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様式第14号（第40条関係）

   　　　    広域振興局長県南　広域振興局長

(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

 ＊整理番号

 ＊受理年月日  　年　月　日

 ＊施設番号

台

2,000 kℓ

1,000 kℓ

500 kℓ

備考１ ＊印の欄には、記載しないこと。

２

３

４

５

500 kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ

kℓ〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧の記載欄が足りない場合の記載欄

〒

県北工場

〒

エネルギーの使用量

２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧の記載欄が足りない場合には、別に（別途）一覧を作成の

上、添付してください。

                                                                                                   （Ａ４）

盛岡工場 〒020-0023　盛岡市内丸11-1

沿岸工場

エネルギー使用量の欄は県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則第39条第１項に規

定する工場又は事業場に該当する場合に、自動車の使用台数の欄は同条第２項に該当する場合に、記載してください。

〒

〒028-0064　久慈市八日町１丁目１

60

〒

工場等の名称 工場等の所在地

 その他の地球温暖化の
対策に関する事項

〒026-0043　釜石市新町6−50

県南工場 〒023-0053　奥州市水沢大手町1-2

エネルギー使用量については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）第

４条の方法により原油の数量へ換算した量を記載してください。

該当しない

変更計画書の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させてください。

 主たる工場又は事業場の
名称

 主たる工場又は事業場の
所在地

 エネルギー使用量

 自動車の使用台数

工場等の名称

 別紙のとおり。

エネルギーの使用量工場等の所在地

 二酸化炭素の排出の状況

kl

岩手工場

提出者　岩手工業株式会社県南工場

住所　　〒023-0053　岩手県奥州市水沢大手町1-2

２．県内に設置している工場又は事業所並びに店舗の一覧

 二酸化炭素の排出の抑制
 のための措置

 変更年月日及び理由 　　年　　月　　日

エネルギーの使用の合理
化等に関する法律第19条
第1項に定める連鎖化事業
者

氏名　　取締役工場長　岩手　太郎

4,000

１．事業者に関する事項

令和　　年　　月　　日

　県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例第82条第１項（第82条第
２項）の規定により、次のとおり提出します。

地球温暖化対策（変更）計画書

岩手県北上市○○工業団地１－１

記載例

「地域温暖化対策（変更）計画書」記入要領 

【提出先】 

①本社又は県内の工場又は事業場（以下「工場

等」という。）を統括する工場等が所在する広

域振興局に提出。 

②上記①がない場合は、本社等において本条例

に基づく計画書作成を行う工場等を決定し、そ

の工場等が所在する広域振興局に提出。（でき

るだけ年間のエネルギー使用量の多い工場等

を選定。）なお、次年度以降においても当該広

域振興局に提出。 

③合併や統廃合により工場等がなくなった場

合には、本社等において新たに決定。 

【提出方法】 

持参、郵送により提出。 

計画策定年度の 6 月末日までに提出。 

計画を変更する際は速やかに提出。 

・別紙その１の「原油換算量」の合計量から

移記してください。 

・「２．県内に設置している工場又は事業場一

覧」の「エネルギーの使用量」の合計量と一

致させてください。 

申請者が所管するすべての工場等の名称、住所、

エネルギー使用量を記入。記入欄が足りない場合に

は、別紙一覧表を作成の上、添付。 

・エネルギー使用量の多い順に記入 

・工場等の名称は、通称でなく、社内組織図等根拠

のあるものを使用。 

「主たる工場又は事業場」とは 

①本社又は県内の工場等を統括する工場等 

②上記①がない場合は、本社等において、本

条例に基づく計画書作成を行う工場等を決

定。（できるだけ年間のエネルギー使用量の多

い工場等を決定。）なお、次年度以降において

も、当該工場等を「主たる工場又は事業場」

とする。 

③合併や統廃合により工場等がなくなった場

合には、本社等において新たに決定。 
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・自動車の使用台数が 40台以上の場合に記載。 

・記載する場合、別紙その２の「保有台数」の合

計から移記してください。 

 

いわゆるフランチャイズチェーンに該当する

場合には、「該当する」を選択してください。 

6 
 

5 
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省エネルギー法に基づく定期報告書 

（施行規則第 17条に基づく様式第９） 

 

条例に基づく地球温暖化対策計画書 

岩手県内でのエネルギー使用量を別紙その１に記入してください。 

工場等が岩手県内のみにある場合で、かつエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「定期報告書」を作

成済みの場合は、以下の作業フローのとおり、定期報告書に記載したエネルギー使用量の数値を地球温暖化対策計

画書へ転記することで二酸化炭素排出量を計算することができます。 

注①：「夏期・冬期における電気需要平準化時間帯」は、原油換算の小計及び

二酸化炭素換算されないようになっています。（省エネ法の定期報告書と整合

させるため） 

注②：電気事業者欄について、複数の電気事業者から買電している場合、各々

の電気事業者の排出係数で二酸化炭素量を算定し、合計値を入力してくださ

い。また、その場合、排出係数欄は空欄でも構いません。（電気事業者欄を追

加し、それぞれの排出係数で計算、算定するのも可です） 

① エネルギー使用量を転記します。 

チェック 

省エネルギー法に基づく定期報告書の原油換算 kl、

自家発電で販売した電力量と一致していることを確

認しましょう。 

② 自動計算されます。 

 

チェック 

原油

換算量

(k?)

排出量

（Ａ×Ｂ）

（t－CO２）

k? 2.62 t－CO２／k?

k? 2.38 t－CO２／k?

k? 2.32 t－CO２／k?

k? 2.24 t－CO２／k?

1600 k? 1,515 2.49 t－CO２／k? 3,983.2

k? 2.58 t－CO２／k?

395 k? 398 2.71 t－CO２／k? 1,070.5

k? 3.00 t－CO２／k?

t 3.12 t－CO２／t

t 2.78 t－CO２／t

液化石油ガス（ＬＰＧ） 650 t 852 3.00 t－CO２／t 1,950.2

石油系炭化水素ガス 千? 2.34 t－CO２／千?

液化天然ガス（ＬＮＧ） t 2.70 t－CO２／t

その他可燃性天然ガス 千? 2.22 t－CO２／千?

原料炭 t 2.61 t－CO２／t

一般炭 t 2.33 t－CO２／t

無煙炭 t 2.52 t－CO２／t

t 3.17 t－CO２／t

t 2.86 t－CO２／t

千? 0.85 t－CO２／千?

千? 0.33 t－CO２／千?

千? 1.18 t－CO２／千?

都市ガス 千? 2.23 t－CO２／千?

（　　） ( 　) 0.00 t－CO２／(　 )

（　　） ( 　) 0.00 t－CO２／( 　)

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

2,765 7,003.9

昼間買電 4800 千kWh 1,235 0.457 t－CO２／千kWh 2,193.6

（夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯）

千kWh

夜間買電 千kWh 0.457 t－CO２／千kWh

上記以外の買電 千kWh 0.550 t－CO２／千kWh

自家発電 千kWh

4,800 千kWh 1,235 2,193.6

4,000 9,197.5

千kWh t－CO２／千kWh

9,197.5

高炉ガス

備考１　原油換算量は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）
　　　　第４条の方法により換算してください。
　　　２　二酸化炭素排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）の第3条
　　　　の規定により算定してください。
　　　３　エネルギー使用量の使用量（Ａ）の欄には、県内に設置している工場又は事業所並びに店舗における
　　　　エネルギー使用量の合計を記載してください。
　　　４　　「夏期・冬期における電気需要平準時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（）」としている。
　　　　　「電気」の「小計」で重複計上しないでください。
　　　５　「燃料を用いて自家発電した電気」を他者に販売した場合、その量と排出係数を適切な方法で算出し、
　　　　※の行に正の値で入力してください。

合計

※ 燃料を用いて自家発電した電気の

　 うち、他社に販売した量

合計

石炭コークス

冷水

その他の燃

料

石炭

小計

温水

灯油

コールタール

石油コークス

石油ガス

Ａ重油

Ｂ・Ｃ重油

小計

電気事業者

その他

石油アスファルト

可燃性天然
ガス

原油（コンデンセートを除く）

原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）

揮発油

軽油

産業用蒸気

別紙　その１（工場又は事業場用）

１　二酸化炭素の排出の状況及び排出量の計画

項　目 使用量（Ａ）

エネルギー使用量

産業用以外の蒸気

コークス炉ガス

燃
料

及
び
熱

転炉ガス

ナフサ

排出係数(Ｂ)

二酸化炭素排出量（ 年度使用量）

二酸化炭素の排出状況

電
気



地球温暖化対策計画書 記載要領                        P3／P5 

 3 

温室効果ガス算定排出量等の報告書に記載した CO2

排出量と一致していることを確認しましょう。 

温対法に基づく温室効果ガス算定排出量等の

報告書（第４条に基づく様式第１の第２表） 

チェック 

条例に基づく地球温暖化対策実施状況届出書 

9198 

工場等が岩手県内のみにある場合で、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス算定排出量等

の報告書」を作成済みの場合は、計算された二酸化炭素の排出量に齟齬が無いか確認してください。 

原油

換算量

(k?)

排出量

（Ａ×Ｂ）

（t－CO２）

k? 2.62 t－CO２／k?

k? 2.38 t－CO２／k?

k? 2.32 t－CO２／k?

k? 2.24 t－CO２／k?

1600 k? 1,515 2.49 t－CO２／k? 3,983.2

k? 2.58 t－CO２／k?

395 k? 398 2.71 t－CO２／k? 1,070.5

k? 3.00 t－CO２／k?

t 3.12 t－CO２／t

t 2.78 t－CO２／t

液化石油ガス（ＬＰＧ） 650 t 852 3.00 t－CO２／t 1,950.2

石油系炭化水素ガス 千? 2.34 t－CO２／千?

液化天然ガス（ＬＮＧ） t 2.70 t－CO２／t

その他可燃性天然ガス 千? 2.22 t－CO２／千?

原料炭 t 2.61 t－CO２／t

一般炭 t 2.33 t－CO２／t

無煙炭 t 2.52 t－CO２／t

t 3.17 t－CO２／t

t 2.86 t－CO２／t

千? 0.85 t－CO２／千?

千? 0.33 t－CO２／千?

千? 1.18 t－CO２／千?

都市ガス 千? 2.23 t－CO２／千?

（　　） ( 　) 0.00 t－CO２／(　 )

（　　） ( 　) 0.00 t－CO２／( 　)

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

GJ 0.06 t－CO２／GJ

2,765 7,003.9

昼間買電 4800 千kWh 1,235 0.457 t－CO２／千kWh 2,193.6

（夏期・冬期における
電気需要平準化時間帯）

千kWh

夜間買電 千kWh 0.457 t－CO２／千kWh

上記以外の買電 千kWh 0.550 t－CO２／千kWh

自家発電 千kWh

4,800 千kWh 1,235 2,193.6

4,000 9,197.5

千kWh t－CO２／千kWh

9,197.5

高炉ガス

備考１　原油換算量は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（昭和54年通商産業省令第74号）
　　　　第４条の方法により換算してください。
　　　２　二酸化炭素排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）の第3条
　　　　の規定により算定してください。
　　　３　エネルギー使用量の使用量（Ａ）の欄には、県内に設置している工場又は事業所並びに店舗における
　　　　エネルギー使用量の合計を記載してください。
　　　４　　「夏期・冬期における電気需要平準時間帯」については、昼間買電の内数であるため「（）」としている。
　　　　　「電気」の「小計」で重複計上しないでください。
　　　５　「燃料を用いて自家発電した電気」を他者に販売した場合、その量と排出係数を適切な方法で算出し、
　　　　※の行に正の値で入力してください。

合計

※ 燃料を用いて自家発電した電気の

　 うち、他社に販売した量

合計

石炭コークス

冷水

その他の燃

料

石炭

小計

温水

灯油

コールタール

石油コークス

石油ガス

Ａ重油

Ｂ・Ｃ重油

小計

電気事業者

その他

石油アスファルト

可燃性天然
ガス

原油（コンデンセートを除く）

原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）

揮発油

軽油

産業用蒸気

別紙　その１（工場又は事業場用）

１　二酸化炭素の排出の状況及び排出量の計画

項　目 使用量（Ａ）

エネルギー使用量

産業用以外の蒸気

コークス炉ガス

燃
料

及
び
熱

転炉ガス

ナフサ

排出係数(Ｂ)

二酸化炭素排出量（ 年度使用量）

二酸化炭素の排出状況

電
気
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２　二酸化炭素の排出の抑制のための措置

（１）二酸化炭素の排出を抑制するための取組（計画）

（２）計画実現のための具体的な方法

（３）計画の達成度の把握方法


３　その他の地球温暖化の対策に関する事項

○輸送の合理化

備考　主に次のことを記載してください。
　　　・省エネルギー対策として、低暖房の適切な温度管理、製造工程における熱効率の向上、省エネ設備の
　　　　導入等
　　　・再生可能エネルギーの導入、再生可能エネルギー由来電力の調達
　　　・自動車利用の抑制に係る取組
　　　・定期的な荷受け・荷出しがある事業所は、輸送方法の合理化に係る取組

【目標値】　

○自動車利用抑制

○再生可能エネルギー（再エネ設備導入、再エネ由来電力の調達）

・土日の製品出荷は、緊急の発注でない限りは月曜日に一括して出荷することとする。

・工場の屋根に太陽光パネルを設置し、年間○○kWhの発電を目指す。
・○○電力の再エネ由来電力メニューにより、電力全体の20％を再エネ由来とすることを目指す。

・社員は毎月○日を「ノーマイカーデー」とし、通勤時に自転車または公共交通機関の利用を促す。
・来客者に対しては、乗り合わせにより可能な限り少ない台数での来社を呼びかける。

【具体的な取組】

○省エネルギー

①電気
　○○部門において、省エネタイプの機器を設置することや事務室・工場内をLED証明に変更することや、営業時間の短縮、営
業時間外の消灯チェックなど照明のこまめな消灯を行うことにより、電気使用量を10％削減する。
②灯油
　室温の温度が２０℃になるよう暖房機器を設定することにより、灯油の使用量を５％削減する。社員に対しては、ウォームビス
を徹底させる。
③A重油
　ボイラーの低空気比運転を行うなど燃焼効率を向上させることによりA重油の使用量を５％削減する。
④LPG
　給湯時間を１日○時間に短縮しガスの使用量を５％削減する。

・紙ごみ、ガラス瓶、空き缶等は分別回収を徹底する。
・紙使用量削減：○○年度中に、コピー用紙は、古紙100%の再生紙とし、複数ページの場合は、全て両面コピーとする。
・○○年度から汚水排水の再利用（中水利用）できるように設備する。
・地域の○○植樹活動に参加する。

・全職員を対象としたISO14001の手順書に従った環境対応について階層別の集合研修を実施する。（４月・５月）
・○○部門の職員を対象としてエコドライブ講習会を開催する。（６月・７月）
・社員教育での受講者の理解度を確認するため、テストを実施する。

・環境マネジメントマニュアルの「環境監視及び測定規定」に基づき評価を実施し、その結果を環境管理委員会、環境管理責任
者、社長に報告する。
・評価結果に基づいて、さらに改善点の洗い出しを行い、改善を行っていく。

　○○年までに○年比で○％削減する。
　CO2排出量を○○年度比で毎年度１％削減する。

目標値を必ず記載してください。 

①二酸化炭素排出削減に係る目標値を設定し

ている場合：貴社において設定している目標

値に対して、３年後に達成すべき目標値を記

載。 

 

（例１）目標値の設定「2024 年度までに 2019

年度比５％削減」の場合、３年後に達成すべ

き目標値は３％となります。 

 

（例２）目標値の設定「2025 年度までに 2015

年度比 1,000ｔ-CO2削減」の場合、３年後に

達成すべき目標値は 300ｔ-CO2となります。 

 

②二酸化炭素排出削減に係る目標値を設定し

ていない場合：「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」に基づき年間１％削減すること

が義務付けられていますので、「（2022 年度に

計画を策定した場合）2025 年度までに３％削

減」と記載。 

目標値を達成するための省エネルギーに関

する具体的な取組について、エネルギーの種

類（灯油、電気など）ごとに具体的に記載。

できるだけ具体的な目標数値を記載。 

 

 また、再生可能エネルギーの活用、自動車

利用の抑制、輸送の合理化についても、可能

な限り具体的に記載。 

 

記載内容については、エネルギーの使用の

合理化に関する法律第 15 条に基づく様式第

８（中長期計画書）に記載した内容と整合さ

せてください。 

「二酸化炭素の排出を抑制するための具体

的な取組・計画」を実現するため、いつ、ど

のように従業員に啓蒙していくのか、徹底さ

せていくのか、社員教育や研修の方法を記載。 

計画の達成状況を、いつ、どのように把握・

評価し、今後の取組にどのようにつなげてい

くのか記載。 

１ 
 

１ 

2 

2 
 

3 
 

4 
 

3 

4 
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 目標値を記載してください。 

 

・目標値を達成するための具体的な取組につ

いて記載してください。 

・できるだけ数値を記載してください。 

１ 
 

１ 

2 

2 
 

１　二酸化炭素の排出の状況

燃料別

ガソリン 20 （ 5 ） 45,400 ℓ 2.32 ㎏－CO２／ℓ 105,328.0 ㎏－CO２

軽油 30 （ ） 68,500 ℓ 2.58 ㎏－CO２／ℓ 176,730.0 ㎏－CO２

ＬＰＧ 10 （ ） 25,500 ㎏ 3.00 ㎏－CO２／㎏ 76,500.0 ㎏－CO２

電気 （ ） kWh 0.457 ㎏－CO２／kWh ㎏－CO２

その他 （ ） ㎏－CO２／(　) ㎏－CO２

合計 60 （ 5 ） 358,558.0 ㎏－CO２

２　二酸化炭素の排出の抑制のための措置

３　その他の地球温暖化の対策に関する事項

○輸送の合理化

○エコドライブ

　毎月○日を「ノーマイカーデー」とし、通勤時に自転車または公共交通機関の利用を促す。

　車両を買い換える際にはハイブリッド車、または電気自動車を順次導入する。         

  輸送の積載率及び帰りの空車率を調査し、他社との共同集荷による輸送の効率化を図る。

　アイドリングストップを実践するとともに、急発進、急加速をやめる等のエコドライブを推進する。

○自動車利用抑制

○電動車

車両を洗浄する水を節約するため、○○ノズルを使用して短時間の洗車を行う。

備考　主に次のことを記載してください。
　　・エコドライブの取組（駐車時のエンジン停止、急発進や急加速の抑制等）
　　・輸送方法の合理化に関する取組
　　・電動車（ハイブリッド自動車、電気自動車等）の導入
　　・輸送業務以外での自動車利用の抑制に係る取組

燃料使用量 排出量排出係数（Ｂ）

別紙　その２（自動車用）

自動車関係の二酸化炭素排出量（　年度）
自　　　動　　　車 二酸化炭素の排出

保有台数

　○○年を基準として、３年間で燃費を20％向上させ、二酸化炭素の排出量を３％削減する。          

備考１　保有台数欄の（　）には、ハイブリッド車の台数（内数）を記載してください。
　　２　二酸化炭素排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年
        政令第143号）の第3条の規定により算定してください。

【具体的な取組】

【目標値】

入力 自動計算


