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第５章 省エネルギーの可能性 

５－１．本市の省エネルギー可能性量 

省エネルギーは、一人ひとりの「省エネルギー行動」や、機器を買い替える時「省エネ

タイプの機器を選ぶ」ことで、効果を高めることができます。また、新エネルギーを導入

することにより、化石燃料から得られるエネルギーの消費を減らすことができます。 

そこで、意識調査結果をもとに、本市における今後の「省エネルギー行動」「省エネルギ

ー機器への買い替え」「新エネルギー導入」の取り組みの可能性を設定し、それらを実施す

ることで可能な省エネルギー量（化石燃料から得られるエネルギー消費の削減量）を試算

しました（資料３参照）。 

なお、ここでは試算するための条件が設定できるもののみ試算しています。この他にも

省エネルギーを実現する取り組みは多数あり、ここで試算できなかった取り組みも実践す

ることで、効果を高めることができます。 

 
■図表 5-1.1.出雲市の省エネルギー可能性量 

取り組み 
省エネ可能性量 

原油換算 kL t-CO2 

省エネルギー行動 

家庭部門 5,101（1.2%） 11,546（1.1%） 

業務部門 581（0.1%） 1,291（0.1%） 

産業部門 機器や規模等の把握が困難なため 

試算しません 
同左 

運輸部門 3,819（0.9%） 9,955（1.0%） 

計 9,501（2.2%） 22,792（2.2%） 

省エネルギー機器への 

買い替え 

家庭部門 1,482（0.3%） 3,235（0.3%） 

業務部門 52（0.01％） 134（0.01％） 

産業部門 機器や規模等の把握が困難なため 

試算しません 
同左 

運輸部門 1,023（0.2%） 2,666（0.3%） 

計 2,557（0.6%） 6,035（0.6%） 

新エネルギー導入 

家庭部門 1,611（0.4%） 3,542（0.3%） 

業務部門 79（0.02%） 171（0.02%） 

産業部門 機器や規模等の把握が困難なため 

試算しません 
同左 

運輸部門 944（0.2%） 2,460（0.2%） 

計 2,634（0.6%） 6,173（0.6%） 

合   計 14,692（3.4%） 35,000（3.4%） 

※（ ）は 2006年度の総量に対する割合 

※2006年度のエネルギー消費量は 433,871原油換算 kL、CO2排出量は 1,020,354t-CO2 
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５－２．部門別省エネルギー可能性量 

１．家庭部門 

（１）省エネルギー行動による可能性量 

意識調査で示した省エネルギー行動について、それ

ぞれの取り組み状況を「はい（いつも取り組んでい

る）」「時々（取り組んでいる）」「いいえ（取り組んで

いない）」で答えてもらいました。その割合を本市の

総世帯数に乗じ、現在の取り組み状況ごとの世帯数を

仮定します。 

「時々」「いいえ」の世帯が「はい」になることで、

5,101 原油換算 kL の省エネルギーが可能となり、CO2

の排出量を 11,546t-CO2削減できます。 
 
（２）省エネルギー機器への買い替えによる可能性量 

 意識調査において、省エネルギー機器の導入を検討していると

回答した世帯の割合を、本市の総世帯数に乗じ、導入を検討して

いる世帯数を仮定します。 

その世帯が 6 種類の機器を省エネタイプに買い替えた場合、

1,482 原油換算 kL の省エネルギーが可能となり、CO2 の排出量を

3,235t-CO2削減できます。 
 

（３）新エネルギー導入による可能性量 

 意識調査において、太陽光発電や太陽熱温水器の導入を検討し

ていると回答した世帯の割合を、本市の総世帯数に乗じ、導入を

検討している世帯数を仮定します。 

その世帯が実際に導入した場合、1,611 原油換算 kL のエネルギ

ーを新エネルギーでまかなえることになり、CO2の排出量を 3,542t- 

CO2削減できます。 
 

（４）家庭部門合計 

 以上より、家庭部門におけるエネルギー消費量を、2006 年度比 9.0％、二酸化炭素

排出量を 8.9％削減することが可能という結果が得られました。 

■図表 5-2-1.家庭部門における省エネルギー可能性量 

取り組み 
省エネ可能性量 

原油換算 kL/年 t-CO2/年 

省エネルギー行動 5,101（5.6%） 11,546 （5.6%） 

省エネルギー機器への買い替え 1,482 （1.6%） 3,235 （1.6%） 

新エネルギー導入 1,611 （1.8%） 3,542 （1.7%） 

合 計 8,194 （9.0%） 18,323 （8.9%） 

※（ ）は 2006年度の家庭部門の総量に対する割合 

※2006年度の家庭部門のエネルギー消費量は 90,542原油換算 kL、CO2排出量は 206,704t-CO2 
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２．業務部門 

（１）省エネルギー行動による可能性量 

業務部門に該当する事業所は、事務所ビル、デパート、病院、飲食店など様々であ

り、そこで使用されている機器や規模を把握することができません。そのため、意識

調査結果から省エネルギー可能性量を求めることは困難です。 

ただし、冷暖房や照明に関する省エネルギー行動は、家庭と共通するものがありま

す。家庭部門において、「冷暖房の温度設定（夏 28℃、冬 20℃）」、「冷暖房の不必要な

使用を控える」、「こまめな消灯」が実践された場合、家庭部門のエネルギー消費量及

び CO2排出量を 0.5％削減できると試算できました。 

この削減率 0.5％を業務部門にあてはめ、業務部門の省エネルギー可能性量を試算し

ました。 

省エネルギー行動により、581原油換算 kLの省エネルギーが可能となり、CO2の排出

量を 1,291t-CO2削減できます。 

 

（２）省エネルギー機器への買い替えによる可能性量 

ここでは、公共施設のうち「出雲中央図書館」「出雲須佐温泉ゆかり館」「出雲ゆう

プラザ」の 3施設において行った「省エネルギー診断（省エネルギー対策の提案）」の

結果を省エネルギー可能性量としてあげることとします。 

上記 3 施設において空調や照明、給湯機器を省エネルギータイプに更新した場合、

52原油換算 kLの省エネルギーが可能となり、CO2の排出量を 134t-CO2削減できます。 

 

（３）新エネルギー導入による可能性量 

 ここでは、「いずもエコオフィス・アクションプログラムⅡ」で設定した、CO2排出量削

減に向けた新エネルギーの導入量を、省エネルギー可能性量としてあげることとします。 

この目標を達成すると、79原油換算 kLのエネルギーを新エネルギーでまかなえること

になり、CO2の排出量を 171t-CO2削減できます。 

 

（４）業務部門合計 

以上より、業務部門におけるエネルギー消費量を、2006 年度比 0.6％、二酸化炭素

排出量を 0.6％削減することが可能という結果が得られました。 

■図表 5-2-2.業務部門における省エネルギー可能性量 

取り組み 
省エネ可能性量 

原油換算 kL/年 t-CO2/年 

省エネルギー行動 581（0.5%） 1,291（0.5%） 

省エネルギー機器への買い替え  52（0.04%）   134（0.05%） 

新エネルギー導入  79（0.07%）   171（0.07%） 

合 計 712（0.6%） 1,596（0.6%） 

※（ ）は 2006年度の業務部門の総量に対する割合 

※2006年度の業務部門のエネルギー消費量は 116,101原油換算 kL、CO2排出量は 258,145t-CO2 
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３．産業部門 

産業部門に該当する事業所は業種・業態が様々であり、使用している機器やその規模

を把握することができません。また、生産現場等で消費されているエネルギー量は、景

気動向等により大きく変化するため、可能性を仮定することが困難です。 

そのため、産業部門の省エネルギー可能性量の試算は行いません。 

 

４．運輸部門 

（１）省エネルギー行動による可能性量 

家庭部門と同様に、意識調査で得られた省エネル

ギー行動の取り組み状況が、「時々」または「いいえ」

から「はい」になった場合の可能性量を試算します。 

5 項目の省エネルギー行動を全世帯で取り組むよ

うになると、3,819原油換算 kLの省エネルギーが可

能となり、CO2の排出量を 9,955t-CO2削減できます。 

 

（２）省エネルギー機器への買い替えによる可能性量 

 意識調査から、ハイブリッド自動車の導入を検討している人の

割合が 8％であるという結果が得られました。平均的な使用年数

7 年を越えた乗用車のうち、8％がハイブリッド自動車に、残り

92％が低燃費車に買い替えられるものと仮定します。 

7年を越えた乗用車のうち、92％が低燃費車に買い替えられた

場合、1,023 原油換算 kL の省エネルギーが可能となり、CO2の排

出量を 2,666t-CO2削減できます。 

 

（３）新エネルギー導入による可能性量 

 平均的な使用年数 7 年を越えた乗用車のうち、8％がハイブリ

ッド自動車に買い替えられた場合、944 原油換算 kL の省エネル

ギーが可能となり、CO2の排出量を 2,460t-CO2削減できます。 
 

（４）運輸部門合計 

 以上より、運輸部門におけるエネルギー消費量を、2006 年度比 5.6％、二酸化炭素

排出量を 5.6％削減することが可能という結果が得られました。 
 

■図表 5-2-3.運輸部門における省エネルギー可能性量 

取り組み 
省エネ可能性量 

原油換算 kL/年 t-CO2/年 

省エネルギー行動 3,819（3.7%） 9,955（3.7%） 

省エネルギー機器への買い替え 1,023（1.0%） 2,666（1.0%） 

新エネルギー導入  944（0.9%） 2,460（0.9%） 

合 計 5,786（5.6%） 15,081（5.6%） 

※（ ）は 2006年度の運輸部門の総量に対する割合 

※2006年度の運輸部門のエネルギー消費量は 103,295原油換算 kL、CO2排出量は 270,677t-CO2 


