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エコシティたかまつ環境マネジメントシステム 

平成２９（２０１７）年 度 実 績 報 告 

 

１ 概要 

  市の事務事業に伴う環境負荷を低減することを目的に平成 23（2011）年度より始まりました

「エコシティたかまつ環境マネジメントシステム」は、国の目標である 2030 年度までに 2013

年度比 26％より踏み込んだ 30％を目標として、平成 29（2017）年 3 月に初めて改定したとこ

ろである。 

 

  ○システムの運用期間   平成 29（2017）年度から 2030 年度までの 14 年間 

  ○システムの対象範囲  すべての課・施設等における事務事業 

（指定管理者制度導入施設を含む。） 

  ○環境目標       2030 年度までに平成 25（2013）年度比 30％削減 

 

  システムの上位計画である「高松市地球温暖化対策実行計画」が改定されたことに合わせて、

計画期間及び基準年度を見直すとともに、新たな目標値を設定した改訂版を平成 29（2017）年

3 月に策定し、引き続き、上記の取組を推進することとしている。 

 

２ 環境目標として設定する項目の実績等 

（１）事務事業から排出される温室効果ガスの削減 

基準年度 

平成 25（2013）年度 
平成 29（2017）年度 

対基準年度

増 減 

目標値・削減率 

2030 年度  

評価 

（達成率） 

118,298 t-CO2 105,613 t-CO2 ▲10.7％ 
82,809 t-CO2 

▲ 30％ 
Ａ 

  

 ※評価の基準  Ａ 達成率 100％以上      Ｂ 達成率 100％未満 80％以上 

         Ｃ 達成率 80％未満 50％以上    Ｄ 達成率 50％未満 0％以上 

         Ｅ 達成率 0％未満（マイナス） 

 

【達成率算出方法】     

2017 年度実績値－基準値(2013)     

 （2030 年度目標値－基準値）÷17（計画年数）×4（経過年数）    

 

×100 
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【点検･評価】 

ア 温室効果ガス排出量は基準年平成 25（2013）度比で 6.0％減少しているが、達成率評価

ではＡである。 

イ 「電気」については、次のとおり、使用量は平成 25（2013）年度と比較して 5.6％増加

した。大きな原因としては、香東川浄化センターが、県流域下水道から市公共下水道に移

管されたことであり、この施設での使用量が電気使用量全体の 4.8％を占めている。 

今回電気使用量が増加したにもかかわらず、温室効果ガス排出量が削減した大きな要因

は、ガス排出量の算出に使用する電気事業者の実排出係数が、0.651 kg-C02/kWh から 0.510 

kg-C02/kWh 低下したためである。 

（参考）市全体の電気使用量（kWh） 

基準年度 

平成 25（2013）年度 
平成 29（2017）年度 対基準年度増減 平成 28（2016）年度 

90,205,993 95,227,534 5.6％ 96,732,175 

 

【今後の取組み】 

（別紙１参照） 

ア 削減目標等の見直し 

国は平成 27（2015）年 12 月の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）におい

て採択されたパリ協定を踏まえ、平成 28（2016）年 5 月に策定した地球温暖化対策計画に

おいて、2030 年度に 2013 年度比で温室効果ガスを 26％削減する目標を掲げた。 

このため本システムの上位計画である「高松市地球温暖化対策実行計画」において、平成

29（2017）年 3 月に目標の見直しが行われ、これに合わせて、本システムについても目標の

見直し等を行った。 

削減目標は、本市実行計画に合わせて、2030 年度までに 30％削減することとしており、

平成 29（2017）年度の状況を勘案すると、今後も継続的な削減努力が必要である。 

さらに、地方公共団体が含まれる「業務その他部門」では、温室効果ガスの削減目標が

2030 年度に 2013 年度比で 40％減とされており、その実現に向けた一層の努力が、求められ

ている状況である。 

 

イ 再生可能エネルギーの積極的な活用 

市有施設に太陽光発電の設置を促進する。 

〔30 年度設置予定箇所〕 

ａ 高松市立みんなの病院院内保育所 （10kW） 

ｂ 木太コミュニティセンター    （10kW） 



 

 3 

ウ 公用車への低公害車、低排出車の積極導入 

市の公用車に環境負荷の少ない低公害車（ハイブリッド車、電気自動車、天然ガス車等） 

や低燃費車を導入する。 

 

〔30 年度導入予定〕 

【財産経営課】低排出ガス車リース（継続）65 台、低排出ガス車リース（新規）20 台、低 

排出ガス車購入 5 台    

 

エ 市有施設の省エネ改修 

     設備･機器の補修、効率的な設備への取替えにより、施設の省エネルギー化を積極的に進

める。 

〔30 年度実施予定〕 老朽化している空調設備や照明設備のＬＥＤ化など。 

   【地域振興課】木太コミュニティセンター 照明設備のＬＥＤ化 

【人権啓発課】吉光文化センター  空調機 ７台 

   【衛生センター】空調設備更新工事 一式（空調室外機 １台 空調室内機 ８台） 

（２）その他の環境配慮項目の取組み 

■用紙類使用量の削減（コピー用紙等使用量：Ａ4 判換算） 

基準年度     

平成 27（2015）年度 
平成 29（2017）年度 

対基準年度

増 減 

目標値・削減率  

2020 年度  

評価 

（達成率） 

59,567,365 枚 59,312,804 枚 ▲0.43％ 
57,780,344 枚  

▲3％ 
  Ｄ 

  

【点検･評価】  

 コピー用紙等使用量については、一年間に購入した用紙類の総数であり、対基準年度比で

0.43％の減少となったが、達成率評価はＤとなっている。 

【今後の取組み】 

 両面印刷の徹底や会議資料のペーパーレス化の推進など、一層取組みを強化する。 

■上水道使用量の削減（施設床面積１㎡当たりの上水道使用量） 

基準年度     

平成 27（2015）年度 

平成 29 

（2017）年度 
対基準年度増減 

目標値・削減率  

2020 年度 

評価 

（達成率） 

1.02 ㎥/㎡ 0.89 ㎥/㎡  ▲12.7％ 
 0.99 ㎥/㎡       

▲3％ 
Ａ 
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【点検･評価】 

施設床面積１㎡当たりの上水道使用量は、対基準年度で 12.7％減少であり、達成率評価はＡと

なった。 

【今後の取組み】  

引き続き、日常的な節水の励行など、取組みを行う。 
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主な排出要因と温室効果ガス排出量（単位：t-CO2）                                      

排出要因 

温室効果ガス排出
量基準年度 
 平成２５  

（２０１３）年度 
①  

平成２９（２０１７）年度 

増加した原因 温室効果ガス 
排出量 

② 

温室効
果ガス
構成比
（％） 

温室効果ガス排出量比較 
（対基準年度増減） 

③＝（②－①）
（㎏） 

③/① (％） 

電気 63,144 48,566 46.9 ▲ 14,578 ▲ 23.1  

プラスチック 

ごみ焼却 
32,395 32,017 29.8 ▲ 378 ▲ 1.2  

灯油 3,988 3,435 3.2 ▲ 553 ▲ 13.9  

Ａ重油 2,627 2,278 2.1 ▲ 349 ▲ 13.3  

都市ガス 1,995 2,491 2.3 496 24.9 
斎場公園・朝日新町給食センターが主要な使用施
設で、朝日新町給食センターでの給食対象校が拡
大したため。 

廃棄物焼却 2,087 1,951 1.8 ▲ 136 ▲ 6.5  

下水処理 1,955 2,657 2.5 702 35.9 
平成２８（２０１６）年４月に香東川浄化センタ
ーが、県から市に移管され、この施設での下水処
理量が追加されたため。 

その他 10,107 12,218 

 

11.4 

 

2,111 20.9 
本庁舎の地域熱供給の利用や、天然ガス車導入に
よる天然ガスの使用量が増加したため。 

計 118,298 105,613 100 ▲ 12,685 ▲ 10.7  

 


