
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第 11 版 

 
制定日：平成２２年 ４月 １日 

改定日：令和 4 年 4 月 １日 



 

 

改定履歴 

版数 改定項目 改定内容 制定日・改定日 

第１版 - 制定 平成 22 年４月１日 

第２版 ・実施体制 ・組織改正による部課名の変更 

・温暖化対策統括事務局長の設置 

平成 23 年７月１日 

・文書及び記録の

管理 

・温暖化対策マネジメントマニュアル

の軽易な変更をする際の承認者を設定

（温暖化対策統括事務局長） 

第３版 ・目的 ・「浜松市地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」策定に伴う計画名の変更 

平成 24 年４月１日 

・実施体制 ・組織改正による部課名の変更 

・確認及び報告 ・施設管理シートの上半期報告の削除 

第４版 ・実施体制 ・組織改正による部課名の変更 平成 25 年４月１日 

・温暖化対策共通

計画 

・温暖化対策共通計画作成者の変更 

・文書及び記録の

管理 

・温暖化対策共通計画を作成する際の

承認者を変更（温暖化対策統括責任者

⇒温暖化対策統括事務局長） 

・市役所外部から

の評価 

・浜松環境会議部会から浜松市環境審

議会に変更 

第５版 ・実施体制 ・実施体制を変更 平成 25 年 12 月 1 日 

・教育訓練の実施 ・内部監査責任者による教育訓練の実

施を削除 

・文書及び記録の

管理 

・内部監査年間実施計画表の承認者を

変更（内部監査責任者⇒温暖化対策統

括事務局長） 

・内部監査 ・内部監査責任者を副市長から温暖化

対策統括責任者へ変更 

・内部監査員の任命を削除 

・内部監査の実施について記載変更 

第６版 ・目的 ・省エネ法名称の変更 平成 26 年 4 月 1 日 

第７版 ・共通の取り組み

チェック表 

・施設管理シート 

・運用の変更 

 

 

平成 27 年 4 月 1 日 

・運用管理 ・運用基準書に代えてエネルギー管理

標準 

・内部監査 ・「運用管理」へ統合 
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版数 改定項目 改定内容 制定日・改定日 

第８版 ・実施体制 ・組織改正による部課名の変更 平成 27 年 7 月 1 日 

第９版 ・実施体制 ・組織改正による部課名の変更 平成 28 年 4 月 1 日 

第 10 版 ・文書及び記録の

管理 

・実施状況の点

検・評価 

 

 

 

 

・市役所外部から

の評価 

・「市長による見直し実施記録」を「温

暖化対策管理委員会記録」に変更 

・項目 12「温暖化対策管理委員会」を

「実施状況の点検・評価」に項目名変

更 

・「市長による見直し」を「点検・評

価」に変更 

・市長への報告事項を変更 

・「市長による見直し」を「温暖化対

策管理委員会」に変更 

平成 28 年 7 月 1 日 

第 11 版 ・実施体制 

・計画改定 

・組織改正による部課名の変更 

・浜松市地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）［2021］の改定内容の反映 

令和 4 年 4月 1日 
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１．目的 

 

地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、人間の活動が地球の環境

に危険な影響を及ぼさない水準に大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防

止することは、21 世紀の人類共通の課題である。 

国においては、平成 20 年５月にエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第

49 号）が改正され、これまでの工場・事業場単位の管理から、地方自治体も含めて、事業者

単位（企業単位）での管理へと規制体系が変更になった。また、事業者単位でエネルギー消費

原単位を中長期的に見て年平均１％以上低減させるための中長期的な計画（以下「中長期計画」

という。）を作成し、事業者全体で温暖化対策に取り組むことも求められている。さらに、平

成 25 年５月には、「電気の需要の平準化」が同法の目的に位置づけられ、名称も「エネルギー

の使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）に改称された。 

浜松市役所温暖化対策マネジメントシステム（以下「本システム」という。）は、市内有数

のエネルギー使用事業者である浜松市役所が、省エネ法が規定するエネルギー削減目標と、「浜

松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）[2021]1」の目標達成に主眼を置いた基本方針を

定め、同方針に基づき取り組む温暖化対策について、全庁的に計画（Plan）、実施（Do）、点

検・評価（Check）及び見直し（Action)を行うためのシステムである。 

また、浜松市役所温暖化対策マネジメントマニュアル（以下「本マニュアル」という。）は、

本システムの管理及び運営について基本事項を定めるものである。 

 

本システムの運営概念図 

                             
1 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に基づき都道府県並びに指定都市、   

中核市及び特例市に策定が義務付けられた「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」として、令和 3年 4月に策定し

た。 
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浜松市役所温暖化対策基本方針 

 

《基本理念》 

 

21 世紀の地球環境には、地球温暖化の危機、生態系の危機など多くの課題が顕在

化している。 

人類が直面するこうした地球環境問題の解決に向けて、市民、事業者、行政など

すべての関係者の参加と協働の下、本市の自然的社会的条件に応じた低炭素社会、

循環型社会、自然共生社会づくりの取り組みを、地域から総合的に進めていくこと

が必要である。 

浜松市役所は、以下の行動指針に基づいて事務事業における環境配慮に率先して

取り組み、環境と共生した持続可能な社会の実現のため、地域の先導者として貢献

する役割を果たす。 

 

《行動指針》 

 

1. 建物等におけるエネルギー（電気、燃料、熱）や水の使用量を削減する。 

2. 施設の新設及び更新の際は、別に定める省エネ及び新エネ設備の導入に関する

方針に基づいて実施し、エネルギーの使用の合理化に努める。 

3. エコドライブの取り組み等を通じて、公用車における燃料の使用量を削減する。 

4. 事務室及び市の事務事業において発生するごみの排出量を削減する。 

5. 森林やまちの中の緑の保全を通じて、二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化に

取り組む。 

6. 浜松市特定調達物品等の調達方針に基づき、グリーン購入を推進する。 

7. 職場における取り組みを活かし、職員一人一人が家庭においても二酸化炭素排

出量の削減に努める。 

8. 温暖化対策基本方針及び本システムの運用成果は、積極的に公表する。 

 

 

 

 

平成 22 年４月１日 浜松市長 鈴木 康友 
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２．実施事項 

 

１．適用範囲 

 

(1) 本システムは、温暖化対策基本方針の行動指針に関連する本市の事務事業における環境

配慮と、これに関わる職員及び常駐の業務委託者（指定管理者を含む）に適用する。 

(2) 本市の課等のうち、温室効果ガスの主要な排出源となっている施設を所管する課等を、

本システムに重点的に取り組む「重点対策課」とし、重点対策課を除く課等を、本シス

テムに取り組む「その他の課」とする。 

(3) 温室効果ガスの主要な排出源となっている施設の詳細は、別に定める。 

 

２．温暖化対策基本方針 

 

(1) 市長は、省エネ法に基づく中長期計画及び浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

［2021］の目標達成のために、温暖化対策基本方針（以下「基本方針」という。）を定

める。 

(2) 市長は、基本方針を職員及び常駐の業務委託者（指定管理者を含む）へ周知する。 

 

３．実施体制 

 

(1) 全庁的な温暖化対策に取り組むため、温暖化対策管理委員会を置き、浜松市庁議等市

政運営会議等に関する規則（平成 11 年浜松市規則第 70 号）に規定する庁議の構成員

をもって充てる。 

(2) 温暖化対策管理委員会の運営の詳細は、別に定める。 

(3) 浜松市役所において、基本方針に基づき取り組む温暖化対策についての事務を統括させ

るため、温暖化対策統括責任者を置き、カーボンニュートラル推進事業本部長の職にあ

る者をもって充てる。 

(4) 温暖化対策統括責任者の業務を全般的に補佐するため、カーボンニュートラル推進事業

本部に温暖化対策統括事務局を置く。温暖化対策統括事務局長は、カーボンニュートラ

ル推進事業副本部長をもって充てる。 

(5) 次の表に掲げる部等において、基本方針に基づき取り組む温暖化対策についての事務を

取りまとめるため、部等に温暖化対策管理責任者を置き、当該部等の長（上下水道部は

水道事業及び下水道事業管理者）をもって充てる。 

危機管理監、企画調整部、総務部、財務部、税務担当部長、市民部、文化振興担当部長、健康福祉部、医療担

当部長、保健所、こども家庭部、環境部、産業部、スタートアップ推進担当部長、観光・ブランド振興担当部

長、農林水産担当部長、都市整備部、花みどり担当部長、土木部、デジタル・スマートシティ推進事業本部、
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区再編推進事業本部、カーボンニュートラル推進事業本部、会計管理者、消防局、上下水道部、学校教育部、

人事委員会事務局、監査事務局、議会事務局、中区役所、東区役所、西区役所、南区役所、北区役所、浜北区

役所、天竜区役所 

(6) 部等の課等において、基本方針に基づき取り組む温暖化対策についての事務を取りまと

めるため、課等に温暖化対策推進責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。ただし、

人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局にあっては当該事務局の次長を、デ

ジタル・スマートシティ推進事業本部、区再編推進事業本部、カーボンニュートラル推

進事業本部にあっては、当該推進事業本部の副本部長をもって充てる。 

(7) 温暖化対策推進責任者は、課等において、基本方針に基づき取り組む温暖化対策につい

ての事務を処理させるため、課等の職員１名以上を温暖化対策推進員として指名する。

ただし、温室効果ガスの主要な排出源となっている施設を所管している場合、原則とし

て当該施設ごとに所属する職員１名以上を温暖化対策推進員として指名する2。 

(8) 施設を所管している課等の温暖化対策推進責任者は、次のいずれかに該当するものがい

るときは、該当者を優先的に温暖化対策推進員として指名する。 

① エネルギー管理士免状の交付を受けている者 

② エネルギー管理講習修了者 

(9) 温暖化対策推進員の任期は、１年とする。ただし、補欠の温暖化対策推進員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

(10) 温暖化対策推進員は、再任することができる。 

(11) 本システムの実施体制における職員とは、一般職員、会計年度任用職員及び再任用職員

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本システムの実施体制 

                             
2 指定管理者制度などで管理していて、職員が配置されていない施設については、本課の職員から温暖化対策推進員

を指名する。 
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４．温暖化対策共通計画 

 

(1) 温暖化対策統括事務局長は、毎年度当初に、基本方針の実現に向けた、市全体の中長期

目標及び単年度目標を定めた温暖化対策共通計画を作成し、温暖化対策管理責任者及び

温暖化対策推進責任者へ伝達する。 

 

５．共通の取り組みチェック表 

 

(1) 温暖化対策統括事務局長は、毎年度当初に、温暖化対策共通計画に示した市役所全体の

中長期目標及び単年度目標を達成するための管理手段として、共通の取り組みチェック

表の様式を作成し、温暖化対策管理責任者及び温暖化対策推進責任者へ伝達する。 

(2) 温暖化対策推進責任者は、毎年度当初に、課等の事務事業の内容を勘案した上で、上記

共通の取り組みチェック表の様式に示された項目のうち未実施のものについて、取り組

み状況を定期的に記録する。 

(3) 上記取り組み項目の中で、重点的に取り組む項目を１つ選択し、基本方針とともに課内

に掲示する。 

 

６．施設管理シート 

 

(1) 重点対策課の温暖化対策推進責任者は、温室効果ガスの主要な排出源となっている施設

ごとに施設管理シートにより、エネルギー使用量を定期的に記録し、分析することで、

継続してエネルギー使用量の低減を図る。 

(2) 温暖化対策推進責任者は、温暖化対策管理責任者の承認を得た施設管理シートを、温暖

化対策統括責任者へ提出する。 

 

７．教育訓練の実施 

 

(1) 温暖化対策統括責任者は、毎年度当初に、温暖化対策推進員に対し、次に掲げる事項に

ついての教育訓練を実施する。 

① 基本方針に関すること。 

② 本システムの内容及びその運用に関すること。 

③ 地球温暖化防止の意識啓発に関すること。 

(2) 温暖化対策推進員は、前述の①～③に掲げる事項の内容を、課等の職員へ周知する。 
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８．コミュニケーション 

 

(1) 市長は、基本方針及び本システムに係る運用成果を、積極的に公表する。 

 

９．文書及び記録の管理 

 

(1) 文書及び記録の原案の作成及び改訂、承認の役割は、次のとおりとする。 

文書及び記録の種類 原案の作成及び改訂 承認 

Ａ 基本文書   

 ・温暖化対策基本方針 温暖化対策統括事務局 市長 

 ・温暖化対策マネジメントマニュアル 

（特に重要なもの） 

温暖化対策統括事務局 市長 

 ・温暖化対策マネジメントマニュアル、 

 要領、様式 

（重要なもの） 

温暖化対策統括事務局 温暖化対策統括責任者 

 ・温暖化対策マネジメントマニュアル、 

要領、様式 

（軽易又は定例的なもの） 

温暖化対策統括事務局 温暖化対策統括事務局長 

Ｂ 計画文書   

 ・温暖化対策共通計画 温暖化対策統括事務局 温暖化対策統括事務局長 

 ・共通の取り組みチェック表 温暖化対策推進員 温暖化対策推進責任者 

 ・施設管理シート 温暖化対策推進員 温暖化対策管理責任者 

 ・エネルギー管理標準 温暖化対策推進員 温暖化対策推進責任者 

Ｃ 記録   

 ・共通の取り組みチェック表（評価部分） 温暖化対策推進員 温暖化対策推進責任者 

 ・施設管理シート（評価部分） 温暖化対策推進員 温暖化対策管理責任者 

 ・温暖化対策管理委員会記録 

・市役所外部からの評価実施記録 

温暖化対策統括事務局 温暖化対策統括責任者 

 

※ 温暖化対策統括責任者：カーボンニュートラル推進事業本部長 

※ 温暖化対策管理責任者：部等の長 

※ 温暖化対策推進責任者：課等の長 

※ 温暖化対策統括事務局長：カーボンニュートラル推進事業本部副本部長 

※ 温暖化対策統括事務局：カーボンニュートラル推進事業本部 

 

(2) 文書及び記録は、原則として浜松市行政経営基幹システム（コアら）を用いて決裁する。 

(3) 文書及び記録は、最新のものを原則として電子媒体で課等において管理し、文書及び記

録の種類ごとに分類の上、関係者がいつでも閲覧・利用できるようにする。 
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(4) 文書及び記録は、年度ごとに管理する。 

(5) 文書及び記録の原本は、法令等に定めのある場合を除き、原則として５年間保存する。

ただし、５年を超えて保存する必要がある場合は、その旨を添付して保存する。 

(6) 保存年限を過ぎた文書及び記録は、誤用のないよう速やかに廃棄する。 

 

10．運用管理 

 

(1) 施設を所管する課の温暖化対策推進責任者は、基本方針、中長期目標及び単年度目標を

達成するため、設備の運用基準3を定めたエネルギー管理標準を施設ごとに作成する。 

(2) エネルギー管理標準は、毎年度、内容を見直す。 

(3) 温暖化対策推進責任者は、市役所外部の者に物品を供給させる又は業務を請け負わせる

場合、計画及びエネルギー管理標準で定めた内容を、仕様書等で供給者又は請負者に対

し伝達し、協力を依頼する。 

(4) 温暖化対策推進責任者は、供給者、請負者から、本システムに係る計画の管理実績、運

用管理状況、中長期目標及び単年度目標の達成度について、確実に実績報告を受けられ

る体制を整備する。 

(5) 温暖化対策統括事務局長は、毎年度、施設におけるエネルギー使用量の低減を図るため、

施設を抽出し、内部監査として省エネパトロールを実施するものとする。 

 

11．確認及び報告 

 

(1) 温暖化対策推進責任者は、毎年度終了時に、共通の取り組みチェック表の確認結果を、

温暖化対策統括事務局へ報告しなければならない。 

(2) 温暖化対策推進責任者は、毎年度終了時に、施設管理シートの確認結果を、温暖化対策

管理責任者へ報告しなければならない。 

(3) 温暖化対策管理責任者は、施設管理シートの確認結果を、温暖化対策統括責任者へ報告

しなければならない。 

                             
3 本システムで定めた計画を実施していく上での具体的な基準。扱う人により、運用が変わる可能性がある基準は運

用基準とはいわない。 

（例）エアコンの設定温度の場合 

○「設定温度は 28℃にする」 ×「適切な設定温度で管理する」（‘適切な設定温度’は人により異なる） 
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12．実施状況の点検・評価 

 

(1) 市長は、自ら必要であると判断した場合、温暖化対策管理委員会を開催し、計画の達成

状況、運用管理状況などの点検・評価を行う。 

(2) 温暖化対策統括責任者は、次に掲げる情報を収集し、温暖化対策管理委員会において、

市長へ報告する。 

① 省エネ法が規定するエネルギー削減目標の達成の状況 

② 浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）［2021］の目標達成の状況 

③ 省エネ診断の結果 

(3) 温暖化対策統括事務局は、温暖化対策管理委員会での点検・評価の結果を、全職員へ周

知する。 

 

13．市役所外部からの評価 

 

(1) 温暖化対策統括責任者は、市役所内の各特定事業者4が実施した省エネ診断の結果を外

部の専門家からの提案として収集し、温室効果ガスの主要な排出源となっている施設に

おける、省エネルギーに関する設備投資を必要とするハード面での措置及び運用管理の

強化等のソフト面での措置を把握する。 

(2) 温暖化対策統括責任者は、温暖化対策管理委員会での点検・評価を経た後、浜松市環境

審議会等へ次に掲げる事項を報告し、関連分野に関する視点から、浜松市役所が取り組

む温暖化対策についての意見や提言を求める。 

① 省エネ法が規定するエネルギー削減目標の達成状況 

② 浜松市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）[2021]の目標達成の状況 

③ 省エネ診断の結果 

(3) 温暖化対策統括責任者は、必要に応じて審議会等の専門委員を温室効果ガスの主要な排

出源となっている施設へ派遣し、関連分野に関する専門的な視点から、審議会等におい

て、浜松市役所が取り組む温暖化対策についての意見や提言を求める。 

(4) 温暖化対策統括事務局は、審議会等の評価の結果を、市役所外部からの評価実施記録と

して作成し、全職員へ周知する。 

 

14．委任 

 

(1) 本マニュアルに定めるもののほか、本システムの管理及び運営について必要な事項は、

別に定める。 

                             
4 省エネ法第７条第 1 項で規定する特定事業者。市長部局（消防、選管、人事委、監査、農委、固定評価委を含む）、

学校等（教育委員会）、地方公営企業（上下水道部）が挙げられる。 


