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１．はじめに

地球温暖化に関する問題は、予測される影響の大きさや深刻さを考慮すると、人類の
生存基盤に関わる最も重要な環境問題のひとつといえます。気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）第四次評価報告書によりますと、地球が温暖化していることには疑う余地
はなく、その原因は、人為起源の温室効果ガス濃度の増加であるとほぼ断定しています。
現状の世界の温室効果ガスの排出量は、自然界の吸収量の二倍を超えており、このまま
でいくと、今後数十年に渡って引き続き増加するものと考えられ、1980年から1999年と
比較した21世紀末の地球全体の平均気温の上昇は1.1℃～2.9℃に達すると予測されて
います。
このような地球温暖化の結果、極端な気象現象の増加に伴う災害の激化、生態系への
悪影響に加え、大規模な水不足、農業被害、感染症の増加など私たちの社会活動に対し
て様々な悪影響が生じる可能性が指摘されています。

地球温暖化に関する国際的な取組みとしては、1992年に国連気候変動枠組条約が採択
され、同年の国連環境開発会議(地球サミット)においては、世界中の多くの国が署名を
行い、1994年には条約が発効しました。
また、締約国会議がドイツのベルリン(COP 1)から始まり、「温室効果ガスの排出お
よび吸収に関し、特定された期限の中で排出抑制や削減のための数量化された拘束力の
ある目標」を定めることが決められました。
さらに、1997年には、地球温暖化防止京都会議(COP 3)が開催され、「京都議定書」
が採択され、我が国においては、温室効果ガスの総排出量を「2008年から2012年」の第
１約束期間に、1990年レベルから６％削減するとの目標が定められました。

これらの国際的な動きを受けて、我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」
が平成10年10月に公布され、翌年４月に施行されています。この法律では、地球温暖化
対策への取組として、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにす
るとともに、国、地方公共団体の実行計画の策定、事業者による算定報告公表制度など、
各主体の取組を促進するための法的枠組みを整備するものとなっています。
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２．計画の趣旨
市は、行政の担い手としての役割を有するほか、事業者・消費者として活動している
側面も併せ持っており、その活動規模は市内でも極めて大きいことから、市が自らの事
務・事業に関し、環境に配慮した取組（環境活動）を実行することによる環境負荷の低
減効果も大きいと考えられます。
また、和泉市環境基本計画に定める環境の保全と創造に向けての取組みを、市が率先
して実行することにより、事業者・市民の主体的な環境保全行動を促進することも期待
されます。
このような認識のもと、
「和泉市地球温暖化対策実行計画」は、
「地球温暖化対策の推
進に関する法律」第２０条の３に基づく実行計画の『事務事業編』として策定するもの
であり、また環境全般にわたり、職員一人ひとりが日常業務を通じて環境に配慮した取
組みを実行していくための行動計画を含めて策定するものです。

３．温室効果ガスの排出量の状況
（１）国全体の状況
2011 年度の温室効果ガスの総排出量は、13 億700 万トン(二酸化炭素換算)であり、
京都議定書の規定による基準年から3.6%（4,600 万トン）の増加となっています。ま
た、前年度と比べると3.9%（4,900 万トン）の増加となっています。

図１

我が国の温室効果ガス総排出量の推移
（出典：
『2011 年度の温室効果ガス排出量(速報値)について』）
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2011 年度（速報値）のCO2 排出量は、12 億4,200 万トンであり、基準年と比べる
と8.5%（9,750 万t-CO2）増加しています。また、前年度と比べると、主に火力発電
における化石燃料消費量の増加等によりエネルギー起源CO2 が4.4%（4,910 万t-CO2）
増加し、CO2 排出量全体で4.1%（4,930 万t-CO2）増加しています。（表１）

表１

二酸化炭素(CO2)の排出量について
基準年度
（全体に占める割合）

2011 年度実績
（基準年度増減）

1,059（84％）

1,173（+10.7％）

エネルギー起源二酸化炭素
産業部門

482（42.1％）

420（-12.8％）

運輸部門

217（19.0％）

230（+5.8％）

業務その他部門

164（14.4％）

247（+50.6％）

家庭部門

127（11.1％）

189（+48.1％）

エネルギー転換部門

67.9（5.9％）

86.1（+26.8％）

非エネルギー起源二酸化炭素

85.1（7.4％）

69.1（-18.8％）

工業プロセス

62.3（5.4％）

41.3（-33.7％）

廃棄物（焼却等）

22.7（2.0％）

27.7（+22.1％）

燃料からの漏出

0.04（0.0％）

0.03（-11.2％）

合

計

1,144（100％）

1,242（+8.5％）
（単位：百万 t-CO2）

（出典：『2011 年度の温室効果ガス排出量(速報値)について』
）

エネルギー起源二酸化炭素において、部門ごとの排出量を比較しますと、産業部門
の 2011 年度排出量は、基準年度比-12.8％である一方、運輸部門の 2011 年度排出量
は、基準年度比+5.8％であり、業務部門、家庭部門の 2011 年度排出量は、それぞれ
基準年度比+50.6％、+48.1％となっています。
また、非エネルギー起源二酸化炭素においては、工業プロセスが基準年度比-33.7％
である一方、廃棄物の焼却等では基準年度比+22.1％であり、また、燃料からの漏出
は-11.2％となっています。
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図２

エネルギー起源二酸化炭素排出量の部門別推移

（２）和泉市の状況
①第一次和泉市地球温暖化対策実行計画
本市では、平成 14 年３月に『和泉市地球温暖化対策実行計画』
（以下、
「第一次実
行計画」という。）を策定し、地球温暖化の防止に向けて、取組みを進めてきました。
第一次実行計画では、基準年度を平成 12 年度とし、平成 14 年度から平成 18 年度
末までに、本市の事務・事業の実施に伴って排出される温室効果ガスの総排出量を
６％削減することを目標としました。
図３に、平成 12 年度から 18 年度までの排出量の推移を示します。
基準年度（平成 12 年度）における温室効果ガスの排出量は、7,632（t-CO2）であ
り、一方、平成 14 年度から平成 18 年度末までの５年間の温室効果ガスの排出量の平
均は、6,526（t-CO2）でした。これは、削減率にしますと、14.5％減となり、削減率
目標値である６％を達成することができました。
（図中赤の点線が排出量の目標値をあらわします。目標値＝7,174（t-CO2））
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表２
項 目

温室効果ガス排出量推移

（単位：t-CO2）

H12 年度

H13 年度

H14 年度

H15 年度

H16 年度

H17 年度

H18 年度

電気

4,938

4,565

4,557

4,659

3,263

3,015

3,721

都市ガス

1,826

1,521

1,735

1,934

2,113

2,200

2,713

天然ガス

1.35

2.08

4.16

6.24

8.32

9.20

14.71

LPG

421

958.77

581.36

78.61

90.66

89.05

95.88

ガソリン

360

368.95

242.14

236.45

217.33

484.23

202.41

軽油

66.63

72.45

67.55

65.26

61.27

57.17

28.82

灯油

18.34

188.29

24.01

20.80

14.18

17.27

2.18

7,631

7,677

7,211

7,000

5,768

5,872

6,778

N2O(麻酔剤)

0.126

0.156

0.187

0.109

0.052

0.188

0.115

N2O(自動車)

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

HFC(ｶｰｴｱｺﾝ)

16×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

15×10-3

CH4(自動車)

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

0.182

0.212

0.243

0.166

0.108

0.243

0.169

7,632

7,677

7,212

7,001

5,768

5,872

6,778

100％

100.6％

94.5％

91.7％

75.6％

76.9％

88.8％

+0.6％

-5.5％

-8.3％

-24.4％

-23.1％

-11.2％

小計(t-CO2)

小計(t-CO2)
合計(t-CO2)
基準年度比

－
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年間推移を見ますと、
第一次実行計画を策定する以前の平成 13 年度及び 14 年度は、
温室効果ガスの排出量の割合が、それぞれ 0.6％増、5.5％減となっており、目標値
には届かなかったものの、平成 15 年度以降は、目標の６％削減を達成しております。
本市では、平成 13 年 10 月に環境マネジメントシステムの国際規格であります ISO
14001 を本庁舎を対象に認証取得し、環境負荷低減の取組みを進めております。加え
て、平成 16 年６月からは一部の出先機関におきましても、ISO 14001 に準じたシス
テムを構築し、取組みを進めています。

②第二次和泉市地球温暖化対策実行計画
平成 19 年６月に、
『第二次和泉市地球温暖化対策実行計画』
（以下、
「第二次実行計
画」という。）を策定し、地球温暖化の防止に向けて、引き続き取組みを進めてきま
した。
第二次実行計画では、基準年度を平成 18 年度とし、平成 19 年度から平成 23 年度
末までに、本市の事務・事業の実施に伴って排出される温室効果ガスの総排出量を
６％削減することを目標としました。
図４に、平成 12 年度から 18 年度までの排出量の推移を示します。
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図４

和泉市における温室効果ガス排出量の推移(平成 18～23 年度)
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基準年度（平成 18 年度）における温室効果ガスの排出量は、6,778（t-CO2）であ
り、一方、平成 18 年度から平成 23 年度末までの５年間の温室効果ガスの排出量の平
均は、7,445（t-CO2）でした。これは、基準年度と比較して、9.8％の増加となって
おり、削減率目標値である６％を達成することができませんでした。
（図中赤の点線が排出量の目標値をあらわします。目標値＝6,371（t-CO2））

表３
項 目

H18 年度

温室効果ガス排出量推移
H19 年度

H20 年度

（単位：t-CO2）

H21 年度

H22 年度

H23 年度

電気

3,721

4,602

4,566

4,843

5,109

4,025

都市ガス

2,713

2,630

2,488

2,393

2,762

2,038

天然ガス

14.71

15.30

12.63

18.52

17.05

16.74

LPG

95.88

108.79

108.54

76.75

90.91

36.23

202.41

80.56

208.88

218.94

243.96

177.24

軽油

28.82

0.98

31.73

29.48

34.60

29.78

灯油

2.18

30.46

45.69

39.01

55.49

36.78

6,778

7,469

7,461

7,619

8,312

6,360

N2O(麻酔剤)

0.115

0.264

0.235

0.150

0.120

0.120

N2O(自動車)

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

HFC(ｶｰｴｱｺﾝ)

15×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

16×10-3

CH4(自動車)

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

20×10-3

0.169

0.320

0.291

0.206

0.176

0.176

6,778

7,469

7,462

7,619

8,313

6,360

100％

110.2％

110.1％

112.4％

122.6％

93.8％

－

+10.2％

+10.1％

+12.4％

+22.6％

-6.2％

ガソリン

小計(t-CO2)

小計(t-CO2)
合計(t-CO2)
基準年度比

年間推移を見ますと、平成 19 年度から 22 年度までの４年間は、基準年度と比較し
て 10％以上の増加をしており、そのなかでも特に平成 22 年度については、8,313
（t-CO2）で 22.6％の増加となっています。増加の最大の要因としましては、電気使
用量の増加があげられます。基準年度と比較して最大で 37％の電気使用量の増加と
なっています。パソコンやサーバー等の IT 関連の整備に伴い、電気使用量が増加し
ていることが要因のひとつといえます。
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一方、平成 23 年度については、6,360（t-CO2）で 6.2％の削減となっています。平
成 23 年度は、震災の影響による原子力発電所の停止に伴い、電力の安定な供給が望
まれるなか、全国的な節電の取組みが行われた結果、電気使用量が大幅に削減された
ことが削減の要因と考えられます。
結果として、平成 23 年度の単年度だけでは目標を達成することができましたが、
平成 19～23 年度の５年間を通じた削減はできませんでした。

本実行計画の計画期間中は、二酸化炭素に換算する温室効果ガス排出係数は表４に
ある数値を使用しています。

表４

温室効果ガス排出係数一覧
温室効果ガス排出係数

温室効果ガス
係数
電気（千 kWh）

単位

係数の算出

0.284 (t-CO2/千 kWh)

都市ガス（千㎥）

2.08 (t-CO2/千㎥)

41.1GJ/千㎥×0.0506t-CO2/GJ

天然ガス（千㎥）

2.08 (t-CO2/千㎥)

41.1GJ/千㎥×0.0506t-CO2/GJ

LPG（t）

3.00 (t-CO2/t)

50.2GJ/t×0.0598t-CO2/GJ

ガソリン（kL）

2.32 (t-CO2/kL)

34.6GJ/kL×0.0671t-CO2/GJ

軽油（kL）

2.62 (t-CO2/kL)

38.2GJ/kL×0.0686t-CO2/GJ

灯油（kL）

2.49 (t-CO2/kL)

36.7GJ/kL×0.0678t-CO2/GJ

笑気ガス（t）

1.00 (t-CO2/t)

HFC（kg）

0.07 (kg-CO2/台)

CH4（kg）

0.00002 (kg-CO2/km)

N2O（kg）

0.00002 (kg-CO2/km)
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４．計画の基本的事項
（１）計画の方針
◆地球温暖化の防止に向けて・・・

市は、法第２０条の３に基づき、自らの事務・事業の実施に伴って排出される温室
効果ガスについて、実態の把握及び削減目標の設定、管理等を通じて排出抑制を図
ります。

◆環境への負荷の低減を目指して・・・

市は、事業者・消費者としての活動による環境への負荷を率先して低減するため、
以下の項目等について取組みを推進します。

○使用にあたっての環境配慮
○購入にあたっての環境配慮
○廃棄にあたっての環境配慮
○公共事業にあたっての環境配慮

（２）計画の対象範囲
◆対象とする機関
対象とする機関は、市長事務部署、議会事務局、上下水道部、消防本部、教育委
員会及び病院とします。
（表５参照）

◆対象とする事務・事業
市が執行する全ての事務・事業を対象とします。ただし、外部に委託して実施す
るものを除きますが、委託者に対して同等の取組みの要望をするものとします。
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◆対象とする温室効果ガス
法第２条第３項で規定する二酸化炭素（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 13 種類）
、パーフルオロカーボン（PFC 7 種類）、
六フッ化硫黄（SF6）の６種類のガスを対象とします。

表５

対象とする機関

本庁
上下水道部浄水課
人権文化センター
保健センター
保健福祉センター
青少年センター
教育研究所
久保惣記念美術館
男女共同参画センター
出張所
保育園（16 園）
北部コミュニティセンター
小学校（21 校）
中学校（10 校）
幼稚園（6 園）
市立病院
消防本部

（３）計画の期間
計画の期間は、平成２４年度を開始年度、平成２８年度を目標年度とする５年間を
想定し、この間の社会情勢の変化、技術の進歩及び計画の実施状況等を踏まえ、必要
に応じて適宜見直しを行なうものとします。
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５．目標の設定
本計画は、温室効果ガスの排出抑制を図ること、また、職員一人ひとりの環境に配
慮した取組みを推進することを方針としています。
したがって、本計画の目標については、
「温室効果ガス総排出量の削減目標」と「環
境に配慮した行動目標」の２つに区分しています。

（１）温室効果ガス総排出量の削減目標

本市の事務・事業の実施に伴って排出される温室効果ガスの総排出量を平成２２年
度を基準として、平成２４年度から平成２８年度末までに１０％削減するこ
とを目標とします。

温室効果ガス総排出量
<平成２２年度実績>

温室効果ガス総排出量
10％削減

<平成２８年度目標>

８,３１３トン

７,４８２トン

（CO2 換算）

（CO2 換算）

（２）環境に配慮した行動目標

<使用にあたっての環境配慮>
電気・ガス・水道・公用車燃料・紙の購入量について、本市の環境マネジメントシ
ステムに基づき削減を目指します。

<購入にあたっての環境配慮>
コピー用紙など物品の購入に当たっては、
「グリーン購入法」
「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」及び「和泉市グリーン購入ガイドライン」に基づき、環境
に配慮した物品購入に努めます。
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<廃棄にあたっての環境配慮>
■廃棄物の排出量について把握し、削減を目指します。
■資源回収量を把握し、資源回収率の向上を目指します。

<公共事業にあたっての環境配慮>
■公共施設に太陽光発電などの新エネルギー施設やコ－ジェネレーションなどの
省エネルギー施設を導入することを目指します。
■建築副産物の発生量の抑制を目指します。

<環境意識の向上>
■環境の保全に関する職員研修を実施します。
■市職員はもとより、市民や事業者の環境意識の向上に向けて啓発を行い、計画に
対する市民や事業者の協力を要請します。

６．計画の推進
（１）基本的な考え方
本計画の実効性を高めるためには、職員一人ひとりが、いかに環境に配慮した取組
みを実践できるかがポイントとなります。このため、本計画は、方針・目標を立て
（Plan）
、目標達成に向けて取組みを実施し（Do）、その実施状況の点検・評価を行い
（Check）、その結果により計画を見直す（Action）という一連の流れを繰り返し行な
う ISO 14001 の考えに基づく PDCA サイクルの考え方に基づき、継続的な改善を図り
ながら推進していきます。

Plan
（計画の策定）

Action

継続的な改善

Do
（計画の実施・運用）

（計画の見直し）

Check
（計画の点検・評価）

図５

PDCA サイクル概念図
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（２）実施状況の公表
計画の実施状況を公表することは、各職員の環境に配慮した取組みの一層の推進を
図るための大きな動機づけとなります。また、市民や事業者等に対して、環境保全に
向けた取組みを促すことにつながります。
毎年、計画の実施状況の点検結果を公表します。公表については、職員向けには「掲
示板」等を、市民・事業者向けには「和泉市の環境」等を活用します。
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資

料

地球温暖化対策の推進に関する法律
（目的）
第一条

この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的

干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること
が人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、
地球温暖化対策に関し、京都議定書目標達成計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果
ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
（定義）
第二条

この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの

濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
２

この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化（以下「温

室効果ガスの排出の抑制等」という。）その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
３

４

この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一

二酸化炭素

二

メタン

三

一酸化二窒素

四

ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

五

パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

六

六ふっ化硫黄
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放

出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限る。）を使
用することをいう。
５

この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定
される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数（温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程
度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数
をいう。以下同じ。）を乗じて得た量の合計量をいう。

６

この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるもの
をいう。一気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（以下「京都議定書」という。）第三条７に規定する
割当量二京都議定書第三条３に規定する純変化に相当する量の割当量三京都議定書第六条１に規定する排出削減
単位四京都議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量五前各号に掲げるもののほか、京都議定書第
三条の規定に基づく約束を履行する場合において同条１の算定される割当量として認められるものの数量

（国の責務）
第三条

国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を

把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものと
する。
２

国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等に関係のあ
る施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意する
ものとする。

３

国は、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
を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこ
れらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動
の促進を図るため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
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４

国は、前条第六項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加そ
の他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を講ずるものとする。

５

国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査そ
の他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するものとする。

６

国は、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査の
推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努
めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の
促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（地方公共団体の責務）
第四条

地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進す

るものとする。
２

地方公共団体は、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
めの措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を
図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

（事業者の責務）
第五条

事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出

の抑制等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効
果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
（国民の責務）
第六条

国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに、

国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。
（温室効果ガスの排出量等の算定等）
第七条

政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条１（ａ）に規定す

る目録及び京都議定書第七条１に規定する年次目録を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量
及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
（京都議定書目標達成計画）
第八条

政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画（以下「京

都議定書目標達成計画」という。）を定めなければならない。
２

京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

地球温暖化対策の推進に関する基本的方向

二

国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する
基本的事項

三

温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標

四

前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標

五

前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項

六

第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方公共団体実行計画に関
する基本的事項

七

温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温
室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本
的事項

八

第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項

九

前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項

３

内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

４

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目標達成計画を公表しな
ければならない。
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（京都議定書目標達成計画の変更）
第九条

政府は、平成二十一年において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘

案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
２

政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、京都議定書目標達成計
画を変更しなければならない。

３

前条第三項及び第四項の規定は、京都議定書目標達成計画の変更について準用する。

（地球温暖化対策推進本部の設置）
第十条

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部（以下「本部」とい

う。）を置く。
（所掌事務）
第十一条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

京都議定書目標達成計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

二

長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。

（組織）
第十二条

本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもっ

て組織する。
（地球温暖化対策推進本部長）
第十三条
２

本部の長は、地球温暖化対策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

（地球温暖化対策推進副本部長）
第十四条

本部に、地球温暖化対策推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官房長官、環境大臣及

び経済産業大臣をもって充てる。
２

副本部長は、本部長の職務を助ける。

（地球温暖化対策推進本部員）
第十五条
２

本部に、地球温暖化対策推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。

本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

（幹事）
第十六条

本部に、幹事を置く。

２

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

３

幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

（事務）
第十七条

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

（主任の大臣）
第十八条

本部に係る事項については、内閣法 （昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣と

する。
（政令への委任）
第十九条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

（国及び地方公共団体の施策）
第二十条

国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室

効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑
制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
２

都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、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総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。

（政府実行計画等）
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第二十条の二

政府は、京都議定書目標達成計画に即して、そ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（以下この条において「政府実行計画」という。）を
策定するものとする。
２

政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

計画期間

二

政府実行計画の目標

三

実施しようとする措置の内容

四

その他政府実行計画の実施に関し必要な事項

３

環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

４

環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければな
らない。

５

環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならな
い。

６

前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。

７

政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなけれ
ばならない。

（地方公共団体実行計画等）
第二十条の三

都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該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（以下「地方公
共団体実行計画」という。）を策定するものとする。
２

地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一

計画期間

二

地方公共団体実行計画の目標

三

実施しようとする措置の内容

四

その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

３

都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第
二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市（以下「指定都市等」

という。）は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、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として次に掲げるものを定めるものとする。
一

太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進
に関する事項

二

その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項

三

公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の
抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

四

その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年法律第百十号）第二条第二項 に規定
する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第一項に規定する循環型社会をいう。）
の形成に関する事項

４

都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室
効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行
計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。

５

指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指
定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

６

都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害
関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
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７

都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団
体の意見を聴かなければならない。

８

都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

９

第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

１０

都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス

総排出量を含む。）を公表しなければならない。
１１

都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関

の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等
に関し意見を述べることができる。
１２

前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。

（地方公共団体実行計画協議会）
第二十条の四

地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画の策定

に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協議会を組織す
ることができる。
２

前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一

地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等

二

関係行政機関、関係地方公共団体、第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第二十四条第一
項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の
推進を図るために関係を有する者

三
３

学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者

主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団体実行計画協議会の構
成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

（事業活動に伴う排出抑制等）
第二十条の五

事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他

の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる
限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
（日常生活における排出抑制への寄与）
第二十条の六

事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務（以下「日常生活用製品等」という。）の

製造、輸入若しくは販売又は提供（以下この条において「製造等」という。）を行うに当たっては、その利用に伴
う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効
果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
２

日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常
生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集
及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する
役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。

（排出抑制等指針）
第二十一条

主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

必要な指針を公表するものとする。
（温室効果ガス算定排出量の報告）
第二十一条の二 事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。）に伴い相当程
度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの（以下「特定排出者」という。）は、毎年度、主務省
令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事
項（当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上
の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項）を当該
特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。
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２

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関
する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者（以

下この項において「加盟者」という。）が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって
主務省令で定めるものに係る定めがあるもの（以下この項において「連鎖化事業」という。）を行う者（以下この
項において「連鎖化事業者」という。）については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事
業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同
項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合（次項に規定する加盟者が同項に規
定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。）」とする。
３

この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴
う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係
数を乗じて得た量をいう。

（権利利益の保護に係る請求）
第二十一条の三

特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされるこ

とにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益（以下「権利利益」という。）が害されるおそ
れがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出
量を主務省令で定めるところにより合計した量をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に
請求を行うことができる。
２

特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところによ
り、その理由を付して行わなければならない。

３

事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、そ
の旨を通知するものとする。

４

事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った
特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。

５

前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。

６

前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三
十日以内に限り延長することができる。

（報告事項の通知等）
第二十一条の四

事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項に

ついて環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
２

前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一

前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。

二

前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項（当

該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果
ガス算定排出量を同条第一項の主務省令で定めるところにより合計した量）を通知すること。
三

前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への
通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。

３

事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅
滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。

４

事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれ
があるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定める
ところにより合計した量を通知するものとする。

（報告事項の記録等）
第二十一条の五 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、環境省令・経済
産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

19

２

環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところに
より、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項（以下「ファイル記録事項」という。）のうち事業所管大臣が
所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。

３

環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定に
より通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供
するため、関係事業所管大臣に対し、第二十一条の三第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がな
いことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定める
ところにより合計した量を通知するよう求めることができる。

４

環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣に通知するとともに、
公表するものとする。

（開示請求権）
第二十一条の六 何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、
当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
２

前項の請求（以下「開示請求」という。）は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一

開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

二

開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項

（開示義務）
第二十一条の七

主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、

当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
（情報の提供等）
第二十一条の八

特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十一条の二第一項の規定による報告に添えて、

第二十一条の五第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資する
ため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提
供することができる。
２

事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

３

環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めると
ころにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

４

環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところに
より、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該
事業所管大臣に通知するものとする。

５

環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第二項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省
令で定めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。

６

前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。

（技術的助言等）
第二十一条の九

主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出

の抑制等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
（エネルギーの使用の合理化に関する法律 との関係）
第二十一条の十

特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律 （昭和五十四年法律第四十九号）第十

五条第一項 （同法第十九条の二第一項 において準用する場合を含む。）、第二十条第三項、第五十六条第一項（同
法第六十九条 及び第七十一条第六項 において準用する場合を含む。）又は第六十三条第一項の規定による報告が
あったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のう
ち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー（同法第二条第一項 に規定するエネルギーをいう。
次条において同じ。）の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による
報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」と
いう。）」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四
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項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四
十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」
とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項 （同法第十九条
の二第一項 において準用する場合を含む。）の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する
法律第十五条第一項 （同法第十九条の二第一項 において準用する場合を含む。）に規定する主務大臣」と、同法
第二十条第三項 の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項 に規定す
る主務大臣」と、同法第五十六条第一項 （同法第六十九条 及び第七十一条第六項 において準用する場合を含む。）
の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項 の規定による報告については「エネル
ギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項 に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条
まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
（二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供）
第二十一条の十一 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給し
たエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
（事業者の事業活動に関する計画等）
第二十二条

事業者は、その事業活動に関し、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ、単独に又は共

同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置
を含む。）に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
２

前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ、単独に又
は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。

（地球温暖化防止活動推進員）
第二十三条

都道府県知事及び指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）は、地域における地球温暖化の

現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見
を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
２

地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一

地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。

二

住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、
当該調査に基づく指導及び助言をすること。

三

地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をする
こと。

四

温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

（地域地球温暖化防止活動推進センター）
第二十四条

都道府県知事等は、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の防止に寄与する

活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 （平成十年法
律第七号）第二条第二項 の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができ
ると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活
動推進センター（以下「地域センター」という。）として指定することができる。
２

地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一

地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防

止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二

日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助
言を行うこと。

三

前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行
い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。

四

地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又
は時宜に応じて提供すること。
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３

五

地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。

六

前各号の事業に附帯する事業

都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長
が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。

４

都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認
めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

５

都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取
り消すことができる。

６

地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は

同項第六号に掲げる事業（同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。）に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。
７

第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。

（全国地球温暖化防止活動推進センター）
第二十五条

環境大臣は、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の防止に寄与する活動の

促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行う
ことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター（以
下「全国センター」という。）として指定することができる。
２

全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一

地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広
報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の
団体の活動を助けること。

二

日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のため

の措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三

前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析
及び提供を行うこと。

四

日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情

報の収集及び提供を行うこと。
五

地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センタ
ーに対する指導その他の援助を行うこと。

六

前各号の事業に附帯する事業

３

環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

４

前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都

道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一
項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
（地球温暖化対策地域協議会）
第二十六条

地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推

進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置につい
て協議するため、地球温暖化対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織することができる。
２

前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を
尊重しなければならない。

３

前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

（環境大臣による地球温暖化防止活動の促進）
第二十七条

環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化

の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるも
のとする。
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第二十八条

政府及び地方公共団体は、京都議定書目標達成計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標

を達成するため、森林・林業基本法 （昭和三十九年法律第百六十一号）第十一条第一項 に規定する森林・林業基
本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作
用の保全及び強化を図るものとする。
（割当量口座簿の作成等）
第二十九条

環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条４に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定

（以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。）に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、
保有及び移転（以下「算定割当量の管理」という。）を行うための口座（以下「管理口座」という。）を開設する
ものとする。
２

割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで
きる物を含む。以下同じ。）をもって調製するものとする。

（算定割当量の帰属）
第三十条

算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。

（割当量口座簿の記録事項）
第三十一条

割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。

一

国の管理口座

二

国内に本店又は主たる事務所（以下「本店等」という。）を有する法人（以下「内国法人」という。）の管理
口座

２

前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人（当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」
という。）ごとに区分する。

３

第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一

口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項

二

保有する算定割当量の種別（第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。）ごとの数量及び識別番号（算定割
当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局（以下
「事務局」という。）により付された文字及び数字をいう。以下同じ。）

三

前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨

四

その他政令で定める事項

（管理口座の開設）
第三十二条

算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による管理口座の開設を受け

なければならない。
２

管理口座は、一の内国法人につき一に限り開設を受けることができるものとする。

３

管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済
産業省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

４

前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を添付しなければならな
い。

５

環境大臣及び経済産業大臣は、第三項の規定による管理口座の開設の申請があった場合には、当該申請書又はそ
の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、管理口座を開設しなければなら
ない。

６

環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、当該管理口座において
算定割当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しなければならない。

（変更の届出）
第三十三条

口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項

に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
２

前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

３

前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。
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（振替手続）
第三十四条

算定割当量の取得及び移転（以下「振替」という。）は、この条に定めるところにより、環境大臣及び

経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うも
のとする。
２

算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び
経済産業大臣に対して行うものとする。

３

前項の申請をする口座名義人（以下「申請人」という。）は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなけれ
ばならない。
一

当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号

二

当該振替により増加の記録がされるべき管理口座（第四号に規定する場合を除く。以下「振替先口座」という。）

三

振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ

取消し（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づ
く約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。）

ロ

償却（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、国が算定割当量を京都議定書第三条の規定に基
づく約束の履行に用いることをいう。）

四

ハ

次条第二項の義務を履行する目的

ニ

イからハまでに掲げる目的以外の目的

京都議定書の他の締約国（以下「他の締約国」という。）に存在する口座への算定割当量の振替を申請する場
合には、当該他の締約国名及び当該振替により増加の記録がされるべき口座

４

第二項の申請があった場合には、前項第四号に規定する場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、
環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない

５

一

申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録

二

振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録

申請人から第三項第四号に掲げる事項を示す申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除
き、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該他の締約国及び事務局
に対し当該振替に係る通知を発するとともに、当該他の締約国及び事務局から当該振替の完了の通知を受けた後に、
当該申請人の管理口座の同項第一号の算定割当量についての減少の記録をするものとする。

６

他の締約国又は事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合
には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定
割当量についての増加の記録をするものとする。

７

算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところに
より、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。

（植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置）
第三十四条の二 環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定（京都
議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取
扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において同じ。）に基づき、事務局から特定認証排出削減量（京都
議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国
際的な決定に基づくものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に
係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当
該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減
量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量（環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次
項において同じ。）の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
２

前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る
特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。

（算定割当量の譲渡の効力発生要件）
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第三十五条

算定割当量の譲渡は、第三十四条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る

算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
２

他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する前項の規定の適用については、当該他の締約国及び事
務局からの当該振替の完了の通知を受けたことをもって、同項の増加の記録を受けたものとみなす。

（質権設定の禁止）
第三十六条

算定割当量は、質権の目的とすることができない。

（算定割当量の信託の対抗要件）
第三十七条

算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座におい

て第三十一条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
（保有の推定）
第三十八条

国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。

（善意取得）
第三十九条

第三十四条（第六項を除く。）の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記

録を受けた国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又は当該口座名義人に悪意又は重大な過
失があるときは、この限りでない。
（割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求）
第四十条

口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項

を証明した書面の交付を請求することができる。
（勧告及び命令）
第四十条の二

環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第三十四条の二第二項に規定する国の管理口座へ

の移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告
をすることができる。
２

環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
ことができる。

（環境省令・経済産業省令への委任）
第四十一条

この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当量の管理その他この章

の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。
（措置の実施の状況の把握等）
第四十二条

政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果

ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、
把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
（温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進）
第四十二条の二

政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室

効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。
（この法律の施行に当たっての配慮）
第四十二条の三

環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、京都議定書第三条の規定に基づく約

束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の
者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
（関係行政機関の協力）
第四十三条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温

室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることが
できる。
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２

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料
の提出又は説明を求めることができる。

（手数料）
第四十四条

次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけれ

ばならない。
一

第二十一条の六第一項のファイル記録事項の開示を受ける者

二

第三十二条第三項の管理口座の開設の申請をする者

三

第三十四条第二項の振替の申請をする者

四

第四十条の書面の交付を請求する者

（磁気ディスクによる報告等）
第四十五条

事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告、第二十一条の三第一項の請求又は第二十一

条の八第一項の規定による提供については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせることができ
る。
２

事業所管大臣は、第二十一条の三第三項又は第四項の規定による通知については、政令で定めるところにより、
磁気ディスクにより行うことができる。

３

主務大臣は、第二十一条の六第一項（第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。）の請求又は第二十
一条の七（第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。）の規定による開示については、政令で定めると
ころにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。

（経過措置）
第四十六条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃

に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
（主務大臣等）
第四十七条

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。

２

この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。

３

内閣総理大臣は、この法律による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁
長官に委任する。

４

この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

５

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局
長に委任することができる。

第四十八条
２

第三十二条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第四十九条
第五十条

第二十四条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

附

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一

第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二

第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三

第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者

則

抄

（施行期日）
第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

第一条、第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
（検討）
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第二条

政府は、京都議定書第六条１に規定する事業、京都議定書第十二条１に規定する低排出型の開発の制度及び

京都議定書第十七条に規定する排出量取引を活用するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
第三条

政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に

関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活
動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
２

政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために
必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条

政府は、平成二十三年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。
附

則

（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）

抄

（施行期日）
第一条
附

この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
則

（平成一四年六月七日法律第六一号）

この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。た
だし、第十六条を第三十二条とし、第十五条を第三十一条とし、第十四条を第三十条とする改正規定、第十二条の次
に二条、一章、章名及び一条を加える改正規定（第二十六条、第二十七条及び第二十九条に係る部分に限る。）並び
に第十一条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附

則

（平成一七年六月一七日法律第六一号）

抄

（施行期日）
第一条

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

（経過措置）
第二条

この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定は、平成十九年度

以降に行う同項に規定する報告について適用する。
附

則

（平成一七年八月一〇日法律第九三号）

抄

（施行期日）
第一条

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日又は

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第六十一号）の公布の日のいずれか遅
い日から施行する。
附

則

（平成一八年六月二日法律第五〇号）

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附

則

（平成一八年六月七日法律第五七号）

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、
第三条、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附

則

（平成二〇年五月三〇日法律第四七号）

抄

（施行期日）
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第一条

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、

第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

附

則

（平成二〇年六月一三日法律第六七号）

（施行期日）
第一条

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。
一

第八条、第九条及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定（第
二十条の四に係る部分に限る。）、第二十九条及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、
第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条及び第五十条の改正規定

公布

の日
二

第二十条の三の次に四条を加える改正規定（第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。） 公布の
日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

三

第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日

（温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置）
第二条

この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び

第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果
ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量につ
いては、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）
第三条

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法

律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第四条
附

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
則

（平成二三年六月二四日法律第七四号）

抄

（施行期日）
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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