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１-１ 地球温暖化はなぜ起こるか                    

地球の周りには二酸化炭素や水蒸気などの

「温室効果ガス」を含んだ大気があります。こ

の温室効果ガスがなければ、太陽から地球に届

いた熱は宇宙に放出され、地球の平均気温はマ

イナス19℃程度になってしまうといわれてい

ます。温室効果ガスがあることで、現在、地球

の平均気温は約14℃に保たれています。 

 しかし、18世紀半ばから19世紀にかけて起

こった産業革命以降、人間が大量の化石燃料を

消費することで大気中の温室効果ガスが増加

しました。これにより、増加した温室効果ガス

が、太陽からの熱をより多く吸収するため地球

の平均気温が上昇しています。これが「地球温

暖化」という現象です。 

 

 

 

1-２ 上昇する平均気温                        

令和３（2021）年の「世界」の年平均気温偏差は＋0.22℃で、明治24（1891）年の統計

開始以降、６番目に高い値となり、世界の年平均気温は、100年当たり0.73℃の割合で上昇

しています。 

令和３年の「日本」の年平均気温偏差は＋0.61℃で、明治38（1898）年の統計開始以降、

３番目に高い値となりました。日本の年平均気温は、100年当たり1.28℃の割合で上昇して

います。 
※平成３（1991）〜令和２（2020）年の30年平均値を基準値とし、平均気温から基準値を差し引いた値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）細線（黒）は各年の基準値からの偏差を示している。 

太線（青）は偏差の５年移動平均、直線（赤）は変化傾向を示している。 

基準値は平成３（1991）～令和２（2020）年の 30 年平均値。 

世界及び日本の年平均気温の経年変化（平成 10（1998）～令和２（2020）年） 

【資料：気候変動監視レポート 2021（気象庁）】 

第１節 地球温暖化とは 

地球温暖化のメカニズム 
【資料：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】 

大気中の二酸化炭素の濃度は、産業革

命が始まった頃は約 280ppmでしたが、

現在は 400ppm を越えています。 

日本 

 

世界 
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1-３ 予測される最大5.7℃の気温上昇                  

ＩＰＣＣ＊（用語集）（気候変動に

関する政府間パネル）は、国際的

な専門家で構成される地球温暖

化についての科学的な研究の収

集、整理のための政府間機構です。

このＩＰＣＣが令和 3（2021）年

に公表した第６次評価報告書に

よれば、「人間の影響が大気、海

洋及び陸域を温暖化させてきた

ことには疑う余地がない。大

気、海洋、雪氷圏及び生物圏

において、広範囲かつ急速な

変化が現れている。」と報告されています。 

本報告書は、今後の温暖化について５つの排出シナリオを示しており、全てのシナリオ

で向こう数十年間に二酸化炭素およびその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限

り、21世紀中に地球温暖化は 1.5℃及び２℃を超えるとされました。また、平成 30（2018）

年の「1.5℃報告書」では、地球温暖化が現在の速度で進行した場合、令和 12（2030）～

令和 34（2052）年の間に 1.5℃に到達するとされていました。今回の報告書では、令和３

～令和 22（2040）年には、温室効果ガス排出量が非常に低いシナリオであっても、1.5℃、

温室効果ガス排出量が最も多いシナリオでは 3.3～5.7℃の地球温暖化となることが示され

ました。 

 

1-４ 地球温暖化による気候変動の影響                  

地球温暖化による気候変動により、北極や南極の氷の溶解、海面の上

昇、生態系への影響、異常気象の増加、感染症の拡大、農作物への影響

などが既に起き始めていて、今後、本市にも大きな影響を与えると考え

られます。 

 

■砂浜の減少 

本市には、静波海岸や相良サンビーチなどの砂浜がありますが、気候変動により海面が

30cm上昇すると、静岡県内の砂浜の約 26％が消えてしまうといわれています。 

 

■市内特産物への影響 

本市の特産物であるお茶は、高温で水が不足すると枯れてしまいます。また、一番茶の

摘み取り時期にずれが生じる可能性があります。 

水稲は、登熟期(出穂・開花から収穫までの期間)に高温が続くと、粒の充実が不十分に

なり、乳白色化することがあります。 

ミカンは、成熟期の秋季から初冬の高温・多湿により、果肉と果皮との間に隙間ができ

てしまう、いわゆる「浮き皮」という状態になることがあります。 

1850-1900年を基準とした世界平均気温の変化 
【資料：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書 第 1

作業部会報告書】 

(℃) 
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■熱中症や感染症の増加 

日本では、夏季の高温による熱中症患者の数が増える傾向にあり、今後も増加すると予

測されています。また、気候変動によってジカ熱やデング熱を媒介する蚊の生息域が拡大

するという研究結果もあることから、本市においても全国と同様に、熱中症や感染症など

による影響が懸念されます。 

 

１-５ 「緩和」と「適応」                           

このような地球温暖化への対策には、⼤きく分けて「緩和」と「適応」の２つがあり   

ます。 

「緩和」は、省エネルギーや再⽣可能エネルギーの導⼊などにより、温室効果ガスの  

排出を抑制することです。今まで本市で取り組んできた地球温暖化対策は、その多くが  

緩和の取組になります。 

しかし、地球温暖化による影響は既に現れてきており、例え温室効果ガスの排出が今  

すぐになくなったとしても、⼤気中に蓄積された温室効果ガスによる影響は今後も続くと

されています。そのため、地球温暖化による影響に備えた対策をあらかじめ⾏い、⾃然や

⼈間社会のあり⽅を調整するのが「適応」です。この適応の取組については、「第６章 気

候変動適応計画」（125ページ～）に掲載します。 

 

 
緩和と適応 

（出典：目で見る適応策静岡県版（静岡県くらし・環境部）） 
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1-６ 地球温暖化に関する動向                      

■パリ協定の採択・発効 

平成 27（2015）年 12月、「国連気候変動枠組条約 第 21回締約国会議」（ＣＯＰ21）で

地球温暖化対策の新たな枠組みである「パリ協定」が採択されました。日本を含め、アメ

リカや中国など 195カ国が参加しており、先進国だけの参加に留まった平成９（1997）年

の京都議定書以来となる歴史的な枠組みとなりました。 

平成 28（2016）年 11月４日、締約国が 55か国以上、その国々の温室効果ガスの排出量

が世界全体の 55％以上に達するという条件を満たしたため、パリ協定は発効しました。日

本は、平成 28年 11月８日にパリ協定に批准しました。 

 

■カーボンニュートラル、脱炭素、温室効果ガス 46%減 

 令和２（2020）年 10 月 26日、菅首相は所信表明演説におい

て、令和 32（2050）年カーボンニュートラル、脱炭素社会を

目指すことを宣言しました。 

更に令和３（2021）年４月 22日には、令和 12（2030）年度の

温室効果ガスの削減目標を平成 25（2013）年度比 46％削減と

し、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けることを明らかに

しました。この中で、温暖化への対応は経済成長の制約ではな

く、積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の

変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が 

必要であるとしました。 

近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を

引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曾有の被害をもたらしています。国内各所に

も、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者の増加のほか、数十年に一度といわれる

台風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしています。 

牧之原市は、令和３年１月に、市民や事業者の皆様とともに、国際社会の一員として、

また、本市の目指す将来都市像や環境像として掲げる「うみ・そら・みどりと共生するま

ち まきのはら」の実現のため、2050（令和 32）年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを

目指す「ゼロカーボンシティ」に取り組むことを宣言しました。 

 

■地球温暖化対策推進法の施行・改正 

日本では「地球温暖化対策の推進に関する法律」（地球温暖化対策推進法）が平成 10（1998）

年 10 月に公布、平成 11（1999）年４月に施行されています。この法律では、地球温暖化

対策への国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにするとともに、国、

地方公共団体の実行計画の策定、事業者による温室効果ガス排出量算定報告公表制度など、

各主体の取組を促進するための法的な枠組みを整備しています。 

また、平成 20（2008）年６月には地球温暖化対策推進法が改正され、「地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」の策定が地方自治体にも求められるようになりました。令和３

（2021）年には、温室効果ガスの排出量を 2050（令和 32）年までに実質ゼロとする目標を

定め、令和 32年までの脱炭素社会の実現を基本理念に規定しました。 

「ゼロカーボンシティ」宣言
をする杉本市長 
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■脱炭素ロードマップ 

令和 32（2050）年カーボンニュートラル実現のためには、国と地方の協働・共創による

取組が必要不可欠なため、令和２（2020）年 12月、内閣官房長官を議長とする国・地方脱

炭素実現会議が設置されました。地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭

素の実現を目指し、特に令和 12（2030）年までに集中して行う取組・施策を中心に、工程

と具体策を示す「地域脱炭素ロードマップ」（令和３（2021）年６月９日国・地方脱炭素実

現会議決定）が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラカーボンニュートラルとは 

 

脱炭素社会を実現するためには、まず、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減す

るため、 エネルギー使用量を削減（徹底した省エネルギー対策の推進）します。併せて、

その他温室効果 ガスの削減などを進めます。 

使用エネルギーの電化を進めながら、エネルギー源を二酸化炭素を排出しない再生可

能エネル ギー等に転換します（再生可能エネルギー等の導入）。 

さらに、脱炭素を促進する新たな技術革新を積極的に促し（技術革新の推進）、再生可

能エネルギーへの転換が難しい分野で発生する二酸化炭素排出量を、森林などで吸収す

る（吸収源対策の推進）ことにより、排出量と吸収量が均衡するカーボンニュートラル

を目指します。   

 

 

 

（出典：第４次静岡県地球温暖化対策実行計画） 

コラム 
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２-１ 計画の位置付けと目的                      

本実行計画（「牧之原市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」のことをいう。）は、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第19条第２項に基づく計画です。また、「牧之原

市環境基本条例」第10条に基づく「牧之原市環境基本計画」の地球温暖化対策分野の個別

計画であり、そのほかの個別の計画との整合を図ります。 

本実行計画は、牧之原市内から排出される温室効果ガスの排出抑制に向け、市を取り巻

く環境や社会状況、地域特性などを踏まえ、市・市民･事業者などの各主体による取組を総

合的かつ計画的に推進していくことを目的とします。 

 

２-２ 計画の対象ガスと対象部門                    

地球温暖化防止実行計画で対象となる温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」で規定する以下の７種類のガスです。このうち、日本の温室効果ガス排出量の90％

以上は二酸化炭素が占めること、その他のガスのうち最も排出量の多いメタンは水田や家

畜の消化器官内発酵が主な排出源である等、発生源が限られること等の理由及び「地方公

共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）」（令和４年３月。環境省

大臣官房 環境計画課）に従い、本実行計画では、二酸化炭素を対象とします。 

また、本実行計画が対象とする部門は、以下のとおり、産業部門、家庭部門、業務その

他部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物処理部門とします。 

 

温室効果ガスの種類 

名 称 主な排出源 地球温暖化係数 

二酸化炭素 化石燃料の燃焼、工業プロセス、等 １ 

メタン 農業（家畜の消化器官内発酵、稲作）、廃棄物の埋立、等 25 

一酸化二窒素 
農業（農業用地の土壌・肥料）、家畜排せつ物、工業プロ

セス、等 
298 

六フッ化硫黄 電気絶縁ガス使用機器、等 22,800 

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 半導体製造、金属洗浄等の溶剤、等 7,390～17,340 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 冷蔵庫やエアコンの冷媒、等 12～14,800 

三フッ化窒素 フッ化物製造、等 17,200 

 

対象とする部門 

部門 内容 

産業 農林水産業、鉱業、建設業、製造業から排出される温室効果ガス 

業務その他 産業部門以外の事業所（オフィス等）から排出される温室効果ガス 

家庭 家庭から排出される温室効果ガス 

運輸 自動車、船舶から排出される温室効果ガス 

廃棄物処理 廃棄物処理から排出される温室効果ガス 

 

第２節 計画の概要 
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２-３ 計画期間と目標年度                       

地球温暖化防止実行計画（区域施策編）及び気候変動適応計画の期間は、環境基本計画

と合わせて令和５年（2023）年度から令和 12（2030）年度までの８年間とします。 

目標年度は国や静岡県の計画の目標年度と合わせ、中期目標は令和 12（2030）年度、長

期目標は令和 32（2050）年度とします。 

 
 

 

２-４ 温室効果ガス排出量の算出方法について              

平成 30（2018）年度における、本市の製造品出荷額等の 93.5％が、従業員数 100人以上

の 17事業所により構成されています。産業部門の温室効果ガス排出量はそのほとんどが製

造業からの排出量であり、産業部門の排出量は製造品出荷額と相関性があるため、本市の

産業部門からの排出量は 17の事業所との相関が強いといえます。 

 温室効果ガス排出量の多い企業は特定事業者＊（用語集）として、温室効果ガス排出量を国に

報告する義務があり、その数は 14社（平成 30年度）で、上記 17社と少しのズレがありま

す。温室効果ガス排出量の多い従業員数 300人以上の８社は特定事業者と推察できるため、

従業員数 100～299 人の事業所９社のうち、６社が特定事業者と考えられます。従業員数

100～299 人の事業所１社当たりの製造品出荷額の割合は 0.5%ほどであり、上記のズレは

1.5%程度となります。 

 そこで、本市製造業からの排出量のうち、93.54％-1.58％＝91.96％は特定事業者からの

排出量とし、残りの 8.04％は、製造品出荷額当たりの温室効果ガス排出量を乗じて算出

（47.5千ｔ-ＣＯ２）し、これの合計を製造業からの排出量としました。それ以外のガスに

ついては、政府発表の自治体排出量カルテの数字を利用しました。 
 

H25 
2013 

R12 
2030 

R32 
2050 

見
直
し 

中
期
目
標 

長
期
目
標 

R５ 
2023 

計画期間（８年間） 

基
準
年
度 

計画期間と目標年度 

エネルギーとして活用可能なメタンガス 

 

さがら子生れ温泉 

メタンガスは都市ガスの主成分であり、エネルギーとして使用

されていますが、二酸化炭素の 25 倍の地球温暖化係数を有する

と言われています。メタンガスの発生源の一つとして、地下から

温泉水をくみ上げるときに付随して発生することから、平成 29

年度に市内の子生れ温泉を調査しました。その結果、高純度のメ

タンガスが１日当たり約 100Ｎ㎥＊（用語集）湧出していることがわ

かりました。市では湧出しているメタンガスの有効利用について

検討していますが、各地で有効利用している事例よりも湧出量が

少ないこと、メタンガスを使用するための各種法規制があるこ

と、設備投資の採算性などの課題があります。引き続き、最新の

情報を入手し、メタンガスの有効利用を検討していきます。  

 

コラム 
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※ 地球温暖化の現状については、「第２章 環境の現状」の「第５節 地球環境」を参照してください。 

３-１ 温室効果ガス排出量の現状                    
 

■約 7割を占める産業部門からの排出量 

本市における平成 30（2018）年度の温室効果ガス排出量は 533 千ｔ－ＣＯ２でした。部

門別に見ると、産業部門が 57％を占めており、次いで運輸部門が 22％、民生部門が 20％

となっています。 

部門内訳では、産業部門では製造業が突出して多く、民生部門では業務その他と家庭が

同程度、運輸部門では旅客自動車と貨物自動車が同程度で多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別温室効果ガス排出量の内訳（平成 30（2018）年度） 
【資料：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト部門別ＣＯ２排出量】 

 

■減少する業務その他、家庭からの排出量 

平成 30（2018）年度の温室効果ガス排出量（533 千ｔ－ＣＯ２）を基準年度である平成

25（2013）年度（537千ｔ－ＣＯ２）と比べると、0.8％減少しています。 

平成 25（2013）年度からの増減では、一般廃棄物処理が 62％、産業部門が 14％増加し

ています。業務その他部門、家庭部門、運輸部門は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

部門別温室効果ガス排出量の推移 
【資料：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト 部門別ＣＯ２排出量】 

第３節 温室効果ガス排出量等の現状・将来予測 

部門別温室効果ガス排出量の内訳 
（平成 30（2018）年） 

基準 

年度 （基準年度比） 

一般廃棄物部門  ＋62% 

運 輸 部 門  －10% 

家 庭 部 門  －18% 

業務その他部門  －26% 

産 業 部 門  ＋13% 

産業部門 

民生部門 

運輸部門 

廃棄物部門 
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部門別温室効果ガス排出量の推移（単位は千ｔ－ＣＯ２） 

  
H25 H26 H27 H28 H29 H30 

(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) 
H25-H30 

増減量 
H25 比 

産業部門 268 257 268 294 281 304 -35 13.2% 

  

製造業 260 249 260 286 273 297 -37 14.1% 

建設業・鉱業 3 3 3 3 3 3 0 -11.4% 

農林水産業 5 5 5 5 5 4 1 -15.7% 

民生部門 136 125 116 113 110 105 31 -22.8% 

  
業務その他部門 73 67 61 58 56 54 19 -25.5% 

家庭部門 63 58 55 55 54 51 12 -19.0% 

運輸部門 131 127 126 122 120 118 13 -9.7% 

  自動車 124 119 118 115 113 111 13 -10.5% 

  
  
旅客 58 55 55 54 53 52 6 -9.8% 

  貨物 66 65 64 61 60 59 7 -11.1% 

  船舶 7 7 7 7 7 7 0 3.8% 

廃棄物処理部門 3 5 4 6 5 6 -2 61.8% 

合  計 538 514 514 536 516 533 5 -0.9% 

注）端数処理の関係上、各温室効果ガス排出量の和や比が合計値や基準年度比と合わない場合がある。 

【資料：地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト 部門別ＣＯ２排出量】 

 

 

■産業部門からの排出量の原単位は減少傾向 

 本市の平成 30（2018）年度の製造品出荷額は、平成 25（2013）年度比で約２倍であり、

毎年度、堅調に伸びてきました。それに従い、二酸化炭素の排出量も増加する傾向ではあ

りますが、平成 30（2018）年度の排出量は 303.6千ｔ-ＣＯ２であり、平成 25（2013）年度

比では約 10％の増加です。 

 そこで製造品出荷額当たりの二酸化炭素排出量を求めたところ、右のとおりとなりまし

た。平成25年度の製造品出荷額当たりの二酸化炭素排出量は0.0044千ｔ-ＣＯ２でしたが、

平成 30年度では 0.0027と、約 40％の削減となっていることがわかりました。 

 これは、製造工程の見直しや省エネ型機器への更新、エアー漏れの補修、休憩時間の機

器の停止等によるエネルギー使用量の削減等によるものと考えられます。 
 

 
 

 
牧之原市の製造品出荷額と二酸化炭素排出量 

牧之原市の製造品出荷額当たりの二酸化炭素

排出量 
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３-２ 再生可能エネルギーの導入量                   

 本市の令和２（2020）年度における再生可能エネルギー導入量は 120,038ｋＷで、太陽

光発電（10ｋＷ以上）が最も多く 85％で、風力発電８％、太陽光発電（10ｋＷ以下）７％、

バイオマス 0.5％となりました。 

 

 
再生可能エネルギーの導入容量累積の経年変化         再生可能エネルギーの 

設備容量（令和２(2020)年） 

 

３-３ 温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢）と削減効果       

■将来推計の方法 

今後、特に対策を講じない場合の温室効果ガス排出量（現状趨勢
すうせい

ケース＊（用語集））につい

て将来推計を行いました。温室効果ガス排出量は、「活動量」×「排出原単位」で算定す

ることができます。活動量は生産量や使用量、焼却量等で、これらが増加すると温室効果

ガス排出量も増加し、減少すれば温室効果ガス排出量も減少する相関関係にあります。将

来推計は、各部門において活動量及び排出原単位を推計し、その後、温室効果ガス排出量

を算出します。「排出原単位（活動量当たりの排出量）」については、平成30（2018）年

度の値を令和12（2030）年度、令和32（2050）年度でも使用しました。 
 

活動量の推計結果 

部門 活動量の指標 

活動量 

実績 推計 

H30（2018） R12（2030） R32（2050） 

産

業 

製造業 製造品出荷額等（万円） 112,012,297 95,490,862 63,939,273 

建設業・鉱業 従業者数（人）
＊（用語集）

 1,238 1,055 707 

農林水産業 従業者数（人） 2,732 2,329 1,560 

家庭 人口（人） 45,818 40,435 30,258 

業務その他
＊（用語集） 従業者数（人） 12,156 10,363 6,939 

運輸 自動車保有台数（台） 45,858 39,094 26,177 

廃棄物処理 一般廃棄物焼却量（ｔ/年） 11,711 9,984 6,685 

※ 算出に当たっては最新年度の実績値に将来の人口増減率等を乗じて算出しました。 

※ 活動量の指標の各数値について、製造品出荷額、従業者数（建設業・鉱業、農林水産業）、従業者数（業務その他）、人口、

自動車保有台数、一般廃棄物焼却量は牧之原市統計書のものを使用しました。従業者数(農林水産業)については、平成27年

の実績が最新だったため、過去4回分の調査の増減平均を求め、平成27年度の数値から引いて算出しました。 
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■将来推計の結果 

温室効果ガスの総排出量の将来推計は、令和12（2030）年度が457千ｔ－ＣＯ２（平成25

（2013）年度比で15.1％減少）、令和32（2050）年度が309千ｔ－ＣＯ２（平成25年度比で

42.6％減少）と予測されます。 

令和４（2022）年４月に環境省が発表した最新の報告によれば、全体としての温室効果

ガス排出量は減少傾向ですが、家庭部門のみ令和２（2020）年は、前年と比較して増加し

ました。この理由として、令和元（2019）年に発生した新型コロナウィルス感染症の蔓延

防止措置等による自宅待機や外出制限の影響が推察され、数年の間は数値に影響が出る可

能性があります。 

 

部門別温室効果ガス排出量の将来推計（現状趨勢ケース）（単位は千ｔ－ＣＯ２） 

部門 

実績 推計 

H25 年度 H30 年度 R12 年度 基準年度比 

（H25 比） 

R32 年度 基準年度比 

（H25 比） （2013） （2018） （2030） （2050） 

産業 268 304 260 -3.0% 173 -35.4% 

業務その他 73 54 46 -37.0% 31 -57.5% 

家庭 63 51 45 -28.6% 34 -44.4% 

運輸 131 118 101 -22.9% 68 -48.1% 

廃棄物処理 3 6 5 66.7% 3 0% 

合計 538 533 457 -15.1% 309 -42.6% 
注）端数処理の関係上、各温室効果ガス排出量の和や比が合計値や基準年度比と合わない場合がある。 

 

参考 

 

平成（2018）30年度部門・分野別温室効果ガス排出量構成比の比較 

（「牧之原市」と「静岡県及び全国平均」との比較） 
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４-１ 削減目標                            

政府における令和32（2050）年カーボンニュートラル宣言や、本市のゼロカーボンシティ宣言を踏

まえ、これまでの本実行計画の目標を見直して、以下のとおり温室効果ガス排出量の削減目標を定め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別温室効果ガス排出量の目標（単位は千ｔ－ＣＯ２） 

 

H25

（2013） 

年度 

H30

（2018） 

年度 

R12 

（2030） 

年度 

R32 

（2050） 

年度 

基準年度 現状年度 現状趨勢 目標排出量 現状趨勢 目標排出量 

産業部門 268 304 260 162 173 

10以下 

業務その他部門 73 54 46 22 31 

家庭部門 63 51 45 20 34 

運輸部門 131 118 101 84 68 

廃棄物処理部門 3 6 5 2 3 

森林等吸収量 0 - 0 -1 -6 -10 

合計 538 533 457 289 303 0 

基準年度比増減率 ― -0.9％ -15.1％ -46.3％ -43.7％ -100％ 

第４節 温室効果ガス排出量の目標 

基準年度 

カーボンニュートラル 

森林吸収量等により 

実質ゼロ 

中期目標 

46%削減 

長期目標 

実質ゼロ 

排出量 

010千 t-CO2  

 

森林吸収量 

010千 t-CO2  

●中期目標：令和12（2030）年度までに、平成25（2013）年度比で46％以上削減 

（2030年度の排出量目標：289千ｔ－ＣＯ２ ）  

●長期目標：令和 32（2050）年度までに、温室効果ガス排出量を実質ゼロ 
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４-２ 削減見込量の推計                         

中期目標年度（令和12（2030）年度）における、今後の対策による削減見込量を推計   

しました。今後、特に対策を講じない場合の現状趨勢における排出量推計値（457千ｔ－  

ＣＯ２）から、46％以上削減に必要な削減見込量は全体で168千ｔ－ＣＯ２であり、各部門

の削減見込量は次のとおりです。 

なお、削減見込量は「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」における県の削減見込量

を按分等して算定しました。 

 

部門別温室効果ガス排出量と削減見込量（単位は千ｔ－ＣＯ２） 

部門  

H25（2013）  H30（2018） R12 （2030） 

基準年度 

(A) 
現状値 

現状趨勢 

（B） 

削減見込量 

（C） 

排出量の目標

（D=B＋C） 

基準年比 

削減率（D/A)-1 

産業 268 304 260 -98 162 △ 40 

業務その他 73 54 46 -24 22 △ 70 

家庭 63 51 45 -25 20 △ 68 

運輸 131 118 101 -17 84 △ 36 

廃棄物処理 3 6 5 -3 2 △ 33 

森林等吸収量 0 - 0 -1 -1 - 

合計 538 533 457 -168 289 △ 46 

注）端数処理の関係上、温室効果ガス排出量の和や比が合計値や基準年度比と合わない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラ温室効果ガス排出量の最新年度 

 

温室効果ガス排出量は、様々な統計調査等の結果等を利用して各国で算

定されており、日本では、毎年４月に環境省により発表されます。 

各種統計調査の集計が確定してから、温室効果ガスの計算を行うため、

温室効果ガス排出量は、国単位では２年前が最新となっています。さらに、

国の排出量を製造品出荷額や人口等で按分した県や市町村の排出量は、３

年前が最新の数字となります。本市の場合、産業部門(製造業)からの排出

量は、より正確な数値を採用するため、国の公表制度に基づき排出量を求

めており、この場合、４年前が最新の数値となります。  

 

コラム 
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部門別削減見込量の内訳 
【国・県と連携した対策を実施】 

部門 対策 内容 
削減見込量 

（千 t-CO2） 

産業部門 98.0 

  

脱炭素経営への転換支援 

高効率機器・設備の導入 

などの省エネの推進 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 43.4 

業種間連携省エネルギーの取組推進 0.8 

工場のエネルギー管理システム（FEMS)を利用した徹底的なエネ

ルギー管理の実施 
2.0 

中小企業等への支援、温室効果ガス排出削減計画書制度の確実な

履行促進 
11.9 

電力の排出係数低減効果 40.0 

業務部門 24.1 

  

建築物の省エネ化 建築物の省エネ化（新築、改修） 6.1 

脱炭素経営への転換支援 

高効率機器・設備の導入 

などの省エネの推進 

高効率な省エネルギー機器の普及 3.3 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 3.8 

ビルのエネルギー管理システム（BEMS)の活用、省エネルギー診

断等による徹底的なエネルギー管理の実施 
2.5 

上水道における省エネルギー・再生可能エネルギー導入 0.2 

中小企業等への支援、温室効果ガス排出削減計画書制度の確実な

履行促進、工業用水道の施設統合、交番・駐在所の脱炭素化 
1.7 

その他の取組 0.1 

電力の排出係数低減効果 6.4 

家庭部門 25.4 

  

ライフスタイルの転換に向

けた意識向上 

高効率な省エネルギー機器の普及 5.7 

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 1.8 

住宅のエネルギー管理システム（HEMS)・スマートメーター・ス

マートホームデバイスの導入や省エネルギー情報提供を通じた

徹底的なエネルギー管理の実施 

2.2 

クールビズ・ウォームビズの実施徹底の促進 0.1 

県民運動「ふじのくに COOL チャレンジ」の展開等、省エネ性能

の高い住宅への支援 
0.7 

その他の取組 0.2 

住宅の省エネ化 住宅の省エネ化（新築・改修） 3.5 

電力の排出係数低減効果 11.2 

運輸部門 16.6 

  

自動車の環境負荷低減 
次世代自動車の普及、燃費改善等 11.6 

エコドライブ 2.8 

地域交通の脱炭素化 
道路交通流対策（LED 道路照明の整備促進等） 1.6 

公共交通機関及び自転車の利用促進 0.1 

物流における省エネの推進 物流施設の脱炭素化の推進 0.1 

電力の排出係数低減効果 0.3 

廃棄物処理部門 バイオマスプラスチック類の普及等 3.0 

合計 167.1 

※ 端数処理の関係上、各数値と合計が合わない場合があります 

※ 「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」（令和４（2022）年３月策定）の削減見込量を基に、牧之原市

分を按分（産業・業務部門は従業者数、家庭・廃棄物処理部門は人口、運輸部門は自動車保有台数）

し、算出しました 
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５-１ 地球温暖化対策の 4つの柱                                 
 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、温室効果ガスの排出抑制を行うための施

策として、「Ａ 再生可能エネルギーの利用促進」、「Ｂ 省エネルギーの促進」、「Ｃ 地

域環境の整備及び改善」、「Ｄ 循環型社会の形成」の4つの分野を掲げています。 

この４つの分野に対応する環境基本計画における個別目標及び取組方針を以下に示しま

す。 

A 再生可能エネルギーの利用促進（法律第 21 条 第 3項 1号） 

太陽光、風力、バイオマス、水力など、再生可能エネルギーの利用を促進します。 

B 省エネルギーの促進（法律第 21条 第 3項 2号） 

家庭や事業所などにおいて、高効率機器の使用や省エネルギー行動の取組などを推進

します。 

C 地域環境の整備及び改善（法律第 21条 第 3項 3号） 

低炭素型の都市・地域づくり、緑化などによる都市の低炭素化・吸収源対策などを推

進します。 

D 循環型社会の形成（法律第 21条 第 3項 4号） 

ごみの発生抑制、再使用、再生利用を進めることで循環型社会を形成します。 

個別目標・取組方針と地球温暖化対策の４つの柱の対応 

環境基本計画 地球温暖化対策推進法 

個別目標 取組方針 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1 里山・里地・里海を守る 
①里山・里地の保全 

②里海の保全 
  ●  

4 4R でごみを減らす ①４Ｒの総合的な推進 

②ごみとなる物の拒否（リフューズ） 

③ごみ減量の推進（リデュース） 

④再利用品の利用（リユース） 

⑤ごみの再資源化(リサイクル) 

   ● 

8 まちを花と緑で彩る ①市民が憩うことができる公園の整備 

②公共花壇の整備と管理 

③緑化の推進 

④美化活動の推進 

  ●  

13 温暖化対策を総合的に進める ①市域の実行計画等の推進 

②市役所の実行計画等の推進 

③温暖化対策の体制・支援づくり 

④低炭素型の地域づくり 

⑤温暖化の影響に対する適応 

● ● ● ● 

14 再生可能エネルギーを使う ①再生可能エネルギーの導入 

②エネルギーの地産地消 
●    

15 エネルギーを大切に使う ①省エネルギー対策の推進  ●   

 

 

第５節 地球温暖化防止に関する取組 
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５-２ 部門別の取組                                 
 

産業、業務、家庭、運輸、廃棄物処理、それぞれの分野における徹底した小省エネルギー

対策を進めることで、二酸化炭素の排出量を削減します。その取組について、以下に示し

ます。 

 

産業部門 

 

●事業者に期待される主な役割・取組 
 

・省エネルギー診断の実施やＥМＳの導入による事業所のエネルギー消費の「見える化」 

・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入 

・高効率空調、産業 HP（ヒートポンプ）※（用語集）、産業用の高効率照明、低炭素工業炉、

高性能ボイラー、コージェネレーション※（用語集）の導入 

・事業活動の見直し（設備・工程・車両）による省エネルギーの推進 

・排出エネルギーの回収やプロセスの合理化等による省エネルギーの取組 

・工場のエネルギー管理システム（FEMS）を利用した徹底的なエネルギー管理の実施 

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

・産業用機械における燃油使用量の削減 

・船舶分野での衛星利用による漁場探索の効率化、グループ操業の取組、省エネ機器の

導入等による燃油使用量の削減 

・より環境負荷の小さなエネルギーの調達、二酸化炭素の排出量が少ない燃料への転換 

・リサイクル可能な環境に優しい製品を調達するグリーン購入の推進 

・従業員に対し、通勤時におけるマイカー利用の自粛や相乗り通勤、公共交通機関の使

用を呼びかけ、実施のための支援を行う 

・省エネルギーの推進状況の公表 

・ＲＥ100※（用語集）（再エネ 100%電力の使用）の導入 

・再生可能エネルギー機器（太陽熱温水器や太陽光発電の設置など）の導入 

・藻場再生プロジェクト※（用語集）に基づき行うＪ－クレジット※（用語集）制度を活用しＣＯ２

削減に取り組む 

 

●市が推進する取組 
 
・静岡県企業脱炭素支援センター※（用語集）と連携した中小企業に対する脱炭素化への支援 

・中小企業等への高効率機器・設備導入支援制度について、セミナーやホームページ等

を通じて情報提供を実施 

・市内事業所の環境マネジメントシステム（エコアクション21、ＩＳＯ14001、等）の導入促進 

・温室効果ガスの削減や省エネルギー対策の推進に役立つ情報の積極的な発信 

・建物に設置する太陽光や太陽熱、洋上風力、バイオマス資源等を活用した、再生可能

エネルギーの導入促進 

・農業分野での脱炭素化の推進 

・伐根時に発生する根や剪定枝を炭化し、土壌に戻す炭素貯留、二酸化炭素排出権創出

の実証実験を行う 

・早生樹による二酸化炭素吸収と間伐材をバイオマス燃料に活用する実証実験を進める 

・新規参入事業者や新規事業を展開する事業者に対する新エネルギーの導入の働きかけ 

・市内で創出される「地産」再生可能エネルギーの「地消」を進めるシステムの構築の検討 
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業務その他部門 

 
●事業者に期待される主な役割・取組 
 
・事業所の消費エネルギーの「見える化」の実施 

・新築、改築時における建築物の省エネ化（自然光の積極的な採用や地中熱ヒートポン

プ※（用語集）、太陽光発電を利用したＺＥＢ化等）。 

・ビルのエネルギー管理システム（BEMS）の活用、省エネルギー診断等による徹底的な

エネルギー管理の実施 

・デジタルトランスフォーメーション（DX）※（用語集）を通じた施設管理の高度化・効率化 

・省エネルギー設備の導入、太陽光などの再生可能エネルギーの導入 

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

・高効率給湯器、高効率照明の導入、冷凍空調機器における適切な管理方法の定着によ

るエネルギー消費量の削減 

・トップランナー制度※（用語集）機器の採用。 

・グリーン購入の推進 

・空調の適温化（冷房時：室温 28℃目安・暖房時：室温 19℃目安）を進め、「クールビ

ズ」、「ウォームビズ」に取り組む 

・従業員に対し、通勤時におけるマイカー利用の自粛や相乗り通勤、公共交通機関の使

用を呼びかけ、実施のための支援を行う 

・ＲＥ100（再エネ 100%電力の使用）の導入 

 

●市が推進する取組 
 
・静岡県企業脱炭素支援センターと連携した中小企業に対する脱炭素化への支援 

・高効率給湯器、高効率照明（ＬＥＤ）、蓄電池システム、高効率ボイラー、天然ガス・

燃料電池コージェネレーションシステムなどの省エネルギー機器の導入支援制度につ

いて、セミナーやホームページ等を通じて情報提供を実施 

・国県等の支援策や省エネルギー診断等に関する情報提供の実施 

・学校給食センターなどから排出される食品残渣を再利用する仕組みの検討 

・二酸化炭素排出削減に資する電力の市役所への導入割合の向上に向けた検討 

・新たな拠点整備等に当たっては、事業者に対し、再生可能エネルギーや新エネルギー

の地産地消を働きかける 

・庁舎内の古い個別エアコンの省エネタイプへの計画的な更新 

・市役所への電気自動車等の導入の検討 

・公共施設への電気自動車用充電設備等の導入の検討 

・公共施設の新改築に当たっては、省エネルギー型の建築、設備導入を行う 

・各種デジタルツールの活用によるペーパーレス化の推進 

・「未来の子どもたちのための新しい学校づくり計画～学校再編計画～」に沿った学校施

設の整備に当たり、脱炭素、環境に配慮した整備を推進する 

・牧之原市多目的体育館整備に当たり、脱炭素、環境に配慮した施設を整備する 
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■オフィスできる脱炭素アクションを紹介します。皆様で身近な COOL CHOICE に取り  

組んでください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節電・地球温暖化対策のために、省エネ性能に優れた LED 照明や有機 EL

照明などの高効率な照明製品への切替えを推進しています。日中、適切

な照度にするため、窓際照明の消灯や間引き照明などを実施されている

企業もあります。 
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/akari/ 

 

冷房時の室温を冷やしすぎず、軽装な

どの工夫で夏を快適に過ごすこと。 
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/ 

暖房時の室温を温めすぎず、重ね着など

の工夫で冬を快適に過ごすこと。 

省エネ効果は、夏よりも冬の方が大きい

とされており、家庭やオフィスにとって

経済的メリットもある取組です。 
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/warmbiz/ 

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスと

いった再生可能エネルギーは、温室効果ガスを

排出しない、重要な国産エネルギー源です。 

オフィスや自宅で契約してい

る電力会社やプランを、再生

可能エネルギーを重視してい

るものに切り替えることで、

脱炭素化に寄与できます。 

再生可能エネルギーへの切り替え 

出典：■「COOL CHOICE」ホームページ 
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 
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家庭部門 

 
●市民に期待される主な役割・取組 
 
・省エネルギー診断の実施 

・空調の適温化（冷房時：室温 28℃目安・暖房時：室温 19℃目安）を進める（「クール

ビズ」、「ウォームビズ」の推進） 

・高効率な省エネルギー機器（高効率給湯器、高効率照明（ＬＥＤ）、省エネ型浄化槽   

など）の導入 

・家電製品は買い替えの際に省エネ製品を意識する 

・地産地消を推進し、生産地から消費地までの食料の輸送距離（フードマイレージ※（用語集））

を短くすることにより、輸送に伴う二酸化炭素排出量の削減を図る 

・再生可能エネルギー機器（太陽熱温水器や太陽光発電の設置など）の導入 

・環境に配慮したクッキングで台所のエネルギー削減に努める 

・無駄な電力消費を抑制する 

・緑のカーテンによる遮光等、環境にやさしい取組を実践する 

・環境に配慮した取組を実施しているお店を利用するように努める 

・地域の魅力ある自然や森林空間の保全、創生に寄与できる取組を実践する 

・森林は大切な社会的資産であることを認識し、森林の維持管理についての仕組みづく

りに参加する 

・屋敷林や所有山林を適正に管理する 

・生垣、庭木、花壇など、花と緑の庭先づくりに努める 

・ベランダ、屋上、壁面等を利用した、家の周りの緑化に努める 

・各種環境教室やインターネットなどの情報媒体を利用し、再生可能エネルギーに関す

る知識の向上に努める 

・高気密・高断熱・二重窓等を採用した住宅の省エネ化（新築・改修） 

・住宅を新築する場合は、エネルギー消費量がゼロになるＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス）を選ぶ 

・住宅のエネルギー管理システム（HEMS)、スマートメーター※（用語集）、スマートホームデ

バイス※（用語集）、電気使用量を「見える化」するスマートフォン用アプリの導入 

・宅配便は１回で受け取る 

 

●市が推進する取組 
 
・家庭での省エネの取組に関する情報発信を徹底する 

・住宅の省エネに関する国・県の補助制度の周知 

・省エネ住宅、家庭用蓄電池や太陽光パネル、太陽熱温水器などの導入等の支援（省エ

ネ・創エネ・畜エネ推進事業費補助金、自然エネルギー利用推進事業費補助金） 

・省エネルギー性能の低い既存建築物に対する省エネ改修の促進 

・「長期優良住宅認定制度」や「住宅性能表示制度」等各種制度の情報提供の実施 

・緑のカーテン等、環境にやさしい取組の発信 
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■家庭における省エネの取組事例を紹介します。皆さんも、できることから取り組んで  

みましょう。 
 

 

 

■家電製品の使用に関する身近な取組も、市内の７割の世帯（11,133 世帯）に取り組んで

いただけると市全体では、年間で約 9,000 トンのＣＯ２排出量を削減できます。 
 

取組内容 

ＣＯ２の削減量（年間） 

１世帯当たり 
市全体 

（７割の家庭で実施） 

LED 化 100％（白熱球・蛍光灯→LED 照明） 164kg 1,826ｔ－ＣＯ２ 

10 年前のテレビの買い替え 95kg 1,058ｔ－ＣＯ２ 

10 年前の冷蔵庫の買い替え 87kg 969ｔ－ＣＯ２ 

暖房の温度を１度下げる 

（冷房の場合は温度を１度上げる） 
36kg 401ｔ－ＣＯ２ 

石油ファンヒーターをエアコンに買い替え 309kg 3,440ｔ－ＣＯ２ 

冷蔵庫にものを詰め込みすぎない 25kg 278ｔ－ＣＯ２ 

電気ポットを使用しないときはコンセントを抜く 61kg 679ｔ－ＣＯ２ 

野菜の下ごしらえに電子レンジを使う 32kg 356ｔ－ＣＯ２ 

テレビを見ないときは電源を消す 9kg 100ｔ－ＣＯ２ 

合計 818kg 9,107ｔ－ＣＯ２ 

 

 

 

出典：環境省 HP 



第 5 章 地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

 

122 

 

運輸部門 

 
●市民・事業者に期待される主な役割・取組 
 
・次世代自動車（ハイブリッド自動車※（用語集）、電気自動車等）の導入 

・自転車や公共交通機関の利用 

・アイドリングストップや急発進・急加速をしない等のエコドライブの実践 

 

●市が推進する取組 
 
・LED道路照明等の整備促進 

・バスやタクシーの公共交通機関による移動の促進 

・デマンドタクシーの利用促進 

・東名相良牧之原ＩＣ北側地区におけるスマートコミュニティの実現に向けて取り組む 

・市民を巻き込んだエコドライブキャンペーン等の啓発事業の推進 

・ＷＥＢ会議システムの活用による市役所庁舎間の職員の移動（公用車の利用頻度）の

削減 
 

 

■ ～エコドライブ 10 のすすめ～ 

 エコドライブとは、燃料消費量やＣＯ２排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる「運

転技術」や「心がけ」です。小さな意識を習慣にすることで、あなたの運転が良くなっ

て、きっと社会も良くなります。できることから始めてみましょう、エコドライブ。 
 

１ ふんわりアクセル「ｅスタート」 ６ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

２ 
車間距離にゆとりをもって、加速・減速の
少ない運転 

７ タイヤの空気圧から始める点検・整備 

３ 減速時は早めにアクセルを離そう ８ 不要な荷物はおろそう 

４ エアコンの使用は適切に ９ 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

５ ムダなアイドリングはやめよう 10 自分の燃費を把握しよう 

 

※ １のふんわりアクセル「ｅスタート」とは、発進するときに穏やかにアクセルを踏んで発進

することです。（最初の５秒で、時速 20ｋｍ程度が目安です）。日々の運転において、やさし

い発進を心がけるだけで 10％程度、燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転

にもつながります。これを、市内の全ドライバー（数字は市の自家用車保有台数を使用）が

実施した場合、1,160ｔ－ＣＯ２の排出量を削減できます。  

 

 

 
 

 

 

 

 

削減量

ふんわりアクセル

「ｅスタート」
1,160ｔ－ＣＯ２

出典：環境省 HP 

 



第 5 章 地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

 

123 

 

廃棄物処理部門  

 
●市民・事業者に期待される主な役割・取組 
 
・ごみ処理に対する理解を深め、減量への意識を高める。 

・プラスチックの分別を徹底し、焼却ごみに混入するプラスチック類や合成繊維類を  

なるべく削減する。 

・資源物として再利用するため、衣類や廃食用油の回収を利用する。 

・食べ残しをしないようにする。 

・賞味期限切れや消費期限切れ等、食品等の無駄が発生しないよう心がける 

・冷蔵庫内の在庫を把握し、必要量に応じた食品購入に努めるとともに、ローリングス

トック※（用語集）を実践する 

・すぐ使用するときは賞味期限や消費期限の近い商品から購入する（「てまえどり」） 

・どうしても使いきれない食品は、フードドライブを活用する 

・環境に配慮したクッキングや生ごみ処理機器等の利用など､生ごみ削減に努める。 

・生ごみは堆肥化など有効に利用し、廃棄物の削減に努める 

・過剰包装を断るなど、容易にごみとなるものは買わない 

・マイバッグ、マイボトルを利用する 

・再利用しやすい製品の使用、使い捨て商品の削減と詰め替え製品の利用、修理・修繕

やリフォームの実施による製品の長期利用に努める 

・使い捨て容器（ワンウェイ容器）でなく、ビールびんや牛乳びん等の何度も使える容

器（リターナブルびん）の商品をなるべく選ぶ 

・フリーマーケットやリサイクルショップなどを利用する 

・まだ使える製品は、必要としている人に譲る 

・地域やＰＴＡ等の団体が実施する資源集団回収に協力し､資源回収の輪を広げる 

・バイオマスプラスチック類※（用語集）の利用 

 

●市が推進する取組 
 
・各主体に対してごみ削減に関するあらゆる情報を提供する。 

・廃食用油や衣類の回収等、環境にやさしい取組を推進する 

・プラマークなしプラスチックのリサイクルの促進 

・環境にやさしい消費者の育成のため、環境教室や出前講座などを通じて４Ｒの推進に

努める 

・事業者に対し、拡大生産者責任（ＥＰＲ）の観点から、過剰包装の抑制等、製品に係

る減量化策、使用済み製品の回収等の協力を求めていく 

・各主体と協働してのマイバッグ・マイボトル推進運動の展開 

・環境に配慮した取組を行っている事業所情報の周知に努める 

・市内の飲食店や小売店等と連携した食品ロス削減の取組の推進 

・リサイクル可能な環境に優しい製品（事務用品など）を調達するグリーン購入の推進 

・フードドライブ活動の推進 

・雑紙（ざつがみ）減量大作戦を推進し、ごみ減量とリサイクル率向上のため、地域や

ＰＴＡ等の団体が実施する資源集団回収に奨励金を交付する 

・建物解体時等におけるリサイクルの推進に努める 
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■ ～食品ロスを減らしましょう～ 

食品ロスとは、本来は食べられるのに捨てられ 

てしまう食べ物のことです。 

日本では令和２年度に家庭から約 247 万トン、 

事業者から約 275 万トン、合計約 522 万トンの 

食品ロスが発生したと推計されています。 

・買い物に出かける前に冷蔵庫の在庫を確認 

・ばら売りや量り売り、少量パックなどを利用 

して必要な分だけ買う 

・すぐに食べるものは陳列順に買う 

・飲食店では食べきれると思う量を注文する 

など、できることから食品ロス削減に取り組ん 

でみましょう。 
 

 

 

                    ■～これからのファッションを持続可能に～ 

一人当たりの年間の衣服の購入枚数は約 18 枚、 

手放す服は約 12 枚で、手放す枚数よりも購入 

枚数の方が多く、１年間に１回も着られていな 

い服が 25 枚もあります。 

１着の服を製造するのに排出されるＣＯ２量は 

25.5kg で、これは 500ml のペットボトル約 255 

本の製造分に相当します。 

私たちが所有している１着を、現在よりも１年 

長く着ることで、日本全体として４万トン以上 

の廃棄量の削減につながります。 

１着との長いお付き合いをお願いします。 

順に買う 

 

 

 

■ ～４R でごみを減らす～ 

市では、ごみを減らすために次の４つの「R」 

を皆様にお願いしています。 
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