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第１章　計画策定の基本事項

　１　計画の背景と位置付け

　　龍ケ崎市第3次地球温暖化防止実行計画（事務事業編）は，地球温暖化対策の推進に 

　関する法律（平成10年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。）第20条の

　3第1項の規定に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガス

　の排出量の削減のための措置に関する計画（以下「実行計画」という。）として策定す

　るものです。

　　本市では，平成13年 2月に「龍ケ崎市地球温暖化防止実行計画」，平成18年 2月に

　は「龍ケ崎市第2次地球温暖化防止実行計画」（以下「前計画」という。）を策定し， 

　市役所の事務事業により発生する温室効果ガス排出量の削減に積極的に取り組んできま 

　した。

　　また，平成23年 3月には，龍ケ崎市全域を対象とした「龍ケ崎市地球温暖化対策実

　行計画（区域施策編）」を策定し，地球環境問題に対して地域全体が共通した認識を持

　つことができるように，情報提供や普及啓発を行い，市全体として温室効果ガス削減に

　努めているところです。

　　このような背景のもと，前計画の計画期間の前倒しによる見直しと，改正された温暖

　化対策推進法とエネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下

　「省エネ法」という。）との整合を図り，更なる温室効果ガスの排出量削減を目指して

　いきます。

【本計画の位置付け】

　　　　　　京都議定書　　　　　　　  　ふるさと龍ケ崎戦略プラン

　　温暖化対策推進法　　　　　　　　　　龍ケ崎市環境基本条例

　　 　　京都議定書目標達成計画　　 龍ケ崎市環境基本計画（改定版）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

　 

1

龍ケ崎市第３次地球温暖化防止実行計画（事務事業編）



　ポイント！

　【龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画「区域施策編」を策定しました。】

　　平成23年 3月策定した龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画「区域施策編」では，2007

　年度（平成19年度）を基準年度とし，目標年度である2016年度（平成28年度）まで

　に15%の温室効果ガス排出量の削減を目指しています。基準年度から約 122,000t-CO2の

　削減が必要となり，「再生可能エネルギーの促進」，「ライフスタイルの転換」，「低

　炭素社会の構築」と３つの項目ごとに削減に向けた取り組みを掲げました。

　　目標を達成するためには，市・事業者・市民・市民団体がそれぞれの役割と責任を

　持って地球温暖化対策に取り組んでいくことが重要です。

　２　計画の目的

　　本計画は，地球温暖化防止に資するため，各公共施設の事務事業活動に伴い排出され

　る温室効果ガスを抑制するとともに，自ら事業者・消費者の立場から地球環境保全に向

　けた取り組みを率先して実行し，地球環境への負荷の低減を図ることを目的とします。

　３　計画の期間

　　前計画の期間は，平成25年 3月までですが，東日本大震災以降依然として電力需給 

　状況が逼迫していることから，計画改定時期を早め，本計画の期間は，平成24年度か

　ら平成28年度までの5年間とします。

　４　計画の対象範囲

　　本計画の対象範囲は，前計画で対象としていた施設と平成18年度以降開設した施設 

　を併せ，次のとおりとします。
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【計画の対象施設】

区分 施設数 対象施設

市長部局 30 本庁舎，第二庁舎，保健センター，地域福祉会館，総合福祉

センター，さんさん館，八原保育所，ひまわり園，西部出張

所，東部出張所，斎場，まいん，文化会館，湯ったり館，農

業公園豊作村，観光物産センター，市民活動センター，各コ

ミュニティセンター（松葉，長戸，大宮，北文間，馴柴，長

山，川原代，八原，馴馬台，龍ケ崎，龍ケ崎西，久保台，城

ノ内）

教育委員会 28 小学校（龍ケ崎，大宮，長戸，八原，馴柴，川原代，北文間，

龍ケ崎西，松葉，長山，馴馬台，久保台，城ノ内），中学校

（愛宕，城南，長山，城西，中根台，城ノ内），たつのこア

リーナ，たつのこフィールド，たつのこスタジアム，高砂体育

館，学校給食センター（第1，第2調理場），中央図書館，教

育センター， 歴史民俗資料館

　５　新たな施設の取り扱い

　　平成24年度以降，新たに開設する施設の取り扱いについては，本計画の対象施設に 

　含まないものとします。

　　しかし，本計画は市の事務事業全てを対象としていることから，新たに開設する施設

　についても，計画に定められている事項に準じて取り組んでいくこととします。

　６　対象とする温室効果ガス

　　本計画で削減対象とする温室効果ガスは，法律で定められた削減対象となる６種類

　（二酸化炭素，メタン，一酸化炭素，代替フロン等３種類）のうち，地球温暖化にもっ

　とも影響の多い二酸化炭素を対象とします。
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　ポイント！　

　【改正された省エネ法】

　　これまで工場・事業所単位のエネルギー管理から，事業者単位（企業単位）でのエネ

　ルギー管理に変わりました。事業者全体の年間エネルギー使用量（原油換算）が合計し

　て，1,500kL以上であれば，国へ特定事業者の届出が必要になり，中長期的に年平均 1% 

　以上のエネルギー消費原単位の低減に努めることになります。

　　自治体では「市長部局」，「教育委員会」が対象となりますが，本市では大きなス　

　ポーツ施設や小中学校を有する「教育委員会」が平成22年に第2種特定事業者に指定 

　されました。

（参考：H21年度燃料使用量）

電気

（千kWh）

ガソリン

(kL)

灯油

（kL）

軽油

（kL）

都市ガス

（千㎥）

プロパン

（千㎥）

Ａ重油

（kL）

原油換算

（kL）

教育委員会 5,280 1 7 0 499 0 0 1,960

市長部局 2,637 79 103 76 10 4 241 1,180

※　原油換算で1,500kL未満は指定なし。1,500～3,000kL未満の事業者は第2種特定事業

者。3,000kL以上使用している事業者は第1種特定事業者となります。

（事業者の義務）

　・エネルギー管理統括者等の選任

　・定期報告書の提出

　・中長期計画書の提出

（事業者の目標）

　・中長期的にみて年平均 1%以上のエネルギー消費原単位
*1
の低減

*1  エネルギー消費原単位　：　エネルギー使用量（分子）をエネルギー使用量と密接な関係を持つ値（分母）で割っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た値のことです。生産工場の場合は，生産数量や設備の稼動時間などで設定してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますが，自治体の場合は，延床面積で設定するのが一般的であり，本市でも延床面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でエネルギーの使用効率を管理しています。 
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第２章　温室効果ガス排出量の現況

　１　温室効果ガス排出量

　（１）燃料使用量及び温室効果ガス排出量

　　　エネルギー起源二酸化炭素は，燃料と電気の使用により排出されるものであり，設

　　備の更新や職員の取り組みによる効果が現れやすい部分で，次の表は第2次地球温暖

　　化防止実行計画に基づく施設の燃料使用量です。（H18年度以降に設置された施設は

　　含まれておりません。）

【燃料使用量】

H16年度
（基準年度）

H18年度
（基準年度比）

H19年度
（基準年度比）

H20年度
（基準年度比）

H21年度
（基準年度比）

H22年度
（基準年度比）

H23年度
（基準年度比）

ガソリン

（Ｌ）

94,847 89,093

（△6.1%）

91,272

（△3.8%）

89,869

（△5.2%）

80,510

（△15.1%）

84,230

（△11.2%）

78,788

（△16.9）

灯油

（Ｌ）

158,884 133,081

（△16.2%）

140,075

（△11.8%）

120,732

（△24.0%）

110,065

（△30.7%）

107,104

（△32.6%）

103,125

（△35.1）

軽油

（Ｌ）

82,515 85,806

（+4.0%）

81,192

（△1.6%）

75,786

（△8.2%）

75,922

（△8.0%）

72,477

（△12.2%）

62,903

（△23.8）

Ａ重油

（Ｌ）

264,000 286,000

（+8.3%）

263,000

（△0.4%）

236,000

（△10.6%）

241,000

（△8.7%）

224,000

（△15.2%）

225,000

（△14.8）

プロパンガス

（㎥）
7,259 5,456

（△24.8%）

5,076

（△30.1%）

4,233

（△41.7%）

4,029

（△44.5%）

3,957

（△45.5%）

4,718

（△35.0）

都市ガス

（㎥）

527,252 516,350

（△2.1%）

512,851

（△2.7%）

494,659

（△6.2%）

505,540

（△4.1%）

554,310

（+5.1%）

485,962

（△7.8）

電気

（KWh）

8,376,203 8,034,434

（△4.1%）

8,215,705

（△1.9%）

7,998,871

（△4.5%）

7,864,007

（△6.1%）

7,986,996

（△4.6%）

6,811,905

（△18.7）

【燃料別温室効果ガス排出量】

H23年度燃料使用量 温室効果ガス排出量

使用量 単位 CO2 換算係数 t-CO2 構成比

ガソリン 78,788 L 2.32kg-CO2/L 182.8 3.8%

灯油 103,125 L 2.49kg-CO2/L 256.8 5.3%

軽油 62,903 L 2.62kg-CO2/L 164.8 3.4%

Ａ重油 225,000 L 2.71kg-CO2/L 609.8 12.7%

プロパンガス 4,718 ㎥ 6.22kg-CO2/㎥ 29.3 0.7%

都市ガス 485,962 ㎥ 2.08kg-CO2/㎥ 1,010.8 21.0%

電気 6,811,905 kWh 0.375kg-CO2/kWh 2,554.5 53.1%

合計 － 4,808.7
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　　前計画（計画期間：平成18年度～平成24年度）では，平成24年度を目標年度とし，

　基準年度である平成16年度より温室効果ガス排出量を2.0%削減する目標を掲げました。

【温室効果ガス排出量】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：t-CO ２）

H16年度
（基準年度）

H18年度
（基準年度比）

H19年度
（基準年度比）

H20年度
（基準年度比）

H21年度
（基準年度比）

H22年度
（基準年度比）

H23年度
（基準年度比）

温室効果ガ

ス排出量

7,337 7,105

（△3.2%）

7,178

（△2.2%）

6,865

（△6.4%）

5,691

（△22.4%）

5,504

（△25.0%）

4,809

（△34.5%）
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　　平成23年度の温室効果ガス排出量は，4,808.7t-CO2で，平成16年度（基準年度）と

　比較して，34.5%の削減となりました。

　　燃料別排出量の割合は，電気が全体の53.1%を占めており，次いで都市ガスが21.0%，

　Ａ重油 12.7%，灯油 5.3%，ガソリン3.8%と続きます。

　　平成18年度からから減少していたプロパンガスの使用量が，平成23年度には，22年

　度と比較し，増加していますが，ひまわり園のボイラー設備を灯油からプロパンガス使

　用に切り替えたことによるものです。

　　施設別でみますと，温室効果ガス排出量が多い施設は，湯ったり館，たつのこアリー

　ナ，本庁舎，学校給食センター第2調理場，学校給食センター第1調理場，総合福祉セ

　ンターと続きます。

　　なお，平成23年度は，東日本大震災の影響により，夏期の電力需給状況が逼迫し，

　本市においては，施設開設時間の変更やエアコンの使用制限，照明の間引きなど様々な

　取り組みを実施しました。

　　　　

 （２）これまでの温暖化対策の取り組み

　【職員への啓発・周知】

　　主な取り組みとして，クールビズ，ウォームビズによるエアコン温度設定の管理，昼

　休みの消灯，エレベーター利用の自粛，近距離公務の自転車利用，低公害車・軽自動車

　への転換，エコドライブの推進などを実践しています。

　　その他，平成21年度から本庁舎をはじめ，保健センター，保育所，市民活動セン

　ター，各コミュニティセンター，各小中学校に緑のカーテンやすだれを設置し，夏の節

　電につなげています。平成22年度には，公用車に電気自動車も導入しました。

　　また，定期的に省エネリーダー・サブリーダーによる省エネ実践会議を開催し，省エ

　ネに関する取り組みの徹底と意識の共有化を図っています。 

　【施設設備の改修】

　　これまで老朽化した設備は，順次省エネ型の設備に転換してきました。

　　平成18年度　本庁舎に天井ファンを設置（1F，5F）

　　平成19年度　馴柴小学校改築・馴柴コミュニティセンター空調設備改修

　　平成20年度　馴柴小学校体育館改築・4小学校（長山・馴馬台・龍ケ崎西・城ノ内）

　　　　　　　　 牛乳用冷蔵庫改修

　　平成21年度　愛宕中学校空調設備改修・斎場空調設備改修

　　平成22年度　八原保育所改築・本庁舎空調設備改修（3F，4F）

　　　　　　　　 本庁舎省エネガラスコート加工・中央図書館LED照明へ転換

　　平成23年度　八原・長戸・松葉コミュニティセンター空調設備改修

7



　（３）環境配慮項目（コピー用紙，水道使用量）

　　前計画では，平成24年度を目標年度とし，基準年度である平成16年度よりコピー用

　紙購入量を8%，水道使用量を5%削減する目標を掲げました。

　

H16年度

（基準年度）

H18年度

（基準年度比）

H19年度

（基準年度比）

H20年度

（基準年度比）

H21年度

（基準年度比）

H22年度

（基準年度比）

H23年度

（基準年度比）

コピー用紙購入量

（枚）

11,442,500 11,188,000

（△2.2%）

10,886,000

（△4.9%）

11,731,000

（+2.5%）

12,947,000

（+13.1%）

14,210,500

（+24.2%）

14,621,000

(+27.8)

上水道使用量

（㎥）

217,734 188,211

（△13.6%）

183,798

（△15.6%）

172,102

（△21.0%）

156,141

（△28.3%）

151,355

（△30.5%）

132,056

(△39.3)

　　コピー用紙購入量を削減するため，両面コピー・両面印刷を推進していますが，平成 

　20年度から購入量が増加しています。これまでミスプリントの裏面印刷を推進してい

　ましたが，プリンターの故障が多発するなどの要因となり，平成21年度から中止しま

　した。また，各種計画や市民向けチラシ印刷等も自前の印刷が主流となり，業者発注が

　少なくなったことが増加の要因の一つと考えられます。

　　また，上水道の使用量については減少していますが，要因としては，平成20年度か

　ら一部の小中学校が，自校プール使用からたつのこアリーナのプール使用へ転換したこ

　とがあげられます。

8



第３章　計画の目標

　１　目標設定の考え方
　（１）現施設における現況

　　　平成23年度の燃料使用量と温室効果ガス排出量は次の表のとおりです。

【現施設における燃料使用量及び温室効果ガス排出量】

項目 H19年度

（基準年度）

H22年度 H23年度

燃料使用量 燃料使用量 温室効果ガス

排出量(t-CO2)

基準年度比

ガソリン(L) 91,251 84,230 78,787 183 △13.7%

灯油(L) 135,110 106,517 102,932 256 △23.8%

軽油(L) 81,192 72,478 62,902 165 △22.5%

Ａ重油(L) 263,000 224,000 225,000 610 △14.4%

プロパン(㎥) 3,119 3,356 4,383 27 +40.5%

都市ガス(㎥) 528,666 553,837 492,844 1,025 △6.8%

電気(kWh) 8,073,934 8,006,143 6,947,253 2,605 △14.0%

温室効果ガス排出量(t-CO2) 7,074 5,504 4,871 4,871 △31.1%

※　平成18年度以降に整備された施設（たつのこフィールド，たつのこスタジアム，城

　ノ内コミュニティセンター）については，東日本大震災の影響の少ない平成22年度の

　燃料使用量を平成19年度の実績値に加え，また，廃止した施設（青葉荘，中央保育所，

　大宮保育所，北文間保育所，中央公民館）の燃料使用量は除いています。

　（２）CO ２換算係数

　　　温室効果ガス排出量は，燃料使用量にCO2換算係数を乗じて算出することになりま

　　す。電気のCO ２換算係数は，前年度の電気事業者の実績値に基づき定められ，東日本

　　大震災以降，原子力発電の運転停止に伴い，平成23年度の0.375Kg-CO2/kWhから大幅

　　に引き上げとなることは確実です。

　　　上の表のとおり，平成23年度実績と基準年度の比較では，31.1%削減と目標を達成

　　していますが，次ページの表のとおり電気のCO2換算係数が大きく変動した場合，基

　　準年度比ではプラスに転じてしまうことが考えられます。

9



【電気のCO2換算係数が変動した場合の試算】

H23年度 想定1 想定2 想定3 想定4

電気のCO2換算係数(kg-CO2/kWh) 0.375 0.555 0.600 0.650 0.700

温室効果ガス排出量(t-CO2) 4,871 6,129 6,442 6,789 7,136

H19年度（基準年度）比 △31.1% △13.4% △8.9% △4.0% 0.9%

　　現状では電気のCO2換算係数が示されていない状況ですが，市では従前国が定めたデ

　フォルト値（0.555kg-CO2/kWh）に変動することを想定し，目標値を設定することとし 

　ます。また，その他の燃料に係るCO2換算係数は次のとおりです。

【第3次計画での温室効果ガス排出量の算定に用いるCO2換算係数】　　　　　

燃料 CO2換算係数 燃料 CO2換算係数

ガソリン 2.32 kg-CO2/L プロパンガス 6.00 kg-CO2/㎥

灯油 2.49 kg-CO2/L 都市ガス 2.21 kg-CO2/㎥

軽油 2.62 kg-CO2/L 電気　    0.555 kg-CO2/kWh

Ａ重油 2.71 kg-CO2/L

　２　削減目標の設定

　　市全域の温室効果ガス排出量の削減計画である「龍ケ崎市温暖化対策実行計画（区域

　施策編）」では，温室効果ガス排出量を平成28年度に，平成19年度（基準年度）と比

　較し，15%削減を目指す目標を掲げています。

　　本市も市内の一事業所としての削減義務を負うことは当然ですが，地方公共団体とし

　て事業所・市民・市民団体の模範となるよう率先して温室効果ガス排出量の削減に取り

　組んでいく必要があります。

　　このようなことから，龍ケ崎市第3次温暖化防止実行計画では，龍ケ崎市温暖化対策

　実行計画（区域施策編）と整合性を図り，平成23年度実績値から，太陽光発電システ

　ム・ＬＥＤ照明の導入，さらなる職員の省エネの取り組み効果を見込み，目標年度まで

　に基準年度比で15%削減を目指すこととします。併せて，燃料使用量の削減目標を設定

　します。

　　また，電気のCO2換算係数に変動があった場合，適時目標値を見直すこととします。
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【温室効果ガス排出量の削減目標】

項　目 基準年度（H19年度） 目標値（H28年度）

温室効果ガス排出量 7,074t-CO2　 15%削減（6,013t-CO2）

【燃料使用量の削減目標値】

項目 H19年度

(基準年度)

削減目標値 削減量 H28年度

（目標年度）

ガソリン(L) 91,251 15% 13,688 77,563

灯油(L) 135,110 25% 33,778 101,332

軽油(L) 81,192 25% 20,298 60,894

Ａ重油(L) 263,000 15% 39,450 223,550

プロパン(㎥) 4,383 5% 219 4,164

都市ガス(㎥) 528,666 10% 52,867 475,799

電気(kWh) 8,073,934 17% 1,372,569 6,701,365
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第４章　温室効果ガス排出削減に向けた取り組み

　１　再生可能エネルギーの導入

　　□　太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入により，温室効果ガスの削減

　　　に努めます。

　　

　　10kW程度の太陽光発電設備・蓄電池を導入します。 

　

　　※　国では，東日本大震災の被災地域を対象として，地域の防災拠点として機能を有

　　　する公共施設を対象として再生可能エネルギー等導入推進事業を実施することにな

　　　りました。

　　　　本市では本庁舎・たつのこアリーナ・馴柴コミュニティセンターに太陽光発電施

　　　設及び蓄電池を整備し，省エネや緊急時の対応に努めます。

　

ポイント！

　　　太陽電池容量1kwシステム当り年間約 1,000kwhの発電が見込めます。３ケ所に10kW

　規模の太陽光発電システムを設置した場合，年間約 600,000円の省エネ効果があります。

　　CO ２換算しますと，555kg-CO2の削減効果があります。また，蓄電池は緊急用の使用

　となりますが，通常時の使用率を設定し，電力を活用することができ，さらに省エネに

　つながります。

　

　□　公用車に廃食用油から精製した燃料（BDF）を使用します。

　ポイント！

　　菜種，ひまわり油などから作られるバイオディーゼル燃料は，もともと植物が生長過

　程における光合成により吸収したCO ２で相殺されるという考え方（カーボンニュート

　ラル）で，環境にやさしい燃料ということになります。
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　２　省エネルギー設備の導入

　　□　高効率照明器具への更新により，エネルギー使用量の削減に努めます。

　LED照明器具を公共施設に順次導入していきます。

　

　３　公用車における省エネルギー化の推進

　　□　電気自動車・ハイブリット・燃費効率の良い公用車を導入します。

　　□　近距離公務の際は，公用自転車を利用します。

　　□　県庁などの出張の際に，時間等の調整がつく限り相乗り出張に努めます。

　　　

　４　省エネ行動の実践

　【照明を使うとき】

　　□　夜間・休日・昼休みは，必要以外の照明を消灯します。

　　□　会議室の未使用時は照明を消灯します。

　　□　残業時には，不要な照明を消灯します。

　　□　照度を保ったうえで，照明は間引きします。

　【空調を使うとき】

　　□　冷暖房の温度を適切に調整します。

　　　（冷房 28度，暖房 20度を目安とする。）

　　□　冷暖房の使用期間や使用時間の短縮に努めます。

　　□　ブラインドや緑のカーテン等を有効に活用し，空調効果の向上に努めます。

　【その他】

　　□　クールビズやウォームビズを推進します。

　　□　ノー残業デー（毎週水曜日），育児の日（19日）を推進します。

　　□　ノーマイカーデーを推進します。

　　□　エレベーターの利用を控え，階段を利用します。

　　□　パソコン等のＯＡ機器を長時間使用しない時は，主電源をオフにします。

　５　環境負荷の低減の推進

　【廃棄物の削減・リサイクルの推進】

　　□　廃棄物の分別を徹底し，リサイクルを推進します。

　　□　マイ箸，マイバッグ，マイボトルを推進します。

　　□　市主催のイベント等でごみの持ち帰りを呼びかけます。

　　□　備品，消耗品を大切に使用します。
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　【紙使用量の削減の推進】

　　□　両面印刷・両面コピーに努めます。

　　□　庁内ＬＡＮ・電子メールを活用し，紙使用の削減に努めます。

　　□　使用済の封筒は，内部文書等に再利用します。

　　□　リユースボックス等を活用し，使用済用紙（ミスプリント等）は，メモ用紙等で

　　　再利用します。

　【その他】

　　□　食器類の洗浄や手洗い等の節水に努めます。

　　□　雨水貯留タンクの有効活用に努めます。

　　□　物品等調達の際はグリーン購入を徹底します。

　　　（省エネルギーの製品，長時間使用が可能な製品，再使用が可能な製品，リサイク

　　　　ルが可能な製品，廃棄時の廃棄量が少なく処分が容易な製品など）

　６　緊急節電要請時の対応

　　平成23年 3月 11日に発生した東日本大震災により夏季の電力需給量が逼迫し，政府

　から東京電力・東北電力管内の需要設備について15%以上の節電の要請がありました。

　　これを受け，市では「龍ケ崎市公共施設等の節電計画」を策定し，削減目標前年比

　20%以上を目標に掲げ，職員一丸になって公共施設等の電力使用量の削減に取り組み，

　前年比 23.3%削減と目標を達成しました。

　　今後の電力供給量も向上していく見込みが難しいことから，政府より緊急節電の要請 

　のあった際は，現行の取り組みを上まわる新たな節電計画を策定し，速やかに節電に取

　り組むこととします。

　【具体的取り組み】

　　□　冷暖房機の設定温度・使用時間を短縮します。

　　□　クールビズ・ウォームビズを徹底します。

　　□　施設の開設・利用時間の短縮を検討します。

　　□　事業所・家庭に対する節電の意識啓発，節電要請を行います。

　　□　その他，従来からの省エネの取り組みを徹底します。
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第５章　計画の推進のために

　１　計画の推進体制

　（１）推進体制

　　龍ケ崎市環境行政推進委員会を頂点とした推進体制により，計画に基づく取り組みを 

　推進します。

　　また，龍ケ崎市省エネ実践会議を定期的に開催し，職員の環境保全意識の向上と取り

　組みの共有化を図っていきます。

　（２）推進の方法

　　本計画を各課等で推進していくためには，各個人の自覚と行動が重要になります。

　　さらに効果をあげるために，推進責任者を各課等の長，推進員を課等の課長補佐にし，

　原則としてそれぞれの課等ごとに話し合って，課等の実情に合わせて，最も適した方法

　で実行していくこととします。

　　　【環境行政推進委員会】　　　　　 　指示　　【環境行政推進委員会幹事会】

　 　

　　 報告

　　　指示　　　　　　　報告　　　　　　

 

 

 　　 指示　　　　 　　 報告　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【省エネ実践会議】

　　

　　【各課等】　　　　　　　　　   連携　　　

　　　　指示　　　　　　　報告
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委員長 副市長

副委員長 都市環境部長

委　員 各部長，議会事務局長

代表幹事 環境対策課長

幹　事 関係各課等の課長補佐

総括リーダー 財政課長

リーダー，サブリーダー 関係各課等の長

推進責任者 各課等の長

推進者 課長補佐

課等の所属職員

総括責任者 都市環境部長



　（３）実施状況の点検・評価・見直し

　　燃料使用量の現状把握を行うため，推進責任者は定期的に電気使用量，ガソリン等の 

　燃料使用量等を統括責任者に報告するものとします。

　　また，燃料使用量が著しく増加した施設については，その原因を究明し，必要に応じ

　て改善を行います。

　　報告された燃料使用量等により，温室効果ガスの排出量等を把握し，本計画の進捗状

　況を毎年報告するとともに，必要に応じて見直すこととします。

【龍ケ崎市環境行政推進委員会名簿】

役職名 職　名

　委員長 　副市長

　副委員長 　都市環境部長

　委　員 　総務部長

　政策推進部長

　健康福祉部長

　市民生活部長

　教育部長

　議会事務局長

【龍ケ崎市環境行政推進委員会幹事会名簿】

役職名 部　名 職　名

　代表幹事　 　都市環境部 環境対策課長

　幹　　事 　総　務　部 総務課長補佐，危機管理室長補佐，会計課長補佐

　政策推進部 企画課長補佐，財政課長補佐，まちづくり推進課長補佐

　健康福祉部 健康増進課長補佐，社会福祉課長補佐

　市民生活部 商工振興課長補佐，農政課長補佐

　都市環境部 都市計画課長補佐，施設整備課長補佐

　教育委員会 学務課長補佐，青少年育成課長補佐

※　会計課，監査委員事務局，議会事務局は総務部に含みます。
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○龍ケ崎市環境行政推進委員会設置要綱

平成13年8月29日

訓令第15号

(設置)

第1条　本市における環境行政の総合的かつ効果的な推進を図るため，龍ケ崎市環境行政

推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条　委員会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1)　環境行政に関する施策の企画及び推進に関すること。

(2)　環境行政に関する関係部課間の連絡調整に関すること。

(3)　その他環境行政に関して必要な事項

(組織)

第3条　委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。

2　委員長は，副市長をもって充てる。

3　副委員長は，都市環境部長をもって充てる。

4　委員は，部長(都市環境部長を除く。)及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条　委員長は，会務を総理する。

2　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。

(会議)

第5条　委員会の会議は，委員長が必要に応じて招集し，委員長が議長となる。

2　委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，説明又は

意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条　委員会の会議に付すべき事項の調整並びに委員長の命を受けた専門的な事項の調

査及び研究を行うため，委員会に幹事会を置く。

2　幹事会は，代表幹事及び幹事をもって構成する。

3　代表幹事には環境対策課長を，幹事には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4　幹事会の会議は，代表幹事が招集し，主宰する。

(庶務)

第7条　委員会の庶務は，都市環境部環境対策課において処理する。

(補則)

第8条　この訓令に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に

定める。

付　則
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この訓令は，平成13年9月1日から施行する。

付　則(平成19年3月12日訓令第8号)

この訓令は，平成19年4月1日から施行する。

付　則(平成21年3月31日訓令第21号)

この訓令は，平成21年4月1日から施行する。

付　則(平成23年4月14日訓令第35号)

この訓令は，平成23年5月1日から施行する。

　 付　則(平成24年3月27日訓令第23号)

この訓令は，平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条第3項関係)

総務課長補佐，危機管理室長補佐，企画課長補佐，財政課長補佐，まちづくり推進課長

補佐，健康増進課長補佐，社会福祉課長補佐，商工振興課長補佐，農政課長補佐，都市

計画課長補佐，施設整備課長補佐，会計課長補佐，学務課長補佐，青少年育成課長補佐
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○龍ケ崎市地球温暖化防止実行計画要領

平成18年1月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条　この要領は，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20条の

3第1項の規定に基づき，龍ケ崎市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)の策

定及び推進等に関して，必要な事項を定める。

(策定及び推進等の組織)

第2条　計画の策定及び推進等は，龍ケ崎市環境行政推進委員会設置要綱(平成13年龍ケ崎

市訓令第15号)に定める龍ケ崎市環境行政推進委員会(以下「委員会」という。)及び幹

事会が行うものとする。

(所掌事項)

第3条　委員会は，次に掲げる事項を所掌する。

(1)　計画の決定に関すること。

(2)　計画の実施状況の評価に関すること。

(3)　計画の実施結果の公表に関すること。

(4)　計画の改善に関すること。

(5)　その他計画に関して必要な事項

2　幹事会は，計画に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1)　委員会に付すべき事項の調整

(2)　専門的な事項の調査及び研究

(3)　その他計画に関して委員会の委員長が必要と認める事項

(統括責任者の配置)

第4条　計画を円滑に推進するため，龍ケ崎市環境統括責任者(以下「統括責任者」とい

う。)を置く。

2　統括責任者は，委員会の副委員長をもって充てる。

(統括責任者の所掌事項)

第5条　統括責任者は，計画に関する次の事項を所掌する。

(1)　計画の点検及び進行管理に関すること。

(2)　職員に対する研修及び情報提供に関すること。

(3)　前2号に定める事項の委員会への報告に関すること。

(推進責任者の配置)

第6条　各課等における計画を円滑に推進するため，龍ケ崎市計画推進責任者(以下「推進

責任者」という。)を置く。

2　推進責任者は，各課等の長をもって充てる。

(推進責任者の所掌事項)



第7条　推進責任者は，次の事項を所掌する。

(1)　各課等における計画の点検及び進行管理に関すること。

(2)　各課等における計画の実施状況の評価に関すること。

(3)　前2号に定める事項の統括責任者への報告に関すること。

(推進員の配置)

第8条　各課等における計画を円滑に推進するため，龍ケ崎市計画推進員(以下「推進員」

という。)を置く。

2　推進員は，各課等の課長補佐等をもって充てる。

(推進員の所掌事項)

第9条　推進員は，次の事項を所掌する。

(1)　各課等における計画の推進に関すること。

(2)　各課等における計画の点検の実施に関すること。

(3)　前2号に定める事項に関する所属職員からの意見の聴取及び改善策の提案等に関す

ること。

(評価の公表)

第10条　委員会は，計画の実施状況について評価を行ったときは，その結果を広く市民に

公表するものとする。

(計画の見直し)

第11条　委員会は，必要に応じて計画の見直しを行うものとする。

2　委員会は，計画の見直しに当たり必要があると認めるときは，幹事会に必要な施策の

調査及び研究を行わせることができる。

(委任)

第12条　この要領に定めるもののほか，計画の策定及び推進等に関し必要な事項は，委員

会が別に定める。

付　則

この訓令は，公布の日から施行する。

　　　付　則（平成24年　月　日訓令第　号）

　この訓令は，平成24年　月　日から施行する。


