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【本計画における図表の「参考」、「出典」について】 

参考 参考資料をもとに本市が作成したもの。 

出典 参考資料から引用した図表を表記したもの 



 

 

小田原市地球温暖化対策推進計画の改訂に当たって 

 

小田原市は、地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る計画として、小田原市地

球温暖化対策推進計画を平成２３（2011）年度に策定し、平成３２（2020）年度における温室効果ガ

スの削減目標と施策の方向性を示した上、低炭素社会への転換を図るための各種取組を推進してきま

した。 

 

この間、世界では、気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）（平成２７（2015）年）におい

て、今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素化を目指すパリ協定が採択され、先進

国、途上国全ての参加国に、温室効果ガスの排出削減に向けた努力を求める初めての枠組みとなりまし

た。パリ協定のもと、我が国も、国際的な協調により世界全体で共通の目標を目指し、排出削減に貢献

していくことが強く求められています。 

 

国においては、パリ協定を踏まえ、地球温暖化対策計画（平成２８（2016）年）が閣議決定され、平

成４２（2030）年度の温室効果ガスの削減目標（平成２５（2013）年度比で２６％削減）のほか、2050

年までに８０％の削減を目指すという長期的な目標や、目標達成のために国や地方公共団体が講ずべ

き施策等が示されました。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正（平成２８（2016）年）により、国とさまざま

な主体が連携協力した地球温暖化対策の推進に関する普及啓発の強化などについて規定されました。 

 

さらに、気候変動によるさまざまな影響に対して、整合のとれた取組を総合的かつ計画的に推進する

ため、気候変動の影響への適応計画（平成２７（2015）年）が閣議決定されました。 

平成３０（2018）年には、気候変動への適応を推進するため、気候変動適応法が公布され、国による

気候変動適応計画の策定や、地域気候変動適応センターによる情報の収集や提供等、適応策を推進する

ための法的仕組みが整備されました。 

 

平成３０（2018）年に、第五次環境基本計画が閣議決定され、パリ協定などの持続可能な社会に向け

た国際的な潮流を時代の転換点として、基本的な方向性や施策の展開が掲げられました。 

この計画では、分野横断的な６つの重点戦略を設定するとともに、気候変動対策や循環型社会の形成

など、環境政策の根幹となる環境保全の取組を着実に推進することとしています。また、各地域が自

立・分散型の社会を形成しつつ、地域資源等を補完し支えあう地域循環共生圏の創造を目指していま

す。 

 

これらの社会的な流れや本市の各種施策の動向等を汲みながら、平成２９（2017）年度から平成３

０（2018）年度にかけて、小田原市地球温暖化対策推進計画の中間見直しを行い、改訂に至りました。

見直しに際しては、小田原市総合計画や小田原市環境基本計画などの関連計画との整合を図るととも

に、小田原市環境審議会やパブリックコメントによる市民の意見等も踏まえて、市民・事業者・行政が

一体となり、引き続き、従来の計画・目標を継続することとした上で、主に次の４つの視点に基づき行

いました。 

 



 

 

１ 国の動向にあわせた内容の修正と本市の統計値等の更新 

国の地球温暖化対策計画の閣議決定や気候変動適応法の成立等を踏まえた内容の修正を行うとと

もに、本市に係る統計値等の更新を行いました。 

２ 温室効果ガス排出量の最新値の反映 

温室効果ガス排出量について、最新の数値を反映させました。 

３ 気候変動の影響への適応策に係る記述の充実 

気候変動の影響による被害を回避・軽減するなどの適応策について、本市における適応策に資する

事業を分野ごとに位置づけました。 

４ 重点プロジェクトの見直し 

本計画の策定後に改訂等をした小田原市総合計画や小田原市環境基本計画、小田原市エネルギー

計画等の関連計画や国・県の施策等との整合性を保つため、重点プロジェクトの内容を見直し、更新

や新たな位置づけを行いました。 
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第１章 計画策定の背景 

１ 地球温暖化の現状 

（１）地球温暖化について 

地球は太陽からのエネルギーで温められ、温められた地表からは宇宙空間に熱エネルギー（赤外

線）が放射されますが、その一部は大気中の二酸化炭素（以下「ＣＯ２」という。）や水蒸気などに吸

収され、大気を温めています。これを「温室効果」と呼び、ＣＯ２などの熱エネルギー（赤外線）を

吸収する気体を「温室効果ガス1」と呼んでいます。地表から放出された熱エネルギー（赤外線）が

そのまま全部宇宙に出ていってしまうと地球の気温はとても低くなりますが、この温室効果ガスの

おかげで、地球は平均して１５℃ぐらいという、生物が生存するのにちょうどよい気温になっていま

す。 

人類は産業革命以降、石油や石炭などの化石燃料を大量にエネルギーとして使用することで、ＣＯ

２の排出量を急速に増加させてきました。その結果、地球環境が自然に吸収できる量を大幅に上回る

ＣＯ２が排出され、大気中のＣＯ２濃度は上昇しています。 

 

図表１－１   地球温暖化のメカニズム 

出典：環境省ホームページ 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）2の第５次評価報告書（平成２５（2013）年 9 月発表）

では、「人間活動が２０世紀半ば以降に観測された地球温暖化の支配的な要因であった可能性が極め

                                                      
1 温室効果ガス：ＣＯ２以外の温室効果ガスの種類と排出源、特徴などは、３５ページをご覧ください。 

2 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）：世界気象機関（ＷＭＯ）及び国連環境計画（ＵＮＥＰ）により昭和６３（1988）年に設立

された国連の組織。各国の政府から推薦された科学者の参加のもと、地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、

得られた知見を、政策決定者を始め広く一般に利用してもらうことを任務としています。 
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て高い（可能性９５％以上）」及び「大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は、過去８０万年

間で前例のない水準まで増加している」と述べています3。 

また、地球温暖化については「疑う余地がない」としており、明治１３（1880）年～平成２４（2012）

年において、世界平均地上気温は０．８５℃上昇し、最近３０年の各１０年間の世界平均地上気温は、

嘉永３（1850）年以降のどの１０年間よりも高温であるとしています。こうした地球温暖化による

影響は、気温や降雨などの気候要素の変動を受けて、自然環境から人間社会まで、幅広く及びます。 

気候要素としては、気温上昇、降雨パターンの変化、海面水位の上昇などが挙げられます。 

自然環境への影響としては、水資源の分布変化や、生物種の分布変化、生態系の改変が挙げられま

す。 

人間社会への影響としては、作物の品質低下、栽培適地の移動、養殖の不振など農林水産業への影

響や、高潮や台風などの被害、河川洪水、土砂災害などの災害の激化、熱中症や熱帯性感染症の増加

など健康への影響、産業への影響による収入の低下、快適さの阻害、観光資源等への被害など国民生

活へのさまざまな影響が挙げられます。 

 

図表１－２   世界の年平均気温平年差 

 
出典：「平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書」 

 

（２）日本における地球温暖化の状況 

日本における地球温暖化の状況については、環境省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・気象

庁が「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート２０１８～日本の気候変動とその影響～」に

まとめています。 

これによると、日本の年平均気温は１００年当たり約１．１９℃の割合で上昇しており、世界平均

である１００年当たり０．７２℃を上回っています。また、日最高気温が３５℃以上の猛暑日の年間

日数は、統計期間である昭和６（1931）年～平成２８（2016）年で増加傾向が表れており、１０年

                                                      
3 地球温暖化の原因：地球温暖化の原因としては、太陽放射の変化や長期的な気候変動などによる影響も考えられます。 
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当たり０．２日の割合で増加しています。 

降水にも変化が現れており、日降水量１．０mm 以上の日は減少している一方、日降水量が 

１００mm 以上の大雨の日は増加しています。アメダスの観測による１時間雨量５０mm 以上の短

時間強雨（滝のように降る雨）の発生回数も増加しています。 

気候変動による農林水産業への影響は、例えば、コメの品質の低下や、うんしゅうみかんやぶどう

等の栽培適地が変化することが予測されています。また、地球温暖化後の海水温のデータを組み込ん

でサンマの来遊量を予測すると、サンマの南下が遅くなる可能性があり、それによって水揚げされる

サンマの体重が徐々に減少する可能性等が指摘されています。 

自然生態系については、既に植生や野生生物の分布の変化等が確認されています。一部の猛禽類

（もうきんるい）の渡りの経路の変化や、竹林の雑木林への侵入が進むなどの予測がされており、人

間が生態系から得ているさまざまな恵み（生態系サービス）への影響も懸念されています。 

水環境・水資源、自然災害、健康、都市生活等にも影響が及ぶと予測されています。気候変動によ

って雨の量や降り方が変化し、山地の多い日本において河川の流況（一年を通じた河川の流量の特

徴）が大きく変わると予測されています。これにより土砂災害の激甚化等が懸念されます。また、台

風の発生による高潮被害や、熱中症の増加といった健康被害、災害や気温上昇によってもたらされる

経済活動や私たちの生活への影響も発生していると言えます。 

 

図表１－３   日本の年平均気温平年差 

 

  出典：「平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書」 

 

（３）小田原市における地球温暖化の状況 

小田原市における地球温暖化の状況については、気象庁の観測データによる平均気温、最高気温、

最低気温、降雨量を見ると、昭和５３（1978）年からの３２年間で、年間の平均気温が平年よりも高

い年が増加傾向にあることなどから、地球温暖化の影響が表れているものと考えられます。 
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また、神奈川県内では、ナガサキアゲハなど南方系の生物が増えつつある現象なども報告されてい

るなど、私たちの身近な自然にも変化が表れています。 

 

図表１－４   小田原市における過去３０年間の気象概況 

 

参考：「過去の気象データ検索」気象庁ホームページ 

 

図表１－５   小田原市の年平均気温平年差 

 

参考：「過去の気象データ検索」気象庁ホームページ 
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（４）地球温暖化の今後の予測と影響 

IPCC 第５次評価報告書では、地球温暖化が

進むことにより、海面水位の上昇、海洋の酸性

化、北極などにおける海氷の変化等が表れて

いるとされています。 

さらに、将来的リスクとして「気候システム

に対する危険な人為的干渉」による深刻な影

響の可能性が指摘され、確信度の高い複数の

分野や地域に及ぶ主要なリスクとして、8 つの

主要リスクが予測されています。 

 

 

出典：IPCC 第５次評価報告書 特設ページ 

全国地球温暖化防止活動推進センター4 

  

図表１－７ 気温の変化に伴う主要なリスクと適応の見通し 

 

出典：IPCC 第５次評価報告書 特設ページ、全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

今後の地球温暖化の傾向について、追加的な緩和策のないシナリオでは、西暦２１００年における

世界平均地上気温が、産業革命前の水準と比べ３．７～４．８℃上昇するとされています。これに対

                                                      
4 全国地球温暖化防止活動推進センター：(Japan Center for Climate Change Action) 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき指定さ

れる、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化防止に寄与する活動の促進を図る機関のことです。平成２２

（2010）年 9 月末日までは財団法人日本環境協会、同年１０月１日からは、一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが環境大臣から指

定を受けています。 

図表１－６ 複数の分野地域に及ぶ主要リスク 



 

6 

 

し、気温上昇の抑制の目標として関心が高まっている「２℃シナリオ」（気温上昇を産業革命前に比

べて２℃未満に抑制する可能性の高いシナリオ）についても詳しく報告されており、この「２℃シナ

リオ」の目標を達成するためには、どの程度、温室効果ガスを減らし、どのような技術革新を進める

必要があるかについても報告されています。 

さらに地球温暖化が進んだ場合、夏季に降水量と大雨の日数が増加、河川の洪水や沿岸域における

高潮などの水災害の増加、生態系への影響、コメ収量の変化や栽培適地の変化などの食料生産への影

響、熱中症などによる死亡リスクの増加、熱帯性の感染症罹患（りかん）率の増加など、さまざまな

影響が及ぶと予測しています。 

 

図表１－８ 1950 年から 2100 年までの気温変化(観測と予測） 

 

出典：IPCC 第５次評価報告書 特設ページ、全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

 

 

図表１－９ RCP シナリオとは 
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出典：IPCC 第５次評価報告書 特設ページ、全国地球温暖化防止活動推進センター 
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２ 地球温暖化対策への取組 

（１）国際的な動向 

平成４（1992）年 国連で気候変動に関する国際連合枠組条約が採択され、地球温暖化

を防止するための世界各国の協力が始まりました。 

平成９（1997）年 京都で開催された気候変動に関する国際連合枠組条約第３回締約

国会議（ＣＯＰ３）では、平成２０（2008）年から平成２４（2012）

年までの５年間を第１約束期間として、先進国の温室効果ガス排出量

を平成２（1990）年に比べて５％以上削減することを義務づける「京

都議定書」が採択されました。 

平成２１（2009）年 イタリアのラクイラで開催された第３５回主要国首脳会議（ラクイ

ラ・サミット）では、「先進国は西暦２０５０年までに温室効果ガス

を８０％削減」との目標が支持されました。 

また、気候変動に関する国際連合枠組条約第１５回締約国会議（Ｃ

ＯＰ１５）では、先進国は排出目標を、途上国は緩和のための行動を、

それぞれ翌年１月３１日までに国連事務局に提出することとされた

「コペンハーゲン合意」への留意が決定されました。 

平成２２（2010）年 メキシコのカンクンで気候変動に関する国際連合枠組条約第１６

回締約国会議（ＣＯＰ１６）が開催され、平成２５（2013）年以降の

対策について、アメリカを含む先進国には削減目標の設定を、中国や

インドなど途上国にはその国に適した削減行動を求めるほか、途上国

の地球温暖化対策を助ける新たな基金の設置や、世界の気温上昇を工

業化以前から２℃以内に収めるべきとの見解が認識されたこと、京都

議定書の第１約束期間と第２約束期間との間に空白を設けないこと

などが記載されたカンクン合意が採択されました。 

平成２７（2015）年 ７月、ドイツ・エルマウでのＧ７サミットにおいて、ＩＰＣＣの科

学的知見を踏まえ「２０１０年比で２０５０年までに４０~７０％削

減」の上端（つまり７０％）を全ての国と共有する宣言が採択されま

した。 

１２月には、フランスのパリで気候変動に関する国際連合枠組条約

第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）が開催され、西暦２０２０年以降

の地球温暖化対策の新たな国際枠組みとしてパリ協定が合意されま

した。この協定により、全ての国々が削減目標を掲げ、長期的な温室

効果ガス排出削減に乗り出すこととなり、京都議定書以降の画期的な

国際枠組みと言えます。 
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（２）国の取組 

平成１０（1998）年 京都議定書において約束した「平成２（1990）年比で６％の削減」

の達成のために、地球温暖化対策の推進に関する法律を制定しまし

た。 

地球温暖化対策の推進に関する法律では、国・地方公共団体・事業

者・国民の責務を明らかにしつつ、各主体が地球温暖化対策に取り組

む枠組みを定めています。 

平成１７（2005）年 ２月に発効した京都議定書に基づき、４月には、国内における地球

温暖化対策を着実に推進するため、京都議定書目標達成計画（計画期

間：平成１７（2005）年～平成２４（2012）年、平成２０（2008）年

３月改訂）が定められ、排出部門ごとに削減目標の目安や、具体的な

削減対策を示した上で、この計画に基づいて国内対策を展開してきま

した。 

平成２０（2008）年 ６月に地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、地方公共団

体実行計画の中で、都道府県・指定都市・中核市及び特例市は、その

区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの施策について定めることとする内容などが盛り込まれました。 

平成２２（2010）年 １月には、平成２１（2009）年に開催されたＣＯＰ１５において採

択されたコペンハーゲン合意への賛同を表明するとともに、我が国の

西暦２０２０年の削減目標について、平成２（1990）年を基準年とし

て「２５％削減、ただし、全ての主要国による公平かつ実効性のある

国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提とする」文書を、国

連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

３月には、地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試

案）が公表され、国の中期目標を達成するための対策等が盛り込まれ

たほか、長期目標として西暦２０５０年に基準年比８０％の削減が示

されました。 

平成２４（2012）年 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法（ＦＩＴ法）が施行されました。 

平成２７（2015）年 西暦２０３０年度の温室効果ガス排出削減目標を含む日本の約束

草案を国連に提出しました。この中で、我が国は温室効果ガス排出量

を西暦２０３０年度に平成２５（2013）年度比マイナス２６．０％（平

成１７（2005）年度比マイナス２５．４％）の水準とすることとして

います。 

また、気候変動の影響への適応計画を閣議決定し、気候変動による

さまざまな影響に対し、全体で整合のとれた取組を総合的かつ計画的

に推進することが明記されました。 
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平成２８（2016）年 我が国の温室効果ガス排出削減目標の実現に向けた国の計画とし

て、地球温暖化対策計画を閣議決定しました。これは、平成１７（2005）

年に策定された京都議定書目標達成計画以来、国として８年ぶりに策

定された計画となります。 

併せて、地球温暖化対策の推進に関する法律を改正し、地方公共団

体実行計画の共同策定や国民運動の更なる展開等について明記され、

地球温暖化対策の一層の基盤強化を図っています。 

平成３０（2018）年 気候変動適応法が成立し、我が国における適応策の法的位置づけが

明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応

策を推進するための法的仕組みが整備されました。 
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（３）県の取組 

平成１５（2003）年 神奈川県地球温暖化対策地域推進計画を策定しました。 

平成１８（2006）年 神奈川県地球温暖化対策地域推進計画を見直し、「平成２２（2010）

年の県内のＣＯ２総排出量を平成２（1990）年の水準まで削減する」

との目標を掲げ、さまざまな地球温暖化対策を進めてきました。 

平成２１（2009）年 県域におけるＣＯ２排出量は増加を続け、一層の地球温暖化対策の

強化が必要な状況にあることから、地域特性を踏まえ実効性のある制

度などを盛り込んだ神奈川県地球温暖化対策推進条例を制定しまし

た。 

平成２２（2010）年 神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、神奈川県地球温暖化対

策計画を策定し、温室効果ガス削減の中期目標として平成３２（2020）

年の県内の温室効果ガス総排出量を平成２（1990）年比で２５％削減

する目標を掲げています。 

また、事業活動温暖化対策計画書制度を導入し、事業活動に伴い排

出される温室効果ガスの削減に向けた積極的な取組を促進するとと

もに、一定規模以上の事業活動を行う事業者に対し、温室効果ガスの

自主的な削減目標や削減対策等を記載した計画書の提出を義務づけ、

その概要を県が公表することとしました。 

平成２８（2016）年 神奈川県地球温暖化対策計画を策定後の状況変化を踏まえて改訂

し、新たな温室効果ガス削減目標を設定するとともに、適応策の追加

等を行いました。 
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（４）市の取組 

平成１０（1998）年 小田原市環境基本計画と小田原市低公害車普及促進計画を策定し、

低公害車の普及促進等にいち早く取り組みました。 

平成１１（1999）年 基本計画に基づいて具体的に環境負荷を低減する主体的な取組を

進めるために、「市民としての行動」、「事業者としての行動」、「市

としての行動」、「環境共生まちづくりのための行動」の４つの指針

からなる小田原市環境行動指針（環境行動計画）を定めました。 

このうち、「市としての行動」については、地球温暖化対策の推進

に関する法律が定める地方公共団体自らが排出する温室効果ガスの

削減対策を定める実行計画と位置づけ、平成１５（2003）年及び平成

１９（2007）年に改訂しています。 

平成１２（2000）年 地域新エネルギー計画を策定し、これに基づいて住宅用太陽光発電

システムの導入を支援するなど、ＣＯ２等の排出抑制に向けた取組を

開始しました。 

平成１８（2006）年 小田原市環境基本計画を改訂し、地球温暖化対策を優先的に解決す

べき緊急性の高い課題の１つに位置づけ、ＣＯ２排出量を平成１２

（2000）年度比で平成２２（2010）年度に１０％削減することを目指

すこととしています。 

平成１９（2007）年 小田原市環境基本計画に定めた目標の達成を図るため、市民・事業

者・行政のそれぞれの役割や取組を具体的に示した小田原市地球温暖

化対策地域推進計画を策定しました。 

平成２３（2011）年 平成２０（2008）年に改正された地球温暖化対策の推進に関する法

律等を考慮し、西暦２０２２年までの地球温暖化対策の目標と施策の

方向性を示し、低炭素社会への転換を図るため、新たに小田原市地球

温暖化対策推進計画を策定しました。 

平成２７（2015）年 小田原市エネルギー計画を策定し、小田原市の目指すべき将来像を

描き、その実現に向けて、再生可能エネルギーの利用等の促進のため

の総合的な施策を計画的に進めることを目的とし、市内で生活や事業

活動を行う人々が再生可能エネルギーの利用等に取り組むための方

向性を示しました。 

平成２９（2017）年 小田原市環境基本計画の中間見直しを行い、社会的な動向を反映す

るとともに、森里川海オールインワンという本市の豊かな自然や環境

の更なる保全・充実を図るための新たな施策を位置づけた改訂版を策

定しました。 
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第２章 計画の基本的事項 

１ 計画の位置づけ 

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２１条において、都道府県及び市

町村に対し、地方公共団体実行計画の策定が求められています。 

第２１条第１項では、自ら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「事務事業編」という。）を策定することとされており、

同条第３項では、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施

策に関する事項（以下「区域施策編」という。）を定めることとされています。 

本計画は、この温対法に基づく地方公共団体実行計画の事務事業編及び区域施策編として位置づけ、

平成２３（2011）年度に策定しました。 

また、「おだわらＴＲＹプラン（第 5 次小田原市総合計画）」後期基本計画（平成２９（2017）年度～

平成３４（2022）年度）のスタート、第３次小田原市一般廃棄物処理基本計画の策定（平成２６（2014）

年度）、小田原市エネルギー計画の策定（平成２７（2015）年度）、小田原市環境基本計画の改訂（平成

２９（2017）年度）といった関連計画の策定及び改訂の状況を踏まえるとともに、最新の社会情勢等の

反映のため、計画期間の中間地点である平成２９（2017）年度から２か年をかけて中間見直しを実施

し、平成－（20--）年－月に改訂版を策定しました。 

 

図表２－１   本計画と、法令、他計画等との関係 

 
小田原市作成 
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２ 計画の役割 

本計画は、事業者及び市民の自主的な地球温暖化対策の促進を図り、エネルギー多消費型の社会から

地球環境への負荷が少ない低炭素社会への転換を促すため、市の地球温暖化対策に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図る基本的な計画として定めるものです。 

本計画は、第２次小田原市環境基本計画で示す「望ましい環境像」を目指すための地球温暖化対策分

野における計画とし、温対法の趣旨に則った計画とするとともに、平成１９（2007）年に策定した小田

原市地球温暖化対策地域推進計画（以下「前計画」という。）を引き継ぐものとします。また、低公害

車普及促進計画、地域新エネルギー計画、環境行動計画、地球温暖化対策地域推進計画を統合するもの

とします。  

また、温対法の定めに基づき、前計画で担ってきた部分を「市域施策編」として、本計画の「第６章 

目標の実現に向けて実施すべき事項」及び「第８章 重点プロジェクト」に位置づけるほか、環境行動

計画で担ってきた部分を「市役所事務事業編」として、本計画の「第９章 小田原市役所における取組」

として位置づけます。 

 

３ 計画の期間 

本計画では、２１世紀半ばに実現すべき将来像を見通しつつ、第 5 次小田原市総合計画「おだわらＴ

ＲＹプラン」及び第２次小田原市環境基本計画改訂版との整合性を保ち、着実な計画の進展を図るため

に、計画期間を平成２３（2011）年度から平成３４（2022）年度までの１２年間とします。 

 

４ 他計画との関係 

第 5 次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」や第２次小田原市環境基本計画改訂版における

まちづくりの大きな方針との整合性を図るとともに、都市計画マスタープランや農業振興地域整備計

画などとも整合性を保ちます。 
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第３章 小田原市の特性 

１ 人口及び世帯数の状況 

（１）人口 

平成２８（2016）年１０月１日現在、市内の人口は１９３，３１３人を数え、本計画の基準年であ

る平成２（1990）年の人口１９３，４１７人と比べるとほとんど変化はありません。また、全国の人

口は平成１７（2005）年に戦後初めて前年を下回った後、平成２０（2008）年にピークとなり、平

成２３（2011）年以降継続して減少しています。本市の人口は平成１８（2006）年以降は漸減傾向

にあり、国立社会保障・人口問題研究所による日本の地域別将来推計人口（平成３０（2018）年推

計）によると、西暦２０２０年には１８８，０５９人、西暦２０３０年には１７２，７８５人、西暦

２０４５年には１４６，４８４人になると推計されています。 

 

（２）世帯数 

平成２８（2016）年１０月１日現在、市内の世帯数は７９，８７２世帯となっており、平成２（1990）

年の６１，３６０世帯と比べると約３０％増加しています。 

世帯人員は漸減傾向であり、平成２８（2016）年１０月１日現在の世帯人員数は２．４人となって

おり、平成２（1990）年の３．２人と比べると０．８人減少しています。 

 

図表３－１   小田原市の人口、世帯数、世帯人員の推移 

 

参考：小田原市統計要覧 
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２ 産業の状況 

（１）産業構造 

市内の事業所数は平成１８（2006）年で８，６３４事業所、平成２６（2014）年には８，０５８

事業所となっており、減少傾向にあります。最新の事業所数の割合としては、製造業が７％、卸売・

小売業が２８％、サービス業全体が２１％を占めています。 

  

図表３－２   産業別（大分類）事業所数の割合 

 

 参考：小田原市統計要覧（平成２６年経済センサス-基礎調査） 

 

（２）製造業事業所数と製造品等出荷額 

平成２６（2014）年の従業者４人以上の事業所数は２４７事業所で、製造品等出荷額は５，５９９

億６，１００万円です。平成１２（2000）年と比較すると約６．５割であり、増加した年はあるもの

の、漸減傾向にあります。  

また、平成２６（2014）年の産業別の製造品出荷額の割合では、高い順に、情報機器が２９．４％、

化学が２６．５％、プラスチックが２３．４％を占めています。 
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図表３－３   製造品出荷額等の推移 

 

参考：小田原市統計要覧 

平成２３年の値のみ平成 24 年経済センサス活動調査結果（製造業）から 

 

（３）業務部門の延床面積 

産業のうち、業務部門5の床面積は長らく増加傾向を示しており、平成２９（2017）年には約１５

２万㎡ となっており、前計画の基準年である平成１２（2000）年の約１２０万㎡と比較すると、約

１３％増加しています。 

 

図表３－４ 業務部門における床面積の推移 

 

参考：平成２９年度 固定資産の価格等の概要調書、 

総務省ホームページ 

 

３ 交通の状況 

（１）自動車 

自動車社会の進展に伴って増加傾向であった自動車保有台数は、平成２（1990）年の８１，８４２

                                                      

5 業務部門：業務部門には、事務所ビル、スーパーマーケット、卸小売店、飲食店、学校、病院などが含まれています。 
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台から、平成１２（2000）年には約２８％増の１０４，８８５台となっていました。 

しかし、近年では横ばい傾向が続き、ここ１０年余りは約１０６，０００台から約１０８，０００

台を推移しています。小型自動車や軽自動車の保有台数が比較的増加傾向にあることから、人口の減

少や核家族化などといったさまざまな要因が影響していると考えられます。 

 

図表３－５ 自動車保有台数の推移 

 

参考：小田原市統計要覧 

 

（２）公共交通機関 

本市は、６路線・延べ２１の鉄道駅を有し、交通利便性の高い鉄道駅を中心に市街地が形成されて

いるほか、４社のバスが運行され、これらの公共交通は市街地をおおむねカバーしている状況にあり

ます。 

鉄道駅の乗降客数については、５路線が乗り入れる小田原駅で、近年では横ばい傾向が続き、ここ

１０年余りは約３４，０００，０００人から約３６，０００，０００人の間を推移しています。 

 

図表３－６ 小田原駅の鉄道乗降客数 

 

参考：小田原市統計要覧 
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４ 土地利用の状況 

都市化の進展などに伴い、住宅地などの都市的な土地利用が増加する一方、農地などの農業的な土地

利用は減少しています。 

農業の経営耕地面積は、平成７（1995）年の１，８４２ha に比べ、平成１７（2005）年には 

１，２９２ha、平成２７（2015）年には１，０４７ha と大きく減少しています。 

 

図表３－７   経営耕地面積の推移 

 

※経営耕地とは、調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地（自作地）と、

よそから借りて耕作している耕地（借入耕地）の合計です。耕作放棄地は含まれません。 

参考：農業センサス 

 

図表３－８ 小田原市の土地利用状況 

 

※田畑には、荒地化、資材置き場化している農地も含まれます。 

参考：平成２９年度都市計画基礎調査（小田原市実施） 
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図表３－９ 土地利用基本方針図 

 

出典：小田原市都市計画マスタープラン 
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５ 市民・事業者の地球温暖化に関する意識の状況 

（１）市民の意識 

○ 市民意識調査の概要 

調査期間 平成２２年７月１６日（金）～８月１０日（火） 

調査対象者 １８歳以上市民（無作為抽出）    ２，０００人 

小田原市環境美化推進員（全員）     ２５６人  

小田原市環境ボランティア協会会員（全員） ７１人 

調査期間中のシルバー大学環境講座受講生  ５３人 

合計  ２，３８０人 

 

調査方法 郵便による調査票の発送、回収 

回答者数 １，０３６人（回収率４３．５％） 

○ 現在関心がある環境問題は何か聞いたところ、最も関心が高い環境問題は「地球温暖化」、次

に「不法投棄やごみのポイ捨て」となっています。 

年齢別に見ると、どの年代も、地球温暖化や不法投棄・ポイ捨てに対する関心が高い傾向にあ

りますが、３０・４０歳代は、他の問題には同じくらいの関心を寄せているのに比べ、５０歳以

上では、他の問題に比べ、大気・水・土壌などの汚染への関心が高くなっています。 

○ 市民が身近に感じている環境の変化を聞いたところ、９３１回答中、３位である８％の方が気

温の上昇や降雨の変化など気候変動を感じていました。 

○ 本市が特に力を入れるべき環境対策について聞いたところ、２，１２７回答中、５．７％の方

が家庭や事業所、施設での省エネルギーや太陽光発電など新エネルギー設備の導入を挙げ、 

７．８％の方が公共交通機関や自転車利用に切り替えられるような公共交通網や道路の再整備

を挙げました。 

なお、省エネルギー・新エネルギーに関心が高いのは若い世代に、公共交通網や道路の再整備

に関心が高いのは高齢世代に多い傾向があります。 

 

図表３－１０   市が力を入れるべき環境対策 

 

○  環境保全にどのような姿勢で取り組むことが必要だと思いますかとの設問に対しては、「今の

ライフスタイルを維持しつつ無理せず取り組める範囲で取り組むつもり」という回答が８０％

近くを占めました。 その中で、３０・４０歳代は、「今のライフスタイルを制限しても取り組む



 

22 

 

べき」という回答が他の年代よりも高く、環境問題への意識の高さが伺えます。 

○ 地球温暖化問題に対して対策を立てるべきだと思いますかとの設問に関しては、「対策を立て

るべき」という回答が８０％以上でした。１０・２０歳代の割合が、他の年代に比べ低くなって

いますが、「どうすればいいのかわからない」という回答が多くなっています。 

○ 上記の設問に対し、対策を立てるべきでないとした方に、なぜそう思うのか伺ったところ、「効

果がはっきりしないから」という理由が半数近くありました。この問には、「対策を立てるべき

である」と回答した人も回答しており、対策の必要性は感じながら、現在行われている対策の

効果に対し、疑問を感じている人がいると考えられます。 

○  あなたやあなたの家族が、環境にやさしい生活をするために実行していることはあるか伺っ

たところ、９０％以上の人が「ごみの分別ルールを守っている」、また、７０％以上の人が「節

電・節水」を心がけていますが、「不用品のバザーやフリーマーケット等によるリサイクル」や

「太陽光発電設備などの機器の設置」「地域での環境保全活動への参加」は少ない状態です。 年

代別では、「買い物での過剰包装やレジ袋を断る」「エネルギー効率の良い製品の購入」は、若い

年代ほど、また、「公共交通機関の利用」「自宅での緑化」は年代が上がるほど取り組まれていま

す。 

 

図表３－１１   自ら実行している環境配慮行動 
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（２）事業者の意識 

○ 企業意識調査の概要 

調査期間  平成２２年８月１日（日）～１３日（金） 

調査対象  小田原箱根商工会議所に会員登録している企業６００社（無作為抽出） 

調査方法  郵送による発送、回収 

回答社数  ２４７社（回収率４１．２％） 

○ 事業者に対し、現在関心のある環境問題は何か聞いたところ、地球温暖化という回答を挙げる

事業者が２０１件を数えたほか、ヒートアイランド現象6やオゾン層7の破壊を挙げる事業者が約

８０件程度ありました。 

また、業種別に見ると、卸・小売・飲食店業においては、ヒートアイランド現象と動植物など

生態系の変化への関心が、他の業種より高く見られました。製造業では、大気や水、土壌などの

汚染に関して、他の業種よりも比較的高い数値が見られました。 

 

図表３－１２   環境問題への関心度 

 
 

○ 地球温暖化の問題に対し対策が必要だと思うかとの設問に対しては、９割以上の事業者が対

策が必要と考えています。そのうち３６％が新たに規制や負担が生じても対策が必要と回答し

たほか、１９％の企業は、対策は必要だが新たな規制や負担に対応することは難しいと回答し

ています。業種別に見ると、卸・小売・飲食店とサービス業において、対策に積極的に取り組も

うとする傾向が見られます。 

従業員数別にみると、従業員数が増加していくにつれて、地球環境への対策に積極的な傾向が

あります。また、逆に規模が小さくなればなるほど、新たな規制や負担に対応するのは難しいと

いう回答が多くなります。 

 

                                                      
6 ヒートアイランド現象：市街地の気温が、アスファルト舗装やビルの輻射熱、冷房や車の排気熱などによって、夏になると周辺地域よ

りも数度高くなる現象をいいます。等温線を描くと市街地が島の形に似ることからヒートアイランド現象と呼ばれます。 

7 オゾン層：地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分（層）を呼びます。有害な紫外線の多くを吸収する効果を持っていますが、主に冷

媒等に使われるフロン類の放出により破壊が進み、オゾンホールが生じています。 
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図表３－１３   地球温暖化対策の必要性 

 

○ 企業として地球温暖化対策に取り組むのが難しい理由を聞いたところ、半数が人員や資金に

余裕がないことを理由に挙げています。 また、具体的な手段などの情報が得られないから、地

球温暖化防止による効果がはっきりしないから、という理由を挙げた企業がそれぞれ１５％程

度ありました。 業種別・従業員数別に見ても、全ての業種・規模において、人員や資金面に余

裕がないという回答が多くを占めました。 

 

図表３－１４   地球温暖化対策への取組が困難な理由 

 

○  事業を行う上で、どのような環境対策に取り組んでいるか聞いたところ、省エネルギー型電気

器具等への変換や、低公害車の導入などに取り組んでいる、あるいは取り組もうとしていると回

答した事業者が多く見られました。 

また、グリーン購入8の実施や環境に配慮した製品の製造や販売などに関心が高く見られまし

たが、環境マネジメントシステムや新エネルギーの導入などへの関心は低い傾向にあります。 

こうした傾向は、地球温暖化対策に取り組めない理由として、人員や資金に余裕がないことを

理由に挙げる傾向と一致します。 

業種別で見ると、現在取り組んでいるものでは、卸・小売業・飲食店において、「事業所周辺

や河川等の清掃」を挙げた事業者が多かったほか、「大気・水質・騒音・悪臭・有害化学物質な

                                                      
8 グリーン購入：平成１３（2001）年４月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）により、

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することが推進さ

れています。 



 

25 

 

どの公害対策」を挙げた事業者には建設業・製造業が多く、業種別の特徴が表れています。 

これから取り組んでいくものでは、業種の別にはあまり関係なく、「省エネルギー型の電気器

具への変換（ＬＥＤ電球の導入など）」や「低公害車の導入」が多く見られます。 取り組む予定

がないものとしては、「新エネルギー（太陽光発電・風力発電など）の積極的な導入」、「エネル

ギー使用量の「見える化」（スマートメーター9など）の推進」や「環境管理制度（ＩＳＯ１４０

０１など）の導入」が多く見られました。 

 

図表３－１５   企業として取り組む環境配慮行動 

 

従業員数別で見ると、従業員規模の大小にはあまり関係がなく、現在取り組んでいるものは

「省エネルギー型の電気器具への変換（ＬＥＤ電球の導入など）」や「環境に配慮した製品の製

造・販売」が多く見られます。それに加えて、「事業所周辺や河川等の清掃」が多くなっていま

す。 

これから取り組んでいくものには、「省エネルギー型の電気器具への変換（ＬＥＤ電球の導入

など）」 や「低公害車の導入」が多く見られます。 

取り組む予定のないものには、「新エネルギー（太陽光発電・風力発電など）の積極的な導入」、

「ＥＳＣＯ事業10など省エネルギーシステムの活用」、「エネルギー使用量の「見える化」（スマ

ートメーターなど）の推進」や「環境管理制度（ＩＳＯ１４００１など）の導入」が多く挙げら

れています。 

○ 従業員に対し、環境に対する取組を勧めているか聞いたところ、節電、節水、エコドライブや

アイドリングストップ11の奨励など、省エネ意識の啓発に関する項目が多く見られました。 

○ 自由記入意見では、地球温暖化対策に関して、「先進・成功事例の情報提供」を求める声が多

く見られたほか、「環境配慮設備導入への支援」や「交通の低炭素化」、「打ち水の実施」などに

                                                      
9 スマートメーター：通信機能付きの電力量計。電力需要にあわせた最適な供給が可能になるほか、家電製品を遠隔操作できるものなど

があります。 

10 ＥＳＣＯ事業：Energy Service Company の略。省エネルギーの提案、施設の提供、維持・管理など包括的なサービスを行う事業で、

省エネルギー改修にかかる費用を光熱水費の削減分で賄います。 
11 アイドリングストップ：自動車などで停車時に無用なアイドリングをしないこと。燃料節約と排ガス抑制の効果があり、近年では自動

的にアイドリング時にエンジンを停止させる機能を搭載した自動車がエコカーとして販売されています。 
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関心が高い傾向が見られます。また、家庭における省エネが大事であるとの意見も見られまし

た。 
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第４章 小田原市の温室効果ガス排出量の現状と将来推計 

１ 温室効果ガス排出量の現状 

（１）温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガスのうち、ＣＯ２の排出量は、次表のとおり製造業や建設業などの産業部門、市民の日

常生活である家庭部門、事務所や商業、教育施設などの業務部門、自動車の運輸部門、廃棄物焼却の

廃棄物部門ごとに各種の統計データ等を活用し、市内のエネルギー消費量等（電気、ガス等の消費量

等）を算出し、エネルギー等の種別ごとにＣＯ２排出係数12を掛け合わせてＣＯ２の排出量を算定しま

す。 

 

 

図表４－１   部門別エネルギー消費量等の算定方法の概要 

部門 
算定の基礎とした 

活動量 
活動量の推計方法の概要 

産業 

・製造業 

・その他産業 

鉱業 建設業 

農林水産業 

電気使用量 

平成２５（2013）年度以前の値は、電力販売会社から市内の産業用電気

使用量を調査し、その調査結果から推計します。 

平成２６（2014）年度以降の値は、「部門別ＣＯ２排出量の現況推計（環

境省作成）」からＣＯ２排出量の変動状況を把握し、当該年度の前年度

に対する変動率を、「都道府県別エネルギー消費統計（資源エネルギー

庁作成）」を按分して算出する前年度の電気使用によるＣＯ２排出量に

乗じて推計します。 

都市ガス使用量 
ガス販売会社から市内都市ガス販売量（産業部門）を調査し、その調査

結果から推計します。 

A 重油使用量 

灯油使用量 

ＬＰＧ使用量 

市内大手事業所１６社を対象に実施するエネルギー使用量調査結果な

どを基にしつつ、神奈川県のＡ重油、灯油、ＬＰＧの 2000 年度と当該

年度との産業部門（製造業）エネルギー消費量の増減割合の比率を算出

し、Ａ重油、灯油、ＬＰＧのエネルギー消費量に比率を乗じて、本市の

Ａ重油、灯油、ＬＰＧのエネルギー消費量を推計し算定します。 

また、その他産業（農林水産業、鉱業、建設業）については、総合エネ

ルギー統計（資源エネルギー庁）に記載された燃料別消費量に全国と神

奈川県の業種別従業員数の比率を乗じて按分・推計したものに、更に神

奈川県と小田原市の業種別従業員数の比率を乗じてＡ重油、灯油、ＬＰ

Ｇの使用量を推計します。 

                                                      
12 ＣＯ２排出係数：エネルギーを消費したときなどにどれだけＣＯ２が排出されるかを表す係数。電気を作るときや、ガソリン等の燃料が

使われたときに排出されるＣＯ２の量などについて、国が取りまとめて公表しています。なお、電気使用量に対するＣＯ２排出係数につ

いては、３３ページをご覧ください。 

エネルギーの種別による排出係数は温対法で定められており、主な係数は次のとおりです。 

エネルギー種別 排出係数 単位 

ガソリン ２．３２ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

灯油 ２．４９ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

軽油 ２．５８ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

Ａ重油 ２．７１ ｋｇ-ＣＯ２／Ｌ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ３．００ ｋｇ-ＣＯ２／ｋｇ 

都市ガス ２．２３ ｋｇ-ＣＯ２／㎡ 

廃プラスチック類 ２．７７ ｔＣＯ２／ｔ 
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家庭 

電気使用量 

平成２５（2013）年度以前の値は、電力販売会社から市内の家庭用電気

使用量を調査して、その調査結果から推計します。 

平成２６（2014）年度以降の値は、「部門別ＣＯ２排出量の現況推計（環

境省作成）」からＣＯ２排出量の変動状況を把握し、当該年度の前年度

の値に乗じて推計します。 

都市ガス使用量 
ガス販売会社から市内都市ガス販売量（民生家庭部門）を調査し、その

調査結果から推計します。 

LPG 使用量 
市統計要覧の市内ＬＰＧ使用量に人口比率を乗じて算出し、その結果か

ら推計します。 

灯油使用量 
総務省統計局「家計調査」の神奈川県内の政令市１世帯当たりの平均消

費量に市内の総世帯数を乗じて求めた総消費量を算出し、推計します。 

業務 

事務所 

小売店舗 

ホテル 

病院 

など 

電気使用量 

平成２５（2013）年度以前の値は、電気販売会社から市内の業務用電気

使用量を調査して、その調査結果から推計します。 

平成２６（2014）年度以降の値は、「部門別ＣＯ２排出量の現況推計（環

境省作成）」からＣＯ２排出量の変動状況を把握し、当該年度の前年度

の値に乗じて推計します。 

都市ガス使用量 
ガス販売会社から市内都市ガス販売量（民生業務部門）を調査して、そ

の調査結果から推計します。 

石油系 

エネルギー・経済統計要覧に記載された業種別エネルギー消費量に全国

と神奈川県の業種別床面積・在学者数・人口の比率を乗じて按分・推計

したものに、更に神奈川県と小田原市の業種別床面積・在学者数・人口

の比率を乗じて石油系の使用量を推計します。 

運輸 
燃料消費量（ガソ

リン、軽油、LPG） 

神奈川県県勢要覧・市統計要覧を基に神奈川県と小田原市の自動車保有

台数の比率を推計し、その比率に業態別車種別燃料別の燃料消費量を乗

じて市内の燃料消費量を推計します。 

廃棄物 一般廃棄物、廃プ

ラスチック焼却

量 

一般廃棄物焼却量のうち、ごみ分析調査の結果から、家庭ごみなどや水

分、廃プラスチックの比率を算出し、その比率にそれぞれの重量を乗じ、

その結果から推計します。 

 

地球温暖化対策の対象とするＣＯ２以外の温室効果ガスについては、温対法第２条第３項において

６種類のガスが定められています。これらのガスの排出量については、公的な統計等が整備されてお

らず、独自の推計手法も確立されていないこと等から、現時点では推計の対象とせず、今後、活動の

状況や統計等の基礎資料の整備とあわせ、必要に応じて推計の対象とするか否かを検討していきま

す。 

 

  図表４－２  ＣＯ２以外の温室効果ガスとその排出源、特徴 

部門 活動量の推計方法の概要 

メタン（ＣＨ４） 
家畜の消化管内発酵、稲作、廃棄物の埋立などによって排出されます。ＣＯ２と

比べると重量あたりで約２５倍の温室効果があります。 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 
燃料の燃焼、農地への施肥などによって排出されるほか、麻酔ガスとしても使

われます。ＣＯ２と比べると重量あたりで約２９８倍の温室効果があります。 

ハイドロフルオロカーボン 

（ＨＦＣ） 

冷蔵庫、エアコンなどの冷蔵・空調機器の冷媒に使われ、製品の製造、使用、廃

棄時等に排出されるほか、エアゾール製品等に使われます。ＣＯ２と比べると重

量あたりで最大約１４，８００倍の温室効果があります。 

パーフルオロカーボン 

（ＰＦＣ） 

半導体の製造、溶剤等に使われ、製品の製造、使用、廃棄時等に排出されます。

ＣＯ２と比べると重量あたりで最大約１７，３４０倍の温室効果があります。 
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六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造等に使われ、製品の製造、使用、廃棄

時等に排出されます。ＣＯ２と比べると重量あたりで約２２，８００倍の温室効

果があります。 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 

半導体素子等の製造で排出されます。ＣＯ２と比べると重量あたりで約１７，２

００倍の温室効果があります。平成２７年の温対法の改正により温室効果ガス

の種類に追加されました。 

 

（２）温室効果ガス排出量の現状 

市域におけるＣＯ２排出量は、前計画の基準年である平成１２（2000）年に比べ、平成１９（2007）

年まで高い割合で推移していました。特に、業務部門と家庭部門においては、その傾向が顕著でした。

これは、 平成１７（2005）年以降、人口は減少傾向にあるものの、サービスの多角化に伴う業務部

門の床面積の増加や、世帯数の増加などによるエネルギー消費機器等の導入量の増加などによるも

のと考えられます。 

 

図表４－３   市域における部門別 CO2 排出量の推移 

 

小田原市作成 

 

ところが、平成１９（2007）年の世界金融危機に端を発する経済活動や社会活動の規模等の縮小の

影響を大きく受け、平成２０（2008）年の市内の温室効果ガスの排出量は、前年に比べて７．９１％

減少した１，１７６千トン－ＣＯ２となっています。なお、神奈川県内におけるＣＯ２排出量は、平

成２０（2008）年が７２，７８０千トン－ＣＯ２であり、本市の排出量はそのうちの１．６２％を占

めています。また、同年の市民１人当たりの年間排出量は、５．９トン－ＣＯ２となっており、全国

の１０．０トン－ＣＯ２、神奈川県の８．１トン－ＣＯ２と比べると低い数値となっています。 

直近の傾向は、全部門において減少傾向ですが、大きな割合を占める産業部門が比較的大きく減少

しています。このような影響の要因としては、あらゆる部門での節電行動の定着などが考えられま
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す。 

なお、本市では平成１９（2007）年に、温対法に基づいた小田原市地球温暖化対策地域推進計画を

策定し、基準年を平成１２（2000）年に設定して削減に向けた実践的な取組を進めてきたことから、

本章におけるＣＯ２排出量の現状分析については可能な範囲で平成１２（2000）年を基準とした記述

を行っています。 

 

（３）部門別ＣＯ２排出量とその特徴 

① 産業部門 

産業部門における温室効果ガスは、農林水産業などの第１次産業、製造業や建設業などの第２次

産業の活動に伴って排出されます。 

平成２７（2015）年のＣＯ２排出量では総量の３１．６３％（９７７千トン中、３０９千トン）

を占める最大の排出部門で、前年度と比較して約３％減になっています。平成１２（2000）年と比

較すると約３０％減となっており、要因としては、全国的に製造業の生産の減少が影響していると

考えられるほか、産業分野間の転換などが考えられます。 

 

② 家庭部門 

家庭部門における温室効果ガスは、家庭生活における冷暖房や給湯、照明など、電気やガス、石

油製品等の使用に伴って排出されます。 

平成２７（2015）年のＣＯ２排出量は総量の２２．１１％（９７７千トン中、２１６千トン）と

３番目に大きい割合を占めています。平成１２（2000）年と比較すると約１５％減、前年度と比較

すると約９％減となっており、家庭生活における省エネルギーの取組の効果が徐々に表れていま

す。 

 

③ 業務部門13 

業務部門における温室効果ガスは、卸・小売業、サービス業などの第３次産業や、学校、病院、

公的機関の活動に伴って排出されます。 

ライフスタイルの多様化や世帯数の増加などを背景に、サービス業など第３次産業が増加して

おり、電気などのエネルギー消費量が増加傾向にありましたが、平成１７（2005）年度以降は微

増・微減を繰り返しながらおおむね減少傾向となっています。 

平成２７（2015）年のＣＯ２排出量は総量の１７．７１％（９７７千トン中、１７３千トン）と

４番目に大きい割合を占め、平成１２（2000）年と比較すると約１３％減、前年度と比較すると 

１千トン減少しており、省エネ行動の定着や設備機器の効率化等が進んだためと考えられます。 

 

④ 運輸部門 

運輸部門における温室効果ガスは、経済活動や家庭生活などでの自動車等の運行に伴って排出

されます。 

車両の燃費改善のほか、景気後退やガソリン価格高騰等による燃料消費量減少の傾向などによ

                                                      
13 市役所の事務・事業によって排出される温室効果ガスの算定結果については、第９章で詳述します。 
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り、排出量は減少傾向を示しています。 

平成２７（2015）年のＣＯ２排出量では総量の２６．４％（９７７千トン中、２５８千トン）と

２番目に大きい割合を占めています。平成１２（2000）年と比較すると約２１％減となっており、

おおむね減少傾向ですが、他の部門の削減割合が大きいため、全体に占める割合はやや大きくなっ

ています。 

 

⑤ 廃棄物部門 

廃棄物部門における温室効果ガスは、廃棄物の焼却や下水処理などに伴って排出されます。  

平成２７（2015）年のＣＯ２排出量では総量の２．０８％（９７７千トン中、２０千トン）と最

も小さい割合を占めていますが、平成１２（2000）年と比較すると約１８％増となっており、年度

によって増減が激しいことが特徴です。 

 

２ 温室効果ガス排出量の将来推計 

（１）将来推計のための指標 

温室効果ガス排出量の将来推計を行う上で必要な各種指標について、目標年度（平成３２（2020）

年度）の活動量を推測しました。 

 

① 人口 

平成１２（2000）年にピークを迎えた本市の人口は、その後減少に転じており、今後も微減傾向

を示すものと考えられます。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成３２（2020）年の人口は１８８，０５９人

と推計されています。 

 

② 世帯数 

増加傾向は当分の間続きますが、人口の減少傾向に伴ってやがて鈍化するものと考えられます。

過去３０年の増加率などを考慮すると、全体的には現状よりも１０％程度の増加が見込まれます。 

 

③ 産業 

製造品出荷額については、最近１０年間でおおむね横ばい傾向を示しています。工業団地等への

企業誘致により新規立地する反面、経営合理化などの影響で工場閉鎖・縮小等もあります。そのた

め、将来も横ばい傾向を示すものと考えられます。 

 

④ 業務床面積 

サービスの多様化などに伴う増加と、経営合理化等による減少とがバランスをとって横ばい傾

向を示すものと考えられます。 
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⑤ 車両保有台数 

人口の減少傾向、若年層や高齢者などの自動車離れに伴い、全体的（貨物用、乗用、軽、二輪な

ど）には微減傾向を示すものと考えられます。なお、軽自動車の保有台数については、貨物用、乗

用ともに買い替えが進むこと等から増加傾向を示しており、メーカーの技術開発とあいまってエ

ネルギー効率は高まるものと考えられます。 

 

⑥ 廃棄物 

分別の徹底やごみを出さない工夫などによる近年の減少傾向から、当分の間ごみの焼却量は減

少すると見込まれますが、その後は景気回復傾向により増加に転じるものと考えられ、将来的には

おおむね横ばい傾向になると考えられます。 

 

（２）排出量の将来推計値 

前述した指標とその活動量の推測にもとづき、温室効果ガスの排出部門別に、追加的な対策を実施

しない場合（なりゆき）の排出量を推計すると次のとおりです。 

 

図表４－４   将来推計指標値の一覧と排出量推計値 

部門 指標 指標の推移予測 
予測活動量 

平成３２（2020）年時点 

排出量推計値 

 
算定の原単位 

産業部門 製造品出荷額 ほぼ横ばい 828,000 百万円 415,000ｔ 
製造品出荷額あたりの

エネルギー消費量 

家庭部門 

人口 

ピーク時である平成１

２（2000）年比で７.２

５％減少 

188,059  人 

300,000ｔ 
人口及び世帯あたりの

ＣＯ２排出量 

世帯数 
平成２２（2010）年比で

１０％増加 
85,800 世帯 

業務部門 業務床面積 ほぼ横ばい 1,327,000  ㎡ 210,000ｔ 

業務用建物の延べ床面

積あたりのＣＯ２排出

量 

運輸部門 車両保有台数 
台数はほぼ横ばい、燃

費は約１５％向上 
100,000  台 246,000ｔ 

登録自動車台 数 に対

するＣＯ２排出量 

廃棄物部門 廃棄物 

総量はほぼ横ばい、プ

ラスチック類の可燃ご

みへの混入率５％改善 

55,000  ｔ 9,000ｔ 
廃棄物重量あたりのＣ

Ｏ２排出量 

   合計 1,180,000ｔ  
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（３）電気使用量に対するＣＯ２排出係数について 

温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、電気の使用に伴うＣＯ２排出量

の算定に必要な係数については、省令に定める初期値（０．０００５５５ｔｔ－-ＣＯ２/kWh）の他、

国が公表する電気事業者ごとの係数を用いることができるとされています。そのため、市内のエネル

ギー使用に伴うＣＯ２排出量の算定に当たっては、本市の電気使用量のほとんどを供給する東京電力

（株）が、国に報告し公表される係数を用いることとしています。また、本計画では、電気にかかる

ＣＯ２排出量について、発電の際に発生するＣＯ２を、産業や家庭などにおいて使う際に排出された

ものと見なして、按分して計算しています（間接排出量）。 

しかしながら、電気事業者の公表する排出係数は、発電に用いる施設の種類、すなわち火力発電、

水力発電、地熱発電、原子力発電などの利用割合の変化により毎年変化します。例えば、地震によっ

て原子力発電所が運転を停止すると、不足分の電力を発電するために火力発電所の稼動が増え、結果

としてＣＯ２排出量が増えるなどの影響があります。また、電気事業者は火力発電所における高効率

化にも努めており、同じ量の燃料を発電に使った場合の発電量が増えています。 

このように、ＣＯ２排出係数が変化すれば、それによって計算されるＣＯ２排出量も変化すること

になり、使用するエネルギーのうち電力の割合が大きい家庭部門、業務部門、産業部門のＣＯ２排出

量は、電力のＣＯ２排出係数の変動の影響を受けやすく、施策自体の成果が見えにくくなる場合があ

ります。 

そこで、本計画においては、策定時の調整後排出係数14である、０．０００３３２tｔ－-ＣＯ２/kWh

（平成２０年値）を用いることとします。 

なお、進捗管理においては、計画時の排出係数と毎年公表される排出係数とを併記して市域の排出

総量を表記するものとします。 

また、国が電気事業者に一定割合の再生可能エネルギー導入を義務付けている新エネルギー利用

特別措置法15などに基づく発電に係る低炭素化の取組や、既存発電設備の高効率化の推進などにより、

電力にかかるＣＯ２排出係数が改善された場合には、その成果を進捗管理に反映するものとします。 

 

（４）地球温暖化防止に貢献するエネルギーについて 

第１章で述べたように、地球温暖化の主な原因は、人々が経済活動や社会生活を営む中で、大量に

石油や石炭などの化石燃料をエネルギーとして使用してきたことにあります。化石燃料は成分に炭

素を含んでおり、それが燃やされることによって空気中の酸素と結びつき、ＣＯ２となります。地球

温暖化対策を推進するためには、化石燃料にできる限り頼らず、できるだけＣＯ２の排出量が従来の

エネルギーよりも少ない、「クリーン」なエネルギーの利活用を推進することが大切です。そのため、

国では石油代替エネルギー法 や、新エネルギー法 、エネルギー供給構造高度化法 を定め、できる

だけＣＯ２排出量の少ないエネルギーの普及に努めてきました。 

石油に代わるエネルギーとしては、原子力や天然ガスなどのほか、再生可能エネルギーである、太

陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、大気や地中の熱などのエネルギーがあります。 

                                                      
14 調整後排出係数：電気事業者が電力を生産するために要したエネルギーをＣＯ２に換算した数値（実排出係数）から、炭素クレジット

の取得及び国の管理口座への移転などにより削減された量を除いた値を指します。 

15 新エネルギー利用特別措置法：正式名は電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法。平成１４（2002）年制定。ＲＰ

Ｓ法とも呼ばれる。東京電力などの電気事業者に対し、一定割合のクリーンエネルギー（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマ

ス（動植物に由来する有機物）発電など）の導入を義務付けています。 
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したがって、本計画では、図表４－５に掲げるように、地球温暖化対策に貢献するエネルギーであ

る再生可能エネルギーのうち、技術的には実用化段階にあり一定規模の投資で導入可能なエネルギ

ーに加えて、石油代替エネルギーの高度利用技術である天然ガスコージェネレーションや燃料電池

などを「クリーンエネルギー」と総称し、その利活用を積極的に推進します（再生可能エネルギーに

は、新エネルギーが含まれます。）。 

 

図表４－５   エネルギー分類参考表 

 

※新エネルギーに含まれる中小水力発電は、１，０００kW 以下のもの、中小規模地熱発電はバイナリー形式のもの

も指します。 

※廃棄物発電や廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造は、省エネルギー手法として位置づけられています。 

※革新的なエネルギー高度利用技術とは、従来型エネルギーの新しい利用形態を指し、再生可能エネルギーの普及、

エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー源の多様化に資する新規技術であって、その普及を図ることが特に必要

なものを含みます。 

参考：資源エネルギー庁「わかる新エネ～わたしたちの未来のために～」ほか 
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第５章 温室効果ガスの削減目標 

１ 対策の対象とする温室効果ガス 

温対法第２条第３項において定める地球温暖化対策の対象とする温室効果ガスとして、ＣＯ２やメタ

ンなどの７種類の物質が指定されています。 

このうち、ＣＯ２は、最新の公表値で温室効果ガス全体の９２％を占めており、地球温暖化の原因物

質として最も多く排出されていることから、温室効果への寄与度が大きくなります。  

また、ＣＯ２は電気などのエネルギーを生産するための石油や石炭などの化石燃料の燃焼などのほか、

工業生産プロセスや廃棄物の焼却などによって排出されるなど、市域における経済活動や日常生活と密

接な関係があります。 

こうしたことから、本市における地球温暖化対策は主にＣＯ２を対象として施策を展開するものとし

ます。 

なお、対策をとるＣＯ２の内訳としては、第４章における推計と同様に、①エネルギー起源ＣＯ２、②

廃棄物起源ＣＯ２の２種類とします。 

 

図表５－１   全国の温室効果ガスの種類別構成比（平成２７（2015）年度の値） 

 

参考：「2016 年度（平成 28 年度）温室効果ガス排出量」、環境省 

 

２ 推計の対象とする温室効果ガス 

温対法施行令において、総排出量を算定すべき温室効果ガスは、ＣＯ２、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、六ふっ化硫黄とされています。本計画でも同じ６種類
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のガスを推計の対象とします。しかしながら、ＣＯ２以外のガスの排出量については、排出の要因とな

る活動が限定的であること、環境省が公表する「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニ

ュアル」においても「可能であれば把握が望まれる」とされるものもあること、公的な統計等が整備さ

れておらず独自の推計手法も確立されていないこと等から、現時点では推計の対象とせず、今後、活動

の状況や統計等の基礎資料の整備とあわせ、必要に応じて推計を行うか否かを検討していきます。 

 

３ 目標年 

国においては、平成２２（2010）年に、コペンハーゲン合意に基づいて国が国連気候変動枠組条約事

務局に提出した文書において、今後の地球温暖化対策の中期目標年を平成３２（2020）年とすることを

示していました。 

本市はこれに準じるとともに、第２次小田原市環境基本計画の目標年（平成３４（2022）年 ）など

を考慮し 、本計画の目標年を平成３２（2020）年とします。 

なお、第２次小田原市環境基本計画の目標年及び本計画の計画期間が平成３４（2022）年であること

から、本計画が目標年を迎えた後の、平成３３（2021）年から平成３４（2022）年の２年間については、

長期目標・次期計画策定のための総合的な成果検証期間とし、本計画の計画期間との整合を図ります。 

また、平成２８（2016）年に閣議決定された、我が国の温室効果ガス排出削減目標の実現に向けた国

の計画である地球温暖化対策計画では、目標年を平成４２（2030）年としており、地方公共団体等にお

いても、これに即した内容の計画を策定することが求められています。 

本市においては、次期計画において平成４２（2030）年を目標年とすることを見据え、本計画に位置

づける対策を目標年である平成３２（2020）年までに着実に取り組みつつ、継続的な地球温暖化対策に

努めるものとします。 

 

４ 基準年 

基準年については、平成２（1990）年とします。 

 

５ 削減目標 

削減目標については、国の中期目標として、平成２１（2009）年９月に国連気候変動首脳会合におい

て提出された、平成３２（2020）年の温室効果ガスの総排出量を、平成２（1990）年比 で２５％削減

することに即した目標とし、「平成３２（2020）年におけるＣＯ２総排出量を、平成２（1990）年比で 

２５％削減することを目指す」こととします。 

なお、国の地球温暖化対策計画においては、「平成４２（2030）年に平成２５（2013）年比２６％削

減」を削減目標として掲げており、地方公共団体等においても、目標年と同様にこれに即した削減目標

を掲げることが求められています。これに対し、本市においては、平成２９（2017）年度及び平成３０

（2018）年度に行った中間見直しの結果、本計画の目標である「平成３２（2020）年に平成２（1990）

年比２５％削減」に向けて順調に進捗しており、現状の対策に継続的に取り組むことで、平成４２（2030）

年には国の削減目標に遜色ない水準の削減が見込めることから、現目標の達成を最優先に取り組むこと
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とします。 

本市における温室効果ガスは、次ページの図表５－３に示したように目標年において微増することが

予測されることから、基準年と比較して２５％削減という高い目標を達成するためには、現状の取組を

継続的に行うとともに、より一層の削減努力が必要であると考えています。 

 

図表５－２   目標達成に向けた温室効果ガス削減イメージ 

 

小田原市作成 

 

６ 排出部門ごとの削減目標 

先述した温室効果ガス排出量の将来予測を踏まえつつ、温対法関連法令や国の地球温暖化対策の方

向性、エネルギーの使用の合理化に関する法律16（以下「省エネ法」という。）や国が推進するエネル

ギー使用の合理化に関する促進策などの状況も考慮し、排出部門ごとの削減目標を図表５－３のとお

り定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 エネルギーの使用の合理化に関する法律：オイルショック後の昭和５４（1979）年に制定され、国内で使用されるエネルギー資源の有

効利用のための施策を体系付けています。 



 

38 

 

図表５－３   部門別の排出目標値 

 

 

図表５－４   温室効果ガス排出量の目標設定総括表 

 

  

（単位：千ｔ-CO2）

平成２年

（1990年）

基準年

平成２７年

（2015年）

現状年

平成３２年

（2020年）

なりゆき

基準年比 基準年比

現状年比 現状年比

（森林吸収） ― ― ― -24

＊ 行政部門の平成２７年（2015年）現状年の排出量は、平成２６年（2014年）の値

＊  端数処理のため、個別数値と合計値が違う場合があります。

＊ 行政部門の排出量は、業務部門と廃棄物部門に含まれるため、その数値は再掲値です。

0.1 20.9

（28.9）
0.3

家庭部門 232.4 206.8

部 門 別 

平成３２年

（2020年）

目標年

排出量 排出量 排出量 削減率 削減量 排出目標量

148.0
345.2

目標に対し15%削減 目標に対し43.9千ｔCO2削減

300
0.2

産業部門 493.2 301.3 415
0.3

46.5
185.9

業務部門 159.2 175.5 210
0.2 36.8

122.4
0.3 53.1

（10.9）

廃棄物部門 14.8 20.4 9
0.5

246
0.2 51.9

―
― ―

207.5
0.2 50.9

運輸部門 259.4 258.4

869.2
0.3 306.4

― ―

合計 1,159.0 962.4 1,180.0
0.3 289.8

6.6
8.2

0.6 12.2

行政部門* ― （39.8）
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第６章 目標の実現に向けて実施すべき事項 （市域施策編） 

１ 施策の方針と方向性 

（１）地球温暖化問題の特性 

第１章で述べたように、地球温暖化の主な要因であるＣＯ２の排出量の増大は、今日の豊かで便利

な生活を追求した結果であり、ライフスタイルや社会の仕組みそのものに起因しています。さらに、

排出された温室効果ガスは、長期間にわたって地球環境に影響を与えることとなります。また、地球

温暖化は、今日の世代より将来の世代に大きな影響を与えることに留意する必要があります。 

温室効果ガスは、家庭生活や経済活動、交通などの社会経済活動のあらゆる場面で排出され、市民、

事業者、団体、行政など全ての主体が関係するものです。 

また、化石燃料の使用により快適で利便性の高い生活を享受しているのは先進国など経済的に豊か

な人々である一方、地球温暖化により懸念される自然災害などによって受ける被害の程度は、発展途

上国や社会的に弱い立場にある人々のほうが大きくなると考えられます。 

したがって、この問題の解決に向けては、社会の全ての主体が地球温暖化対策に取り組むことの重

要性を認識し、ライフスタイルやビジネススタイルの見直しを通じて、取り組んでいく必要がありま

す。 

 

（２）まちづくりの方向性 

第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計画 

第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」では、その《基本構想》の中で、将来都市像で

ある「市民の力で未来を拓く希望のまち」の実現にあたり、環境関連のまちづくりの方向性として「豊

かな生活基盤のある小田原」を挙げています。 

平成２３（2011）年度に第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」がスタートしてから、

東日本大震災の発生や人口減少・少子高齢化に伴う諸問題の深刻化、全国の地方自治体での地方創生

の推進など、さまざまな社会経済環境の変化がありました。それらの変化を踏まえ、将来都市像「市

民の力で未来を拓く希望のまち」の実現に向けた取組を加速させ、質を高めていくことを命題として、

平成２９（2017）年度に後期基本計画が策定されました。後期基本計画では９つの重点テーマを掲げ

ており、その筆頭に「豊かな自然や環境の保全・充実」が位置づけられています。全ての営みのベー

スには、命を支える健やかな自然環境が不可欠であるとの考えに基づいています。環境関連のまちづ

くりの方向性として、「豊かな生活基盤のある小田原」を挙げ、環境共生型の地域づくりや、豊かな自

然環境を生かしたクリーンエネルギーの導入、資源の地域内循環の構築、自然環境の保全と再生のほ

か、安全で円滑な地域交通の充実などを施策の柱に掲げています。 

 

第２次小田原市環境基本計画 

第２次小田原市環境基本計画（計画期間：平成２３（2011）年～平成３４（2022）年）では、本市

が目指す望ましい環境像として、「良好な環境を守り育て 豊かな水と緑あふれる持続可能な環境共生
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都市 小田原」を定めています。 

本計画は、第５次小田原市総合計画「おだわらＴＲＹプラン」後期基本計画のスタートを踏まえ、

平成２９（2017）年度に中間的な見直しを行い、改訂版を策定しました。 

改訂版においては、基本目標Ⅰとして、新たに「参加と協働により、多様な主体が環境を守り育て

るまちを目指します」と掲げ、市民・事業者・団体・市（行政）など、あらゆる主体が連携・協働し、

各主体が互いを理解し合い、自主的・積極的に自らの役割を果たすことができるまちを目指すことと

しています。 

さらに、基本目標Ⅱとして、「低炭素社会を構築し、地球温暖化問題に地域から取り組むまちを目指

します」と掲げ、その中で、「市民や事業者等全ての主体が、日常生活や事業活動のあり方を見直し、

化石燃料の消費削減とともに、エネルギーの効率的な利用や循環利用、環境負荷の少ないクリーンエ

ネルギーの導入を進めます。また、地域全体として、交通体系や、まちの構造、建造物、設備等を、

環境に配慮したものへと転換し、ＣＯ２の排出量を大幅に削減した低炭素社会の実現を目指します。

さらに、ＣＯ２を吸収する森林・緑地等の整備と保全を進めるとともに、地球温暖化の影響と思われ

る気温の上昇、生態系の変化、異常気象に対する適応策に関する取組も進めます。」としています。 

そのために必要な計画の柱として「地球温暖化対策の推進」を置き、これを実現するための基本施

策として、①省エネルギー行動の促進、②クリーンエネルギーの活用促進、③交通における地球温暖

化対策の３つを挙げています。 

これらを踏まえ、あらゆる主体がそれぞれにできる地球温暖化対策に取り組み、「持続可能な環境

共生都市 小田原」を実現させるための個別計画として、本地球温暖化対策推進計画が位置づけられ

ています。 

 

（３）対策の基本的な考え方 

既に述べてきたように、地球温暖化問題には全ての個人・団体が、主体的かつ能動的に行動するこ

とが必要です。そこで、次のような方針を定めます。 

 

① 地域の全ての主体による取組を推進 

地球温暖化問題は生活や経済活動などのあらゆる分野に及ぶ課題であるため、事業者や市民、市

民団体などの各主体に対してさまざまな手段を用いて情報提供を行い、問題解決への意識を高めま

す。その上で、それぞれの立場・責任に応じた主体的な取組を促し、具体的な行動へと転化します。 

また、市民の生活の質を高め維持することや、健全な地域経済の発展と持続を目指すことなどと、

効果的な地球温暖化対策との両立を目指します。 

対策を検討する際には、普及啓発をはじめ、経済的な手法や規制的な手法など、さまざまな政策

手法を状況等に応じて選択し、また、それらを組み合わせることにより、対策の効果を高めること

を目指します。 
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② それぞれの連携・協働を促進して地域ぐるみの取組を推進 

事業者や市民、団体などそれぞれの主体ごとの取組を進めるとともに、各主体が相互に連携し、 

協働して地球温暖化対策を進める仕組みづくりに取り組みます。 

神奈川県西部広域行政協議会や酒匂川水系保全協議会の連携による広域的対策など、市域を超 

えた広域での取組を検討します。 

 

③ 国や県の施策との協調 

地球温暖化対策は、地球規模の課題に対する国を挙げての対策であることから、地域からできる

具体的な対策を積み上げることはもちろんのこと、国・県の施策との協調を図りながら効果的な対

策をとる必要があります。 

具体的には、国の地球温暖化対策計画においては、目標を達成するための国の施策や国全体の対

策評価指標・排出削減見込量を定めるとともに、都道府県や市区町村において実施することが期待

される施策例が、各分野・区分ごとに示されています。国や県の施策の効果は本市においても得ら

れることから、足並みをそろえて地球温暖化対策に取り組みます。 

なお、中期的な削減目標の達成に向けては、社会活動のあらゆる分野での対策を、これまで以上

に強化し、しかもなるべく早期に実行していかなければなりません。 

しかし一方では、現時点では具体的な手法が未確定な対策や、技術革新や相対的な価格の低減に

よる競争性のある市場の形成などに待つべき手法もあることから、それらの対策・手法については、

計画期間中の進展をにらみながら、改めて施策への反映を検討します。 

 

④ 検討の主な視点 

国の目標達成に向けて地域から貢献するという基本的な考え方に立って、本市の地域特性、温室

効果ガスの現在の排出状況及び将来推計、今後の削減可能性などを踏まえつつ、国・県・市・市民・

事業者等の全ての主体の取組が連携することにより達成を目指すものとして、削減目標を設定しま

す。 

 

  



 

42 

 

図表６－１   本計画における取組主体と相関性 

 

小田原市作成 

 

図表６－２   目標達成に向けた対策効果のイメージ 

 

小田原市作成 
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２ 目標の実現に向けて実施する施策 

（１）施策の体系 

既に述べてきたように、温室効果ガスの排出の傾向は主体ごとに異なることから、それぞれの部門

ごとに適切な対策を講じる必要があります。そこで、施策の体系を排出部門別に次のとおり整理しま

す。 

排
出
部
門
別
の
対
策 

産業部門 製造業などの産業活動における省エネルギー等を目指した施策 

家庭部門 
ライフスタイルの転換やエネルギー消費の少ない機器の普及等を目指した施

策 

業務部門 
オフィスビルなどの建築物やサービス業における省エネルギー等を目指した

施策 

運輸部門 公共交通機関の利用促進や電気自動車の普及等を目指した施策 

廃棄物部門 廃棄物等の発生抑制やリサイクルの促進等を目指した施策 

行政部門 行政の事務事業に伴って発生するＣＯ２の排出量削減を目指した施策 

 

また、排出主体の別によらず、全ての主体が実施すべき対策もあることから、部門横断的な施策

として次のとおり整理します。 

部
門
横
断
的
な
施
策 

クリーンエネルギー等の普及

拡大 

太陽光・風力発電や大気熱・地中熱などのクリーンエネル

ギーを用いた機器等の普及を目指した施策 

低炭素型まちづくりの推進 低炭素型の都市づくりの推進等を目指した施策 

消費行動の低炭素化の推進 
ＣＯ２の排出量が少ない製品やサービスの普及拡大を目指

した施策 

森林・緑地等の整備・保全の推

進 

ＣＯ２の吸収源としての森林の整備・保全やまちなかの緑

地の整備等を目指した施策 

地球温暖化対策を含む環境教

育の推進 

学校教育や社会教育を通じた地球温暖化問題についての

理解を深め、行動への転化を促すことを目指した施策 

広域連携への取組 
県や近隣の自治体との協力などを通じて地球温暖化対策

の推進を目指した施策 

適応策への取組 
気温の上昇、動植物の生態系の変化、異常気象の増加など

の、今後予測されうる変化に適応するための施策 
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（２）排出部門ごとの課題に応じた対策 

① 産業部門 

ア  産業部門の現状と課題 

○ 産業部門は、市内のＣＯ２排出量の約４割を占める最大の排出部門であり、市内ＣＯ２総排出

量の削減を進める上で産業部門における対策を進める必要があります。 

○ 産業部門には、製造業、建築業、農林水産業などが分類されますが、中小企業・個人事業者で

は、地球温暖化対策に係る情報や人材、資金の不足などから、一般的に対策が遅れています。 

○ 一方で、平成２２（2012）年４月に改正施行された省エネ法では、一定以上の事業規模を有

する事業者に対して中長期的な計画の策定や定期的な報告が義務付けられました。また、温

対法や、県の「地球温暖化対策推進条例」（以下「県温対条例」という。）などにより、社会全

体で低炭素社会を実現するために事業者が努めるべき事項が定められています。本市では、

こうした施策と協調しながら対策を検討する必要があります。 

 

イ 産業部門の対策 

□ 大規模事業者の地球温暖化対策 

○ 大規模事業者については、省エネ法に基づく削減対策を通じて、事業者の特性・状況に応じ

た自主的かつ計画的な取組の促進を図るとともに、県温対条例に基づく事業活動温暖化対策

計画書制度と協調して、地域における温室効果ガスの削減等への貢献を促します。 

○ 地球環境保全協定制度の拡充を図ることにより、社会的なインセンティブ17となる仕組みを

整備するとともに、市内の中小事業者への省エネ技術移転など地域における温室効果ガスの

削減等への貢献を促します。 

 

図表６－３   小田原市地球環境保全協定締結企業 

市では事業者と協力して効果的な地球温暖化防止活動を実施するために「地球環境保全協定」

の締結を進めています。 

協定者名（平成２６年１１月現在） 

花王(株)小田原事業場 

クボタケミックス(株)小田原工場 

ケイミュー(株)小田原工場 

日本インジェクタ(株) 

日本新薬(株)小田原総合製剤工場 

富士フイルム(株)神奈川工場小田原サイト 

三菱化学ハイテクニカ(株)小田原テクノセンター 

第一三共ケミカルファーマ(株)小田原工場 

 

                                                      
17 インセンティブ：意思決定や行動を変化させるような誘因をいいます。 
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○ クリーンエネルギー18への先駆的な取組や、環境に配慮したＣＳＲ19をうたう企業などの拡

大・集積を図ります。 

○ 市内に集積する産業同士の技術・情報交流を図り、企業同士が共同で取り組むことのできる

地球温暖化対策を推進します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット20、カーボンクレジット21などのＣＯ２排出量取引制度の施

策の情報提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討します。 

 

□ 中小規模事業者の地球温暖化対策 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等による

底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 県温対条例に基づく事業活動温暖化対策計画書の任意提出制度への積極的な参加を、県と連

携して促します。 

○ 省エネルギー対策の事例や国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環境

マネジメントシステム22（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、

ホームページへのポータル化23などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。ま

た、さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模

事業者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 

○ 省エネ改修、省エネ建築物の建設、建築物の総合環境性能評価システムの導入、大気熱や地 

中熱を利用した高効率機器の導入、エネルギー管理システムの導入などに対する、国・県の

金融支援策などについて情報提供を充実します。 

○ 太陽光発電や風力発電、大気熱・地中熱などを活用した高効率機器などクリーンエネルギー

の導入に対する経済的インセンティブの付与や、化石燃料の使用を大幅に抑えた、あるいは

まったく使わない自動車の導入を促進するための経済的インセンティブの付与について、

国・県の施策との連携を検討します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策

                                                      
18 クリーンエネルギー：石油などの枯渇性資源に対し、水力、地熱、太陽光、太陽熱、風力、海洋エネルギー、大気・地中熱など枯渇し

ないエネルギー源や、既存エネルギーの高度な利用技術を指します。 

19 ＣＳＲ：正式名は Corporate  Social Responsibility、企業の社会的責任と訳され、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会

へ与える影響に責任をもち、利害関係者に対して説明責任を果たすことで社会的容認を得ることを指します。 

20 カーボンオフセット：日常生活や経済活動において排出された温室効果ガスを、できるだけ削減努力を行ったうえで排出されるものに

ついて、その量に見合ったガスの削減活動（森林保全やクリーンエネルギー事業など）を実施したり投資したりすること等により、直

接的、間接的に吸収しようとする考え方や活動をいいます。 

21  カーボンクレジット：先進国間や企業間で取引可能な温室効果ガスの排出削減量証明のこと。先進国は京都議定書に基づいて、ＣＯ２

の排出量上限を決めているが、自国の排出削減努力だけで削減しきれない分について、排出枠に満たない国の排出量を取引することが

できます。この排出量を企業間や国際間で流通させるときにクレジットとして取り扱われます。 

22 環境マネジメントシステム：環境マネジメントシステムには、よく知られた国際標準化機構によるＩＳＯ１４０００シリーズのほか

に、環境省の推進する「エコアクション２１」、民間の推進する「エコステージ」、「ＫＥＳ」などがあり、中小企業にとって取り組み

やすいレベルの環境マネジメントシステムが提供されています。 

23 ポータル化：「地球温暖化対策」などのキーワードで括られるさまざまな情報の一元化を図る“入り口”としてのホームページを想定し

ています。 
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の情報提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討するなど、中小規模

事業者のＣＯ２排出量削減努力が経済的なインセンティブにつながるような仕組みづくりを

検討します。 

 

□ 商品やサービスの提供における配慮 

○ 商品やサービスの提供方法の見直しへの取組を進めるとともに、地球温暖化の防止に配慮し

た事業活動が経済的・社会的なインセンティブとなるよう、市民等への普及・周知の仕組み

づくりを進めます。 

 

□ 建築物における配慮 

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律24に基づき３００㎡以上の床面積を有する

建築物の新築等に当たっては省エネ措置の届出と定期報告が義務付けられたほか、県温対条

例により延べ床面積５，０００㎡超の建築物の新築・増築・改築に対して建築物温暖化対策

計画書の提出が義務付けられたことなどを通じて、省エネへの措置について取組が進められ

ることから、こうした取組の周知など社会的なインセンティブとなるように努めます。 

 

□ 農林水産業の地球温暖化対策 

○ 農産物などの地産地消や旬産旬消などに対する情報提供に努めるとともに、安定生産につな

がる施策を進めることにより農林業等の再生を図ります。 

○ 生ごみ堆肥化事業によって作られた堆肥の活用など、食品廃棄物等のバイオマス資源25の利

活用を進めます。 

○ 菜の花プロジェクト26など資源循環サイクルへの取組を推進します。 

○ 県の進める「水源の森林づくり27」事業と連携した水源林の再生・保全活動への取組を推進

します。 

○ 神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例に基づく里地里山保全等地域28

の指定制度の活用など、県との連携・協調を進めます。 

 

 

                                                      
24 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律：平成２７年７月に公布されました。エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省

エネ法）に基づく一部の省エネ措置の届出等については平成２９（2017）年３月３１日をもって廃止となり、同年４月１日以降は本法

律に基づく手続きが必要となりました。 
25 バイオマス資源：石油などの枯渇性資源によらない植物など生物由来資源を指し、生ごみや間伐材などが含まれます。 
26 菜の花プロジェクト：休耕田や荒地・空地などを用いて菜の花を栽培し、搾油して得た菜種油を調理に使い、廃油を回収して精製し、

ディーゼル車の燃料にするなど、資源循環のモデルとして注目されています。 
27 水源の森林づくり：木材生産機能や水源涵養（かんよう）等、森林のもつさまざまな公益的機能を保持・向上させるために、神奈川県

が、森林所有者等、県民、企業、団体と協働して、水源地域の私有林の公的管理・支援を推進する制度です。 
28 里地里山保全等地域：農地や山林と集落が一体となった地域である里地里山の多面的な機能を保全するため、農林業の生産活動などを

支援する制度です。 
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図表６－４ 菜の花による地域内資源循環モデル事業 

市内中村原埋立処分場において、地域の人々と協

働して菜の花を栽培し、菜種から油を採り、ご家庭

で使ってもらい、使用済みの油を回収してＢＤＦを

精製し、ごみ収集車の燃料として活用する、資源循

環サイクルの確立のためのモデル事業を行ってい

ます。 

 

 

 

 

② 家庭部門 

ア 家庭部門の現状と課題 

○ 近年、世帯数は少人数化により増加傾向を示していましたが、人口が減少傾向にあり、次第

に横ばい傾向に移るものと考えられます。 

○ 世帯数の増加に伴って、空調・照明・映像機器やパソコンなどＩＴ機器などの電化製品の保

有台数が増えているものの、トップランナー方式29の効果などにより各機器の省エネ化の進

展により、全体的にはＣＯ２排出量を抑制する傾向にあります。 

○ 家庭におけるエネルギー消費量の状況を用途別の割合で見てみると、家電や照明などが 

約３割、冷暖房用と給湯用で約６割を占めています。こうした状況を踏まえて、省エネ家電

や高効率な給湯設備などの普及を図るとともに、住宅の省エネ化・断熱化を進める必要があ

ります。 

○ 家庭部門の削減対策を進めるためには、１世帯当たりのエネルギー使用量を大幅に減らして

いく必要がありますが、一人一人の生活様式や価値観によるところが大きく、規制すること

が困難です。 

○ 環境意識調査の結果によると、地球温暖化問題に関する理解や認知は高まっていると考えら

れる一方で、その認識が地球温暖化対策のための具体的な行動に結びついていないと考えら

れ、具体的な行動への転化を確実に行う必要があります。 

 

イ 家庭部門の対策 

□ ライフスタイルの転換を促すための普及啓発 

○ 地球温暖化問題に対する意識の高まりを行動へと転化するために、国や県、市民団体、県地

                                                      
29 トップランナー方式：平成１１（1999）年４月に改正された省エネ法において、２度のオイルショックを経て省エネ化の進んだ産業部

門に対し、対策・効果の遅れていた業務・家庭・運輸部門の省エネ対策を推進するため、機器のエネルギー消費効率基準の策定方法に

トップランナー方式を採用した「トップランナー基準」が導入されました。平成２２（2010）年現在では自動車やエアコン、冷蔵庫な

ど、２３品目が対象になっています。 
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球温暖化防止活動推進センター、企業などとの連携・協働により、あらゆる場面で環境配慮

行動を促すための情報提供に努めます。 

○ 地域ぐるみの環境認証制度の拡充に努め、生活様式や価値観の転換を図るための施策を展開

し、市民一人一人が気軽に、自分のできる範囲内でできることから取り組める仕組みをつく

ります。 

○ 家庭においてＣＯ２排出量削減につながる具体的な行動例を分かりやすく示すとともに、エ

ネルギー使用量等の「見える化」を促進するなど、低炭素社会に向けた生活様式への転換を

継続的に促すための取組を促進するため、ホームページのポータル化などにより情報提供を

充実させます。 

○ 日常的な消費行動が、社会全体のＣＯ２排出量の削減につながるよう、消費財の選択におい

てエコマーク、省エネラベル、カーボンオフセット、カーボンフットプリント30、フードマ

イレージ31など、ＣＯ２の見える化の周知を図って環境負荷の少ない製品の優先的な選択や

ライフスタイルの転換の促進に努めます。また、農産物などの地産地消、旬産旬消などの情

報提供に努めます。 

 

□ 省エネ性能に優れた住宅や家電機器などの導入促進 

○ 住宅における太陽光発電設備の導入支援など、家庭における自然エネルギーの活用について、 

国や県の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 家庭内の照明をＬＥＤなど高効率・長寿命なものへ転換したり、省エネ家電製品やヒートポ

ンプ32などの高効率機器、太陽熱利用設備などを導入したりするために必要な情報提供に努

めるほか、経済的・社会的なインセンティブとなる施策を検討します。 

○ 国や県の施策と連携しつつ、高断熱・高気密など、優れた省エネ性能を備えた住宅の普及・

啓発に努めます。 

 

□ ごみ排出量の削減 

○ ごみ分別の一層の徹底を図るとともに、家庭における生ごみ堆肥化などの事業を通じて排出

量の削減を促進します。 

 

□ 家庭における緑化の推進 

○ グリーンカーテン33などによる断熱効果の周知に努めるとともに、庭の植栽や生垣の設置な

ど敷地内の緑化などについて普及を図ります。 

                                                      
30 カーボンフットプリント：製品・サービスを提供する際に発生した温室効果ガスの排出量をＣＯ２に換算した値を指します。 

31 フードマイレージ：食糧の輸送に伴い排出されるＣＯ２について、輸送量と輸送距離などから割り出した値を指します。 

32 ヒートポンプ：熱媒体などを用いて熱を移動させる技術を言います。主に冷蔵庫やエアコンなどに用いられ、大気熱・地中熱・水（地

下水・河川・下水道）・排熱等から、投入エネルギーよりも多い熱エネルギーを回収して利用します。 

33 グリーンカーテン：植物を建築物の壁面沿いなどに生育させることにより建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法のことで、壁

面緑化とも呼ばれます。 
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図表６－５   家庭での地球温暖化対策 

 

出典：『改訂 省エネ行動スタート BOOK』、開隆堂出版 

 

③ 業務部門 

ア 業務部門の現状と課題 

○サービス産業化の進展などからオフィスビルや店舗等の業務床面積が増加し、エネルギー消

費機器等の導入量が増えたことを主な原因としてＣＯ２排出量が増加してきましたが、今後

の人口の減少傾向に伴い、微減傾向を示すものと考えられます。 

○ 業務部門に分類される、事務所、卸・小売業、飲食店、病院、その他サービス業などのうち、

特に、中小企業・個人事業者では、地球温暖化対策に係る情報や人材、資金の不足などから、

一般的に対策が遅れています。 

○ 機器の省エネ化は進んでいる一方で、空調・照明設備の増加、オフィスのＯＡ化の進展など

により、床面積当たりのエネルギー使用量は横ばい状態にあるため、大幅な削減を行う必要

があります。 

 

イ   業務部門の対策 

□ 大規模事業者の温暖化対策（再掲） 

○ 大規模事業者については、省エネ法に基づく削減対策を通じて、事業者の特性・状況に応じ

た自主的かつ計画的な取組の促進を図るとともに、県温対条例に基づく事業活動温暖化対策

計画書制度と協調して、地域における温室効果ガスの削減等への貢献を促します。 
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○ 地球環境保全協定制度の拡充を図ることにより、社会的なインセンティブとなる仕組みを整

備するとともに、市内の中小事業者への省エネ技術移転など地域における温室効果ガスの削

減等への貢献を促します。 

○ クリーンエネルギーへの先駆的な取組や、環境に配慮したＣＳＲをうたう企業などの拡大・

集積を図ります。 

○ 市内に集積する産業同士の技術・情報交流を図り、企業同士が共同で取り組むことのできる

地球温暖化対策を推進します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策

の情報提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討します。 

 

□ 中小規模事業者の温暖化対策（再掲） 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等による

底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 県温対条例に基づく事業活動温暖化対策計画書の任意提出制度への積極的な参加を、県と連

携して促します。 

○ 省エネルギー対策の事例や国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環 境

マネジメントシステム（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、

ホームページへのポータル化などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。また、

さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模事業

者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 

○ 省エネ改修、省エネ建築物の建設、建築物の総合環境性能評価システムの導入、大気熱や地

中熱を利用した高効率機器の導入、エネルギー管理システムの導入などに対する、国・県の

金融支援策などについて情報提供を充実します。 

○ 太陽光発電や風力発電、大気熱・地中熱などを活用した高効率機器などクリーンエネルギー

の導入に対する経済的インセンティブの付与や、 化石燃料の使用を大幅に抑えた、あるい

はまったく使わない自動車の導入を促進するための経済的インセンティブの付与について、

国・県の施策との連携を検討します。 

○ 国が推進するカーボンオフセット、カーボンクレジットなどのＣＯ２排出量取引制度の施策

の情報提供に努めるとともに、市内事業者間の取引仲介の仕組みを検討するなど、中小規模

事業者のＣＯ２排出量削減努力が経済的なインセンティブにつながるような仕組みづくりを

検討します。 

 

□ 設備や機器の高効率化の促進 

○ オフィスビルや店舗等の空調設備や照明設備の高効率化を促進するため、ビルエネルギー管

理システム（ＢＥＭＳ）や高効率の業務用空調機、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの高効率

照明機器等について、普及・啓発を行います。 
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□ 商品やサービスの提供における配慮（再掲） 

○ 商品やサービスの提供方法の見直しへの取組を進めるとともに、地球温暖化の防止に配慮し

た事業活動が経済的・社会的なインセンティブとなるよう、市民等への普及・周知の仕組み

づくりを進めます。 

 

□ 建築物における配慮（再掲） 

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき３００㎡以上の床面積を有する

建築物の新築等に当たっては省エネ措置の届出と定期報告が義務付けられたほか、県温対条

例により延べ床面積５，０００㎡超の建築物の新築・増築・改築に対して建築物温暖化対策

計画書の提出が義務付けられたことなどを通じて、省エネへの措置について取組が進められ

ることから、こうした取組の周知など社会的なインセンティブとなるように努めます。 

 

□ 中小規模事業者への情報提供や相談体制の充実（再掲） 

○ 中小規模事業者については、地球温暖化対策や省エネ推進のための情報提供の充実等による

底上げと、行動への転化を図ります。 

○ 省エネルギー対策の事例や国・県等の助成制度の紹介、中小規模事業者が導入しやすい環 境

マネジメントシステム（エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳなど）などについて、

ホームページへのポータル化などにより、中小規模事業者への情報提供を充実します。また、

さまざまな省エネ対策に取り組む市民団体や、商工会議所等との連携を進め、中小規模事業

者の省エネ対策についての意識の向上や知識の普及を図ります。 

 

④ 運輸部門 

ア 運輸部門の現状と課題 

○ 自動車からのＣＯ２排出量は、技術向上による燃費改善、ハイブリッド自動車の普及などに

よって減少傾向を示していますが、大幅な削減を達成するためには、更なる取組が必要とな

ります。 

○ 国でも走行時にＣＯ２の排出を伴わない（あるいは大幅に削減する）、いわゆる次世代環境配

慮自動車の導入に関する支援が進められ、欧州や米国では電気自動車等の販売を義務付ける

などの新たなルール作りが始まるなど、普及に伴う価格低減などとあいまって市民や事業者

が導入しやすい環境への枠組みが整いつつあります。 

 

イ 運輸部門の対策 

□ 公共交通機関網の利活用の推進 

○ 本市には鉄道やバスなど既存公共交通の交通網が形成されているため、その利活用を促進す
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るためのキャンペーンに努めるなど、利活用を推進します。 

○ 乗継ぎの円滑化などを推進することにより、自動車利用からエネルギー効率の良い公共交通

利用への転換を促します。 

○ 通勤・通学時の自動車利用を控え、自転車や公共交通機関の利活用を促します。 

 

□ 道路網の利活用 

○ 自動車走行中のＣＯ２排出量の削減につなげるため、エコドライブの普及を促進します。 

○ 国や県と連携して、信号の高度制御などによる交通の円滑化により自動車の走行中のＣＯ２

排出量の削減を図るほか、道路網の計画的な整備に努めます。 

○ 都市交通に係る環境負荷の低減を目指し、道路交通の渋滞対策としての交通需要マネジメン

ト等の研究を進めます。 

 

□ 電気自動車や次世代環境配慮自動車の普及促進 

○ 走行中の環境性能が優れている自動車である電気自動車（ＥＶ）34について、導入補助など

の支援や充電施設の整備などについて国や県の施策と連携して普及を図るほか、移動式の蓄

電池としての活用方策について、国際的な潮流や技術動向を踏まえたエネルギー利用の効率

化の観点を加えた検討を図ります。プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）35や燃料電池

自動車（ＦＣＶ）36などについても普及促進策について検討を進め、市内における低公害車

普及台数の増加に努めます。 

 

図表６－６   市内における低公害車普及台数 

参考：小田原市統計要覧 

※低公害車普及台数は、電気、天然ガス、ハイブリッド自動車の合計値です。 

                                                      
34 電気自動車：充電池を積載し、電気をエネルギー源とし、モーターを動力源として走行する自動車を言います。 

35 プラグインハイブリッド自動車：外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車で、走行時に CO２や排気ガスを出さない電気

自動車のメリットとガソリンエンジンとモーターの併用で遠距離走行ができるハイブリッド自動車の長所を併せ持つ自動車を言いま

す。 

36 燃料電池自動車：燃料電池を搭載し、水素を燃料として空気中の酸素を反応させて発電し、モーターで走行する自動車を言います。 
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□ 自転車の利用促進 

○ 道路状況に応じた自転車の利用等を促進するほか、国や県の施策と連携して自転車走行レー

ンの整備などを図ります。 

○ エコ通勤やサイクルアンドライド37など、自転車の利活用に関する情報提供に努め、利用を 

促進します。 

 

⑤ 廃棄物部門 

ア 廃棄物部門の現状と課題 

○ 市内では、一般廃棄物の焼却等の中間処理量の減少傾向に伴い、温室効果ガスの発生量も減

少傾向にあります。しかし、より一層の削減を達成するためには、更なる取組が必要となり

ます。 

○ 廃棄物の焼却処理等の際に排出されるＣＯ２の量に大きな影響を与える廃プラスチックの含

有率については、分別のなお一層の推進などにより、現状の１５％程度から、大幅な低減を

図ります。 

 

イ 廃棄物部門の対策 

○ 循環型社会の形成に向けて、５Ｒ38の普及啓発など廃棄物の発生抑制に一層取り組むととも

に、分別の徹底による再資源化を推進します。 

○ 生ごみ堆肥化などの推進を図り、ごみの排出量削減に努めます。 

○ 分別のなお一層の推進を図り、ごみ中における廃プラスチックの含有率の低減を図ります。 

○ 廃食用油の回収とディーゼル自動車燃料への精製による資源循環サイクルへの取組を進め

ます。 

○ 事業者等と連携したレジ袋削減の取組（マイバッグの使用やレジ袋辞退の普及啓発）の促進

を図ります。 

 

  

                                                      
37 サイクルアンドライド：まちなかへの自動車の流入を抑制して、バス・電車の利用を促進するために、自転車でバス停や駅に来て、バ

ス・電車に乗り換えることをいいます。 
38 ５Ｒ（ご・あーる）：Ｒｅｆｕｓｅ：不要なものは、買わない・もらわない、Ｒｅｄｕｃｅ：ごみの発生量や資源の使用量を減らす、

Ｒｅｕｓｅ：そのままのかたちで再利用する、Ｒｅｐａｉｒ：修理しながら長く使い続ける、Ｒｅｃｙｃｌｅ：新たな製品を生み出す

再資源化に協力、の５つの行動を指します。 
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図表６－７   市内におけるごみ処理量の推移 

 

小田原市作成 

 

図表６－８   ごみの内訳（平成２８（2016）年） 

 

小田原市作成 
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図表６－９   可燃ごみの種類組成（平成２８（2016）年） 

 

小田原市作成 

（３）横断的な課題に応じた対策 

①クリーンエネルギーの普及拡大 

ア 現状と課題 

○ 低炭素社会の実現を目指すためには、省エネルギー対策を充実させるとともに、太陽光発電、

風力発電、小規模水力発電などをはじめとするクリーンエネルギーの利活用を進める必要が

あります。 

○ しかしながら、クリーンエネルギーの利活用については、多額の初期投資を要することや、

風力発電や小規模水力発電のように発電適地が限定されるなどの課題があり、市内の土地利

用や地域特性などを踏まえて効果的な普及を図る必要があります。 

 

イ  クリーンエネルギーの普及拡大にかかる対策 

○ 住宅用及び業務用の太陽光発電設備の設置など、太陽光エネルギーの活用について、国や県

の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 太陽熱や大気熱などを利用した高効率給湯設備など、太陽熱等エネルギーの活用について、

国や県の施策と連携しながら導入を促進します。 

○ 風力発電のほか、小規模水力発電やバイオマス由来のエネルギー利用発電などの可能性に 

ついて、地域特性にあわせて検討を進めます。 
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○ 公共施設においては、施設改修などのタイミングとあわせて、クリーンエネルギーの導入に

ついて検討します。 

 

図表６－１０   市内における太陽光発電設備総導入量 

小田原市作成 

 

②低炭素型まちづくりの推進 

ア 現状と課題 

○ 将来の低炭素社会を実現するためには、都市・地域などにおけるまちづくりにおいて、総合

的な視点から取組を進めることが必要です。 

○ そのためには、公共交通の利用促進によるコンパクトシティ39への取組や、未利用エネルギ

ーの活用、緑地の保全などの自然資本の活用等、都市・地域の構造そのものに影響を与える

面的な対策を実施することにより、それぞれの地域の特色を生かした低炭素型の地域づくり

を進めることが求められています。 

 

イ 低炭素型まちづくりの推進にかかる対策 

○ エネルギー負荷の小さい都市を実現するため、都市計画マスタープランなどに従って適正な

土地利用を図ります。 

○ 小田原市低炭素都市づくり計画40にもとづく地球温暖化対策に配慮した低炭素型の都市づく

                                                      
39 コンパクトシティ：都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同時に、中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能が近接

した効率的で持続可能な都市、又はそれを目指した都市政策のことを指します。 

40 小田原市低炭素都市づくり計画：都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）に基づき、平成２６（2014）年 9 月に策定された

計画で、住民や事業者の皆様と集約型・低炭素型の都市づくりの方向性を共有し、取組を推進しようとするものです。 
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りに取り組みます。 

○ 市エネルギー計画に基づく再生可能エネルギーの導入の取組、省エネルギー化の推進の取組、

担い手の育成の取組等を進め、エネルギーを地域で自給するまちづくりを目指します。 

○ 地域における面的なエネルギーマネジメントに取り組むため、地域冷暖房システム41などに

関する情報提供に努めます。 

○ 未利用エネルギーの利活用を進めるため、河川水や地下水、地中熱などの冷暖房へのエネル

ギー活用などに関する情報提供に努めます。 

○ 交通の円滑化や公共交通や自転車の利用促進のための基盤づくり、次世代環境配慮自動車の

普及促進など、低炭素型の交通体系づくりに努めます（再掲）。 

 

③消費活動の低炭素化の推進 

ア 現状と課題 

○ 事業者による経済活動や市民の日常生活における、商品や原材料等の購入、サービスの利用

など、市域における消費行動もＣＯ２排出量に大きく関連しています。 

○ 市場に流通する商品は、材料などの資源の採取時点から、製造、運搬、使用、廃棄、リサイ

クル等の全ての過程においてＣＯ２を排出していることから、こうしたライフサイクルを通

じてＣＯ２排出量がより少ない商品などを選んで購入することが重要です。 

○ また、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の趣旨に沿っ

て、商品等を購入する需要者側が資源循環等を意識した消費行動を取ることも、社会全体の

低炭素化を進める上で重要です。 

 

イ 消費活動の低炭素化の推進にかかる対策 

○ 市民一人一人が、モノを長期間にわたり大切に使ったり、繰り返し修理して使ったりするこ

とに積極的に取り組み、「大量消費社会」からの意識転換が促進されるよう啓発します。 

○ 日常的な消費行動が社会全体のＣＯ２排出量の削減につながるよう、消費財の選択において

エコマーク、省エネラベル、カーボンオフセット、カーボンフットプリント、フードマイレ

ージなど、ＣＯ２の見える化の周知を図って環境負荷の少ない製品の優先的な選択やライフ

スタイルの転換の促進に努めます（再掲）。 

○ 地域で生産された食材をその地域で消費する「地産地消」の取組は、地域の活性化につなが

るほか、生産地から消費地までの運搬距離が短いことから、輸送に伴うエネルギー消費量と

ＣＯ２排出量を削減することができるなどのメリットがあります。また、旬の産物を生産・

消費する旬産旬消の取組は、ハウス栽培などに比べて生産段階でのＣＯ２排出量が少なく、

環境への負荷を減らすことができるというメリットがあります。そこで、生産者の取組の周

知を行い、消費行動の転換につながる施策を検討します。 

                                                      
41 地域冷暖房システム：ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱供給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・冷水な

どの熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷房などを行うシステムを指します。 
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④森林・緑地等の整備・保全の対策 

ア 現状と課題 

○ 林野庁によると、森林はＣＯ２を吸収する機能のみならず、生物多様性の保全や水源の涵養

（かんよう）、土壌保全などさまざまな機能を有しているとされます。 

○ 京都議定書では、平成２（1990）年以降、適切な森林施業（植栽、下刈、間伐等）が行われ

ており、法令等により伐採や転用を規制するなどの保護・保全措置がとられている森林につ

いては、ＣＯ２の吸収源として一定程度算入することが認められています。 

○ 本市の森林面積は４，２６１ha ですが、現在の森林整備事業の実績などを基に試算すると、

平成２２（2010）年現在で、２，３００ha 程度の育成林（人が手を加えて育てている森林）

が吸収源として対象となります。 

○ 国では、育成林１ha あたりのＣＯ２吸収量を約６．５ｔｔ－ＣＯ２と設定しているため、本

市の育成林における吸収量は年当たり約１５，０００ｔを見込むことができます。また、手

を加えていない森林（天然林）の場合も、約３．３ｔｔ－ＣＯ２を吸収できることとされて

いるため、約６，１００ｔｔ－ＣＯ２の吸収を見込むことができ、育成林、天然林を合わせ

て約２１，０００ｔのＣＯ２が吸収されていると考えられます。 

○ しかしながら、近年は林業の経済性の低下などを原因として森林（人工林）の手入れ不足な

どによる荒廃が進行しており、森林機能の低下が懸念されることから、森林の整備・保全を

進める必要があります。 

○ また、木材や木質バイオマスと呼ばれる加工品は、大気中のＣＯ２を吸収・固定するなど環

境に優しい素材であるほか、その経済効果により森林の手入れが行われ、森林のＣＯ２吸収

効果を高めるなど、木材の利用推進は地球温暖化対策に重要な役割を果たしています。 

○ また、まちなかの緑化については、ゆとりと潤いのある快適な環境の創出や美しい景観の形

成に役立つとともに、ＣＯ２吸収や気候緩和、大気浄化など多様な効果が期待できることか

ら、緑地の整備と保全を推進する必要があります。 

 

イ 森林・緑地等の整備・保全の推進にかかる対策 

○ 森林の役割の周知に努めるとともに、森林の保全や活用に取り組む担い手の育成を推進しま

す。 

○ 市内の森林から生産された木材や木質材料の需要拡大や活用方策を検討します。 

○ 地域水源林整備事業、ふるさとの森づくり事業などの推進により、森林整備、広葉樹林保育

などを行います。 

○ オープンガーデン事業42、保存樹・保存樹林奨励金交付事業43などを通じ、まちなかの緑の保

全を図ります。 

                                                      
42 オープンガーデン事業：個人や企業の庭を（一定期間）一般公開することで民有地における緑化を推進する事業です。 

43 保存樹・保存樹林奨励金交付事業：美観上優れた樹木や樹林を指定し、保全のための奨励金を交付することで緑を保全する事業です。 
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○ 大規模開発に伴う緑化などの取組を進めます。 

○ 県の進める「水源の森林づくり」事業と連携した水源林の再生・保全活動への取組を推進し

ます（再掲）。 

○ 神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例に基づく里地里山保全等地域の

指定制度の活用など、県との連携・協調を進めます（再掲）。 

○ グリーンカーテンなどによる断熱効果の周知に努めるとともに、庭の植栽や生垣の設置など

敷地内の緑化などについて普及を図ります（再掲）。 

 

⑤地球温暖化対策を含む環境教育の推進 

ア  現状と課題 

○ 地球温暖化対策は、今後、長期にわたって取り組んでいくべき課題であるため、次世代を担

う子どもたちに向けた教育が重要です。 

○ 環境教育、環境学習の分野では、関連する専門知識や資格を有する方や、さまざまな普及啓

発活動のノウハウを有するＮＰＯ団体などがあり、こうしたＮＰＯなどとの連携・協働によ

り、地球温暖化問題を含む幅広い環境教育、環境学習の展開を図っていく必要があります。 

○ また、既に活動している環境団体の情報を広く提供するなど、その活動をより広く市民に周

知することにより、こうした活動が、より市民に身近に感じられるようにする必要がありま

す。 

○ 市内各地区で策定された地域別計画に沿って、その地域特有の地球温暖化対策に関する課題

を抽出し、その地域の特性にあった対策を、市民とともに検討していく必要があります。 

 

イ 地球温暖化対策を含む環境教育の推進にかかる対策 

○ 学校における環境学習の推進により、体験を通じてさまざまな世代への環境教育、環境学習

の場を提供します。 

○ 県地球温暖化防止活動推進センターやＮＰＯ団体等との連携・協働により、市民への環境教

育、環境学習の場を提供します。 

○ 環境カウンセラーや環境教育リーダーなど、環境教育に関する人材について、環境教育等に

よる環境保全の取組の促進に関する法律の趣旨に基づいて国が進める人材育成制度の周知

を図ることにより、地域内の環境教育指導者の育成を図るとともに、認定人材の活用を図り

ます。 

 

⑥広域連携への取組 

ア 現状と課題 

○ 地球温暖化は地球規模の環境問題であることから、その対策は市内のＣＯ２排出量削減だけ

でなく、近隣自治体と相互に協力して削減に努める必要があります。 
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イ 広域連携への取組にかかる対策 

○ 広域圏内連携による、森林吸収源対策やカーボン取引の可能性について検討を進めます。 

○ 国や県の施策との連携を図ります。 

○ 県の機関（環境科学センター、自然環境保全センター、農業技術センターなど）との事業連

携を図ります。 

 

⑦適応策への取組 

第７章に後述 
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第７章 適応策の推進 

１ 適応策の必要性 

第６章では、地球温暖化の主な要因となるＣＯ２の排出量を抑制・削減するための対策について位置

づけました。この対策を緩和策と言います。 

一方で、緩和策を講じたとしても、現在の状態を地球温暖化発生以前の状態に戻すこと、または地球

温暖化の進行を止めることは容易なことではありません。本市を含め、日本各地、世界各地で実行され

ているさまざまな緩和策が短期間で顕著な効果を上げることも難しいと考えられます。そのため、既に

進行しつつある地球温暖化の現象を前提として、暮らし方や経済活動を環境にあわせて変化させること

や、起こり得る被害を事前に想定した上で講じる対策を適応策といい、こうした対応が急務となってい

ます。今後は、緩和策と適応策とを両輪にして、地球温暖化対策に取り組む必要があります。 

 

図表７―１ 緩和と適応 

 

出典：「地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイドライン」 

平成２８年８月、環境省 

 

我が国における適応策の取組として、気候変動によるさまざまな影響に対し、政府全体として整合の

とれた取組を総合的かつ計画的に推進するため、平成２７（2015）年１１月に気候変動の影響への適応

計画が閣議決定され、この計画の中で、目指すべき社会の姿とそれに向けた５つの基本戦略、主要７分

野の基本的方針等が位置づけられています。基本戦略の１つに「地域での適応の推進」が位置づけられ、

「気候変動の影響の内容や規模、及びそれに対する脆弱（ぜいじゃく）性は、影響を受ける側の気候条

件、地理的条件、社会経済条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要する分野等も地域

特性により異なる。また、適応を契機として、各地域がそれぞれの特徴を活かした新たな社会の創生に

つなげていく視点も重要である」とされ、地域の特徴に応じた適応策に取り組むことが求められていま

す。 

また、平成３０（2018）年６月には気候変動適応法が公布され、我が国における適応策の法的位置づ
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けが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組

みが整備されました。同法第７条に基づき、気候変動適応計画（案）が作成され、平成３０（2018）年

９月１９日から１０月１８日にパブリックコメントが実施されました。これを踏まえて、今後、計画と

して成立する予定です。 

県では、平成２８（2016）年１０月に改訂された神奈川県地球温暖化対策計画に適応策が位置づけら

れています。この計画では、主要７分野において、現在及び将来予測される地球温暖化の影響を評価し、

県内で特に影響が大きいと考えられる項目を抽出して、その影響への対策を記載しています。市町村と

の連携を要するものもあり、県全体で一丸となって取り組んでいく必要があります。 

 

２ 本市の取組 

本市では、各分野における既存事業を着実に継続して取り組むことで、市民生活の基盤を維持すると

ともに、さまざまな影響等に迅速な対処を行い、もって適応策としての効果を得ることとします。 

具体的には、本市における主な７つの分野を定め、既に各分野で取り組まれている気候変動に対する

適応に資する事業内容を適応策として位置づけた上で、継続的・発展的に取り組みます。 

 

（１）主な７分野とその取組 

分野１ 農林水産業 

気候変動の影響による気温や海水温の上昇に伴う高温障害等を軽減するため、県農業技術センタ

ーや県水産技術センター等から、気候変動によって受ける影響や農産物の品種改良、収穫時期や漁

獲高の変化等に係る情報を把握します。 

また、豊かな漁場の維持などの水産資源の環境保護に努め、森里川海がひとつらなりの環境を守

り育て、その機能を維持することにより、気候変動による水産物への影響を最小限にとどめます。 

 

分野２ 水環境・水資源 

田畑や森林の保全を通じ、雨水からきれいな地下水をつくり出す機能を保持するとともに、河川、

海域の水質調査や生活排水対策、地下水・土壌に関する調査を実施し、将来に向けて良好な水環境・

水資源を保全します。 

 

分野３ 自然生態系 

市内の動植物の生息状況を把握することにより、健全な生態系の保全等に生かします。 

また、多自然型の河川整備や、里地里山の保全などを通して、豊かな自然環境を維持し、生態系

の保全を図ります。 

 

分野４ 自然災害 

近年激化・多発化している自然災害に対して、防災マップや洪水・土砂災害ハザードマップ等を
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作成し、各家庭へ配布することにより、日頃からの防災意識の向上を図ります。 

田・農業用水路・森林等が持つ水の涵養（かんよう）機能を保持することにより、自然環境が持

つ防災機能を維持するほか、台風や局地的な集中豪雨等による浸水被害を軽減する河川改修、市街

地における雨水排除対策工事等の事前の対策を推進することにより、可能な限り被害を予防し、気

候変動による影響の最小化に努めます。また、企業や家庭における太陽光発電等の設備の設置普及

を図ることにより、非常時におけるエネルギー確保につなげます。 

さらに、国・県をはじめ、関係機関との連携・協力体制を構築することにより、地域防災力を強

化し、被害を軽減します。 

 

分野５ 健康 

熱中症の救急搬送者数の変化を把握するとともに、定期的な水分補給や室内外の気温の把握など、

熱中症予防の普及啓発に取り組むことにより、気候変動の影響による健康被害を最小限にとどめま

す。 

 

分野６ 都市生活 

街路樹の植樹、民有地等の緑化支援により、公共空間や生活空間における緑陰の形成を図ります。 

また、歩道の整備に合わせた透水性舗装の使用や、市街地における農地を適切に維持管理するこ

とで、都市農業の有する多面的な機能を保全することにより、保水機能を維持するとともに、気温

上昇の影響を最小限にとどめます。 

 

分野７ 観光・文化 

年間を通して行われているさまざまな各種観光イベントなどの市内外の多くの人が集う場で、

「COOL CHOICE」44を普及啓発するなど、イベント等の運営時に地球温暖化対策に配慮した視

点を取り入れることにより、一人一人が気候変動によるさまざまな影響を理解し、行動する意識を

高めます。 

また、木育45の推進などにより、次世代を担う子どもたちに森林の有する機能の大切さを伝え、

森や木に関する理解を深めるとともに、地域団体による里地里山の保全活動を通して、田・畑・樹

園地等を保全することにより、豊かな自然環境を基に成り立つ文化を継承する意識を高め、気候変

動の影響の最小化につなげます。 

 

                                                      
44 「COOL CHOICE」：2030 年度の温室効果ガスの排出量を平成２５（2013）年度比で２６％削減するという目標達成のために、日本

が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。本市は

平成２９（2017）年に賛同登録をしています。 

45 木育：子どもから大人までの木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多様な関係者が連携・協力しながら、材料として 

の木材の良さやその利用の意義等を学ぶ、木材利用に関する教育活動のことを言います。 
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（２）今後の課題 

適応策は、気候条件、地理的条件、社会経済条件等といった地域の特徴に応じた取組が求められる

と同時に、網羅すべき分野は広範にわたるため、全ての分野における情報収集をし、対策を講じるた

めには、国・県・近隣市町村・専門機関や団体等と協力し、気候変動適応法に規定される地域気候変

動適応センター46や気候変動適応広域協議会47といった連携体制を構築する必要があります。 

また、地域レベルでの気候変動による影響を詳細に把握し、個々の事象に対する対策を講じるため、

気候変動影響評価やそれを踏まえた地域気候変動適応計画48の策定に努める必要があるものの、精緻

な気候変動影響評価等を実施するためには、十分な期間や専門的な知見等を要します。そのため、地

域気候変動適応センター等を活用しながら、気候変動に対する適応について本市があるべき将来像を

描いた上で、段階的なゴールとそれに向けたプロセスを検討し、着実に実施していく必要があります。 

 

  

                                                      
46 地域気候変動適応センター：気候変動適応法において、都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候

変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点としての機能を担う体制として同セ

ンターを、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとされています。 

47 気候変動適応広域協議会：気候変動適応法において、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応

センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、同協

議会を組織することができるとされています。 
48 地域気候変動適応計画：気候変動適応法において、都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変

動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画を策定するよう努め

るものとされています。 
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第８章 重点プロジェクト（市域施策編） 

計画を推進し、目標を達成する上で高い効果が期待できる各種施策を横断する取組を「重点プロジェク

ト」として位置づけ、中長期的な視野に立って積極的に進めていきます。また、それぞれの分野における

象徴的な取組について、その目標値を定めます。 

なお、平成２９（2017）年度及び平成３０（2018）年度に行った中間見直しの結果、本計画の目標であ

る「ＣＯ２総排出量を平成３２（2020）年に平成２（1990）年比で２５％削減」に向けて順調に進捗してお

り、現状の対策に継続的に取り組むことで、平成４２（2030）年には国の削減目標に遜色ない水準の削減

が見込めることを踏まえた上で、この目標の達成に資する、かつ、特に力を入れるべき取組を新たに重点

プロジェクトとしました。 

 

プロジェクト１ 産業部門への取組 

ＣＯ２排出量の割合が全体の３割強と最も大きな割合を占める産業部門において重点的に対策を図るため、

市内の事業者と連携して地球温暖化対策に取り組みます。 

１ 

小田原市地球環境保全協定の強化 

多くの事業者の皆さんが、事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減に積極的に

取り組んでいます。市では、小田原市美しく住み良い環境づくり基本条例に定められた

環境政策の理念に則り、こうした皆さんの活動を紹介するとともに、情報や交流の場の

提供・研修会の開催などの支援を通じてより一層地球温暖化防止活動を実施していただ

くために、事業者の皆さんと市とが連携を図る「地球環境保全協定」を強化します。 

また、より一層のＣＯ２排出量の削減と各主体が相互に連携する仕組みづくりを実現す

るため、より多くの事業者との協定締結を目指すとともに、取組状況等を把握します。 

環境政策課 

指標 現状値 目標値 

協定事業者数 
平成２９年度 

８社 

平成３２年度 

１４社 

 

プロジェクト２ 家庭部門への取組 

市民の日常生活での地球温暖化対策が直結する家庭部門について、環境に対する意識や取組を着実に根付

かせるため、一層の力を入れて取り組みます。 

本市が賛同する「COOL CHOICE」運動に係るさまざまな情報発信や実践機会の提供を行い、一人でも多

くの方が日常生活や身近なことから地球温暖化対策に取り組むよう促します。 

また、意識啓発や情報提供と併せて設備導入のための補助制度を運用し、家庭部門の低炭素化を推進しま

す。 
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１ 

環境メールニュースの配信 

本市が提供する環境メールニュースにおいて、市の環境施策に関するお知らせ等を発

信するだけでなく、市民活動や学校における取組を紹介するなど、内容の充実を図りま

す。 

環境政策課 

エネルギー政

策推進課 

環境保護課 

環境事業セン

ター 

指標 現状値 目標値 

配信回数 

配信内容 

平成２８年度 

１７回 

お知らせ等のみ 

平成３２年度 

２４回 

活動や取組等の紹介 

１２回 

２ 

ワットアワーメーターの貸出、グリーンカーテンの普及 

家庭での消費電力の見える化ができるワットアワーメーターの貸出や、グリーンカー

テンの設置により、エアコンなどのエネルギーをできるだけ使わない生活の実践機会を

提供し、生活の中で取り組める省エネ対策を促進します。 
環境政策課 

指標 現状値 目標値 

 

ワットアワーメーター貸出件数 

グリーンカーテン配布数 

平成２８年度 

３件 

５００株 

平成３２年度 

２０件 

５００株 

３ 

住宅の低炭素化に向けた補助制度 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（高断熱化と高効率設備による省エネルギー化を図

り、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1 年間の住宅のエネルギー消費量が正

味でゼロとなる住宅）の新築・購入に対する補助等を実施します。 エネルギー政

策推進課 指標 現状値 目標値 

地球温暖化対策推進事業費補助金 

補助件数 

平成２９年度時点 

累計７３件 

平成３２年度 

累計１５０件 

 

プロジェクト３ 次世代を担う子どもに向けた取組 

地球温暖化対策を将来にわたって継続的に推進するためには、環境保全等への関心の醸成や知識の向上が

不可欠です。次世代を担う子どもや市民に向けた講座等を実施し、部門や分野を越えた全体的な環境意識の底

上げと高い知見を有する人材の育成を図ります。 

また、各主体が自主的かつ積極的に自らの役割を果たし、連携して取り組む機会を提供します。 

１ 

出前講座等の実施 

小中学校における環境学習に係る教材等の提供や、講師やフィールドを提供する出前

講座を実施します。 環境政策課 

エ ネ ル ギ ー

政策推進課 

指標 現状値 目標値 

 

環境に関する講座数 

省エネ研修会の開催件数 

平成２８年度 

１７件 

２件 

平成３２年度 

２０件 

１０件 
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２ 

おだわらスマートシティプロジェクトとの連携 

「青く澄んだ空を子どもたちにバトンタッチしよう」を合言葉に活動するおだわらス

マートシティプロジェクトと連携し、次世代環境配慮自動車の普及、うちエコ診断の実

施、省エネ機器等の買い替え促進等ライフスタイルの転換促進を官民共同で実施し、賢

くエネルギーが使われる地球環境にやさしいまち＝スマートシティを目指します。 
環境政策課 

エ ネ ル ギ ー

政策推進課 

指標① 現状値 目標値 

市内の低公害車普及台数 ※１ 
平成２９年 

 ９，２７２台 

平成３４年 

２０，９００台 

指標② 現状値 目標値 

うちエコ診断の実施件数 
平成２９年 

２件 

平成３２年 

１０件 

※１ 低公害車普及台数は、電気、天然ガス、ハイブリッド自動車の合計値です。 

プロジェクト４ 広域的な連携による取組 

地球温暖化は行政区域にかかわらず影響を及ぼすため、自然環境や社会的条件が共通する近隣市町と連携

し、広域的な地球温暖化対策に取り組みます。 

１ 

県西地域２市８町における意見交換会等の実施 

県西地域２市８町において、地球温暖化対策に関する意見交換会等を実施します。こ

れにより、各市町の取組について情報共有を行うとともに、共同で取り組むことが可能

な地球温暖化対策を検討します。 
環境政策課 

指標 現状値 目標値 

意見交換会等実施件数 

共同事業件数 

平成２８年度 

未実施 

未実施 

平成３２年度 

年間２回実施 

１件 

 

プロジェクト５ 廃棄物部門への取組 

一般廃棄物の焼却により排出されるＣＯ２の削減を図るため、ごみをできるだけ出さない生活への転換を図

り、資源循環型社会の構築を目指します。 

１ 

※小田原市一般廃棄物処理基本計画に位置付けられた取組を推進します。 

環境政策課 

環境事業セン

ター 

指標① 現状値 目標値 

燃せるごみ排出量（総量） 
平成２８年度 

５１，９１０ｔ 

平成３１年度 

５０，１６７ｔ 
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指標② 現状値 目標値 

資源化率 ※２ 
平成２８年度 

２５．６％ 

平成３４年度 

３３．０％ 

指標③ 現状値 目標値 

段ボールコンポスト取組件数 
平成２８年度 

５，２７２件 

平成３４年度 

８，０００件 

※２ 資源化率（％）＝資源化量（焼却灰の資源化を含まない）÷ごみの総排出量×１００ 

プロジェクト６ エネルギー利用に関する取組 

電力を使うことで排出されるＣＯ２の削減を図るため、再生可能エネルギーの使用や省エネルギーを心がけ

た暮らしへの転換に取り組みます。 

公共施設では、蓄電池の遠隔制御により地域のエネルギー需給バランスの調整に資するエネルギーマネジ

メントなどが実施されています。引き続き先端技術を取り入れつつ、エネルギーの効率的な利用の視点からも

地球温暖化対策に取り組みます。 

１ 

※小田原市エネルギー計画に位置付けられた取組を推進します。 

エネルギー政

策推進課 

指標① 現状値 目標値 

市有施設等への再生可能エネルギー

導入量 

平成２２年度 

5,112 千 kWh 

平成３４年度 

123,359 千 kWh 

指標② 現状値 目標値 

市内の電力消費量 
平成２２年度 

1,370,904 千 kWh 

平成３４年度 

1,233,814 千 kWh 

指標③ 現状値 目標値 

市内電力消費量に占める再生可能エ

ネルギー発電量の割合 

平成２２年度 

０．４％ 

平成３４年度 

１０％ 

 

プロジェクト７ 多様な主体に対する取組（適応策に資する横断的取組）  

市内の環境団体・企業・個人といった多様な主体による環境保全活動等が活性化することにより、本市の有

する森里川海がひとつらなりとなった自然環境の機能維持につながることから、環境保全活動等が持続可能

性を持って実施できるような仕組みづくりや支援を行います。 

具体的には、獣害対策や地域資源の保全といった地域の環境課題の解決に資する取組が地域に根付き、経済

性を伴って継続的に実施される仕組みを構築します。また、市内の環境団体・企業・個人の連携・協働を支援

する中間支援組織「おだわら環境志民ネットワーク」を核として行う活動支援や助言等により、環境保全活動

等のより一層の活性化を図ります。 
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１ 

指標① 基準値 目標値 

環境政策課 

経済性を伴った環境活動等の仕組み

づくり 

平成２９年度 

共同研究事業数６件 

平成３２年度 

事業化件数２件 

指標② 現状値 目標値 

おだわら環境志民ネットワークが核

となって行う環境保全活動の支援件

数 

平成３０年度 

８件 

平成３２年度 

１６件 
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第９章 小田原市役所における取組 （市役所事務事業編） 

温対法第２１条第１項において、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を策定する」とされています。 

小田原市の人口規模（約２０万人）と都市機能を考えると、市民や事業者などの生活や事業を支えるた

めの事務や事業の執行に必要なエネルギーの消費量は相応に大きく、また、使用する物品等も大量となり

ます。そのため、市の職員一人一人が日常業務の中で環境に配慮した行動をとることが、環境への負荷の

低減や環境保全・環境形成に大きな効果を与えることとなります。 

そこで、本市では、第１章で記述したとおり、法の趣旨に基づいて小田原市地球温暖化対策地域推進計

画を定め、市域全体の温室効果ガス削減に向けた施策を展開してきたほか、小田原市環境行動計画として、

市、市民、事業者などの主体ごとに環境配慮行動の指針を定めて具体的な対策目標を掲げ、その施策を推

進してきました。 

その中でも、市としての率先的な取組を推進するため、平成１２（2000）年度の市の事務事業から排出

される温室効果ガスを基準値として、平成２２（2010）年度までに１７％削減することとした「環境行動

指針－３ 市としての行動」を策定し、その対策を進めてきました。 

その結果、平成２０（2008）年において、基準年比で２０％の削減を達成しています。しかし、その成

果の多くは廃棄物の減少による廃棄物起源ＣＯ２と、ガソリンや灯油など化石燃料の使用量減少などによ

るものであり、エネルギー起源ＣＯ２の排出量は横ばいを続けています。 

 

図表９－１   市役所の事務・事業に伴って排出される温室効果ガスの推移 

 

小田原市作成 

 

また、市役所も省エネ法に定められた大規模な事業者（特定事業者）の１つとして、関係法令に基づき、

中長期的に１年につき１％のエネルギー原単位の削減に率先的に取り組む義務があります。あわせて、県

の温対条例の計画書提出制度に沿って、実践的・効果的な対策を推進する必要があります。 

そこで、市としての率先的な施策を実施するため、次のように目標と施策を定めます。 
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１ 行政における地球温暖化対策の基本方針 

（１）地球温暖化防止への積極的な取組 

市の業務において消費するエネルギーの量を継続的に節減していくとともに、業務から排出され

る廃棄物の減量や分別・リサイクル等の推進に努めるほか、環境に配慮した物品等の利用に積極的

に取り組みます。また、国や県の施策と連携し、グリーン調達49やグリーン契約50などの実施を検討

することにより、行政が率先して模範的な行動を示すことで事業者に対しても環境配慮を促します。 

また、温対法の定めにより、市の事務・事業からのＣＯ２排出量削減だけでなく、市域全体のＣＯ

２排出量の削減やＣＯ２吸収作用の保全・強化を措置すべき責務を有することから、市の施策の実施

に当たっては、温室効果ガスの排出量ができるだけ少なくなるよう配慮するとともに、市民や事業

者に対する積極的かつ効果的な普及啓発に取り組むなど、低炭素型の生活・経済活動の基盤づくり

を推進するほか、施策の検討・立案に当たっては、ＣＯ２吸収源となる森林整備、緑化などに資する

施策に取り組むなど、市民や事業者が環境負荷の少ない生活・経済活動を送ることにつながるよう

な施策を推進します。 

また、低炭素型社会の形成促進に資するまちづくりや交通計画などに関する施策を推進するとと

もに、地球温暖化への適応策に関する施策展開にも取り組みます。 

 

（２）施設管理及び整備・改修等における省エネルギーの実践 

市庁舎及び各種公共施設など、市が維持管理する施設においては、エネルギー使用の節減に努め

るほか、施設や設備等の整備、改修時には、高効率かつ省エネルギーの機器を導入することを検討し

ます。 

また、市が多数の車両を運用する事業者であることを自覚し、次世代環境配慮自動車の導入に努

めます。 

本市では、市有施設の管理運営に係る基本方針（公共施設等総合管理計画）51に基づき、公共施設

全体をマネジメントする専任組織が設置され、市有建築物の維持修繕に係る予算化に当たって、情

報を一元化し、優先順位を決定する体制を構築しています。 

行政部門における地球温暖化対策の促進のため、こうしたマネジメント体制と連携することで、

個別の施設所管がそれぞれ独立して設備更新を行うのではなく、部局横断的な視点でより効果的か

                                                      
49 グリーン調達：グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づいて、環境を考慮して、必要性をよく考

え、環境への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選んで購入することです。 

50 グリーン契約：環境配慮契約法（国等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律）に基づいて、製品やサ

ービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約です。 

グリーン購入とグリーン契約は、ともに、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービ

スの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていく可能性を持っています。 

51 市有施設の管理運営に係る基本方針（公共施設等総合管理計画）：各自治体が所有する全ての公共施設等(建築物、インフラ)を対象

に、総合的かつ計画的に管理する計画の策定を総務省から要請されたことを受け、本市では、平成２２（2010）年度に策定した市有施

設の管理運営に係る基本方針を平成２6（2014）年度に改訂し、公共施設等総合管理計画として位置づけています 。 
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つ野心的なＣＯ２排出量の削減を行えるよう、実効性のあるカーボンマネジメント体制を構築し、目

標達成に向けた取組の推進を図ります。 

 

（３）環境負荷の低減 

市の実施する事業においては法令等を遵守し、環境に負荷を与える可能性がある場合には、環境

への負荷をできるだけ最小限にとどめるよう努めます。 

公用車の運用に当たっては、自転車の利用を促進するとともに、エコドライブの実践やノーカー

デーなどに取り組みます。 

 

（４）職員による環境配慮行動の実践 

市としての率先的な環境配慮を、職員レベルでも実現するため、マイカー通勤の自粛とエコ通勤

などへの積極的な取組のほか、電気使用量の節減につながる工夫やごみの減量・分別、リサイクルの

推進などに取り組みます。 

 

（５）対策効果の検証と職員教育の実施 

全庁的な対策への取組に実効性をもたせるため、対策の成果を定期的に点検し、その成果を公表

するとともに、職員に対する環境教育・研修を実施します。 

また、省エネ法に基づくエネルギー使用合理化のための体制を構築し、効果的な対策の立案と実

施を継続していきます。 
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２ 行動指針と行動項目 

基本方針に基づいて次のとおり行動指針と行動項目を定めます。 

環境配慮行動指針 行動項目 

１ 資源・エネルギー利用の節減 

（１）電力及び燃料等のエネルギー使用量の削減 

（２）自動車使用量の削減及びエコドライブ等の推進 

（３）紙類・文具類使用量の削減 

２ 廃棄物の減量、リサイクルの推進 
（４）市民・事業者へのごみ減量施策の実施 

（５）廃棄物の発生量の抑制、分別回収の徹底等の推進 

３ 環境に配慮した物品等（環境物品等） 

の利用推進 

（６）環境に配慮した物品等の調達・使用の促進 

（７）環境に配慮した契約等の促進 

４ 施設の整備・管理等における環境配慮 

（８）省エネルギー及びエネルギー使用効率向上等の推進 

（９）廃棄物発生量の抑制及び分別徹底の推進 

（１０）資源の有効利用 

（１１）緑化推進 

（１２）自然エネルギー等の導入の検討 

５ 地域の実情に即した施策の推進 （１３）地域別計画に沿った温暖化対策の立案と実施 

６ 職員の意識改革と率先行動 
（１４）部署ごとの実践的な省エネ行動の取組の促進 

（１５）ノーマイカーデー、エコ通勤等の取組の促進 
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３ 削減目標 

平成３２（2020）年までに、本市の事務及び事業における温室効果ガスの総排出量（ＣＯ２換算）

を、平成１２（2000）年度を基準52として、３５％削減するよう努めます。 

 

項目 平成３２（2020）年目標 平成１２（2000）年実績値 

温室効果ガスの総排出量（ｔｔ－CO２/

年） 
３５％削減 ４５，０６５ｔｔ－CO２/年 

 

また、総排出量の削減を実現するため、次のとおり温室効果ガス排出源ごとの目標値を設定しま

す。 

単位：ｔ 

温室効果ガスの 

排出源 

基準年 

平成１２ 

（2000）年度 

現状年 

平成２６ 

（2014）年度 

目標年 

平成３２ 

（2020）年度 

削減割合 主な対策例 

一般廃棄物の焼却 １８，３３１ １７，４８１ ８，２４９ ５５％ 
①ごみ減量の推進 

②廃プラ混入率の低減 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

電気 １６，３６５ １３，９５０ １３，９１０ １５％ 

①太陽光発電システムの導入 

②照明の間引きや適正配分 

③高効率照明の導入 

④水道施設機器の効率化等、エ

ネルギー使用機器の省エネ化 

電気以外 

（都市ガス、 

灯油ほか） 

９，７５１ ４，８７８ ６，７６３ ３０％ 

①エコドライブの推進 

②公用車ノーカーデーの実施 

③職員向けの省エネ意識啓発 

④次世代環境配慮自動車の公

用車への導入 

その他の温室効果

ガス 

（Ｎ２Ｏ、ＣＨ４等） 

６１７ １，０８０ ３７０ ４０％ 
 

低公害車の導入 --- --- --- 導入率１５％ 
 

環境物品等の調達

規模の拡大 
--- --- --- 調達方針達成 

 

合計 ４５，０６５ ３７，３８９ ２９，２９２ ３５％ 
 

※年次報告書において報告している「行政部門の温室効果ガス総排出量（CO２換算）」とは、算出方法が異なるため合

                                                      
52 市役所の事務及び事業における温室効果ガスの排出量削減については、平成１１（1999）年に策定し、平成１５（2003）年及び平成

１９（2007）年に改訂した「小田原市環境行動計画・環境行動指針３ 市としての行動」において、基準年として平成１２（2000）年

を設定して削減に向けた実践的な取組を進めてきたことから、本計画においても基準年を平成１２（2000）年とし、継続した取組を行

うものです。 
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計値が一致しません。  
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第１０章 推進体制と進捗管理 

１ 推進体制について 

本計画の進行管理や見直しは、上位計画である第２次小田原市環境基本計画と同様に、小田原市環境 

審議会において行います。 

また、この計画はさまざまな行政分野にわたるものであることから、計画の推進に当たっては、庁内

の部局横断的な組織である環境基本計画推進本部を活用して、全庁的に地球温暖化対策を推進します。 

 

２ 進捗管理について 

進捗管理は、計画全体の目標である、市内の温室効果ガス総排出量の推計値をもって行います。 

しかし、温室効果ガス排出量の推計は、各種統計資料を用いて計算する必要があることから、把握で

きる排出量の情報は約２年遅れのものとなります。そのため、計画の進行管理は、計画に位置づけた主

要な施策の進捗状況を把握することにより行います。温室効果ガス排出量推計の結果などは、ホームペ

ージ等で公開します。 

 

３ 計画の段階的見直し 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの濃度を安定させるためには、長期的に大幅な削減が必要とさ

れていますが、着実な計画の進展を図るため、本計画では目標年次として平成３２（2020）年度を設定

しています。 

また、現時点では具体的な手法が未確定な対策や、技術革新や経済性の向上を待つべき手法もあるこ 

とから、そうした対策・手法については、計画期間中においても進展状況を踏まえて具体化を検討する

ことも必要です。 

そのため、おおむね５年後を目安に、必要に応じて計画の段階的な見直しを行うこととし、平成２９

（2017）年度及び平成３０（2018）年度に中間見直しを行いました。見直しに際しては、小田原市総合

計画、小田原市環境基本計画などの関連計画との整合や小田原市環境審議会などの意見を踏まえて、設

定しました。 

中間見直しにおいて見出した、次期計画に新たに盛り込むべき内容や課題等については、平成３３

（2021）年及び平成３４（2022）年の成果検証期間において精査し、新たな計画策定につなげることと

します。 


