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資料－２ 

 

温室効果ガス排出量・吸収量・指標等の推計・算定方法 
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■温室効果ガス排出量の現況推計方法 
 

温室効果ガス排出量は、基本的に以下の式で表すことができます。 

 

温室効果ガス排出量 ＝ 活動量 × エネルギー消費原単位 × 炭素集約度 

活 動 量：温室効果ガス排出量に相関がある要因 

（製造品出荷額等、人口、世帯数、自動車保有台数など） 

エネルギー消費原単位：活動量当たりのエネルギー消費量 

炭素集約度：エネルギー種別温室効果ガス排出係数 

 

推計に使用した各部門の活動量の計算方法を以下に示します。得られた活動量に対し、排出係数

や単位発熱量を乗じて温室効果ガスを算出しました。 

 

●活動量の推計方法 

ガス 部門 活動量計算 

CO2 産業 製造業 ＜燃料別＞ 

(都道府県別エネルギー消費統計 静岡県エネルギー消費量)×(浜松市 

製造品出荷額等)/(静岡県 製造品出荷額等) 

  農林水産業、

鉱業他、建設

業 

＜燃料別＞ 

（都道府県別エネルギー消費統計 静岡県エネルギー消費量）×（浜松

市 農林水産業・鉱業他・建設業従業者数）/（静岡県 農林水産業・鉱

業他・建設業従業者数） 

  工業プロセス (全国 石灰石出荷量)×(浜松市 鉄鋼業 製造品出荷額等)/(全国 鉄鋼

業 製造品出荷額等) 

 民生業務  ＜電力・石油系燃料＞ 

（都道府県別エネルギー消費統計 静岡県エネルギー消費量）×（浜松

市 業務系事業所数）/（静岡県 業務系事業所数） 

   ＜都市ガス＞ 

(浜松市都市ガス消費量(商業、公用、医療用)) 

   ＜LPG＞ 

（静岡県の家庭業務用合計）×｛（浜松市 業務系事業所数）/（静岡

県 業務系事業所数）｝－（家庭部門 LPG 消費量推計値） 

 民生家庭  ＜電力＞ 

（都道府県別エネルギー消費統計 静岡県エネルギー消費量）×（浜松

市 世帯数）/（静岡県 世帯数） 

   ＜都市ガス＞ 

(浜松市 用途別ガス使用量 家庭用) 

 

 

 

  ＜LPG＞ 

｛(静岡市 世帯当たり購入量を都市ガス普及率で補正した値)×(静岡

市と浜松市の世帯人員による補正)｝ 

  ＜灯油＞ 

(静岡市 世帯当たり購入量)×(静岡市と浜松市の世帯人員による補正) 
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ガス 部門 活動量計算 

CO2 運輸 自動車 (静岡県 車種別燃料別燃料消費量)×(浜松市 車種別自動車保有台

数)/(静岡県 車種別自動車保有台数) 

  鉄道・船舶 ＜船舶(旅客)＞ 

(全国 船舶(旅客)燃料種別使用量)×(浜松市 内航乗員人員)/(全国 内

航乗降人員) 

   ＜船舶(貨物)＞ 

(全国 船舶(貨物)燃料種別使用量)×(浜松市 入港総トン数)/(全国 入

港総トン数) 

鉄道・船舶 ＜鉄道＞ 

(会社別 全国 燃料別使用量)×(静岡県 発量＋着量＋域内量)/(全国 

発量[着量]＋域内量)×(浜松市 人口)/(静岡県 人口) 

 廃棄物 一般廃棄物 (浜松市 一般廃棄物排出量)×(廃プラスチック比率) 

  産業廃棄物 (浜松市 種類別 [廃油・廃プラスチック類]産業廃棄物排出量) 

CH4 工業プロセス (全国 工業プロセス排出量)×(浜松市 化学工業製造品出荷額等)/(全

国 化学工業製造品出荷額等) 

 農業 家畜 (浜松市 種類別飼養頭羽数) 

  水田 (浜松市 経営耕地面積) 

 廃棄物 一般廃棄物 (浜松市 一般廃棄物排出量) 

  下水処理 (浜松市 下水処理量) 

  産業廃棄物 (浜松市 種類別 [汚泥、木くず、廃油、廃プラスチック]産業廃棄物焼

却量) 

 燃料の燃焼 製造業 (燃料別燃料使用量) 

(注)製造業の算定結果より引用 

  運輸(自動車) (静岡県 車種別走行キロ)×(浜松市 自動車保有台数)/(静岡県 自動車

保有台数) 

N2O 医療用ガス  (全国 医療用ガス排出量)×(浜松市 [病院病床数＋一般診療所病床

数])/(全国 [病院病床数＋一般診療所病床数]) 

 農業 農業土壌 (全国 農業土壌からの排出量)×(浜松市 畑面積)/(全国 畑面積) 

  畜産 (浜松市 種類別飼養頭羽数) 

 廃棄物 一般廃棄物 (浜松市 一般廃棄物排出量) 

  下水処理 (浜松市 下水処理量) 

  産業廃棄物 (浜松市 種類別 [汚泥、木くず、廃油、廃プラスチック]産業廃棄物焼

却量) 

 燃料の燃焼 製造業 (燃料別燃料使用量) 

(注)製造業の算定結果より引用 

  運輸(自動車) (静岡県 車種別走行キロ)×(浜松市 自動車保有台数)/(静岡県 自動車

保有台数) 
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ガス 部門 活動量計算 

フロン類 HFC  (全国 製造に関わる HFC 排出量)×(浜松市 製造品出荷額等)/(全国 

製造品出荷額等) 

(注)フロンガスが発生する複数の製造プロセスについて、関連の深

い製造業製造品出荷額等(化学工業、非鉄金属、または電子部品・

電気機械器具・情報通信機械器具製造業の合算)にて按分している 

(全国 使用に関わる HFC 排出量)×(浜松市 人口)/(全国 人口) 

 PFC  (全国 製造に関わる PFC 排出量)×(浜松市 製造品出荷額等)/(全国 

製造品出荷額等) 

(注)フロンガスが発生する複数の製造プロセスについて、関連の深

い製造業製造品出荷額等(化学工業、非鉄金属、または電子部品・

電気機械器具・情報通信機械器具製造業の合算)にて按分している 

(全国 使用に関わる PFC 排出量)×(浜松市 人口)/(全国 人口) 

 SF6  (全国 製造に関わる SF6 排出量)×(浜松市 製造品出荷額等)/(全国 

製造品出荷額等) 

(注)フロンガスが発生する複数の製造プロセスについて、関連の深

い製造業製造品出荷額等(化学工業、非鉄金属、または電子部品・

電気機械器具・情報通信機械器具製造業の合算)にて按分している 

(全国 使用に関わる SF6 排出量)×(浜松市 電力消費量)/(全国 電力

消費量) 

吸収量 森林  (浜松市 齢級別面積[民有林])×(齢級別炭素吸収量)×(民有林面積＋

国有林面積)/(民有林面積) 

(注)人工林はスギ・ヒノキと想定 
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■温室効果ガス排出量の将来推計方法 

 

現状趨勢（BAU）ケースの推計 

BAU 排出量 = (部門別排出量)×(指標の伸び率) 

 

●指標の想定 

区分 単位 

実績 想定 

備考 平成 25 令和 2 令和 12 

2013 2020 2030 

人口総数 人 793,437  787,227  749,919  
浜松市の統計、将来推計

人口より 

世帯数 世帯 304,657  316,000  327,000  
浜松市の統計、将来推計

人口より 

生産年齢人口 人 504,409  459,358  424,877  
浜松市の将来推計人口

より 

製造品出荷額等 億円 21,303  21,137  22,488  過去５年間のトレンド 

農林水産業従業者数 人 1,895  1,726  1,403  

実績は経済センサスよ

り、想定は生産年齢人口

の変動参照 

建設業従業者数 人 24,218  22,055  17,927  

実績は経済センサスよ

り、想定は生産年齢人口

の変動参照 

 

令和 2 年 1２月現在、中部電力の浜岡原子力発電所は、運転を中止している 3 号機と 4 号機の

新規制基準への適合性確認審査中です。今後、原子力発電所が稼働した場合は、電力の排出係数が

下がり将来の二酸化炭素排出量は減少しますが、稼働時期が不明であることと、安全側（BAU 排

出量を過少に見込まない）を考慮し、電力の排出係数は現状に固定することとしました。 
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●BAU 排出量 

単位：千 t-CO2 

部門 

【基準年】 

平成 25 

 

令和 2 

【目標年】 

令和 12 指標 

2013 2020 2030 

二酸化炭素 産業  1,321.6  1,299.5  1,349.3  - 

  製造業 1,149.4  1,140.5  1,213.3  製造品出荷額等 

  農林水産業 45.8  41.8  33.9  農林水産業従業者数 

  建設業 99.5  90.6  73.7  建設業従業者数 

  工業プロセス 26.8  26.6  28.3  製造品出荷額等 

 運輸  1,422.7  1,411.5  1,344.6  - 

  乗用車・バス 886.9  880.0  838.3  

人口総数 

  自家用乗用車 840.4  833.8  794.3  

  営業用乗用車 15.6  15.5  14.7  

  バス 31.0  30.7  29.3  

  貨物車 515.7  511.7  487.4  

  船舶 0.5  0.5  0.4  

  鉄道 19.6  19.5  18.5  

 民生・家庭   1,200.7  1,245.4  1,288.7  世帯数 

 民生・業務  1,403.0  1,277.7  1,181.8  生産年齢人口 

 廃棄物処理 70.7  69.3  65.8  - 

  一般廃棄物 60.8  60.3  57.4  人口総数 

  産業廃棄物 9.9  9.0  8.4  生産年齢人口 

メタン  13.2  12.2  10.4  - 

 燃料の燃焼 1.6  1.6  1.7  製造品出荷額等 

 工業プロセス 0.0  0.0  0.0  製造品出荷額等(鉄鋼) 

 農業 10.8  9.9  8.0  農林水産業従業者数 

 廃棄物 0.8  0.7  0.7  人口総数 

一酸化二窒素 67.6  65.8  66.1  - 

 燃料の燃焼 45.7  45.3  48.3  製造品出荷額等 

 有機溶剤等使用 0.4  0.4  0.5  製造品出荷額等 

 農業 15.2  13.8  11.3  農林水産業従業者数 

 廃棄物 6.3  6.2  6.0  人口総数 

代替フロン類   225.1  223.3  237.6  製造品出荷額等 

排出量合計   5,724.5  5,604.7  5,544.3  - 

 2013 年比 - ▲2.2% ▲3.2% - 
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■削減見込み量 

2030 年度の BAU 排出量に対する削減見込み量を示します。 

設備の導入や技術向上による効果は、「2013 年以降の対策・施策に関する検討小委員会におけ

る議論を踏まえたエネルギー消費量・温室効果ガス排出量等の見通し 対策導入量等の根拠資料」

（平成 24 年 9 月 12 日改訂）の施策強度低位を、省エネ行動に関する啓発の効果は「地球温暖化

対策計画における対策の削減量の根拠」（平成 28 年 5 月 13 日）の想定をそれぞれ参考にしまし

た。 

 

●産業部門 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

1 省エネルギーの推進 
(1)事業者への省エネルギ

ー普及促進 

機器改修などの効率改善及び節電などの

運用改善による省エネルギー化、再生可

能エネルギー導入 

219.0 

高効率照明機器の導入による省エネルギ

ー化 

FEMS、BEMS などのエネルギー使用量

の見える化機器の導入 

2 再生可能エネルギー

の導入促進 

(1)再生可能エネルギーな

どの導入促進 

太陽光発電、小水力発電、風力発電、バ

イオマス発電事業の推進 

合 計 219.0 

 

●運輸部門 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

3 脱炭素都市の推進 

(1)拠点ネットワーク型都

市構造の実現と公共交通

の利用促進 

公共交通の利用促進 11.3 

(2)次世代自動車の普及促

進 

ハイブリッド自動車、プラグインハイブ

リッド自動車、クリーンディーゼル自動

車の普及及び燃費改善 

162.9 

電気自動車、燃料電池自動車の普及 129.0 

(3)自動車の賢い利用の普

及 

エコドライブの実践 

カーシェアリングの導入 
27.7 

合 計 330.9 
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●民生・家庭部門 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

1 省エネルギーの推進 
(2)市民への省エネルギー

ライフスタイル普及促進 

家庭用機器の省エネルギー化、再生可能

エネルギー導入 

265.1 

高効率照明機器の導入による省エネルギ

ー化 

脱炭素住宅の普及による省エネルギー化 

 

2 再生可能エネルギー

の導入促進 

(1)再生可能エネルギーな

どの導入促進 

太陽光発電、小水力発電、風力発電、バ

イオマス発電事業の推進 

3 脱炭素都市の推進 
(4)建築物・インフラなどの

低炭素化 

スマートハウスなどの普及 

 

1 省エネルギーの推進 
(2)市民への省エネルギー

ライフスタイル普及促進 

国民運動「COOL CHOICE」の推進など

の市民向け普及啓発、ソフト面からの温

暖化対策 

52.9 

合 計 318.0 

 

●民生・業務部門 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

1 省エネルギーの推進 

(1)事業者への省エネルギ

ー普及促進 

 

機器改修などの効率改善及び節電などの

運用改善による省エネルギー化 

148.3 
高効率照明機器の導入による省エネルギ

ー化 

FEMS、BEMS などのエネルギー使用量

の見える化機器の導入 

建築物の省エネルギー化、再生可能エネ

ルギー導入 

250.7 
2 再生可能エネルギー

の導入促進 

(1)再生可能エネルギーな

どの導入促進 

太陽光発電、小水力発電、風力発電、バ

イオマス発電事業の推進 

3 脱炭素都市の推進 
(4)建築物・インフラなどの

低炭素化 

建築物の省エネルギー化、再生可能エネ

ルギー導入 

1 省エネルギーの推進 
(1)事業者への省エネルギ

ー普及促進 

国民運動「COOL CHOICE」の推進など

の事業者向け普及啓発、ソフト面からの

温暖化対策 

1.6 

合 計 400.6 

 

●廃棄物処理 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

1 省エネルギーの推進 
(2)市民への省エネルギー

ライフスタイル普及促進 
3R をはじめとしたごみの減量 8.3 

合 計 8.3 
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●二酸化炭素以外 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

3 脱炭素都市の推進 
(5)二酸化炭素以外の温室

効果ガスの排出抑制 

・冷蔵庫・エアコンなどの不法投棄の抑

止（フロン類の漏えい防止） 

・フロン排出抑制法に基づき、市有施設

におけるフロン類の漏えい防止、回収・

適正処理を徹底 

・自然冷媒をはじめとしたノンフロン機

器や低 GWP 型機器の普及 

0.8 

（フロン類） 

省エネルギー化やごみの減量などを通し

てのメタン、一酸化二窒素の排出抑制 

0.4 

（メタン） 

11.8 

（一酸化 

二窒素） 

合 計 13.0 

 

●二酸化炭素吸収源の確保 

基本施策 施策の方針 個別施策 
削減見込量 

(千 t－CO2) 

4 二酸化炭素吸収源の

確保 

(1)森林資源の利用促進と

林業の活性化 

持続可能かつ適切な森林管理 

地産地消による天竜材の利用促進 
249.4 

合 計 249.4 

 



- 58 - 

●森林吸収量 

 

森林吸収量は、浜松市内の樹種別・齢級別の森林面積に、樹種別・齢級別の 1 年当たりのおおよ

その炭素吸収量を乗じ、１２分の４４を乗じて二酸化炭素吸収量としました。 

国有林は、民有林と同じ構成と想定して面積比で吸収量を求め、民有林分と合算して全市の吸収

量としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 齢級は 5 年生単位。 

 

         1 年当たりのおおよその炭素吸収量  （t-C/ha・年） 

  20 年生前後 40 年生前後 60 年生前後 80 年生前後 

スギ 3.3 2.3 1.1 0.8 

ヒノキ 3.1 2.0 1.1 0.3 

天然林広葉樹 1.4 1.0 0.3 0.1 

注：１年当たりの森林の林木（幹・枝葉・根）による炭素吸収の平均的な量である。 

人工林は、スギとヒノキの平均を使用する。 

資料：森林総合研究所 温暖化対応推進拠点の資料より 

 

民有林 森林吸収量（t-CO2） 

浜松市 樹種別・齢級別※の面積 

（人工林・天然林別）（ha） 

[静岡県 森林簿] 

樹種別・齢級別の 1 年当たりの 

おおよその炭素吸収量（t-C/ha・年） 

[森林総合研究所 温暖化対応推進拠点の資料] 

二酸化炭素と炭素の比率 

（44/12） 

森林吸収量（t-CO2） 

民有林と国有林の比率 

[静岡県 森林・林業統計要覧] 
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■指標の算定方法 

 

基本施策及び指標と算定方法 

基本施策及び指標 
2013(基準) 

年度値 

目標値 

(目標年度) 

省エネルギーの推進   

再生可能エネルギーの導入促進   

 
市民 1 人 1 日あたりのエネルギー使用量 

（電力使用量換算）(※1) 
8.1 kWh/人・日 

6.9 kWh/人・日 

(2030 年度) 

 
従業員 1 人 1 日あたりのエネルギー使用量 

（電力使用量換算）(※2) 
14.8 kWh/人・日 

9.8 kWh/人・日 

(2030 年度) 

 市民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 898g/人・日 
843g/人・日 

(2028 年度) (※3) 

脱炭素都市の推進   

 
市民 1 人 1 日あたりの移動に要する燃料使用量 

（ガソリン使用量換算）(※4) 
2.1 L/人・日 

1.6 L/人・日 

(2030 年度) 

二酸化炭素吸収源の確保   

 森林認証取得面積 42,174ha 
54,000ha  

(2036 年度) (※5) 

※1 市民 1 人 1 日あたりのエネルギー使用量（電力使用量換算） 

   ＝民生・家庭部門 CO2 排出量÷温室効果ガス排出係数 0.513÷人口÷365 日 

※2 従業員 1 人 1 日あたりのエネルギー使用量（電力使用量換算） 

   ＝民生・業務部門 CO2 排出量÷温室効果ガス排出係数 0.513÷生産年齢人口÷365 日 

※3 「浜松市一般廃棄物処理基本計画『ごみ処理基本計画編』」（2014 年 3 月）より 

※4 市民 1 人 1 日あたりの移動に要する燃料使用量（ガソリン使用量換算） 

   ＝運輸部門 CO2 排出量÷温室効果ガス排出係数 2.32166÷人口÷365 日 

※5 「浜松市森林・林業ビジョン」（2007 年 3 月）より 

 

 


