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第１章 計画の背景 

1-1 地球温暖化問題に関する国内外の動向 

（１）気象変動の影響 

現在、深刻な問題となっている人為起源の温室効果ガスが引き起こす地球温暖化は、

人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境問題のひとつとされています。 

2013 年に発表された、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第五次評価報告書（AR5）

によると、1880 年から 2012 年にかけて、世界平均気温は約 0.85℃上昇しました。また、

同報告書では、最も気温上昇が高いシナリオにおいて、今後 21 世紀末までに現在と比べ

て最大 4.8℃上昇する可能性があると予測されています。既に世界的にも平均気温の上

昇、雪氷の融解、海面水位の変化、豪雨による洪水、干ばつなどが観測され始めていま

す。最近の日本においても、平均気温の上昇、夏の猛暑や暖冬、暴風、台風等による農

作物の被害、農作物や生態系への影響等が観測されています。 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）第 1 条において規

定されているとおり、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、

気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効

果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題とされています。 

（２）地球温暖化対策を巡る国際的な動向 

   地球温暖化防止に関する国際的な対策としては、1992年に国連気象変動枠組条約が採

択され、1994年には条約が発効されています。これを受けて第1回目の気象変動枠組条約

締約国会議（COP1）がドイツのベルリンで始まり、1997年には地球温暖化防止京都会議

（COP3）が開催され、京都議定書が採択されました。この中でわが国については、温室

効果ガスの総排出量を「2008年から2012年」の第１約束期間に、1990年レベルから6％削

減する目標を定め取組を進めてきました。 

2015年には、フランスのパリにおいてCOP21が開催され、京都議定書以来18年ぶりの新

たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。パリ協定で

は、国際条約として初めて「世界的な平均気温を産業革命以前に比べて気温上昇を2.0℃

未満に抑制するとともに、1.5℃未満に収まるよう努力すること」や「今世紀後半の温室

効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、附属書Ⅰ国（先進国）と非附属

書Ⅰ国（途上国）という附属書に基づく固定された二分論を超えた全ての国の参加、5

年ごとに世界全体の排出削減状況を検証する仕組み、適応計画プロセスや行動の実施等

を規定しており、国際的な枠組みとして画期的なものとなっています。 

（３）地球温暖化対策を巡る国内の動向 

   国際的な動きを受けて、わが国では、「温対法」が平成10年10月に公布され、平成11

年4月に施行されています。この法律では、地球温暖化対策の取組として、国、地方自治

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、地方自治体の実行計

画の策定、事業者による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枠

組みを整備したものとなっています。この中で、地方公共団体は、温室効果ガスの排出

の抑制のための措置に関する計画を策定し、実行計画及び実行計画に基づく措置の実施

状況についての公表が義務付けられております。 
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1-2 計画の基本方針 

東根市外二市一町共立衛生処理組合（以下「組合」という。）は、温室効果ガスの排出量

の削減及び吸収作用の保全・強化のため、温対法の規定に基づく実施計画の策定により、

温室効果ガスの削減に向けた取組体制を整備し、環境保全に配慮した事務・事業活動を推

進するものとします。 

第２章 基本的事項 

2-1 計画策定の目的 

東根市外二市一町共立衛生処理組合地球温暖化対策実行計画（以下「計画」という。）は、

温対法第21条の規定に基づき、地方公共団体に策定が義務付けられている温室効果ガスの

排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画として策定するも

のです。組合の事務及び事業の実施においては、本計画に基づき温室効果ガスの排出量の

削減目標の実現、吸収作用の保全及び強化のために様々な取組を行い、地球温暖化対策の

推進を図ることを目的とします。 

なお、本計画については、平成29年3月、環境省「地方公共団体実行計画（事務事業編）

策定・実施マニュアルVer.1.0」に基づき策定を行います。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸

収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）

を策定するものとする。 

２ ７（略）

８ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で

又は共同して、これを公表しなければならない。 

９（略） 

１０ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基

づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければなら

ない。 

１１ １２ （略） 

2-2 計画対象とする範囲 

計画の対象範囲は、組合におけるごみ及びし尿等の収集・処理に係る全ての事務及び事

業とします。対象施設は、「組合管理事務所」「し尿処理施設」「ごみ焼却処理施設」「粗大

ごみ処理施設」「リサイクルセンター」「下釜最終処分場」「原の内最終処分場」です。委託

等により実施する事業については、受託者等に対しても、温室効果ガスの排出量の削減の

ための必要な措置を講じるよう要請し、取組を推進していきます。 

2-3 対象とする温室効果ガス 

計画の対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項で規定する7種類の物質のうち、

排出状況が把握可能な二酸化炭素（CO ）、メタン（CH ）、一酸化二窒素（N O）、ハイドロ

フルオロカーボン（HFC）の4物質とします。 

なお、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）の3

物質については、組合において排出する活動が無いことから対象としません。
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2-4 計画期間 

計画の期間は、平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの5年間とします。なお、基

準年度については、データの把握が可能な直近年度である平成28(2016)年度とします。 

ただし、本計画は第１次計画とし、将来的には国の地球温暖化対策計画を踏まえ、平成

42(2030)年度を最終的な目標年度とします。 

なお、計画内容については、取組状況や社会的情勢を踏まえ、必要に応じて随時見直し

等を行います。 

2-5 関連計画との位置づけ

  本計画は、温対法第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画です。本計画は、組合のご

み処理基本計画及び生活排水処理基本計画、施設整備総合計画、エネルギー中長期計画と

連携するものです。 

第３章 「温室効果ガス総排出量」の状況 

3-1 「温室効果ガス総排出量」の算定範囲及び算定方法 

  計画の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、下記のとおりです。また、算定方法及

び温室効果ガス排出係数については、平成29年3月、環境省「温室効果ガス総排出量算定方

法ガイドラインVer.1.0」及び「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」

等に基づき算定を行います。 

〈表１〉 「温室効果ガス総排出量」の算定範囲 

温室効果ガス

の種類 
活動の区分 温室効果ガス総排出量の算定範囲 

二酸化炭素 

（CO ） 

燃料の使用 
ガソリン・灯油・軽油・LPG・Ａ重油等

の化石燃料の使用量 

他人から供給された電気の使用 電気の使用量（東北電力から受電） 

一般廃棄物の焼却 一般廃棄物の燃焼量（うち廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

メタン 

（CH ） 

家庭用機器における燃料の使用 灯油の使用量 

自動車の走行 公用車、し尿・ごみ収集車等の走行距離

一般廃棄物の焼却 一般廃棄物の燃焼量（全量） 

し尿の処理 し尿の処理量（下水道投入方式） 

一酸化二窒素 

（N O） 

家庭用機器における燃料の使用 灯油の使用量 

自動車の走行 公用車、し尿・ごみ収集車等の走行距離

一般廃棄物の焼却 一般廃棄物の燃焼量（全量） 

し尿の処理 し尿の処理量（下水道投入方式） 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ

（HFC） 
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 

HFC-134aが封入されたｶｰｴｱｺﾝ（公用車、

し尿・ごみ収集車等）の使用台数 

-3-



3-2 「温室効果ガス総排出量」及び内訳 

（１）基準年度における「温室効果ガス総排出量」 

  基準年度（平成28(2016)年度）における「温室効果ガス総排出量」及び要因となる組合

の活動量は下記のとおりです。 

〈表２〉 基準年度における組合活動量 

活動の区分 活動量 単位 

燃料の使用 

ガソリン 2,595.60 L 

灯油 9,477.00 L 

軽油 107,220.10 L 

Ａ重油 46,697.00 L 

ＬＰＧ 546.21 kg 

他人から供給された電気の使用（東北電力からの受電） 5,931,951 kwh 

家庭用機器における燃料の使用 

灯油 9,477.00 L 

ＬＰＧ 546.21 kg 

自動車の走行 

ガソリン 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ乗用車 25,340 km 

普通乗用車 5,878 km 

軽貨物車 1,737 km

軽  油 

普通貨物車 4,502 km

普通特種用途車 438,016 km

一般廃棄物の焼却 

全量（連続燃焼式） 40,247.13 t 

うち廃プラスチック類 6,922.18 t 

し尿の処理 その他の処理（下水道投入方式） 16,125.26 kL 

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用（HFC－134a） 47 台 

※普通特種用途車：し尿収集車及びごみ収集車等 
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（２）基準年度における温室効果ガス排出状況 

  基準年度（平成28(2016)年度）における組合の温室効果ガスの排出状況は以下のとおり

です。 

〈表３〉 基準年度（平成28(2016)年度）における温室効果ガス排出状況（単位：t-CO ） 

ガスの種類 CO  CH  N O HFC 計 

排 出 量 22,907.04 3.41 683.47 0.67 23,594.59

割合（％） 97.09 0.01 2.90 0.00 100.00

※表３の排出量は、各温室効果ガスをCO に換算したものです。

※重機等、メーターの表示が走行距離ではなく、作業時間表示となっている車両については、

走行距離の算出が困難であるため、自動車の走行に係る温室効果ガス排出量の算定から除

外しています。（該当車両：フォークリフト、ホイールローダー等） 

※し尿処理施設は、平成23年度より下水道投入方式となっていることから、「その他」の処理

で温室効果ガス総排出量を算定しています。 

※最終処分場には、分解性の廃棄物を埋立てしていないため、埋立地からのメタン（CH ）の

排出量は算定から除外しています。 

（３）基準年度における温室効果ガス部門別排出状況 

  基準年度（平成28(2016)年度）における温室効果ガスの部門別排出状況は以下のとおり

です。 

〈表４〉 基準年度における温室効果ガスの部門別排出状況      （単位：t-CO ） 

部門 ／ 種類 CO  CH  N O HFC 計 割合（％）

総 務 部 門 68.69 0.06 0.05 0.04 68.84 0.29 

し尿収集部門 52.05 0.06 1.28 0.21 53.60 0.23 

し尿処理部門 451.19 2.22 0.02 0.03 453.46 1.92 

ごみ収集部門 195.09 0.09 1.98 0.19 197.35 0.84 

ごみ焼却処理部門 21,765.45 0.97 680.06 0.03 22,446.51 95.13 

粗大ごみ処理部門 212.80 0.01 0.07 0.13 213.01 0.90 

リサイクルセンター部門 161.77 0.00 0.01 0.04 161.82 0.69 

合 計 22,907.04 3.41 683.47 0.67 23,594.59 100.00 
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3-3 「温室効果ガス総排出量」の分析結果 

（１）要因別の排出状況 

  組合の基準年度（平成28(2016)年度）における温室効果ガス総排出量は23,594.59t-CO 

となっています。温室効果ガスの排出量を要因別にみると、非エネルギー起源である一般

廃棄物の焼却（うち廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）に伴う排出量が全体の81.27％となっています。 

一方、燃料及び電気の使用によるエネルギー起源の温室効果ガスの排出の主な要因につ

いては、買電（東北電力より受電）による他人から供給された電気の使用に伴うもので、

全体の13.98％となっています。 

〈表５〉 要因別の温室効果ガス排出量状況 

活動の区分 
温室効果ガス 

の種類 

排出量 

（単位：t-CO ） 

ガスの割合 

（単位：％）

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

燃料の使用 

ガソリン 

CO 

6.02 0.03 

灯油 23.60 0.10 

軽油 276.63 1.17 

Ａ重油 126.55 0.54 

ＬＰＧ 1.64 0.01 

他人から供給された電気の使用 3,298.16 13.98 

合  計 3,732.60 15.83 

非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

家庭用機器における燃料の使用 
CH 0.08 0.00 

N O 0.06 0.00 

自動車の走行 
CH 0.15 0.00 

N O 3.35 0.01 

一般廃棄物の焼却 

CO 19,174.44 81.27 

CH 0.96 0.00 

N O 680.04 2.88 

し尿の処理 
CH 2.22 0.01 

N O 0.02 0.00 

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 HFC 0.67 0.00 

合  計 19,861.99 84.17 

総  合  計 23,594.59 100.00 
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第４章 「温室効果ガス総排出量」に関する数値的な目標 

4-1 目標設定の考え方 

  組合の温室効果ガス総排出量の目標設定の考え方は次のとおりです。 

（１）エネルギー起源の温室効果ガス（CO ）排出量の削減目標 

エネルギー起源（燃料・電気使用量）の温室効果ガス（CO ）排出量については、廃棄物

（ごみ及びし尿）処理に連動するものが大部分を占めることから、目標年度（平成34(2022)

年度）における削減目標を基準年度（平成28(2016)年度）の1％以上とします。 

（２）その他（非エネルギー起源）の温室効果ガス（CO ）排出量削減目標 

一般廃棄物の焼却及びし尿の処理の温室効果ガス（CO ）排出量削減目標については、施

設整備総合計画の「処理量予測」に基づき、基準年度から目標年度までのごみ及びし尿処

理の減量分とします。ただし、ごみの組成については、基準年度の数値で算定します。ま

た、家庭用機器における燃料の使用、自動車の走行、カーエアコンの使用については、効

率的な運転管理を実施するものとし、基準年度の排出量を目標年度の数値目標とします。 

4-2 基準年度 

  組合の目標を定めるうえでの基準年度は、平成28(2016)年度とします。 

4-3 数値的な目標 

  組合の事業実施の伴う削減目標として、温室効果ガス総排出量及びエネルギー起源並び

にその他（非エネルギー起源）の温室効果ガス（CO ）について設定します。 

（１）温室効果ガス総排出量 

 基準年度（平成28(2016)年度）における温室効果ガス総排出量23,594.59t-CO を基準年

度排出量として、計画の目標年度である平成34(2022)年度の温室効果ガス総排出量を

「0.43％以上削減する」ことを目標とします。 

〈表６〉 温室効果ガス総排出量の削減目標            （単位：t-CO ） 

区 分 
基準年度総排出量 

平成28(2016)年度 
削減目標 

目標年度総排出量 

平成34(2022)年度 

温室効果ガス 

総排出量 
23,594.59 0.43%以上削減する 23,492.34 

（２）エネルギー起源温室効果ガス（CO ）排出量 

  基準年度（平成28(2016)年度）におけるエネルギー起源温室効果ガス排出量3,732.60t-

CO を基準年度排出量として、計画の目標年度である平成34(2022)年度のエネルギー起源温

室効果ガス排出量（CO ）を「1％以上削減する」ことを目標とします。 

〈表７〉 エネルギー起源温室効果ガス（CO ）排出量の削減目標  （単位：t-CO ） 

区 分 
基準年度排出量 

平成28(2016)年度 
削減目標 

目標年度排出量 

平成34(2022)年度 

エネルギー起源温

室効果ガス排出量 
3,732.60 1％以上削減する 3,695.15 
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（３）その他（非エネルギー起源）温室効果ガス（CO ）排出量 

  基準年度（平成28(2016)年度）におけるその他（非エネルギー起源）温室効果ガス排出

量19,861.99t-CO を基準年度排出量として、計画の目標年度である平成34(2022)年度のそ

の他（非エネルギー起源）の温室効果ガス排出量（CO ）を「0.32％以上削減する」ことを

目標とします。 

〈表８〉 非エネルギー起源温室効果ガス（CO ）排出量の削減目標   （単位：t-CO ）

区 分 
基準年度排出量 

平成28(2016)年度 
削減目標 

目標年度排出量 

平成34(2022)年度 

温室効果ガス 

総排出量 
19,861.99 0.32％以上削減する 19,797.19 

（４）温室効果ガス削減目標数値の内訳 

 温室効果ガス排出量の具体的な削減数値の内訳を表９に示します。 

〈表９〉 温室効果ガス排出量の削減目標の内訳           （単位：t-CO ） 

排出活動の種類 削減目標 
基準年度排出量 

平成28(2016)年度

目標年度 

平成34(2022)年度

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

燃料の使用 

ガソリン 

1％以上削減 

6.02 5.94 

灯油 23.60 23.35 

軽油 276.63 273.83 

Ａ重油 126.55 125.28 

ＬＰＧ 1.64 1.59 

他人から供給された電気の使用 3,298.16 3,265.16 

合  計 3,732.60 3,695.15 

そ
の
他
（
非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
）

家庭用機器における燃料の使用 効率的な運転管理

を実施する

0.14 0.14 

自動車の走行 3.50 3.50 

一般廃棄物の焼却 0.32％以上削減 19,855.44 19,790.72 

し尿の処理 3.5％以上削減 2.24 2.16 

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 
効率的な運転管理

を実施する
0.67 0.67 

合  計 19,861.99 19,797.19 

総  合  計 23,594.59 23,492.34 
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第５章 目標達成に向けた取組 

5-1 目標達成に向けた取組の基本方針 

組合の職員は、本章を参考に日々の業務における燃料・電気等の効率的な使用と節約を

心掛けるとともに、前章の目標が達成されるよう努めます。 

5-2 目標達成に向けた取組 

組合の温室効果ガス総排出量削減の目標達成に向けた具体的な取組を定めます。 

（１）燃料使用量の削減 

①施設運転管理 

   ・効率的な施設運転等により燃料使用量の削減に努めます。 

・機器の効率低下を抑えるため、日常、月例、年次による保守点検を実施します。 

・燃料の使用について、日報及び月報等の帳票による管理を行います。 

  ②焼却炉・ボイラー等の管理 

 ・計画的な炉の運転により燃焼効率の向上を図ります。 

 ・自動燃焼制御システム等により炉の燃焼状態を適切に管理します。 

 ・配管系統の蒸気漏れ、保温状態等を管理し効率低下を防止します。 

③給湯設備の使用 

   ・給湯設備設定温度の適正化に努めます。 

  ④冷暖房機器の使用 

   ・機器の適正な温度設定により灯油の使用量を抑制します。 

   ・エアコンのつけっ放しなど、不必要な機器の使用を控えます。 

  ⑤重機の使用 

   ・アイドリングストップの実施に努めます。 

  ⑥し尿収集車及びごみ収集車の管理 

   ・効率的な収集計画及び運搬経路を検討し、軽油の使用量を抑制します。 

（２）電気使用量の削減 

  ①機器の保守点検、電気使用量の管理 

   ・機器の効率低下を抑えるため、日常、月例、年次による保守点検を実施します。 

・電気の使用量について、日報及び月報等の帳票による管理を行います。 

  ②電気設備等の管理 

   ・電動機の回転数制御装置等の積極的導入を図り、省電力化に努めます。 

③空調機器の運転及び適正温度の管理 

 ・空調機器の運転時は、適正な温度管理に努めます。 

 ・空調機器の点検補修、フィルター等の定期的な清掃に努めます。 

 ・空調機器使用時における出入口等の開放を禁止します。 

 ・夏季及び冬季の服装について、ノーネクタイ等季節に応じた服装を工夫します。 

④照明設備の管理 

 ・不要な照明は消灯します。 

 ・昼休み時間の消灯を徹底します。（業務に支障を来す場合を除く） 

・照明設備の更新の際は、ＬＥＤ照明等の省エネルギー型の機器を採用します。 

⑤電化製品の管理 

 ・パソコン、コピー機等のＯＡ機器の設定を省エネモードに設定するとともに、ＯＡ
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機器等を使用しないときは主電源オフを徹底します。 

 ・余分な資料を作らないなど不要なコピー機の使用を抑えます。 

・機器類の更新等については、省エネルギー型の製品を導入します。 

・電気ポット、冷蔵庫、洗濯機等の家電製品の台数や規模の適正化に努めます。 

⑥その他 

 ・エレベーターの利用は極力控え、積極的に階段を利用します。 

（３）公用車・収集車等の適正使用 

   ・出張時には、公共交通機関を活用します。 

   ・公用車、収集車等の適正な整備及び適正な運転により燃費の向上に努めます。 

   ・公用車、収集車等の更新の際は、低燃費車及び低公害車を導入します。 

   ・アイドリングストップに努めます。 

   ・し尿収集車及びごみ収集車の積載重量を遵守し燃費の向上に努めます。 

   ・急発進、急加速はしないなどエコドライブに努めます。 

（４）HFC-134a封入カーエアコンの適正使用 

   ・カーエアコンの設定温度の適正化に努めます。 

（５）一般廃棄物焼却量の削減 

   ・一般廃棄物搬入量の減量及びプラスチック類の分別推進を図るため、組合市町（東

根市・村山市・天童市・河北町）と協力し、ごみの分別及びリサイクル等について

の広報活動を行い、ごみの減量化について、排出者への啓発・情報提供に努めます。 

（６）し尿処理施設の運転管理の効率化 

   ・適正な希釈制御等により下水道投入基準値を遵守するとともに、施設の効率的な運

転管理に努めます。 

（７）その他の取組 

   ・グリーン購入法に基づき環境配慮型商品の優先購入に努めます。 

   ・施設内で発生する、空き缶、びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装類等は、

所定の場所に分別して回収します。 

・廃棄書類のリサイクルに努めます。 

・片面での利用が困難な場合を除き、両面コピーを徹底します。 

   ・電子メールやシェアソフト等の活用により紙使用の削減に努めます。 

   ・水使用量の削減のため、節水の徹底に努めます。 

・組合敷地及び施設周辺の緑化に努めます。 

・施設の新築、増改築をするときは、環境に配慮した工事を実施するとともに、環境

負荷の低減に配慮した施設等を整備し、適切な管理に努めます。 
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第６章 計画の進捗管理の仕組み 

6-1 推進・点検・評価・見直し・公表の体制及び手続 

 （１）推進体制 

計画を確実に実施・運用するため推進体制の整備を図るとともに、計画の進捗状況を

把握するための点検・評価体制を下記のとおり整備します。 

計画の推進は、地球温暖化対策推進委員会（以下「推進委員会」という。）が中心とな

って進めます。活動は部門ごとに、温室効果ガス排出量削減の取組を積極的に推進する

とともに、取組状況の点検・評価を行います。また、ＣＷ（クリーンワーク）活動組織

機構と連携し、各部門におけるＣＷ活動を通じて全職員が取組を推進します。ただし、

リサイクルセンターを運営するＳＰＣ（特別目的会社）には、組合と同様の措置を講ず

るよう要請するものとします。なお、推進体制の役割は以下に示すとおりです。 

〈図１〉 推進体制 

統括責任者：東根市外二市一町共立衛生処理組合管理者 

し
尿
処
理
部
門
（
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第
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係
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総
務
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門
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総
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課
）

ご
み
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集
部
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（
第
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業
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係
）

粗
大
ご
み
処
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第
三
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設
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・
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理
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第
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Ｓ
Ｐ
Ｃ
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地球温暖化対策推進事務局 

企画広報係 

地球温暖化対策推進委員会 

委 員 長：事務局長（エネルギー管理統括者兼務） 

副委員長：地球温暖化対策推進者（エネルギー管理企画推進者） 

委  員：課長級・課長補佐級の職員 

ＣＷ活動組織機構（各部門におけるＣＷ活動） 
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①統括責任者（管理者） 

    計画・年度目標の承認及び推進委員会への見直し等の指示を行います。 

②地球温暖化対策推進委員会 

    計画の推進機関として、計画策定、見直し、公表等を行います。また、計画を確実

に推進するための点検・評価機関として、以下の役割を果たします。 

   ・計画の推進に関する統括 

   ・温室効果ガス排出量の削減目標達成に向けた取組に関する要請及び情報等の提供 

   ・計画の見直し等に関する検討（取組方法、目標値の見直し等） 

   ・職員の啓発等の実施    

③地球温暖化対策推進事務局 

推進委員会の事務局として、推進委員会の開催や定期的な計画の点検・評価の実施、

結果の取りまとめ、スケジュールの管理、情報収集を行います。 

  ④各部門（全職員） 

    推進委員会が策定する計画を十分把握し、計画に示す温室効果ガス排出量の削減目

標達成に向けた取組を励行します。また、各部門で掲げる目標達成のため、ＣＷ活動

各班を単位とし、全職員がＣＷ活動の一環として、効果的な対策の検討・立案・業務

改善に取組み計画を推進します。具体的な取組方法としては、推進委員会の要請に基

づき、ＣＷ活動各班でマニュアルに従い、問題抽出・対応策の検討実施・効果検証を

行います。これを受け各部門では、ＣＷ活動各班からの報告をとりまとめ、部門内の

取組状況について、点検・評価・見直しを行います。 

（２）職員への指示等 

推進委員会は、文書の配布等により全職員への計画の周知を図り、目標達成に向けた

取組の指示、啓発等により計画の推進に努めます。 

（３）計画の点検・評価・見直し等 

温室効果ガス排出量の削減目標等の達成状況については、前年度実績との比較等によ

り、総合的に点検・評価を行います。なお、計画の取組状況の点検・目標の見直しは、

ＰＤＣＡ管理の手法を用います。 

① 各部門は、取組状況を定期的に点検し、推進事務局へ報告します。 

② 推進事務局は、各部門から報告された点検結果の内容について分析・評価し、結果

等について、推進委員会に報告します。 

③ 推進委員会は、推進事務局から報告された各部門の分析・評価の結果をもとに、各

部門での取組方法等について改善が必要と判断した場合、各部門に対して目標達成に

向けた具体的な取組の見直し及び新たな取組の追加等を要請するとともに、全体的な

計画の見直しを行い、次年度以降の取組方針や推進体制等に反映します。 

 ④ 有効的な取組事例については、全体で共有を図るため積極的な情報提供に努めます。 

（４）進捗状況の公表 

計画の進捗状況及び点検・評価結果については、ホームページ等により公表し、地球

温暖化防止に関する活動等の周知を図ります。 
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計画対象施設一覧 

2-2 計画の対象範囲で示す対象施設は、「組合管理事務所」「し尿処理施設」「ごみ焼却処

理施設」「粗大ごみ処理施設」「リサイクルセンター」「下釜最終処分場」「原の内最終処分場」

の7施設です。 

■組合管理事務所 

着  工 平成 6年 5月 

竣  工 平成 6年 11 月 

延床面積 571.125 ㎡ 

建築構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

所 在 地 東根市大字野田字シタ 2038 番地 

■し尿処理施設 

改造着工（着工） 平成 23 年 5 月 （昭和 63 年 7月） 

改造竣工（竣工） 平成 24 年 3 月 （平成 2年 11 月） 

処理能力 68kL/日（改造後） 内訳：し尿 23kL/日 ＋ 浄化槽汚泥 45kL/日 

処理方式 前処理・脱水・希釈・下水道投入方式（改造後） 

延床面積 5,944 ㎡ 

建築構造 鉄筋コンクリート及び鉄骨造（地下 1階、地上 2階） 

所 在 地 東根市大字野田字シタ 2038 番地の 4 

■ごみ焼却処理施設 

着  工 平成 4年 7月 

竣  工 平成 7年 2月 

処理能力 195t/24h  内訳：65t/24h×3炉 

処理方式 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ方式） 

延床面積 6,853 ㎡ 

建築構造 鉄筋コンクリート及び鉄骨造（地下 1階、地上 4階） 

所 在 地 東根市大字野田字シタ 2038 番地 

■粗大ごみ処理施設 

着  工 平成 4年 7月 

竣  工 平成 7年 2月 

処理能力 20t/5h   

処理方式 衝撃せん断併用回転式破砕機 

延床面積 1,581 ㎡ 

建築構造 鉄筋コンクリート及び鉄骨造（地下 1階、地上 2階） 

所 在 地 河北町谷地字下釜二 2717 番地の 12 
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■リサイクルセンター 

着  工 平成 20 年 5 月 

竣  工 平成 22 年 3 月 

処理能力 28t/5h   

内訳：ビン・缶 14t、ペットボトル 3t、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類 10t、 

廃蛍光管・廃乾電池 1t 

処理方式 破袋・機械選別・手選別・圧縮・梱包 

延床面積 4,480.43 ㎡ 

建築構造 鉄骨造（地上 3階） 

所 在 地 河北町谷地字下釜二 2503 番地 

■下釜最終処分場 

着  工 平成 10 年 8 月 

竣  工 平成 12 年 3 月 

埋立面積 44,300 ㎡ 

埋立容量 195,200  

処理方式 ・埋立地：セル方式（管理型） 

・浸出水処理施設：物理化学処理方式 50  /日 

（ｶﾙｼｳﾑ除去+PH 調整+砂ろ過）→し尿処理施設へ 

所 在 地 河北町谷地字下釜二 2693 番地 

■原の内最終処分場 

着  工 昭和 59 年 8 月 

竣  工 昭和 60 年 3 月 

埋立面積 7,000 ㎡ 

埋立容量 43,500  

処理方式 
・埋立地：サンドイッチ方式（管理型） 

・浸出水処理施設：接触ばっ気方式 

所 在 地 河北町大字岩木字原の内 1377 番地の 7 
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排出係数及び温室効果ガス排出量の算定方法 

計画では、平成 28年度を基準年度としていることから排出係数については、「温室効果ガス総

排出量算定方法ガイドライン Ver.1.0」（平成 29年 3 月）に基づき温室効果ガス排出量を算定し

ます。なお、他人から供給された電気の使用に伴う排出係数は、環境省が平成 28 年 12 月に公表

した「電気事業者別排出係数（政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算

定）」から東北電力㈱の実排出係数（平成 27年度実績）の数値により算定します。なお、基準年

度における排出係数は次のとおりです。 

１．計画で用いている排出係数一覧 （地球温暖化対策の推進に関する施行令第 3条） 

活動の区分 ガスの種類 単 位 排出係数 

燃料の使用 

ガソリン 

二酸化炭素 

kg-CO /L 

2.32 

灯油 2.49 

軽油 2.58 

Ａ重油 2.71 

ＬＰＧ kg-CO /kg 3.00 

他人から供給された電気の使用（東北電力） kg-CO /kwh 0.556 

家庭用機器における

燃料の使用 

灯油 
メタン kg-CH /L 0.00035 

一酸化二窒素 kg-N O/L 0.000021 

ＬＰＧ 
メタン kg-CH /kg 0.00023 

一酸化二窒素 kg-N O/kg 0.0000046 

自動車の走行 

ガソリンを燃料とす

るハイブリッド乗用

車 

メタン kg-CH /km 0.0000025 

一酸化二窒素 kg-N O/km 0.0000005 

ガソリンを燃料とす

る普通自動車 

メタン kg-CH /km 0.000010 

一酸化二窒素 kg-N O/km 0.000029 

ガソリンを燃料とす

る軽貨物車 

メタン kg-CH /km 0.000011 

一酸化二窒素 kg-N O/km 0.000022 

軽油を燃料とする 

普通貨物車 

メタン kg-CH /km 0.000015 

一酸化二窒素 kg-N O/km 0.000014 

軽油を燃料とする 

普通特種用途車 

メタン kg-CH /km 0.000013 

一酸化二窒素 kg-N O/km 0.000025 

一般廃棄物の焼却 

うち廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

（合成繊維を除く） 
二酸化炭素 kg-CO /t 2,770 

連続燃焼式（全量） 
メタン kg-CH /t 0.00095 

一酸化二窒素 kg-N O/t 0.0567 

し尿の処理 
その他の処理 

（下水道投入方式） 

メタン kg-CH /kL 0.0055 

一酸化二窒素 kg-N O/kL 0.0045 

自動車用エアーコンディショナー使用 HFC-134a kg-HFC/台･年 0.010 
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２．地球温暖化係数 （地球温暖化対策の推進に関する施行令第 4条） 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素（CO ） 1

メタン（CH ） 25

一酸化二窒素（N O） 298

ハイドロフルオロカーボン（HFC-134a） 1,430

３．排出係数 

（１）燃料の使用に伴う二酸化炭素（CO ）の排出量の算定 

   排出量 ＝ 燃料使用量（L､kg）× 排出係数（kg-CO /L、kg）× 地球温暖化係数（1） 

（２）他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素(CO )の排出量の算定 

   排出量 ＝ 電気使用量（kwh）× 排出係数（kg-CO /kwh）× 地球温暖化係数（1） 

各種燃料及び電気の使用に伴う二酸化炭素の排出係数 

活動の区分 単 位 排出係数 

燃料の使用 

ガソリン 

kg-CO /L 

2.32 

灯油 2.49 

軽油 2.58 

Ａ重油 2.71 

ＬＰＧ kg-CO /kg 3.00 

他人から供給された電気の使用に伴う排出（東北電力㈱） kg-CO /kwh 0.556 

※他人から供給された電気の使用に伴う排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

（平成 11年政令第 143 号）第 3条第 1項第 1号ロの規定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が

告示する係数（毎年度公表される電気事業者ごとの実排出係数）とする。 

（３）家庭用機器における燃料の使用に伴うメタン（CH ）の排出量及び一酸化二窒素（N O）の

排出量の算定 

  排出量 ＝ 燃料使用量（L､kg）×排出係数（燃料の種類ごとに算定して合算） 

× 地球温暖化係数（メタン：25、一酸化窒素：298） 

家庭用機器における燃料の使用に伴うメタン及び一酸化二窒素の排出係数 

活動の区分 

排出係数（単位） 

メタン 

（kg-CH /L） 

（kg-CH /kg） 

一酸化二窒素

（kg-N O/L）

（kg-N O/kg）

家庭用機器における燃料の使用 

灯油を燃料とする家庭用機器 0.00035 0.00023 

ＬＰガスを燃料とする家庭用機器 0.00023 0.0000046 
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（４）自動車の走行に伴うメタン（CH ）の排出量及び一酸化二窒素（N O）の排出量の算定 

排出量 ＝ 総走行距離（km）× 排出係数（自動車の種類ごとに算定して合算） 

× 地球温暖化係数（メタン：25、一酸化窒素：298） 

自動車の走行に伴うメタン及び一酸化二窒素の排出係数 

活動の区分 

排出係数（単位） 

メタン 

（kg-CH /km） 

一酸化二窒素

（kg-N O/km）

自動車の走行 

ガソリンを燃料とするハイブリッド乗用車 0.0000025 0.0000005 

ガソリンを燃料とする普通自動車 0.000010 0.000029 

ガソリンを燃料とする軽貨物車 0.000011 0.000022 

軽油を燃料とする普通貨物車 0.000015 0.000014 

軽油を燃料とする特種用途車 0.000013 0.000025 

※走行距離がわからないもの（ホイールローダー、フォークリフト等）は除外する。 

（５）一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素(CO )の排出量 

排出量（kg-CO ）＝プラスチックごみ焼却量（t）× 排出係数（kg-CO /t） 

× 地球温暖化係数（1） 

一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出係数 

活動の区分 
排出係数（kg-CO /t） 

参考：754（kg-C/t）×44/12（kg-CO /t）

一般廃棄物の焼却 （うち廃プラスチック類） 

合成繊維の廃棄物を除く 
2,770 

注）廃プラスチック類の排出係数には合成繊維の廃棄物とそれ以外の２つがあるが、廃プラス

チック類に占める合成繊維の量を算出することが困難であるため、より値の大きい廃プラ

スチック類（合成繊維の廃棄物を除く）の排出係数を使用した。 

（６）一般廃棄物の焼却に伴うメタン（CH ）の排出量 

排出量（kg-CH ）＝一般廃棄物の焼却量（t）×排出係数（kg-CH /t）×地球温暖化係数（25） 

一般廃棄物の焼却に伴うメタン（CH ）の排出係数 

活動の区分 
排出係数 

（kg-CH /t） 

一般廃棄物の焼却（全量） 連続燃焼式 0.00095 

（７）一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素（N O）の排出量 

排出量（kg-N O）＝一般廃棄物の焼却量（t）×排出係数（kg-N O/t）×地球温暖化係数(298) 

一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素（N O）の排出係数 

活動の区分 
排出係数 

（kg-N 0/t） 

一般廃棄物の焼却（全量） 連続燃焼式 0.0567 
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（８）し尿の処理に伴うメタン（CH ）の排出量 

排出量（kg-CH ）＝し尿処理量（kl）× 排出係数（kg-CH /kl）× 地球温暖化係数(25) 

し尿の処理に伴うメタン（CH ）の排出係数 

活動の区分 
排出係数 

（kg-CH /kL） 

し尿の処理（その他） 下水道投入方式 0.0055 

（９）し尿の処理に伴う一酸化二窒素(N O)の排出量 

排出量（kg-N O）＝し尿処理量（kl）× 窒素濃度（mg/l）× 排出係数（kg-N O/t） 

× 地球温暖化係数(298) 

し尿の処理に伴う一酸化二窒素（N O）の排出係数 

活動の区分 
排出係数 

（kg-N 0/kL） 

し尿の処理（その他） 下水道投入方式 0.0045 

（10）自動車用エアーコンディショナー使用時のＨＦＣの排出量 

 排出量（kg-HFC） ＝ カーエアコンの使用台数 × 排出係数（kg-HFC/台･年） 

× 地球温暖化係数（1,430） 

自動車用エアーコンディショナーの使用によるＨＦＣの排出係数 

活動の区分 排出係数（kg-HFC/台･年） 

自動車用エアーコンディショナーの使用(HFC-134a) 0.010 
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【総務部門】 （t-CO 換算）

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

【し尿収集部門】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

【し尿処理部門】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 3.5％以上削減

t-CO 効率的な運転管理を実施する

t-CO 

【ごみ収集部門】

単位

t-CO 1％以上削減

t-CO 

t-CO 

t-CO 

【ごみ焼却処理部門】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 0.32％以上削減

t-CO 効率的な運転管理を実施する

t-CO 

1％以上削減

1％以上削減

1％以上削減

効率的な運転管理を実施する

家庭用機器における燃料の使用 0.00 0.00

1.34

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.21

53.60 53.07

区　　分

部門ごとの温室効果ガス排出量及び削減目標値（総括）

50.53 50.02

自動車の走行 1.34

自動車の走行

0.10 0.10

効率的な運転管理を実施する

合　　計

基準年度
（平成28（2016）年度）

削減目標値
（平成34（2022）年度）

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

ガソリン 3.76 3.72

16.73

ＬＰガス 0.18 0.17

電気の使用 47.85 47.37

灯油 16.90

自動車の走行 0.01 0.01

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.04 0.04

家庭用機器における燃料の使用

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

灯油 1.52 1.50

合　　計 68.84 68.14

軽油

ＬＰガス 1.25 1.23

電気の使用 448.42 443.93

1.50軽油

0.21

1.52

自動車の走行 0.00 0.00

し尿の処理 2.24 2.16

家庭用機器における燃料の使用 0.00 0.00

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.03 0.03

合　　計 453.46

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

軽油 195.09 193.13

448.85

自動車の走行 2.07 2.07

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.19 0.19

合　　計 197.35 195.39

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

灯油 3.18 3.14

1％以上削減

軽油 2.36 2.33

Ａ重油 98.66 97.67

19,790.72

家庭用機器における燃料の使用 0.02 0.02

ＬＰガス 0.19 0.18

電気の使用 2,486.62 2,461.75

0.01 0.01

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.03 0.03

合　　計 22,446.51 22,355.85

一般廃棄物の焼却 19,855.44

効率的な運転管理を実施する

効率的な運転管理を実施する

効率的な運転管理を実施する

-20-



【粗大ごみ処理部門】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

【リサイクルセンター部門】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

【合　計】

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 0.32％以上削減

t-CO 3.5％以上削減

t-CO 効率的な運転管理を実施する

t-CO 

家庭用機器における燃料の使用 0.14 0.14

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.13

合　　計

0.13

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

ガソリン 2.19 2.16

1％以上削減

灯油 2.00 1.98

軽油 16.95 16.78

Ａ重油 27.89 27.61

ＬＰガス 0.02 0.01

電気の使用 163.75 162.11

自動車の走行 0.06 0.06

家庭用機器における燃料の使用 0.02 0.02

213.01 210.86

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

ガソリン 0.07 0.06

1％以上削減軽油 10.18 10.07

電気の使用 151.52 150.00

自動車の走行 0.01 0.01

軽油 276.63 273.83

効率的な運転管理を実施する
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.04 0.04

合　　計 161.82 160.18

区　　分
基準年度

（平成28（2016）年度）
削減目標値

（平成34（2022）年度）

灯油 23.60 23.35

1％以上削減

ＬＰガス 1.64

電気の使用 3,298.16 3,265.16

1.59

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.67 0.67

2.16

19,855.44 19,790.72

合　　計 23,594.59 23,492.34

ガソリン

し尿の処理

6.02 5.94

2.24

自動車の走行 3.50
効率的な運転管理を実施する

効率的な運転管理を実施する

一般廃棄物の焼却

3.50

Ａ重油 126.55 125.28

-21-



【総務部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

ガソリン L 1,620.40 2.32 kg-CO /L 1 3.76 t-CO HVｶﾞｿﾘﾝ/乗用車

灯油 L 6,788.00 2.49 kg-CO /L 1 16.90 t-CO 冷暖房

ＬＰガス kg 60.56 3.00 kg-CO /kg 1 0.18 t-CO 給　湯

電気の使用 kwh 86,060 0.556 kg-CO /kwh 1 47.85 t-CO 東北電力より受電

68.69 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

※電気使用量の排出係数は「電気事業者別排出係数」平成27年度実績を使用

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 6,788.00 0.00035 kg-CH /L 25 0.06 t-CO 冷暖房
家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 60.56 0.00023 kg-CH /kg 25 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 25,340 0.0000025 kg-CH /km 25 0.00 t-CO HVｶﾞｿﾘﾝ/乗用車

0.06 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 6,788.00 0.000021 kg-N O/L 298 0.04 t-CO 冷暖房
家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 60.56 0.0000046 kg-N O/kg 298 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 25,340 0.0000005 kg-N O/km 298 0.01 t-CO HVｶﾞｿﾘﾝ/乗用車

0.05 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 3 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.04 t-CO HFC-134a

0.04 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値 （t-CO 換算）

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 68.14

自動車の走行　

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用

3.72

47.3747.85

16.90

0.18

68.84合　　計

1％以上削減

0.01

0.04

部門ごとの温室効果ガス排出量及び削減目標値（詳細）

灯油

ＬＰガス

16.73

0.17

基準年度（平成28（2016）年度）

3.76

削減目標値（平成34（2022）年度）

0.01

0.04

区　　分

ガソリン

電気の使用

効率的な運転管
理を実施する

家庭用機器における燃料の使用 0.10 0.10

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）
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【し尿収集部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

灯油 L 608 2.49 kg-CO /L 1 1.52 t-CO 暖　房

軽油 L 19,585 2.58 kg-CO /L 1 50.53 t-CO 軽油/特殊用途車

52.05 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 608 0.00035 kg-CH /L 25 0.00 t-CO 暖　房

自動車の走行 km 172,134 0.000013 kg-CH /km 25 0.06 t-CO 軽油/特殊用途車

0.06 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 608 0.000021 kg-N O/L 298 0.00 t-CO 暖　房

自動車の走行 km 172,134 0.000025 kg-N O/km 298 1.28 t-CO 軽油/特殊用途車

1.28 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 15 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.21 t-CO HFC-134a

0.21 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値 （t-CO 換算）

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

0.21自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用

1.52

家庭用機器における燃料の使用 0.00 0.00

灯油

合　　計 53.60 53.07

軽油

自動車の走行

50.53

1.34

0.21

50.02

1.34
効率的な運転管
理を実施する

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

区　　分 基準年度（平成28年度） 削減目標値（平成34年度）

1.50
1％以上削減

CO 排出係数 排出量
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【し尿処理部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

軽油 L 591 2.58 kg-CO /L 1 1.52 t-CO 軽油/普通貨物

ＬＰガス kg 416.33 3.00 kg-CO /kg 1 1.25 t-CO 給　湯

電気の使用 kwh 806,520 0.556 kg-CO /kwh 1 448.42 t-CO 東北電力より受電

451.19 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

※電気使用量の排出係数は「電気事業者別排出係数」平成27年度実績を使用

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 416.33 0.00023 kg-CH /kg 25 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 787 0.000015 kg-CH /km 25 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

し尿の処理 kL 16,125.26 0.0055 kg-CH /kL 25 2.22 t-CO その他（下水道投入）方式

2.22 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 416.33 0.0000046 kg-N O/kg 298 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 787 0.000014 kg-N O/km 298 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

し尿の処理 kL 16,125.26 0.0045 kg-N O/kL 298 0.02 t-CO その他（下水道投入）方式

0.02 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

※し尿の処理：活動量×窒素濃度（H28平均濃度947mg/L）×CO 排出係数×温暖化係数＝排出量

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 2 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.03 t-CO HFC-134a

0.03 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 3.5％以上削減

t-CO 効率的な運転管理を実施する

t-CO 

効率的な運転管理
を実施する

0.00

合　　計 448.85453.46

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.03

0.00

軽油

排出量

区　　分 基準年度（平成28年度）

2.24

0.03

家庭用機器における燃料の使用 0.00

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

自動車の走行

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数

排出量

ＬＰガス

0.00

し尿の処理 2.16

電気の使用 443.93

1.25 1.23 1％以上削減

削減目標値（平成34年度）

1.52

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数

448.42

1.50

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数

排出量
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【ごみ収集部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

軽油 L 75,615 2.58 kg-CO /L 1 195.09 t-CO 軽油/特殊用途車

195.09 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

自動車の走行 km 265,719 0.000013 kg-CH /km 25 0.09 t-CO 軽油/特殊用途車

0.09 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

自動車の走行 km 265,719 0.000025 kg-N O/km 298 1.98 t-CO 軽油/特殊用途車

1.98 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 13 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.19 t-CO HFC-134a

0.19 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値

単位

t-CO 1％以上削減

t-CO 

t-CO 

t-CO 197.35 195.39

効率的な運転管
理を実施する

削減目標値（平成34年度）

195.09

2.07

0.19自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用

2.07

合　　計

0.19

自動車の走行

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

区　　分

軽油 193.13

基準年度（平成28年度）

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量
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【ごみ焼却処理部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

灯油 L 1,276.0 2.49 kg-CO /L 1 3.18 t-CO 冷暖房

軽油 L 914.7 2.58 kg-CO /L 1 2.36 t-CO 軽油/普通貨物、非発

Ａ重油 L 36,404 2.71 kg-CO /L 1 98.66 t-CO 助燃用

ＬＰガス kg 61.95 3.00 kg-CO /kg 1 0.19 t-CO 起動用、給湯用

電気の使用 kwh 4,472,330 0.556 kg-CO /kwh 1 2,486.62 t-CO 東北電力より受電

一般廃棄物の焼却
（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

ｔ 6,922.18 2,770 kg-CO /t 1 19,174.44 t-CO 
H28年度組成分析
　水分45.33%
　廃ﾌﾟﾗ31.46%

21,765.45 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

※電気使用量の排出係数は「電気事業者別排出係数」平成27年度実績を使用
※一般廃棄物の燃焼（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）活動量＝一般廃棄物全量40,247.13ｔ×(100-水分45.33%)×廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ31.46%

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 1,276 0.00035 kg-CH /L 25 0.01 t-CO 冷暖房

家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 61.95 0.00023 kg-CH /kg 25 0.00 t-CO 起動用、給湯用

自動車の走行 km 1,100 0.000015 kg-CH /km 25 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

一般廃棄物の焼却 ｔ 40,247.13 0.00095 kg-CH /t 25 0.96 t-CO 全量焼却

0.97 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 1,276 0.000021 kg-N O/L 298 0.01 t-CO 冷暖房

家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 61.95 0.0000046 kg-N O/kg 298 0.00 t-CO 起動用、給湯用

自動車の走行 km 1,100 0.000014 kg-N O/km 298 0.01 t-CO 軽油/普通貨物

一般廃棄物の焼却 ｔ 40,247.13 0.0567 kg-N O/t 298 680.04 t-CO 全量焼却

680.06 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 2 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.03 t-CO HFC-134a

0.03 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 0.32％以上削減

t-CO 効率的な運転管理を実施する

t-CO 

効率的な運転管
理を実施する0.010.01

0.03

家庭用機器における燃料の使用

0.03

19,855.44

ＬＰガス

一般廃棄物の焼却 19,790.72

0.02

97.67

削減目標値（平成34年度）

3.18

1％以上削減98.66

2.36

合　　計 22,355.8522,446.51

電気の使用 2,461.75

自動車の走行

2,486.62

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用

0.02

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

区　　分

灯油 3.14

基準年度（平成28年度）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

0.19

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

Ａ重油

軽油 2.33

0.18
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【粗大ごみ処理部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

ガソリン L 943.20 2.32 kg-CO /L 1 2.19 t-CO ｶﾞｿﾘﾝ/軽貨物

灯油 L 805.00 2.49 kg-CO /L 1 2.00 t-CO 暖　房

軽油 L 6,570.10 2.58 kg-CO /L 1 16.95 t-CO 軽油/普通貨物・特殊用途・特殊車両

Ａ重油 L 10,293.00 2.71 kg-CO /L 1 27.89 t-CO 蒸気ボイラー

ＬＰガス kg 7.37 3.00 kg-CO /kg 1 0.02 t-CO 給　湯

電気の使用 kwh 294,518 0.556 kg-CO /kwh 1 163.75 t-CO 東北電力より受電

212.80 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

※電気使用量の排出係数は「電気事業者別排出係数」平成27年度実績を使用

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 805 0.00035 kg-CH /L 25 0.01 t-CO 暖　房

家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 7.37 0.00023 kg-CH /kg 25 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 5,878 0.000010 kg-CH /km 25 0.00 t-CO ｶﾞｿﾘﾝ/乗用車

自動車の走行 km 1,737 0.000011 kg-CH /km 25 0.00 t-CO ｶﾞｿﾘﾝ/軽貨物

自動車の走行 km 1,116 0.000015 kg-CH /km 25 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

自動車の走行 km 163 0.000013 kg-CH /km 25 0.00 t-CO 軽油/特殊用途

0.01 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
家庭用機器における
燃料の使用(灯油) L 805 0.000021 kg-N O/L 298 0.01 t-CO 暖　房

家庭用機器における
燃料の使用(LPG) kg 7.37 0.0000046 kg-N O/kg 298 0.00 t-CO 給　湯

自動車の走行 km 5,878 0.000029 kg-N O/km 298 0.05 t-CO ｶﾞｿﾘﾝ/乗用車

自動車の走行 km 1,737 0.000022 kg-N O/km 298 0.01 t-CO ｶﾞｿﾘﾝ/軽貨物

自動車の走行 km 1,116 0.000014 kg-N O/km 298 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

自動車の走行 km 163 0.000025 kg-N O/km 298 0.00 t-CO 軽油/特殊用途

0.07 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 9 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.13 t-CO HFC-134a

0.13 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

効率的な運転管
理を実施する

排出量

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

家庭用機器における燃料の使用

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

2.00

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数

基準年度（平成28年度） 削減目標値（平成34年度）

0.06

軽油 16.78

Ａ重油 27.89

区　　分

ガソリン 2.16

27.61

2.19

0.02

合　　計 210.86

電気の使用 162.11

自動車の走行 0.06

0.13

163.75

213.01

16.95
1％以上削減

0.02 0.02

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.13

灯油 1.98

ＬＰガス 0.01
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【リサイクルセンター部門】

（１）二酸化炭素（CO ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

ガソリン L 32.00 2.32 kg-CO /L 1 0.07 t-CO 場内機器

軽油 L 3,944.3 2.58 kg-CO /L 1 10.18 t-CO 軽油/普通貨物・特殊用途

電気の使用 kwh 272,523 0.556 kg-CO /kwh 1 151.52 t-CO 東北電力より受電

161.77 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（２）メタン（CH ）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

自動車の走行 km 1,499 0.000013 kg-CH /km 25 0.00 t-CO 軽油/普通貨物

0.00 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（３）一酸化二窒素（N O）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考

自動車の走行 km 1,499 0.000025 kg-N O/km 298 0.01 t-CO 軽油/普通貨物

0.01 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

（４）ハイドロフルオロカーボン（HFC）

区　分 単位 活動量 温暖化係数 備　考
自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮ
ﾅｰの使用 台 3 0.010 kg-HFC/台･年 1,430 0.04 t-CO HFC-134a

0.04 t-CO 

※「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0」より算出

基準年度における温室効果ガス排出量及び削減目標値

単位

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

t-CO 

10.18

151.52

0.01 効率的な運転管
理を実施する0.04

合　　計 160.18

電気の使用 150.00

自動車の走行 0.01

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用 0.04

161.82

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

区　　分

軽油 10.07

基準年度（平成28年度） 削減目標値（平成34年度）

ガソリン 0.07 0.06

1％以上削減

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量

CO 排出係数 排出量

温室効果ガス排出量（t-CO 換算）

CO 排出係数 排出量
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排出係数 温暖化係数 CO 換算値 排出係数 温暖化係数 CO 換算値 排出係数 温暖化係数 CO 換算値 排出係数 温暖化係数 CO 換算値

kg-CO /kwh
kg-CO /kg
kg-CO /ｔ
kg-CO /L

kg-CO 

kg-CH /kg
kg-CH /ｔ
kg-CH /m3
kg-CH /km
kg-CH /L
kg-CH /kL

kg-CO 

kg-N O/kg
kg-N O/t
kg-N O/m3
kg-N O/km
kg-N O/L
kg-N O/kL

kg-CO kg-HFC/台 kg-CO ｔ-CO 

① ② ③ ④=①×②×③ ⑤ ⑥ ⑦=⑤×⑥ ⑧ ⑨ ⑩=⑧×⑨ ⑪ ⑫ ⑬=⑪×⑫ ⑭=（④+⑦+⑩+⑬）/1000

ガソリン L 2,595.60 2.32 1 6,021.79 6.02

灯油 L 9,477.00 2.49 1 23,597.73 23.60

軽油 L 107,220.10 2.58 1 276,627.86 276.63

Ａ重油 L 46,697.00 2.71 1 126,548.87 126.55

ＬＰＧ kg 546.21 3.00 1 1,638.63 1.64

電気の使用 受電電力 東北電力 kwh 5,931,951 0.556 1 3,298,164.76 3,298.16

灯油 L 9,477.00 0.00035 25 82.92 0.000021 298 59.31 0.14

ＬＰＧ kg 546.21 0.00023 25 3.14 0.0000046 298 0.75 0.00

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ乗用
車

km 25,340 0.0000025 25 1.58 0.0000005 298 3.78 0.01

普通乗用車 km 5,878 0.000010 25 1.47 0.000029 298 50.80 0.05

軽貨物車 km 1,737 0.000011 25 0.48 0.000022 298 11.39 0.01

普通貨物車 km 4,502 0.000015 25 1.69 0.000014 298 18.78 0.02

普通特種用途車 km 438,016 0.000013 25 142.36 0.000025 298 3,263.22 3.41

連続燃焼式(全量) 湿重 ｔ 40,247.13 0.00095 25 955.87 0.0567 298 680,039.66 681.00

うち廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 乾重 ｔ 6,922.18 2,770 1 19,174,438.60 19,174.44

し尿の処理 kL 16,125.26 0.0055 25 2,217.22 0.0045 298 20.48 2.24

台 47 0.01 1,430 672.10 0.67

22,907,038.24 3,406.73 683,468.17 672.10 23,594.59

※　温室効果ガスの係数は「温室効果ガス総排出算定方法ガイドライン」に基づき温室効果ガス排出量を算定しています。

※　し尿の処理の一酸化窒素（N O）は、活動量×窒素濃度（H28平均濃度947mg/L）×CO 排出係数×温暖化係数＝排出量で算出しております。

※　数値は端数処理のため一致しない場合があります. 

温室効果ガス排出状況一覧表（平成28（2016）年度）

活動の区分 単位
活動量

二酸化炭素（CO ） メタン（CH ） 一酸化二窒素（N O） ハイドロフルオロカーボン（HFC）

総排出量

その他の処理（下水道投入方式）

合　　計

燃料の使用

軽油

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用(HFC-134a)

一般廃棄物の焼却

家庭用機器における燃料の使用

自動車の走行

ガソリン

-
2
9
-



H28
（2016）

H30
（2018）

H31
（2019）

H32
（2020）

H33
（2021）

削減目標 基準年度 策定年度 目標年度 目標数値

ガソリン 6.02 5.94

灯油 23.60 23.35

軽油 276.63 273.83

Ａ重油 126.55 125.28

ＬＰＧ 1.64 1.59

3,298.16 3,265.16

3,732.60 3,695.15

0.14 0.14

3.50 3.50

0.3％以上削減 19,855.44 19,790.72

3.6％以上削減 2.24 2.16

効率的な運転管理
を実施する

0.67 0.67

19,861.99 19,797.19

23,594.59 23,492.34

― 99.57

合　　計

効率的な運転管理
を実施する

総　　合　　計

温室効果ガス排出量実績表

CO 換算排出量（t）

排出活動の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

　　項　目

1％以上削減

他人から供給された電気の使用

合　　計

基準年度に対する排出量比率（％）

そ
の
他
（
非
エ
ネ
ル
ギ
ー

起
源
）

家庭用機器における燃料の使用

自動車の走行

H34
（2022）

自動車用ｴｱｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの使用

一般廃棄物の焼却

し尿の処理

エ
ネ
ル
ギ
ー

起
源

燃料の使用




