
地球温暖化対策の
推進に向けて推進に向けて

2010年度（改訂版）2010年度（改訂版）2010年度（改訂版）

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

（レンゴー㈱福島矢吹工場　太陽光発電設備）（レンゴー㈱福島矢吹工場　太陽光発電設備）

（六ヶ所村二又風力発電所）



東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

　平成 20 年 4 月から京都議定書の第一約束期間が始まり、温室効果ガス削減に向けた官民挙げて
の取り組みが活発に行われておりますが、平成 20 年度（2008 年度）の家庭部門及び業務その他
部門（商業・サービス・事業所等）における温室効果ガス（CO2）の排出量は、基準年の平成 2
年度（1990 年度）と比べると 34.2% 増（家庭部門）及び 43.0％増（業務その他部門）とそれぞ
れ大幅に増加しております。基準年からの排出量の増加は、家庭用機器のエネルギー消費量が機
器の大型化・多様化等により増加していること等から電力等のエネルギー消費が大きく増加したこと
が原因です。
  このため、東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議では、地方自治体やNPOとの連携を通じ、
家庭部門等の対策強化を図る国民運動を一層推進する活動等に積極的に取り組んでおります。
　その一環として、当パンフレットを作成しました。地球温暖化対策の推進に向けた参考資料として、
皆様にご活用頂ければ幸いです。

平成 22 年 9月　東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議事務局
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議
地域における地球温暖化対策を実効性のあるものとするため、環境政策、産業政策、都市
政策等を担当する政府部門と、関連する地方公共団体、エネルギー関係者等が連携して取
り組むことの出来る場として、平成１７年３月３１日に設置しました。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議
《メンバー》
東北農政局、東北森林管理局、東北経済産業局、東北地方整備局、北陸地方整備局、東北運輸局、仙台管区気象台、東北地方環境事務所、青
森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、東北電力（株）、（社）日本ガス協会東北部会、ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）仙台製
油所、東北六県トラック協会連合会、東日本旅客鉄道（株）仙台支社、日本チェーンストア協会東北支部、（財）省エネルギーセンター東北
支部、（社）東北経済連合会、東北六県商工会議所連合会、秋田県消費者協会、宮城県消費者団体連絡協議会、青森県地球温暖化防止活動
推進センター、岩手県地球温暖化防止活動推進センター、宮城県地球温暖化防止活動推進センター、秋田県地球温暖化防止活動推進セ
ンター、山形県地球温暖化防止活動推進センター、福島県地球温暖化防止活動推進センター、東北大学 名誉教授　齋藤武雄、東北芸術
工科大学デザイン工学部 准教授　三浦秀一、（オブザーバー） 青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、山形市、いわき市
《ミッション》
○地域のエネルギー・温暖化対策に係る情報の共有・課題の洗い出し
○地域のエネルギー需給構造の分析（対策の基礎となるデータの提出）
○地域の地球温暖化対策に係る計画の策定、プロジェクトの実現化支援
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地 球 温 暖 化

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

（2000～2005年平均）

（1995～2005年平均）

（2000～2005年平均）
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地球の気温変化とその影響

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

気温が高くなるとどうなるの？
気温が高くなるとどんな影響が出る可能性があるのか、最新の科学論文をもとにまとめました。

すべての地域で収量が大幅に減る

多くの先進国地域で収穫量が減る
（炭素による施肥効果が強い場合であっても）

アフリカのサヘル境界
地域で深刻な影響が出る
高緯度にある先進国地域では収量が増える
（炭素による施肥効果が強い場合）

世界的に小規模の山岳氷河はなくなる
一地域によっては水不足になる可能性がある

珊瑚礁が元に戻れないほど
壊滅的なダメージを受ける

嵐、森林火災、干ばつ、洪水、熱波が強さを増す

アマゾン熱帯雨林の一部、またはすべて
の崩壊が始まる可能性がある

大多数の生態系は現在の状態を保てなくなる

多くの種が絶滅の危機にひんする
ーある研究では20～50％の種

ハリケーンが少し強くなり、
アメリカの被害額が２倍になる

グリーンランドの氷河が溶け
元に戻れないほどの影響を受け始める

気候システムが急激かつ大規模に変わるリスクが増える
ー大西洋熱塩循環の崩壊や西南極地域の氷床の消失など

自然生態系の炭素吸収量が減る、メタンが大気中に出ていく恐れが増える、
大西洋の熱塩循環が弱まるなどのリスク

水の利用可能性が大きく変化する
ー2080年代には、水を獲得できる人がいる一方で10億人以上が水不足に

地中海地域とアフリカ南部で
水の流量が30％以上減る

飢餓の危険にさらされる人が増える
一半数はアフリカと西アジアの地域

多くの途上国地域で収量が減る食料

水

生態系

異常気象

急速な気候変動と
元に戻れない影響

0℃ 1℃ 2℃ 3℃ 4℃ 5℃
気温上昇の変化（産業革命以前との比較）

海面上昇が世界の大都市を脅かす
ーロンドン、上海、NY、香港、そして東京も

＜図表について＞　　
・基準値（0.0℃）は、1980～1999年の平均値です。
・0.0℃を基準として、過去の温度計等による観測値を元に地球全体の地上気温
はどれくらいの差があったか、将来の予測値を元に過去の値とどれくらい差が
あるか、を組み合わせてグラフ化しています。

・実線の上下にひろがっている影部は、それぞれのモデルを動かした場合の年平
均値の標準偏差の範囲です。影部が広ければ平均値に対して散らばりが多く、
影部が小さければ平均値に対して散らばりが少ないことを示しています。

・右側の灰色の帯は、それぞれのシナリオにおける2090～2099年の予測値を

示しています。

＜シナリオと予測値について＞
・オレンジ色（２０００年の濃度で一定）：２０００年の温室効果ガスの濃度が将来
も変わらず、一定に保つことができると仮定したケース。最良の見積もりで
0.6℃、予測幅は0.3～0.9℃。これは温室効果ガスが2000年のまま安定でき
たとしても、気温の上昇が続くことを意味しています。
・Ｂ１：持続的発展型社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで1.8℃、予測幅は1.1～2.9℃。
・Ａ１Ｔ：非化石エネルギー重視による高度成長型社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで2.4℃、予測幅は1.4～3.8℃。
・Ｂ２：地域共存型社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで2.4℃、予測幅は1.4～3.8℃。
・Ａ１Ｂ：化石燃料と非化石燃料のバランスをとった高度成長型社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで2.8℃、予測幅は1.7～4.4℃。
・Ａ２：多元化社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで3.4℃、予測幅は2.0～5.4℃。
・Ａ１Ｆ１：化石エネルギー重視による高度成長型社会
　　　気温上昇は最良の見積もりで4.0℃、予測幅は2.4～6.4℃。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地球の気温はこれからどうなるの？
1906年から2005年までの100年間で、世界の平均気温は0.74℃上昇しました。

出典：IPCC第４次評価報告書
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世界の二酸化炭素排出量

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

、

　2007年のエネルギー起源の二酸化炭素排出量を
国別にみると、中国が最も多く22.0%（約60億
71百万ｔ-CO2）、次いでアメリカが19.9%（約
57億69百万ｔ-CO2）となっています。日本の排
出量は中国やアメリカの約5分の1ですが、EUを含
めると世界で6番目に多い国です。

　一人当たりの排出量は、中東諸国、北米、豪州が
多く、日本はアメリカの約2分の1ですが、中国の
2倍、インドの8倍以上となっています。

　これまで日本は省エネルギーのための技術やノウ
ハウを培い、着実に成果を挙げてきました。その結
果、GDP1単位を算出するのに必要な一次エネル
ギー※量を比較すると、エネルギー利用効率は世界
最小水準にあります。

※原油、天然ガス、石炭、ウランなどのエネルギーを生み出すための
資源を一次エネルギーといい、石油事業者や電力・ガス事業者な
どにより、ガソリンや灯油、電気、都市ガスといった二次エネルギ
ーへと転換されます。
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日本の温室効果ガス排出量

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

日本における温室効果ガス（京都議定書対象）排出量の推移

日本の部門別二酸化炭素排出量の推移

日本の二酸化炭素排出量の割合（右：部門別、左：家庭部門用途別）

　日本における2008年度の温室効果ガスの総排出
量は、二酸化炭素に換算して約12億8,200万トン、
基準年比では約1.6%の増加となっています。また、前
年度の総排出量と比べると約6.4%下回っています。

　この要因としては、金融危機の影響による年度後半
の急激な景気後退に伴う、産業部門をはじめとするエ
ネルギー需要の減少などが挙げられます。

　部門別の二酸化炭素の間接排出割合は、産業部門が
全体の34.5%、運輸部門が19.4%、業務その他部門
が19.3%、家庭部門が14.1%を占めています。

　家庭から排出される二酸化炭素の用途別割合は、自
動車からが30.3%、照明・家電製品などからが32.7%、
給湯からが13.6%、暖房からが12.3%となっており、
この4つで全体の9割近くを占めています。

　家庭部門の温室効果ガス排出量は年々増加してお
り、2008年度では基準年と比べて34.2%増加して
います。

　これは、世帯数の増加に加えて、生活様式の多様化及
び家電機器の大型化や保有台数の増加により、世帯当た
りのエネルギー消費量が増大していることによります。
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京 都 議 定 書
1997年12月、京都で開催された「地球温暖化防止会議（COP3)」で、先進国から排

出される温室効果ガスの具体的な削減数値目標や、その達成方法などを定めた「京都議

定書」が合意され、2005年2月16日に発効しました。

◆対象となる温室ガス（６ガス）

　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（HFCs）、パーフルオ

ロカーボン類（PFCs)、六フッ化硫黄（SF6）

◆削減基準年

　1990年（HFCs、PFCs、SF6 については1995年が基準）

◆目標達成期間

　2008年～2012年の５年間（第１約束期間）

◆削減目標

　先進国全体で基準年から5.2％削減。

　日本は基準年から６％削減

□京都メカニズムについて

　二酸化炭素排出量削減について、国内の対策だけでなく、他の国に出資して削減した排

出量を認める制度（共同実施、クリーン開発メカニズム）や、削減した排出量を売買でき

る制度（排出量取引）の利用が認められました。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

京都会議で決められた主要国の

温室効果がス排出削減目標

資料出典：全国地球温暖化防止活動推進センター
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京都議定書目標達成に向けて
　我が国の2008年度（確定値）の温室効果ガス排出量は、前年度比6.4％の減少、基準
年比1.6％の増加。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 - 7 -



各国の中期目標
～温室効果ガス削減量～～温室効果ガス削減量～

　気候変動枠組条約締約国は、COP15でとりまとめられた「コペンハーゲン合意」に基づ
き、2020年までの排出削減目標と削減行動を明らかにしています。（削減目標・行動を明
らかにした国は77カ国）
　日本は、一定条件の下、温室効果ガスを2020年までに1990年比で25%削減すること
としています。なお、京都議定書附属書の改正及び包括的な枠組みの扱いについては、次期
京都議定書締約国会合及び気候変動枠組条約締約会議で結論を得る予定です。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議- 8 -



東北地方の温暖化の現状

1927 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

　東北地方の年平均気温は100年あた
りで1.64℃上昇しています。（1927～
2009年からの換算）
　特に1990年代以降に高温の年が多
くなっています。2009年の東北地方の
年平均気温の平年差は+0.6℃でした。
　東北地方の年平均気温の変動を見る
と、世界および日本の年平均気温の変化
と同様に変動を繰り返しながら上昇して
おり、温暖化の傾向が現れています。

（東北地方の気温等のグラフは、観測開始からの期間が比較的長い、青森・秋田・盛岡・宮古・仙台・石巻・山形・福島の8地点のデータから
作成したものです。また、青森は1928年・1939年・1956年に、宮古は1939年に移転をしており、年平均気温についてはその補正を
行っています。）

Ｑ．温室効果ガスは東北地方でも増えているの？
Ａ．はい、増えています。
　大気中の温室効果ガスは世界中を循環し
ていますので、東北地方でも世界各地と同じ
ように温室効果ガスは増えています。
　右のグラフは岩手県綾里で観測した二酸
化炭素の量です。
　二酸化炭素の量は年々増加していて、その
量は季節の変化による二酸化炭素の増減を
上回っています。　

国土交通省

気象庁
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（「熱帯夜」とは夜間の最低気温が25℃以上のことをいうが、ここでは日最低気温が25℃以上の日を便宜的に「熱帯夜」として数えています。）

気
温
偏
差（
℃
）

資料出典：
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東北地方の年平均気温平年差（1927～2009年）
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カーボンオフセットとは

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

資料出典：環境省「排出量取引インサイト」

カーボンオフセットのプロセス
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家庭でできる温暖化対策
私たちの生活を見直し、二酸化炭素の排出を減らすためにはどうすればいいのでしょう
か。まず、下に挙げた10の取り組みのうち、できるものから始めてみましょう。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

資料出典：環境省「温暖化パネル」
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生産投入エネルギー量と
各国１人あたりフード・マイレ－ジ比較

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

知ってますかフードマイレージ フードマイレージとは
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

省エネ機器の普及
【統一省エネラベルの多段階評価制度】
エネルギー消費量の大きいエアコン、テレ
ビ、電気冷蔵庫について、省エネ性能を５段
階の☆印で表示しています。（性能が高い順
に５つ星から１つ星で示します。）

【省エネラベリング制度】
家庭で使用される製品を中心に国の省エネル
ギー基準（トップランナー基準）を達成して
いるかどうかをeマーク（達成は緑、未達成は
橙）で表示しています。達成率、エネルギー
消費効率もあわせて表示しています。

【年間の目安電気料金等の表示】
エネルギー消費効率をわかりやすく表示する
ため、年間の目安電気料金等を表示していま
す。

【省エネ型製品普及推進優良店】
省エネルギーの型製品の積極的な販売や省エネルギー
に関する適切な情報提供を行っている業者を評価し、
毎年度優良店を決定しています。
優良店では、シンボルマークが表示されています。

【国際エネルギースターマーク】
待機時消費電力に関する基準を満たしたコンピュータ、プリンタ、
FAX、コピーなど８つのOA機器についています。

機器毎の省エネ性能は、「省エネ性能カタログ」
で公表されています。

資料出典：経済産業省、（財）省エネルギーセンター
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

省エネで節約＆温暖化ストップ

資料出典：（財）省エネルギーセンター・家庭の省エネ大事典

室温は夏は28℃、冬は20℃に。つける時間は短かめに。
カラダにも地球にも、優しい使い方を！エアコン
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省エネで節約＆温暖化ストップ

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

つけっぱなしは要注意！
時には消して、会話を楽しんで。テレビ

資料出典：（財）省エネルギーセンター・家庭の省エネ大事典
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

省エネで節約＆温暖化ストップ
エコドライブ、燃費とマナーを考えて。
マナーのいいドライバーは省エネの達人！自動車

資料出典：（財）省エネルギーセンター・家庭の省エネ大事典
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

省エネで節約＆温暖化ストップ
詰め込まず、開閉を減らして。
腹八分目が、快適です！電気冷蔵庫

資料出典：（財）省エネルギーセンター・家庭の省エネ大事典
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「太陽光発電」の新たな買取制度
～“今こそ”太陽光発電～～“今こそ”太陽光発電～

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

2009年11月1日から「太陽光発電の買取制度」がスター
トしました。これは、例えば太陽光発電システムによって家
庭で作られた電力のうち自宅で使われずに余った電力を、
48円/kＷｈで電力会社に売ることができる制度です1）,2）。
この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大すること
で、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経済発
展にも大きく貢献できます。
１）住宅用の太陽光発電設備の発電能力が10kW未満の場合
２）導入当初は住宅用（10kW未満）は48円/kWh、それ以外24円/kWh。自家発電設備
併設の場合はそれぞれ39円/kWh、20円/kWh。　

太陽光発電システムで作られた電力のうち自家消費せず
に余った電力が買取対象となります。既に設置された太陽
光発電システムも対象となります。

　

設置する用途や年度毎に買取価格は異なりますが、それぞ
れ価格を10年間固定して買取が行われることになります３）。
３）発電設備等に変更がない場合

買取費用については、電力を使用する方々全員で薄く広く
御負担いただくことになります。
標準的な一般家庭の場合、1ヶ月あたり数十円～100円未
満の負担です。

太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギー。化
石燃料の利用による二酸化炭素の排出量を抑え、低炭素社
会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとした自然エ
ネルギーの普及が重要です。

家庭への太陽光発電システムの導入により、「自宅で使う
電気は自宅でつくる」ことができるようになります。さら
に国単位での導入量を増やすことで、エネルギーセキュリ
ティーの観点からエネルギー源の多様化に貢献できます。

太陽光発電は、材料メーカーから販売、施工会社まで関連
産業が幅広く、経済効果の面でも注目されています。
また、太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで幅広い雇
用効果が期待されます。

新たな買取制度がスタートしました！

- 18 -



運輸・住宅部門の温暖化対策

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

資料出典：国土交通省「環境行動計画2008」

政府は、各部門ごとに温室効果ガス排出削減目標を定め
地球温暖化対策に努めております。

資料出典：国土交通省「環境行動計画2008」

- 19 -



「エコ通勤」の推進
「エコ通勤」とは　従業員の通勤手段をマイカーから公共交通や自転車などに転換することを
　　　　　　　　促す取組です。

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

「地域」にとって 「従業員」にとって

「企業」にとって

①周辺地域の渋滞緩和が期待できます。

　　　　　効率的な都市活動の実現
②公共交通の利用者数が増加し、
　　　　　　　　　↓↑好循環
　 鉄道・バスなどの便数増加や運賃低減な

③地球温暖化防止にも寄与します。

①企業イメージの向上
　　・ＩＳＯ１４００１の取組の一つに位置づける等、環境に配慮した企業活動を行う事業所であることのアピールをすることができます。
　　　また、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことにもなります。
②マイカー通勤者のための 駐車場経費の削減、土地の有効利用につながる可能性もあります。
③経費削減
　　・マイカー通勤者へ支給する通勤手当に比べれば、徒歩・自転車通勤者の通勤手当を増額する方が、全体経費の節減になること
　　　も考えられます。　　　

［出典：第６次改訂日本人の栄養所要量］

移動に伴う消費カロリー
（ kcal）

２００

１０0

例えば、1時間クルマで移動
する代わりにバス・電車を使え
ば、それだけで消費カロリーは
２倍以上になります。

②渋滞に巻き込まれず通勤できます。
③交通事故に遭う確率が低減し安全に通勤できます。

①公共交通や自転車、徒歩での通勤は、健康増進にも役立
　ちます。

クルマ公共交通
　どのサービス水準の向上が期待できます。

取 組 前 取 組 後

「エコ通勤」
の実施

・渋滞の発生

・周辺環境の悪化

・交通事故

自宅・社宅・寮 等

オフィス、工場 等

通勤バス

通勤電車

相乗り

自転車

社宅・寮 等

オフィス、工場

自宅 等

自宅 等

自宅 等

社宅・寮 等

取 組 の イ メ ー ジ
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「グリーン物流」の推進
～地球にやさしい物流～～地球にやさしい物流～

モーダルシフト 共同輸配送 トラック輸送効率化 電子タグ活用による効率化  

輸送量当たりのＣＯ２排出量（平成１9年度）

貨物列車によるコンテナ輸送  

 

船舶によるコンテナ輸送  

事業後現 状

　現在、鉄道や船舶へのモーダルシフトや共同輸配送、電子タグの活用による効率化などにより、ＣＯ２排出量を削減しようと
する取組みが行われております。
　これらの取組みを成功させるためには、荷主、物流事業者単独によるものだけでなく、それぞれが互いに知恵を出し合い、
連携・協働すること（パートナーシップ）が必要です。
　国土交通省では、グリーン物流パートナーシップ会議（経済産業省等共同）の開催を通じた、物流事業者と荷主企業の連携
の強化等の物流分野における環境施策を推進しています。

〈鉄道・海運へのモーダルシフト〉

〈モーダルシフトとは…〉

〈グリーン物流の取組み例〉

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 - 21 -



使おう！ 広げよう！ グリーン電力

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

風の力で風車を回して発電機を駆動し、電気
をつくります。大型の風力発電装置を複数設
置したウィンドファームが全国各地に誕生して
います。

風力発電

能代風力発電所（秋田県能代市）

太陽電池を利用して、太陽光から電気をつくり
ます。住宅用として一層の普及が期待されると
ともに、メガソーラーと呼ばれる大規模なもの
も実現し始めています。

太陽光発電

メガソーラー稚内サイト（北海道稚内市）NEDO委託事業

ワラや間伐材、製材所から出るおがくず、牧場
などの家畜の排泄物、食品残渣などの生物体
（バイオマス）からガスや液体、固体の燃料を
得て、電気をつくります。

バイオマス発電

まちむら農場バイオガスプラント（北海道江別市）

水が流れる力で水車を回して発電します。農業
用水などを利用する中小水力発電の分野で開
発の可能性が広がっています。

水力発電

家中川小水力市民発電所（山梨県都留市）

地下に溜まった高温高圧の水蒸気や熱水のエ
ネルギーで電気をつくります。火山の多い日
本では安定して電気をつくれる有望な自然エ
ネルギーです。

地熱発電

八丁原地熱発電所（大分県九重町）

グリーン電力にはどんなものがあるの？

帝国ホテルでは、東京（写
真）と大阪の2つのホテル
で、毎年、クリスマスの時
期に外観やロビーを彩る
イルミネーションに使う
電気をグリーン電力で
賄っています。また、ホテ
ル内の照明などにも使っ
ています。

ホテル
帝国ホテル

TOHOシネマズでは、
「TOHOシネマズ六本
木ヒルズ（写真）」と
「TOHOシネマズ二条
（京都）」の2つの映画
館で平成20年6月か
ら12月まで毎週日曜
日、グリーン電力を利
用しています。

映画館
TOHOシネマズ 

日本テトラパックでは、「カゴ
メ野菜生活100」ホームパッ
クの紙容器の印刷にグリーン
電力を使用、その容器にはグ
リーン・エネルギー・マークが
表示されています。日本テト
ラパック本社の使用電力もグ
リーン電力を導入し、再生可
能な資源とエネルギーの利
用を推進しています。

飲料容器
日本テトラパック

地球環境にやさしい
ライフスタイルなど
をテーマとする雑誌
「ソトコト」では、編集
部で使うすべての電
気をグリーン電力で
賄っています。

雑誌
ソトコト

グリーン電力のもとになっているのは、太陽光や風力、バイオマス、
水力、地熱などのCO2を出さないエネルギー源です。

グリーン電力はどう使われているの？
グリーン電力を使って作られた製品やサービス、グリーン電力で運営
されるイベントなど、すでに身近でさまざまなかたちで使われています。

「グリーン・エネルギー・マーク」が目印です！

※商標出願中

このグリーン・エネルギー・マークは、グリーン電力を使用して
作られる製品などに、その印としてつけられます。購入した商
品にグリーン電力が使われていることがひと目で見てわかる
ので、消費者の選択によるグリーン電力普及拡大の役割が
期待されています。

PCや携帯で最適なルー
トを案内してくれる
「NAV I T IME」では、
サービスに必要なすべ
ての電気についてグ
リーン電力を利用してい
ます。

地図検索
NAVITIME
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使おう！ 広げよう！ グリーン電力

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

企業などはなぜグリーン電力に取り組むの？
社会的責任を果たし、持続可能な社会づくりに貢献することで、
企業活動と環境との調和などをめざしているからです。

グリーン電力に参加するには？
グリーン電力証書の購入、グリーン電力基金への寄付、
グリーン・エネルギー・マークのついた製品の購入などで参加できます。

企業の導入実績
（上位10社）

（2008年4月30日現在 契約実績）

●ソニー株式会社（東京都港区）

グリーン電力を利用している
ソニービル

持続可能な社会をめざす

冨田秀実氏（CSR部統括部長）
地球温暖化に対する認識が深まり、
CO2の排出削減につながる再生可能エ
ネルギーが期待を集めています。
今、私たちは社会の仕組みそのものを
持続可能なシステムに変えていかなく

てはなりません。
新しいライフスタイルを
提案し続けてきた企業と
して持続可能な社会を築
いていくために、今後もグ
リーン電力に率先して取
り組み、未来に貢献してい
きたいと考えます。

●池内タオル株式会社（愛媛県今治市）

風で織るタオル

グリーン電力で安全・安心の夢を形に

池内計司氏（代表取締役）
母親にとって自分の命より大切な赤ちゃ
んに安全なタオルをお届けしたい、最大
限の安心を最小限
の環境負荷で実現
したいというのが、

私たちが常に追い続けている夢
です。そうした夢を形にしたもの
が、グリーン電力を利用して実現
した「風で織るタオル」です。安
全・安心と環境は一体のものであ
り、今後もこのテーマをさらに追
求していきたいと考えます。

●松山油脂株式会社（東京都墨田区）

グリーン電力を利用して製造した
「無添加せっけん」

次世代に対して今できることを

松山剛己氏（代表取締役）
私たちは、環境貢献を重視しながら「無
添加せっけん」をはじめとするボディケ
ア・ヘアケア・スキンケア製品を提供して
います。
当初、太陽光発電の導入を検討しました

が初期投資が大きいために断念し、グリーン電力を選
択しました。
子どもたち、さらに50
年、100年先の次世代
に対して今できること
をやっていきたい。グ
リーン電力はその1つ
だと考えます。

導入企業の声

証書購入企業 電力量
●ソニー株式会社 3,150万kWh
●野村ホールディングス株式会社 590万kWh
●株式会社ヤマダ電機 360万kWh
●アサヒビール株式会社 330万kWh
●株式会社ホールネットワーク 270万kWh
●セイコーエプソン株式会社 200万kWh
●中外製薬株式会社 200万kWh
●株式会社東京放送（TBS）                    200万kWh
●トヨタ自動車株式会社 200万kWh
●日本ガイシ株式会社 200万kWh

タオル CD 紙パック

グリーン・エネルギー・マークは、グリーン電力を使用して作られる
製品などに、その印としてつけられます。このマークのついた商
品を選択することで、グリーン電力の普及拡大に貢献することが
できます。

グリーン・エネルギー・
　　マークのついた製品の購入

寄 付
助 成

参加者
（消費者）

エコへの貢献！

電力会社

運営主体
産業活性化
センター等

電力会社も
同額相当を
寄付

自然エネルギーの
普及へ

「グリーン電力基金」は、参加者が毎月一定額の寄付を行い、電力会社も自主的に同額を寄付し、各地域の産業活性化センター等に集まった
寄付金をもとに、太陽光発電施設や風力発電施設などの再生可能エネルギー発電設備へ助成するものです。

グリーン電力基金への寄付

資 金 資 金

グリーン電力
証書購入

発電実績
報告

製品やサービス
及び

環境対策等
企業等製品等供給 グリーン電力証書

発行事業者
 グリーン・

エネルギーによる
発電事業者

「グリーン電力証書」は、企業等が使用電力量に応じてグリーン電力証書を購入し、その資金がグリーン電力発電事業者に提供されることによ
り、グリーン電力の普及拡大を支援するものです。グリーン電力証書の購入企業等はグリーン電力を使ったと 見なされます。なお、グリーン電
力証書は第三者機関の認証を得て発行されます。

グリーン電力証書の購入

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 - 23 -



東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

東北の主な新エネルギー施設

六ヶ所村風力開発(株)
(出力：32,850kW)

(株)ユーラスエナジー岩屋　32,500kW

(株)ユーラスエナジー尻労ヒルトップ　19,250kW(株)ユーラスエナジー北野沢クリフ
12,000kW

(株)ユーラスエナジー小田野沢ウィンドパーク　13,000kW
(株)ユーラスエナジー横浜

10,500kW
エコ・パワー(株)むつ小川原　33,000kw

二又風力開発(株)
51,000kW

(株)ユーラスエナジー野辺地
50,000kW

弘前地区環境整備センター
3,500kW

東北自然エネルギー開発(株)　　14,400kW

能代森林資源
利用協同組合
3,000kW

(株)エムウインズ八竜
25,500kW
秋田プライウッド(株)

4,500kW

(株)ユーラスエナジー西目
30,000kW

仁賀保高原風力発電(株)
24,750kW

川西町
フレンドリープラザ
（貯雪量：963t）

(株)ユーラスエナジー釜石
42,900kW

(株)バイオマスパワーしずくいし
(出力：250kW)

岩手県立二戸病院
100kW

環境施設組合清掃センター
1,990kW

志賀来ドーム
　　（貯雪量：4.5t）

白石市生ごみ資源化事業所(シリウス)　30kW

石巻合板工業(株)　3,000kW
セイホク(株) 日本製紙(株)石巻工場　38,500kW

石巻広域クリーンセンター　2,600kW

仙台市環境局葛岡工場、今泉工場、松森工場
9,000kW　3,500kW　17,500kW

サミットウィンドパワー酒田(株)
16,000kW

(協)山形ウッドエネルギー
（ペレット製造　1t／hr)

東北公益文化大学　250kW
酒田地区

クリーン組合
1,990kW
やまがたグリーンパワー(株)

2,000kW

新庄かむろ倉庫　（貯雪量：1,000t）
尾花沢市庁舎　（貯雪量：1,300t）
みちのく村山農業協同組合　（貯雪量：1,523t）

置賜広域行政組合
清掃センター
1,990kW

中津川地区雪室低温貯蔵施設
（貯雪量：1,100t）

レンゴー(株)福島矢吹工場
1,535kW

風力発電
バイオマス発電
雪氷熱
太陽光発電

比較的大きな規模の新エネルギー施設を掲載しています。
この他にも多くの自治体・公共施設、また民間の施設で導入が進んでいます。

農林水産物集荷貯蔵施設
（貯雪量：1,437t）

奥羽大学　230kW

NEXCO東日本　100kW

福島農業総合センター　100kW

福島県ハイテクプラザ
会津若松技術支援センター　150kW

県立大野病院
100kW

いわき市総合保健福祉センター
100kW

いわきニュータウン
310kW

郡山市冨久山清掃センター
1,950kW

白河ウッドパワー(株)　11,500kW
いわき大王製紙(株)　7,760kW

日本製紙(株)勿来工場
26,500kW

常磐共同火力(株)勿来発電所
1,625MW

いわき市南部清掃センター
3,500kW

(株)グリーンパワーくずまき
21,000kW

(株)グリーンパワー
郡山布引
65,980kW
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次世代エネルギーパーク

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

自然豊かな「みやぎ」には、次世代エネルギーのみどころいっぱい！

風力、地熱、バイオマスや石油、原子力など、過去、現在、未来にわたる
幅広いエネルギーの施設を見学できるパークです。

六ヶ所村「六ヶ所村次世代エネルギーパーク」

宮城県「宮城県次世代エネルギーパーク計画」

【実施運営主体】
・青森県六ヶ所村

【場所】
・六ヶ所村内

【パークの特徴】
・「エネルギーの村、ろっかしょ」を全国へ発信。

・村内の多様なエネルギー施設を巡るため、各施設が連携
し、センター施設を核としたパークツアーなどを整備。

・実際に、「見て」、「触れる」ことによる体験を通じて幅広
くエネルギーを理解することができるパークを目指す。

・平成２２年5月に開業しました。

次世代エネルギーパークとは
　新エネルギーをはじめとした次世代のエネルギーについて、実際に国民が見て触れる機会を増やすことを通じて、地球環
境と調和した将来のエネルギーの在り方について、 国民の理解の増進を図るため、太陽光等の次世代エネルギー設備や体験
施設等を整備した「次世代エネルギーパーク」を推進。地方自治体等を対象に、次世代エネルギーパークとしてふさわしい
計画を公募・公表することにより、その整備の更なる推進を図るものです。東北では、以下の2カ所が認められています。

【実施運営主体】  宮城県

【場所】  宮城県内各地

【パークの特徴】
・宮城県全体を一つの「公園」と見立て、県内各地にあ
る次世代エネルギー施設を紹介。

・具体的な紹介施設としては、「公共施設の太陽光発
電システム」「日本の中でも古い歴史を持つ水力発電
所や地熱発電所」「牧場への太陽光エネルギーの利用」
「林地残材（バイオマス）のエネルギー利用など。

・宮城県の豊かな自然を有効に活用した数多くの次世
代エネルギーを広く紹介することにより、次世代エネ
ルギーに関する体験・学習機会の創出と、より一層の
理解と普及の促進を図るもの。
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新エネ百選
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国内クレジット制度
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東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

　J-VER制度は、国内で実施されたプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量
を、カーボン・オフセットに用いられる信頼性の高いオフセット・クレジットとして認証す
るものです（環境省が2008年11月に創設）。
　市民・企業・自治体等のカーボン・オフセットを行うための資金（J-VER購入資金）
が、地方の森林整備や地域地場産業などの国内の排出削減・吸収プロジェクト事業者に還流
されます。

オフセット・クレジット
～J-VER制度～～J-VER制度～
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地球温暖化対策の
推進に向けて推進に向けて

2010年度（改訂版）2010年度（改訂版）2010年度（改訂版）

東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議

（レンゴー㈱福島矢吹工場　太陽光発電設備）（レンゴー㈱福島矢吹工場　太陽光発電設備）

（六ヶ所村二又風力発電所）


