
様式第４号（第８条関係）　（第１面）

令和 〇 年 ○ 月 ○ 日

　（宛先）静岡市長

氏　　名

１　提出区分

２　事業者の概要等

大分類 Ｅ

中分類 29

３　省エネアドバイザー

受付欄

連絡先

氏名 ○○　○○

所有する資格等 エネルギー管理士

電気機械器具製造業

０５４－○○○－○○○○

０５４－○○○－○○○○

○○○○○○○＠○○○○．○○．○○

担当部署

担当者役職・氏名

電話番号

ＦＡＸ

E-Mail

総務部○○課

主任　○○　○○

備考欄

市内の主たる事業所の
所在地

静岡市○○区○○町○○番○○号

主たる事業の業種
（産業分類）

主たる事業の内容 空調・住宅関連機器の製造

製造業

　　○○○○　株式会社

　　代表取締役社長　　○○　○○

事業者の氏名又は名称 ○○○○　株式会社

■新規　　　□変更

住　　所 　　静岡市○○区○○町○○番○○号

二酸化炭素削減計画書

０１ ０１
事業者単位での提出となります。法人及び団体の場合は、本社等の所在地、事業者の
名称及び代表者の氏名を記載してください。

０２ ０２ 計画書の提出の区分（新規又は変更のいずれか）を示してください。

０３ ０３ 事業者の氏名又は名称、市内の主たる事業所の所在地を記載してください。

０４

０４

日本標準産業分類における分類番号と名称を記載してください。複数の業種が該当

する場合は、主な業種を選択してください。

※日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)は、以下のアドレスにてご確認ください。

総務省（政府統計の総合窓口）

http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10

０５ ０５ 計画書の内容に関する問い合わせ等の窓口となる担当部署、担当者及び電話番号
等を記載してください。

０ ０６
計画書の作成にあたり、助言を受けた省エネアドバイザーの氏名及び所有する資格

を記載してください。

※所有する資格等を証する書類を添付してください。【申請に必要な書類⑰】



（第２面）

４　計画期間

令和 4 年度 ～ 令和 6 年度

５　二酸化炭素の排出の抑制等を図るための基本方針

６　二酸化炭素の排出の抑制等を図るための推進体制

以下の対策により地球温暖化対策を推進する。

（１）地球温暖化対策を組織的に推進するための社内体制の整備を図り、定期的に進捗状況を
チェックするなど全社的な取組を進める。
（２）エネルギーの使用量や温室効果ガス排出量に係る削減目標を明確に定める。
（３）事業活動に伴う二酸化炭素排出量の削減はもとより、○○○○や○○○○などの活動に
参加するなど、地域における地球温暖化の防止に向けた社会的貢献に関する取組を進める。

０７ 計画期間（３年間）を記載してください。

０８

事業内容や事業規模等の特性に応じて、計画期間中に取り組む地球温暖化対策

に関する基本的な考え方を記載してください。

基本方針は市内の事業所を対象としますが、既に市域外の事業所を含め全社的

な方針を定めている場合にあっては、その方針を記載することも可とします。

（記載する内容の例）

・二酸化炭素の排出抑制を図るために実施する措置に関すること。

・二酸化炭素の排出抑制を図るための組織体制や従業員の教育等に関すること

関すること
・地球における地球温暖化対策への貢献に関すること

０９

計画を推進するための体制を図で示してください。

なお、推進体制が未整備の場合は、以下の事項に配慮して策定してください。

・地球温暖化対策を継続的、効果的に実施するため、計画の進捗状況の把握や

取組の見直し等が定期的に行われ、事業活動の一環として定着するような推進

体制の構築に努めてください。

・地球温暖化対策が特定の部門や工場等の活動に特化されることなく、全社的

な取組として浸透するよう、各部門・部署等を包括した推進体制の構築に努めて

ください。

０７

０

０９
統括責任者

（代表取締役社長）

環境管理部門責任者

（○○○支店長）

エネルギー

管理担当者
社員教育

担当者

環境管理部門責任者

（○○○工場長）

エネルギー

管理担当者
社員教育

担当者



（第３面）

７　事業活動に伴うエネルギー使用量

kL

８　二酸化炭素の排出量及び排出の抑制に関する目標

　（エネルギー起源二酸化炭素排出量）

3 年度 6 年度

t-CO2 t-CO2

t-CO2 ％

（原単位で目標を設定する場合）

t-CO2/ ㎡ t-CO2/ ㎡

％

９　目標設定の考え方

排出削減量 排出削減率49

0.163 0.146

・○○事務所の照明をLED蛍光灯に変更する。
・○○工場の給湯設備が令和４年度に更新時期を迎えるため、よりエネルギー効率の優れた給
湯設備に交換する。
・従業員への研修等の充実を図り、全ての事業所において、空調・照明設備の適正使用を徹底
する。

これらの対策の実施による削減量の見込みから、計画期間３年間において、基準年度比で
10％、年平均3.3％の二酸化炭素の削減を目標値として設定した。

10.4

10.0

原単位に用いた指標

令和
基準年度

（計画前年度）

基準年度排出量

目標年度
（計画最終年度）

目標年度排出量489 440

原単位に用いた指標を
設定した理由

建物延床面積（単位：㎡）

令和４年度に工場を新設する予定でエネルギー使用量の総量
を削減することは困難なため

基準年度（計画前年度） 原油換算 236

原単位排出量
削減率

基準年度
原単位排出量

目標年度
原単位排出量

令和

１０

基準年度（計画初年度の前年度）における、市内に設置された全ての事業所で使用した
エネルギーの合計量を原油換算で記載してください。

※原油換算エネルギー使用量が1,500ｋｌを超えている場合は、本事業の対象外となりま
す。

１１

①基準年度：計画初年度の前年度を記載してください。

②目標年度：計画の最終年度を記載してください。

③基準年度排出量：基準年度における、市内に設置された全ての事業所に係るエネ

ルギー起源二酸化炭素排出量の合計値を記載してください。

④目標年度排出量：今後の事業活動の見込みや計画期間中に実施する対策の効果

などを総合的に勘案した「目標年度排出量」を記載してください。

⑤排出削減量：【基準年度排出量】－【目標年度排出量】が自動計算されます。

⑥排出削減率：【排出削減量】÷【基準年度排出量】×100が自動計算されます。

１３

目標設定の根拠となる対策の概要（設備の導入・更新のほかエコオフィス活動などを含
む）、計画期間中の事業活動（生産量・サービス等の増減等）など、削減目標の設定に当
たっての前提条件や考え方を記載してください。

１０

１１

１２

※基準年度の特例…基準年度の事業活動が平年に比して著しく増加あるいは減少

しているなど、削減目標の基準とすることが不合理な場合は、基準年度を含む過去

３箇年分のエネルギー起源二酸化炭素排出量を算出し、その合計値の３分の１の

値を基準年度の排出量として記載することができます。

１２

計画期間中、事業活動の増加（生産数量や事業所延床面積の増加等）により二酸化

炭素排出量の削減が見込めないなどの場合は、排出量と密接な関係のある単位（原

単位）当たりの排出量を削減目標として設定することができます。

①基準年度原単位排出量：【基準年度排出量】を原単位の数量で除した値（記載例は

建物延床面積3,000㎡で計算）の小数点第三位未満を切捨てした値を記載してくださ

い。

また、原単位として用いた指標の単位（記載例は㎡）を記載してください。
②目標年度原単位排出量：【目標年度排出量】を原単位の数量で除した値（記載例は
建物延床面積3,000㎡で計算）の小数点第三位未満を切捨てした値を記載してくださ
い。

また、原単位として用いた指標の単位（記載例は㎡）を記載してください。

③原単位排出量削減率：（【基準年度原単位排出量】－【目標年度原単位排出量】）÷

【基準年度原単位排出量】×100が自動計算されます。
④原単位に用いた指標：原単位として使用した指標を記載してください。
なお、原単位の指標は、二酸化炭素の排出量と密接な関係のある指標とし、原則とし
て「生産数量」又は「建物延床面積」を使用することとします。

１３



（第４面）

10　二酸化炭素の排出の抑制等を図るために実施しようとする措置の内容

12　地域における地球温暖化対策の推進に対する貢献等に関する事項

既存給湯設備（１基）を高効率給湯設備（１
基）に更新

既存空調設備（１基）を高効率空調設備（１
基）に更新

本社事務所
○区○○町○番○号

実施予定年度 実施場所

〇〇工場
〇区〇〇町〇番地

○○工場
○区○○町○番地

措置の内容

事務室の照明設備（５基）をLED照明（５
基）に更新

令和４年度

弊社では、これまでの製品より電気使用量が20％少ない省エネ型の空調機器を開発中であり令
和４年度の市場投入を目指している。

令和５年度

・エコアクション21を取得し、環境への配慮を意識した取組を実施している。
・グリーン電力証書を購入し、間接的な二酸化炭素削減に努めている。
・静岡県や静岡市の環境関連イベントには積極的に参加している。

令和６年度

11　二酸化炭素の排出の抑制等に寄与する製品・技術の開発や役務の提供等に関する事項

１４

１４

計画期間中に実施しようとする措置の内容を、年度ごと記載してください。（設備の新
規導入や更新などのハード面のほか、従業員の意識啓発などソフト面の対策も記
載）

※この欄に記載のない設備の導入は、「省エネルギー設備導入事業補助金」の対象
になりませんのでご注意ください。

事業活動の中で、二酸化炭素の排出の抑制等に寄与する製品・技術の開発や役
務の提供などを実施する場合はその内容を記載してください。１５ １５

１６ １６
地域の地球温暖化対策に貢献する取組等がある場合はその内容を記載してくだ

さい。



様式第４号（第８条関係）

１　事業者の概要

氏　　名
市内の

主たる住所

主たる事業
の内容

２　計画期間

４　二酸化炭素の排出量及び排出の抑制に関する目標

基準年度
排出量(R3)

t-CO2
目標年度
排出量(R6)

440 t-CO2

排出削減量 t-CO2 排出削減率 10.0 ％

10.4 ％

５　二酸化炭素の排出の抑制等を図るために実施しようとする措置の内容

（原単位を設定した場合）原単位排出量削減率

二酸化炭素削減計画書の概要（公表用）

令和　４　年度　～　令和　６　年度

静岡市○○区○○町○○番○○号○○○○　株式会社

空調・住宅関連機器の製造

489

49

３　二酸化炭素の排出の抑制等を図るための基本方針

（１）地球温暖化対策を組織的に推進するための社内体制の整備を図り、定期的に進捗状況を
チェックするなど全社的な取組を進める。
（２）エネルギーの使用量や温室効果ガス排出量に係る削減目標を明確に定める。
（３）事業活動に伴う二酸化炭素排出量の削減はもとより、○○○○や○○○○などの活動に
参加するなど、地域における地球温暖化の防止に向けた社会的貢献に関する取組を進める。

６　その他地球温暖化対策の推進に寄与する取組等

・これまでの製品より電気使用量が20％少ない省エネ型の空調機器を開発中であり、令和４年
度の市場投入を目指している。
・エコアクション21を取得し、環境への配慮を意識した取組を実施している。
・グリーン電力証書を購入し、間接的な二酸化炭素削減に努めている。
・静岡県や静岡市の環境関連イベントには積極的に参加している。

令和６年度 既存空調設備（１基）を高効率空調設備（１基）に更新

実施予定年度 措置の内容

令和４年度 事務室の照明設備（５基）をLED照明（５基）に更新

令和５年度 既存給湯設備（１基）を高効率給湯設備（１基）に更新

１７ １７ 第１面の２【事業者の概要等】の欄に記載した内容を転記してください。

１８
１８ 第２面の４【計画期間】の欄に記載した内容を転記してください。

１９

１９
第２面の５【二酸化炭素の排出の抑制等を図るための基本方針】の欄に記載した内
容を転記してください。

２０ ２０
第３面の８【二酸化炭素の排出量及び排出の抑制に関する目標】の欄に記載した内
容を転記してください。

２１ ２１
第４面の10【二酸化炭素の排出の抑制等を図るために実施しようとする措置の内容】
の欄に記載した内容を転記してください。

２２ ２２ 第４面の11及び12の欄に記載した内容を要約して転記してください。


