第Ⅳ章

計画実現に向けた行動方針 3
～地球環境分野～

1 地球環境分野における環境情勢等の状況と体系
（1）地球環境分野における環境情勢
地球温暖化の問題は、人間の活動に伴って大気中の温室効果ガス濃度が増加することにより、
地球全体の地表及び大気の温度を追加的に上昇させ、自然の生態系や人類に深刻な影響を及ぼす
ものです。その予想される影響の大きさや深刻さから見て、生物の生存基盤に関わる最も重要な
環境問題の一つと言えます。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書では、気候システムの温暖化につい

て疑う余地がないこと、海洋の温暖化が気候システムに蓄えられたエネルギー変化の大部分を
占めることのほか、氷河の縮小、陸上での高温頻度の増加、極端な降水の増加、海洋の酸性化
などを示しています。
日本においては、1898～2007年までの平均気温が100年当たり1.10℃の上昇が見られるとと
もに、桜の開花日やカエデの紅葉日の変化などの生態系の分布変化の現れ、大雨の発生頻度の増
加、農作物の生育不良、感染症のリスク地域の拡大などが指摘されています。
2011 年度の日本の温室効果ガスの総排出量は、約137,000kt-CO2（二酸化炭素換算値、単
位はｷﾛﾄﾝｼｰｵｰﾂｰ）で、基準年度（原則1990 年度）比で3.6％増加していますが、これに森林吸
収量の見込み及び京都メカニズムクレジットの取得を加味すると、2008 年度から2012 年度
（京都議定書第一約束期間）のうち、2011 年度実績値までの4年間では、平均で基準年比9.2％
減となり、京都議定書の目標を達成する水準となっています。
しかし一方で、平成23年3月に発生した東日本大震災及びこれに伴う福島第一原子力発電所の
事故などの影響（以下、
「東日本大震災等の影響」いいます。）により、平成25年11月には、国連
気候変動枠組条約第19回締約国会議（COP19）に向けた温室効果ガス削減目標を、“2020 年度
において2005 年度比で3.8％減”として公表しています。
市では、第四次羽村市長期総合計画や第 1 次計画などにより、早くから地球温暖化対策を推進し
てきましたが、平成 23 年 3 月、更なる地球温暖化対策の推進を目指して、地球温暖化対策の推進
に関する法律第 20 条第 2 項に基づき、第四次羽村市長期総合計画や第 1 次計画を補完し、市民・
事業者・市等が協働して、市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
施策の推進を図る、地球温暖化対策実行計画区域施策編「羽村市地球温暖化対策地域推進計画」
（以
下「地域推進計画」といいます。）を策定しました。
これらの計画を、市民等・事業者等・市の協働により推進し、省エネルギー化、再生可能エネル
ギーの普及、緑化、次世代型自動車の普及などの環境行動を実施してきました。
この結果、平成 24 年度までの状況では、温室効果ガスの削減目標水準を達成することができま
したが、東日本大震災等の影響により、日本の地球温暖化対策とともに、市の地球温暖化対策にも
大きな影響を受けています。
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（2）地球環境分野の行動方針体系
地 球 温 暖 化 対 策
地球温暖化を防止するため、羽村市地球温暖化対策地域推進計画に基づき、取
り組みを推進し、市域から生じる温室効果ガスを削減します。
方針 1

地球温暖化対策の推進

エ ネ ル ギ ー 対 策
枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化と再生可能エネルギーの利
用拡大を図り、地球と生物にやさしいエネルギー社会を目指します。
方針 1

枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化

方針 2

再生可能エネルギーの利用拡大

スマートライフ
スマートグリッド、スマート交通システムなど先端の情報・環境技術を積
極的に導入し、市民生活の利便性を向上させつつ、人がスマートに暮らす、
地球と生物にやさしいまちを創出します。
方針 1

スマートグリッド形成の研究と整備

方針 2

スマート交通システムの研究と整備

方針 3

次世代自動車とエネルギー供給インフラの推進

*枯 渇 性 資 源 …

自然のプロセスにより、人間などの利用速度以上には補給されない天然資源（石油・石炭・ガス
など）のことをいいます。これを利用して発生させるエネルギーの多くは燃焼させることによりエ
ネルギーを抽出することから、燃焼によって生じる温室効果ガスと資源の枯渇という問題を持って
います。なお、太陽や地球などの自然のプロセスの中で、人間などが利用する以上の速度で補充
されるエネルギー（太陽光・風力・地熱など）を、再生可能エネルギーといいます。

*ス マ ー ト ラ イ フ …

本計画における造語で、「市民などの生活の質を向上しつつ、無理なく環境負荷が低減できる生
活」を表します。省エネ行動など、人の行動によって環境負荷を削減するものは、別の項目にお
いて含まれています。

*スマートグリッド …

本計画では、「地域特性を踏まえたうえで、従来からの集中型電源と送電系統との一体運用に
加え、情報通信技術の活用により、太陽光発電等の分散型電源や消費者の情報を統合・活用して、
高効率、高品質、高信頼度の電力供給システムの実現を目指すもの」とし、スマートメータなど
を用いて、電気事業者から地域へのエネルギーといった従来のエネルギーの流れに加え、太陽光
発電などによる“地域から電気事業者”、“地域から地域”といった高度なエネルギーの需要と
供給を質・量とも安定的に行うことを、羽村に適した形で可能とするものをいいます。

*スマート交通システム … 本計画では、「公共交通機関と個人の保有車両について、市民等の生活の質を向上しつつ、環
境負荷低減を可能とする交通システム」のことを指し、次世代自動車を用いた公共交通機関と個
人保有車両の拡大、情報通信技術（ICT）による高度道路交通システム（ITS）や多様な移動環境
（車、電車、バス、自転車、歩行、カーシェアリングなど）の構築などによって、羽村にあった
形で、環境負荷を低減しつつ効率的に移動できる環境のことをいいます。
*ス マ ー ト メ ー タ … スマートメータとは、情報通信機能を備えた電力計のことをいいます。
電力会社と需要側の間をつないで、電力使用量などのデータ通信や、需要先のエネルギーマネジメ
ントシステムなどと連携・接続して制御するもので、スマートグリッドの中核を担います。
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2

地球環境分野の行動方針
2-1 地球温暖化対策

方針 1

地球温暖化対策の推進

（1）地球温暖化対策の推進に関する状況
地球温暖化対策の主たるものは、温室効果ガスの削減であり、温室効果ガスのうち“二酸化炭
素”が95%程の割合を占めており、地球温暖化の最大要因とされています。なお、フロンや6フ
ッ化硫黄などの尐量でも地球温暖化に大きく影響を与える物質もあり、特に“オゾン層破壊物質”
は、地球温暖化だけでなく極地上空の成層圏オ
ゾン濃度が薄くなる現象（オゾンホール）も引
き起こすため、オゾン層保護のためにも、使用
量を減らさなくてはなりません。
市内では、地球温暖化の影響による、生態系
の分布の変化、大雨の発生頻度の増加、農作物
の生育不良等の顕在化までには至っておりま
せんが、影響がないとはいえない状況であり、
対策が進まなければ、今後は顕在化する恐れも
あります。
市では、市域からの温室効果ガスの排出量を
地域推進計画の目標について、温室効果ガス排出量・エネ
ルギー使用量の各要素について目標水準と比較し指数化
削減するため、地域推進計画を策定し、対策を
した値。
進めており、平成 22 年度以降は目標水準に近
1 より低位値が多くなると、達成が困難になります。
い値となっています。

地球温暖化対策の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

0.84

0.92

1.00

備

考

地域推進計画の進捗指数

地域推進計画の進捗指数は、市域からの温室効果ガス排出量とエネルギー使用量について、目標年次である平成 32
年度の目標量 232kt-CO2（ｷﾛﾄﾝ単位の二酸化炭素換算量）と 3,002TJ（ﾃﾗｼﾞｭｰﾙ、熱量換算量）を達成するために
必要な各年度の 2 要素の目標量と実績の達成率を指数化したものです

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が協働し、かつ主体的に地域推進計画を推進していくとともに、国際・
国内の社会情勢や環境情勢の情報を収集し、これに応じた柔軟な地球温暖化対策を推進してい
きます。

各主体の主な環境行動
市民等
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☆自ら地球温暖化の状況を学び、地域推進計画の取り組みを実践します

事業者等

☆地球温暖化の状況について従業員等へ啓発するとともに、地域推進計画の取り組
みを実践します

市

☆地球温暖化の状況や対策等の普及啓発、市民等や事業者等と協働した地域推進計
画の推進及び地球温暖化対策に関する情報収集を行います

2－2 エネルギー対策

方針 1

枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化

（1）枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化に関する状況
枯渇性資源を利用したエネルギー（以下「枯渇性エネルギー」といいます。）とは、自然のプロ
セスにより、人間などの利用速度以上には補給されない天然資源（石油・石炭・ガスなど）を利用
して発生させるエネルギーのことをいい、多くは燃焼などによりエネルギーを抽出することから、
その結果生じる温室効果ガスの発生と資源の枯渇という問題を併せ持っています。
市内における枯渇性エネルギーの利用状況
は、使用量順に電力（火力）、都市ガス、ガソ
リン、液化石油ガス(LPG)、軽油、A 重油、灯
油、C 重油、液化天然ガス(LNG)、石炭コーク
ス、オイルコークスとなっており、その使用量
は平成 19 年度において 4,277.65TJ（ﾃﾗｼﾞｭｰ
ﾙ、熱量換算）となっています。
市では、第四次羽村市長期総合計画や第 1
次計画などにより、枯渇性エネルギーの使用の
合理化、いわゆる省エネ化を、市民等や事業者
等と協働して推進してきました。
市域におけるエネルギー使用量は、平成 7 年公表値（H5
年実績）の 4,527TJ（ﾃﾗｼﾞｭｰﾙ、1 兆ｼﾞｭｰﾙ単位のｴﾈﾙｷﾞｰか
その結果、枯渇性エネルギーの使用量は平成
ら生じる熱量に換算した量）が平成 2 年以降の最大値、平
24 年度において 3,788.68TJ で、19 年度より
成 21 年公表値を境に高止まり状況から減少傾向へ転じて
います。
平均 8.47%の削減をすることができています。

枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

4,277.65TJ

3,788.68TJ

3,002.00TJ

備

考

市域の枯渇性エネルギー
使用量（熱量換算値）

達成度合いは、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」による羽村市内のエネル
ギー消費量を熱量換算したものについて、地域推進計画の達成に必要な 3,002TJ とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が協働して、一層の省エネ行動を実践するとともに、積極的な省エネ
化を図る投資を行い、市域の枯渇性資源を利用したエネルギーの使用の合理化を推進します。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市

☆省エネの実践行動を推進します
☆省エネ化のための積極的投資に努めます
☆従業員とともに省エネの実践行動を推進します
☆事業所等の省エネ化のための積極的投資に努めます
☆省エネ行動と省エネ化について、多様な形で支援を行います
☆市域の枯渇性エネルギー使用量を把握し、普及啓発します
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方針 2

再生可能エネルギーの利用拡大

（1）再生可能エネルギーの利用拡大に関する状況
再生可能エネルギー（以下「再エネ」といいます。）とは、太陽や地球などの自然のプロセス
の中で、人間などが利用する以上の速度で補充されるエネルギーのことで、太陽光、太陽熱、風
力、波力、潮力、流水、地熱、バイオマスなどがあります。これらは、自然のプロセスの中から
生じているため、地球上の二酸化炭素を増やすことがなく、枯渇性エネルギーのような有限的性
質もないため、地球環境への負荷を低減するこ
とが可能な資源です。

累計値

市内における、再エネの利用としては、太陽
光発電、太陽熱給湯、小型風力発電などがあり
ますが、その大多数が太陽光の利用です。
市では、第四次羽村市長期総合計画や第 1 次
計画などにより、再エネの普及・拡大を推進し
てきましたが、特に市内において補充ポテンシ
導入
件数

ャルの高い太陽のエネルギーに着目し、これを
利用した設備への助成制度を進めてきました。
国、東京都および市による太陽光発電システ
ムへの助成状況から、現在の市域の太陽光発電
による発電量は推計 1,700 から 2,000Mwh、
市 域の推 計総 電力使 用量 のうち 0.36% から
0.42%程度の割合と考えられます。

国・東京都・市の補助実績より、市域の太陽光発電設備の導入
件数を推計したグラフです。国・東京都の補助が併せて受けら
れるようになった平成 21 年度より、導入件数が大きく伸びて
います。
なお、地域の再生可能エネルギー供給率を 10% にするには、
市内の建物のおよそ 50%に 5kw 程度の太陽光発電設備を設置
する必要が見込まれます。

再生可能エネルギー利用拡大の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

106 件

421 件

1,000 件

備

考

市域の再生可能エネルギー利
用設備の設置件数累計値

達成度合いは、市域にて再生可能エネルギー利用設備を設置している件数（国・東京都・市による市民・事業者
の助成等対象件数）について、現在の助成制度の状況から 1,000 件を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が協働し、かつ主体的に一層の再生可能エネルギーの利用と普及を推
進するとともに、再生可能エネルギー供給設備への積極的な投資を行い、市域の再生可能エネル
ギーの需要と供給の拡大を推進します。
また、未利用の再生可能エネルギーについては、地域特性を踏まえた利用のための研究を進め
ます。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市
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☆再エネの利用と再エネ供給設備への積極的投資に努めます
☆事業所等への積極的な再エネ供給設備導入と再エネの購入に努めます
☆再エネ拡大について、多様な形での支援と普及促進を図ります

2－3 スマートライフ

方針 1

スマートグリッド形成の研究と整備

（1）スマートグリッド形成に向けた研究と整備に関する状況
本計画におけるスマートグリッドとは、
「地域特性を踏まえたうえで、従来からの集中型電源と送電
系統との一体運用に加え、情報通信技術の活用により、太陽光発電等の分散型電源や消費者の情報を
統合・活用して、高効率、高品質、高信頼度の電力供給システムの実現を目指すもの」とします。
例えば、電気事業者から地域へのエネルギーといった従来のエネルギーの流れに加え、太陽光発電
などによる“地域から電気事業者”、
“地域から地域”といった高度なエネルギーの需要と供給を質・
量とも安定的に行うことを可能とするもので、環境に配慮した次世代型のまちづくりの基盤にもなる
ものです。

市民等の生活の質を向上しつつ、これを達成するためには、市域の再生可能エネルギーの利用
（消費）の促進が鍵となりますが、市域の再生可能エネルギーを市域で有効に利用（分散型電源）
するためには、スマートグリッドの形成が欠かせず、都市化が進んだ地域の特性を考慮した場合、
ゼロベースからのスマートグリッドの形成は困難な状況であると考えられます。

スマートグリッド形成の研究と整備の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

備

―

0%

50%

スマートメータ普及率

考

達成度合いは、スマートメータ世帯普及率について、電気事業者の普及計画から普及率 50%を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が協力しあって、地域の特性にあったスマートグリッド形成に向けた研
究を行うとともに、各主体が主体的にスマートメータやホームエネルギーマネジメントシステム
（HEMS）などのスマートグリッドの基礎となるシステムの導入を推進し、地域の特性にあった
スマートグリッドの整備に努めます。

各主体の主な環境行動
市民等

事業者等

市

☆市等のスマートグリッド形成の研究に協力します
☆スマートメータ・HEMS（MEMS）の導入に努めます
☆市民等・市と連携したスマートグリッド形成に向けた研究に努めます
☆スマートメータ・BEMS・FEMS の普及と導入に努めます
☆市等と連携して CEMS の導入を検討します
☆市民等・事業者等と連携して、スマートグリッド形成に向けた研究を推進します
☆スマートグリッド形成のため、多様な形での支援を推進します
☆電気事業者等と連携してスマートメータ・CEMS の導入について検討します

(*) スマートメーターは情報通信機能を備えた電力計、エネルギーマネジメントシステムはエネルギー需要側における電力使用
量の“見える化”や“制御”など、施設・設備のエネルギーを管理するシステムのことをいい、双方が連携・接続して、電気事業者等
と消費者の間をつなぎ、エネルギー制御等をするもので、スマートグリッドの中核を担います。
家庭用：HEMS(ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)、マンション用：MEMS(ﾏﾝｼｮﾝｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)、ビル・施設用：BEMS(ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)、工場用 FEMS(ﾌｧｸﾄﾘｰｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)、地域管理用：CEMS(ｸﾗｽﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)
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方針 2

スマート交通システムの研究と整備

（1）スマート交通システムの研究と整備に関する状況
本計画におけるスマート交通システムは、
「公共交通機関と個人の保有車両について、市民等の
生活の質を向上しつつ、環境負荷低減を可能とする交通システム」のことを指し、次世代自動車
を用いた公共交通機関と個人保有車両の拡大、情報通信技術（ICT）による高度道路交通システム
（ITS）や多様な移動環境（車、電車、バス、自転車、歩行、ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞなど）の構築などによっ
て、地域に適した形で、環境負荷を低減しつつ効率的に移動できる環境を実現するものです。
市内には、公共交通機関として電車、バス、
乗合タクシーがあり、保有車両は33,790台（23
年度末登録台数、二輪車含む）となっています。
主な市内の環境に配慮した公共交通機関と
しては、電車、電気バス、ハイブリッドバス、
タクシー、個人が保有する次世代自動車では電
気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動
車（PHV）、ハイブリッドトラック・ハイブリ
ッド自動車（HV）
、天然ガス自動車（NGV）
、ク
リーンディーゼル自動車（CDV）があります。
市では、コミュニティバスはむらんを運行し
ていますが、このはむらんにはEVを採用した
再生可能エネルギーのみで運行する EV のプロジェクトイメージ
車両もあり、スマート交通システムの構築へ向
停電や燃料供給が不足した場合でも太陽光発電からの給電で EV
けて運行を開始しています。
は動くなど、多様なメリットがあります。
また、次世代自動車の一つであるEV、PHV
の普及拡大に向けて、現在、電気バスはむらん用の急速充電器を個人保有車両とシェアリングす
る実証試験を行っており、今後は急速充電器に蓄電池設備と太陽光発電システムを組み合わせ、
再生可能エネルギーを直接急速充電器より給電し、完全にゼロエミッション化を図るとともに、
カーシェアリングを行う計画についても検討しています。

スマート交通システムの研究と整備の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

124,466 人

152,768 人

168,044 人

備

考

はむらん利用者数

達成度合いは、はむらんの利用者数について年平均 1%を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が協力しあって、スマート交通システムを推進するための研究を行うと
ともに、各主体が積極的投資を行い、スマート交通システムの整備に努めます。

各主体の主な環境行動
市民等
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☆次世代自動車の導入とスマート交通システムの利用に努めます

事業者等

☆次世代自動車の導入と環境負荷を低減する交通・輸送への代替え（モーダルシフ
ト）に努めます

市

☆車や自転車のシェアリングなど、羽村に適した多様な移動環境を検討し、導入に
努めるとともに、電気バスはむらんのスマート交通システム化をすすめます

方針 3

次世代自動車とエネルギー供給インフラの推進

（1）次世代自動車とエネルギー供給インフラの整備に関する状況
次世代自動車は、環境に配慮した地球にやさしい自動車であり、スマート交通システムの中核
を担うものです。
しかし、次世代自動車は、従来の自動車と異なり、
駆動方式（原動機）や駆動させるためのエネルギー
が新しいものが多く、全国的にエネルギー供給イン
フラ整備が待たれています。
市内における、新しい駆動方式の次世代自動車
には、EV、PHV、HV、NGV、CDVがあります。水
素燃料電池自動車（FCV）は平成27年度に実用販
売が開始される予定とされており、現在市内では
実用されていません。
次世代自動車のエネルギー供給インフラについ
ては、市内で一般的に利用可能なEV用急速充電器、
NGV用ガス供給スタンド、FCV用水素供給スタン
電気バスはむらん用に市役所駐車場に設置した蓄電
ドは平成24年度末現在ありません。わずかに隣接
池搭載型急速充電器 RAPIDAS（ラピダス）。蓄電池
を搭載しているため、低圧電力での給電が可能。また
地域の福生市内にEV用急速充電器1カ所、青梅市内
災害時にも蓄電池として稼働することが可能である
にNGV用ガス供給スタンド1カ所であり、従来のガ
など、多様なメリットがあります。
ソリンスタンドに比べかなり尐ない状況です。

次世代自動車とエネルギー供給インフラの整備の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

―

0 カ所

4 カ所

備

考

次世代自動車用エネルギー供
給インフラ箇所数

達成度合いは、市域の一般開放型の次世代自動車用エネルギー供給インフラ 4 カ所を基準とします
（24 年度値は東京都充電スタンドマップのものです）

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市が積極的な次世代自動車の利用と投資に努めるとともに、各主体が協力
して次世代自動車用エネルギー供給インフラの整備に努めます。

各主体の主な環境行動
市民等

事業者等

市

☆次世代自動車の利用に努めます
☆次世代自動車導入などの投資に努めます
☆次世代自動車の利用と導入を推進します
☆次世代自動車用エネルギー供給インフラへの投資に努めます
☆次世代自動車の利用と導入を推進するとともに、多様な形での支援を行います
☆市民等・事業者等・国・東京都等と連携・協力して、次世代自動車用エネルギー
供給インフラ整備を推進します
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コラム
次世代都市交通

電気バスはむらん

有料定期運行路線バスとして市内を走る「電気バスはむらん」。
150kw のモータと 30kwh の蓄電池を装備し、最高速度は 60km/h、NOx などの有害な排気ガ
ス、地球温暖化の主要因である CO2 の排出が非常に少ない超低公害車です。
第五次羽村市長期総合計画実施計画（平成 26 年 2 月）では、平成 27 年度に市役所庁舎への太
陽光発電設備設置についての計画事業があります。
この計画事業による太陽光発電を電気バスはむらんに直接給電し、完全にゼロエミッション化
した交通システムを構築することも計画しています。
（ｵｰﾙｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝﾓｰﾋﾞﾙｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ=AZEMS/エイゼムス）
【諸元データ】
全長 6990mm 全幅 2080mm 全高 3100mm 重量 5700kg
乗車定員 31 名
永久磁石同期型モータ 150kw リチウムイオン電池 30kwh
消費電力 0.7kwh/km
CO2 発生量 約 60%低減(*)
NOx 発生量 約 90%低減(*)
＊対ディーゼルバス比
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