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1. 改定にあたって 

 

近年、世界各地において発生している気候の変化や、その結果発生する異常気象、生態系の変

化、食糧生産の低下といった自然界や私たちの暮らしへの悪影響の原因の一つは地球温暖化であ

るとの見方があります。全世界レベルで進行する地球温暖化は、板橋区にとっても決して無関係

ではなく、同じ地球で暮らしや事業活動を営む人間の一人として、何らかの対策を講ずる責務が

あります。 

板橋区では、1993（平成 5）年 4 月に「「エコポリス板橋」環境都市宣言」を行うことで、人と

環境が共生するまちづくりを区の施策における重要な柱の一つとして位置づけることを区内外に

表明し、この宣言のもと、各種の環境分野の計画策定や施策を実施してきました。環境分野の重

要な対策の一つである地球温暖化対策においては、2005（平成 17）年 12 月に策定した「板橋区

地球温暖化防止地域推進計画」の中で、温室効果ガス排出量の削減目標と区民・事業者・区民団

体・区等が取り組むべき対策を定めました。 

「板橋区地球温暖化防止地域推進計画」は平成 24 年度をもって計画期間満了を迎えます。その

ため、この機会にこの計画の後継となる「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」では、

これまでの板橋区の地球温暖化対策を振り返るとともに、早急な対策が待った無しの状況である

地球温暖化の進行を防止し、さらに昨今の温暖化問題やエネルギー問題をめぐる社会の情勢の変

化を加味し、必要となる目標や施策等の検討を行い、新たな地球温暖化対策のための計画を策定

します。 
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2. 計画の基本的事項 

 

2.1 計画の目的 

本計画は、板橋区の特性に応じた温室効果ガス排出量の削減の取り組みを総合的かつ計画的に

推進していくことを目標とします。そのために、板橋区における低炭素社会の構築に向けた基本

的な考え方の外、区民、事業者及び区が各々の役割に応じて取り組むべき対策と、その進行管理

の方法を示すものです。 

なお、地球温暖化対策としては、その原因である温室効果ガスの排出を抑制する‘緩和策’と、

地球温暖化が進行した場合に受ける影響に対処する‘適応策’という 2 つの考え方がありますが、

本計画では温室効果ガスの排出を抑制する緩和策を中心に取り扱い、適応策については環境基本

計画の見直し時等において検討していきます。 

 

2.2 計画の位置付け 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 23 年 6 月改正）第 20 条の 3 におい

て地方公共団体実行計画の策定が努力義務化されていることに基づいて策定するものです。策定

に際しては、環境全般にわたる施策の基本方針を総合的に示す計画である「板橋区環境基本計画

（第二次）」（平成 21 年 3 月策定、計画期間 7 年間）の下位に属する個別計画として位置付け、

国の関連法規や区が策定するさらに上位の計画、関連のある他分野の個別計画との整合や連携を

図りながら策定・推進していくものとします（図 2-1）。 

 

 
 

 

 

図 2-1 計画の位置付け 

 

地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

板橋区基本計画 

板橋区環境教育推進プラン 

板橋区都市計画マスタープラン（第 2次） 

板橋区緑の基本計画 

板橋区一般廃棄物処理基本計画（第三次） 等 

「エコポリス板橋」環境都市宣言（H5.4） 

（全市区町村に 

努力義務化） 
（地球温暖化対策に係る目標、 

施策の具体化） 

上位計画 

関 

連 

計 

画 

（整合・連携） 

板橋区環境基本計画（第二次）（H21.3） 

板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
板橋区地球温暖化対策 
推進実行計画（第四次）※ 

※ 地球温暖化対策の推進に関する法律にて策定が義務付けられている地方公共団体実行計画の「事務事業編」に相

当し、地球温暖化防止のために事業者としての区が率先して事務事業に伴い排出する温室効果ガスを抑制するため

の計画です。 

一方、本計画は板橋区の区域全体を対象とした「区域施策編」に相当し、区民・事業者・区の各主体の協働によ

り温室効果ガスの排出抑制をするための計画です。 
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2.3 対象とする温室効果ガス 

本計画において削減対象とする温室効果ガスは、「京都議定書」及び「地球温暖化対策の推進に

関する法律」の対象である二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、

パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄の 6 物質で、人為的に排出されているものとします。 

各物質の削減目標については、京都議定書第 3 条第 8 項に従い、二酸化炭素、メタン、一酸化

二窒素の 3 物質についての基準年度は 1990（平成 2）年度ですが、ハイドロフルオロカーボン類、

パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄についての基準年度は 1995（平成 7）年度とします（表 

2-1）。 

表 2-1 本計画で対象とする温室効果ガスの概要 

温室効果ガスの種類 基準年度 主な発生源等 

二酸化炭素（CO2） 1990 
電力、都市ガス、LPG、灯油、自動車用燃料の使用、廃棄

物焼却等に伴い排出されます。 

メタン（CH4） 1990 
都市ガス、LPG、自動車走行、廃棄物焼却、下水処理に伴

い排出されますが、その量は二酸化炭素に比べ、非常に小

さいです。 

一酸化二窒素（N2O） 1990 
都市ガス、LPG、自動車走行、廃棄物焼却、下水処理に伴

い排出されますが、その量は二酸化炭素に比べ、非常に小

さいです。 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCs） 
1995 

冷蔵庫や家庭用エアコン、カーエアコン、自動販売機等の 

使用時や回収作業時における漏洩に伴い排出されますが、

その量は二酸化炭素に比べ、非常に小さいです。 

パーフルオロカーボン類 

（PFCs） 
1995 

電子部品等洗浄や半導体製造等の作業や製造工程におけ

る漏洩に伴い排出されますが、その量は二酸化炭素に比

べ、非常に小さいです。 

六ふっ化硫黄（SF6） 1995 
半導体製造や変電設備の製造工程や点検作業時における

漏洩に伴い排出されますが、その量は二酸化炭素に比べ、

非常に小さいです。 

 

2.4 計画の期間 

本計画の期間は、国や区が行う地球温暖化対策との整合性を考慮し、2013（平成 25）～2020

（平成 32）年度の 8 年間とします（図 2-2）。また、地球温暖化対策による低炭素社会の実現に

は長い期間を要することから、国の中長期ロードマップにおいて取りまとめられている議論の目

標年次に合わせて、2050（平成 62）年までの長期的な取り組みを見据えた計画とします。 

本計画の基準年度は、国の施策との整合を図り、1990（平成 2）年度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 計画の期間 

本計画の期間本計画の期間本計画の期間本計画の期間（（（（8年間）年間）年間）年間） 

2013年度 

（平成 25年度） 

2020年度 

（平成 32年度） 

1990年度 

（平成 2年度） 

基
準
年
度 

2006年度 

（平成 18年度） 

前計画の期間（7年間） 

2006年度～2012年度 

2050年度 

（平成 62年度） 

2013年年年年度～度～度～度～2020年度年度年度年度 
         

長期的な 

取り組み 
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3. 地球温暖化とは 

 

3.1 地球温暖化のメカニズム 

地球の表面には窒素や酸素等の大気が

取り巻いており、私たちが暮らしやすい気

温に保たれています。これは、太陽からの

光が地球の表面を暖め、その地表からの反

射や輻射熱
ふくしゃねつ

を、大気中にある保温効果を持

つ水蒸気、二酸化炭素、メタン等のガスが

吸収しているためです。 

このため、大気中の二酸化炭素やメタン

等のガスの量が増加すると、太陽からの熱

をより多く吸収するようになり、地球の気

温上昇を引き起こすこととなります。この

現象を「地球温暖化」といいます（図 3-1）。 

 

 

図 3-1 地球温暖化のメカニズム 

出典：「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより（http://www.jccca.org/)」 

 

世界平均気温の推移をみると、20 世紀前半までは緩やかな増加傾向であったのに対し、20 世

紀後半以降は、気温上昇のペースが速くなってきていることがうかがえます（図 3-2）。 

 

図 3-2 世界平均気温の上昇 

出典：「STOP THE 温暖化 2012」（環境省） 
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地球温暖化の主な原因の一つである温室効果ガスの増加について、2007（平成 19）年の IPCC

（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報告書では、科学的な見解として次のような報告

がなされています。 

 

� 世界の温室効果ガスの排出量は、工業化以降、人間活動により増加しており、1970 年から

2004 年の間に 70％増加した。 

� 世界のCO2、メタン（CH4）及び一酸化二窒素（N2O）の大気中濃度は、1750年以降の人

間活動の結果、大きく増加してきており、氷床コア※1から決定された、工業化以前の何千年にも

わたる期間の値をはるかに超えている。 

� 20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源※2 の温室効果ガ

ス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い。過去 50 年にわたって、各

大陸において（南極大陸を除く）、大陸平均すると、人為起源の顕著な温暖化が起こった可能性

が高い。 

� 第 3 次評価報告書以降の進展により、識別可能な人間の影響※3 が平均気温以外の気候のそ

の他の側面にも及んでいることが明らかになった。 

� 過去30年間にわたる人為起源の温暖化が、地球規模で、多くの物理・生物システム※4において

観測された変化に識別可能な影響を既に及ぼしている可能性が高い。 

 

※1 南極やグリーンランドの氷床を掘削した氷のサンプルのこと。氷床コアを解析することで、二酸化炭素や酸

素濃度の変遷を詳細に把握することが可能である。 

※2 人間の活動によるものということ。 

※3 識別可能な人間の影響の例として、20 世紀後半の海面水位上昇、温帯低気圧の進路及び気温の分布、極端

に暑い夜、寒い夜と寒い日の気温の上昇などが、可能性が高いといわれている。 

※4 物理システムとは雪氷、凍土、水文及び沿岸プロセスの総称のことである。生物システムとは、陸上、海洋、

及び淡水の総称のことである。 

 

人間活動による温室効果ガスの排出量増加の要因としては、18 世紀ごろに起こった産業革命に

よる化石燃料への依存が挙げられます。今日までに、私たちはより豊かな暮らしを手に入れるの

と引き換えに、石油をはじめとした化石燃料を大量に消費してきました。その他にもさまざまな

人間活動の変化が進んだ結果、大気中に二酸化炭素、メタン、フロン類等の温室効果ガスが大量

に排出されて大気の保温機能が高まり、気温が上昇し始めているのです。 
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3.2 地球温暖化による影響 

地球温暖化の進行がもたらす影響は、単なる気温の上昇だけにとどまりません。地球温暖化

の進行によって引き起こされる気候の変化により、地球規模で表 3-1 および図 3-3 に示すよ

うな影響が出ると懸念されています。 

表 3-1 地球温暖化による主な影響 

1980～1999年に対する世界年平均気温の変化（℃） 

0           1            2           3           4           5℃ 

水

生態系

食料

沿岸域

健康

湿潤熱帯地域と高緯度地域における水利用可能量の増加

中緯度地域及び半乾燥低緯度地域における水利用可能量の減少と干ばつの増加

数億人の人々が水ストレスの増加に直面

最大30％の種の絶滅リスクが増加

サンゴの白化の増加 ほとんどのサンゴが白化 広範囲にわたるサンゴの死滅

地球規模での重大な注１絶滅

陸域生物圏の正味の炭素
放出源化が進行～15%

～40％の生態系が
影響を受ける

種の分布範囲の移動及び森林火災のリスクの増加

海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化

小規模農家、自給農業者、漁業者への複合的で局所的な負の影響

低緯度地域における穀物生産性
の低下傾向

中高緯度地域におけるいくつか
の穀物の生産性の増加傾向

低緯度地域における全ての穀物
の生産性低下

いくつかの地域における穀物生
産性の低下

洪水及び暴風雨による被害の増加

世界の沿岸湿地の約30％の消失
注2

毎年さらに数百万人が沿岸域の洪水に遭遇する可能性がある

栄養不良、下痢、心臓・呼吸器系疾患、感染症による負担の増加

熱波、洪水、干ばつによる罹病率及び死亡率の増加

いくつかの感染症媒介動物の分布変化

保健サービスへの重大な負担
 

1 「重大な」はここでは40％以上と定義する 

2 2000年から2080年までの海面水位平均上昇率4.2mm/年に基づく 

緩和策を考慮しないシナリオにおける1980～1999年に対する2090～2099年の気温上昇予測 

B1
A1T
B2

A1B
A2

A1FI
6.4℃
5.4℃

 
0           1            2           3           4           5℃ 

    

上の図：上の図：上の図：上の図：21 世紀の世界平均地上気温の上昇量の違いに対応した気候変動（及び関連のある場合は海面水位、大気中の二酸

化炭素）から予測される世界的な影響の例示。黒い線は影響間のつながりを表し、点線の矢印は気温上昇に伴い

継続する影響を示す。文章の左端がその影響が出始めるおおよその気温上昇のレベルを示すように、事項の記述

が配置されている。水不足と洪水に関する定量的な事項は、SRES（排出シナリオに関する特別報告）のシナリ

オ A1FI、A2、B1 及び B2 の範囲で予測される条件に対応した気候変動の追加的な影響を表す。気候変動に対す

る適応は本推定には含まれていない。全ての記述において確信度は高い。 

下の図下の図下の図下の図    ：：：：点及び帯は、6つのSRESシナリオにおける2090～2099年についての最良の推定値及び可能性が高い予測幅（1980

～1999 年との比較）。 

出典： IPCC 第 4 次評価報告書より作成

各シナリオにおける前提条件 

A1 全体：地域間格差の縮小、能力強化 
及び文化・社会交流の進展 

A1FI：化石エネルギー源重視 
A1T：非化石エネルギー源重視 
A1B：全エネルギー源のバランス重視 

A2：多元的な地域的経済発展が中心 
B1：地域間経済格差が縮小、クリー

ンで省資源な技術の導入 
B2：広範囲な技術変化と地域的対策が中心 
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図 3-3 地球温暖化によって引き起こされる影響の例 

出典：いずれも「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより（http://www.jccca.org/)」 

マラリアを媒介するシナハマダラカ 

サンゴ礁の白化 （沖縄県 慶良間列島 阿嘉島周辺） 

高温によるリンゴの着色被害 

干ばつの増加 （アフリカ サヘル地域） 

洪水の頻発 （バングラディシュ） 


