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第 8 章  計画の推進 
 

1 計画の推進体制 

1）  主体の役割 

＜市民＞ 

家庭から排出される二酸化炭素は、世帯あたりでは減少していますが、市全体では増加して

います。これは、核家族化とともに高齢者世帯の増加が進んでおり、世帯あたり人員が減って

いることが原因であると考えられます。世帯あたり人員が減ると一人あたりのエネルギー消費

量が増える傾向があります。また、家庭から排出される温室効果ガスのうち、自動車の占める

割合は約 33％で、これは全国平均約 24％と比較しても高い割合であることから、過度に依存

せず「賢く使う」という考え方が必要となります。今後も一人ひとりが省エネルギー活動や省

エネルギー製品の購入・利用に努め、環境保全に配慮した省エネルギーライフスタイルを実践

していきます。 

また、市や国、静岡県が提供する情報を活用し、地域における防災情報の確認、節水の実践、

熱中症予防の徹底など、自らの気候変動適応行動を実施するよう努めます。 

 

＜事業者＞ 

製造業を中心とする産業部門から排出される二酸化炭素は、2005（平成 17）年から減少

しましたが、サービス業を中心とする民生・業務部門から排出される二酸化炭素は、1990（平

成 2）年から増加傾向が続いています。飲食・小売業では、店舗の大型化、長時間営業化が事

業所あたりの排出量を増加させていると考えられます。 

製造業では、省エネがコスト削減に直結することから、大規模事業所を中心に多くの事業所

が省エネに取り組んできたと考えられますが、小規模の事業所が多い民生・業務部門では、取

組が遅れていると考えられます。 

事業者は、自らの事業活動が環境に与える影響を認識して、省エネルギーの推進や再生可能

エネルギーの利用などによる温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組み、社会的責任を果た

します。 

また、自らの事業活動を円滑に実施するため、その事業活動の内容に即した気候変動適応を

推進するよう努めます。 

 

＜市＞ 

市民や事業者に対して、浜松市地球温暖化防止活動推進センターや浜松市地球温暖化防止活

動推進員などと連携して、緩和策及び適応策の普及啓発や情報提供に努めます。 

また、市は、温室効果ガスを排出する一事業者であることを認識して、率先的な立場で緩和

策及び適応策に取り組んでいきます。 
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2）  推進体制 

本計画は、浜松市全域の温室効果ガス排出量を削減し、地球規模の気候変動対策に寄与して

いくことを目的としています。 

温室効果ガスは、日常生活や事業活動など、あらゆるところから排出されていることから、

市民、事業者、市がそれぞれに求められる役割を果たしながら、相互に連携して緩和策や適応

策に取り組むこととします。 

浜松市地球温暖化防止活動推進センターや浜松市地球温暖化防止活動推進員などと連携して、

地球温暖化の現状やその防止対策の重要性などについて、イベントや広報活動を通じて、市民

や事業者に対し情報を提供します。 

また、緩和策や適応策は、エネルギー政策や技術開発、経済的措置、法整備など国の施策と

密接な関係があることから、国や県と連携を図りながら対策を進めます。 

緩和策や適応策に関する施策は多岐にわたり、庁内の多くの部署が直接的・間接的に関わっ

ています。このため、これまで以上に関係部局が連携・協働して必要な情報を共有し、本計画

に基づく施策を推進するとともに、指標の進捗状況を把握して必要に応じて施策を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表7.1 推進体制 

 

2 計画の進捗管理・チェック 

温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには、施策を確実に実施していくことが重要
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です。施策の進捗状況や効果を点検・評価し、計画の推進や見直しに対して助言する機能を浜

松市環境審議会が担います。 

毎年、温室効果ガス排出状況や施策の実施状況などを把握しながら進捗管理を行うとともに、

これらについて、年 1 回、公表を行います。進捗管理に当たっては、基本施策ごとに指標を設

定し、進捗状況を把握するものとします。また、目標の達成状況を踏まえ、2025 年度に見直

しを実施します。ただし、国際的な動向や国の計画変更など社会情勢に大きな変化が生じた場

合は、必要に応じて見直しを行います。 

 

図表 7.2 基本施策及び指標 

基本施策及び指標 
2013 

（基準年度） 

目標値 

(目標年度) 

1 省エネルギーの推進   

2 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） 
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） 
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 ※1 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） 
2.1 L/人・日 

1.6 L/人・日 

(2030 年度) 

4 二酸化炭素吸収源の確保   

 森林認証取得面積 ※2 42,174ha 
54,000ha  

(2036 年度) 

※1 「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 

※2 「浜松市森林・林業ビジョン」（2007 年 3 月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ロードマップ 
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施策の方針 部門 2021 2022 2023 2024 2025 2030

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

産業
民生・業務

(2) 市民への省エネルギーライフス
タイル普及促進

民生・家庭

廃棄物処理

(3) 市の率先行動 民生・業務
廃棄物処理

施策の方針 部門 2021 2022 2023 2024 2025 2030

2 再生可能エネルギーの導入
促進

(1) 民生・家庭

産業
民生・業務

民生・業務

(2) エネルギー関連技術・製品への
支援

産業
民生・業務

基本施策

再生可能エネルギーなどの導入
促進

基本施策

事業者向け省エネ診断や支援等の実施

事業者と協働した省エネルギー活動

家庭の省エネ対策の普及促進

・ エネルギーモニター等見える化ツールの普及
・ うちエコ診断受診促進、環境教育・環境学習の推進

・ ZEHの普及、高断熱・高気密リフォームの推進

・ 若者世代への啓発

ごみ減量・リサイクルの推進

・ 各種資源物の拠点回収の促進
・ ごみ減量教育の推進

・ 生ごみの減量化、資源化の検討

・ 食品ロスの削減
・ 事業者への減量・資源化・適正処理の普及促進

計画の策定・実施

・浜松市役所温暖化対策マネジメントシステム運用
・浜松市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)第5期計画に

基づく事業の推進

計画の

見直し

新清掃工場の整備
新清掃工場の運用

・余熱等を利用した産業等の推進

住宅への太陽光発電、蓄電池、コージェネレーションシステム

バイオマスエネルギー等導入促進

再生可能エネルギーの導入促進

・太陽光発電、蓄電池
・バイオマスや小水力、風力等の再生可能エネルギー

スマートシティの実現

「COOL CHOICE」普及促進

「COOL CHOICE」普及促進

ライフスタイル

イノベーションの展開

省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進

バイオマス利活用の促進

環境エネルギー産業の創出

徹底的なエネルギー管理の実施

隣接施設間で効率的なエネルギー融通を行うマイクログリッドの形成

自立・分散型エネルギーの普及拡大

エコアクション21取得を目指す事業所の支援
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施策の方針 部門 2021 2022 2023 2024 2025 2030

3  脱炭素都市の推進 (1) 運輸

運輸

(2) 次世代自動車の普及促進 運輸

(3) 運輸

(4) 建築物・インフラなどの低炭素化

民生・家庭

全部門

(5) 二酸化炭素以外の温室効果ガス
の排出抑制

フロン

メタン
一酸化二窒素

(6) 水素社会の実現 全部門

施策の方針 部門 2021 2022 2023 2024 2025 2030

4  二酸化炭素吸収源の確保 (1) 吸収源対策

産業
民生・業務
民生・家庭

森林資源の利用促進と林業の活
性化

自動車の賢い利用の普及

基本施策

基本施策

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
拠点ネットワーク型都市構造の実現

・都市計画マスタープラン・立地適正化計画の推進
・都市基盤の再構築

公共交通の利用促進

・サイクル&ライドやパーク&ライドの整備
・モビリティマネジメント

ＥＶ・ＦＣＶ等の次世代自動車の導入推進

急速充電器等の設置推進

次世代自動車の開発支援

エコドライブの実践

カーシェアリングの普及

既存の道路照明灯・防犯灯のLED化

良質な建築物の建設促進

住宅のスマート化

スマートハウス、長期優良住宅、ZEH等の普及

省エネルギー化やごみの減量等を通してのCH4、N2Oの排出抑制

家電リサイクル法、自動車リサイクル法の徹底、不法投棄の抑止

フロン類の漏えい防止、回収・適正処理の徹底

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

FSC 森林認証の取得

天竜材を用いた住宅の普及啓発

バイオマスの利活用

・家庭からの剪定枝の活用

森林・林業に関する啓発

森林環境基金の運営

エネファームや燃料電池自動車等水素を利用する設備や機器を普及

国や県、他自治体等の動向を見ながら制度やインフラの整備を検討

建築物省エネ法の適合

建築物省エネ法の適合・準拠

水素ステーションの設置推進

産学官連携による脱炭素住宅の研究

エネルギーの面的利用の促進

自転車通行空間の整備推進

天竜材の地産地消・地産外消の推進

ZEBの普及促進

省エネ技術取得支援

 


