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まえがき 

 

第 4次ニセコ町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下、本計画という。）

はニセコ町における行政の事務及び事業からの温室効果ガス排出抑制の計画である。

本計画は、国際的な温暖化対策及び日本の地球温暖化対策計画と「環境モデル都市」

である当町における行政のあるべき姿を踏まえ、第 3次計画を見直し策定したもので

ある。 

国際的な地球温暖化対策として 2015年に開催された国連気候変動枠組条約締結国会

議（COP21）において、パリ協定が締結された。パリ協定においては、「世界の平均気

温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」等

の目標が掲げられており、日本は約束草案を提出している。 

これを踏まえ、日本では 2017年 5月に地球温暖化対策計画が閣議決定された。その

温室効果ガス排出抑制目標は、中期目標として 2030年度に 2013年度比で 26％削減、

長期目標として 2050 年までに 80％削減を目指すこととしている。地方公共団体の事

務事業から排出される温室効果ガス排出量は 2013年比で 2030年に 40％削減の目標が

掲げられている。 

一方、ニセコ町は 2013年に政府から環境モデル都市に選定された。環境モデル都市

とは低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的な取組を実施する都市・地域

である。ニセコ町では第 2次ニセコ町環境モデル都市アクションプランにおいて、ニ

セコ町全域における温室効果ガス排出抑制の目標達成に加え、住民生活・地域経済の

向上と、持続可能性を阻む多分野の課題解決について、総合的な実現を目指してい

る。 

その実現に向けて、行政には大きく 2つの役割が求められる。まず、条例等の枠組

みや基盤の整備を行うことによって、まちづくりの主役である町民や事業者に対して

積極的な支援を行うこと。また、もう一方では行政が自らの事務事業における低炭素

化に対し、高い目標を掲げ、率先的して取組を行うことで区域における取組の先導役

を担うことである。 

よって、本計画では国の地球温暖化対策計画に照らして遜色ない目標を掲げ、率先

した取組を実施することによって、区域における先導役としての行政の役割をはた

す。本計画の策定にあたっては各種調査から課題を明らかにし、2019 年度から 5 カ

年で実施する具体的な解決策を掲載した。取組の実施により「作業環境の快適性及び

業務の質の向上と、環境負荷の大幅な低減の両立」が可能であることを示し、区域に

おける低炭素化の取組を促進したい。 

本計画は「総合計画（第 5次、平成 24～35年度、環境創造都市ニセコ）」及び「環

境基本計画（第２次、平成 24～35年度）」で示されている「資源やエネルギーを大切

に使う取組」を、行政自らの事務及び事業の分野において具体的かつ実効的に取り組

む計画として位置づけたものである。 
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 基本的事項 

1. 目的 

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第４条第２項におい

て、地方公共団体は自ら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を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民

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を図るため、前項に規定する

情報の提供その他の措置を講ずるように努めなければならないとされている。 

本計画は、法第２１条第２項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられて

いる温室効果ガスの排出量の削減の措置に関する計画として策定するものである。 

 

2. 対象範囲 

 本計画の対象は法第 21条に基づき、ニセコ町の事務・事業とし、町長部局、教育委

員会、議会事務局、農業委員会とする。 

なお、外部への委託、指定管理者制度等により、実施する事業等については国の地

球温暖化対策計画に基づき、受託者等に対して可能な限り温室効果ガスの排出の削減

等の取組(措置)を講ずるよう要請する。 

 

3. 対象とする温室効果ガス 

 本計画で、削減対象とする温室効果ガスは、法第２条第３項で定められた６種類の

ガスとし、二酸化炭素に換算して集計する。 

 

4. 削減目標 

環境モデル都市である当町の行政としての役割を踏まえ、本計画では国の地球温暖

化対策計画の内容に照らして遜色ない目標を掲げることとする。また、本計画終了時

2023年には目標排出量から逆算して中間目標を設定することとする。 

 

基準年度 排出量（t-CO2） 

2013 2,669t-CO2 

目標年度 排出量（t-CO2） 

2023 2,001t-CO2（-25%） 

2030 1,601t-CO2（-40%） 

 

（参考）CO2（二酸化炭素）１ｔってどれくらいなの？ 

・1t- CO2≒体積 510m³ 

・杉の木約 71本が 1 年間に吸収する CO2量に相当 

・25mプール約ひとつ分の体積 
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5. 基本方針 

本計画においては以下の基本方針及び政策方針に基づき「作業環境の快適性及び業

務の質の向上と、環境負荷の大幅な低減の両立」を目指す。 

 

（基本方針） 

 職員による我慢の省エネや後ろ向きのエネルギー消費量削減ではなく、環境負荷

の大幅な低減に最も寄与する「公共建物の性能向上」によって住民の利用時、行

政職員の事務作業時の快適性向上、事務事業の効率化による業務の質の向上を図

りながら同時にエネルギー消費量の削減を果たすことができる可能性を追求す

る。 

 全部局が一丸となった計画となるよう、課題と目標を共有し、連携を重視した執

行体制を構築する。 

 

（政策方針） 

 温室効果ガスの排出要因を分析し、優先的に対応すべき施設を明確にして取組を

実施する。 

 取組の実施にあたっては、対処療法的な取組として施設の運用改善を実施しつ

つ、抜本的な取組として公共施設の新築・改修及び設備の更新を計画する。 

 対処療法的な取組として、施設の運用改善を実施する際には、施設の快適性を損

なわず、省エネに効果的な活動を平準的に実施できるようにする。 

 抜本的な取組として、公共施設の新築・改修及び設備の更新を計画する際は、以

下の優先順位原則を重視する。 

① 躯体表面積の最小化、外皮性能強化、利用状況効率化によるエネルギー

使用量の最小化 

② 設備の高効率化によるエネルギー利用の効率化 

③ 再生可能エネルギーの導入 

 公共施設の新築・改修及び設備の更新を計画する際は、イニシャルコストではな

くトータルコストを算出し、投資回収が可能で温室効果ガス削減に効果的な取組

を検証し、実施する。 

 今後の人口動態推計等から同様の機能を有する公共施設については「統合再整

備」及び「立地の集約化」の可能性を模索するものとする。 
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 現状分析 

1. 温室効果ガス排出量の推移 

当町は 2003年度の第 1次ニセコ町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定以降 3

期計画 15年にわたって温室効果ガスの削減に取り組んできた。本計画の基準年となる 2013

年度以降の温室効果ガス排出量の推移を以下に表示する。【図 1】 

集計にあたっては電気排出係数を固定してきたこと及び指定管理により運営している施設

を対象外としていたため、修正のうえ再集計した。過去の集計にあたっては、電気排出係数

を 2003年度から 2010年度までを 0.384kg-CO2 /kWh、2011年度以降は 0.353kg-CO2 /kWhに

固定して集計してきた。しかし、電気排出係数は毎年変動するものである為、実態に即した

排出係数※１に修正した。また、指定管理により運営している施設のうち１.綺羅乃湯、２.中

央倉庫群（１号倉庫、旧澱粉工場）については、エネルギー使用量のデータが存在し、温室

効果ガスの削減にも協力が得られる為、本計画の対象に加え再集計した。 

その他の指定管理施設※２は、現段階でエネルギー使用量のデータがない為、本計画期間中

の集計対象とはしないが、受託者に対してデータ収集から協力を要請していくこととする。 

 

【図１】2013年度からの温室効果ガス排出量推移 

 
 
※1  実態に即した排出係数は電気事業者別排出係数を利用して算出。 

2016年度の公共施設の電力スイッチングについても反映済み。 

電気事業者別排出係数：https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc/denki 

※2  ①インターナショナルスクール、②各コミュニティセンター（近藤、元町、里美、福井、曽我） 

 ③一般廃棄物処理場④堆肥センター⑤中央倉庫群（肥料新倉庫、２号倉庫、１２号倉庫）  
 

 ５ヶ年の推移をみると温室効果ガス排出量は、ほぼ横ばいであり、過去に実施してきた

定性的な職員の省エネ意識向上による取組は限界に達していると考えられる。 

 目標達成のためには対策すべき優先課題を明確にし、効果的な解決策（取組）を抽出す

るとともに、確実に実行していく必要がある。 

 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc/denki
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2. 温室効果ガス排出要因分析 

温室効果ガスの排出要因を分析するにあたり、2017年度の温室効果ガス排出量に占める

エネルギー種別の割合を算出した。【図２】 

 

【図２】温室効果ガス総排出量に対する燃料種別の割合 

 
 

 電力、重油、灯油の温室効果ガス排出量は施設利用に由来するものであり、全体の温室

効果ガス排出量の 98％を占めている。 

 エネルギー種別で全体の温室効果ガス排出量に占める割合が最大なのは、電力消費によ

る 57％であり、①電力消費量の大幅な削減②低炭素な電力購入先の選択③低炭素化され

た自家発電の導入④再生可能エネルギー発電の導入という優先順位でここに大きなメス

が入る対策を実施しなければ、温室効果ガス排出量は減少傾向に向かわない。 

 暖房目的が主体と思われる灯油と A 重油で全体の温室効果ガス排出量の 41%を占めるに

加えて、上記の電力における暖房目的での消費(地中熱ヒートポンプなど)が一定以上存

在していることから、建物躯体における断熱性能の向上など、暖房を主眼に置いた省エ

ネ性能の向上と高効率な設備の導入が最優先事項である。 
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3. エネルギー使用量分析 

本計画期間において、優先的に対応しなければならい施設を抽出するにあたって、灯油、

A重油、LPガスの低位発熱量を kWhへ変換して単位を統一し、エネルギー使用量による分析

を行った。これにより、施設の対比が容易となった。【表１】 

 

【表１】年間エネルギー使用量が 10万 kWhを超える施設一覧 

 
1-10 ：年間エネルギー使用量が 20万 kWhを超える施設 

11-17 ：年間エネルギー使用量が 10万 kWhを超える施設 

 

 分析の結果、年間エネルギー使用量が 10万 kWhを超える施設が 17件あり、全施設のエ

ネルギー消費量の 90％を占めることが判明した。 

 年間エネルギー使用量が 10万 kWhを超える施設 17件について「今後 5年間の内に経緯

の観察や運営方法の見直し、及び省エネ改修などで省エネ化の検討をするべき施設」と

定義する。 

 そのうち、年間エネルギー使用量が 20万 kWhを超える施設 10件について「今後 5年間

の内に緊急的に経緯の観察や運営方法の見直し、及び省エネ改修などで省エネ化の検討

をするべき施設」と定義する。 

 本計画期間の 5ヵ年では年間エネルギー使用量が 20万 kWhを超える施設で対処療法的

な対策も講じながら抜本的な対策を計画し、優先的に対策に取り組むべきものとする。 

 年間エネルギー使用量が 20万 kWh未満の施設についても、本計画による取組の効果を

検証し、2030年に向けて横展開を図っていく。 

 

（参考）１kWhってどれくらいなの？ 

 

・32型のテレビ消費電力 60wの場合だと約 17時間分 

・ドライヤー（強）消費電力 1,000wの場合だと 1時間分 

  

（単位：kWh）

電力合計 灯油使用量 A重油使用量 LPガス使用量 合計
1 綺羅乃湯 282,321 1,952,640 2,234,961
2 総合体育館 65,633 549,180 614,813
3 学校給食センター 168,339 231,957 400,296
4 幼児センター 75,870 272,460 348,330
5 役場庁舎 70,772 274,056 391 345,219
6 下水道管理センター 220,881 28,852 249,733
7 ニセコ小学校 143,872 87,723 46 231,641
8 町民センター 215,265 1,137 216,402
9 ニセコ中学校 59,804 154,888 15 214,707

10 有島記念館 152,392 61,542 33 213,967
11 ニセコ高等学校 43,716 146,965 417 191,098
12 登山道路Ａ 170,032 170,032
13 ニセコ高校(温室） 14,649 131,699 982 147,330
14 近藤小学校 22,846 125,182 100 148,128
15 高校寄宿舎 20,204 95,997 1,089 117,290
16 ビュープラザ 84,814 23,285 108,099
17 モイワロードＡB 106,200 106,200

全施設合計 うち17施設の割合
6,735,763 90%

うち10施設の割合
78%
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4. 関連性の高い他の計画（公共施設等総合管理計画） 

公共施設に対する対策を実施せず、温室効果ガスの大幅な削減は実現不可能であるため、

本計画は公共等施設総合管理計画との関連性が高い。公共施設等総合管理計画は 10年以上

の財政見通しとライフサイクルコストに配慮し、社会的な人口推計と公共施設等の全体像の

もと、長期的な視点を持った公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的に

策定されている。 

現状として公共施設等総合管理計画に紐づく個別施設計画が策定されておらず、施設の残

利用年数が定められていない。よって、施設の改修検討をするにあたってトータルコストで

判断できない状況である。 

 

 今後、個別施設計画を作成する際に、総務課財政係と企画環境課環境モデル都市推進係

が協議し、残利用年数が確認できるよう計画の方向性を定める。これにより、トータル

コストによる取組の実施判断ができるようにする。また、個別施設計画においては、本

計画の管理手法を参考にし、施設管理を所管する課の事務負担を軽減するよう配慮す

る。 

 個別施設計画において、施設の新築・改修及び設備の更新を計画する際は、エネルギー

の観点から企画環境課環境モデル都市推進係、建築の面から建設課建築係、財政面から

総務課財政係が連携できる仕組みを構築することが好ましい。 

 また、同様の機能を有する施設の新築・改修を検討する際には「統合再整備」及び「立

地の集約化」の可能性を模索するものとする。 
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 本計画の期間で実施する取組 

 

1. 基礎的な取組 

温室効果ガス削減のための基礎を形成するような取組を以下に掲載する。個別施設計画の

作成に関与することによって、施設の新築・改修の時期を捉え連携できる仕組みを構築する

とともに、仕様書における必須検討項目によって予算の範囲内でエネルギー性能の高い施設

を整備する。 

 

 個別施設計画 

個別施設計画作成時に施設の残利用年数が明確になるように配慮する。個別施設計画作成

時に所管係（総務課財政係）と事務局（環境モデル都市推進係）が協議し、施設の残利用年

数が明確になるよう「建物履歴書」を基本にフォーマット及び作成要領等を定める。これに

より、施設の新築及び改修についてトータルコスト及び環境負荷の面から施設改修の投資判

断ができるようにする。 

 

 仕様書における必須検討項目 

 全ての施設の新築及び大規模改修時には設計の仕様書に以下の項目を盛り込む。これによ

り、設備投資が過大になりがちな ZEB等の概念に捕らわれず、予算の範囲内でより経済的か

つエネルギー性能の高い施設が整備される。 

 予算に捉われず、究極的にエネルギー性能の高い設計を行い、予算額に達するまで、費

用対効果の低い設計・設備を除すこと。 

 エネルギー性能の高い設計を行う際には以下の優先順位を遵守すること。 

①表面積②断熱③気密④日射コントロール⑤換気⑥通風⑦設備⑧再エネ熱⑨再エネ電気 

 トータルコスト及び町の指定するツールでエネルギー性能の説明を行うこと。 

 

2. エネルギー消費量 20 万 kWh/年を超える施設の取組 

本計画期間ではエネルギー消費量 20万 kWh/年を越える 8施設に対して、5ヵ年で対処療

法的な取組を講じながら抜本的な取組を計画し、優先的に実施する。 

本来エネルギー消費量 20万 kWh/年を越える施設は 10件存在するが、ポンプ類における

エネルギー消費量が多大と思われる下水道管理センター、衛生面から特殊なエネルギー利用

をしている給食センターについてはエネルギー使用実態や導入設備の特徴を鑑みると他の

20万 kWh以上の公共施設で講じる断熱改修等の対策がなじまないため、本計画期間におい

て管理を行う施設から除外する。 

 

【対象施設一覧】 

①新庁舎②有島記念館③総合体育館④町民センター⑤綺羅乃湯⑥ 幼児センター 

⑦ニセコ小学校⑧ニセコ中学校 

 

 「建物履歴書」による管理 

2.で記載した 8施設に対しては「建物履歴書」によって管理し、省エネルギー化及び温室

効果ガス削減に取り組む。省エネルギー化及び温室効果ガス削減に取り組むにあたっては①

対処療法的な対策として、マニュアルにより最適な施設運用の手法を模索しつつ②施設に対

する断熱改修等の取組を計画し実施する。 

「建物履歴書」は「A施設概要」「B取り組みの洗い出し」「C運用マニュアル」「D運用マ

ニュアルチェックリスト」「E月次エネルギー量分析」の 5つで構成される。以下に各シー

トの解説を記載する。 

詳細は別紙１取組の洗い出し・運用マニュアル提案書を参照。 
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「A施設概要」シート 

現状の建物の外皮性能、設備仕様を記載する。設備更新の履歴がある場合はそれらの情報

も記載し、管理担当者が変更となっても一元管理できるようにする。 
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「B取り組みの洗い出し」シート 

「C運用マニュアルチェックリスト」の実施による「D定点観測データ」と「E月次エネ

ルギー量分析シート」によるエネルギー消費量等を分析し、次の５カ年で抜本的な建物改修

の計画を行うためのシート。検討した改修の内容を「B取り組みの洗い出し」シートに入力

し、投資回収可能で効果的な取組から講じていくこととする。また、検討する中で投資回収

できない取組については、その意義及び付加効果を明確に定義し、実施を検討するものとす

る。 

 
 3.1新庁舎、3.2有島記念館、3.3総合体育館、3.4町民センターについては、委託調査

で改修提案を受け、その対策を掲載している。 

 その他の施設については 2019年中に「C運用マニュアル」による定点観測と調査を行い

速やかに「取組の洗い出し」を行い、実行に向けたスケジュールを作成するものとす

る。 
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「C 運用マニュアル」シート 

建物ごとに、省エネのための職員のチェック項目を記載する。特に冷暖房機器の温度設

定、照明機器の照度設定や点灯・消灯設定、日射遮蔽、日射取得のためのカーテンやブライ

ンドの開閉など運用に関する項目を重視した。 

これは、過剰な温度設定や定性的な省エネ活動ではなく、実測に基づき①最適な温度設定

や照度設定の模索②設備の異常発見③改修計画時に向けたデータ収集④省エネ活動と費用削

減効果の可視化を目的とする。 

 
 3.1新庁舎、3.2有島記念館、3.3総合体育館、3.4町民センターにおける観測の位置は

抽出済み。別紙１取組の洗い出し・運用マニュアル提案書を参照。 

 その他、４施設については、2019年度上期に調査を実施し、測定箇所を抽出する。 

 指定管理等により運営している施設についてはマニュアルによる施設運営を委託契約に

入れこむことも可能である。 

 施設管理を所管する課において定点観測を実施し、データを基に企画環境課において最

適な温度設定や照度設定の基準を模索し分析する。 

 マニュアルによる運用については、改善点があれば随時マニュアルに書き加え修正して

いく。 
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「D 運用マニュアルチェックリスト」シート 

「C運用マニュアル」で定義した定点観測を実行するため、TODOカレンダーに連動したチ

ェックリストとなっている。集計した結果を分析し「B取組の洗い出し」に反映させる。

 
 

「E月次エネルギー量分析」シート 

建物ごとに毎月集計されるエネルギー消費量を「E月次エネルギー量分析」に記入する。 

集計した結果を分析し B取組の洗い出しに反映させる。 
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3. エネルギー消費量 20 万 kWh/年を超える施設に対する個別の取組 

 3.1-3.4の施設に対しては 2018年度に調査を実施し取組を洗い出した。3.5-3.8の施設に

対しては、調査未実施であるため 2019年度以降速やかに調査を行い、取組を抽出する必要

がある。 

また、ニセコ町全域の計画である環境モデル都市アクションプランにおいて計画されてい

る取組のうち本計画の対象となる取組については本計画に反映している。 

 

 新庁舎 

○取組内容 詳細は別紙３新庁舎設計調査報告書を参照のこと。

 

52 t-CO2

③エネルギー削減量 247,718 kWh/a
④エネルギー費用削減効果（年

間）
2,129,210 円

⑤導入費用 200,000,000 円 ⑥運転費用（想定光熱費） 2,713,672 円

⑦投資費用回収年数 85 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

22 t-CO2

③エネルギー削減量 40,000 kWh/a
④エネルギー費用削減効果（年

間） - 円

⑤導入費用 10,000,000（市民電力出資） 円 ⑥運転費用（想定光熱費） - 円

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

・町民出資の再エネ設置の事業は、日本では全量買取制
度が普及しても、わずかしか普及していない。
・市民エネルギー会社が設立されない場合は実施されな
い。
・売電価格や設置コストによって投資回収年数は大幅に異
なる。

-

【新庁舎】取り組みの洗い出し⑵

①改修内容 ②温室効果ガス削減量
・地中熱HPを廃止し、外皮性能の強化を実施
・GHPの導入を実施

新庁舎の最終設計と旧公民館+現庁舎の温室効果ガス排出
量を比較。

⑦投資費用回収年数 約17年

・ニセコ町のシンボルともなる新庁舎において、ニセコ町のまちづ
くり「町民に開かれた行政」、「活発な町民参加」を象徴する町民
出資による太陽光発電を設置することで得られるポジティブなイ
メージ、効果は大きい。

・将来的にLPGコジェネが再エネガスで稼働するようになれば、
ZEBが実現する。冬場に効力を発揮するLPG／再エネコジェネと
夏場に効力を発揮する太陽光発電の相性は抜群である。

①改修内容

新庁舎の太陽光設備への屋根貸し

②温室効果ガス削減量新庁舎、町民センター屋上における太陽光発電の整備につい
て、住民出資の地域主導型エネルギー事業者（市民エネルギー
会社）に屋根を貸すための仕組みを整備し、促進する。

・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業報告書によると、新
庁舎の屋根の上に太陽光発電を設置できる面積は30m×15mの
450㎡ある。そこに40～45kWpの太陽光発電を設置し、発電される
年間発電量は34,000～43,000kWhとなる。太陽光発電における売
電収入は15円/kWh×850～950 kWh/kWp×20年＝26～29万円
/kWpとなるため、設置時期は、設置にかかる初期投資費用が20
万円/kWpを大きく下回った頃となる。現在契約施している電力を
置き換えることでCO2排出量の削減は22 t-CO2/年程度となる。

年 ⑧付加効果

・町民出資の太陽光発電事業を開始するためには、箱となる法人
の整備、出資者の呼びかけ等一定の準備時間を必要とする。他
方で、ニセコ町としては高額での太陽光発電による電力購入をす
ることは難しい。幸い、日本においても太陽光発電は、毎年設置
量の増加とともに順調に価格の低下が果たされているため、設置
がいつでも可能な設計上の配慮さえなされていれば、LPGコジェ
ネによる自家発電のコストと同等レベルの買取価格で、町民出資
側が十分な利益を確保できるプロジェクトの実現性は高まる。

【新庁舎】取り組みの洗い出し　⑴

外皮性能の強化とCHPの導入

・地中熱HPを廃止し、外皮性能の強化を実施したことにより熱需
要の低減した。設備更新時においては設備が最小のもので済む
ため、更なる費用削減効果が見込まれる。新庁舎の利用年数は
70年超と長期であるため、その効果は大きい。
・また、躯体や設備については、国の補助等があるが運転費用に
ついては町の独自財源である。これを削減できることは長期にわ
たる財政面での付加効果も大きい。

LPG価格が250円/㎥を超えると採算性が悪化する。 環境省補助利用の可能性を検討中
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○スケジュール 

・2023年度以降市民エネルギー会社が立ち上がり、太陽光発電設置にかかる初期投資費用

が 20万円/kWpを大きく下回った段階で導入の促進を実施する。 

 

 有島記念館 

○取組内容 詳細は別紙４有島記念館省エネ化検討報告書を参照のこと。 

  
○スケジュール 

・2018年度には、上記の取組の実施を基本構想において検討している。また、基本構想に

おいて、今後の施設利用可能年数が明確になるため、改修について投資判断を行う。 

・2019年度には、改修が有効であると考えられる場合、実施設計を行う。 

・2020年度には、改修が有効であると考えられる場合、施設の改修を行う。 

・2021年度には、改修が有効であると考えられる場合、工事開始、完工。 

 

  

①改修内容 ②温室効果ガス削減量 6.7（-65.0%） t-CO2

③エネルギー削減量 9672（-65.0%） kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 262,000 円

⑤導入費用 7,425,000 円 ⑥運転費用 LEDランプ１台消費電量は１４W 円

⑦投資費用回収年数
28年（投資回収年数は長いが、ハロゲンランプを１
４年間使い続けた場合と比べ、150万円プラスな
る）

年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

①改修内容 ②温室効果ガス削減量 32（-28.4%) t-CO2

③エネルギー削減量 86,758（-39.8%） kWh/a ④エネルギー費用削減効果（年間） 1,308,725 円

⑤導入費用 109,353,799 円 ⑥運転費用（想定光熱費） 2,947,448 円

⑦投資費用回収年数 84（補助金を使えば56年） 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

アートギャラリーを断熱改修し、冬期（12月-2月）はアート
ギャラリーのみを暖房空間とし、その他のエリアは非暖房エ
リアとする。

アートギャラリーは外断熱工法による改修を検討。外断熱に
よって超寿命化も見込める。

導入費用が高額なため、回収年数が長期となる。 既存建築物省エネ化推進事業（国土交通省）

【有島記念館】　取り組みの洗い出し　⑴

展示用照明のハロゲンランプからLED照明へ変更

消費電力が3分の１になる以外に、平均寿命が250日から14
年に約２０倍増える。これにより高所の照明交換にかかる取
り付け費用なども削減できる。

初期コストがかかる。 設備の高効率化改修支援事業（環境省）

【有島記念館】　取り組みの洗い出し⑵
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 総合体育館 

○取組内容 詳細は別紙５総合体育館省エネ化検討報告書提を参照のこと。 

 
○スケジュール 

・2019年度に基本構想を行い、個別施設管理計画に今後の施設利用年数の目安を作成する

ことによって、施設の改修も含め投資判断する。 

・2021年度に地域エネルギー会社設立後新庁舎を基軸とした地域熱電供給への接続を検討

する。 

・2023年度以降、地域熱電供給網へ接続する。 

  

14 t-CO2

③エネルギー削減量 20,237 kWh/a
④エネルギー費用削減効果（年

間）
384,511 円

⑤導入費用 346.6万 円 ⑥運転費用（想定光熱費） 268,785 円

⑦投資費用回収年数 13 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

23 t-CO2

③エネルギー削減量 検討中 kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 検討中 円

⑤導入費用 地域エネルギー会社出資 円 ⑥運転費用 検討中 円

⑦投資費用回収年数 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

・熱電需要が増加することによって、ＣＨＰの２台並列運転が
可能になる。定格運転のＣＨＰにとって、中間期は１台のみ、
冬季は２台運転とすることによって、メンテナンスコストの低
減につながる。

・地域エネルギー会社が主体になる事業を想定しているため、
地域エネルギー会社の設立を行わない場合、町独自の運営は
運用ハードルが高い。
・欧州では高温での供給を必要としない規模のため、導入コスト
を抑えることができるが、日本では過剰投資になる可能性があ
り、そうならないよう設計に細心の注意を払う必要がある。

【総合体育館】　取り組みの洗い出し　（2）

①改修内容

地域熱電供給への接続（アクションプラン）

②温室効果ガス削減量

地域エネルギー会社が主体となり、新庁舎周辺の小学校、町民
センター、総合体育館に、地域熱供給と電力供給のための自営
線インフラを構築し、LPGコジェネを中心に電熱供給を行う。
2021年度に地域熱電供給への接続を検討し、接続する。　これ
により個別施設で暖房用に使われていたA重油を削減するとと
もに、消費電力量も削減する。

※町民センター、ニセコ小学校における削減量もあわせて計上

【総合体育館】　取り組みの洗い出し　⑴

メタルハライドランプの照明の特性上、電源を入れてから一定の
明るさになるまで時間を要することや一度消灯した後は30分ほど
経たないと明るくならないといったことがあるため、日中の採光が
できる時間帯は照明を点けないようにしており日差しが気になり
運動が行いにくいという問題があるが、LEDであれば点灯をオン・
オフしてもすぐに明るくできるため、日差しの強い時間帯にカーテ
ンを閉めて協議に集中していただくことができる。

 平成25年に改修が行われているが、アリーナについては断熱
補強などの改修は行われていない。暖房ボイラーも修理は行わ
れているが建築当初のものであり、改善は望まれる。ただ、この
施設は建築から40年が経過しようとしており、将来的な建て替
えを想定した省エネルギー化対策が求められるものであり、ア
リーナ全体を多大なコストをかけて改修することはライフサイク
ルCO2排出量の抑制の観点からしても有効ではないと考えられ
る。

設備の高効率化改修支援事業（環境省）＊添付資料参考

①改修内容

照明のランプだけをLEDに変更

②温室効果ガス削減量
提案② LEDランプへの交換

品番 LEDJ-43001N-LD9

消費電力 250.2 W

光束 44,400 lm

光源寿命 60,000 h
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 町民センター 

○取組内容 詳細は別紙６ニセコこども館省エネ化検討報告書を参照のこと。 

※ニセコこども館省エネ化検討報告書は町民センターの省エネ化も兼ねる。 

 

ー t-CO2

③エネルギー削減量 - kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） - 円

⑤導入費用 約１，０００，０００ 円 ⑥運転費用 - 円

⑦投資費用回収年数 - 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

22 t-CO2

③エネルギー削減量 40,000 kWh/a
④エネルギー費用削減効果（年

間） - 円

⑤導入費用 10,000,000（市民電力出資） 円 ⑥運転費用（想定光熱費） - 円

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

― t-CO2

③エネルギー削減量 検討中 kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 検討中 円

⑤導入費用 地域エネルギー会社出資 円 ⑥運転費用 検討中 円

⑦投資費用回収年数 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

⑦投資費用回収年数 約17年 年 ⑧付加効果

・ニセコ町のシンボルともなる新庁舎において、ニセコ町のまちづ
くり「町民に開かれた行政」、「活発な町民参加」を象徴する町民
出資による太陽光発電を設置することで得られるポジティブなイ
メージ、効果は大きい。

地域熱電供給への接続（アクションプラン）

②温室効果ガス削減量

地域エネルギー会社が主体となり、新庁舎周辺の小学校、町民
センター、総合体育館に、地域熱供給と電力供給のための自営
線インフラを構築し、LPGコジェネを中心に電熱供給を行う。
2021年度に地域熱電供給への接続を検討し、接続する。　これ
により個別施設で暖房用に使われていたA重油を削減するとと
もに、消費電力量も削減する。

※総合体育館に削減量を掲載したため、本票には掲載しない。

【町民センター】　取り組みの洗い出し(3)

【町民センター】　取り組みの洗い出し　⑴

地中熱HPへAPF測定器の取り付け

・過去に行われてきたニセコ町のシンボルとも言える地中熱利用
の検証となり、費用対効果、環境性能等が具体的に検証でき、今
後の改善につながる

①改修内容 ②温室効果ガス削減量
現在運転中の地中熱ヒートポンプに測定器を取り付け、APFを
測定する。測定結果を踏まえて、供給先の室温が快適な温度で
あることを確認しながら、以下の手法で運用を改善する。
①供給熱の温度を下げる調整を行う。
②循環水ポンプの流量を制御することで消費電力を抑える。

今後の公共施設の設備における技術仕様の方針を定めるもので
あり、非常に大きな影響がある。しかし、データが得られていない
段階では不明。

・地域エネルギー会社が主体になる事業を想定しているため、
地域エネルギー会社の設立を行わない場合、町独自の運営は
運用ハードルが高い。
・欧州では高温での供給を必要としない規模のため、導入コスト
を抑えることができるが、日本では過剰投資になる可能性があ
り、そうならないよう設計に細心の注意を払う必要がある。

・熱電需要が増加することによって、ＣＨＰの２台並列運転が
可能になる。定格運転のＣＨＰにとって、中間期は１台のみ、
冬季は２台運転とすることによって、メンテナンスコストの低
減につながる。

・ 過去の施策に対して、効果がなかったという検証結果が出る
可能性もある

【町民センター】　取り組みの洗い出し⑵

①改修内容

新庁舎の太陽光設備への屋根貸し

②温室効果ガス削減量新庁舎、町民センター屋上における太陽光発電の整備につい
て、住民出資の地域主導型エネルギー事業者（市民エネルギー
会社）に屋根を貸すための仕組みを整備し、促進する。

・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業報告書によると、新
庁舎の屋根の上に太陽光発電を設置できる面積は30m×15mの
450㎡ある。そこに40～45kWpの太陽光発電を設置し、発電される
年間発電量は34,000～43,000kWhとなる。太陽光発電における売
電収入は15円/kWh×850～950 kWh/kWp×20年＝26～29万円
/kWpとなるため、設置時期は、設置にかかる初期投資費用が20
万円/kWpを大きく下回った頃となる。現在契約施している電力を
置き換えることでCO2排出量の削減は22 t-CO2/年程度となる。

・将来的にLPGコジェネが再エネガスで稼働するようになれば、
ZEBが実現する。冬場に効力を発揮するLPG／再エネコジェネと
夏場に効力を発揮する太陽光発電の相性は抜群である。

・町民出資の太陽光発電事業を開始するためには、箱となる法人
の整備、出資者の呼びかけ等一定の準備時間を必要とする。他
方で、ニセコ町としては高額での太陽光発電による電力購入をす
ることは難しい。幸い、日本においても太陽光発電は、毎年設置
量の増加とともに順調に価格の低下が果たされているため、設置
がいつでも可能な設計上の配慮さえなされていれば、LPGコジェ
ネによる自家発電のコストと同等レベルの買取価格で、町民出資
側が十分な利益を確保できるプロジェクトの実現性は高まる。

・町民出資の再エネ設置の事業は、日本では全量買取制
度が普及しても、わずかしか普及していない。
・市民エネルギー会社が設立されない場合は実施されな
い。
・売電価格や設置コストによって投資回収年数は大幅に異
なる。

-

①改修内容
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○スケジュール 

・2019年度に調査機器を設置し、マニュアルに基づく施設の運用を行い、最適な運用方法

を模索する。 

・2021年度地域エネルギー会社設立後新庁舎を基軸とした地域熱電供給への接続を検討す

る。 

・2023年度以降市民エネルギー会社が立ち上がり、太陽光発電設置にかかる初期投資費用

が 20万円/kWpを大きく下回った段階で導入を促進する。 

・2023年度以降、地域熱電供給網へ接続する。 

 

 綺羅乃湯 

○取組内容 

 
○スケジュール 

・2019年度は、新たな源泉の引き込み工事の実施。排水熱回収、コジェネ、内窓施工によ

る省エネルギー化の実施。 

  

41 t-CO2

③エネルギー削減量 検討中 kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 検討中 円

⑤導入費用 検討中 円 ⑥運転費用 検討中 円

⑦投資費用回収年数 検討中 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

47 t-CO2

検討中

③エネルギー削減量 検討中 kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 検討中 円

⑤導入費用 935万円/台 円 ⑥運転費用 検討中 円

⑦投資費用回収年数 検討中 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

コジェネによる熱電供給（アクションプラン）

検討中

検討中 検討中

【綺羅乃湯】　取り組みの洗い出⑵

機械室に、LPG燃料によるマイクロコジェネを追加投入し、コ
ジェネによるベース熱負荷、および自家発電を行い、A重油
ボイラーで厳寒期の熱負荷、およびコジェネの追い炊きをす
るシステムにする。

①改修内容 ②温室効果ガス削減量

【綺羅乃湯】　取り組みの洗い出し⑴

新たな源泉確保、排湯熱回収、内窓施工（アクションプラン）

内窓施工による断熱化は多くの人が集まる大広間で実施す
る予定で、政策のアピール効果は大きい。

-
環境省「公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業」
経済産業省「地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消
促進事業費補助金」等

①改修内容 ②温室効果ガス削減量

１．新たな温泉源の確保については、温泉の湯温37度、お
よび湯量150L/分に目途がついている。
２．浴槽からの排水熱を活用して上水道を加温する。
３．建物自体の省エネ対策（窓に内付で内窓を導入）によっ
て、暖房でのエネルギー消費量の削減を目指す。

・ １．２．においては、A重油の消費量は過去3年間の平均で
153,340L/年が消費されたが、約20％程度のエネルギー削減が可能
になり、3万LのA重油の消費量が削減されたとして試算する。
・ ３．においては、2.0m高さで18mの幅で設置してある窓（約30～
36m2）と2.0m×1.0mのガラスが14枚はめ込んである窓（25～28m2）
において、合計の開口面積約60m2の開口面積に内窓を取り付け、Uw
値が2.5W/m2K改善された際の省エネ効果をA重油消費エネルギー量
換算で年間8,200kWh、800Lと見込んでいる。
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 幼児センター 

○取組内容 

 
○スケジュール 

・2020年度、LED化の検討及び実施 

・2020年度以降、ボイラーの更新については入れ替えの時期に合わせ検討する。 
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 ニセコ小学校 

○取組内容 

 
○スケジュール 

・2019年度以降、調査等を行い実施すべき取組を抽出する。 

・2021年度地域エネルギー会社設立後新庁舎を基軸とした地域熱電供給への接続を検討す

る。 

・2023年度以降、地域熱電供給網へ接続する。 

 

 ニセコ中学校 

○取組内容 

調査等を行い実施すべき取組を抽出する。 

○スケジュール 

・2019年度以降、調査等を行い実施すべき取組を抽出する。 

  

― t-CO2

③エネルギー削減量 検討中 kWh/a ④エネルギー費用削減効果(年間） 検討中 円

⑤導入費用 地域エネルギー会社出資 円 ⑥運転費用 検討中 円

⑦投資費用回収年数 検討中 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

【ニセコ小学校】　取り組みの洗い出し　⑴

地域熱電供給への接続（アクションプラン）

・熱電需要が増加することによって、ＣＨＰの２台並列運転が
可能になる。定格運転のＣＨＰにとって、中間期は１台のみ、
冬季は２台運転とすることによって、メンテナンスコストの低
減につながる。

・地域エネルギー会社が主体になる事業を想定しているため、
地域エネルギー会社の設立を行わない場合、町独自の運営は
運用ハードルが高い。
・欧州では高温での供給を必要としない規模のため、導入コスト
を抑えることができるが、日本では過剰投資になる可能性があ
り、そうならないよう設計に細心の注意を払う必要がある。

①改修内容
地域エネルギー会社が主体となり、新庁舎周辺の小学校、町民
センター、総合体育館に、地域熱供給と電力供給のための自営
線インフラを構築し、LPGコジェネを中心に電熱供給を行う。
2021年度に地域熱電供給への接続を検討し、接続する。　これ
により個別施設で暖房用に使われていたA重油を削減するとと
もに、消費電力量も削減する。

②温室効果ガス削減量

※総合体育館に削減量を掲載したため、本票には掲載しない。
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 その他の取組（上下水道施設） 

下水道管理センターについては、20万 kWh/年を超える施設であるが建物履歴書による管

理の対象から除外している。しかし、使用しているポンプのインバーター制御化で省エネル

ギー化できる可能性があるため、その他の取組として掲載する。 

○取組内容 

 
○スケジュール 

・2019年度に全てのポンプの一覧表を作成する。 

・2020年度に地域エネルギー会社により、インバーター制御化の追加改修、もしくはポン

プ自体の入れ替えを行った際、経済性に優れるのかどうかの調査を行う。 

・2021年度に経済性の優れるポンプについては、インバーター制御を導入。 

・2022年度以降については、ESCO事業によって改修できるところは順次、改善する。 

  

20 t-CO2

③エネルギー削減量 ３.６万 kWh/a ④エネルギー費用削減効果（年間） 3.6万kWh×18円＝65万円 円

⑤導入費用 円 ⑥運転費用（想定光熱費） 円

⑦投資費用回収年数 年 ⑧付加効果

⑨取り組みに対する懸念事項 ⑩利用可能な補助制度

ポンプのインバータ制御（アクションプラン）

現在ニセコ町の上下水道施設に設置されているポンプについて、管
内の圧力のリアルタイムの測定によって、インバーター制御でポン
プ出力を調整し、消費電力量を大幅に削減する取組が、ESCO事業
モデルなどで可能かどうかの検討をする。

ニセコ町は上水道の拠点が分散されており、投入されている
システムも更新時に一度に改善ができない。そのため民間事
業者である地域エネルギー会社がESCO事業を提供し、安価
で、採算性のあるポンプから順に改善、改修を手がけて行くこ
とで、費用対効果の面でも優れ、迅速に温室効果ガスの排出
量と電力消費量、つまり電気代を減少することができる

①改修内容 ②温室効果ガス削減量

【上下水道施設】　取り組みの洗い出し

①曽我第2浄水場②福井浄水③ニセコ地区浄水場の3か所の浄
水場では年間合計7.2万kWhの電力消費が発生している。イン
バーター制御によるポンプ制御によって、消費電力量が1/2になる
とき、省エネされる電力量は年間3.6万kWhとなり、これはCO2排出
係数0.000563 t-CO2/kWh（王子・伊藤忠エネクス）の電力である
なら、CO2排出量の削減は20 t-CO2/年程度。
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 運用マニュアルに基づく行為に対する削減効果 

「C運用マニュアル」による施設運営によって以下の、省エネ効果が期待される。 

 
 

4. エネルギー消費量 10 万 kWh/年を超える施設 

本計画期間においては、エネルギー使用量 20万 kWh/年を超える施設に対する取組を最優

先して実施し、CO2削減効果を検証する。その検証結果を踏まえて 2030年の目標達成に向

け、20万 kWh未満の他の公共施設に対しても横展開していくこととする。 

ただし、本計画期間中において施設改修及び設備更新の必要性が生じた場合には事務局と

連携するとともに、基本方針及び 3章 1.2仕様書における必須検討項目の取組に基づき対応

する。 

  

5. 全ての取組による削減効果  

 本計画の策定段階で実施を検討した取組による温室効果ガス削減量は、以下のとおりであ

る。取組の全てを実施したとしても、中間削減目標に対して削減量が不足する。よって、エ

ネルギー使用量 20万 kWh/年を超える施設で改修提案を受けていない施設及び今後改修の予

定がある施設に対して、可及的速やかに「取組の洗い出し」を行い、削減目標達成に向けた

追加対策を実施していく。 

            

2017年度総排出量 2,773t-CO2 

削減量合計 329t-CO2 

取組実施後排出量（想定） 2,444t-CO2 

中間目標 2,000t-CO2 

中間目標に対する不足  −444t-CO2 

 

  

温度測定による暖房削減効果

熱源 単位
年間合計エネル
ギー消費量

想定暖冷房エネル
ギー消費量

想定エネルギー
削減効果

消費エネルギー
削減量

CO2換算係数
CO2削減量
(t-CO2)

新庁舎 新築のため不明
町民センター 電気 kWh 154,173 100,000 5% 5,000 0.000563 2.82
総合体育館 A重油 L 54,000 54,000 5% 2,700 0.00271 7.32
有島記念館 灯油 L 6,478 6,478 5% 324 0.00249 0.81

電気 kWh 152,379 100000 5% 5,000 0.000563 2.82
幼児センター 灯油 L 28,680 28,680 5% 1,434 0.00249 3.57
ニセコ小学校 灯油 L 9,234 9,234 5% 462 0.00249 1.15
ニセコ中学校 灯油 L 16,304 16,304 5% 815 0.00249 2.03
綺羅乃湯 A重油 L 192,000 192,000 5% 9,600 0.00271 26.02

照度測定による照明消費電力削減効果

熱源 単位
年間合計エネル
ギー消費量

計算対象となるエネ
ルギー消費量

想定エネルギー
削減効果

消費エネルギー
削減量

CO2換算係数
CO2削減量
(t-CO2)

新庁舎 新築のため不明
町民センター 電気 kWh 154,173 54,173 2% 1,083 0.000563 0.61
総合体育館 照明のエネルギーの大半を占めるアリーナの照明設備は別途LED化の検討があるため、照度による削減検討は無し
有島記念館 電気 kWh 152,379 52,379 2% 1,048 0.000563 0.59
幼児センター 電気 kWh 59,804 20,000 2% 400 0.000563 0.23
ニセコ小学校 電気 kWh 143,872 50,000 2% 1,000 0.000563 0.56
ニセコ中学校 電気 kWh 36,000 12,000 2% 240 0.000563 0.14
綺羅乃湯 電気 kWh 282,321 90,000 2% 1,800 0.000563 1.01
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 推進・点検体制 

1. 推進体制及び役割 

本計画の推進には「町長」「環境審議会」「地球温暖化対策推進委員会」「推進担当者」

「事務局」が関連し、それぞれの役割を以下に示す。 

 

1.1. 町長 

町長を、地球温暖化対策の最高責任者とする。 

① 事務局に対する地球温暖化対策推進方針の提示。 

② 環境審議会及び地球温暖化対策推進委員会における審議を経た計画案に対する承認。 

 

1.2. 環境審議会 

 環境全般に対する識見を有する者及び公募委員によって構成される。 

① 事務局から提出される計画案に対する審議及び提言 

② 事務局による計画の進捗状況や温室効果ガスの報告に対する審議及び提言。 

 

1.3. 地球温暖化対策推進委員会 

 委員長（副町長）を責任者として、副委員長（教育長）、委員（管理職等）で構成する。 

① 事務局から提出される計画案に対する審議。 

② 事務局による計画の進捗状況や温室効果ガスの報告に対する審議。 

③ 環境審議会の審議及び提言を踏まえ、計画終了時における評価及び改善方針を取りまと

める。 

 

1.4. 推進担当者 

 各課等に１名以上の「推進担当者」を置く。「推進担当者」は施設の管理を担当している

ものが好ましいが、他に推薦すべき人物がいる場合はこれに限らない。 

① 各課における毎月のエネルギー使用量を事務局が指定するフォーマットに入力し、定期

的に事務局に報告する。 

② 「建物履歴書」にて管理する施設を所管する課の「推進担当者」については、運営マニ

ュアルに基づき施設の運営管理を行い、事務局へ定期的に報告する。マニュアルに基づ

き運営を行うが、改善すべき点がある場合は事務局へ修正を要望する。 

③ 施設の新築や改修及び設備の更新の必要性が生じた場合は、事務局に相談する。 

 

1.5. 事務局 

 「事務局」は企画環境課環境モデル都市推進係に置く。 

① 町長の地球温暖化対策推進方針をうけ、計画案を作成し、環境審議会及び地球温暖化対

策推進委員会に諮り、町長から計画の承認を得る。 

② 計画の実施にあたり、推進担当者と連携し、運営マニュアルに基づく施設管理の状況を

分析して最適な施設運用の方法を模索する。そのなかで、運営マニュアルについて改善

すべき点があれば追記修正するとともに、施設や設備の異常等が見受けられる場合には

対応策を検討する。 

③ 各推進委員から施設の新築や改修及び設備の更新について、相談を受けた際は、施設管

理を所管する課及び総務課財政係及び建設課建築係との連携体制を即時に構築するとと

もに、利用可能性のある補助金等を模索し、申請にあたっての補助を行う。 

④ 優先的に対応すべき施設に対する取組を模索し、経済的かつ温室効果ガス削減に効果的

な取組を抽出した際には、施設管理を所管する課、総務課財政係及び建設課と協議し、

計画へ修正反映させる。 

⑤ 計画の進捗管理にあたり、推進担当者からの報告をうけ、計画全体の進捗状況を把握

し、環境審議会及び地球温暖化対策推進委員会に報告する。計画期間終了時には町長か
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らの地球温暖化対策推進方針及び地球温暖化対策推進委員会の評価改善方針をふまえて

計画案を作成し、環境審議会及び地球温暖化対策推進委員会へ提出する。 

 

2. フォローアップの時期 

① 計画に対する進捗状況及び温室効果ガス排出量の集計    1回/年 

② 運営マニュアルによる施設管理状況の確認      1回/月 

③ フォーマットによるエネルギー使用量の取りまとめ   1回/４半期 

  

3. 進捗状況の公表 

環境審議会及び地球温暖化対策推進委員会での審議を経た計画の進捗状況及び、温室効果

ガス排出量及びエネルギー使用量については、ホームページ、広報誌等により公表する。 

 

① 実施年度の翌年度下旬       1回/年 

② 公開の場所 

（ニセコ町公式 HP  https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/kankyo/model/） 

 

4. 推進・点検体制の図 

 

https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/kankyo/model/

