
●草津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における構成項目の比較について

現行実行計画
第１章 基本的事項
（１）目的
（２）計画の位置付け
（３）計画の対象範囲
（４）対象とする温室効果ガス

第２章 温室効果ガスの排出状況
（１）本市の現状
（２）前計画の実施状況

第３章 目標と具体的な取組み
１．二酸化炭素排出量の削減目標
（１）計画の期間
（２）計画の基準年度および目標年度
（３）削減目標

２．二酸化炭素排出量削減に向けた具体的な取組み
「エコオフィス行動」
・重点取組み項目１：省エネルギー対策
・重点取組み項目２：自動車利用
・重点取組み項目３：グリーン購入
・重点取組み項目４：３Ｒの推進
・その他

第４章 推進・点検体制および進捗状況の公表
（１）推進・点検体制
（２）進捗状況の公表

新実行計画
第１章 基本的事項
（１）背景、目的
（２）計画の位置付け
（３）計画の対象範囲
（４）対象とする温室効果ガス

第２章 温室効果ガスの排出状況
（１）本市の現状
（２）前計画の実施状況

第３章 目標と具体的な取組み
１．二酸化炭素排出量の削減目標
（１）計画の期間
（２）計画の基準年度および目標年度
（３）削減目標

２．二酸化炭素排出量削減に向けた具体的な取組み
（１）施設の省エネ化の推進
（２）再生可能エネルギーの利活用
（３）公用車による負荷の軽減
（４）事業活動における脱炭素対策の推進
①省エネルギー行動の推進
②廃棄物の発生抑制
③グリーン購入の推進
④その他

第４章 推進・点検体制および進捗状況の公表
（１）推進・点検体制
（２）進捗状況の公表

草津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の骨子案について
◆地球温暖化対策実行計画（事務事業編）：地方公共団体の事務・事業に関する温室効果ガスの排出削減計画（温対法第21条）

資料３
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資料３

【目的】 2050年カーボンニュートラルを見据え、
ゼロカーボンシティ宣言を踏まえた計画とする。

【対象範囲】草津市が行う全ての事務および事業

【対象とする温室効果ガス等】

温室効果ガス6種類のうちエネルギー起源の

二酸化炭素（CO2）とする。

また、2050年カーボンニュートラル実現に

向けては、エネルギー起源CO2の排出量を

いかに減少させるかが重要になることから、

本市ではエネルギー起源CO2を対象とする。

【計画期間】 令和４（2022）年度から
令和１２（2030）年度までの９年間

【温室効果ガスの排出削減目標】（※）

平成２５（2013）年度比で、令和１２（2030） 年度に
５０％のエネルギー起源ＣＯ２を削減

（※）政府・県の目標値に準じて設定

●主な項目 ●CO2排出量の削減目標と推計値との比較
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『二酸化炭素削減に向けた取組み』を実施しない場合
※施設の竣工・廃止、予定されているLED化のみを考慮した推計

◆基準年度（平成25年度）比で、１．２％の増加が見込まれる。

（基準年度）

目標値

５０％削減目標

プール竣工
（効果未計上）

（目標年度）

まちづくりセンター、
合同ビル廃止（4月）

ｷﾗﾘｴ竣工（5月）、第2
給食ｾﾝﾀｰ竣工（11月）

実績 推計
基準年度比

101.2％

庁舎LED化

H25実績

計画期間

《t-CO2》

50
％
削
減
達
成
に
向
け
た
取
組
み
が
必
要

【現計画の計画期間】

平成２９年度から令和３年度までの５年間

【現計画の削減目標】 （※）

平成２８（2016）年度比で、令和３（2021） 年度に
４．９％のエネルギー起源ＣＯ２を削減

（※）省エネ法に準拠し、ＣＯ２排出量を前年度比１％以上の削減 推計値については、削減効果等を検証のうえ見直す可能性があります。



●国の取組み（国の事務事業編の取組み）
資料３

※具体的な排出量の積み上げは
示されていない。

◆９月７日（火）地域脱炭素に向けた改訂地域温暖化対策推進法の施行に関する検討会・地方公共団体実行計画策定・実施マニュアルに関する検討会
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●滋賀県の取組み（県の事務事業編の取組み）
資料３

※具体的な排出量の積み上げは
示されていない。

◆９月１３日（月）滋賀県環境審議会CO２ネットゼロ部会
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草津市の取組み 国の取組み 県の取組み

（１）施設の省エネ化の推進

●既存施設も含め、LED照明灯などに交換可能な
照明機器へのLED照明などの導入割合１００%を目
指す
●施設の新設・更新時のＺＥＢ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾋﾞﾙ）導入検討
●省エネ効果の高い機器の導入検討
●蓄電池やコージェネレーションシステム等の導入
検討 等

●既存設備を含めた政府全体のＬＥＤ照明
の導入割合を2030年度までに100％とする
●今後予定する新築事業については原則Ｚ
ＥＢＯｒｉｅｎｔed相当以上とし、2030年までに
新築建築物の平均でZEB Ready相当となる
ことを目指す

●照明のLED化
●新築・更新施設におけるZEB Ready化
●施設改修時において計画段階からのさらなる
省エネ化の検討
●省エネ診断を活用した運用面の改善

（２）再生可能エネルギーの利活用

●既存施設も含め、設置可能な市の建築物及び
土地の太陽光発電設備の導入割合５０％以上を目
指す
●再生可能エネルギー由来電力の調達
●ごみ発電の余剰電力を公共施設で活用

●2030年度には設置可能な政府保有の建
築物（敷地含む）の約50％以上に太陽光発
電設備を設置する事を目指す
●2030年までに各府省庁で調達する電力
の60％以上を再生可能エネルギー電力と
する

●新築・更新施設における太陽光発電設備そ
の他再生可能エネルギーの最大限導入
●既存施設や県有地における導入可能性の検
討・率先導入
●再生可能エネルギー由来電力の調達（ＲＥ１
００化）

（３）公用車による負荷の軽減
●災害対応も考慮のうえで、代替可能な電動車が
ない場合を除き、電動車の導入１００％を目指す
●エコドライブの推進 等

●代替可能な電動車がない場合等を除き、
新規導入・更新については、2022年度以降
全て電動車とし、ストック（使用する公用車
全体）でも２０３０年までに全て電動車とする

●乗用車更新時における電動車の率先導入
●自動車使用時におけるエコドライブ推進
●自動車利用の抑制（公共交通機関の利用や
ＷＥＢ会議活用等）

（４）事業活動における脱炭素対策の推進

①省エネルギー行動の推進
・積極的な階段利用 等

②廃棄物の発生抑制
・電子決裁化・会議資料の電子化・
ペーパーレス化 等

③グリーン購入の促進
・環境に配慮した商品、製品、サービスの導入 等

④その他
・公園の整備などを通じて市内緑化を推進

●プラスチックごみをはじめ、庁舎等から排
出される廃棄物の3R＋Renewableを徹底し、
サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に
推進する

●滋賀県グリーン購入基本方針に基づく環境
物品等の調達

●３Ｒの取組推進
●会議およびイベント開催時の環境配慮
●ＣＯ２ネットゼロに関する情報の提供

●草津市の二酸化炭素削減に向けた取組み内容および国・県の取組み内容の比較 資料３
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●草津市の取組み（二酸化炭素削減に向けた具体的な取組み）
資料３

・従来のソフト面の取組みに加え、ハード面の取組みを強化
・再生可能エネルギーの利活用
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具体的な取組み
基準年度比
削減率

（１）施設の省エネ化の推進

・既存施設も含め、LED照明灯などに交換可能な照明機器への
LED照明などの導入割合１００%を目指す 等

▲３．７％
（未導入施設）

（２）再生可能エネルギーの利活用

・ごみ発電の余剰電力を公共施設で活用 等 ▲１８．４％

（３）公用車による負荷の軽減
・災害対応も考慮のうえで、代替可能な電動車がない場合を除
き、電動車の導入１００％を目指す
（電動車：電気自動車、燃料電池車、PHV車、HV車） 等

▲１．５％

（４）事業活動における脱炭素対策の推進
①省エネルギー行動の推進

・積極的な階段利用
・時間外の照明一斉消灯
・窓断熱の促進
・ゴーヤカーテンの有効利用 等
②廃棄物の発生抑制

・会議資料決裁の電子化・ペーパーレス化
・機密文書のリサイクル徹底
・詰替え可能な文具の選択 等
③グリーン購入の促進

・環境に配慮した商品、製品、サービスの導入 等
④その他

・公園の整備などを通じて市内緑化を推進 等

▲９．９％

（現計画の削減目標で
ある前年度比一律▲
１％を継続する場合）

合計 ▲３３．５％

具体的な取組み
（５０％削減達成に向けた更なる取組み）

基準年度比
削減率

（１）施設の省エネ化の推進

・施設の新設・更新時のＺＥＢ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞﾙ）導入検討
・省エネ効果の高い機器の導入検討
・蓄電池やコージェネレーションシステム等の導入検討

効果未測定

（２）再生可能エネルギーの利活用

・既存施設も含め、設置可能な市の建築物及び土地の太
陽光発電設備の導入割合５０％以上を目指す
・再生可能エネルギー由来電力の調達

効果未測定

合計 効果未測定

◆前計画の取組項目
・省エネルギー対策
・自動車利用
・グリーン購入
・３Ｒの推進
・その他

５０％削減達成には、
更に▲１７．７％の削減が必要

（５０％＋１．２％－３３．５％＝１７．７％）


