
神⼾市地球温暖化防⽌実⾏計画の改定について

地球温暖化が原因とされる気候変動は、自然災害の激甚化や、自然生
態系への深刻な影響等をもたらすため、早急に取り組みを強化し、2050
年カーボンニュートラルの実現が必要であるが、これまでの施策の継続
だけでは到底達成できるものではなく、今まで以上に新たな発想と取り
組みが求められる。

市⺠・事業者に、脱炭素社会を⾒据えた未来の姿を提⽰しつつ、厳し
い⽬標達成に向けたさらなる意識の転換を促進していくため、「神⼾市
地球温暖化防止実行計画」を改定する。

 第 52 回神戸市環境保全審議会 

令 和 ３ 年 1 2 月 1 6 日 

資 料 ３ 



神⼾市の地球温暖化問題を取り巻く状況
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神⼾市を取り巻く状況

2015年9⽉ 現⾏の神⼾市地球温暖化防⽌実⾏計画の改定

2020年10⽉ 菅内閣総理大臣2050年カーボンニュートラル宣言
2020年12⽉ 神⼾市2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言

2021年 4⽉ 2030年温室効果ガス排出目標を新たに設定
・2030年度▲46%さらに▲50%の高みに向けて挑戦

2021年 5⽉ 地球温暖化対策推進法の一部改正成立
・パリ協定やカーボンニュートラル宣言を踏まえた基本理念を定立
・地域の再エネ活用した脱炭素化促進のための計画・認定制度創立

2021年 6⽉ 地域脱炭素ロードマップの決定、グリーン成⻑戦略具体化
・全国で100か所以上の「先行地域」、重点施策の実施
・成⻑が期待される産業14分野に⽬標設定、「経済と環境の好循環」

2021年10⽉ エネルギー基本計画決定、地球温暖化対策計画決定
・2030年度エネルギーミックスの改定(再エネ比率36〜38％)
・2030年度部門ごと削減⽬安の発表



⽇本国、兵庫県、神⼾市の温室効果ガス排出量の推移
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神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定

（出典）国：国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ（1990〜2019年度確報値）」、
兵庫県：「兵庫県地球温暖化対策推進計画」「兵庫県の温室効果ガス排出量」「ひょうごの環境」等から作成、神⼾市：神⼾市資料



法令上の規定すべき実⾏計画の内容
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神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定

（法定事項）
１．計画期間
２．再⽣可能エネルギー、省エネルギー取組の促進に関する事項及び実施⽬標
３．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実施⽬標
４．廃棄物等の発⽣の抑制の促進や循環型社会の形成に関する事項及び実施⽬標

（努⼒規定）
１．地域脱炭素化促進事業（再エネ促進事業）の対象となる区域（促進区域）、促進する

再エネの種類、規模など

（上記以外、策定マニュアルにて求められるもの）
１．計画の⽬的、背景、範囲など
２．「温室効果ガス種類及び総排出量」の総排出量や数量的な⽬標、基準年度
３．進捗管理の仕組み 推進・点検・評価・⾒直し・公表の体制及び⼿続

温暖化対策推進法において、神⼾市が策定する温暖化防止実行計画に盛り込まな
ければならない項⽬は次の通り。

※その他、本市では気候変動適応法で策定が求められている気候変動適応計画についても、
同時に検討されるべき事項と考え、神⼾市地球温暖化防⽌実⾏計画に導⼊する。



数値目標設定は、
「2030年の温室効果ガス排出量」と「2030年の再エネ設置導⼊量」
(部門別の数値設定は⽬安のみ)

将来的なエネルギーのあり⽅について、市⺠・事業者に発想の転換をうな
がすため、「かえる」「つくる」「へらす」をキーワードに、さらに「つ
くる」の項目では「作る」「貯める」「使う」をサブタイトルとして、既
存のマニュアルを活用しながら、分かりやすく提示する。

計画書に直接掲載する各種データ、法令情報、参考情報は、必要な情報の
みに限定し、それ以外は適宜更新できるように、市ホームページに掲載

計画の進⾏管理は、毎年度、2つの数値⽬標に対し実績把握し、重点施策
の実施状況を把握し、この概要を毎年度市ＨＰなどで公表

今回の計画策定において目指すこと
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シンプルな計画書を⽬指し、計画の進⾏管理もできるだけ簡素化し、実際の対策の推進に
注⼒します。

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



計画上の施策の具体化・拡充は毎年度実施
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カーボンニュートラルの実現に向けた施策は、⻑期間の取組みであり、新たな⾰
新的技術開発や国の制度、さらに社会情勢にも大きく影響を受け、さらに、施策
展開の予算確保も重要である。
このため、毎年度、計画上の施策の内容を具体化・拡充・⾒直しのための作業を
行い、新年度予算が確定したタイミングに公表していく。

計画の基本事項

数値⽬標、
市⺠・事業者・
行政の取り組み

市の重要施策

計画の基本事項

数値⽬標、
市⺠・事業者・
行政の取り組み

市の重要施策

計画の基本事項

数値⽬標、
市⺠・事業者・
行政の取り組み

市の重要施策

計画の基本事項

数値⽬標、
市⺠・事業者・
行政の取り組み

市の重要施策

１年⽬ 9年⽬8年⽬2年⽬

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



神⼾市地球温暖化防⽌実⾏計画の⾻⼦案
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１．計画期間 2022年度〜2030年度

２．目標 (⽬標年2030年度)
①温室効果ガス排出量 ●●％削減
②再⽣可能エネルギー設備導⼊量 ●●万kW(定格出⼒)

３．取り組み
①市⺠の意識の転換を促進する
②事業活動のカーボンニュートラルの取り組みをリードする
③⾏政の取り組み(市の事務事業を含む)
④適応策

４．計画の進⾏管理と計画内容の充実等の⾒直し

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



今回の計画策定において留意すること
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事業者、学識経験者、専門家等の様々な分野の方に、カーボンニュートラルの実
現に向けた最新の技術や情勢について、ヒアリングを実施し、計画に反映します。

●エネルギー関係事業者
（電⼒送配電事業者、ガス供給事業者、太陽光発電事業者
⽕⼒発電事業者、バイオマス発電事業者等）

●電⼒アグリゲーター事業者
●水素関連等革新的技術の開発に取組む事業者
●市内で積極的な活動に取り組む工場・事業所
●運輸関連事業者、⾃動⾞メーカー、空港・港湾関連事業者
●農水産事業者
●各種事業者・業界団体
●国・県や研究機関の専門家
●温暖化対策に取り組む市⺠団体・ＮＰＯ
●林業関係事業者、森林保全活動団体
●カーボンニュートラル対策の学識経験者
●⾦融機関のＥＳＧ投融資関係部署 など

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



市域の温室効果ガス排出量削減目標設定について
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国計画のバックキャストの考え方を踏まえ、直近実績（2019年）から2050年実質ゼロ
までの削減量の比率を勘案し、2030年度のCO2削減量を算出。（基準年：2013年度）

※数値は今後精査する

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



市域の再エネ導入の目標設定について
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2019年度を基準年として、新たに設置される太陽光・熱・小水力・バイオマス・ご
み（プラスチックを除く）などを利用した発電や熱利用施設の定格出力（kW）を、
今後の技術⾰新も考慮しつつ再エネ導入⽬標として設定する。

積み上げの算定には、FIT制度等により系統連系を通して電力会社に供給される電力
のほか、FIT,FIPを利用せずに自家消費する施設についても含める。
このため、今後拡大が⾒込まれるFIT,FIPを利用しない再エネ自家消費発電施設の把握
の方法について検討する。

⻄区神出町のため池太陽光発電 屋根置き太陽光発電（垂水下水処理場）

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



計画策定のスケジュール概要

11

計画策定に関して、環境保全審議会、市議会、市⺠意⾒募集等のスケ
ジュールはつぎのとおり。

2021年８⽉

12⽉

2022年１⽉

３⽉

５⽉

７⽉

９⽉

・計画改定の進め方議論開始

・保全審本会（報告）

・⾻⼦の確定
・議会説明
・パブコメ案決定

・パブコメ募集開始

・パブコメ結果公表

・保全審本会（報告）
・公表

国・策定マニュアル公表

専門家等への個別ヒアリング
関係者勉強会 （随時）

市⺠アンケート
事業者アンケート

パブコメ意見反映
改定案決定

神⼾市の地球温暖化防⽌実⾏計画の改定



神⼾市地球温暖化対策実⾏計画で定める施策のキーワード
カーボンニュートラルの実現のための取り組み
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環境にやさしいエネルギーを

「つくる」

大気中の二酸化炭素を

「へらす」
・炭素を吸収・固定する
・生活で使用する廃棄物やエネルギーをへらす

化⽯燃料に依存する社会を

「かえる」
・CO2を排出しないライフスタイルをかえる
・エネルギーシステムをかえる

・再生可能エネルギーをつくる
・さらにエネルギーを「貯めて使う」

化石燃料に依存する社会を「かえる」こと、環境にやさしいエネルギーを「つく
る」こと、大気中の二酸化炭素や廃棄物を「へらす」ことに取り組み、ゼロカーボ
ンシティの実現をめざします。



単位：千t-CO2
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神⼾市の温室効果ガス排出量の削減状況
カーボンニュートラルの実現のための取り組み

現⾏計画の2030年度目標（2013年度比▲34%）達成済み



参考資料
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法令上の規定すべき実⾏計画の内容
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温暖化対策推進法において、神⼾市が策定する温暖化防止実行計画に盛り込まな
ければならない項⽬は次の通り。

神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定

（地⽅公共団体実⾏計画(事務事業編)の策定に係る法的根拠）
地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、法という）第21条第1項
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、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を策定するものとする。

（実⾏計画に定める事項）
法第21条第2項
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

参考資料



法令上の規定すべき実⾏計画の内容
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神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定

（地⽅公共団体実⾏計画(区域施策編)の策定に係る法的根拠）
法第21条第3項
都道府県並びに指定都市等は、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、⾵⼒その他の再⽣可能エネルギーの利用の促進に関する事項

⼆ 温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用、その他事業者又は住⺠が
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 都市機能の集約の促進、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、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 廃棄物等の発⽣の抑制の促進その他の循環型社会の形成に関する事項

五 前各号に規定する施策の実施に関する⽬標
※ 法改正に伴い新たに導入された項目

参考資料



法令上の規定すべき実⾏計画の内容
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神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定

（地域脱炭素化促進事業）※ 法改正に伴い新たに導入された項目
法第21条第５項
市町村は地⽅公共団体実⾏計画において、第3項各号に掲げる事項を定める場合

においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努
めるものとする。

一 地域脱炭素化促進事業の⽬標

⼆ 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域）

三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に⾏う地域の脱炭素化の取組

五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次の取組
イ 地域の環境保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

参考資料



法令上の規定すべき実⾏計画の内容
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神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定

（適応策）
気候変動適応法 第12条
都道府県及び市町村は、その区域における⾃然的経済的社会的状況に応じた気候

変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画
を勘案し、地域気候変動適応計画（その区域における⾃然的経済的社会的状況に応
じた気候変動適応に関する計画をいう。）を策定するよう努めるものとする。

※ 本市では地球温暖化対策と気候変動適応策は同時に検討されるべき事項と考え
、実⾏計画に適応策も導⼊している。

参考資料



「地球温暖化対策計画」での削減目標
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2021年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」において、2030年度46%削減⽬
標や各部門の削減⽬安が⽰された。

国の温暖化防止実行計画より

２０１３
(基準年)
排出量
(千t-CO₂)

２０２０

削減実績率
(%) ①

２０３０
(目標年)
削減率

(%) ② ②−①
ｴﾈﾙｷﾞｰ
起源
CO₂

産業 463,000 ▲17 ▲38 ▲21
業務 238,000 ▲19 ▲51 ▲32
家庭 208,000 ▲23 ▲66 ▲43
運輸 224,000 ▲ 8 ▲35 ▲27
ｴﾈﾙｷﾞｰ転換 106,000 ▲16 ▲47 ▲31

非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO₂、CH₄、N₂0 21,400 ▲ 4 ▲14 ▲10
ﾌﾛﾝ類 39,100 ＋42 ▲44 ▲83

温室効果ガス全体 1,408,000 ▲17 ▲46 ▲29

神⼾市を取り巻く状況
参考資料



「エネルギー基本計画」の改定
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神⼾市を取り巻く状況

2021年10月に閣議決定した「エネルギー基本計画」において、野心的な⾒通しとして
2030年度エネルギーミックスも改定された。

経済産業省資料より

参考資料



「兵庫県地球温暖化対策推進計画」の削減目標
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神⼾市を取り巻く状況

令和３年３月改定
2050年二酸化炭素排出量実質ゼロをゴールとし、2030年度は、①2013年度比▲35%、
②さらに、取組の拡大を図るなかで最大▲38%をめざすとした

2030年度目標（▲35%）の温室効果ガス排出量の内訳と部門ごとの削減率の目安

兵庫県計画概要より

参考資料



市の取り組み：事務事業編の目標設定
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国及び市域の業務部門における2030年⽬標の⽬安と整合性が取れるよう設定。
公用車への電動車導入や太陽光発電設備の設置など、関係部署と協議しながら対策を
進めていく。

国計画の⽬安

市域の業務部門の動向

参考資料
神⼾市の温暖化対策実⾏計画の改定
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参考資料

経済産業省HPより



24

参考資料

経済産業省HPより
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参考資料

環境省HPより
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参考資料

環境省HPより


