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第 1章 計画策定の背景 

1.1 地球温暖化問題とは 

1.1.1 地球温暖化の仕組み 

地球の気温は、太陽からのエネルギー量と地球からのエネルギーの放射のバランスによって決定づ

けられます。地球の表面には窒素や酸素などの大気が取り巻いており、地球に届いた太陽光は地表で

の反射や輻射熱として最終的に宇宙に放出されますが、大気が存在するために、急激な気温の変化が

緩和されています。もし地球にこれらの大気がなければ、地球の平均気温は-19℃となります。 

産業革命以降、人間社会は化石燃料を 

大量に燃やして使うようになり、二酸化 

炭素などの温室効果ガスが大気中に大量 

に排出されるようになりました。温室効 

果ガスは地表面から放出された熱を吸収 

し、地表面に再放出することから、温室 

効果ガスが増えることで、地表の気温を 

どんどんあたため、気温の上昇を招いて 

います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 地球温暖化の現状と将来予測 

（1）世界 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change）の第 5次評

価報告書では、陸域と海上をあわせた世界平均地上気温は、1880（明治 13）年から 2012（平成 24）

年の期間に 0.85℃上昇しており、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、20 世紀半ば以

降に観測された温暖化の主な要因は人間活動の可能性が極めて高いと報告されました。   

また、同報告書の代表濃度経路シナリオ（RCP:Representative Concentration Pathways）を用い

た将来予測では、全てのシナリオで、21 世紀にわたって世界の平均地上気温は上昇すると予測され

ています。1986（昭和 61）～2005（平成 17）年と比較した 21 世紀末（2081～2100 年）までの気温

は、RCP2.6で 0.3～1.7℃、RCP8.5で 2.6～4.8℃上昇する可能性が高いこと、つまり、どれだけ対策

をとっても世界の平均気温は上昇する可能性が高いこと、そして、温室効果ガスの削減（緩和）とと

もに、これらの影響を軽減するための適応が重要であることを示しています。 

地球温暖化の仕組み 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 
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さらに 2018（平成 30）年 10 月には「1.5℃特別報告書」が公表され、工業化以前の水準よりも約

1℃温暖化させたと推定され、地球温暖化が現在の度合いのまま続けば 2030（令和 12）年から 2052

（令和 34）年の間に 1.5℃に到達する可能性が高いことが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の地上気温の経年変化（年平均） 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

IPCC第 5次報告書での表現の変化 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

1950～2100年までの気温変化（観測と予測） 

出典）IPCC 第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

IPCC第 5次報告書 RCPシナリオ 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 
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（2）日本 

日本の年平均気温は、100年間で 1.21℃上昇していることが確認されています。 

また、気象庁地球温暖化予測情報第 9巻（防災上の意識を高める観点から、地球温暖化が最も進行

した場合を予測）によると、全国平均で 4.5℃、地域によって 3.3～4.9℃上昇すると予測されていま

す。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※細線（黒）は、国内 15 観測地点での年平均気温の基準値からの偏差を平均した値を示している。

太線（青）は偏差の 5 年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）

を示している。基準値は 1981（昭和 56）～2010（平成 22）年の 30 年平均値。 

                        

出典）気象庁「気候変動監視レポート 2018」 

日本の年平均気温偏差の経年変化〔1898（明治 31）～2018（平成 30）年〕 

海面水位の変化観測 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

2100年までの海面水位の変化予測 

出典）IPCC 第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 
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（3）京都府 

京都地方気象台では、気象庁地球温暖化予測情報第 8 巻に基づき、1980（昭和 55）～1999（平成

11）年を「現在気候」、2076（令和 58）～2095（令和 77）年を「将来気候」とし 20 世紀末から 21

世紀末の気候の変化を予測しています。 

京都府における年平均気温と日最高気温・日最低気温について、20世紀末から 21世紀末の変化を

予測しており、 年平均気温、日最高気温、日最低気温のすべてで、21 世紀末には 3℃近くの上昇が

予測され、日最高気温では冬に、日最低気温では秋に上昇が大きくなっています。現在、京都の年平

均気温は平年値が 15.9℃であり、21 世紀末の気温予測の上昇分を加えると、現在の鹿児島の年平均

気温（18.6℃）より高くなるとされています。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平均気温の変化（京都府） 

※棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 

 

出典）京都地方気象台「京都府の気候変動（気温）これから（中程度の温室効果ガスの排出が続く場合）」 

平均気温の変化分布図（京都府） 

※棒グラフは平均の変化量、細縦線は現れやすい年々変動の幅（各地域とも、左：現在気候、右：将来気候）。 

 

出典）気象庁「地球温暖化予測情報 第 9 巻」 

年平均気温の地域別変化量 
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1.1.3 地球温暖化の影響 

地球温暖化によるここ数十年の気候変動は、 

人間の生活や自然の生態系にさまざまな影響を 

与えています。 

たとえば、氷河の融解や海面水位の変化、洪 

水や干ばつなどの影響、陸上や海の生態系への 

影響、食料生産や健康など人間への影響が観測 

され始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 気候変動の影響への適応 

近年、世界各地で気温の上昇などが起こり、大雨の頻度の増加や、農作物の品質低下、動植物の分

布域の変化、熱中症リスクの増加など、気候変動及びその影響が各地で現れており、さらに今後、長

期にわたり拡大するおそれがあります。個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容

易ではありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まる

ことが予測されています。 

出典）京都地方気象台「京都府の気候変動（気温）これから（中程度の温室効果ガスの排出が続く場合）」 

日最高気温の年平均値の変化（京都府） 日最低気温の年平均値の変化（京都府） 

※棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 

気候変動がもたらす影響 

出典）IPCC 第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 
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IPCC の第 5 次評価報告書では、将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナリオをとったとし

ても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて、気候変動の影響のリスクが高くなると予測さ

れています。こうした気候変動に対応するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だ

けではなく、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する「適応」を進める

ことが重要となっています。 

このようなことから、国においては、気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、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ため、2015（平成 27）年 11 月に「気候変動の影響

への適応計画」を策定し、2018（平成 30）年 6 月には、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として「気候変動適応法」を公布〔2018（平成 30）年

12 月施行〕、さらに、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2018(平成

30)年 11月に「気候変動適応計画」を策定しました。 

また、地方公共団体や事業者等の取組をサポートする情報基盤「気候変動適応情報プラットフォー

ム（http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/index.html）」を通して、気候変動の影響や適応に

関する様々な情報が提供されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 地球温暖化対策に関する動向 

1.2.1 国際的動向  

（1）パリ協定 

 2015（平成 27）年 11月 30日から 12月 13日まで、フランス・パリにおいて、国連気候変動枠組条

約第 21回締約国会議（COP21）が行われました。新たな法的枠組みとなる「パリ協定」を含む COP 決

定が採択されました。「パリ協定」の主な内容としては、「世界共通の長期目標として気温上昇を 2℃

未満(1.5度)に抑える」、「今世紀後半に人為的な温室効果ガスの実質排出ゼロを目指す」、「排出量削

減目標を設定し、5年毎に検証・見直し(原則上方修正)を行う」こととしています。 

しかし、IPCCの「1.5℃特別報告書」では、「現状のままでは 2040（令和 22）年代に産業革命以降

の気温上昇が 1.5度に到達してしまうとする」と記載されており、その実現には、2030（令和 12）年

までに 2010(平成 22)年の水準から約 45%減少させ、2050（令和 32）年ごろまでに温室効果ガス排出

を「実質ゼロ」にするよう前倒しを迫っています。今後、各国に排出量の削減強化が求められていま

す。 

出典）環境省資料 

 

 

 

2つの温暖化対策「緩和と適応」 
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（2）持続可能な開発目標（SDGs） 

 2015（平成 27）年 9月 25日から 9月 27日、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開

発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世

界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人間・

地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標をかかげています。この目標が、ミレニアム

開発目標（MDGs）※1の後継でもある「持続可能な開発目標（SDGs）」であり、『誰一人取り残さない』

世界の実現に向けて 17 の目標と 169 のターゲットで構成され、目標の内の一つに「気候変動対策」

が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCPシナリオによる温室効果ガス排出経路 

 

出典）IPCC第 5次評価報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

気温上昇は 1.5℃以下に抑えられるの？ 

出典）IPCC「1.5℃特別報告書」 

全国地球温暖化防止活動推進センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

出典）国際連合広報センター 

 

 

持続可能な開発目標(SDGs) 

 

 

※1 MDGsでは、極度の貧困と飢餓

の撲滅など、2015（平成 27）

年までに達成すべき 8 つの目

標を掲げ、一定の成果をあげ

ました。 
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1.2.2 国内の動向 

（1）日本の約束草案（INDC＝Intended Nationally Determined Contribution） 

国連気候変動枠組条約第 19回締約国会議（COP19）決定により、2020（令和 2）年以降の温室効果

ガス削減目標を含む約束草案について、2015(平成 27)年に開催される国連気候変動枠組条約第 21回

締約国会議（COP21）に先立って提出することが各国に求められました。日本では、2015（平成 27）

年 7 月に地球温暖化対策推進本部を開催し、「日本の約束草案」を決定のうえ国連気候変動枠組条約

事務局に提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）地球温暖化対策計画 

2015（平成 27）年にフランス・パリで開催された COP21 において、全ての国が参加する公平で実

効的な 2020（令和 2）年以降の法的枠組みとして「パリ協定」が採択されたことを受け、2016(平成

28)年 5 月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。本計画は、政府が地球温暖化対策の推

進に関する法律に基づいて策定した国内唯一の地球温暖化に関する総合計画で、温室効果ガスの排出

抑制及び吸収の目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達成のために国、地

方公共団体が講ずべき施策等を示しています。 

 温室効果ガスの排出削減では、中期目標として、「約束草案」に基づき、国内の排出削減・吸収量

の確保により、2030（令和 12）年度に 2013（平成 25）年度比で 26.0％削減〔2005（平成 17）年度

日本の約束草案（2030 年の温室効果ガス削減目標） 

日本の約束草案の概要 

部門別のエネルギー起源 CO2 削減目標 

出典）環境省資料 
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比 25.4％削減〕、長期目標として、2050（令和 32）年度までに 80.0％削減を目指すとしており、温

室効果ガス別の対策・施策を示すことで、この 2030（令和 32）年度目標の達成に向けた道筋を明ら

かにしています。また、2030（令和 32）年度目標の達成に向けて、3段階（①国全体、②温室効果ガ

ス別・部門別、③個々の対策）で進捗管理を厳格に実施し、結果を踏まえて、3年毎に計画の見直し

を検討するとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）政府実行計画 

 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき策定することとされている政府のオフィス等に関す

る温暖化対策の計画である「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行

出典）環境省「地球温暖化対策計画の概要」 

地球温暖化対策計画の概要 
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すべき措置について定める計画（政府実行計画）」が、「地球温暖化対策計画」に即して 2016(平成 28)

年 5 月に閣議決定されました。本計画では 2013（平成 25）年度を基準年として、庁舎等の施設のエ

ネルギー使用・公用車の使用等に伴う温室効果ガスの排出量を政府全体で 2030（令和 12）年度まで

に 40％削減、中間目標として 2020（令和 2）年度までに 10％削減する目標を掲げています。また、

計画期間は 2016（平成 28）年度から 2030（令和 12）年度までとしており、2020（令和 2）年度中に

2021（令和 3）年度以降の計画について見直しを行うこととしています。 

 

（4）長期低炭素ビジョン 

 「地球温暖化対策計画」の閣議決定、「パリ協定」の採択等の国際情勢、国内の状況等を踏まえ、

2017（平成 29）年 3 月、環境省が、技術のみならずライフスタイルや経済社会システムの変革をも

視野に入れた「長期低炭素ビジョン」を策定しました。 

目指す到達点は、「パリ協定を踏まえて 2050（令和 32）年 80％削減を目指す」とし、その実現に

向けた分野ごとの絵姿として、「国民の生活（家庭、自動車）は、 炭素排出ほぼゼロ」、「産業・ビジ

ネスは、脱炭素投資、低炭素型製品・サービス による国内外の市場獲得」、「エネルギー需給（電力）

は、低炭素電源 9 割以上」、「地域・都市は、コンパクト化や 自立分散型エネルギー等の普及」の低

炭素社会のイメージを示しています。また、低炭素社会の実現に向けての主要な施策として、「カー

ボンプライシング（炭素の価格付け）」が挙げられており、カーボンプライシング導入による環境価

値の顕在化に伴う価格構造の変化によって、消費者の低炭素技術・サービス、再生可能エネルギー等

に対する需要が喚起され、また、生産者の低炭素技術開発や無形資産に対する投資意欲を刺激するな

どイノベーションが促進され、気候変動対策と経済成長との両立が図られる可能性があるとしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期低炭素ビジョンの概要 

出典）環境省「長期低炭素ビジョン概要」 
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出典）環境省「長期低炭素ビジョン概要」 

出典）長期低炭素ビジョン＿長期 

大幅削減の絵姿（街のイメージ） 

出典）長期低炭素ビジョン＿長期 

大幅削減の絵姿（家のイメージ） 
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（5）地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」 

政府は、2015（平成 27）年 7月に定めた「約束草案」において、2030（令和 12）年度までに温室

効果ガスの排出量を 2013（平成 25）年度比で 26%削減するとの中期目標を掲げました。この目標の

達成のために必要とされている家庭・業務部門での約 4割、運輸部門での約 3割という大幅な排出削

減を達成するべく、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、

また心豊かで健康かつ快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い選択（COOL CHOICE）」を、国民・行

政・事業者などの様々な主体が一丸となって進めていこうという国民運動です。 

2016（平成 28）年 8月には、「地球温暖化対策のための国民運動実施計画」が策定され、環境省と

関係省庁等との適切な連携・役割分担による実施すべき措置を定める中、様々な主体との連携を図る

「COOL CHOICE推進チーム」などの体制整備、温暖化への危機感を共有するための情報発信、そして

低炭素な暮らしの促進と低炭素マーケットの拡大と創出などの「COOL CHOICE」を旗印とした重層的・

波状的な普及啓発の取組実施が明記されています。また、計画期間としては、2016（平成 28）-2020

（令和 2）年（第 1 期）、2021（令和 3）-2025（令和 7）年（第 2 期）、2026（令和 8）-2030（令和

12）年（第 3期）の 3段階で措置されており、本計画では、第 1期計画としての活動方針が定められ

ています。 

さらに、第 5 次環境基本計画〔2018（平成 30）年 3 月閣議決定〕においても、環境にやさしく健

康で質の高い生活への転換に向けて、地域の活性化や雇用等も含む、人や社会・環境に配慮した消費

行動「倫理的消費（エシカル消費）」などの持続可能なライフスタイルへの理解を促進するため、国

民運動「COOL CHOICE」を展開するとされています。なお、本市も 2016(平成 28)年 7月に本国民運動

に賛同し、市域における COOL CHOICE推進の取組を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）気候変動適応法 

 気候変動を止めるためには、多様な主体が連携・協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要

となっていることから、気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するため、2018(平

成 30)年 6月に「気候変動適応法」が公布され、同年 12月に施行されました。 

本法では、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、国立研

究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、地域気候変動適応

センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提供等の措置を実施することが定められ

ています。 

出典）環境省「COOL CHOICE」

ロゴマーク 

京丹後市「COOL CHOICE」

ロゴマーク 

「COOL CHOICE」の具体的な取組み・アクション（例） ※京丹後市作成 
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（7）気候変動適応計画 

気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合のとれた取組を総合的かつ計画的

に推進するため、気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）第 7 条第 1項に基づき 2018(平成 30)

年 11月に「気候変動適応計画」が閣議決定されました。 

各分野において、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な気候変動適応の推進のため、気候変

動適応に関する施策の基本的方向性、気候変動適応に関する分野別施策（「農業、森林・林業、水産

業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生

活・都市生活」）、気候変動適応に関する基盤的施策について記載されています。 

「気候変動適応法」の概要 

出典）環境省「気候変動適応法の概要」 
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（8）「パリ協定」に基づく「日本の国別削減目標（NDC）」を決定 

 「パリ協定」及び「COP21」決定において、各国は 2020（令和 2）年までに国別削減目標（NDC（自

国が決定する貢献）＝Nationally Determined Contribution）を通報又は更新、及び国連気候変動枠

組条約事務局に提出することが求められています。2020（令和 2）年 3月の地球温暖化対策推進本部

決定では、2015（平成 27）年に提出した約束草案（INDC）で示した現在の地球温暖化対策の水準か

ら、更なる削減努力の追求に向けて「地球温暖化対策計画」の見直し等の検討を開始することを表明

し条約事務局に提出しています。 

 

（9）「地球温暖化対策計画」の見直し議論がスタート 

 環境省では、「パリ協定」で掲げる目標の達成に向けて対策の強化を図るため、「地球温暖化対策計

画」の見直しに向けた議論を 2020（令和 2）年 9月にスタートさせています。 

 

（10）2050（令和 32）年温室効果ガス（二酸化炭素）排出実質ゼロ表明 

パリ協定での「世界の平均気温上昇の幅を 2度未満とする」目標が国際的に広く共有され、また、

IPCCの 1.5℃特別報告書では「2050（令和 32）年までに CO2の実質排出量をゼロにする必要がある」

としています。 

政府は、2020年（令和 2）年 10月に「2050（令和 32）年までに温室効果ガス排出実質ゼロ」とす

ることを表明し、温暖化対策を行うことが産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につな

がるという発想の転換が必要であることにも言及しました。環境省ではこの目標を達成するため、

2050（令和 32）年に温室効果ガス又は二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す意思を表

明した地方自治体を『ゼロカーボンシティ』とし、国内外に広く発信しています。 

「気候変動適応計画」の概要 

 

出典）環境省「気候変動適応計画について」 
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1.2.3 京丹後市での取組経過 

（1）第 1期計画での取組 

2006（平成 18）年 2 月、京丹後市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定。本計画では、

2004（平成 16）年度を基準に 2006（平成 18）年度から 2010（平成 22）年度の 5 年間で、市役所が

行う全事務事業から排出される温室効果ガスを 8.8％（汚水処理事業を含めた場合は 4.0％）以上削

減することを目標に各種取組を実施しました。 

目標年度には基準年度対比 9.9％（汚水処理事業を含めた場合は 9.1％）の削減を達成。これは、

焼却ごみの減少によるものの他、具体的な削減目標を掲げるとともに、その達成に向けて定めた 8

分野 75項目の具体的な取組活動を実践した成果であると考えられます。 

具体的な取組については、職員全体での一斉の取組（始業前・昼休みの一斉消灯、トイレ・廊下・

階段の消灯、照明の間引き点灯、空調機の室温管理、クールビズ/ウォームビズ、ＯＡ機器の省電力

モードの設定等）は十分取り組めている一方で、通常業務に対し追加的に行う取組（照明器具や空調

機フィルターの清掃、空調のこまめな温度切り替え、公用車や重機の清掃・点検、水漏れの点検）や、

個人が意識を持って行う取組（長時間離席時のパソコンモニター電源の遮断、会議資料の少量化、グ

リーン購入）については全体での十分な取組となっていない状況にあります。また省エネ改修・再エ

ネ導入などハード部門については予算を伴う取組であるものの引き続き積極的な検討が求められる

結果となっています。 
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（2）第 2期計画での取組 

2014（平成 26年）年 11月、第 2期計画を策定。本計画では、2012（平成 24）年度を基準に 2013

（平成 26）年度から 2018（平成 30）年度の 5年間で、市役所が行う全事務事業（本計画から指定管

理者施設を含む）から排出される温室効果ガスを 7.0％以上削減することを目標に各種取組を実施し

ました。 

目標年度には基準年度対比 14.0％の削減を達成。これは、第１期計画で定着した省エネ・節電の

取組（昼休み一斉消灯、始業前・夜間残業時の部分消灯、照明の間引き、クールビズ・ウォームビズ、

エコドライブ、ごみ分別の徹底など）の継続実施と併せて、第 2期計画での削減目標達成に向けた施

設区分別での具体的な削減目標の設定と、それらの目標を達成するための 9 分野 54項目からなる具

体的な取組活動を実践してきた結果、各温室効果ガスの排出原因となる活動量が減少した成果と考え

られます。 

さらには、庁舎や学校施設等への再生可能エネルギー発電設備の導入、防犯灯・道路灯の LED 化

〔2014（平成 26）年度〕、市内温泉 3施設への木質バイオマスボイラー導入〔2014・2015（平成 25・

26）年度〕、2006（平成 18）年度からの保育所再編や 2010（平成 22）年度策定の学校再配置基本計

画に基づく小・中学校施設の統廃合、し尿処理量やごみ焼却量の減少、そして、2018（平成 30）年

度の排出量を算定する際の電気事業者別排出係数の低減などが主な削減要因と考えられます。 

 

 

①温室効果ガス排出量の推移 
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②エネルギー使用量の推移 

エネルギー使用量の推移では、2012（平成 24）年度と 2018（平成 30）年度を比較すると、特に灯

油の削減幅が大きく、これは市内温泉 3施設への木質バイオマスボイラー導入及び学校や保育所施設

の統廃合が主な要因と考えられます。 

一方、公用車の走行用燃料として使用するガソリン及び軽油は増加しており、これは公用車の所有

台数が増えたことが要因と考えられます。 

 

  【基準年度】 
2014（H26） 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29） 

【目標年度】 

2012（H24） 2018（H30） 2012対比 

電気［kWh］ 37,484,634 34,496,866 34,599,658 34,429,461 35,477,930 34,881,918 -7% 

灯油［ℓ］ 934,310 705,052 602,441 667,064 599,350 553,801 -41% 

Ａ重油［ℓ］ 865,870 766,135 667,325 677,607 702,412 657,412 -24% 

LPG［㎥］ 120,138 115,133 116,141 107,440 118,105 100,721 -16% 

ｶﾞｿﾘﾝ［ℓ］ 7,852 7,864 2,882 4,957 9,232 5,161 -34% 

軽油［ℓ］ 27,949 41,511 30,026 41,762 23,238 21,311 -24% 

ｶﾞｿﾘﾝ（車両）［ℓ］ 198,013 193,279 200,756 236,589 248,780 239,597 21% 

軽油（車両）［ℓ］ 114,463 139,677 154,732 147,301 131,559 123,887 8% 

 

 

③施設区分別の削減目標に対する取組結果 

施設区分別の削減目標 取組結果 達成状況 

○庁内で使用する電気を 7.5%削減します 28.0 ％減 〇 

○消防署で使用する電気を 1.0%削減します 25.0 ％減 〇 

○商工観光施設で使用する電気を1.0%、灯油を90.0%

削減します 

電気 6.0 ％増 × 

灯油 53.0 ％減 × 

○保健医療福祉施設で使用する電気を 1.0%削減します 9.0 ％減 〇 

○衛生施設で使用する電気及び灯油を 13.5%削減します 11.0 ％減 × 

○上下水道施設で使用する電気を 1.2%削減します 4.0 ％増 × 

○その他施設で使用する電気を 1.0%削減します 40.0 ％減 〇 

○学校施設で使用する電気を 1.8%削減します 20.0 ％減 〇 

○保育所幼稚園で使用する電気を 1.0%削減します 3.0 ％増 × 

○社会文化施設で使用する電気を 1.0%削減します 4.0 ％増 × 

○公用車で使用する燃料を 4.5%削減します 16.0 ％増 × 

〇一般廃棄物の焼却量を 22.2％削減します 12.0 ％減 × 
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第 2章 計画の基本的事項 

2.1 計画の目的 

 本市はこれまで、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 条第 1項

の規定に基づき、京丹後市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の第 1期及び第 2期計画を策定し、

市内最大の事業者としての社会的責任を果たすための排出量削減の目標値を掲げ、市が行う全事務事

業から出る温室効果ガスの排出削減に取り組むとともに、持続可能な低炭素社会実現のため、市民や

事業者に向けた「率先垂範」の活動を示し、市域全体での温暖化対策の取組みを促進してきました。 

今回策定する第 3 期計画（以下、「本計画」という。）では、「パリ協定」、「温対法」や「地球温暖

化対策計画（以下、「温対計画」という。）」に即して、地方公共団体に求められる温室効果ガス排出

削減の 2030（令和 12）年度目標（2013年度対比 40％削減）の達成、更には IPCCの「1.5℃特別報告

書」を踏まえた 2050（令和 32）年二酸化炭素排出実質ゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーの

利活用、省エネルギーや省資源、廃棄物の減量化などの取組の促進、森林の整備・活用による吸収源

対策の強化、温室効果ガスの排出抑制に貢献する最新の技術等の活用に係る調査、検討及び推進、併

せて職員の意識転換の促進などにより、持続可能な脱炭素型地域社会の構築と気候変動への適応、そ

して市役所の経費削減の同時実現を目指します。 

また、「本計画」の推進にあたっては、2020（令和 2）年 3月末に認証を取得した「KES（京都環境

マネジメントシステムスタンダード）・ステップ１」に適合する「京丹後市環境マネジメントシステ

ム」を本計画の PDCA に組み込み、さらには、持続可能な開発目標「SDGs」の考え方も取り入れた活

動を実施していきます。 

なお、事務事業編を策定することで期待される効果は、大きく分けて、以下の「地方公共団体自身

への効果」と「地域全体への効果」の 2つに分けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 計画の位置付け 

「温対法」第 21 条第１項において、市町村は、「温対計画」に即して、“その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

を策定するものとする”とされており、「本計画」は、これに基づき策定するものです。 

「事務事業編」策定による効果の波及イメージ 

出典）地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル 

（本編）Ver.1.0（環境省 2017年 3月） 
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また、「本計画」は、国や京都府の環境及び地球温暖化対策に関する法令や計画とも整合を図り、

「本計画」の上位計画である「第 2 期京丹後市環境基本計画（含 地球温暖化対策実行計画［区域施

策編］）」における地球温暖化対策に関する分野の望ましい環境像を実現するためのアクションプラン

として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 計画の期間 

「本計画」の期間は、2020（令和 2）年度から 2024（令和 6）年度までの 5年間とします。 

なお、計画推進にあたっては、社会情勢の変化への対応や国及び京都府との連携が必要であること

から、必要に応じて計画内容を見直します。また、地球温暖化対策は、中・長期的な展望が必要であ

ることから、「温対計画」にあわせて、中期〔2030（令和 12）年度〕及び長期〔2050（令和 32）年度〕

目標も設定し計画を推進します。 

 

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ・・・ 2050 

第 3期京丹後市地球

温暖化対策実行計

画（事務事業編） 

 

 

    

 

目標 

（短期） 

      

 

目標 

（中期） 

  

 

目標 

（長期） 

京丹後市第 2次総合計画 

基本計画 

京丹後市まちづくり基本条例 

第2期京丹後市環境基本計画 

（含 地球温暖化対策実行計画［区域施策編］） 

京丹後市美しいふるさと 

づくり条例 

【連携計画等】 

・京丹後市環境マネジメントマニュアル（KES・ステップ1） 

・京丹後市再生可能エネルギー導入の促進に関する基本的な 

方針 

・京丹後市一般廃棄物処理基本計画 

・京丹後市水洗化計画 

・京丹後市森林整備計画 

・京丹後市公共施設等総合管理計画 

第3期京丹後市地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

環境基本法 

第 5次環境基本計画 

京都府環境を守り育てる条例 

新京都府環境基本計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

地球温暖化対策計画 

政府実行計画 

気候変動適応法 

気候変動適応計画 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に 

関する法律（フロン排出抑制法） 

京都府地球温暖化対策条例 

京都府地球温暖化対策推進計画 

府庁の省エネ・創エネ実行プラン 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（省エネ法） 



24 

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ・・・ 2050 

京丹後市地球温暖

化対策実行計画（区

域施策編） 

 

 

    

 

目標 

(短期) 

      

 

目標 

（中期） 

  

 

目標 

（長期） 

第 2期京丹後市環境

基本計画 

 

 

    

 

目標 

  

 

 

      

 

2.4 基準年度 

「本計画」の基準年度は、「温対計画」及び「京丹後市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」で

の温室効果ガス排出削減目標の基準年度と整合を図り、2013（平成 25）年度とします。 

 

2.5 計画の対象範囲 

「本計画」の対象範囲は、原則、2020（令和 2）年 4月 1日時点で本市が行う全ての事務事業、本

市の事務事業を行う全ての組織、本市が所有する全ての施設とします。ただし、他に貸与することを

設置目的とする、市が貸付けて市以外の者が管理する、エネルギー使用量の把握が困難、また休眠施

設やエネルギー・資源利用がない施設は除外します。（対象施設は「資料編」に記載） 

 

2.6 対象とする温室効果ガスの種類 

「本計画」で算定対象とする温室効果ガスの種類は、「温対法」第 2 条第 3項で定める 7 種類のう

ち、二酸化炭素（CO2）、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の 4

種類とします。 

 

※地球温暖化係数は、各温室効果ガスが地球温暖化をもたらす効果の程度を二酸化炭素を基準に比で表したもので、「地球温暖化対

策の推進に関する法律施行令」第 4条による。 

ガスの種類 人為的な発生源 本計画算定対象 地球温暖化係数※ 

二酸化炭素（CO2） 

産業、民生、運輸部門などにおける燃

料の燃焼に伴うものが全体の 9 割以

上を占め、温暖化への影響が大きい 

・ガソリン、灯油、軽油、A重油、

LPGの使用量 

・電気使用量 

・一般廃棄物焼却のうち廃プラス

チックの焼却量 

1 

メタン(CH4) 

稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門

から出るものが半分を占め、廃棄物の

埋立からも 2～3 割を占めるほか、自

動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物

の焼却からも排出される。 

・自動車の走行距離 

・一般廃棄物の焼却量 

・下水処理量、汚泥焼却量、し尿

処理量 

25 

一 酸 化 二 窒 素

(N2O) 

燃料の燃焼に伴うものが半分以上を

占めるが、工業プロセスや農業活動か

らの排出もある 

・自動車の走行距離 

・一般廃棄物の焼却量 

・下水処理量、汚泥焼却量、し尿

処理量 

298 

ハイドロフルオロ 

カーボン類（HFC） 

エアゾール製品の噴射剤、カーエアコ

ンや冷蔵庫の冷媒、断熱発泡剤などに

使用 

・カーエアコン使用時の排出量 12～14,800 
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第 3章 温室効果ガス排出量の現状 

3.1 温室効果ガス排出量の算定方法 

「本計画」における温室効果ガス排出量の算定は、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン

〔2017（平成 29）年 3月、環境省〕」に基づき行います。 

 各温室効果ガスの排出量は、「温対法」施行令第 3条第 1 項の各号に基づき、温室効果ガスを排出

する原因活動の区分ごとに排出量を算定し、これを合算することにより算定します。原因活動の区分

ごとの排出量は、当該活動の量（エネルギー使用量等）に活動量あたりに排出されるガスの量（排出

係数）を乗じることにより算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス総排出量は、温対法第 2条第 5項に定められているとおり、温室効果ガスの物質ごと

に温対法施行令で定める方法により算定される排出量に、当該物質の地球温暖化係数を乗じ、それら

を合計することにより算定します。 

つまり、二酸化炭素（CO2）の排出量に CO2の地球温暖化係数（＝1）を乗じたものと、メタン（CH4）

や一酸化二窒素（N2O）については地球温暖化係数（CH4＝25、N2O＝298）を各ガス別の排出量に乗じ

て CO2排出量に換算したものとを合算することで求めます。 

 

 

 

 

 

■温室効果ガス排出量（tCO2）   ＝ 各ガス別排出量（t） × 地球温暖化係数（GWP）※4 

■温室効果ガス総排出量 ＝ 各温室効果ガス排出量の合計値 

※4GWP(Global Warming Potential)：温室効果ガスごとの地球温暖化をもたらす程度の CO₂との比較値 

（CO2＝1、CH4＝25、N2O＝298） 

≪温室効果ガス別排出量の算定≫ 

CO2排出量（電気）   ＝ 各原因活動の区分別活動量 × 各電気事業者別排出係数※1 

CO2排出量（電気以外） ＝ 各原因活動の区分別活動量 × 各種燃料別の排出係数※2 × 44/12※3 

その他の温室効果ガス排出量（CH4、N2O等） ＝ 各原因活動の区分別活動量 × 各ガス別排出係数 

※1毎年告示（改正）される温対法施行令第 3条第 1項第 1号ロの規定に基づく環境大臣及び経済産業大臣の

告示に基づく基礎排出係数。基礎排出係数は、電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電に伴

う燃料の燃焼に伴って排出された二酸化炭素の量〔基礎二酸化炭素排出量（t-CO2）〕を、当該電気事業者

が供給（小売り）した電力量〔販売電力量（kWh）〕で除して算出する。本市における電気事業者の各年度

の基礎排出係数の推移は次のとおり。 

【関西電力株式会社】 

平成 25（2013）年度：0.000514／平成 26（2014）年度：0.000522／平成 27（2015）年度：0.000531 

平成 28（2016）年度：0.000509／平成 29（2017）年度：0.000509／平成 30（2018）年度：0.000435 

※2「各種燃料種別の排出係数」は、各種燃料の単位発熱量×炭素排出係数を乗じたもの 

※3「44/12」は、二酸化炭素分子 1個の炭素原子 1個に対する重量の比を表し、燃料中の炭素原子 1個につ

き二酸化炭素分子 1個が発生するという比例関係を踏まえ、炭素の量を基に二酸化炭素の量を割り戻すた

めに 44/12を乗じる 
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3.2 温室効果ガス排出量 

3.2.1 基準年度及び現況年度における温室効果ガス総排出量 

本市の温室効果ガスの総排出量は、基準年度の 2013（平成 25）年度が 32,729t-CO2となっており、

現況年度の 2018（平成 30）年度の 27,037t-CO2と比較すると、5,692t-CO2（17%）減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 ガス別の温室効果ガス排出量 

2013（平成 25）年度及び 2018（平成 30）年度ともに、温室効果ガスのうち、二酸化炭素（CO2）

の排出量が 95％以上を占めています。 

その他は、一酸化二窒素（N2O）が約 4％、メタン（CH4）とハイドロフルオロカーボン（HFC）に

おいては 1％に満たない排出構成となっています。 

 部門 

【基準年度】 

2013（H25）年度 

(t-CO2) 

【現況年度】 

2018（H30）年度 

(t-CO2) 

差引 

(t-CO2) 

庁舎 1,296 905 △ 391 

商工・観光 3,029 2,102 △ 927 

保福・医療 4,359 3,930 △ 429 

衛生 13,358 11,048 △ 2,310 

上下水道 5,724 5,094 △ 630 

その他 693 381 △ 312 

学校 2,378 1,718 △ 660 

保育所 568 497 △ 71 

社会・文化 505 451 △54 

公用車 819 911 92 

計 32,729 27,037 △ 5,692 
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■2013（平成 25）年度【基準年度】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2018（平成 30）年度【現況年度】 

※「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令（H27.3.27 閣議決定）」により、HFC の温暖化

係数が 2013（平成 25）年度と異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス 排出量 温暖化係数 
CO2換算後排出量 

（t-CO2/年） 

排出割合 

（％） 

二酸化炭素 （CO2） 31,441.67 1 31,441 96.1% 

メタン （CH4） 5.874 21 123 0.4% 

一酸化二窒素 （N2O） 3.744 310 1,161 3.5% 

ハイドロフルオロカーボン （HFC） 0.003 1,300 4 0.0% 

計 － － 32,729 100.0 

温室効果ガス 排出量 温暖化係数 
CO2換算後排出量 

（t-CO2/年） 

排出割合 

（％） 

二酸化炭素 （CO2） 25,890.99 1 25,891 95.8% 

メタン （CH4） 4.168 25 104 0.4% 

一酸化二窒素 （N2O） 3.479 298 1,037 3.8% 

ハイドロフルオロカーボン （HFC） 0.004 1,430※ 5 0.0% 

計 － － 27,037 100.0 
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3.2.3 部門別の温室効果ガス排出量 

2013（平成 25）年度及び 2018（平成 30）年度ともに、部門別の排出量では、公用車部門でわずか

に増加していますが、それ以外の全部門において減少しています。 

部門別で見ると、ごみ処理施設やし尿処理施設を有する衛生部門からの排出量が多く、市全体の約

40％を占めており、これに上下水道部門を合わせると、市全体の約 60％を占めています。次いで、

大規模な病院施設を含む保福・医療部門からの排出も多く、市全体の約 15％を占めています。また、

衛生部門では、一酸化二窒素の排出量が突出していますが、これは 3か所の衛生センター施設でのし

尿処理に由来するものです。 

単一の施設で見てみると、廃プラスチックを含む一般廃棄物の焼却事業を担う峰山クリーンセンタ

ーからの排出量が群を抜いています。 

 

■2013（平成 25）年度【基準年度】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 
二酸化炭素 

（CO2） 

メタン 

（CH4） 

一酸化二窒素 

（N2O） 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ 

ｶｰﾎﾞﾝ（HFC） 
計 

割合 

（％） 

庁舎 1,296 0 0 0 1,296 4.0 

商工・観光 3,013 6 10 0 3,029 9.3 

保福・医療 4,333 5 21 0 4,359 13.3 

衛生 12,354 34 970 0 13,358 40.8 

上下水道 5,562 44 118 0 5,724 17.5 

その他 693 0 0 0 693 2.1 

学校 2,339 25 14 0 2,378 7.3 

保育所 555 8 5 0 568 1.7 

社会・文化 505 0 0 0 505 1.5 

公用車 791 1 23 4 819 2.5 

計 31,441 123 1,161 4 32,729 100.0 

（ｔ-CO2） 
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■2018（平成 30）年度【現況年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2.4 要因別の温室効果ガス排出量 

2013（平成 25）年度及び 2018（平成 30）年度ともに、要因別の排出量では、各施設での電気使用

に伴うものが約 60％、次いでごみ焼却施設での廃プラスチックの焼却によるものが約 20％と、全体

の排出量の約 8割近くを占めています。 

その他の要因としては、庁舎等施設の空調や温泉施設のボイラー、学校施設のストーブ稼働に伴う

灯油や A重油の燃焼、庁舎施設等での給湯に用いるプロパンガスの使用、公用車の走行に用いるガソ

リンや軽油の燃焼、し尿処理施設での汚泥焼却、また、下水やし尿処理施設での汚水処理に伴う排出

が多くなっています。 

 

部門 
二酸化炭素 

（CO2） 

メタン 

（CH4） 

一酸化二窒素 

（N2O） 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ 

ｶｰﾎﾞﾝ（HFC） 
計 

割合 

（％） 

庁舎 905 0 0 0 905 3.3 

商工・観光 2,097 3 2 0 2,102 7.8 

保福・医療 3,921 0 9 0 3,930 14.5 

衛生 10,143 38 867 0 11,048 40.9 

上下水道 4,904 60 130 0 5,094 18.8 

その他 381 0 0 0 381 1.4 

学校 1,718 0 0 0 1,718 6.4 

保育所 494 2 1 0 497 1.8 

社会・文化 451 0 0 0 451 1.7 

公用車 877 1 28 5 911 3.4 

計 25,891 104 1,037 5 27,037 100.0 
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■2013（平成 25）年度【基準年度】 

 ※端数処理の関係上、小計及び合計が一致しない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出要因 庁舎 
商工 

観光 

保福 

医療 
衛生 

上下 

水道 
その他 学校 保育所 

社会 

文化 
公用車 小計 

割合 

（％） 

■エネルギー起源（t-OC2） 

電気 1,077 1,764 2,999 3,760 5,560 662 1,594 481 483 0 18,380 56.2 

ＬＰＧ 16 115 127 1 1 25 233 60 2 0 579 1.8 

ガソリン 0 15 0 0 0 0 1 0 0 433 450 1.4 

軽油 0 23 0 38 0 0 0 0 0 358 420 1.3 

灯油 174 932 265 177 0 0 510 15 10 0 2,089 6.4 

A重油 30 165 942 1,036 0 0 0 0 9 0 2,183 6.7 

■非エネルギー起源（t-OC2） 

一般焼却 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0.9 

廃プラ焼却 0 0 0 7,341 0 0 0 0 0 0 7,341 22.4 

汚泥焼却 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 653 2.0 

汚水処理 0 10 7 45 163 0 39 12 0 0 277 0.8 

農耕 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0.0 

笑気ガス 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0.1 

公用車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0.1 

小計 1,296 3,029 4,359 13,358 5,724 693 2,378 568 505 819   

合計 32,729t-CO2  
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■2018（平成 30）年度【現況年度】 

※端数処理の関係上、小計及び合計が一致しない場合があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出要因 庁舎 
商工 

観光 

保福 

医療 
衛生 

上下 

水道 
その他 学校 保育所 

社会 

文化 
公用車 小計 

割合 

（％） 

■エネルギー起源（t-OC2） 

電気 740 1,387 2,685 3,066 4,903 365 1,174 420 434 0 15,174 56.1 

ＬＰＧ 14 85 169 1 1 13 187 67 6 0 544 2.0 

ガソリン 0 10 0 0 0 0 1 0 0 556 568 2.1 

軽油 0 3 0 52 0 0 0 0 0 320 375 1.4 

灯油 152 477 214 161 0 3 355 7 10 0 1,379 5.1 

A重油 0 135 852 794 0 0 0 0 0 0 1,781 6.6 

■非エネルギー起源（t-OC2） 

一般焼却 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 260 1.0 

廃プラ焼却 0 0 0 6,070 0 0 0 0 0 0 6,070 22.5 

汚泥焼却 0 0 0 596 0 0 0 0 0 0 596 2.2 

汚水処理 0 5 0 48 190 0 0 3 0 0 246 0.9 

農耕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

笑気ガス 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 

公用車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0.1 

小計 905 2102 3,930 11,048 5,094 381 1,718 497 451 911   

合計 27,037t-CO2  
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3.2.5 エネルギー使用量の推移 

エネルギー使用量の推移では、2013（平成 25）年度と 2018（平成 30）年度を比較すると、全体的

には減少していますが、公用車の走行用燃料として使用するガソリンのみ増加している結果となって

います。これは、所有する公用車台数の増加が主な要因と考えられます。 

 

  【基準年度】 

2013（H25）年度 

【現況年度】 

2018（H30）年度 

使用料 使用料 2013年度対比 

電気［kWh］ 35,758,729 34,881,918 -2% 

灯油［ℓ］ 860,401 553,801 -36% 

Ａ重油［ℓ］ 805,518 657,412 -18% 

LPG［㎥］ 124,904 100,721 -19% 

ｶﾞｿﾘﾝ［ℓ］ 7,212 5,161 -28% 

軽油［ℓ］ 24,480 21,311 -13% 

ｶﾞｿﾘﾝ（車両）［ℓ］ 186,471 239,597 28% 

軽油（車両）［ℓ］ 138,434 123,887 -11% 

 

 

3.2.6 再生可能エネルギーの利活用 

市有施設での太陽光発電や木質バイオマス活用による温室効果ガスの排出削減量は、2018（平成

30）年度は 674 t-CO2/年となっており、2013（平成 25）年度と比較すると 646t-CO2増加していま

す。この削減量は、2018（平成 30）年度に本市役所の事務事業から排出された温室効果ガス

27,037t-CO2の 2.4％に当たります。 
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第 4章 温室効果ガス排出量の削減目標 

4.1 温室効果ガス削減目標設定の考え方 

「温対計画」では、2030（令和 12）年度に 2013（平成 25）年度比で温室効果ガスの排出量を 26％

削減するとの中期目標について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標の達

成に向けた道筋を付けるとともに、長期的目標として 2050（令和 32）年までに 80％の排出削減を目

指すとしています。 

本市においても、「温対計画」との整合を図るため、2013（平成 25）年度を基準年度として、本計

画期間の最終年度となる 2024（令和 6）年度までを短期、2030（令和 12）年度までを中期とする温

室効果ガスの削減目標を設定するとともに、2050（令和 32）年二酸化炭素排出実質ゼロを目指す長

期目標を設定します。 

本市の削減目標については、「温対計画」における目標を念頭に置き、同計画で地方公共団体を含

む「業務その他部門」に求められる温室効果ガス排出削減の 2030（令和 12）年度目標〔2013（平成

25）年度対比 40％削減〕、更には 2050（令和 32）年度 80％削減〔2013（平成 25）年度対比〕の目標

の達成に向け、「温対計画」に基づく施策並びに、本市「第 1期・第 2期地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」期間に定着した従前からの取組みを継続していくことはもとより、2020（令和 2）年 3

月末に認証を取得した KES・環境マネジメントシステムに基づく本市の環境マネジメント活動や 2015

（平成 27）年度に市として賛同を宣言した国民運動「COOL CHOICE」の推進、また、今後想定される

公共施設における設備・機器の高効率化や運用改善といった市独自の施策も踏まえた温室効果ガスの

削減量を推計し設定します。 

また、2019（平成 31）年 3月に策定した本市「第 2期環境基本計画（含 地球温暖化対策実行計

画［区域施策編］）」における温室効果ガスの削減目標〔2013（平成 25）年度を基準に 2024（令和 6）

年度に 22％、2030（令和 12）年度に 40％、2050（令和 32）年度に 70％（参考値）削減する〕との

整合、さらには、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で規定する「特定事業者」の

指定を受ける事業所として、燃料や電力などのエネルギー使用量について、「原単位で年平均 1％以

上削減」する努力義務との整合も図ります。 

なお、現在、見直し作業が進められている「温対計画」及び本市の 2050 年二酸化炭素排出実質ゼ

ロ目標との整合を図るため、今後、本市地球温暖化対策実行計画の区域施策編及び本事務事業編の削

減目標や取組内容等を見直す予定としています。 

 

4.2 温室効果ガス削減量の設定 

4.2.1 目標年度における削減量の設定 

■短期目標：2024（令和 6）年度の削減量 

削減項目 
設定削減量 

（t-CO2） 
削減量算定の考え方 

①2018（平成 30）年度までの削

減実績分 
▲5,692 

○2018（平成 30）年度と基準〔2013（平成 25）〕年度の排出量を対比

し削減量を算定 

②電気の使用（照明の LED 化） ▲1,593 

○オフィスビル等での照明電気の使用割合：30％（環境省） 

○LED化による省エネ率：約 67％（環境省） 

⇒LED等高効率照明のストック割合を 2030（令和 12）年度対比で 
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削減項目 
設定削減量 

（t-CO2） 
削減量算定の考え方 

  

50％とし、これを踏まえた LED化の省エネ率を 35％と仮定。 

※日本再生戦略〔2012（平成 24）.7.31 閣議決定〕：2020（令 和 2）

年、公的設備や施設への LED等の導入率 100％の達成方針。 

※新成長戦略・エネルギー基本計画〔2010（平成 22）.6.18閣議決定〕：

LEDや有機 EL等の次世代照明を 2020（令和 2）年にフローで 100％、

2030（令和 12）年にストックで 100％を目指す。 

※温対計画〔2016（平成 28）.5.13閣議決定）：業務その他部門で、

2030（令和 12）年にストックで 100％を目指す。 

※電気事業者別排出係数：0.000435t-CO2〔2018（平成 30）年度、関

西電力㈱〕 

③電気の使用（照明除く電気機

器等の高効率化・運用改善、

COOL CHOICE 推進、再エネ活用） 

▲1,062 

○第 1・第 2期計画での取組継続、環境マネジメントマニュアルに基

づく取組との整合。△2％/年×5年＝△10％ 

※電気事業者別排出係数：0.000435t-CO2〔2018（平成 30）年度、関

西電力㈱〕 

④公用車の走行（次世代自動車

の導入、エコドライブの徹底） 
▲173 

○温対計画で示す自動車燃費の目標値（以下）を採用 

2013（平成 25）年（14.6km/L）⇒2024（令和 6）年（18.5km/L） 

⑤一般廃棄物の焼却 ▲633 ○一般廃棄物処理基本計画、基幹的設備改良工事 

⑥し尿処理 26 ○原課推計 

⑦下水処理 518 ○原課推計 

計 ▲8,609  

基準年度：2013（H25） 

対比（削減率） 
▲26％  

 

■中期目標：2030（令和 12）年度の削減量 

削減項目 
設定削減量 

（t-CO2） 
削減量算定の考え方 

①2018（平成 30）年度までの削

減実績分 
▲5,692 

○2018（平成 30）年度と基準〔2013（平成 25）〕年度の排出量を対比

し削減量を算定 

②電気の使用（照明の LED 化） ▲3,391 

○オフィスビル等での照明電気の使用割合：30％（環境省） 

○LED化による省エネ率：約 67％（環境省） 

⇒LED等高効率照明のストック割合を 100％とし、これを踏ま 

えた LED化の省エネ率を 70％と仮定。 

※日本再生戦略〔2012（平成 24）.7.31 閣議決定〕：2020（令 和 2）

年、公的設備や施設への LED等の導入率 100％の達成方針。 

※新成長戦略・エネルギー基本計画〔2010（平成 22）.6.18閣議決定〕：

LEDや有機 EL等の次世代照明を 2020（令和 2）年に 

にフローで 100％、2030年にストックで 100％を目指す。 

※温対計画〔2016（平成 28）.5.13閣議決定）：業務その他部門で、

2030（令和 12）年にストックで 100％を目指す。 

※電気事業者別排出係数：0.00037t-CO2（温対計画、2030（令和 12）

年度における国のエネルギーミックスの考え方を考慮した数値） 

③電気の使用（照明除く電気機

器等の高効率化・運用改善、

COOL CHOICE 推進、再エネ活用） 

▲3,575 

○第 1・第 2期計画での取組継続、環境マネジメントマニュアルに基

づく取組との整合。△2％/年×11年＝△22％ 

※電気事業者別排出係数：0.00037t-CO2（温対計画、2030（令和 12）

年度における国のエネルギーミックスの考え方を考慮した数値） 

④公用車の走行（次世代自動車

の導入、エコドライブの徹底） 
▲337 

○温対計画で示す自動車燃費の目標値（以下）を採用 

2013（平成 25）年（14.6km/L）⇒2030（令和 12）年（24.8km/L） 

⑤一般廃棄物の焼却 ▲1,234 ○一般廃棄物処理基本計画、基幹的設備改良工事 

⑥し尿処理 47 ○原課推計 

⑦下水処理 1,123 ○原課推計 

計 ▲13,059   

基準年度：2013（H25） 

対比（削減率） 
▲40％  
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4.3 温室効果ガス削減目標 

4.3.1 削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 各部門別の削減目標 

部門 

【基準年度】 

2013(H25)年度 

【現況年度】 

2018(H30)年度 

【短期目標】 

2024(R6)年度 

【中期目標】 

2030(R12)年度 

温室効果ガス 

排出量 

(t-CO2) 

温室効果ガス 

排出量 

(t-CO2) 

温室効果ガス 

排出量 

(t-CO2) 

削減率 

(2013年度比) 

温室効果ガス 

排出量 

(t-CO2) 

削減率 

(2013年度比) 

庁舎 1,296 905 776 -14.3% 566 -37.5% 

商工・観光 3,029 2,102 1,860 -11.5% 1,465 -30.3% 

保福・医療 4,359 3,930 3,460 -12.0% 2,697 -31.4% 

衛生 13,358 11,048 9,904 -10.3% 8,454 -23.5% 

上下水道 5,724 5,094 4,754 -6.7% 3,966 -22.1% 

その他 693 381 317 -16.8% 214 -44.0% 

学校 2,378 1,718 1,512 -12.0% 1,179 -31.4% 

保育所 568 497 424 -14.8% 304 -38.8% 

社会・文化 505 451 375 -16.9% 251 -44.2% 

公用車 819 911 738 -19.0% 574 -55.0%  

合計 32,729 27,037 24,120 －26％ 19,670 －40％  

本市の事務事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を 2013（平成 25）年度を基準とし、2024（令

和 6）年度までに 26％、2030（令和 12）年度までに 40％削減します。更に、2050（令和 32）年

二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指します。 
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第 5章 京丹後市における地球温暖化対策の方向性 

 

本市の第 2期環境基本計画、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における地球温暖化対策の方

向性を以下のとおり示します。 

 

5.1 取組目標 

 

 

 

5.2 目指す将来像 

まち 人、自然と都市機能が調和し、災害にも強い強靭なまちが誕生しています。 

ひと 「環境共生の文化と価値観」が育まれ、常態化する意識転換が起きています。 

くらし 新たな価値観の醸成や技術の進展により、健康で豊かな暮らしが実現しています。 

事業所 環境と経済が共生・好循環し、企業価値の向上と防災意識の高い活動が営まれています。 

市役所 環境配慮の取組を率先垂範並びに支援し、住民福祉の向上に努めています。 

 

5.3 環境ターゲット 

➤ 緩和策：「地球温暖化」の防止活動に取り組みましょう。 

➤ 適応策：「気候変動」に適応する地域づくりを進めましょう。 

 

5.4 重点施策 

 ● 庁舎やその他の公有財産に係る省エネ等エネルギー利用の高効率化 

● 再生可能エネルギーの導入促進 

● 気候変動に適応した環境配慮型の社会基盤整備 

● クールチョイスの推進（温室効果ガスを抑制する社会形成） 

 

5.5 行動指針 

● エネルギー使用から出る温室効果ガス排出量に関心を持ちましょう。 

● 機器や道具も地球環境に負荷を与えることを理解しましょう。 

● 省エネのほか、居住地の地形や防災情報を意識しましょう。 

● 脱炭素への配慮が、環境への配慮に繋がります。 

 

5.6 他の本市行政計画等との連携 

項目 2024年度目標 計画名 

温室効果ガス削減（公共施設／市域）の状況 22%（2013年度対比） 地球温暖化対策実行計画 

行政手続等のオンライン化の状況 15類型 総合計画 

長時間労働者数の状況 0人 総合計画 

脱炭素型地域社会の構築と気候変動への適応 
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項目 2024年度目標 計画種別 

農林水産物の品種適応の状況 各種随時 計画なし 

市立小中学校の普通教室の空調化 小 100%／中 100% 教育振興計画 

浸水対策･既存インフラの維持管理･点検の状況 100% 総合計画 

災害時応援協定締結の状況 80団体 地域防災計画 

自主防災組織の構成状況 225行政区 地域防災計画 

 

5.7 持続可能な開発目標（SDGs）との協調 

 SDGsの 17ゴール（目標）のうち、本計画に関連する以下のゴールを考慮して計画を推進していく

とともに、他のゴールとの関連についても考慮していきます。 

 

 ■エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

手ごろな価格で、信頼できる持続可能な現代的エネルギーをすべて

の人が利用できるようにする。 

 ■住み続けられるまちづくりを 

都市を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすること。 

 ■つくる責任つかう責任 

 持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 

 ■気候変動に具体的な対策を 

 気候変動とその影響に取り組むため、緊急の対策を取る。 

 ■海の豊かさを守ろう 

世界の海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 

 ■陸の豊かさも守ろう 

 持続可能な形で森林を管理し、砂漠化に対処し、土地の劣化を食い

止め、逆転させるとともに、生物多様性の損失に歯止めをかける。 

 ■パートナーシップで目標を達成しよう 

 持続可能な開発のためのグローバルなパートナーシップを活性化す

る。 

出典）国際連合広報センター 
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第 6章 本計画における温室効果ガス削減目標の達成に向けた取組 

本市の第 2期環境基本計画、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における地球温暖化対策の方

向性を踏まえ、「本計画」における削減目標の達成に向けた対策及び取組項目を以下のとおり設定し

ます。 

 

6.1 取組の体系 

＜対策 1＞ 省エネルギーの推進 

 （1）電気使用量の削減 ○ 

（2）燃料使用量の削減 ○ 

＜対策 2＞ 再生可能エネルギーの導入・活用 

 （1）再生可能エネルギーの導入拡大・効果的活用 ○ 

＜対策 3＞ 公用車による負荷の低減 

 （1）公用車の適正使用・管理 ○ 

＜対策 4＞ 廃棄物の発生抑制、省資源・リサイクルの推進 

 （1）4R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進 ○ 

（2）用紙類使用量の削減 ● 

（3）水道使用量の削減 ● 

＜対策 5＞ グリーン購入・環境配慮契約の推進 

 （1）グリーン購入に関する取組み ● 

 （2）環境配慮契約法に基づくグリーン契約に関する取組み ● 

＜対策 6＞ フロン類使用製品の適正管理 

 （1）フロン類の漏えい防止、ノンフロン等製品の選択 ● 

＜対策 7＞ 環境マネジメントシステムの運用 

 （1）環境改善活動の実行・管理 ○ 

＜対策 8＞ 施設・設備や機器等の高効率化、新技術等の調査・検討及び推進 

 （1）施設・設備や機器等の新設・改修（更新）に関する取組み ○ 

 （2）次世代自動車の導入推進 ○ 

 （3）新技術等の活用に係る調査・検討の実施及び推進 ● 

＜対策 9＞ 環境負荷の低減に資するその他の取組み 

 （1）温室効果ガス吸収作用の保全及び強化 ● 

 （2）市主催イベント等開催時の環境配慮 ● 

＜対策 10＞ 職員の意識啓発・率先垂範 

 （1）職員研修や意識啓発の取組み ● 

※本計画の温室効果ガス削減目標達成への関与：○⇒直接的 ●⇒間接的 
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6.2 具体的な取組内容 

＜対策 1＞ 省エネルギーの推進 
SDGs 

協調 

 

  

(1)電気使用量の削減 

（照明） 

 昼休み（12：00～13：00）は、窓口など業務に必要な場所を除き、原則的に全て消灯します。 

 始業前、始業後及び夜間残業時は、不要照明の消灯を徹底します。 

 トイレ、通路や階段などの共有部分では、特段の支障が無い限り日中の点灯を控えます。 

 コピー（印刷）室、会議室や給湯室等は、使用時のみ点灯し、退室時には必ず消灯します。 

 オフィスなどでの必要な照度を確保したうえで、照明の間引き点灯を行います。 

 照明器具の定期的な清掃を行います。 

（OA機器） 

 パソコンは省電力モードに設定し、離席や外出で一定時間使用しない場合は、ディスプレイやパ

ソコン本体の電源を切ることを徹底します。 

 コピー機やその他 OA 機器は、節電・待機モードの設定を徹底します。 

 退庁時や長期不在時は、できる限り機器の主電源を切り待機電力消費の削減を図ります。 

（空調） 

 適正な室内温度の目安として、夏季は 28℃、冬季は 19℃となるよう空調管理に努めます。 

 夏季はクールビズ（ノーネクタイ、ノー上着、ポロシャツなど）、冬季はウォームビズ（膝掛け、

重ね着、レッグウォーマーなど）をするなどして、適正な室内温度の励行に努めます。 

 空調設備の使用抑制、吹き出し口の開放、使用時間の抑制など、空調使用の適正管理に努めます。 

 早朝の冷外気取り入れによる冷房負荷の低減を図ります。 

 ブラインドやカーテンを上手く活用し、空調負荷の低減を図ります。 

 業務用のエアコンについて、機器の定格出力に応じて定期点検を実施するとともに、3 ヶ月に 1

回以上の簡易点検を実施します。 

（冷蔵・冷凍庫等） 

 庫内には必要な物のみを入れて整理し、詰め込み過ぎないよう、また、ドアの開閉時間が極力少

なくするよう努めます。 

 業務用の冷凍・冷蔵庫について、機器の定格出力に応じて定期点検を実施するとともに、3ヶ月

に 1回以上の簡易点検を実施します。 

（機械設備） 

 温水洗浄便座は、季節ごとに温水と便座温度の調整を行います。 

 階段の使用を心掛け、エレベーターの使用を控えます。 

 庁舎等施設の最大需要電力（デマンド値）を監視する「デマンド監視システム」を活用し、使用

電力のピークカットを行うとともに、電力使用の実態把握に努めます。 
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(2)燃料使用量の削減 

 室内温度を夏季 28℃以上、冬季 19℃以下に抑えるよう空調管理に努めます。 

 ガスコンロやガス湯沸かし器を使用する際は、沸かし過ぎや適切な給湯温度の設定に留意します。 

 こまめに止水し、お湯の無駄遣いの抑制に努めます。 

 調理器具は、余分な水分を拭き取ってから使用します。 

 ストーブ等の暖房器具について、不在時や不要箇所での使用を抑制します。 

 需要に見合った運転や熱損失の防止を図るなど、ボイラー等運転の適正管理を行います。また、

木質チップ利用による化石燃料使用量の削減に努めます。 

 場内重機の定期的な清掃と点検を徹底します。 

 

 

＜対策 2＞  再生可能エネルギー等の導入・活用 
SDGs 
協調 

 

 

 (1)再生可能エネルギー等の導入拡大・効果的活用 

 施設の新設や改修にあたっては、屋根や空スペースを活用して太陽光発電設備を設置するなど、

再生可能エネルギーの導入拡大に努めます。 

 設備や機器の導入や更新の際は、トップランナー基準（※コラム 2参照）をクリアしたエネルギ

ー効率の高い LED照明や空調設備を導入し、施設の省エネルギー化に努めます。 

 電力使用をピークシフトすることで電力需要負荷の平準化につながる蓄電設備の導入を検討し

ます。 

 災害時の非常用電源やエネルギー源として活用できる再生可能エネルギーや蓄電池、コージェネ

レーションシステム（熱電併給システム）などの導入に努め、災害時のレジリエンスを高めます。 

 重油や灯油などの化石燃料に替えて、木質バイオマスを燃料とするストーブやボイラーの導入に

努めます。 

 ビルエネルギー管理システム（BEMS）やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB ※コラム 3参照）

の導入を検討するなど、建物全体の省エネ化や再生可能エネルギー等の活用を図ります。 

 

 

＜対策 3＞  公用車による負荷の低減 
SDGs 
協調 

 

 

 (1)公用車の適正使用・管理 

 急発進・急加速の少ない運転、適切なエアコン使用、不要なアイドリングストップをはじめとす

る「エコドライブ 10 のすすめ（※コラム 4参照）」の徹底を図ります。 

 電気自動者やハイブリッド車など、燃費性能に優れ、二酸化炭素の排出を抑えた公用車を優先的

に使用します。 

 出張や移動の際は、できる限り相乗りに努めます。 
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 外出や出張では、できる限り鉄道やバスなどの公共交通機関の利用に努めます。 

 公用車の使用実態に応じた台数の見直しや適正配置に努めます。 

 

 

＜対策 4＞  廃棄物の発生抑制、省資源・リサイクルの推進 
SDGs 
協調 

 

  

(1)4R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

（発生抑制） 

 ごみになる物は購入しない、マイバッグ持参によるレジ袋の拒否、過剰包装の拒否など、製品購

入時の「リフューズ」に努めます。 

 詰め替え可能製品や簡易包装製品の選択、マイはし、マイカップやマイボトルの使用などによる

「リデュース」に努めます。 

 病院・医療施設を除き、衛生管理上問題のない範囲で使い捨て製品の使用を控えます。  

 調理や学校給食等での生ごみの減量化、食品ロスに努めます。 

 ワンウェイのプラスチック製品の使用を控えるなど、「プラスチック・スマート」の取組を推進

します。 

 ごみを発生させる一事業者として、市役所から出るごみの量を把握・管理するなど、積極的なご

みの発生抑制に努めます。 

（再利用・リサイクル） 

 不要物品の情報共有による有効活用など、「リユース」に努めます。 

 修理可能な物は修理して長く大切に使用します。 

 発生した資源ごみは、「リサイクル」のため、分別を徹底します。 

 コピー機やプリンターのリサイクルトナーカートリッジの使用を励行し、使用後の回収・リサイ

クルを徹底します。 

 下水汚泥の再資源化について検討します。 

（公共工事における発生抑制・リサイクル） 

 建設副産物の発生を抑制する工法や資材の採用に努めます。 

 再生砕石や廃木材など、再生資材の工事への利活用に努めます。 

 工事で発生する建設副産物の分別回収や再資源化に努めます。 

 関係者間の情報交換や調整を図り、建設副産物の工事間利用に努めます。 

 合板型枠の合理的利用や鋼板等の型枠使用、プレキャストコンクリート化など型枠を使用しない

工法の採用など、環境負荷の少ない型枠利用に努めます。 

 排水路の地下浸透升や駐車場などへの排水浸透舗装など、河川環境に配慮した工法の採用に努め

ます。 

（その他） 

 一般廃棄物を受け入れ、処理する一事業者として、ごみの分別・減量にむけ、市民・事業者への

4R推進についての情報発信、職員まちづくり出前講座及び施設見学会などによる環境学習の実施、

古紙回収団体の育成及び周知に努めます。 
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(2)用紙類使用量の削減 

 資源回収ボックス等を設置し、雑紙の分別徹底による用紙類の再資源化、廃棄物の減量化に努め

ます。 

 両面コピーや集約印刷の活用、印刷前のプレビュー確認によりミスコピーの防止に努めます。 

 やむを得ず発生したミスコピー用紙は、裏面利用に努めます。 

 電子メール、庁内 LAN や広報誌などの活用により、紙使用量の削減に努めます。 

 会議ではプロジェクターやタブレット端末の活用などによるペーパーレス化や両面印刷により、

紙資料をできる限り低減します。 

 病院など衛生管理上問題がある施設を除き、ペーパータオル等の使い捨て製品の使用を自粛しま

す。 

 使用済み封筒の再使用に努めます。 

 

(3)水道使用量の削減 

 日常的な節水を励行します。 

 水道使用量の把握・管理に努め、漏水を防止します。 

 清掃や植物への水やり、打ち水など雨水の利用を検討します。 

 

 

＜対策 5＞  グリーン購入・環境配慮契約の推進 
SDGs 
協調 

 

 

 (1)グリーン購入に関する取組み（※コラム 1参照） 

 コピー用紙や OA用紙の調達にあたってはエコマークの表示のある用紙を購入します。（目標：エ

コマーク表示のある用紙の購入率 100％） 

 トイレットペーパーは古紙配合率 100%の製品を購入します。 

 事務用品は環境ラベリング商品を積極的に購入します。 

 ノートやフラットファイルなど事務用品については、再生紙が使用されている製品の購入に努め

ます。 

 間伐材や未利用繊維等から作られた紙製品の購入に努めます。 

 名刺や報告書、広報紙等の印刷物の発注にあたっては、古紙配合率の高い用紙を指定します。 

 

(2)環境配慮契約法に基づくグリーン契約に関する取組み 

 電気の供給を受ける契約では電源構成を開示している小売電気事業者の二酸化炭素排出係数や

環境負荷低減の取組み評価（RE100 対応電気の調達など）、自動車の購入等に係る契約において

はグリーン購入法の基準を満足することを前提条件に価格と燃費の両面から評価するなど、環境

配慮契約法に基づくグリーン契約の導入を検討します。 

 

 



43 

＜対策 6＞  フロン類使用製品の適正管理 
SDGs 
協調 

 

 

 (1)フロン類の漏えい防止、ノンフロン等製品の選択 

 フロン類を使用している第一種特定製品（業務用のエアコンや冷蔵冷凍機器）の適切な場所への

設置、及び設置機器の使用環境の維持・保全を行います。 

 第一種特定製品について、職員による簡易点検（3カ月に一回以上）を行うとともに、一定規模

以上の機器では、第一種フロン類充填回収業者（京都府知事登録業者）による定期点検（1年又

は 3年に一回）を行い、点検結果の記録や記録の保管を行います。 

 フロン類の漏えいを確認した時は、漏えい防止の修理を行ったうえで、「第一種フロン類充填回

収業者（京都府知事登録業者）」によるフロン類の充填を行います。また、フロン類の漏えい量

を把握し、必要に応じて国へ報告します。 

 第一種特定製品の廃棄時には、「第一種フロン類充填回収業者」にフロン類を確実に引き渡しま

す。 

 機器の更新時には、省エネ型ノンフロン機器を選択するよう努めます。 

 

 

＜対策 7＞  環境マネジメントシステムの運用 
SDGs 
協調 

 

 

 (1)環境改善活動の実行・管理 

 行政サービス、行政事務及び事業活動に係わる環境影響を常に認識し、環境汚染の予防及び環境

保護を推進するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。 

 行政サービス、行政事務及び事業活動に係わる環境関連の法的及びその他の要求事項を順守しま

す。 

 行政サービス、行政事務及び事業活動に係わる環境影響項目の中から環境管理重点テーマを設定

し、それに基づく環境改善目標の達成に向けて、環境改善計画書による進捗管理（確認、順守評

価、修正・予防）を実行します。 

 市環境マネジメントシステムが KES・ステップ 1規格の要求事項に対して、継続的に適切で、妥

当で、かつ有効であることを確実にするために、年 1回、最高責任者による評価を実施します。 

 市環境マネジメントシステムの登録有効期間中を通じ、審査登録を受けたシステムを維持する必

要があることから、登録組織の環境マネジメントシステムが KES・ステップ 1規格の要求事項に

対し引き続き適合し、かつ、有効に運用されていることを確認するため、１年毎に外部機関の確

認審査を受審します。また、3年の登録有効期間が終了する前には、更新審査を受審します。 
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＜対策 8＞  
施設・設備や機器等の高効率化、新技術等 

の調査・検討及び推進 

SDGs 
協調 

 

 

(1)施設・設備や機器等の新設及び改修（更新）に関する取組み 

 施設の新設や改修にあたっては、屋根や空スペースを活用して太陽光発電設備を設置するなど、

再生可能エネルギーの導入拡大に努めます。※再掲 

 設備や機器の導入や更新の際は、トップランナー基準をクリアしたエネルギー効率の高い LED照

明や空調設備を導入し、施設の省エネルギー化に努めます。※再掲 

 電力使用をピークシフトすることで電力需要負荷の平準化につながる蓄電設備の導入を検討し

ます。※再掲 

 災害時の非常用電源やエネルギー源として活用できる再生可能エネルギーや蓄電池、コージェネ

レーションシステム（熱電併給システム）などの導入に努め、災害時のレジリエンスを高めます。

※再掲 

 重油や灯油などの化石燃料に替えて、木質バイオマスを燃料とするストーブやボイラーの導入に

努めます。※再掲 

 照明器具の導入に際しては、人感センサー付など省エネルギー型器具の導入に努めます。 

 節水こまや節水設備（感知式洗浄弁、自動水栓等）の導入に努めます。 

 雨水貯留槽等の設置を検討し、雨水の有効活用に努めます。 

 OA機器などの購入や更新に際しては、省エネルギー性能に優れた機器の選定に努めます。 

 施設整備の際は、自然光を上手く活用した設計・施工の採用に努めます。 

 公共建築物における市内産木材の利用促進に努めます。 

 省エネ診断等を積極的に活用し、費用対効果を考慮した設備更新や運用改善を図ります。 

 設備更新等に必要なイニシャルコストの負担軽減と併せて高い省エネルギー効果が保証される

ESCO事業の検討を行います。 

 ビルエネルギー管理システム（BEMS）やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の導入を検討

するなど、建物全体の省エネ化や再生可能エネルギー等の活用を図ります。※再掲 

 

(2)次世代自動車の導入推進 

 車両の新規購入や更新時には、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハイ

ブリッド自動車（HV）、燃料電池自動車（FCV）、クリーンディーゼル自動車（CDV）など、環境に

配慮した次世代自動車の導入に努めます。 

 

(3)新技術等の活用に係る調査・検討の実施及び推進 

 温室効果ガスの排出抑制に貢献する最新技術等の活用の可能性を積極的に調査・検討し、推進に

努めます。 
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＜対策 9＞  
環境負荷の低減に資する

その他の取組 

SDGs 
協調 

 

 

(1)温室効果ガス吸収作用の保全及び活用 

 森林資源の保全と活用に努めます。 

 公共施設の敷地内や周辺の緑化に努めます。 

 庁舎等の屋上緑化や壁面緑化を検討します。 

 

(2)市主催イベント等開催時の環境配慮 

 再生可能エネルギーの活用、省エネルギー型機器の採用、環境配慮型物品の購入を検討します。 

 主催者による 4Rの実践、及び参加者へも協力を呼びかけることで、廃棄物の発生抑制に努めま

す。 

 イベント会場は交通手段を考慮して設定するとともに、参加者に対して、可能な限り公共交通機

関や自転車など環境負荷の少ない交通手段を選択するよう呼びかけます。 

 

 

＜対策 10＞  
職員の意識啓発・率先 

垂範 

SDGs 
協調 

 

 

(1)職員研修や意識啓発の取組み 

 職員の意識啓発や取組の実践を促すため、環境関連の情報提供や知識の習得を促す研修会等を実

施します。 

 庁内 LANを活用して環境マネジメント活動の取組結果を共有し、意識啓発と改善活動の推進に努

めます。 

 1年を通して省エネ・節電対策を実践するとともに、特にエネルギー使用量が多くなる夏季と冬

季の対策強化に努めます。 

 業務の効率化や平準化を推進するとともに、定時退庁日（ノー残業デー）を設定し、勤務時間の

適正化に努めます。 

 庁舎内放送により、定時退庁日（ノー残業デー）の取り組みを啓発します。  

 公共施設を活用したクールシェア（ウォームシェア）スポットの提供に努めます。  

 市広報紙やホームページなどを利用して、一定の効果が得られた省エネ対策などを市民や事業者

に広く周知します。 
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■グリーン購入時に参考となる「環境ラベル」 

 

 

マーク 内容 

国際エネルギースタープログ

ラム 

 

 

 

 

パソコンなどのオフィス機器について、稼働時、スリープ・

オフ時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマ

ークです。日本、米国のほか、EU等 9か国・地域が協力して

実施している国際的な制度です。経済産業省が運営。 

カーボンフットプリントコミ

ュニケーションプログラム 

 

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るま

でのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの

排出量を CO2 に換算して、商品やサービスに分かりやすく表

示する仕組み。LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を活

用し、環境負荷を定量的に算定する。 

省エネラベリング制度 省エネ法により定められた省エネ基準をどの程度達成してい

るかを表示する制度です。省エネ基準を達成している製品に

は緑色のマークを、達成していない製品には橙色のマークを

表示することができます。表示方法等について JIS規格が制

定されています。 

統一省エネラベル 

 

省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネ

ラベル等を表示する制度です。それぞれの製品区分における

当該製品の省エネ性能の位置づけ等を表示しています。 

燃費基準達成車ステッカー 

 

自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、

一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進

するため、自動車の燃費性能に係る車体表示を実施。 

コラム 1 

出典）環境省「環境ラベル等データベース」 
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マーク 内容 

低排出ガス車認定（平成 17年

及び 21年基準） 

 

自動車の排出ガス低減レベルを示すもので、自動車製作者の

申請に基づき国土交通省が認定している制度です。 

エコマーク ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定

し、表示する制度です。ISOの規格（ISO14024）に則った我が

国唯一の第三者認証によるタイプ I環境ラベル制度です。幅

広い商品（物品、サービス）を対象とし、商品の類型ごとに

認定基準を設定、公表しています。（公財）日本環境協会にお

いて、幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営されて

います。 

グリーンマーク 原料に古紙を規定の割合以上利用していることを示すグリー

ンマークを古紙利用製品に表示することにより、古紙の利用

を拡大し、紙のリサイクルの促進を図ることを目的としてい

ます。 

牛乳パック再利用マーク 使用済み牛乳パックを原料として使用した商品につけられる

マークです。「牛乳パック再利用マーク普及促進協議会」が、

市民団体である「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」

とともに管理・運営、普及を図っています。 

FSC®認証制度(森林認証制度） 適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の

認証（FM認証）」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・

木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認

証（CoC認証）」の 2種類の認証制度です。NPOであるFSC（Forest 

Stewardship Council®：森林管理協議会）が運営する国際的

な制度です。 
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マーク 内容 

バイオマスマーク 生物由来の資源（バイオマス）を利用して、品質及び安全性

が関連法規、基準、規格等に合っている商品を認定している。 

 植物は太陽光をエネルギーとした光合成により大気中の CO2

を吸収して成長するので、植物由来原料を製品化した製品（バ

イオマスプラスチックや合成繊維、印刷インキ等）は燃やし

ても大気中の CO2を増加させません。バイオマスマーク認定

商品は安全で循環型社会の形成に貢献し、地球温暖化防止に

役立っています。 

MSC認証制度(漁業認証と CoC

認証「海のエコラベル」) 

持続可能で適切に管理されている漁業であることを認証する

「漁業認証」と、流通・加工過程で、認証水産物と非認証水

産物が混じることを防ぐ CoC（Chain of Custody）認証の 2

種類の認証から成る認証制度です。国際的な NPO である MSC

（Marine Stewardship Council）により運営・管理されてお

り、FAOの「水産物エコラベルのガイドライン」をはじめとす

る、水産物の認証とエコラベル制度に関する国際的に合意さ

れた基準を満たしています。 

エコレールマーク 一般消費者の目に触れにくい商品の流通過程において、環境

に優しい貨物鉄道を利用して運ばれている商品や積極的に取

組をしている企業を知っていただくマーク。 

再生紙使用マーク 古紙パルプ配合率を示す自主的なマークです。 

古紙パルプ配合率 100％再生紙を使用しています。 

ごみ減量化推進国民会議（現 3R活動推進フォーラム）で定め

られたものです。 

ＰＣグリーンラベル 環境に配慮したパソコンを購入したいというお客様の選択の

目安となるよう、パソコンの設計、製造からリユース・リサ

イクルに至るまで、環境に対する包括的な取り組みを表した

環境ラベル制度です。適合製品を三ツ星によって格付けして

います。パソコンメーカーの団体である一般社団法人パソコ

ン 3R推進協会が運営する制度です。 
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マーク 内容 

PETボトルリサイクル推奨マー

ク 

使用済み PET ボトルのリサイクル品を使用した商品につけら

れるマークです。PETボトルメーカーや原料樹脂メーカーの業

界団体である PETボトル協議会が運営する制度です。 

E&Qマーク 一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会が定める

環境管理基準と品質管理基準に適合しているリサイクルトナ

ーカートリッジを識別するマーク。 
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■トップランナー制度  

  

エネルギー消費機器等のうち「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」で指定

するものの省エネルギー基準を、各々の製品において、基準設定時に商品化されている製品のうち

最も省エネ性能が優れている製品の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して設定する制度です。  

この制度は、1997（平成 9）年に開催された気候変動枠組条約第 3回締約国会議（COP3）を受け、

1998（平成 10）年に省エネ法の大幅な改正が行われ、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増

加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器等ごとに、省エネルギー性能の向上を促すための

目標基準(「トップランナー基準」)を満たすことをその製造事業者・輸入事業者に対して求める制

度(「トップランナー制度」)として導入されました。 

  対象機器等については、下記の 3 要件を満たした機器等であることが必要であり、現時点で 32

品目を対象とし、相当の範囲をカバーしています。 

  今後も、更なる対象機器等の拡大など、トップランナー基準の見直しの検討が行われていきます。 

  

●対象機器となる 3要件 

  ①我が国において大量に使用されている 

②その使用に際し相当量のエネルギーを消費している 

③その機械等に係るエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものである(効率改善余

地等がある) 

  

●トップランナー方式のイメージ図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 2 

出典）省エネ性能カタログ 2018年冬版 
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■ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 

 

●ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは 

建築計画の工夫による日射遮蔽・自然エネルギーの利用、高断熱化、高効率化によって大幅な省

エネルギーを実現した上で、太陽光発電等によってエネルギーを創り、年間に消費するエネルギー

量が大幅に削減されている最先端の建築物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●国の目標 

2014 （平成 26）年 4 月に閣議決定した「エネルギー基本計画」において、ZEB の実現・普及

に向けた以下の目標が設定されています。 

 

 

 

●ZEB 化のメリット 

以下 4つの効果をもたらし、かつ地球温暖化防止に貢献します。 

 

 

 

コラム 3 

出典）経済産業省 資源エネルギー庁ホーム

ページ・資料をもとに作成 

（ZEBの概念図） 

➤2020 年までに、新築公共建築物等で ZEB を実現する。  
➤2030 年までに、新築建築物の平均で ZEB を実現する。 

➤光熱費の削減 
➤動産価値の向上 
➤災害時の事業継続 
➤テナント・執務者の知的生産性向上 
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■今日からあなたもエコドライバー ‼ 

 

 

●エコドライブ 10のすすめ 

環境省では、エコドライブを実践する上で大切な 10 のポイントを押さえた「エコドライブ 10 の
すすめ」を推進しています。クルマを運転される方は、地球・人・お財布にやさしいエコドライブ
を実践しましょう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ハイブリッド車のエコドライブ 

 

 

 

 

 

 

●エコドライブがもたらす 4つのいいこと 

 

 

 

 

コラム 4 

出典）環境省ホームページ

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 

COOL CHOICE ガイドブック 2018 年 2 月 

➤燃費向上：燃費が良くなり、燃料代の節約につながります。 

➤環境配慮：二酸化炭素の排出削減に繋がり、温暖化防止に貢献できます。 

➤安全運転：交通事故の未然防止により、周りの人や自分の大切な命を守ることにつながります。 

➤信頼獲得：ていねいで気遣いのできる運転は、ドライバー自身の「信頼」獲得につながります。 

ハイブリッド車の特徴は、エンジンに加えてモーターという動力源があることです。ガソリンで
動くエンジンと電気で動くモーターとでは、それぞれに得意分野があり、低速で動くときはモータ
ー、目標速度に達しアクセルを一旦緩めた後に一定速度で走るときはエンジンが主役となります。
そのため、ハイブリッド車の場合は、ゆっくりと動き出すのは共通ですが、その後はノロノロと加
速するよりも、モーターの力を活かして目標速度まで一気に加速するのがコツです。また、ハイブ
リッド車は、ブレーキを踏むと発電するので、早めのアクセルオフ後はエンジンブレーキによる減
速ではなく、軽くブレーキを踏んで発電しながら減速するのがコツです。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
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■気候変動の影響による被害の防止・軽減に向けた取組（適応策） 

 

●適応策の意義と必要性 

近年、世界各地で気温の上昇などが起こり、異常気象や自然災害の発生などの気候変動及びその

影響が各地で現れており、さらに今後、長期にわたって、気温上昇による農作物への影響や、過去

の観測を上回るような短時間強雨、台風の大型化などによる自然災害、熱中症搬送者数の増加とい

った健康への影響などのリスクが更に高まることが予測されています。 

こうした気候変動に対応するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」に加えて、

既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対処し、被害を防止・軽減する「適応」を進

めることが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 5 

気候変動がもたらす日本への影響 

出典）環境省 環境研究総合推進費 S-8 2014 年報告書 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org/）より 
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第 7章 計画の推進に向けて 

7.1 計画の推進体制 

本計画を効果的かつ継続的に推進するため、市環境マネジメントシステムとの整合を図りつつ、市

地球温暖化対策推進本部設置規定に基づく以下の体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織 主な役割 

■地球温暖化対策推進本部 

（構成：本部長、副本部長、本部員） 

実行計画の策定又は変更及び実施のため、次に掲げる事項を所掌 

・ 市の事務事業に係る地球温暖化対策についての調査又は検討 

・ 推進委員会が立案した実行計画案の審査及び最終決定 

・ 計画に対する実施状況報告を受けて行う、実施に必要な措置 

■地球温暖化対策推進委員会 

（構成：課又は室の長又は課長補佐） 

実行計画を具体的に策定又は変更し、及び機動的に実施するため設置 

・ 市の事務事業に係る地球温暖化対策について、その目標の設定、

点検運用システムの検討、その他具体的な調査又は検討 

・ 実行計画案又は変更案の策定、及び実行計画実施の総括 

・ 実行計画実施状況の取りまとめと推進本部への報告 

■各課等の長・出先機関の長・全職員 ・ 排出削減取組の実践 

・ 計画内容の周知徹底 

・ 各種調査の実施・報告 

・ 計画に対する意見・改善提案 

■庶務（生活環境課） ・ 推進本部及び推進委員会の庶務全般 

・ 職員等への情報提供、研修の実施、啓蒙活動 

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部 

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
委
員
会 

庶務 庶務 

報告 

指示 

報告 

指示 

庶務（生活環境課） 

研修・情報提供 意見・改善提案 

各
課
等
の
長 

職員 

実行部門 

各部局等の事務・事業 

出
先
機
関
等
の
長 

職員 

回答 連絡 
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7.2 計画の進行管理 

7.2.1 進行管理の基本的な考え方 

 本計画の目的達成に向けた実効性のある取組を進めていくためには、計画の進捗状況を把握・管理

し、その状況を広く市民に公表していくとともに、取組みの客観的評価や点検を行い、その結果、目

標や取組の改善が必要な場合は速やかな措置を講じ、実態に即して計画を見直していくことが重要で

す。 

 以上のことから、本計画の進行を以下の「不断の P ⇒ D ⇒ C ⇒ A サイクル（計画 ⇒ 実行 ⇒

点検・評価 ⇒ 改善）」に基づき管理します。 

計画の実行にあたり、単年度サイクルでは、計画目標の達成状況や取組の進捗状況などの点検・評

価、その結果を踏まえた改善策等を検討し、次年度の取組に反映します。また、長期サイクルでは、

単年度の進行管理結果や計画終期に応じて本計画の見直し・改定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 進行管理結果の公表 

 温対法第 21条の第 10項では、地球温暖化対策実行計画に基づく措置の実施状況（温室効果ガスの

総排出量含む）について、公表が義務付けられています。 

更に、公表を行うことで、市職員の自覚と責任感を促すとともに、市民の市役所に対する信頼を高

め、市民や事業者による温暖化対策のための取組が促進されることが期待されます。 

  

7.3 職員に対する研修等の実施 

 本計画の目標を達成していくためには、職員一人ひとりの意識改革が不可欠です。このため、本計

画及び環境関連情報を各職場に情報提供するとともに、研修等により個々の職員の意識啓発及び意識

向上を図ります。 
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資料編 

1.対象施設 

〔基準日：2020（令和 2）年 4 月 1 日／施設数：209 施設〕 

区分 所管部局等 所管課等 施設等名称 

庁舎 01 総務部 総務課 峰山庁舎（倉庫・書庫等付属屋含む） 

庁舎 02 総務部 総務課 基地対策室 

庁舎 03 健康長寿福祉部 生活福祉課 峰山総合福祉センター 

庁舎 04 市長公室 大宮市民局 大宮庁舎（倉庫・書庫等付属屋含む） 

庁舎 05 市長公室 網野市民局 網野庁舎本館 

庁舎 06 市長公室 網野市民局 網野庁舎別館（建設部） 

庁舎 07 市長公室 丹後市民局 丹後庁舎（倉庫・書庫等付属屋含む） 

庁舎 08 市長公室 弥栄市民局 弥栄庁舎（倉庫・書庫等付属屋含む） 

庁舎 09 市長公室 久美浜市民局 久美浜庁舎（久美浜保健センター含む） 

庁舎 10 消防本部 消防総務課 消防本部／峰山消防署 

庁舎 11 消防本部 消防総務課 網野分署 

庁舎 12 消防本部 消防総務課 久美浜分署 

庁舎 13 消防本部 消防総務課 竹野川分遣所 

庁舎 14 教育委員会事務局 生涯学習課 総合営農指導拠点施設アグリセンター大宮 

商観 01 商工観光部 商工振興課 峰山織物センター 

商観 02 商工観光部 商工振興課 大宮織物ホール 

商観 03 商工観光部 商工振興課 弥栄機業センター 

商観 04 商工観光部 商工振興課 新シルク産業創造館 

商観 05 商工観光部 観光振興課 自然公園施設 

商観 06 商工観光部 観光振興課 高嶋園地 

商観 07 商工観光部 観光振興課 丹後温泉はしうど荘（農林漁業体験実習館含む） 

商観 08 商工観光部 観光振興課 天女の里交流施設 

商観 09 商工観光部 観光振興課 小町公園 

商観 10 商工観光部 観光振興課 網野山村体験交流センター（せせらぎ） 

商観 11 商工観光部 観光振興課 

道の駅てんきてんき丹後／京丹後市体験農業園地

等管理施設(管理棟)／京丹後市オートキャンプ場

／京丹後市多目的広場／京丹後市コミュニティプ

ラザ／京丹後市海浜植物観察園 

商観 12 商工観光部 観光振興課 
碇高原ステーキハウス／京丹後市碇高原管理棟／

京丹後市碇高原自由広場 

商観 13 商工観光部 観光振興課 
宇川温泉よし野の里／京丹後市経ケ岬コミュニテ

ィセンター 
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商観 14 商工観光部 観光振興課 

丹後半島森林公園スイス村（高原休養センター／ス

イス村スキー場／体験交流宿泊施設風のがっこう

京都含む） 

商観 15 商工観光部 観光振興課 弥栄あしぎぬ温泉（いこいの家含む） 

商観 16 商工観光部 観光振興課 山内陶芸作業棟 

商観 17 商工観光部 観光振興課 久美浜豪商「稲葉本家」 

商観 18 商工観光部 観光振興課 京丹後市かぶと山公園キャンプ場（虹の家） 

商観 19 商工観光部 観光振興課 奥山自然たいけん公園 

商観 20 商工観光部 観光振興課 浅茂川温泉静の里 

商観 21 商工観光部 観光振興課 浅茂川温泉プール 

商観 22 商工観光部 観光振興課 離湖公園 

商観 23 商工観光部 観光振興課 海浜等施設（海水浴場トイレ、脱衣所） 

商観 24 商工観光部 観光振興課 観光施設（泉の爽香苑、さくらの森公園ほか） 

商観 25 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜福祉センター 

商観 26 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜婦人センター 

商観 27 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜林業センター 

商観 28 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜農業センター 

商観 29 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜機業センター 

商観 30 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜果樹センター 

商観 31 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜健康センター 

商観 32 市長公室 政策企画課 京丹後市久美浜ぎょそんセンター 

商観 33 建設部 管理課 アメニティー久美浜公園 

商観 34 建設部 都市計画・建築住宅課 八丁浜シーサイドパーク 

商観 35 建設部 都市計画・建築住宅課 峰山総合運動公園 

商観 36 建設部 都市計画・建築住宅課 峰山途中ケ丘公園 

保福医 01 健康長寿福祉部 健康推進課 大宮保健センター 

保福医 02 健康長寿福祉部 健康推進課 網野保健センター 

保福医 03 健康長寿福祉部 健康推進課 旧丹後保健センター 

保福医 04 健康長寿福祉部 長寿福祉課 網野高齢者すこやかセンター 

保福医 05 健康長寿福祉部 長寿福祉課 網野社会参加交流ハウス 

保福医 06 健康長寿福祉部 長寿福祉課 浜詰ふれあいセンター 

保福医 07 健康長寿福祉部 長寿福祉課 
網野健康福祉センター（厨房棟／栄養支援センタ

ー） 

保福医 08 健康長寿福祉部 長寿福祉課 丹後老人福祉センター松風苑 

保福医 09 健康長寿福祉部 長寿福祉課 弥栄生きがい交流センター 

保福医 10 健康長寿福祉部 長寿福祉課 久美浜町佐濃デイサービスセンター 

保福医 11 健康長寿福祉部 長寿福祉課 やさか老人保健施設ふくじゅ 
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保福医 12 健康長寿福祉部 生活福祉課 寄り添い支援総合サポートセンター 

保福医 13 健康長寿福祉部 生活福祉課 黒部の居場所ひまわり 

保福医 14 市長公室 網野市民局 網野健康福祉センター ら・ぽーと 

保福医 15 医療部 医療政策課 五十河診療所 

保福医 16 医療部 医療政策課 大宮診療所 

保福医 17 医療部 医療政策課 間人診療所 

保福医 18 医療部 医療政策課 宇川診療所 

保福医 19 医療部 医療政策課 野間診療所 

保福医 20 医療部 医療政策課 佐濃診療所 

保福医 21 医療部 弥栄病院管理課 弥栄病院 

保福医 22 医療部 久美浜病院管理課 久美浜病院 

保福医 23 医療部 久美浜病院管理課 久美浜病院第 4 号館 

衛生 01 市民環境部 生活環境課 峰山クリーンセンター 

衛生 02 市民環境部 生活環境課 峰山最終処分場（第 2 期分） 

衛生 03 市民環境部 生活環境課 大宮最終処分場 

衛生 04 市民環境部 生活環境課 網野最終処分場 

衛生 05 市民環境部 生活環境課 網野最終処分場湧水処理施設 

衛生 06 市民環境部 生活環境課 久美浜最終処分場 

衛生 07 市民環境部 生活環境課 堀川浄化施設 

衛生 08 市民環境部 生活環境課 京丹後市火葬場 

衛生 09 市民環境部 生活環境課 網野衛生センター 

衛生 10 市民環境部 生活環境課 竹野川衛生センター 

衛生 11 市民環境部 生活環境課 久美浜衛生センター 

上下水 1 上下水道部 施設管理課 水道事業 

上下水 2 上下水道部 施設管理課 公共下水道事業 

上下水 3 上下水道部 施設管理課 集落排水事業 

その他 01 市長公室 政策企画課 峰山駅前駐車場 

その他 02 市長公室 政策企画課 峰山駅前駐輪場 

その他 03 市長公室 政策企画課 峰山駅 

その他 04 市長公室 政策企画課 京丹後大宮駅 

その他 05 市長公室 政策企画課 網野駅 

その他 06 市長公室 政策企画課 夕日ヶ浦木津温泉駅 

その他 07 市長公室 政策企画課 かぶと山駅 

その他 08 市長公室 政策企画課 久美浜駅 

その他 09 市長公室 政策企画課 小天橋駅 

その他 10 市長公室 政策企画課 市営バス永留車庫 

その他 11 総務部 財産活用課 旧久美浜町役場庁舎 
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その他 12 市民環境部 市民課 防犯灯（市管理分） 

その他 13 市長公室 政策企画課 五十河基幹集落センター 

その他 14 市長公室 政策企画課 野間基幹集落センター 

その他 15 市長公室 久美浜市民局 久美浜公会堂 

その他 16 建設部 管理課 内記除雪車格納庫（峰山町） 

その他 17 建設部 管理課 延利除雪車格納庫（大宮町） 

その他 18 建設部 管理課 切畑除雪車格納庫（網野町） 

その他 19 建設部 管理課 高橋除雪車格納庫（網野町） 

その他 20 建設部 管理課 長浜除雪車格納庫（丹後町） 

その他 21 建設部 管理課 外村除雪車格納庫（弥栄町） 

その他 22 建設部 管理課 野中除雪車格納庫（弥栄町） 

その他 23 建設部 管理課 栃谷除雪車格納庫（久美浜町） 

その他 24 建設部 管理課 木橋除雪車格納庫（弥栄町） 

その他 25 建設部 管理課 甲山幹線農道排水ポンプ（久美浜町） 

その他 26 建設部 管理課 
道路照明灯（交通安全灯）  

※市道橋梁・トンネル含む 

その他 27 建設部 都市計画・建築住宅課 

雨水ポンプ施設／内ケ森雨水ポンプ場／内ケ森第 2

雨水ポンプ場／浅茂川排水機場／網野排水ポンプ

場／小栓川貯留施設 

その他 28 農林水産部 農業振興課 弥栄果樹園管理棟併用休憩施設（フルーツ王国） 

その他 29 農林水産部 農業振興課 久美浜総合交流販売施設（ＳＡＮＫＡＩＫＡＮ） 

その他 30 農林水産部 農林整備課 京たんごぼたん・もみじ比治の里 

その他 31 農林水産部 海業水産課 久美浜栽培漁業センター 

その他 32 市民環境部 生活環境課 旧京丹後市エコエネルギーセンター 

その他 33 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（峰山町） 

その他 34 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（大宮町） 

その他 35 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（網野町） 

その他 36 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（丹後町） 

その他 37 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（弥栄町） 

その他 38 消防本部 消防総務課 消防車庫・倉庫（久美浜町） 

その他 39 総務部 総務課 公文書保管施設 

学教 01 教育委員会事務局 学校教育課 峰山小学校 

学教 02 教育委員会事務局 学校教育課 いさなご小学校 

学教 03 教育委員会事務局 学校教育課 しんざん小学校 

学教 04 教育委員会事務局 学校教育課 長岡小学校 

学教 05 教育委員会事務局 学校教育課 大宮第一小学校 
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学教 06 教育委員会事務局 学校教育課 大宮南小学校 

学教 07 教育委員会事務局 学校教育課 網野北小学校 

学教 08 教育委員会事務局 学校教育課 網野南小学校  

学教 09 教育委員会事務局 学校教育課 島津小学校  

学教 10 教育委員会事務局 学校教育課 橘小学校 

学教 11 教育委員会事務局 学校教育課 丹後小学校  

学教 12 教育委員会事務局 学校教育課 宇川小学校 

学教 13 教育委員会事務局 学校教育課 吉野小学校 

学教 14 教育委員会事務局 学校教育課 弥栄小学校 

学教 15 教育委員会事務局 学校教育課 久美浜小学校 

学教 16 教育委員会事務局 学校教育課 かぶと山小学校  

学教 17 教育委員会事務局 学校教育課 高龍小学校 

学教 18 教育委員会事務局 学校教育課 峰山中学校 

学教 19 教育委員会事務局 学校教育課 大宮中学校 

学教 20 教育委員会事務局 学校教育課 網野中学校 

学教 21 教育委員会事務局 学校教育課 丹後中学校  

学教 22 教育委員会事務局 学校教育課 弥栄中学校 

学教 23 教育委員会事務局 学校教育課 久美浜中学校  

学教 24 教育委員会事務局 学校教育課 網野学校給食センター 

幼保 01 教育委員会事務局 子ども未来課 峰山こども園 

幼保 02 教育委員会事務局 子ども未来課 大宮こども園 

幼保 03 教育委員会事務局 子ども未来課 大宮北保育所 

幼保 04 教育委員会事務局 子ども未来課 網野こども園 

幼保 05 教育委員会事務局 子ども未来課 網野地域子育て支援センター 

幼保 06 教育委員会事務局 子ども未来課 島津保育所 

幼保 07 教育委員会事務局 子ども未来課 たちばな保育所 

幼保 08 教育委員会事務局 子ども未来課 丹後こども園 

幼保 09 教育委員会事務局 子ども未来課 宇川保育所 

幼保 10 教育委員会事務局 子ども未来課 弥栄こども園 

幼保 11 教育委員会事務局 子ども未来課 かぶと山こども園 

幼保 12 教育委員会事務局 子ども未来課 久美浜保育所 

幼保 13 教育委員会事務局 子ども未来課 峰山放課後児童クラブ 

幼保 14 教育委員会事務局 子ども未来課 口大野放課後児童クラブ 

幼保 15 教育委員会事務局 子ども未来課 丹後放課後児童クラブ 

幼保 16 教育委員会事務局 子ども未来課 弥栄放課後児童クラブ 

社文 01 教育委員会事務局 文化財保護課 琴引浜鳴き砂文化館 

社文 02 教育委員会事務局 文化財保護課 網野郷土資料館 
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社文 03 教育委員会事務局 文化財保護課 丹後古代の里資料館 

社文 04 教育委員会事務局 文化財保護課 成路所蔵庫 

社文 05 教育委員会事務局 文化財保護課 十楽収蔵庫 

社文 06 教育委員会事務局 文化財保護課 旧三重保育所 

社文 07 教育委員会事務局 文化財保護課 丹後震災記念館 

社文 08 教育委員会事務局 文化財保護課 郷土資料館 

社文 09 教育委員会事務局 生涯学習課 峰山地域公民館 

社文 10 教育委員会事務局 生涯学習課 丹後地域公民館 

社文 11 教育委員会事務局 生涯学習課 弥栄地域公民館 

社文 12 教育委員会事務局 生涯学習課 久美浜地域公民館 

社文 13 教育委員会事務局 生涯学習課 紅葉ヶ丘運動場 

社文 14 教育委員会事務局 生涯学習課 峰山林業総合センター 

社文 15 教育委員会事務局 生涯学習課 いさなご工房 

社文 16 教育委員会事務局 生涯学習課 いさなごコート 

社文 17 教育委員会事務局 生涯学習課 マスターズビレッジ 

社文 18 教育委員会事務局 生涯学習課 大宮社会体育館 

社文 19 教育委員会事務局 生涯学習課 大宮自然運動公園 

社文 20 教育委員会事務局 生涯学習課 たちばな会館 

社文 21 教育委員会事務局 生涯学習課 網野体育センター 

社文 22 教育委員会事務局 生涯学習課 網野グラウンド 

社文 23 教育委員会事務局 生涯学習課 網野教育会館 

社文 24 教育委員会事務局 生涯学習課 網野地区公民館 

社文 25 教育委員会事務局 生涯学習課 新庄地区公民館 

社文 26 教育委員会事務局 生涯学習課 丹後社会体育館 

社文 27 教育委員会事務局 生涯学習課 豊栄山村広場 

社文 28 教育委員会事務局 生涯学習課 弥栄総合運動公園 

社文 29 教育委員会事務局 生涯学習課 久美浜中央運動公園 

社文 30 教育委員会事務局 生涯学習課 久美浜カヌー艇庫 

社文 31 教育委員会事務局 生涯学習課 竹野体育館 

社文 32 教育委員会事務局 生涯学習課 大宮第三体育館 

社文 33 教育委員会事務局 生涯学習課 黒部体育館 

社文 34 教育委員会事務局 生涯学習課 野間体育館 

社文 35 教育委員会事務局 生涯学習課 川上体育館 

社文 36 教育委員会事務局 生涯学習課 海部体育館 

社文 37 教育委員会事務局 生涯学習課 佐濃体育館 

社文 38 教育委員会事務局 生涯学習課 田村体育館 

社文 39 教育委員会事務局 生涯学習課 湊体育館 
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区分 所管部局等 所管課等 施設等名称 

社文 40 教育委員会事務局 生涯学習課 宇川体育館 

社文 41 教育委員会事務局 生涯学習課 五箇体育館 

社文 42 教育委員会事務局 生涯学習課 橘体育館 

社文 43 教育委員会事務局 生涯学習課 丹波体育館 

 

※対象除外施設 

除外要件 施設名称等 

他に貸与することを設置目的とする施設 市営住宅、職員住宅、商工観光及び農林水産事業者への貸与施設 

市が貸付けて市以外の者が管理している施

設（管理者が光熱水費を負担） 
丹後商業活性化センター、三津体育館、茶屋あそび石 

エネルギー使用量の把握が困難な施設 旧小谷医院跡地 

休眠施設、エネルギーや資源利用がない施設 弥栄都市農村交流施設(もんやこ)、網野幼稚園 
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2.対象車両 

〔基準日：2020（令和 2）年 4 月 1 日／車両：379 台〕 

所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

市長公室 政策企画課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 302そ 9617 

市長公室 政策企画課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀ) 京都 200さ 1741 

市長公室 政策企画課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 301ま 2266 

市長公室 峰山市民局 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘｲﾜｺﾞﾝ） 京都 581ひ 5251 

市長公室 大宮市民局 ｽｽﾞｷ（ｷｬﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ） 京都 41も 7951 

市長公室 大宮市民局 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィﾜｺﾞﾝ） 京都 581ひ 5253 

市長公室 大宮市民局 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 京都 480な 6627 

市長公室 大宮市民局 ﾄﾖﾀ(ﾄﾖｴｰｽ) 京都 400に 780 

市長公室 網野市民局 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 京都 41め 8221 

市長公室 網野市民局 ﾐﾂﾋﾞｼ(ｷｬﾝﾀｰﾀﾞﾝﾌﾟ） 京都 46ま 5844 

市長公室 網野市民局 ﾀﾞｲﾊﾂ(ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ軽ﾄﾗｯｸ) 京都 480に 164 

市長公室 網野市民局 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘｨ） 京都 480ぬ 6326 

市長公室 丹後市民局 ﾀﾞｲﾊﾂ（軽ﾄﾗ） 京都 480つ 9813 

市長公室 丹後市民局 三菱（ｷｬﾝﾀｰ） 京都 400に 2060 

市長公室 丹後市民局 ﾄﾖﾀ（ｶﾛｰﾗ） 京都 500ぬ 9647 

市長公室 丹後市民局 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 480な 1757 

市長公室 弥栄市民局 ｽｽﾞｷ（ｴｳﾞﾘｨ） 京都 480ぬ 6327 

市長公室 弥栄市民局 ﾎﾝﾀﾞ(ﾗｲﾌ) 京都 51え 6938 

市長公室 弥栄市民局 ｽｽﾞｷ(ｷｬﾘｰ) 京都 480か 4737 

市長公室 弥栄市民局 ｽｽﾞｷ（ｴｳﾞﾘｨ） 京都 581ひ 5252 

市長公室 久美浜市民局 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 41ふ 7065 

市長公室 久美浜市民局 三菱(ｷｬﾝﾀｰ) 京都 46つ 3612 

市長公室 久美浜市民局 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘｰ) 京都 480に 4904 

市長公室 秘書広報広聴課 ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 34た 2256 

市長公室 秘書広報広聴課 ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 301や 7871 

総務部 総務課 ﾄﾖﾀ(ﾉｱ HV) 京都 502ひ 9383 

総務部 総務課 ｽﾊﾞﾙ(ﾚｶﾞｼｰ) 京都 501つ 1270 

総務部 総務課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 41み 9724 

総務部 総務課 ﾐﾂﾋﾞｼ(軽ﾄﾗｯｸ) 京都 41て 3669 

総務部 総務課 ﾐﾂﾋﾞｼ(ｷｬﾝﾀｰﾀﾞﾝﾌﾟ) 京都 46ね 2973 

総務部 総務課 ﾎﾝﾀﾞ(ｱｸﾃｨ) 京都 41て 4631 

総務部 総務課 ﾆｯｻﾝ(ﾏｰﾁ） 京都 501ほ 3975 

総務部 総務課 ﾏﾂﾀﾞ(ﾃﾞﾐｵ） 京都 502す 2597 

総務部 総務課 日野（ﾘｴｯｾⅡ） 京都 200さ 2493 
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所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

総務部 総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 301み 4309 

総務部 総務課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 京都 480な 6626 

総務部 総務課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ軽ﾄﾗ) 京都 480な 6900 

総務部 総務課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ箱ﾊﾞﾝ) 京都 480な 4907 

総務部 総務課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾎﾝﾀﾞﾊﾞﾓｽ） 京都 580み 2173 

総務部 総務課 ﾆｯｻﾝ(ﾃﾞｲｽﾞ ﾙｰｸｽ) 京都 581ま 9898 

総務部 総務課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ箱ﾊﾞﾝ) 京都 480と 1297 

市民環境部 生活環境課 ﾆｯｻﾝ(AD ﾊﾞﾝ) 京都 400せ 5058 

市民環境部 生活環境課 いすゞ(2t ﾀﾞﾝﾌﾟ) 京都 400に 7846 

市民環境部 生活環境課 ﾏﾂﾀﾞ(ﾀｲﾀﾝ) 京都 46ま 7300 

市民環境部 生活環境課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｼﾞｪｯﾄ) 京都 41む 1966 

市民環境部 生活環境課 ﾆｯｻﾝ(AD ﾊﾞﾝ) 京都 88に 3728 

市民環境部 生活環境課 日野（4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ） 京都 100さ 5741 

市民環境部 生活環境課 日野（4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ） 京都 100せ 8200 

市民環境部 生活環境課 三菱（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ） 京丹後市特 637 

市民環境部 生活環境課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ箱ﾊﾞﾝ) 京都 480ぬ 6324 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 三菱（ｷｬﾝﾀｰ） 京都 800さ 7150 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 日野（ﾃﾞュﾄﾛ） 京都 800す 9809 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 日野（ﾃﾞュﾄﾛ） 京都 800せ 1832 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 日野（ﾃﾞュﾄﾛ） 京都 800せ 4787 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） いすゞ（ｴﾙﾌ） 京都 800せ 2656 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 三菱（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 41む 2685 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） 三菱(ﾀﾞﾝﾌﾟ) 京都 100さ 7510 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） ﾄﾖﾀ（ｸﾗｳﾝ） 京都 800さ 3378 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 88す 3264 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 800さ 7478 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 88す 5048 

市民環境部 生活環境課（衛生ｾﾝﾀｰ） ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィﾊﾞﾝ） 京都 480て 4696 

医療部 医療政策課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 301も 4209 

医療部 医療政策課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ） 京都 301も 4210 

医療部 医療政策課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ） 京都 301も 4211 

医療部 医療政策課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 800せ 5994 

医療部 医療政策課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 800せ 5995 

医療部 医療政策課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾌｨｯﾄ） 京都 500め 9825 

医療部 医療政策課 ｽﾊﾞﾙ（ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ） 京都 480き 5229 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｷｬﾘｰﾀﾞﾝﾌﾟ) 京都 480せ 7981 

医療部 弥栄病院管理課 ﾏﾂﾀﾞ(ﾋﾞｱﾝﾃ) 京都 301ぬ 5035 



65 

所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 301ふ 6300 

医療部 弥栄病院管理課 ﾎﾝﾀﾞ(ｼﾋﾞｯｸ) 京都 530つ 2003 

医療部 弥栄病院管理課 ﾎﾝﾀﾞ(ｷｬﾊﾟ) 京都 530て 2003 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｶﾛｰﾗ) 京都 77ひ 2741 

医療部 弥栄病院管理課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾗｲﾌ) 京都 51こ 723 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｾﾙﾎﾞ) 京都 50ふ 791 

医療部 弥栄病院管理課 ｽﾊﾞﾙ（ﾌﾟﾚｵ） 京都 581ひ 7944 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ﾜｺﾞﾝ R) 京都 581あ 9889 

医療部 弥栄病院管理課 三菱(ﾐﾆｶ) 京都 580う 3830 

医療部 弥栄病院管理課 三菱(ﾐﾆｶ) 京都 580う 3831 

医療部 弥栄病院管理課 ｽﾊﾞﾙ(Ｒ2) 京都 58に 7200 

医療部 弥栄病院管理課 ｽﾊﾞﾙ(Ｒ2) 京都 58に 7201 

医療部 弥栄病院管理課 ｽﾊﾞﾙ(Ｒ2) 京都 58に 7267 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｴｽﾃィﾏ（白）HV) 京都 301て 154 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｴｽﾃィﾏ（白）HV) 京都 302つ 191 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｴｽﾃィﾏ〈黒）HV) 京都 301な 8508 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 580よ 5024 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581く 5982 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581く 5983 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581そ 9701 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581そ 9702 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581ぬ 5451 

医療部 弥栄病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581ふ 1901 

医療部 弥栄病院管理課 ﾄﾖﾀ〈ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ） 京都 831に 119 

医療部 久美浜病院管理課 ﾄﾖﾀ（救急車） 京都 800せ 2952 

医療部 久美浜病院管理課 ﾄﾖﾀ(ｴｽﾃィﾏ) 京都 301つ 9953 

医療部 久美浜病院管理課 三菱(ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ) 京都 580ま 8643 

医療部 久美浜病院管理課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 800す 5993 

医療部 久美浜病院管理課 三菱(ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ) 京都 880あ 616 

医療部 久美浜病院管理課 ﾄﾖﾀ(ﾌﾟﾘｳｽ) 京都 301ほ 3441 

医療部 久美浜病院管理課 三菱(ﾐﾆｶ) 京都 480す 5448 

医療部 久美浜病院管理課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾗｲﾌ） 京都 51く 3296 

医療部 久美浜病院管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾐﾗ) 京都 580か 7890 

医療部 久美浜病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ 1) 京都 480き 8501 

医療部 久美浜病院管理課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ 2) 京都 480き 8502 

医療部 久美浜病院管理課 三菱(トッポ) 京都 580ゆ 8629 

医療部 久美浜病院管理課 ﾄﾖﾀ（ｳﾞｫｸｼｰ） 京都 502は 3918 
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所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

医療部 久美浜病院管理課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾌｨｯﾄ) 京都 502ま 1150 

医療部 久美浜病院管理課 ﾄﾖﾀ（ﾉｱ） 京都 502め 78 

医療部 久美浜病院管理課 ｽﾊﾞﾙ（ﾌﾟﾚｵ） 京都 480か 2019 

医療部 久美浜病院管理課 ｽｽﾞｷ（ｿﾘｵ） 京都 502ま 9143 

医療部 久美浜病院管理課 ｽｽﾞｷ（ﾀﾞﾝﾌﾟ） 京都 480に 9874 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽﾊﾞﾙ（ﾌﾟﾚｵ） 京都 480か 229 

健康長寿福祉部 生活福祉課 三菱(ﾐﾆｶ) 京都 41ま 2920 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾆｯｻﾝ（AD ﾊﾞﾝ） 京都 400ち 681 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ｱｸﾃｨ） 京都 41ま 9041 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄﾊﾞﾝ） 京都 41と 4423 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾗｲﾌ） 京都 51え 2966 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾄﾖﾀ(10人乗ﾜｺﾞﾝ） 京都 34ね 1850 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾑｰﾌﾞ） 京都 51う 9808 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽﾊﾞﾙ（ﾌﾟﾚｵ） 京都 480か 230 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽﾊﾞﾙ（ﾌﾟﾚｵ） 京都 480か 231 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾏﾂﾀﾞ（ﾃﾞﾐｵ） 京都 501り 9008 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 580も 4191 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581き 8424 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 480な 1705 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 480な 1706 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 京都 480な 6628 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘｨ） 京都 480ね 5766 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾐﾂﾋﾞｼ（ＥＫﾜｺﾞﾝ） 京都 580ほ 2782 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾗｲﾌ） 京都 580く 447 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾗｲﾌ） 京都 580く 448 

健康長寿福祉部 生活福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ｲﾝｻｲﾄ） 京都 502さ 6313 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ｱｸﾃｨ） 京都 41ま 3395 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 80あ 1121 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ 京都 800さ 6386 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 51き 6629 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 300に 3018 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ 京都 800さ 6402 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 580け 5225 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 580け 5226 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 580け 5519 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581そ 9153 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581と 3463 
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健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 581ひ 5100 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 三菱（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 880あ 2064 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｷｬﾘｨ） 京都 880あ 2157 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 830そ 2200 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 800さ 4214 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 日産(ｷｬﾗﾊﾞﾝ) 京都 830す 2200 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 800す 4675 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 三菱(ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ) 京都 80あ 2282 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 880あ 1724 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ﾗﾝﾃﾞィ) 京都 502に 8206 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 880あ 2160 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 581と 8256 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 581せ 4602 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 580も 4192 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾗｲﾌ) 京都 50よ 1295 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 41ま 1831 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ｻﾞｯﾂ） 京都 51か 3907 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 50と 9055 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾊﾞﾓｽ） 京都 50る 9221 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ（ｱﾙﾄ） 京都 581ひ 7646 

健康長寿福祉部 長寿福祉課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581つ 253 

農林水産部 農業振興課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽﾎﾋﾞｵ) 京都 580み 2172 

農林水産部 農業振興課 ｽｽﾞｷ(ｴﾘｵ) 京都 300や 7185 

農林水産部 農業振興課 ｽｽﾞｷ(ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ) 京都 480に 8222 

農林水産部 農業振興課 ﾄﾖﾀ(ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ) 京都 502ま 5882 

農林水産部 農林整備課 ｽｽﾞｷ(ｷｬﾘｰ) 京都 480さ 93-85 

農林水産部 農林整備課 三菱(ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ) 京都 480せ 1530 

農林水産部 農林整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 41ひ 7912 

農林水産部 農林整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 京都 480に 2534 

農林水産部 海業水産課 ﾆｯｻﾝ(AD ﾊﾞﾝ) 京都 400せ 1744 

農林水産部 海業水産課 ｽｽﾞｷ(ｷｬﾘｰ) 京都 480す 4078 

農林水産部 農業委員会事務局 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾐﾗ) 京都 51い 9775 

農林水産部 農業委員会事務局 三菱(ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ) 京都 580ひ 2109 

農林水産部 農業委員会事務局 ｽｽﾞｷ(ﾊｽﾗｰ) 京都 581て 9023 

商工観光部 商工振興課 ﾎﾝﾀﾞ(ｵﾃﾞｯｾｲ) 京都 301な 2810 

商工観光部 商工振興課 ﾎﾝﾀﾞ(ｱｸﾃィ) 京都 41た 9828 

商工観光部 商工振興課 三菱(ﾐﾆｷｬﾌﾞ) 京都 480つ 4798 
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商工観光部 商工振興課 ﾀﾞｲﾊﾂ(軽ﾄﾗｯｸ) 京都 480と 3561 

商工観光部 商工振興課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 480な 1428 

商工観光部 商工振興課 ﾄﾖﾀ(ﾉｱ) 京都 502ひ 9382 

商工観光部 商工振興課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 50む 1232 

商工観光部 商工振興課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘィ) 京都 480ぬ 6323 

商工観光部 商工振興課 日産・ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ 京都 581ま 9897 

建設部 管理課 ﾄﾖﾀ(ｽﾊﾟｼｵ) 京都 530む 2200 

建設部 管理課 三菱（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 480た 9171 

建設部 管理課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 京都 400さ 5294 

建設部 管理課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾎﾋﾞｵ） 京都 580み 2171 

建設部 管理課 ﾎﾝﾀﾞ（ﾊﾞﾓｽﾎﾋﾞｵ） 京都 580も 5753 

建設部 管理課 三菱（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 480つ 4797 

建設部 管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾑｰﾌﾞ） 京都 50ぬ 1738 

建設部 管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ） 京都 480と 2531 

建設部 管理課 ｽｽﾞｷ（ｷｬﾘィ） 京都 480そ 6168 

建設部 管理課 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィ） 京都 480に 4903 

建設部 管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ） 京都 480に 7617 

建設部 都市計画・建築住宅課 三菱 京都 480さ 3418 

建設部 都市計画・建築住宅課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480な 1371 

上下水道部 経営企画整備課 ﾄﾖﾀ（ｶﾙﾃﾞィﾅ） 京都 77み 6067 

上下水道部 経営企画整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480と 678 

上下水道部 経営企画整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480な 3728 

上下水道部 経営企画整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480ぬ 7469 

上下水道部 経営企画整備課 ｽﾊﾞﾙ(ﾌﾟﾚｵ) 京都 480た 5803 

上下水道部 経営企画整備課 ｽﾊﾞﾙ(ﾌﾟﾚｵ) 京都 480た 9763 

上下水道部 経営企画整備課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480つ 6670 

上下水道部 経営企画整備課 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィ） 京都 580す 7227 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 480な 3727 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480あ 1729 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 480と 677 

上下水道部 施設管理課 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィ） 京都 480こ 1226 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480き 1547 

上下水道部 施設管理課 いすゞ（ｴﾙﾌ） 京都 800せ 2782 

上下水道部 施設管理課 ﾐﾂﾋﾞｼ（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 480た 4350 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 800せ 6543 

上下水道部 施設管理課 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 480に 3475 

上下水道部 施設管理課 ﾐﾂﾋﾞｼ（ﾐﾆｷｬﾌﾞ） 京都 480た 8859 
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教育委員会事務局 教育総務課 ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 京都 301ひ 8538 

教育委員会事務局 教育総務課 ﾎﾝﾀﾞ（ｱｸﾃｨﾊﾞﾝ） 京都 480つ 5102 

教育委員会事務局 教育総務課 ﾎﾝﾀﾞ(ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ) 京都 501も 8269 

教育委員会事務局 教育総務課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾗｲﾌ) 京都 580や 9464 

教育委員会事務局 教育総務課 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘｨ） 京都 480ぬ 6325 

教育委員会事務局 教育総務課 ﾎﾝﾀﾞ(ｱｸﾃｨﾊﾞﾝ) 京都 41や 5918 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5533 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5534 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5535 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5536 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5537 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5541 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580か 5532 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7801 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7803 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7804 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7806 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7808 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7810 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580さ 7811 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 643 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 644 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 645 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 646 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 647 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 648 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾎﾝﾀﾞ(ﾊﾞﾓｽ) 京都 580ち 650 

教育委員会事務局 学校教育課 ｽｽﾞｷ(ｱﾙﾄ) 京都 581あ 5489 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2280 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2281 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2279 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2079 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2507 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1894 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 1889 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2621 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2508 



70 

所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2031 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1782 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2084 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2136 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾚﾝｼﾞｬｰ) 京都 200は 526 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2137 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 1565 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2619 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 1566 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 2620 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2199 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2035 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 2028 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2032 

教育委員会事務局 学校教育課 いすゞ(GALAmio) 京都 200は 495 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2033 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 1965 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 1865 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2034 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 2037 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 2027 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1883 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1884 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1885 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2114 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾒﾙﾌｧ) 京都 200は 380 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾒﾙﾌｧ) 京都 200は 336 

教育委員会事務局 学校教育課 三菱(ﾛｰｻﾞ) 京都 22す 1376 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 2113 

教育委員会事務局 学校教育課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ) 京都 200さ 2200 

教育委員会事務局 学校教育課 いすゞ(GALAmio) 京都 200は 481 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1896 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1897 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1898 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1899 

教育委員会事務局 学校教育課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1900 

教育委員会事務局 学校給食ｾﾝﾀｰ ﾏﾂﾀﾞ(ﾀｲﾀﾝ) 京 11ぬ 3244 
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所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

教育委員会事務局 学校給食ｾﾝﾀｰ  いすゞ  京都 100せ 8216 

教育委員会事務局 学校給食ｾﾝﾀｰ  いすゞ(ｴﾙﾌ) 京都 100そ 1119 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1767 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1765 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1768 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1759 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1764 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1758 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1766 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾛｰｻﾞ） 京都 200は 179 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾛｰｻﾞ） 京都 200は 178 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 563 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1769 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ(ｺｰｽﾀｰ) 京都 200さ 256 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1457 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1458 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1489 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1761 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1760 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ(ｳﾞｫｸｼｰ) 京都 502ほ 8584 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ(ｳﾞｫｸｼｰ) 京都 502ほ 8585 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 2370 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 200さ 1762 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ひ 7482 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ふ 7484 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ひ 8434 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ひ 8433 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ひ 8432 

教育委員会事務局 子ども未来課 三菱（ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ） 京都 580ひ 8431 

教育委員会事務局 子ども未来課 ｽｽﾞｷ(ﾜｺﾞﾝ R) 京都 580ゆ 5151 

教育委員会事務局 子ども未来課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘｲ) 京都 480に 4906 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ(ｳｨｯｼｭ) 京都 502ね 5472 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾐﾂﾋﾞｼ（ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ） 京都 480ち 9811 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾐﾂﾋﾞｼ（ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ） 京都 480ち 9812 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 300ぬ 2857 

教育委員会事務局 子ども未来課 トヨタ（ｴｽﾃｨﾏ） 京都 301な 8175 

教育委員会事務局 子ども未来課 日野(ﾘｴｯｾⅡ) 京都 200さ 1415 
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所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾎﾝﾀﾞ（ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ） 京都 500た 4545 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ｳﾞｫｸｼｰ） 京都 501み 8297 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 300り 35 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 34な 7868 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ(ﾉｱ) 京都 501と 153 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 300ら 9913 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 301た 8054 

教育委員会事務局 子ども未来課 ﾄﾖﾀ（ﾊｲｴｰｽ） 京都 300の 6250 

教育委員会事務局 峰山地域公民館 ﾄﾖﾀ(ﾚｼﾞｱｽ) 京都 400さ 795 

教育委員会事務局 網野地域公民館 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィ） 京都 41ほ 6870 

教育委員会事務局 丹後地域公民館 ﾎﾝﾀﾞ(ｱｸﾃィ) 京都 480つ 9480 

教育委員会事務局 弥栄地域公民館 ｽｽﾞｷ（ｴﾌﾞﾘィ） 京都 41ふ 6259 

教育委員会事務局 久美浜地域公民館 ﾀﾞｲﾊﾂ（ﾊｲｾﾞｯﾄ） 京都 41む 40 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ｸﾗｳﾝ) 指 1 京都 800さ 2138 

消防本部 消防総務課 ﾆｯｻﾝ(ｴｸｽﾄﾚｲﾙ) 広 2 京都 800さ 8051 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ)A11 京都 830さ 2911 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ)A12 京都 830さ 2111 

消防本部 消防総務課 日野(ﾚﾝｼﾞｬｰ) P21 京都 830さ 1821 

消防本部 消防総務課 日野(ﾃﾞｭﾄﾛ) P22 京都 830さ 1722 

消防本部 消防総務課 日野(ﾃﾞｭﾄﾛ)資機材 16 京都 830さ 2616 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲｴｰｽ)指揮 31 京都 830さ 2631 

消防本部 消防総務課 日野(ﾚﾝｼﾞｬｰ) R32 京都 830さ 2832 

消防本部 消防総務課 ｽｽﾞｷ(ｴﾌﾞﾘｰ) 京都 480に 4908 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ｺﾝﾌｫｰﾄ) 京都 502さ 8848 

消防本部 消防総務課 ﾀﾞｲﾊﾂ(ﾊｲｾﾞｯﾄ) 京都 480に 8223 

消防本部 消防総務課 ﾆｯｻﾝ(ｴｷｽﾊﾟｰﾄ) 広 3 京都 800さ 5636 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ)A13 京都 830さ 2113 

消防本部 消防総務課 三菱(ｷｬﾝﾀｰ) P23 京都 831さ 119 

消防本部 消防総務課 日野(ﾃﾞｭﾄﾛ) P23 京都 830さ 3023 

消防本部 消防総務課 ﾆｯｻﾝ(ｴｷｽﾊﾟｰﾄ) 広 4 京都 800さ 3859 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) A14 京都 830さ 2414 

消防本部 消防総務課 日野(ﾃﾞｭﾄﾛ) P24 京都 830さ 2924 

消防本部 消防総務課 ﾆｯｻﾝ（ｴｸｽﾄﾚｲﾙ) 広 5 京都 830さ 2805 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ)A15 京都 800さ 2715 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾀｳﾝｴｰｽ) 京都 88す 7899 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ（ﾗﾝｸﾙﾌﾟﾗﾄﾞ） 京都 800さ 2135 

消防本部 消防総務課 ﾆｯｻﾝ（消防指令車） 京都 88に 4836 
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所管部等 所管課等 車両名称 車両番号 

消防本部 消防総務課 ｽｽﾞｷ(ｴｽｸｰﾄﾞ) 京都 800さ 2254 

消防本部 消防総務課 ﾄﾖﾀ(ﾗﾌﾞ 4) 京都 88に 3583 
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3.京丹後市地球温暖化対策推進本部設置規定 

 

平成１７年７月８日 

訓令第１１号 

改正 平成１８年３月３０日訓令第６号 

平成１９年４月１日訓令第４号 

平成２１年４月１日訓令第６号 

平成２８年６月２３日訓令第７号 

平成２９年４月１日訓令第４号 

平成３０年３月３０日訓令第６号 

（設置） 

第１条 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）第２１条第１項の規定に

基づき、京丹後市地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）を策定し、効果的かつ

継続的に実行計画を推進するため、京丹後市地球温暖化対策推進本部（以下「推進本部」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は、実行計画の策定又は変更及び実施のため、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 市が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策について、調査又は検討を行うこと。 

(2) 第５条に規定する地球温暖化対策推進委員会が立案した実行計画案を審査し、その最終案の

決定を行うこと。 

(3) 実行計画に基づく実施状況等について、地球温暖化対策推進委員会から報告を受け、その実

施に関し必要な措置を行うこと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、実行計画の策定又は変更及び実施に関し必要な審議を行うこと。 

（組織及び職務） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長、副本部長及び本部員は、それぞれ別表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 本部長は、推進本部を総理する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。 

（会議） 

第４条 本部長は、推進本部の会議を招集し、及び議事を進行する。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を会議に出席させ、及び説

明又は意見を聴くことができる。 
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（地球温暖化対策推進委員会の設置） 

第５条 実行計画を具体的に策定又は変更し、及び機動的に実施するため、推進本部に地球温暖化対

策推進委員会（以下「推進委員会」という。）を置く。 

２ 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 市が行う事務又は事業に係る地球温暖化対策について、その目標の設定、運用点検システム

の検討その他の具体的な調査又は検討を行うこと。 

(2) 推進本部の指示に基づき、実行計画案又は変更案を策定し、及び実行計画の実施を総括する

こと。 

(3) 実行計画の実施状況を取りまとめ、その結果を推進本部に報告すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか推進本部が指示する事項を処理すること。 

３ 推進委員会の構成員（以下「委員」という。）は、課又は室の長（以下「課長」という。）又は

課長補佐の中から本部長が指名する。この場合において、必要があると本部長が認める場合は、

その他の職員を指名することができる。 

４ 推進委員会に委員長を置く。 

５ 委員長は、本部長が指定する。 

６ 委員長は、会議を招集し、及び議事を進行するほか、推進委員会を総括する。 

（専門部会の設置） 

第６条 本部長は、所掌事項のうち詳細に検討すべき課題（以下「検討課題」という。）について専

門的に調査又は協議する必要があると認めるときは、推進委員会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、当該検討課題に関連する職務に従事する委員をもって組織する。 

（庶務） 

第７条 推進本部、推進委員会及び専門部会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成１７年７月８日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日訓令第６号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月１日訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月１日訓令第６号） 
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この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２３日訓令第７号） 

この訓令は、平成２８年６月２３日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日訓令第４号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令第６号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

別表（第3条関係） 

本部長、本部員等 職名 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

〃 教育長 

本部員 会計管理者 

〃 市長公室長 

〃 総務部長 

〃 市民環境部長 

〃 医療部長 

〃 健康長寿福祉部長 

〃 農林水産部長 

〃 商工観光部長 

〃 建設部長 

〃 上下水道部長 

〃 教育次長 

〃 議会事務局長 

〃 消防長 
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4.用語解説 

■五十音順 

あ行 

 RE100（アールイーワン

ハンドレッド） 

事業運営を 100％再生可能エネルギーで賄うことを目標としている世界の企業

連合のこと。「Renewable Energy（再生可能エネルギー）100％」の頭文字から名

付けられた国際的イニシアチブで、2018（平成 30）年 3月 14日時点で、世界のト

ップ企業 128 社が加盟。国際環境 NGO「The Climate Group」によって 2014（平成

26）年に開始された。加盟企業は自社の事業を再生可能エネルギー100％で運営し

ていくことを宣言するだけでなく、具体的な目標年を掲げ、目標達成へ向けた活動

を毎年報告書として事務局へ提出する。出典）EICネット 環境用語集 

 イノベーション 低炭素社会の実現に向けて、技術革新だけでなく、「カーボンプライシング（炭

素の価格付け）」導入によって新たな環境価値が創造され、気候変動対策と経済成

長の両立が自発的に図られる人・組織・社会の幅広い変革のこと。 

 NDC（エヌディーシー） Nationally Determined Contribution（略称 NDC）＝自国が決定する貢献。パリ

協定の第 2条（目的）では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃よ

り十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することが明記されている。

その目的を達成するため、協定第 4条（緩和）において国内措置（削減目標・行動）

をとることを各国に求めている。 

 温室効果ガス 地球の大気に含まれ、地表から放射された赤外線を吸収し再び放出することで温

室効果をもたらす気体の総称。現在、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化窒

素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、

六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化窒素（NF3）の 7 物質が該当し、排出量の削減対象

となっている。 

 

か行 

 化石燃料 石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている有限性の燃料資源のこと。これ

ら資源の燃焼により二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物などが発生し大気中に排

出されることで、地球温暖化や大気汚染などを引き起こす要因になっている。現在、

日本は、必要なエネルギーの約 8割以上をこれら資源に依存。 

 気候変動 大気の平均状態を気候と呼ぶが、その気候が様々な要因により、様々な時間軸の中

で変動することをいう。気候変動の要因には自然的要因と人為的要因があり、近年は化

石燃料の大量消費による大気中の二酸化炭素濃度の増加による地球温暖化への懸念

から、人為的要因による気候変動への対策が急務となっている。 

 

 

 

 

気候変動に関する国際

連合枠組条約 

United Nations Framework Convention on Climate Change（略称：UNFCCC）。大

気中の温室効果ガス濃度を安定化させることを究極の目的とし、気候変動がもたら

す様々な悪影響を防止するための取り組みの原則や措置など、地球温暖化問題に関

する国際的な枠組み定めた条約〔1992（平成 4）年採択、1994（平成 6）年発効〕。 
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気候変動に関する政府

間パネル（IPCC：アイ・

ピー・シー・シー） 

 

 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change の略で、気候変動リスク、影響及

び対策について議論するための場として、国連環境計画（UNEP）及び世界気象機関

（WMO）の共催により 1988（昭和 63）年 11 月に設置された国際機関。地球温暖化

に関する科学的な知見評価、温暖化がもたらす環境的・社会経済的影響の評価、今

後の対策のあり方検討することを目的としており、気候変動に関する科学技術文献

を確認・評価することをその役割とする。数年おきに評価報告書を発行している。 

 気候変動枠組条約締約

国会議（COP：コップ） 

Conference of the Parties（略称：COP）。気候変動枠組条約の締約国による会

議で、1995（平成7）年の第1回締約国会議（COP1）がドイツ（ベルリン）で開催さ

れて以来、毎年開催されている。 

 

さ行 

 再生可能エネルギー 太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・バイオマスなど、エネルギー源として永続

的に利用することができると認められるエネルギー源のこと。 

 

は行 

 バイオマス 「バイオ（bio＝生物、生物資源）」と「マス（mass＝量）」を組み合わせた言

葉で、再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）のこと。木材、紙、家

畜ふん尿、下水及びし尿・浄化槽汚泥、食品廃棄物、林地残材、稲わら・もみ殻、

植物油などがある。 

 排出係数 活動量（化石燃料や電気の使用量など）あたり、温室効果ガスがどれだけ排出さ

れたかを推し測る指標のこと。 

 ピークシフト 電力を消費する時間帯をずらして、電力需要のピーク時における電力消費を抑え

ること。 

 輻射
ふくしゃ

熱 太陽から地球に届いた日射エネルギーの一部は地表で反射されるが、大半は地表

面で熱エネルギーに転換され地表面を温める。この現象を輻射熱という。 

 フロン類 フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）の総称。フロン排出抑制法では、CFC

（クロロフルオロカーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハ

イドロフルオロカーボン）を「フロン類」と呼んでいる。化学的にきわめて安定し

た性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エ

アコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの

様々な用途に活用されてきたが、オゾン層の破壊や地球温暖化といった地球環境へ

の影響が明らかとなり、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が可能な分

野から進められている。 

 

ま行 

 無形資産 物的な実態の存在しない資産。特許や商標権、著作権などといった知的資産、従

業員の持つ技術や能力などの人的資産などが該当する。 

 



 

 

 

ハ行 
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