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１ はじめに 

市役所はその職員数や事業規模が大きい事業体であり、地球温暖化対策の推進に関する法律

に基づき地球温暖化対策実行計画の策定義務があることから、自らの事務事業に伴って排出さ

れる温室効果ガスの排出量を率先して抑制することにより、地域の温室効果ガスの実質的な排

出抑制を図るとともに、市民・事業者の行う地球温暖化防止に向けての自主的な取り組みを促

進することを目的に、平成１３年３月に「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

その後、温暖化対策に関する国内外の状況の変化や市の施設の新設もあったことから、平成

２０年１月に第二次計画、平成２５年３月に第三次計画、平成２９年３月に第四次計画を策定

しました。 

本報告書は、平成２９年度における温室効果ガス排出量を算定し、基準排出年度（平成２７

年度）の排出量と比較して達成度を報告するものであり、今回が、第四次計画の初年度の報告

となります。 

 

２ 計画の概要 

（１）基準年度と計画期間 

平成２７年度を基準年度とし、平成２９年度から平成３３年度までの５年間です。 

 

（２）計画の範囲 

本計画では、全ての市有施設（Ｐ.１５～Ｐ.１７〈対象施設一覧〉を参照）を計画の範囲

とし、全ての事務事業を対象としています。ただし、委託等により管理するものを除きます。 

  

（３）対象となる温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象となるものは以下の７種のうち、

本市の事務及び事業において対象となる活動が無いパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、   

六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）を除いた二酸化炭素（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）の４種を対象と

します。 

 

（４）目標値の設定 

平成３３年度までに平成２７年度比でマイナス６％を目標としています。 

（基準値：10,144,250,0 kg-CO2、目標値：9,535,595 kg-CO2） 

 

（５）温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条において、温室効果ガス総排出量に係る温

室効果ガスの排出量の算定方法、及び排出係数が決められています。 

しかし、計画策定後に法律の改正による排出係数の変更があった場合、年度ごとの取組成果の

比較を正確に出来ないことから、本市の年次報告では、基準年度（平成２７年度）の排出係数を一

貫して用いることで、整合性を確保しています。 
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排出係数一覧 （温室効果ガス排出量を算出するために、活動項目毎で使用する係数） 

活動項目 排出ガス 報告単位 排出係数 

（Ｈ２７年度） 

ガソリン ＣＯ2 Ｌ ２．３２ 

灯油 ＣＯ2 Ｌ ２．４９ 

軽油 ＣＯ2 Ｌ ２．５８ 

Ａ重油 ＣＯ2 Ｌ ２．７１ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ＣＯ2 ㎏ ３．００ 

都市ガス ＣＯ2 ㎥ ２．２３ 

電気使用量 ＣＯ2 kWh ０．５０５ 

普通・小型自動車走行量 （ガソリン・ＬＰＧ等） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２９ 

軽自動車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

普通貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３９ 

小型貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２６ 

軽貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

特殊用途車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３５ 

普通・小型自動車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００２ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００７ 

普通貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００１４ 

小型貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００７６ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００９ 

特殊用途車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１３ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２５ 

封入カーエアコンの使用（年間） ＨＦＣ 台 ０．０１ 

一般廃棄物焼却量 （全量・連続） ※ 
ＣＨ4 

ｔ 
０．０７７ 

Ｎ2Ｏ ０．０５３９ 

下水処理量 
ＣＨ4 

㎥ 
０．０００８８ 

Ｎ2Ｏ ０．０００１６ 

ディーゼル機関（定置式）における軽油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６４ 

ディーゼル機関（定置式）におけるＡ重油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６６ 

汚泥焼却量（し尿・公下・集排） ※ 
ＣＨ4 

ｔ 
０．００９７ 

Ｎ2Ｏ １．０９ 

  ※現在、市の施設では焼却を行っていない。 

 

温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量 ＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 

※地球温暖化係数 

 【ＣＯ2＝１ ＣＨ4＝２５ Ｎ2Ｏ＝２９８ ＨＦＣ＝１４３０】 
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３ 温室効果ガス排出状況 

（１）年度別温室効果ガス総排出量 

平成２９年度の市役所全体における温室効果ガス総排出量は 10,373,994.3 kg-CO2 で､基

準値：10,144,250.0 kg-CO2と比較して+229,744.3 ㎏-CO2（+2.26％）と増加しています。 

年度別温室効果ガス総排出量 (単位：kg-CO2) 

区  分 
Ｈ２７年度 

(基準値) 
Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 

温室効果ガス

総排出量 

【※１】 
10,144,250.0 

 
10,373,994.3 - - - - 

基準年度に対

する増減率 
― +2.26% -% -% -% -% 

 

 

（２）排出項目別温室効果ガスの排出量 

ア 全体 

項目（要因）別温室効果ガス排出量（CO2換算値） （単位：kg-CO2） 

項 目 （ 要 因 ） 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 
基準年度との差 

増減率 

（％） 

電気の使用 8,349,274.6  7,965,756.5  383,518.1 4.81 

都市ガスの使用 763,019.1  703,601.0  59,418.1 8.44 

灯油の使用 469,719.0  618,557.1  -148,838.1 -24.06 

下水処理 363,686.8  368,447.0  -4,760.2 -1.29 

ガソリンの使用 166,819.5  216,069.6  -49,250.1 -22.79 

軽油の使用 153,693.4  147,147.2  6,546.2 4.45 

LPGの使用 79,521.6  81,651.6  -2,130.0 -2.61 

自動車の走行 8,500.7 9,326.2 -825.5 -8.85 

Ａ重油の使用 19,593.3  33,441.4  -13,848.1 -41.41 

ディーゼル機関（定置式） 166.3  251.2  -84.9 -33.80 

合計 10,373,994.3 【※２】10,144,248.8  229,745.5 2.26 

（参考）電気の使用以外 2,024,719.7 2,178,492.3 -153,772.6 -7.06 

基準年度以降に温室効果ガス排出量の増減に直結する施設の増改廃はありません。 

電気、都市ガス、軽油の使用による温室効果ガス排出量が増加しています。 

なお、電気の使用を除いた温室効果ガス排出量の合計は７．０６％の減となっています。 

   温室効果ガス排出量全体に対する各項目の排出量の割合のグラフを【図１】のとおり示し

た。 

 

【※１】基準値及び【※２】基準年度合計の数値が異なるが、これは基準値が基準年度（平成２７年度）

実績の数値を四捨五入したもので設定されているため。 
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イ 電気 

部門別電気使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

企画財政部 0.0 0.0 0.0  なし 

総務部 570,701.5 559,606.7 11,094.8  庁舎 

市民健康部 1,013,557.0 933,683.9 79,873.1  健康づくり支援センター、防犯灯 

福祉部 208,452.5 207,378.4 1,074.1  保育所 

環境経済部 602,158.0 587,156.9 15,001.1  ごみ処理施設、ゆりの里 

都市建設部 2,009,555.1 1,932,479.1 77,076.0  終末処理場、公園、道路照明 

教育部 2,316,707.7 2,224,536.0 92,171.7  臨海スポーツセンター、小中学校 

水道局 1,429,483.4 1,339,957.4 89,526.0  浄水場、配水場、揚水機場 

消防機関 198,659.4 180,958.1 17,701.3  各消防署 

その他 0.0 0.0 0.0  なし 

合計 8,349,274.6 7,965,756.5 383,518.1  増減率 +4.81 

冷・暖房、照明、パソコン等の事務機器、機械動力など幅広く使用されています。 

市の施設全体の温室効果ガス排出量の項目別では、電気の使用によるものが最も多く、本

計画の基準年度である平成２７年度において排出量全体の約８割を占めており、電気使用量

の削減を進めることが効果的です。 

 しかし、電気の使用については近年増加傾向にあり、平成２９年度の電気の使用による温

室効果ガス排出量は平成２７年度と比較して４．８１％の増加となっています。 

基準年度と比較して夏場が高温であり冬場が低温であったことにより、冷暖房器具への電

気使用が増加したものと考えられ、すべての部門で基準年度より排出量が増加しています。 

  

ウ 都市ガス 

部門別都市ガス使用による温室効果ガス排出量 （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

総務部 59,364.8 66,777.4 -7,412.6  庁舎 

市民健康部 12,033.1 7,666.7 4,366.4  保健センター 

福祉部 4,375.3 4,299.4 75.9  保育所 

環境経済部 247.5 252.0 -4.5  クリーンセンター管理棟 

教育部 669,542.0 612,884.6 56,657.4  学校給食センター、小中学校 

消防機関 17,456.4 11,720.9 5,735.5  中央消防署 

合計 763,019.1 703,601.0 59,418.1  増減率 +8.44％ 

   暖房、給湯用、調理用の燃料として使用されています。 

最も多く使用しているのは学校給食センターで、使用量は全体の約５割を占めております。 

平成２９年度の都市ガスの使用による温室効果ガス排出量は、公民館の暖房及び学校給食

センターでの使用が増えたため平成２７年度と比較して ８．４４％の増加となっています。 
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エ 灯油 

部門別灯油使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

福祉部 22,602.9 18,084.6 4,518.3  保育所、福祉作業所 

環境経済部 389.0 0.0 389.0  農業センター、農村公園 

都市建設部 0.0 149.4 -149.4  公園管理事務所 

教育部 446,727.1 600,323.1 -153,596.0  臨海スポーツセンター、小中学校 

合計 469,719.0 618,557.1 -148,838.1  増減率 -24.06％ 

   暖房、ボイラー、給湯用燃料として使用されています。 

   最も多く使用しているのは臨海スポーツセンターで、基準年度において使用量は全体の 

約９６％を占めています。 

平成２９年度の灯油の使用による温室効果ガス排出量は、平成２７年度と比較して   

２４．０６％の減少となっています。 

臨海スポーツセンターにおいて、１月及び２月に改修工事に伴う営業休止により燃料を使

用しなかったことが主な要因です。 

 

オ 下水処理 

部門別下水処理による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

都市建設部 363,686.8  368,447.0  -4,760.2 終末処理場、東部浄化センター 

合計 363,686.8  368,447.0  -4,760.2 増減率 -1.29％ 

平成２９年度の下水処理による温室効果ガス排出量は、平成２７年度と比較して１．２９％

の減少となっています。 
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カ ガソリン 

部門別ガソリン使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

企画財政部 5,613.5 7,259.1 -1,645.6  公用車 

総務部 12,013.7 12,934.2 -920.5  公用車 

市民健康部 8,044.3 56,405.4 -48,361.1  公用車 

福祉部 17,735.3 17,300.1 435.2  公用車 

環境経済部 24,371.1 19,629.1 4,742.0  公用車 

都市建設部 16,817.6 22,218.8 -5,401.2  公用車 

教育部 21,533.7 19,487.7 2,046.0  公用車、総合運動場 

水道局 5,362.2 5,037.0 325.2  公用車 

消防機関 52,141.6 52,889.9 -748.3  公用車 

その他 3,186.5 2,908.3 278.2  公用車 

合計 166,819.5 216,069.6 -49,250.1  増減率 -22.79％ 

※（参考） 166,819.5 169,444.6 -2,625.1  増減率 -1.55％ 

※基準年度における健康づくり支援センター公用車（当時）を除いた合計の比較 

主に公用車の燃料に使用されています。 

平成２９年度のガソリンの使用による温室効果ガス排出量は平成２７年度と比較して  

２２．７９％の減少となっていますが、健康づくり支援センターのバスが市の管理から外れ

たことによるものが大きな理由であり、これを除くと１．５５％の減少となります。 

公用車の効率的な運用により、総走行距離が減少していることや、公用車の更新により燃

費抑えられたことが主な要因です。 

 

キ 軽油 

部門別軽油使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

総務部 35,979.1 31,021.4 4,957.7  公用車、庁舎 

福祉部 26,598.5 25,812.3 786.2  公用車 

環境経済部 1,238.4 1,388.0 -149.6  公用車、クリーンセンター 

都市建設部 3,997.2 5,183.9 -1,186.7  公用車 

教育部 41,559.9 42,978.9 -1,419.0  公用車、総合運動場 

水道局 3,544.1 3,351.4 192.7  公用車、浄水場、配水場 

消防機関 40,776.2 37,411.3 3,364.9  公用車 

合計 153,693.4 147,147.2 6,546.2  増減率 +4.45％ 

※公用車合計 147,308.0 142,936.8 4,371.2 増減率 +3.06％ 

※公用車に使用した軽油による温室効果ガス排出量の合計 
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主に公用車や機械の燃料に使用されています。 

平成２９年度の軽油の使用による温室効果ガス排出量は、平成２７年度と比較して   

４．４５％の増となっています。 

 

 

ク ＬＰＧ 

部門別ＬＰＧ使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

総務部 1,161.6 1,061.4 100.2  庁舎 

福祉部 45,801.0 20,957.4 24,843.6 保育所、福祉作業所、児童クラブ 

環境経済部 1,193.4 1,554.0 -360.6  ゆりの里 

都市建設部 57.0 268.2 -211.2  終末処理場 

教育部 21,646.5 35,842.2 -14,195.7  小中学校、公民館 

消防機関 9,662.1 21,968.4 -12,306.3  消防署 

合計 79,521.6 81,651.6 -2,130.0  増減率 -2.61％ 

暖房、給湯用燃料として使用されています。 

平成２９年度のＬＰＧの使用による温室効果ガス排出量は、平成２７年度と比較して  

２．６１％の減少となっています。 

各施設におけるＬＰＧから電気や都市ガスへの燃料の転換が主な要因です。 

 

ケ Ａ重油 

部門別Ａ重油使用による温室効果ガス排出量  （ｋｇ－ＣＯ２） 

部  門 平成２９年度 
平成２７年度 

(基準年度) 

基準年度との

差 
主な排出源 

都市建設部 19,593.3  33,441.4  -13,848.1 奈良輪雨水ポンプ場、終末処理場 

合計 19,593.3  33,441.4  -13,848.1 増減率 -41.41％ 

定置ディーゼル機関として自家発電に使用されております。 

平成２９年度のＡ重油の使用による温室効果ガス排出量は、平成２７年度と比較して  

４１．４１％の減少となっていますが、基準年度である平成２７年度に奈良輪雨水ポンプ場

が新規に稼働開始した際の初期充填に要したものであるため、以降の年度との差異があるも

のです。 
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４ 部門別温室効果ガスの排出量 

温室効果ガスの排出量を部門別の増減は次のとおりです。 

行政組織の改正に伴い、一部の施設及び公用車に異動が有りましたが、基準年度と整合性を図

るため新所管に統一して計上しています。 

部門別温室効果ガス排出量 

 

 （単位：kg-CO2） 

部     門 平成２９年度 
平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する

増減 
増減率（％） 

(1)企画財政部 ※ 5,937.7 7,626.6 -1,688.9 -22.14 

(2)総務部 679,859.2 672,097.6 7,761.6 1.15 

(3)市民健康部 1,034,113.8 998,966.6 35,147.2 3.52 

(4)福祉部 326,837.0 295,043.4 31,793.6 10.78 

(5)環境経済部 630,666.3 610,916.9 19,749.4 3.23 

(6)都市建設部 2,414,763.5 2,363,512.5 51,251.0 2.17 

(7)教育部 3,519,237.8 3,537,588.6 -18,350.8 -0.52 

(8)水道局 1,438,720.3 1,348,646.9 90,073.4 6.68 

(9)消防機関 320,489.0 306,778.9 13,710.1 4.47 

(10)その他 ※ 3,369.7 3,070.8 298.9 9.73 

合計 10,373,994.3 10,144,248.8 229,745.5 2.26 

※排出施設が公用車のみの部門 

ほとんどの部門において排出量が増加しています。これは温室効果ガス排出要因の８割を占め

ている電気使用量が、使用するすべての部門において増加しているためです。 

 

公用車の運行による温室効果ガス排出量 （単位：kg-CO2） 

部     門 平成２９年度 
平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に 

対する増減 
増減率(%) 

公用車燃料（ガソリン・軽油） 311,816.1 357,620.2 -45,804.1 -12.81 

走行距離等による排出 8,500.7 9,326.2 -825.5 -8.85 

公用車関係排出量合計 320,316.8 366,946.4 -46,629.6 -12.71 

（参考）総走行距離（ｋｍ） 954,724.0 1,034,668.5 -79,944.5 -7.73 

排出量（健康づくり支援センター除く） 320,316.8 320,321.4 -4.6 0 

走行距離（同上）（ｋｍ） 954,724.0 961,132.5 -6408.5 -0.67 

 一般車両は管理部署を越えて使用されることにより、部門ごとの取組みと結果が必ずしも一致

しないことから、車両の運行に関わるもの全体で比較すると、１２．７１％減少しています。 

 排出量減少の大きな要因は、ガソリンの排出要因で記載したとおり、健康づくり支援センター

のバスが市の管理から外れたことによるものです。 
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（１） 企画財政部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用（L） 2,419.6  5,613.5  3,128.9  7,259.1  -709.3 -1,645.6 -22.67  

自動車走行（ｋｍ） 37,131.0  324.2  43,485.0  367.5  -6,354.0 -43.3 -11.78  

温室効果ガス排出量合計   5,937.7    7,626.6    -1,688.9 -22.14  

排出施設が公用車のみの部門です。走行距離、燃料使用量ともに減少しています。 

部全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し２２．１４％減少しています。 

 

（２） 総務部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 5,178.3  12,013.7  5,575.1  12,934.2  -396.8 -920.5 -7.12  

軽油の使用 （Ｌ） 13,945.4  35,979.1  12,023.8  31,021.4  1,921.6 4,957.7 15.98  

LPG の使用 （ｋｇ） 387.2  1,161.6  353.8  1,061.4  33.4 100.2 9.44  

都市ガスの使用 （ｍ3） 26,621.0  59,364.8  29,945.0  66,777.4  -3,324.0 -7,412.6 -11.10  

電気の使用 （ｋｗｈ） 1,130,102.0  570,701.5  1,108,132.0  559,606.7  21,970.0 11,094.8 1.98  

自動車走行 （ｋｍ） 89,401.0  632.6  95,654.0  696.5  -6,253.0 -63.9 -9.17  

ディーゼル機関（定置式）

の使用 （Ｌ） 
311.0  5.9  0.0  0.0  311.0 5.9 皆増  

温室効果ガス排出量合計   679,859.2    672,097.6    7,761.6 1.15  

 主な排出施設は市庁舎で、市庁舎の電気使用による排出が５６６，９６３．０ｋｇ－ＣＯ２で

あり、部全体の排出量の８割以上を占めています。 

 部全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し１．１５％増加しています。 

 

（３） 市民健康部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 3,467.4  8,044.3  24,312.7  56,405.4  -20,845.3 -48,361.1 -85.74  

都市ガスの使用 （ｍ3） 5,396.0  12,033.1  3,438.0  7,666.7  1,958.0 4,366.4 56.95  

電気の使用 （ｋｗｈ） 2,007,043.4  1,013,557.0  1,848,879.0  933,683.9  158,164.4 79,873.1 8.55  

自動車走行 （ｋｍ） 44,254.0  479.4  124,021.0  1,210.6  -79,767.0 -731.2 -60.40  

温室効果ガス排出量合計   1,034,113.8    998,966.6    35,147.2 3.52  

主な排出施設は健康づくり支援センター（約６４％）及び防犯灯（約３４％）で、いずれも電

気使用量が増えています。 

特に、健康づくり支援センターは平成２８年度から営業時間を拡大したことにより、温室効果
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ガス排出量が約１１％増加しています。 

部全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し３．５２％増加しています。 

 

（４） 福祉部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 7,644.5  17,735.3  7,456.9  17,300.1  187.6 435.2 2.52  

灯油の使用 （Ｌ） 9,077.5  22,602.9  7,262.9  18,084.6  1,814.6 4,518.3 25.0  

軽油の使用 （Ｌ） 10,309.5  26,598.5  10,004.8  25,812.3  304.7 786.2 3.05  

LPG の使用 （ｋｇ） 15,267.0 45,801.0  6,985.8  20,957.4  8,281.2 24,843.6 118.54  

都市ガスの使用 （ｍ3） 1,962.0  4,375.3  1,928.0  4,299.4  34.0 75.9 1.77  

電気の使用 （ｋｗｈ） 412,777.0  208,452.5  410,650.0  207,378.4  2,127.0 1,074.1 0.52  

自動車走行 （ｋｍ） 173,497.0  1,271.5  165,117.0  1,211.2  8,380.0 60.3 4.98  

温室効果ガス排出量合計   326,837.0    295,043.4    31,793.6 10.78  

主な排出施設は保育所（約６０％ 公用車含む）です。 

他の部門で電気使用量が増加している中、ほぼ横ばいの使用量を維持していますが、すべての

項目において排出量が増加しています。 

部全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し１０．７８％増加しています。 

 

（５） 環境経済部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 10,504.8  24,371.1  8,460.8  19,629.1  2,044.0 4,742.0 24.16  

灯油の使用 （Ｌ） 156.2  389.0  0.0  0.0  156.2 389.0  皆増 

軽油の使用 （Ｌ） 480.0  1,238.4  538.0  1,388.0  -58.0 -149.6 -10.78  

LPG の使用 （ｋｇ） 397.8  1,193.4  518.0  1,554.0  -120.2 -360.6 -23.20  

都市ガスの使用 （ｍ3） 111.0  247.5  113.0  252.0  -2.0 -4.5 -1.79  

電気の使用 （ｋｗｈ） 1,192,392.0  602,158.0  1,162,687.0  587,156.9  29,705.0 15,001.1 2.55  

自動車走行 （ｋｍ） 126,173.0  1,062.5  108,096.0  936.9  18,077.0 125.6 13.41  

ディーゼル機関（定置式）

の使用 （Ｌ） 
336.0  6.4  0.0  0.0  336.0 6.4 皆増  

温室効果ガス排出量合計   630,666.3    610,916.9    19,749.4 3.23  

主な排出施設はごみ処理施設（約４８％）及びし尿処理施設（約２８％）、ゆりの里（約１１％）

です。 

このうち、ごみ処理施設はごみ処理量の増加に伴い排出量が約１２％増加しており、一方、ゆ

りの里では売り場照明のＬＥＤ化により排出量が約２１％減少しています。 

部全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し３．２３％増加しています。 
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（６） 都市建設部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 7,249.0  16,817.6  9,577.1  22,218.8  -2,328.1 -5,401.2 -24.31  

灯油の使用 （Ｌ） 0.0  0.0  60.0  149.4  -60.0 -149.4 皆減  

軽油の使用 （Ｌ） 1,549.3  3,997.2  2,009.3  5,183.9  -460.0 -1,186.7 -22.89  

Ａ重油の使用 （Ｌ） 7,230.0  19,593.3  12,340.0  33,441.4  -5,110.0 -13,848.1 -41.40  

LPG の使用 （ｋｇ） 19.0  57.0  89.4  268.2  -70.4 -211.2 -78.75  

電気の使用 （ｋｗｈ） 3,979,317.4  2,009,555.1  3,826,691.4  1,932,479.1  152,626.0 77,076.0 3.99  

自動車走行 （ｋｍ） 96,882.0  914.3  110,976.0  1,082.0  -14,094.0 -167.7 -15.50  

下水処理量 （ｍ3） 5,219,386.0  363,686.8  5,287,701.0  368,447.0  -68,315.0 -4,760.2 -1.29  

ディーゼル機関（定置式）

の使用 （Ｌ） 
7,230.0  142.2  12,340.0  242.7  -5,110.0 -100.5 -41.41  

温室効果ガス排出量合計   2,414,763.5    2,363,512.5    51,251.0 2.17  

主な排出施設は終末処理場（約６８％）、東部浄化センター（約９％）、道路照明灯（約５％）

です。 

電気の使用を除く項目すべてにおいて排出量が減少しており、電気使用量も部門内の施設の多

くは減少傾向にありますが、道路照明灯、東部浄化センター及びマンホールポンプ（集排）の電

気使用量が増加しており、部全体の温室効果ガス排出量としては２．１７％の増加となっていま

す。 

 

（７） 教育部        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 9,281.8  21,533.7  8,399.9  19,487.7  881.9 2,046.0 10.50  

灯油の使用 （Ｌ） 179,408.4  446,727.1  241,093.6  600,323.1  -61,685.2 -153,596.0 -25.59  

軽油の使用 （Ｌ） 16,108.5  41,559.9  16,658.5  42,978.9  -550.0 -1,419.0 -3.30  

LPG の使用 （ｋｇ） 7,215.5  21,646.5  11,947.4  35,842.2  -4,731.9 -14,195.7 -39.61  

都市ガスの使用 （ｍ3） 300,243.0  669,542.0  274,836.0  612,884.6  25,407.0 56,657.4 9.24  

電気の使用 （ｋｗｈ） 4,587,540.0  2,316,707.7  4,405,022.0  2,224,536.0  182,518.0 92,171.7 4.14  

自動車走行 （ｋｍ） 190,649.0  1,520.9  193,178.0  1,536.1  -2,529.0 -15.2 -0.99  

温室効果ガス排出量合計   3,519,237.8    3,537,588.6    -18,350.8 -0.52  

排出量が最も多い部門であり、臨海スポーツセンターや学校給食センター、公民館や小中学校

など、排出規模の大きい施設を多数管理しています。 

項目別では、ガソリン、都市ガス、電気使用量が増加していますが、他の項目において減少し

ており、部全体の温室効果ガス排出量としては、０．５２％と微量ながら減少しています。 

減少の主な要因は臨海スポーツセンターでの灯油の使用であり、冬季の約２か月間において改

修工事に伴う営業休止による一時的なものとなっています。 
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（８） 水道局        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 2,311.3  5,362.2  2,171.1  5,037.0  140.2 325.2 6.46  

軽油の使用 （Ｌ） 1,373.7  3,544.1  1,299.0  3,351.4  74.7 192.7 5.75  

電気の使用 （ｋｗｈ） 2,830,660.0  1,429,483.4  2,653,380.8  1,339,957.4  177,279.2 89,526.0 6.68  

自動車走行 （ｋｍ） 34,013.0  322.1  32,181.0  292.6  1,832.0 29.5 10.08  

ディーゼル機関（定置式）

の使用 （Ｌ） 
439.0  8.5  439.0  8.5  0.0 0.0 0.00  

温室効果ガス排出量合計   1,438,720.3    1,348,646.9    90,073.4 6.68  

 水道の供給のための施設であり、配水量の増減により影響されます。 

基準年度から配水量が増加しており、ポンプ動力などの電気使用量が増加しています。 

部門全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し６．６８％増加しています。 

 

（９） 消防機関        

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 22,474.8  52,141.6  22,797.4  52,889.9  -322.6 -748.3 -1.41  

軽油の使用 （Ｌ） 15,804.7  40,776.2  14,500.5  37,411.3  1,304.2 3,364.9 8.99  

LPG の使用 （ｋｇ） 3,220.7  9,662.1  7,322.8  21,968.4  -4,102.1 -12,306.3 -56.02  

都市ガスの使用 （ｍ3） 7,828.0  17,456.4  5,256.0  11,720.9  2,572.0 5,735.5 48.93  

電気の使用 （ｋｗｈ） 393,385.0  198,659.4  358,333.0  180,958.1  35,052.0 17,701.3 9.78  

自動車走行 （ｋｍ） 143,793.0  1,790.0  145,800.5  1,830.3  -2,007.5 -40.3 -2.20  

ディーゼル機関（定置式）

の使用 （Ｌ） 
173.1  3.3  0.0  0.0  173.1 3.3 皆増  

温室効果ガス排出量合計   320,489.0    306,778.9    13,710.1 4.47  

各消防署及び公用車により排出します。 

電気、都市ガス、軽油の使用が増加しており、全体で４．４７％の増加となっています。 

 

（10） その他（議会事務局、農業委員会事務局ほか）    

項     目 

平成２９年度 平成２７年度 

（基準年度） 

基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用（L） 1,373.5  3,186.5  1,253.6  2,908.3  119.9 278.2 9.57  

自動車走行（ｋｍ） 18,931.0  183.2  16,160.0  162.5  2,771.0 20.7 12.74  

温室効果ガス排出量合計   3,369.7    3,070.8    298.9 9.73  

排出施設が公用車のみの部門です。走行距離、燃料使用量ともに増加しています。 

部門全体の温室効果ガス排出量は、基準年度に対し９．７３％増加しています。 
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５ 評価 

  平成２９年度は基準年度と比較して組織全体で電気使用量が増加していました。 

  この要因としては、平成２９年度は基準年度と比較して夏の気温が上昇し、冬の気

温が下降しており、そのため、空調機に使用する電力が増加したものと考えられます。 

  これは、主に暖房用に使用する都市ガス、ＬＰＧ、灯油（臨海スポーツセンターの

改修による減を除く。）を合わせた排出量が増加していることにも表れています。 

  空調の使用は、来場者、利用者へ配慮するために不可欠なものであるため、必要な

時に必要な量を使用することを意識して管理する必要があります。 

  また、照明についても必要な時に必要な場所を意識して使用する必要があります。 

 

（１）企画財政部 

  公用車の運行については、走行距離の減少と共に燃料使用量も減っています。 

消費燃費はドライバーの運転方法にも大きく影響を受けることから、今後も引き続きエコ

ドライブを意識した公用車の使用により削減を図ることが必要です。 

 

（２）総務部 

   庁舎の電気使用による排出が大半を占めています。 

今一度、節電を意識して業務に取り掛かり、業務終了後は速やかに消灯し帰庁するよう意

識し、やむなく残業する際もフロアの不要な明かりを消灯するなどの工夫が必要です。 

 

（３）市民健康部 

   健康づくり支援センターの営業時間拡大により電気使用量が増加しているため、今後はこ

れまで以上に節電を意識し、施設の適正管理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（４）福祉部 

   基準年度と比較して厳しい温度環境にも関わらず電気使用量を横ばいで維持できたのは

普段からの省エネルギー意識によるものであると考えられます。今後も、引き続き施設の適

正管理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（５）環境経済部 

   全体では電気使用量は増加しましたが、ゆりの里では改修に伴う売り場照明のＬＥＤ化に

より大幅に減少しました。今後も引き続き施設の適正管理に努め、排出量の削減を図ること

が必要です。 

 

（６）都市建設部 

   教育部に次いで多くの施設を管理しており、そのうち半数以上の施設において排出量が削

減されていましたが、道路照明灯、東部浄化センター及びマンホールポンプ（集排）の排出

量が特に増加していました。市民生活において重要な施設のため、節電が困難な場合は、設

備の改修、更新等のハード面の対策も検討する必要があります。 
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（７）教育部 

   最も多くの施設を管理しており、そのほとんどが学校、公民館など多くの市民が利用する

施設となっています。そのため、厳しい温度環境に対応するため、空調を多く利用したこと

により電気や都市ガスの使用が増加したものと考えられます。 

全体の排出量は微減となっていますが、臨海スポーツセンターの改修による営業休止に伴

い灯油使用量が一時的に大きく減少したものであるため、今後も、市民サービス上支障の無

い範囲で施設の適正管理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（８）水道局 

   水道の需要が増加し、配水量が増加したことにより各施設の稼働率が上昇したことにより

排出量が増加したものと考えられます。 

市民生活において重要な施設のため、節電等の対策を講じることが困難な場合は、設備の

改修、更新等のハード面の対策も検討する必要があります。 

 

（９）消防機関 

   電気使用量を中心に、排出量全体が増加しています。施設の適正管理に努め、排出量の削

減を図ることが必要です。 

 

（10）その他（議会事務局、農業委員会事務局ほか） 

  公用車の運行については、走行距離と共に燃料使用量も増加しています。 

消費燃費はドライバーの運転方法にも大きく影響を受けることから、今後も引き続きエコ

ドライブを意識した公用車の使用により削減を図ることが必要です。 

 

 

６ おわりに 

   今年度は、第四次地球温暖化対策実行計画の初年度であり、平成３３年度時点で基準年度

である平成２７年度比マイナス６％という目標に対し、プラス２．２６％であったことから、

目標に対して厳しいスタートとなりました。 

   今後、本計画期間においても引き続き削減を目指すためには、より一層エネルギーの使用

を削減する必要があります。 

   温度環境が厳しさを増す中、特に、全体的に電気使用量が増加の傾向を示していることか

ら、今後は、各部署において、より一層の節電への取り組みを実施するとともに、各施設に

おける照明や老朽化した機器の更新などを実施することにより温室効果ガス排出量の削減

を図ることが必要です。 
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＜対象施設一覧＞                                          平成３０年３月 

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等 

企画財政部 企画課 企画課 福祉部 保育課 根形保育所 

財政課 財政課 久保田保育所 

課税課 課税課 そでがうらこども館 

納税課 納税課 子育て支援課 子育て支援課 

秘書広報課 秘書広報課 平岡放課後児童クラブ 

総務部 総務課 総務課 長浦第一放課後児童クラブ 

危機管理課 危機管理課 長浦第二放課後児童クラブ 

防災行政無線 代宿児童館 

備蓄倉庫 環境経済部 環境管理課 環境管理課 

行政管理課 行政管理課 袖ケ浦市営墓地公園 

管財契約課 管財契約課 東横田駅構内トイレ 

庁舎 市内各大気測定局 

市民健康部 保険年金課 保険年金課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 

市民活動支援課 市民活動支援課 ごみ処理施設 

防犯灯 し尿処理施設 

市民課 市民課 農林振興課 農林振興課 

平川行政センター 平川行政センター 農業センター 

長浦行政センター 長浦行政センター ゆりの里 

健康推進課 健康推進課 広域農道街路灯 

保健センター ひらおかの里農村公園 

健康づくり支援センター 藤井野里堰農村公園 

福祉部 地域福祉課 地域福祉課 光福堰 

社会福祉センター 商工観光課 商工観光課 

障がい者支援課 障がい者支援課 都市建設部 都市整備課 都市整備課 

福祉作業所第１うぐいす園 袖ケ浦公園管理事務所 

福祉作業所第２うぐいす園 百目木公園管理事務所 

介護保険課 ◎ 介護保険課 新堰公園管理事務所 

高齢者支援課 高齢者支援課 街区公園合計 

老人福祉会館 長浦駅臨海駐車場 

保育課 保育課 長浦駅北口駐車場 

平川保育所 袖ケ浦駅前第１駐車場 

吉野田保育所 袖ケ浦駅前第２駐車場 

福王台保育所 袖ケ浦バスターミナル 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

都市建設部 都市整備課 

 

長浦駅南口駐輪場 教育部 

 

教育総務課 中川幼稚園 

長浦駅北口駐輪場 今井幼稚園 

袖ケ浦駅南口第一駐輪場 学校教育課 学校教育課 

袖ケ浦駅南口第二駐輪場 総合教育センター 

袖ケ浦駅北口駐輪場 学校給食センター 

横田駅前駐輪場 バス（中川幼稚園） 

下水対策課 

 

下水対策課 バス（今井幼稚園） 

袖ケ浦終末処理場 生涯学習課 生涯学習課 

マンホールポンプ（下水） 埋蔵文化財整理棟 

マンホールポンプ（集排） 市民会館 

袖ケ浦東部浄化センター 平川公民館 

奈良輪雨水ポンプ場 富岡分館 

土木管理課 

 

土木管理課 長浦公民館 

補修員詰所 根形公民館 

道路照明灯 平岡公民館 

水門 郷土博物館 

蔵波調整池便所 中央図書館 

土木建設課 土木建設課 長浦おかのうえ図書館 

建築住宅課 建築住宅課 体育振興課 体育振興課 

市営住宅防犯灯 総合運動場市営球場 

教育部 教育総務課 教育総務課 総合運動場陸上競技場 

長浦中学校 総合運動場テニスコート 

昭和中学校 臨海スポーツセンター 

蔵波中学校 のぞみ野サッカー場 

根形中学校 今井球場 

平川中学校 水道局 水道局 水道局 

長浦小学校 防犯灯 

昭和小学校 永吉浄水場 

蔵波小学校 代宿浄水場 

奈良輪小学校 勝下浄水場 

根形小学校 吉野田配水場 

中川小学校 角山配水場 

平岡小学校 大竹加圧場 

幽谷分校 林加圧場 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

水道局 水道局 上泉加圧場 消防機関 中央消防署 中央消防署 

蔵波増圧ポンプ 長浦消防署 長浦消防署 

のぞみ野増圧ポンプ 平川消防署 平川消防署 

勝下２号井 予防課 予防課 

勝下３号井 総務課 総務課 

勝下４号井 分団詰所 

永吉１号井 会計室及び 

各事務局 

会計室 会計室 

永吉２号井 議会事務局 議会事務局 

永吉３号井 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

永吉４号井 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

永吉５号井 監査委員事務局 監査委員事務局 

永吉６号井   

 

 ◎・・・組織改正により名称に変更があった課（施設の所属は新組織にて掲載） 

 

 

 


