって意見交換を行うワークショップ等を開催し、それぞれの活動

内容や活動を行う上での問題点等を共有するとともに、地球温暖化対策における団体

間の協力・連携体制を構築するきっかけづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 地域で環境アドバイザーの派遣を要

請し、地域住民の環境に関する知識を

深めます。 

● 環境に関する専門知識、技能を有する

市民はその知識を他の多くの市民に

伝えます。 

事業者ができること 

● 環境アドバイザーの派遣を要請し、従

業員の環境に関する知識を深めます。 

● 社内にいる環境に関する専門知識、技

能を有する人を環境アドバイザーと

して地域に派遣します。 

市民ができること 

● 活動団体間の意見交換を行うワーク

ショップ等に参加し、活動の中で感じ

たことを伝えます。 

● 市内にあるいろんな活動団体・事業者

とコミュニケーションをとり、活動の

協力、連携を深めます。 

事業者ができること 

● 活動団体間の意見交換を行うワーク

ショップ等に参加し、事業者としての

思いを伝えます。 

● 市内にあるいろんな活動団体・事業者

とコミュニケーションをとり、活動の

協力、連携を深めます。 
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⑦ 環境活動への支援・協力体制の強化（担当課：生活環境課） 

地球温暖化対策を含めた環境保全活動に取り組んでいる団体が自主自立の精神に

基づき、独立した活動を展開できるよう、支援・協力体制強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業者の環境活動の推進と環境産業の振興 

① 事業者向け環境講座の開催（担当課：生活環境課） 

事業発展に役立つ環境講座などの開催により、事業者の環境保全への意識を高め、

地球温暖化対策のための取組みを促進するとともに、事業者間のネットワーク形成に

も役立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
② 環境ビジネスの創出（担当課：商工観光課） 

市内の企業が環境ビジネスに対する認識を高め、環境に配慮した製品・技術の開発

や地域資源を活かした産業の育成等を図るための活動に協力します。 

 

 

 

 

 

市民ができること 

● 環境活動に主体的に取り組みます。 

● 環境活動の仲間を多く集め、強固な取

組み体制を築き、支援・協力のための

窓口を明確にします。 

事業者ができること 

● 環境活動に主体的に取り組みます。 

● 事業所が一体となって環境活動に取

組み、支援・協力のための窓口を明確

にします。 

市民ができること 

● 環境保全に積極的で、環境マネジメン

トがしっかり機能している企業を適

正に評価します。 

事業者ができること 

● 環境講座への参加を心がけます。 

● 参加を通して従業員の環境保全意識

を高めます。 

● 環境保全への意識を高め、事業所の環

境マネジメントの実践へとつなげま

す。 

市民ができること 

● 環境に配慮した製品・技術を開発した

企業を適正に評価します。 

● 市内で生産された製品の購入に努め

ます。 

事業者ができること 

● 地域特性、資源を活かした環境ビジネ

スにチャレンジします。 

● 雇用の拡大につながる環境ビジネス

の創出を心がけます。 
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■ロードマップ 

 
重 

点 

短期 

2015年 

中期 

2020年 

長期 

2050年 

（１）環境学習メニュー・ツールの充実 

① 環境家計簿の活用 ●    

② 環境に関する副読本の活用     

③ 環境に関する映画・ビデオの上映、

貸し出し 
    

④ 図書館における環境関連書籍の蔵

書の確保 
    

 

⑤ 広報紙・ホームページによる情報交

流 
    

（２）学校での環境学習の機会の提供 

① 学校版環境マネジメントシステム

の導入・運用 
    

② 学校におけるリサイクル活動の展

開 
    

③ 学校におけるグリーン購入の普及     

 

④ 校舎における新エネルギーの利用

促進 
    

（３）地球温暖化対策を担う人材育成と体制強化 

① 環境に関する生涯学習プログラム

の実施 
    

② エコ・プリンシパルの養成と活用 ●    

③ 環境活動の連携・拡大     

④ 新しい環境サークル等の育成     

⑤ 善通寺市版環境アドバイザーの派

遣 
    

⑥ 環境活動団体の交流機会の創出 ●    

 

⑦ 環境活動への支援・協力体制の強化 ●    

（４）事業者の環境活動の推進と環境産業の振興 

① 事業者向け環境講座の開催     

 

② 環境ビジネスの創出     

継続、PR 

改訂、普及 内容充実、積極的活用 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

内容充実、積極的活用 

書籍の 

ﾘｽﾄｱｯﾌﾟ 
継続、充実、PR 

内容検討 

運用開始 
運用、必要に応じて改善、PR 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

利用拡大 継続、機器更新、PR 

継続、充実、PR 

継続、充実、PR 

プログラム

作成、実施 
積極的活用、主体的実践 

プログラム

作成、実施 
積極的活用、主体的実践 

人材の蓄積 

仕組みの構築 継続、充実、PR 

機会の創出 継続、充実、PR 

体制の構築 継続、充実、PR 

プログラム

作成、実施 
継続、充実、PR 

体制の構築 継続、充実、PR 
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１．計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、第２次善通寺市環境基本計画と同じ体制下で取り組み、

市民、団体、事業者、行政の協働のための橋渡し役となる「（仮称）善通寺市環境ネ

ットワーク」が本市の地球温暖化対策の実行における中心的な役割を担います。 

また、本計画の庁内の進捗チェック体制についても、第２次善通寺市環境基本計画

の進捗チェックと連動させ、市内の温室効果ガスの排出量及び取組みの進捗状況につ

いての点検・評価を行います。 

 

■計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の推進 

（仮称）善通寺市環境ネットワーク 

● 既存の環境活動を支え、全体につなが

りをもたせるための仕組みの構築 

● 場や情報の共有を通して、市民意識の

醸成及び活動継続のサポート 

市長 

● 計画の決定・見直し 

● 進捗状況の公表 

庁内 

（仮称）環境施策進捗管理委員会 

● 地球温暖化対策の進捗状況

の点検・評価 

● 計画の重点項目の協議 

● 地球温暖化対策の調整・検討 

各担当課 

● 地球温暖化対策の実施 

● 事務事業における環境配慮 

計画推進事務局（生活環境課） 

● 地球温暖化対策の実施 

● 事務事業における環境配慮 

● 地球温暖化対策の進捗管

理・評価の取りまとめ 

● 温室効果ガス排出量の算出 

● 計画推進に係る会議等の開

催・運営 

善通寺市環境審議会 

● 専門的な立場で地球温暖化

対策及び進捗状況について

審議 

指示 報告 

指示 報告 

報告 

意見・提言 

提言 

チェック 

連動 

四国学院大学 

● 地域と学生の連携・交流 

● 環境学習における場や情

報提供 

連動 

花呼さん 

アダプション・

プログラム 

ボランティア

公園 

水辺の環境

維持 

環境まちづ

くりの会 

環境学習 

景観保全 
善通寺市環境

ネットワーク 

支援 

地球温暖化対策の実行 
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２．計画の進行管理 

本計画の進捗管理は、第２次善通寺市環境基本計画と同様に、方針・目標を立てる

こと（Plan）、その目標の達成に向けての取組みを実施すること（Do）、その進捗状

況を点検・評価すること（Check）、計画をより良い方向へ見直すこと（Action）を

一連の流れ「PDCA サイクル」で繰り返し行うことにより、継続的な改善を図りま

す。 

 

■PDCAサイクル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

善通寺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

Ｄｏ 

（実施） 市民 

団体 

事業者 行政 

協働 

第２次善通寺市環境基本計画 

報告 

善通寺市環境審議会 

Ｃｈｅｃｋ 

（点検・評価） （仮称）善通

寺市環境ネッ

トワーク 

（仮称）環境

施策進捗管理

委員会 
報告 

整合 

報告 

市民・団体・事業者 

公表 

温室効果ガス排出量の算

出及び取組みの進捗状況

のとりまとめ 

（計画推進事務局） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善・見直し） 
改善方策の検討 

地球温暖化対策の改善・見直し 

（毎年） 

地球温暖化対策の実施 

（仮称）善通寺市環境ネットワーク 

サポート 

○取組みの連携 ○情報共有 
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１．温室効果ガスの排出状況 

（１）算出方法 

① エネルギー起源 

部門 算出方法 

産業部門 

農林水産業 
香川県の農林水産業由来炭素排出量（都道府県総合エネルギー消費統計）を

農業産出額（生産農業所得統計）で按分して算出 

建設業・鉱業 
香川県の建設業・鉱業由来炭素排出量（都道府県総合エネルギー消費統計）を

建設業・鉱業従業者数（事業所・企業統計調査）で按分して算出 
 

製造業 
香川県の製造業由来炭素排出量（都道府県総合エネルギー消費統計）を製造

品出荷額（工業統計調査）で按分して算出 

運輸部門 

自動車 

貨物 

全国の営業用及び自家用の貨物自動車のガソリン、軽油の消費量（自動車輸送

統計調査）を車種別保有自動車（貨物）台数（財団法人自動車検査登録情報協

会「自動車保有台数統計データ」、善通寺市統計書）で按分し、発熱量、排出係

数を燃料ごとにかけて算出 
 

旅客 

全国の営業用及び自家用の旅客自動車のガソリン、軽油、LPGの消費量（自動

車輸送統計調査）を車種別保有自動車（旅客）台数（財団法人自動車検査登録

情報協会「自動車保有台数統計データ」、善通寺市統計書）で按分し、発熱量、

排出係数を燃料ごとにかけて算出 

 

鉄道 
JR四国の1年間に排出する二酸化炭素の総量をJR四国の営業キロで按分して

算出 

民生業務部門 
香川県の業務由来炭素排出量（都道府県総合エネルギー消費統計）を第3次産

業就業者数（事業所・企業統計調査）で按分して算出 

民生家庭部門 

以下の「電力」「都市ガス」「LPG」「灯油」起源の排出量の合計 

【電力】 

善通寺市の電気（電灯）使用量（善通寺市統計書）に発熱量、排出係数をかけて

算出 

【都市ガス】 

善通寺市の家庭用ガス販売量（善通寺市統計書）に発熱量、排出係数をかけて

算出 

【LPG、灯油】 

＜2人以上の世帯の場合＞ 

高松市の１世帯（2人以上の世帯）当たりのLPG、灯油の年間購入数量に善通寺

市の2人以上の世帯数（総世帯数(善通寺市統計書)－単身世帯数(国勢調

査)）、発熱量、排出係数を燃料ごとにかけて算出 

＜単身世帯の場合＞ 

高松市の１世帯（2人以上の世帯）当たりのLPG、灯油の年間購入数量をもとに、

全国の単身世帯と2人以上の世帯の購入金額の差から単身世帯の年間購入数

量を推計し、単身世帯数(国勢調査）、発熱量、排出係数を燃料ごとにかけて算

出 

資料編 
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② 非エネルギー起源 

排出活動 算出方法 

一般廃棄物 

の焼却 

以下の二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）の排出量の合計 

【二酸化炭素（CO2）】 

一般廃棄物の焼却量（善通寺市統計書）及び含水率、組成割合から、プラスチ

ックと合成繊維の焼却量を計算し、それぞれ排出係数をかけて算出 

【メタン（CH4）】 

一般廃棄物の焼却量（善通寺市統計書）に排出係数をかけ、二酸化炭素に換

算して算出 

【一酸化二窒素（N2O）】 

一般廃棄物の焼却量（善通寺市統計書）に排出係数をかけ、二酸化炭素に換

算して算出 

し尿処理 

以下のメタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）の排出量の合計 

【メタン（CH4）】 

し尿処理量（善通寺市統計書）に排出係数をかけ、二酸化炭素に換算して算出 

【一酸化二窒素（N2O）】 

し尿処理量（善通寺市統計書）に排出係数をかけ、二酸化炭素に換算して算出 

稲作 
【メタン（CH4）】 

作付面積（中国四国農政局「農林水産統計調査」）に排出係数をかけ、二酸化

炭素に換算して算出 

家畜の飼養 
【メタン（CH4）】 

乳用牛と肉用牛の頭数（中国四国農政局「農林水産統計調査」）にそれぞれ排

出係数をかけ、二酸化炭素に換算して算出 
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（２）排出係数 

① エネルギー起源 

年度 

エネルギー種別 単位 平成2年 

（1990年） 

平成7年 

（1995年） 

平成12年 

（2000年） 

平成17年 

（2005年） 

平成20年 

（2008年） 

t-CO2/kℓ 2.32 
排出係数 

tC/TJ 18.30 ガソリン 

標準発熱量 MJ/ℓ 34.60 

t-CO2/kℓ 2.49 
排出係数 

tC/TJ 18.50 灯油 

標準発熱量 MJ/ℓ 36.70 

t-CO2/kℓ 2.58 
排出係数 

tC/TJ 18.70 軽油 

標準発熱量 MJ/ℓ 37.70 

t-CO2/t 3.00 
排出係数 

tC/TJ 16.10 ＬＰＧ 

標準発熱量 MJ/kg 50.80 

t-CO2/1000 Nm
3 2.23 

排出係数 
tC/TJ 13.60 都市ガス 

標準発熱量 MJ/Nm3 44.80 

排出係数 kg-CO2/kWh 0.408 0.272 0.408 0.378 

0.378 
（調整前） 
0.326 
（調整後） 

電力 

標準発熱量 MJ/kWh 3.60 

電 力：電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表、四国電力 
その他：算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（平成 22年 3月改正後） 
 

② 非エネルギー起源 

排出活動 区分 単位 排出係数 

合成繊維 t-CO2/t 2.29 

その他の廃プラスチック類 t-CO2/t 2.77 

t-CH4/t 0.000077 
一般廃棄物の焼却 

准連続燃焼式焼却施設 
t-N2O/tN 0.0000539 

t-CH4/㎥ 0.0000059 
し尿処理 標準脱窒素処理 

t-N2O/tN 0.0000045 

稲作 間欠灌漑水田 t-CH4/㎡ 0.000016 

乳用牛 t-CH4/頭 0.11 
家畜の飼養 

肉用牛 t-CH4/頭 0.066 

算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧（平成 22年 3月改正後） 
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２．温室効果ガスの将来推計 

（１）推計方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活動量 

活動量 

部門 指標 平成20年

（2008年） 

平成24年 

（2012年） 

平成27年 

（2015年） 

平成32年 

（2020年） 

エネルギー起源 

産業部門 

農林水産業 第1次産業の就業者数（人） 1,265 1,176 1,110 1,010 

建設業・鉱業  

製造業 
第2次産業の就業者数（人） 4,003 3,824 3,690 3,430 

運輸部門 人口（人） 34,621 33,455 32,580 30,77 

民生業務部門 第3次産業の就業者数（人） 11,459 11,351 11,270 11,110 

民生家庭部門 世帯数（世帯） 13,403 13,555 13,670 13,180 

非エネルギー起源 

廃棄物 人口（人） 34,621 33,455 32,580 30,77 

農業 第1次産業の就業者数（人） 1,265 1,176 1,110 1,010 

 

 

 

  

 平成 24年度の温室効果ガスの将来推計（現状趨勢の場合） 

   ＝平成 20年度の排出量×（平成 24年度の活動量÷平成 20年度の活動量） 

 平成 27年度の温室効果ガスの将来推計（現状趨勢の場合） 

   ＝平成 20年度の排出量×（平成 27年度の活動量÷平成 20年度の活動量） 

 平成 32年度の温室効果ガスの将来推計（現状趨勢の場合） 

   ＝平成 20年度の排出量×（平成 32年度の活動量÷平成 20年度の活動量） 

※平成 27（2015）年と平成 32（2020）年の活動量は、第５次善通寺市総合計画における推計値を利用 

※平成 20（2008）年と平成 24（2012）年の活動量は、平成 17（2005）年の国勢調査の値と平成27年の

推計値を比較し、値の変化が毎年一定であるという想定の上で設定 



資料編 

 - 44 - 

 

 

３．削減ポテンシャル量 

（１）エネルギー起源 

① 産業部門 

対策内容 製造業における生産工程の省エネ化 

内容 値 単位 備考 

① 
製造業事業者数（平成18

年度） 
101 事業所 善通寺市統計書 

② 対応意向 52.4 % 

事業所アンケートで生産設備の

省エネ化に「これから取り組みた

い」と回答した事業者の割合 

③ 対応事業所数 53 事業所 ①×② 

④ 
事業所あたりの CO2排出

量（平成 32年度） 
233 

t-CO2/事

業所・年 

産業部門（産業）における排出

量（平成 32年度）÷① 

⑤ 
CO2 排出量（対応事業

所） 
12,319 t-CO2/年 ③×④ 

⑥ 省エネ化率 20.0 % 想定 

算出根拠 

CO2削減効果 2,464 t-CO2/年 ⑤×⑥ 
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② 運輸部門 

対策内容 自家用車から公共交通（鉄道）への利用転換 

内容 値 単位 備考 

① 

自家用車輸送人キロ（平

成20年度、全国、貨物除

く） 

719,235,734 千人キロ 自動車輸送統計調査 

② 
乗用車（軽、二輪含む）の

数（平成 20年度、全国） 
61,006,801 台 

財団法人自動車検査登録情報

協会「自動車保有台数統計デ

ータ」 

③ 

乗用車（軽、二輪含む）の

数（平成 20 年度、善通寺

市） 

19,126 台 善通寺市統計書 

④ 
自家用車輸送人キロ（善

通寺市） 
225,485 千人キロ 

①×（③÷②） 

→保有台数で全国値から按分 

⑤ 鉄道への乗り換え率 30.4% % 

市民アンケートで公共交通利用

に「これから取り組みたい」と回

答した人の割合 

⑥ 取組み頻度 50.0% % 想定 

⑦ 
乗り換え分の自家用車輸

送人キロ 
34,273,680 人キロ ④×⑤×⑥ 

⑧ 

1 人 1km 運ぶ際の CO2
排出量（平成 20 年度、鉄

道） 

18 
g-CO2/ 

人キロ 
国土交通省HP 

⑨ 

1 人 1km 運ぶ際の CO2
排出量（平成 20 年度、自

動車） 

164 
g-CO2/ 

人キロ 
国土交通省HP 

⑩ 
CO2 排出量（鉄道の場

合） 
617 t-CO2/年 ⑦×⑧÷1,000,000 

⑪ 
CO2 排出量（自動車の場

合） 
5,621 t-CO2/年 ⑦×⑨÷1,000,000 

算出根拠 

CO2削減効果 5,004 t-CO2/年 ⑪－⑩ 
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対策内容 近距離移動を自家用車から徒歩・自転車への転換 

内容 値 単位 備考 

① 
生産年齢人口+老年人口

（平成 32年度） 
27,590 人 第 5次善通寺市総合計画 

② 今後の実施割合 30.4% % 

市民アンケートで近距離の徒

歩・自転車の移動に「これから取

り組みたい」と回答した人の割合 

③ 今後の実施者数 8,387 人 ①×② 

④ 2 キロ分のガソリンの量 0.2 ℓ 

1 日あたり 2km の運転（燃費

10km）を徒歩か自転車に変更

すると想定 

⑤ 
ガソリン1ℓあたりのCO2排

出量 
2.32 kg-CO2/ℓ 

発熱量×排出係数×(44÷12)

÷1,000 

⑥ 1 日あたりの削減効果 0.464 
kg-CO2/

日 
④×⑤ 

⑦ 日数 365 日 1 年 

算出根拠 

CO2削減効果 1,421 t-CO2/年 ③×⑥×⑦ 

 

対策内容 アイドリング・ストップの実施 

内容 値 単位 備考 

① 
生産年齢人口+老年人口

（平成 32年度） 
27,590 人 第 5次善通寺市総合計画 

② 今後実施割合 10.1% % 

市民アンケートでアイドリング・ス

トップに「これから取り組みたい」

と回答した人の割合 

③ 今後実施者数 2,787 人 ①×② 

④ 1 人あたりの CO2削減量 40 
kg-CO2/

人・年 

チームマイナス６％（現在はチャ

レンジ 25）HP 

算出根拠 

CO2削減効果 112 t-CO2/年 ③×④÷1000 
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対策内容 ハイブリッド自動車への買い替え 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数 13,180 世帯 善通寺市総合計画 

② 導入意向 42.7 % 

市民アンケートで「導入を予定、

検討している」「今後、導入を検

討してみたい」と回答した人の割

合 

③ 導入想定台数 5,628 台 ①×② 

④ 標準的な年間走行キロ 10,000 km/台・年 

⑤ 従来自動車の燃費 10 km/ℓ 

⑥ ハイブリッド自動車の燃費 30 km/ℓ 

地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）策定マニュアル（第１

版）簡易版 

⑦ 
ガソリン1ℓあたりのCO2排

出量 
2.32 kg-CO2/ℓ 

発熱量×排出係数×(44÷12)

÷1,000 

算出根拠 

CO2削減効果 8,711 t-CO2/年 
③×④×（1÷⑤-1÷⑥）×⑦

÷1000 
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③ 民生業務部門 

対策内容 太陽光発電システムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 事業所数（平成 18年度） 1,794 事業所 善通寺市統計書 

② 導入意向 38.6 % 

事業者アンケートで「導入を予

定、検討している」「今後、導入

を検討してみたい」と回答した人

の割合 

③ 導入想定台数 692 台 ①×② 

④ 
一事業所あたりの導入容

量 
10 kW 想定 

⑤ 1kW あたりの年間発電量 1051.2 
kWh/ 

kW・年 

地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）策定マニュアル（第１

版） 

⑥ 
代替される CO2の排出係

数 
0.33 

kg-CO2/ 

kWh 

電気事業連合会の目標値（平

成 32年） 

算出根拠 

CO2削減効果 2,402 t-CO2/年 ③×④×⑤×⑥÷1000 

 

対策内容 太陽熱高度利用システムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 事業所数（平成 18年度） 1,794 事業所 善通寺市統計書 

② 導入意向 27.3 % 

事業者アンケートで「導入を予

定、検討している」「今後、導入

を検討してみたい」と回答した人

の割合 

③ 導入想定台数 490 台 ①×② 

④ 
1 台あたりの年間太陽熱

利用可能量 
13,060 MJ/台 ソーラーシステム振興協会資料 

⑤ 
代替される CO2の排出係

数（LPG） 
0.05903 

kg-CO2/

MJ 
排出係数×(44÷12)÷1000 

算出根拠 

CO2削減効果 378 t-CO2/年 ③×④×⑤÷1000 
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対策内容 ヒートポンプシステムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 事業所数（平成 18年度） 1,794 事業所 善通寺市統計書 

② 導入意向 20.5 % 

事業者アンケートで「導入を予

定、検討している」「今後、導入

を検討してみたい」と回答した人

の割合 

③ 導入想定台数 368 台 ①×② 

④ 1 台あたりの CO2削減量 565 
kg-CO2/

年・台 

チームマイナス６％（現在はチャ

レンジ 25）HP 

算出根拠 

CO2削減効果 208 t-CO2/年 ③×④÷1000 

 

対策内容 事業所の省エネ化 

内容 値 単位 備考 

① 事業所数（平成 18年度） 1,794 事業所 善通寺市統計書 

② 対応意向 34.1 % 

事業所アンケートで既存の設

備・機器の省エネ化に「これから

取り組みたい」と回答した事業者

の割合 

③ 対応事業所数 612 事業所 ①×② 

④ 
事業所あたりの CO2排出

量（平成 32年度） 
31 

t-CO2/ 

事業所・年 

民生業務部門における排出量

（平成 32年度）÷① 

⑤ 
CO2 排出量（対応事業

所） 
19,171 t-CO2/年 ③×④ 

⑥ 省エネ化率 20.0 % 想定 

算出根拠 

CO2削減効果 3,834 t-CO2/年 ⑤×⑥ 
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④ 民生家庭部門 

対策内容 太陽光発電システムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数（平成 23年度） 13,180 世帯 第 5次善通寺市総合計画 

② 導入意向 32.3 % 

市民アンケートで「導入を予定、

検討している」「今後、導入を検

討してみたい」と回答した人の割

合 

③ 導入想定台数 4,257 台 ①×② 

④ 一世帯あたりの導入容量 3.5 kW 

地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）策定マニュアル（第１

版）簡易版 

⑤ 1kW あたりの年間発電量 1,051.2 
kWh/ 

kW・年 

地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）策定マニュアル（第１

版） 

⑥ 
代替される CO2の排出係

数 
0.33 

kg-CO2/k

Wh 

電気事業連合会の目標値（平

成 32年） 

算出根拠 

CO2削減効果 5,169 t-CO2/年 ③×④×⑤×⑥÷1000 

 

対策内容 太陽熱高度利用システムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数（平成 23年度） 13,180 世帯 第 5次善通寺市総合計画 

② 導入意向 20.3 % 

市民アンケートで「導入を予定、

検討している」「今後、導入を検

討してみたい」と回答した人の割

合 

③ 導入想定台数 2,676 台 ①×② 

④ 
1 台あたりの年間太陽熱

利用可能量 
13,060 MJ/台 ソーラーシステム振興協会資料 

⑤ 
代替される CO2の排出係

数（LPG） 
0.05903 

kg-CO2/

MJ 
排出係数×(44÷12)÷1000 

算出根拠 

CO2削減効果 2,063 t-CO2/年 ③×④×⑤÷1000 
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対策内容 ヒートポンプシステムの導入 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数（平成 23年度） 13,180 世帯 第 5次善通寺市総合計画 

② 導入意向 28.7 % 

市民アンケートで「導入を予定、

検討している」「今後、導入を検

討してみたい」と回答した人の割

合 

③ 導入想定台数 3,783 台 ①×② 

④ 1 台あたりの CO2削減量 565 
kg-CO2/

台・年 

チームマイナス６％（現在はチャ

レンジ 25）H P 

算出根拠 

CO2削減効果 2,137 t-CO2/年 ③×④÷1000 

 

対策内容 住宅の省エネ改修の実施 

内容 値 単位 備考 

① 住宅数 13,040 戸 平成 20年住宅・土地統計調査 

② 対策住宅数 1,390 戸 

平成 20 年住宅・土地統計調査

（二重サッシ又は複層ガラスの

窓） 

③ 非対策住宅割合 89.3 % （①－②）÷① 

④ 今後の対策住宅割合 50.0 % 想定 

⑤ 対応する住宅数 5,825 戸 ①×③×④ 

⑥ 
省エネ改修前の CO2 排

出量（冷暖房） 
718 

kg-CO2/

件・年 

温室効果ガスインベントリオフィ

ス 2008 年 

冷房＋暖房（家庭における CO2
排出量（世帯あたり）） 

⑦ 
省エネ改修による冷暖房

負荷削減率 
19.0 % 

地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）策定マニュアル（第１

版）簡易版 

算出根拠 

CO2削減効果 795 t-CO2/年 ⑤×⑥×⑦÷1000 
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対策内容 省エネ型エアコンへの買い替え 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数（平成 23年度） 13,180 世帯 第 5次善通寺市総合計画 

② 対応意向 20.0% % 想定 

③ 対応世帯数 2,636 世帯 ①×② 

④ 
1 世帯あたりの CO2削減

量 
97 

kg-CO2/

世帯・年 

チームマイナス６％（現在はチャ

レンジ 25）HP 

算出根拠 

CO2削減効果 256 t-CO2/年 ③×④÷1000 

 

対策内容 省エネ型冷蔵庫への買い替え 

内容 値 単位 備考 

① 世帯数（平成 23年度） 13,180 世帯 第 5次善通寺市総合計画 

② 対応意向 20.0% % 想定 

③ 対応世帯数 2,636 世帯 ①×② 

④ 
1 世帯あたりの CO2削減

量 
123 

kg-CO2/

世帯・年 

チームマイナス６％（現在はチャ

レンジ 25）HP 

算出根拠 

CO2削減効果 324 t-CO2/年 ③×④÷1000 
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（２）非エネルギー起源 

① 廃棄物 

対策内容 一般廃棄物の焼却量の削減 

内容 値 単位 備考 

① 
一般廃棄物焼却量（平成

20年度） 
6,349 t 善通寺市統計書 

② 削減率 40.0 % 
想定（排出量削減 20％、焼却率

削減 20％） 

③ 削減量 2,540 t ①×② 

④ 含水率（平成 20年度） 47.0 % 

⑤ 
組成（プラスチック）（平成

20年度） 
18.8 % 

⑥ 
組成（繊維くず）（平成 20

年度） 
10.0 % 

善通寺市のごみ組成データ 

⑦ 
合成繊維くず割合（平成

20年度） 
55.9 % 

日本国温室効果ガスインベント

リ報告書 

⑧ 焼却量（プラスチック） 254 t ③×④×⑤ 

⑨ 焼却量（合成繊維） 75 t ③×④×⑥×⑦ 

⑩ 
CO2 削減量（プラスチッ

ク） 
702 t-CO2/年 

⑧×排出係数（その他の廃プラ

スチック類） 

⑪ CO2削減量（合成繊維） 172 t-CO2/年 ⑨×排出係数（合成繊維） 

⑫ CH4削減量 4 t-CO2/年 
③×排出係数（准連続燃焼式

焼却施設）×21 

⑬ N2O削減量 42 t-CO2/年 
③×排出係数（准連続燃焼式

焼却施設）×310 

算出根拠 

CO2削減効果 920 t-CO2/年 ⑩＋⑪＋⑫＋⑬ 
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４．用語説明 

 

用  語 説    明 

ア行 

ISO14001 

環境リスクの低減及び環境への貢献と、経営との両立を目指すマネジメントシス

テム。事業活動を取り巻く環境リスクはますます多様になり、中堅・中小組織にお

いても環境リスクの低減努力や環境への貢献活動の重要度が増している。環境

マネジメントシステムを積極的に取り入れ、環境と経営の両立を目指す取組み

は、持続可能な発展を求める組織の価値を高めるものとして幅広いステークホル

ダー（利害関係者）から高く評価されている。 

アイドリング・ス

トップ 

アイドリングとは、自動車のエンジンを無負荷で低速回転させている状態のことを

言う。アイドリング・ストップとは、自動車が走っていない時（一時駐車時等）に無

駄なアイドリングを行わないことで、燃料の節約や排気ガスの削減が期待され

る。 

アダプション・プ

ログラム 

公園、道路、河川等の公共施設の清掃や美化活動を市民ボランティアに委託、

親代わりになった気持ちで管理してもらう制度。まちがきれいになるのと同時に

清掃や管理費用を削減できるメリットがある。1985 年アメリカテキサス州運輸局が

散乱ごみ対策として始めた「アドプト・ア・ハイウェイ」が起源であり、善通寺市に

導入されたのは、1999 年 4 月。アダプト・プログラム、里親制度、アダプト制度等

とも言われる。 

エコアクション

21 

企業や学校、公共機関等が「環境への取組みを効果的・効率的に行うシステム

を構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価

し、報告する」ために、環境省が主体となって普及を進めている環境マネジメント

システム。要求事項や費用等において、環境マネジメントシステムの世界標準と

される ISO14001 ほどハードルが高くなく、中小企業等にも取り組みやすくなって

いる。2004 年 10 月より、認証・登録制度もスタート。認証・登録を希望する事業

者は、環境省のガイドラインに沿って環境活動に取り組み、審査に合格すれば

「エコアクション 21 事業者」として認証・登録される。 

エコショップ 
環境への負荷の少ない社会を築くために、簡易包装の推進やトレイ等の資源回

収ボックスの設置をはじめ、その他様々な環境保全に積極的に取り組む小売店

等の事業所を行政が認定・登録する制度。 

エコ・プリンシパ

ル 

プリンシパルとは、本来「頭、長、校長」等という意味で、善通寺市環境基本計画

における造語。善通寺市民の環境保全への取組みを促進するために、地域の

人の様々な意見を掘り起こし、それを調整して合意形成を図るお手伝いをするコ

ーディネーター役である。 

エコマーク 
（財）日本環境協会の認定した環境保全商品に表示されており、例えば、回収さ

れた食品トレイを原料としたボールペンや、廃棄の際にプラスチック部分と金属

部分が容易に分別できるファイル類等につけられている。 

エコライフ 環境に配慮した生活のこと。 

NPO 

NPO（NonProfit Organization）とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成

員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称。法人格の有無を問わ

ず、様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の

多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されている。市民が

自発的に行う社会サービス提供活動を行いやすくするための制度基盤として、

日本では 1998 年に｢特定非営利活動促進法｣（NPO法）が制定された。 
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用  語 説    明 

温室効果ガス 

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効

果をもたらす気体の総称。「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、二

酸化炭素(CO2)､メタン(CH4)､一酸化二窒素(N2O)､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)の 6 種類が温室効果ガ

スとして定められており、京都議定書における排出量削減対象ともなっている。 

カ行 

化石燃料 

化石燃料とは、動物や植物の死骸が地中に堆積し、長い年月の間に変成してで

きた有機物の燃料のことで、主なものに、石炭、石油、天然ガス等がある。その燃

焼に伴い、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素や、大気汚染の原因物質で

ある硫黄酸化物、窒素酸化物等が発生し、また、資源としての埋蔵量にも限りが

あるため、化石燃料に代わる新エネルギーの開発が急務となっている。一方で、

化石燃料をクリーンに使うための技術開発も進められている。 

家電リサイクル法 
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの家電 4 品目のリサイクルを義務付ける法律

で 1998 年 5 月に成立し、2001 年 4 月から施行。（特定家庭用機器再生商品化

法の通称） 

環境アセスメント 
道路、ダム事業等、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある行為について、事前

に環境への影響を十分調査、予測、評価して、その結果を公表して地域住民等

の関係者の意見を聞き、環境配慮を行う手続きの総称。環境影響評価ともいう。 

環境アドバイザー 

香川県下における地域の環境保全活動を推進するため、環境保全についての

有識者や環境保全活動の実践者等を｢環境アドバイザー｣として委嘱し、市町・

企業及び各種団体が開催する環境保全に関する研修会等の要請に応じ派遣し

ている。 

環境カウンセラー 

環境省が実施している制度で、環境保全に関する活動を行おうとする市民や事

業者等に自らの知識や経験を活用して助言などを行う人材を、環境カウンセラ

ーとして登録し一般に公表することにより、市民や事業者等の環境保全活動を

推進する。 

環境基本計画 

「環境基本法」第 15 条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的・長期

的な施策の大網等を整理している。また、環境基本計画には、政府の取組みの

方向を示すのみならず、地方公共団体、事業者、国民のあらゆる主体の自主

的、積極的取組みを効果的に全体として促す役割もある。 

環境と開発に関す

る国連会議 

(地球サミット) 

地球環境問題の対策を課題に、1992 年 6 月、リオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で

開催された｢環境と開発に関する国連会議｣（地球サミット）では、地球環境問題

についての歴史的な会議として世界の各国の元首、首脳の参加の下に行われ

た。また、地球温暖化防止のための気候変動枠組条約、生物多様性条約への

署名が始まるとともに、環境と開発に関するリオ宣言、アジェンダ２１、森林原則

声明が合意された。 

環境への負荷 

人間の活動が環境に与える悪影響。｢環境基本法｣第 2 条第 1 項において、｢環

境への負荷｣とは、人の活動により環境に与えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因となるおそれのあるものと定義されている。汚染物質等が排出さ

れることによるもの以外にも、動植物等の自然物が損なわれることによるもの、自

然の景観が変更されることによるもの、また、二酸化炭素のように徐々に蓄積して

支障を招く可能性のあるものも含まれている。 
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用  語 説    明 

環境保全型農業 

農業が有する物質循環型産業としての物質を最大限に活用し、農業が持つ環

境保全機能を一層向上させるとともに、環境への負荷をできるだけ減らしていく

ことを目指すタイプの農業のこと。具体的には、化学肥料や農薬に大きく依存し

ない、家畜ふん尿等の農業関係排出物等をリサイクル利用するなどの取組みが

あげられる。 

環境マネジメント

システム 

環境マネジメントシステムとは、企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守

することにとどまらず、自主的・積極的に環境保全のためにとる行動を計画・実

行・評価することをいう。そのため、①環境保全に関する方針、目標、計画等を

定め、②これを実行、記録し、③その実行状況を点検して方針等を見直す一連

の手続きを｢環境マネジメントシステム｣という。また、こうした一連のシステムの中

で、自主的な環境管理に関する計画等の点検作業が｢環境監査｣と呼ばれる。な

お、このシステムの国際規格（ISO14000 シリーズ）が、1996年 9月 1日に正式に

発行され、それを受けて、我が国でも 10月 20 日に JIS 化された。 

気候変動枠組条約 

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもた

らす様々な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約。1992年にリ

オ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された｢環境と開発に関する国連会議｣（地球

サミット）において採択され、1994年 3月発効。日本は、1992年に署名、1993年

に批准。 

揮発油 
原油を分別蒸留する際、低沸点で得られる油。普通燃料用のものをガソリン、溶

剤用のものをベンジンと呼ぶ。 

協働 
まちづくりや環境に関する協力体制を示す言葉で、ここでは市民・事業者・市

が、環境改善について共に考え、共に取組みを進めていくことを表す。パートナ

ーシップともいう。 

京都議定書 

1997 年に京都で開催されたCOP3 において採択された議定書。2005 年 2月に

発効した。二酸化炭素（CO2）など6種類の温室効果ガスを先進国全体で削減す

ることを義務づけるとともに、排出量取引等の京都メカニズムや森林吸収源の算

定などを盛り込んでいる。 

グリーン購入 
市場に供給される製品・サービスの中から、環境への負荷が少ないものを優先

的に選択すること。環境に配慮した消費者をグリ一ン・コンシューマーと呼び、香

川県でもその普及に努めている。 

グリーン購入ネッ

トワーク 

グリーン購入ネットワーク（GPN）は、グリーン購入が環境配慮型製品の市場形成

に重要な役割を果たし、市場を通じて環境配慮型製品の開発を促進し、ひいて

は持続可能な社会の構築に資する極めて有効な手段であるという認識のもと

に、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政機関、民間団体等の緩やかな

ネットワークと情報発信の組織として 1996 年に設立したもの。 

グリーン購入法 

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組み」に加え、「需要

面からの取組みが重要である」という観点から、平成12年5月に「循環型社会形

成推進基本法」の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律（グリーン購入法）」が制定された。同法は、国等の公的機関が

率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進す

るとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の

転換を図り，持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指している。 
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用  語 説    明 

グリーンマーク 
古紙利用製品に表示することにより、古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの促

進を図ることを目的としている。 

国内排出量取引制

度 

日本で 2008 年に試行運用が始まった排出量取引制度。排出量取引は、CO2の

削減目標を達成するため、排出枠を市場で取引する仕組みのこと。 

コージェネレーシ

ョン 

発電時等に発生した排熱を冷暖房や給湯などの熱源として利用する仕組みのこ

と。火力発電など従来の発電システムでは、発電後の排熱は失われていたが、

コージェネレーションでは最大 80％近くの高効率利用が可能となる。また、利用

する施設で発電することができるため送電ロスも少ない。このため省エネルギー

や CO2 の削減に効果がある発電方式として、地球温暖化対策としても期待され

ている。 

コーディネート 
利害の異なる市民同士、市民・事業者・市など立場の異なる人たちなど、人と人

との橋渡しをし、市民参加の事業が実現するよう調整し、まとめること。コーディネ

ーターとは、調整しまとめる役割を果たす人を指す。 

サ行 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循

環型社会形成推進基本法では、まず製品等が廃棄物等となることを抑制し、次

に排出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後に

どうしても利用できないものは適正に処分することが確保されることにより実現さ

れる、「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社

会」としている。 

循環型社会形成推

進基本法 

廃棄物対策とリサイクル対策を、総合的・計画的に推進するため、ごみの処理や

リサイクルの取組みに関して、①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、

⑤適正処分の優先順位をはじめて法律で定めた。また、国、地方公共団体、事

業者及び国民の主体の責務として、①事業者・国民の「排出者責任」を明確化

し、②生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで

一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を明確化した。さらに、循環型

社会の形成のため、以下の国の施策を明示した。 

①廃棄物等の発生抑制のための措置 

②「排出者責任」の徹底のための規制等の措置 

③「拡大生産者責任」を踏まえた措置（製品等の引取り・循環的な利用の実施、

製品等に関する事前評価） 

④再生品の使用の促進 

⑤環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を

負担させる措置等 

新エネルギー 

日本においては、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」で、「経済

性の面での制約から普及が十分でないもので、その促進を図ることが石油代替

エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義され、太陽光発電や風

力発電、バイオマスなど 10 分類が指定されている。なお、環境分野では、クリー

ンエネルギーや自然エネルギーという言葉が新エネルギーとかなり重複した意

味合いで使われることがある。 



資料編 

 - 58 - 

 

 

 

 

用  語 説    明 

３Ｒ 

Reduce（リデュース＝廃棄物を出さない）、Reuse（リユース＝再使用する）、

Recycle（リサイクル＝再資源化する）の略称。廃棄物をできるだけ出さず、使用

済みの物を再使用や再利用にまわそうというもので、循環型社会をつくっていく

上で基本的な考え方となる。３Ｒの理念に基づき、国内では各種リサイクル法が

整備されている。 

スリフト・ショッ

プ 

善通寺市では、未来クルパーク 21 内に設けている。アメリカではよくみられる非

営利団体の経営する古着・古道具の店のこと。アメリカでのシステムは、買い取

ってもらうのでなく、リユースのために無料でお店に渡すシステム。寄付した人は

その分税金が控除され、また、売上は福祉団体等に寄付される。｢スリフト｣を直

訳すると「倹約、寄附」となる。 

節水コマ 
節水コマは、従来型のひねる形式の蛇口に入っている通常のコマに代えて蛇口

内に取り付けるだけで、水の出る量を 1 分間に 6 ㍑も節約できる。特に、比較的

長い時間出しっぱなしにする台所で効果を発揮し、使用量は最大半減する。 

全量固定価格買取

制度 

国や自治体などが導入する再生可能エネルギーの促進政策のひとつで、電力

会社に対して、再生可能エネルギーによる電力の全量を一定期間だけ固定価

格で買い取るよう義務づけるもの。ドイツやスペインなどの導入国では再生可能

エネルギーの供給量が急増し、その実績が評価されるようになった。 

タ行 

代替フロン 
オゾン層を破壊する特定フロンの代わりに用いられているフロンのことで、冷蔵

庫や空調機の冷媒などに利用されている。 

太陽光発電システ

ム 

シリコン半導体等に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネ

ルギーを直接電気に変換する発電方法。太陽の光を受けた太陽電池が、直流

の電気を発生し、それを変換器で交流の電気に変換することにより、商用電力

（電力会社から買う電気）と同様に家庭等で使用することができるようにするシス

テム。 

地球温暖化 

地球の温度は、太陽の日射熱と地球から宇宙へと放出される熱とのバランスによ

り一定を保っている。ところが、大気中には地球から放出される熱を逃がしにくい

二酸化炭素、メタン、フロン、一酸化二窒素等の温室効果ガスが含まれている。

これらが増えすぎると、宇宙空間へ放出される熱が地表面に戻され、地上の気

温が上昇する現象。 

地球温暖化防止京

都会議（COP3） 

2000 年以降の地球温暖化対策の国際的な取組みと、先進諸国の具体的な温

室効果ガス削減目標について、法的拘束力のある議定書をとりまとめることを目

的とし、1997年12月1目～10日にかけて、京都において開催された。最終的に

は、二酸化炭素をはじめとする 6 種類の温室効果ガスを対象とすること、2008～

2012 年にいわゆる西側先進諸国全体で 1990 年比 5.2%の削減を行うこと（日本

6％、米国 7％、ＥＵ8％）などを決めた「京都議定書」が採択された。 

鳥獣保護区 

鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律（鳥獣保護法）」に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区

域のこと。一般に、環境大臣が指定したのを国指定（以前は国設）鳥獣保護区、

都道府県知事が指定したのを県（都道府）指定（以前は県設）鳥獣保護区と呼ん

でいる。鳥獣保護区の存続期間は 20年以内と定められている。 

低炭素社会 
現状の産業構造やライフスタイルを変えることなく地球温暖化の原因となる二酸

化炭素の排出を低く抑えた社会のこと。 
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ナ行 

二酸化炭素 

炭素を含む物質の燃焼や生物の呼吸によって発生するが、化石燃料の燃焼や

熱帯雨林の破壊などに起因して年々増加している。太陽光線によって暖められ

た地表面から放射される赤外線を吸収して大気を暖め、一部の熱を再放射して

地表の温度を高める「温室効果ガス」の一種。地球温暖化の原因となる。 

ノーマイカーデー 
行政が中心になって、日や曜日を指定して「この日には、マイカーを使わない」と

いう運動。 

ハ行 

パーク・アンド・

ライド 

出発地からは自動車を利用し，途中で電車やバス等に乗り換えて目的地まで移

動する方式。地方都市等の都心部渋滞対策として導入されている。 

バイオマス 

生態学用語では、ある時点で任意の空間内に存在する生物体の量を意味し、

重量又はエネルギー量で表す。バイオマスには、太陽エネルギーが植物の光合

成によって生体内に固定、蓄積されており炭素や水素が含まれる。具体的に

は、生物の体やふん尿、木炭や薪（まき）等がその一種。おがくず等の廃棄物を

ペレット化したもの、ふん尿等の発酵によるメタンガスは、代替エネルギーとして

注目を浴びている。 

フィードバック 
結果について伝達するだけでなく、結果を導くための計画立案や実践行動の反

省点についての情報を伝達することを指す。 

フリーマーケット 
公園等で，不用品の売買・交換を行う市。環境保護のためのリサイクル運動とし

て行われることが多い。 

フロン 

我が国のみが使用している呼び名で、炭化水素に塩素、フッ素が結合した化合

物（フルオロカーボン）をいう。スプレー噴霧剤、冷却剤、潤滑剤、殺菌剤、溶剤

等として使われる。上層大気中で分解されたとき放出する塩素がオゾンと反応す

るので、オゾン層を破壊することが知られている。また、強力な温室効果も持つ。 

ペレット 
木くず等を 15 ㎜程度の小さな円筒状に成形したもので、ストーブ・ボイラーの燃

料として使用する。  

保安林 

保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保

全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知

事によって指定される森林のこと。保安林では、それぞれの目的に沿った森林

の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更などが規制される。 

ボランティア公園 

ボランティア活動を推進することを目的に整備する公園で、草刈り等、日常の管

理に所有者が困っているような利用されていない土地を市が無償で借り受け、

近隣住民に公園づくりに参加してもらい、市の負担により工事を行う。公園の管

理については地元住民参加によるボランティアにより運営される。善通寺市独自

の制度。 

リサイクル 
再循環させること、再生利用することという意味から、もう一度資源として利用し再

生して使用することを意味する。 

リデュース 
減少する、下げるという意味から、ごみの発生源となる行動を抑制し、根本からご

みの減量をすること。 

リユース 
再び利用すること、再利用を意味することから、製品をそのまま、若しくは修理す

るなどして再び使用すること。 
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