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１. 背景 

地球温暖化は，地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり，我が国

においても異常気象による被害の増加，農作物や生態系への影響等が予測されています。地

球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており，低酸素社会

実現に向けた取り組みが求められています。 

国際的な動きとしては，2015 年 12 月に，国際気候変動枠組条約 第 21 回締約国会議

(COP21)がフランス・パリにおいて開催され，新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択

されました。これにより，世界の平均気温の上昇を産業革命から2.0℃以内にとどめるべく，

すべての国々が地球温暖化対策に取り組んでいく枠組みが構築されました。 

わが国では，1998 年に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)（以

下「地球温暖化対策推進法」という。) が制定され，国，地方公共団体，事業者，国民が一

体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。同法により，すべて

の市町村が，地方公共団体実行計画を策定し，温室効果ガス削減のための措置等に取り組む

よう義務付けられています。 

また，2016 年には，地球温暖化対策計画(平成 28 年 5 月 13 日閣議決定)（以下「地球温

暖化対策計画」という。）が閣議決定され，我が国の中期目標として，我が国の温室効果ガ

ス排出量を 2030 年度に 2013 年度比で 26.0％減とすることが掲げられました。同計画にお

いても，地方公共団体には，その基本的な役割として，地方公共団体実行計画を策定し実施

するよう求められています。 

指宿広域市町村圏組合においても，各処理施設の電気・薬品燃料使用量削減及び，ごみ処

理施設でのプラスチックや化学繊維などの化石燃料を由来とするごみの焼却を抑制するこ

と等を始めとして，地球温暖化の防止に向けた取り組みを推進します。 

 

２. 基本的事項 

(１) 目的 

 指宿広域市町村圏組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)（以下「指宿広域市町村圏組

合事務事業編」という。）は，地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策

推進法」という。）第 21 条第 1 項に基づき，地球温暖化対策に即して，指宿広域市町村圏

組合が実施している事務及び事業に関し，省エネルギー・省資源，廃棄物の減量化などの取

り組みを推進し，温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。 

(２) 対象とする範囲 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編の対象範囲は，指宿広域市町村圏組合の全ての事務・事

業とします。 
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(３) 対象とする温室効果ガス 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編が対象とする温室効果ガスは，地球温暖化対策推進法

第 2 条第 3 項に掲げる 7 種類の物質のうち，排出量の多くを占めている二酸化炭素(CO₂)

のみとします。 

(４) 計画期間 

 2020 年度から 2030 年度末までを計画期間とします。また，計画開始から５年後の 2024

年度に，計画の見直しを行います。 

項 目 
年 度 

2018 … 2020 2021 2022 2023 2024 … 2030 

期間中の事項 
基準 

年度 
 

計画 

開始 
   

計画 

見直し 
 

目標 

年度 

計画期間          

図１ 計画期間のイメージ 

(５) 上位計画及び関連計画との位置づけ 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編は，地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項に基づく地方

公共団体実行計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 指宿広域市町村圏組合事務事業編の位置付け 

 

３. 温室効果ガスの排出状況 

(１) 「温室効果ガス総排出量」 

 指宿広域市町村圏組合の事務事業に伴う「温室効果ガス総排出量」は，基準年度である

2018 年度において，9,573ｔ－CO₂となっています。 

 処理施設別の排出量は，以下の表のとおりです。 

 

地球温暖化対策推進法 

指宿広域市町村圏組合 

事務事業編 

温室効果ガスの排出削減に向けた取組の推進 

地球温暖化対策計画 
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図３ 指宿広域市町村圏組合の事務・事業に伴う「温室効果ガス総排出量」の推移 

 

施設別では，ごみ処理施設が全体の 85.6％を占め，次いで汚泥リサイクルセンター13.4％，

管理型最終処分場は，1.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 施設別の「温室効果ガス総排出量」の割合（2018 年度） 

 

また，エネルギー種別では，電気が全体の 88.6％を占め，次いで A 重油 11.1％，ガソリン

と軽油が 0.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図５ エネルギー種別の「温室効果ガス総排出量」の割合（2018 年度） 

 

(２) 温室効果ガスの排出量の増減要因 

 指宿広域市町村圏組合の事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量の増減要因として，下記
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に示すものが挙げられます。 

① 増加要因 

➢ごみ処理施設においてプラスチックなど化石燃料由来のごみ焼却処分増加 

➢ごみ処理施設での台風災害などによるごみ搬入量増加 

➢記録的猛暑に伴うエネルギー消費量の増加 

② 減少要因 

➢ごみ処理施設の統廃合 

➢ごみ処理施設の太陽光発電システムの導入 

➢汚泥リサイクルセンターの搬入量減少 

 

４. 温室効果ガスの排出削減目標 

(１) 目標設定の考え方 

 地球温暖化対策計画等を踏まえて，指宿広域市町村圏組合の事務・事業に伴う温室効果ガ

スの排出削減目標を設定します。 

(２) 温室効果ガスの削減目標 

 現在，組合が運営する３施設の整備事業が完了し，最後に整備を行ったクリーンセンター

が本格稼働し通常運用が開始された 2018 年度を基準年度と設定します。 

目標年度(2030 年度)に，基準年度(2018 年度)比で 20％以上削減することを目標としま

す。 

 

表１ 温室効果ガスの削減目標 

項  目 基準年度(2018 年度) 目標年度(2030 年度) 

温室効果ガスの排出量 9,573ｔ-CO₂ 7,671ｔ-CO₂ 

削減率 -- 20％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図６ 温室効果ガス排出量のガス種別削減目標 
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５. 目標達成に向けた取組 

(１) 取組の基本方針 

 温室効果ガスの大きな排出要因であるごみ処理施設におけるプラスチックや化学繊維な

ど化石燃料を由来とするごみ焼却処理を抑制，また，各処理場における電気使用量や重油・

ガソリンなどの燃料使用量の削減について重点的に取り組みます。 

(２) 具体的な取組内容 

① ごみ処理施設搬入ごみ量の削減及び資源化促進 

ごみの分別徹底を図り資源化促進及びごみ搬入量の削減を目指します。 

 ➢プラスチックや化学繊維ごみの資源化を実施します。 

 ➢その他資源ごみの分別を徹底し，焼却ごみを減量します。 

② 施設設備等の運用改善 

 現在保有している施設設備等の運用方法を見直し，省エネルギー化を推進します。 

➢設備機械や燃焼機器は高効率で運転できるよう運転方法を調整します。 

➢機械運転の見直しを行い，ピーク電力を分散します。 

➢空調機器のフィルター類の清掃頻度を上げて送風効率を向上させます。 

➢昼休み時間の消灯を徹底します。（業務に支障をきたす場合を除く） 

③ 施設設備等の更新 

 新たに施設設備を導入する際や現在保有している施設設備等を更新する際には，エネ

ルギー効率の高い施設設備等を導入することで省エネルギー化を推進します。 

➢高効率ヒートポンプなど省エネルギー型の空調設備への更新を進めます。 

➢街路灯・防犯灯の LED 化を進めます。 

④ グリーン購入・グリーン契約等の推進 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」や「国等にお

ける温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約

法)に基づく取組を推進し，省資源・省エネルギー化に努めます。 

➢両面コピー，両面印刷を徹底し用紙削減に取り組みます。 

➢会議資料は簡素化を図り，印刷は必要最小限の部数にとどめます。 

➢電子メール等を活用し，ペーパーレス化を図る。 

➢エコマーク認定商品を購入する。 

⑤ 再生可能エネルギーの導入 

 太陽光発電やバイオマスエネルギー等の再生可能エネルギーを積極的に導入し，温室

効果ガスの排出量を削減します。 

➢太陽光発電システムを導入する。 
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６. 進捗管理体制と進捗状況の公表 

(１) 推進体制 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編を推進するために，各施設に「地球温暖化対策推進責任

者」を 1 名配置し取組を着実に推進します。 

(２) 点検・評価・見直し体制 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編は，Plan(計画) → Do(実行) → Check(評価) → 

Act(改善)の４段階を繰り返すことによって点検・評価・見直しを行います。また，毎年の

取組に関する PDCA を繰り返すとともに，指宿広域市町村圏組合事務事業編の見直しに向

けた PDCA を推進します。 

① 毎年の PDCA 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編の進捗状況は，推進責任者が事務局に対して定期的

に報告を行います。事務局はその結果を整理し，点検・評価を行い，次年度の取組方針

を決定します。 

② 見直し予定時期までの期間内における PDCA 

 事務局は毎年１回進捗状況を確認・評価し，見直し予定時期(2024 年度)に改定要否の

検討を行い，必要がある場合には，2025 年度に指宿広域市町村圏組合事務事業編の改定

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 毎年の PCDA イメージ 

 

計画(Plan) 

・取組方針・目標の設定 

・各係・施設に実行指示 

実行(Do) 

・各係・各施設での取組推進 

・研修等の実施 

改善(Act) 

・結果の公表 

・次年度の取組方針見直し 

評価(Check) 

・「温室効果ガス総排出量」算定 

・活動実績等の報告・評価 
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(３) 進捗状況の公表 

 指宿広域市町村圏組合事務事業編の進捗状況は，指宿広域市町村圏組合のホームページ

で毎年公表します。 

 


