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地球温暖化とは・・・

地球の表面は、二酸化炭素やメタン、水蒸気などの「温室効果ガ
ス」に覆われており、そのガスの効果で、地表面から放射される熱
が宇宙空間に逃げていくのを防いでいます。
しかし、石炭、石油等の化石燃料の使用量拡大や化学物質の生産・

使用などにより、温室効果ガスが大量に大気中に放出されるように
なりました。その結果、熱の吸収量と放出量のバランスが崩れ、吸
収量が多くなることから地球全体の気温が上昇しています。
地球温暖化は、単に気温が上昇するのではなく、短い期間に加速

的に上昇することが問題です。急激な気温の上昇に自然や人類が対
応しきれず、さまざまな影響が生じることが懸念されています。 （出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）

計画策定の背景
地球温暖化は、温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性が非常に高いと指摘さ

れており、温暖化対策の国際的な取組が進められています。1997年には京都議定書が採

択され、我が国においても、地球温暖化対策の推進に関する法律を策定し、さまざまな取

組を進めています。

東日本大震災の発生を受けて、国は、これまでの原子力発電所の新増設等を前提とした

エネルギー政策の見直しを進めていますが、地球温暖化は既に待ったなしの状況です。私

たちの暮らしや経済活動から排出される温室効果ガスを削減することは、市民・事業者・

行政の全てに関わる課題となっています。将来の世代に安心・安全な暮らしを引き継ぐた

め、温暖化対策の取組を広げ、持続可能な低炭素社会の構築を図っていくことが今求めら

れています。

計画の目的
本計画は、市域全体の地球温暖化対策の指針となるべき計画であり、市民・事業者・行

政が取り組むべき施策を具体的に定めています。

水戸に住み活動する各主体が一体となり、計画の実行をこつこつと一歩ずつ着実に推進

することで、将来にわたって安心して暮らせる低炭素社会の実現を目指します。

計画の範囲
本計画の対象地域は、水戸市全域です。市民生活、事業活動、市の事務・事業など、温

室効果ガス排出量削減のためのあらゆる主体の取組を対象とします。

計画期間
計画期間は、中長期的な視点で取組を進めていくために、2012年度（平成24年度）か

ら2020年度（平成32年度）までとします。ただし、国のエネルギー政策の変更などを踏

まえ、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。
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温室効果ガス排出量の現状
（1）二酸化炭素排出量

本市の二酸化炭素排出量は、2000年度（平成12年度）まで大きく増加し、その後は

減少しています。なお、2008年度（平成20年度）の排出量は、電力会社による排出量

取引、景気後退の影響などで低い数値になったと考えられます。

表　本市の部門別二酸化炭素排出量（単位：万t-CO2）

1990年度 2000年度 2005年度 2008年度

産 業 部 門 22.6 20.3 16.4 14.7

運 輸 部 門 53.2 65.0 57.0 52.7

業 務 部 門 46.0 54.4 60.3 50.2

家 庭 部 門 23.7 28.1 29.6 25.7

廃棄物部門 3.8 4.7 5.3 4.6

合 計 149.3 172.5 168.6 147.9

本市の2008年度（平成20年度）の二酸化炭素排出量を部門別にみると、運輸部門と

業務部門がほぼ同程度で、全体に占める割合では、どちらも30％を上回る大きな割合

となっています。産業部門は他の地方自治体と比べて少ない割合となっており、国や茨

城県の状況とは大きく異なっています。

図　2008年度の部門別二酸化炭素排出量の割合　国・茨城県・水戸市の比較

（2）その他の温室効果ガス排出量

京都議定書に定められている温室効果ガスは６物質（二酸化炭素、メタン、一酸化二

窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄）ですが、二

酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の割合は５％程度であり、排出量全体に対する割合

は小さくなっています。
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水戸市の目指す方向
気候変動に関する政府間パネルの第４次報告書（2007年）では、「2050年までに二酸

化炭素排出量を2000年レベルから50〜85％削減しなければならない」との長期的な課

題が公表されています。また、現在は京都議定書の第一約束期間が終了する2013年以降

の地球温暖化対策の枠組みが検討されています。

我が国においても、中長期的な視点で温暖化対策の具体的な取組が検討され始めた中で、

東日本大震災が発生し、原子力発電所の新増設等を前提とした我が国のエネルギー政策の

動向に大きな影響を及ぼすこととなりました。

しかし、地球温暖化は既に待ったなしの状況であり、将来の世代に安心できる水戸市を

引き継ぐために、私たちは今できるところから着実に温暖化対策を進めるとともに、都市

機能を向上させ地域経済の発展を図った低炭素社会の形成を目指します。

温室効果ガス排出量の削減目標
震災後、国のエネルギー政策の方針及びそこに至る具体的な道筋が定まらない中であっ

ても、今自分たちの力で実現できる温暖化防止に向けた対策に最大限努力し、取り組むこ

とが重要かつ第一であると考えます。

水戸市は、国の中長期ロードマップにおける削減目標値を踏まえ、本市の第３次産業に

特化した都市特性を考慮し、各部門においてバランスの取れた削減目標に取り組むことに

より、1990年度（平成２年度）比15％削減の達成を目指すこととします。

なお、本市の削減目標については、排出量全体の約95％を占め、自治体の削減対策が

反映されやすい二酸化炭素の排出量を基準とすることとします。

市民・事業者・行政が一体となり、最大限かつ着実な温室効果ガス削減に取り

組み、茨城県を代表するまちにふさわしい低炭素社会の姿を目指し、未来に向け

安心・安全な環境づくりを推進していきます。

温室効果ガス
の 削 減 目 標

2020年度（平成32年度）までに二酸化炭素排出量を、

1990年度（平成２年度）比で15％削減します。
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表　新たな対策による部門別二酸化炭素排出量（単位：万t-CO2）

1990年度 2008年度 2020年度 削減後の排出量（対策ケース）

基準年度 最新年度 現況すう勢
ケース 2020年度 基準年度比 現況すう勢

ケース比

産 業 部 門 22.6 14.7 14.9 14.2 △37.2％ △4.7％

運 輸 部 門 53.2 52.7 41.4 34.8 △34.6％ △15.9％

業 務 部 門 46.0 50.2 58.0 52.6 14.3％ △9.3％

家 庭 部 門 23.7 25.7 26.3 21.8 △8.0％ △17.1％

廃棄物部門 3.8 4.6 4.6 3.5 △7.9％ △23.9％

合 計 149.3 147.9 145.2 126.9 △15.0％ △12.6％

149.3 147.9

126.9
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基準年度比15％削減

図　本市の二酸化炭素排出量削減目標

各部門別削減目標及び実現に向けた取組
現況すう勢（現状のまま、追加的な対策を講じない場合）による推計では、本市の

2020年度（平成32年度）の二酸化炭素排出量は、1990年度（平成２年度）比で4.1万

t-CO2の減少（2.7％減）となると推計しました。

そこで、目標年度の2020年度（平成32年度）に向け、国や県が示す諸対策のほか、家

庭や事業所等における日々の省エネルギー活動、再生可能エネルギーの積極的な導入、市

域の廃棄物処理方法の転換などが必要になります。

これらの新たな対策の着実な実施により、目標である基準年度比15％（22 .4万

t-CO2）の削減を目指します。

0.7万t-CO2削減

6.6万t-CO2削減

5.4万t-CO2削減

4.5万t-CO2削減

1.1万t-CO2削減

18.3万t-CO2削減

現況すう勢による推計
基準年比4.1万t-CO2減

新たな対策の実施
基準年比22.4万t-CO2減
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削減目標の実現に向けた重点ポイント（視点）
地球温暖化対策を実行していくためには、各主体によるさまざまな取組が相互に関わり

合い、相乗効果を生みながら削減効果を発揮していく必要があります。

４つの重点ポイントは、市域からの温室効果ガス排出量削減を実現していくために重

要とすべき視点をまとめたもので、これに取り組むことによる削減効果は、合計14.4万

t-CO2となり、目標達成に必要な対策による削減量の約８割を担っています。

各ポイントにおいて、削減効果を充分に発揮するための課題を整理し、関連性のある施

策を組み合わせながら、目標の達成を目指します。

重点ポイント（1）：低炭素型ライフスタイル	 削減効果 	 3.5万t-CO2
日々の生活における温室効果ガス排出量の把握と、ライフスタイルの省エネ・低炭

素化を促進します。
具体的取組…ライフスタイルの見直し、温室効果ガス排出量の「見える化」定着促進、

エコドライブ※１の普及促進
2020年度（平成32年度）までの主な取組の目安
●　ライフスタイルの見直しに取り組み、各家庭においてエネルギー等の使用量
の５％削減を目指します。
●　全世帯平均で、待機電力を50％削減します。
●　全世帯平均で、照明の２箇所をＬＥＤ照明に取り替えます。
●　市内を走行する自動車の30％が正しくエコドライブを実施します。

重点ポイント（2）：低炭素型ビジネススタイル	 削減効果 	 2.1万t-CO2
事業活動における温室効果ガス排出削減策を推進し、ビジネススタイルの効率化・

環境負荷低減を促進します。
具体的取組…温室効果ガス排出量の「見える化」定着促進、環境マネジメントシス

テム※２等の取組促進、オフィスにおける省エネの取組促進
2020年度（平成32年度）までの主な取組の目安
●　ビジネススタイルの効率化に取り組み、各事業所がエネルギー等の使用量の
５％削減を目指します。
●　全事業所の10％でＢＥＭＳ※３を導入します。
●　全事業所平均で、照明の10箇所をＬＥＤ照明に取り替えます。

※１　エコドライブ：急加速・急ブレーキの回避等により燃費の改善を図り、二酸化炭素排出量を少なく
する自動車の運転方法。

※２　環境マネジメントシステム：事業者等が自主的・積極的に環境保全を目的とした行動に関する方
針・目標・計画等を定め、実行・記録・点検し、方針を見直すという一連の手続き。

※３　ＢＥＭＳ：ビルエネルギーマネジメントシステムの略称。建物全体のエネルギー消費を自動制御等
により管理し、最小化を実現する仕組み。

※４　トップランナー基準：製造業者等に省エネ型の製品を製造するよう設けた基準値。現在商品化され
ている製品よりも優れた性能を基準に置き、更に進んだ性能の製品の開発を促す。
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重点ポイント（3）：機器類の省CO2化	 削減効果 	 3.5万t-CO2
太陽光発電システムや、省エネルギー機器・高効率機器の導入など、ハード面から

の温室効果ガス排出量の削減を促進します。
具体的取組…太陽エネルギーの活用促進、省エネルギー機器・高効率機器の普及促進
2020年度（平成32年度）までの主な取組の目安
●　市内の住宅用太陽光発電システム設置件数を５倍に普及促進します。
●　市内のヒートポンプ給湯器（エコキュート等）設置件数を３倍に普及促進します。
●　市内の家庭用コージェネレーションシステム（エネファーム等）設置件数を
10倍に普及促進します。
●　全世帯平均で、家電の50％をトップランナー基準※４達成機器に更新します。

重点ポイント（4）：移動・交通の省CO2化	 削減効果 	 5.3万t-CO2
公共交通利用・自転車利用・エコカー普及など、個々の移動に関わる温室効果ガス
排出量の削減を促進します。
具体的取組…エコカーの普及拡大、公共交通・自転車の利用促進
2020年度（平成32年度）までの主な取組の目安
●　市内の自動車の40％をエコカー（トップランナー基準燃費達成車）に切り替えていきます。
●　市内の自動車の10％を次世代エコカー（ハイブリッド自動車等）に切り替えていきます。
●　全事業所の50％が月１回のノーマイカーデーを実施し、公共交通や自転車利
用促進に取り組みます。

削減目標の実現に向けた各主体の取組

日常生活の中では、主に電気やガス、自動車の利用に伴い温室効果ガスが排出され
ています。市民は、暮らしと地球温暖化問題の密接な関係を正しく理解し、日常生活
における省エネ・省資源化など、低炭素なライフスタイルへの転換等を実践します。
また、行政が実施する施策に協力するとともに、地域での地球温暖化防止活動に参
加・協力していきます。

製造から流通、廃棄など、事業活動における燃料、自動車の利用等に伴い、温室効
果ガスが排出されています。事業者は、事業活動における省エネ・省資源化など、低
炭素なビジネススタイルへの転換を図るとともに、従業員への研修等により環境教育
等を行います。
また、環境負荷の少ない製品の開発や製造、流通に努めるとともに、積極的な情報
提供を行います。
地域や市民団体などの地球温暖化防止に関する活動に積極的に参加するとともに、
市民や行政との協働、連携を図ります。

市民や事業者の自主的な取組を支援するため、機器への助成制度の拡充及び創設な
どの仕組みづくりを行うとともに、都市交通システム及び緑化などの環境づくり、リ
サイクル社会の形成等を進めます。また、「温暖化対策度チェック」などによる意識啓
発や情報提供を通じて、低炭素型スタイルづくりを支援します。
本市独自の施策だけでなく、大学などの研究機関と連携した施策や、国及び茨城県
が実施する施策を推進し、その効果の更なる向上に努めます。
また、地域の一事業者としての立場から、率先して地球温暖化対策に取り組みます。

市 民

事業者

行 政
（市）
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将来の世代に安心・安全な暮らしを引き継ぎ、社会の持続性を維持していくためには、

世界の国々、日本、茨城県、そして市町村が連携して温暖化対策を実行していかなけ

ればなりません。

市では、そこに住み活動する市民や事業者との距離が近いという利点を生かした対

策に取り組むことが重要です。

そこで、水戸市ならではの取組として、二酸化炭素の排出量を削減するための情報

を発信するとともに、温暖化対策度の見える化や、低炭素型スタイルづくりにつなが

る対策を「チームみとエコプロジェクト」として進めていきます。

具体的には、	「温暖化対策度チェック」、
「CO2削減エコオリンピック」、
「メガソーラーみと発電所」の３つの取組により、市民・事業者・市の

各主体が共通の目的に向かうチームみとの一員として連携しながら、目標の達成を目

指していきます。

①　温暖化対策度チェック
二酸化炭素の排出量を削減するための情報（コツ）を伝えるとともに、取組の進

捗状況を把握するため、毎年、市民及び事業者を対象とした「温暖化対策度チェック」

（アンケート）を実施します。

アンケートは、排出量削減につながるコツに関するものを取り入れるとともに、

回答しながら取組の進捗状況を確認できるようにします。アンケートを継続的に実

施することで、市全体の温暖化対策度の「見える化」を図り、効率的な温暖化対策

につなげていきます。

●　市は、市民・事業者向けに毎年アンケー
トを実施します。
アンケートは、排出量削減の「コツ」と
取組の進み具合を点数化等により確認でき
る内容とします。

●　アンケートは、水戸市のホームページ等
で公表し、だれでも温暖化対策度チェック
ができるようにします。

「暮らしのCO2（コツ）」チェック

「仕事のCO2（コツ）」チェック

市民向け

事業者向け
水戸市の温暖化対策度

2012年 2013年 2014年

70点

60点

50点

わが
家の

温暖
化

チェ
ック

チームみとエコプロジェクト
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②　CO2削減エコオリンピック
家庭における電気使用量等の削減に向けた取組を呼びかけ、その取組の成果を競

い合う「CO2削減エコオリンピック」を実施します。

参加することに意義があると言われるオリンピックのように、一人でも多くの市

民が温暖化対策の意義を認識し、積極的に取り組むためのきっかけとなるよう、実

施頻度や方法など内容等を改良・更新しながら継続的に実施していきます。

③　メガソーラーみと発電所
市内の家庭及び事業者等の太陽光発電システムを仮想の「メガソーラーみと発電

所」として位置付け、水戸市ホームページ等で発電能力の総和などを公表していき

ます。

また、市内の設置者に協力を求め、「メガソーラーみと発電所」の発電状況などを

把握するとともに、普及啓発の一翼を担う活動をお願いし、発電所の規模増大を図っ

ていきます。

1

３

２

各家庭で創意工夫した省エネ行動を実践

取組優秀者の表彰

家庭における省エネ行動の継続

使用明細をもとに、
エネルギー使用量・二酸化炭素（CO2）排出量の把握

昨年度使用量・排出量との比較

kW

只今の総発電能力

○メガソーラーみと発電所○
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＜基本施策＞ ＜主要施策＞ 
＜目指す方向＞
＜削減目標＞ 

目指す方向

温室効果ガス
削減目標

2020 年度 ( 平成
32 年度 ) までに、
市域の二酸化炭素
排出量を 1990 年
度 ( 平成２年度 )比
で 15％削減 

市 民・事業者・
行政が一体となり、
最大限かつ着実な
温室効果ガス削減
に取り組み、茨城
県を代表するまち
にふさわしい低炭
素社会の姿を目指
し、未来に向け安
心・安全な環境づ
くりを推進してい
きます。 

太陽光など再生可能
エネルギーの利用促進 

１　太陽エネルギーの活用促進
２　公共施設への太陽光発電の有効利用
３　リサイクルエネルギーの活用促進
４　未利用資源の利活用促進

１　住宅・建築物の高断熱化、省エネ化の促進
２　省エネルギー機器・高効率機器の普及促進
３　エコカーの普及拡大 

１　公共交通・自転車の利用促進
２　都市交通の円滑化
３　緑地保全の推進、緑の有効利用 

１　ごみ減量・リサイクルに向けた取組促進
２　自主行動・意識啓発の促進
３　資源循環型・廃棄物処理システムの確立 

12 公共施設の低炭素化推進
13 市役所エコプランの推進 

４　ライフスタイルの見直し
５　温室効果ガス排出量の「見える化」定着
促進
６　エコドライブの普及促進
７　地産地消等の推進
８　環境教育・環境学習等による意識啓発
９　環境マネジメントシステム等の取組促進
10 オフィスにおける省エネの取組促進
11 カーボン・オフセットの取組促進 

環境負荷の少ない生活
様式・事業活動への転換 

都市交通システム構
築・緑化の推進 

リサイクル社会の形成 

１「創エネ」

２「省エネ」

３「低炭素まちづくり」

４「資源循環」

《高効率・低燃費》

《ライフ・ビジネススタイル》

《市の率先行動》

施策の体系
本市の目指す方向及び削減目標の実現に向けて、４つの基本施策とそれぞれの主要施策

を以下に示します。
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水戸市市　民 連携・協働

（仮称）
水戸市地球温暖化対策

地域協議会

事業者

環境施策の実施及び
各主体の取組支援

連　携

国・茨城県・県地球温暖化防止活動推進センター・近隣他市町村

家庭や地域
における取組

事業活動等
における取組

関係各課

指示報告

諮問
報告

答申
提言

水戸市地球環境問題
対策連絡会議

水
戸
市
環
境
審
議
会

計画の推進体制
本計画を確実に実施するためには、市民・事業者・市の各主体が個別の取組を最大限か

つ着実に進めていくのはもちろんのこと、国・茨城県・周辺自治体等を含めた広域連携に

より、取組を進めていくことが重要です。そこで、既存の組織に加え、市民・事業者・学

識経験者・行政等からなる「（仮称）水戸市地球温暖化対策地域協議会」を設置し各主体

の連携を図り、計画を効果的に推進します。

図　本計画の推進体制のイメージ

計画の進行管理

●　本計画に位置付けた各施策を実効的かつ継続的に推進していくために、Plan
（計画）、Do（実行）、Check（点検）、Action（見直し）のPDCAサイクルを
基本とした進行管理を行います。

●　地域協議会を中心とした各主体は、本計画に基づき、温暖化対策を実行します。
市は、市報、水戸市ホームページ等により温室効果ガスの排出状況や施策の進捗
状況などを公表するとともに、点検・評価の結果を踏まえ、必要に応じて計画の
見直しを行うこととします。

●　市民・事業者の温暖化対策への取組状況を把握し、計画の点検・評価を行うた
め、「温暖化対策度チェック」（アンケート）による進捗管理を実施します。市民・
事業者に対するアンケートを毎年実施することで、その調査結果からエネルギー
消費実態、施策の実施率や進捗状況等を定量的に把握します。
また、「CO2削減エコオリンピック」への参加者数や「メガソーラーみと発電所」

の発電能力等も客観的な数値として点検・評価に活用していきます。
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