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第６章 省エネルギービジョンアクションプラン 

６－１．目標年度 

本ビジョンは 2006年度を基準年度とし、2016年度を目標年度として 3年ごとに見直し

を行い、必要に応じて改訂するものとします。 
 

６－２．目標数値 

地球温暖化防止に向けて、日本では温室効果ガス全体の排出量を 2008 年から 2012 年

の平均値で 1990年に比べ 6％削減し、温室効果ガスの約 9割を占めるエネルギー起源二

酸化炭素排出量は＋0.6％の水準に抑制することを目標としています。 

2006 年度、本市におけるエネルギー起源二酸化炭素排出量は、1990 年度と比べると

16.8％上回っているという推計結果が得られました。（第３章参照） 

本市では、環境基本計画に掲げる「21 世紀環境先進都市の創造」に向けて、国の目標

を上回る目標を設定し、「部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量を 1990 年度と同じ水

準に抑制する(産業部門を除く)」ことを目標とします。 
 

二酸化炭素排出量削減目標 
【1990年度と同じ水準に抑制(産業部門を除く)】 

全体で 2006年度比 約２０％削減 
 

■図表 6-2-1.目標の設定根拠 

 
2006年度 
CO2排出量 

90年度からの増減 
目標の設定根拠（2006年度比） 

削減率 削減量 

家庭部門 206,704 t-CO2 ＋30.4％ 30％ 62,011 t-CO2 

業務部門 258,145 t-CO2 ＋41.7％ 42％ 108,421 t-CO2 

産業部門 284,828 t-CO2 －5.6％ － － 

運輸部門 270,677 t-CO2 ＋17.0％ 17％ 46,015 t-CO2 

合  計 1,020,354 t-CO2 ＋16.8％ 21.2％ 216,447 t-CO2 
 
【参考】目標達成に向けた取り組みと削減量（例） 

目標の達成に向けた取り組みと削減量（例）を示します（詳細は資料５参照）。 

部門 取り組み CO2削減量 
（t-CO2） 

2006年度比 
(/部門) 

2006年度比 
(/全体） 

家庭部門 省エネルギー行動の実践 14,043  6.8% 1.4% 
  省エネルギー機器への買い替え 20,001  9.7% 2.0% 
  新エネルギー導入 15,530  7.5% 1.5% 
  小 計 49,574  24.0% 4.9% 
業務部門 省エネルギー行動の実践 25,815  10.0% 2.5% 
  省エネルギー機器への買い替え 376  0.1% 0.04% 
  新エネルギー導入 6,254  2.4% 0.6% 
  小 計 32,445  12.6% 3.2% 
運輸部門 省エネルギー行動の実践 4,423  1.6% 0.4% 
  省エネルギー機器への買い替え 2,701  1.0% 0.3% 
  新エネルギー導入 20,880  7.7% 2.0% 
  小 計 28,004  10.3% 2.7% 
全部門共通 新エネルギー導入等 95,990   － 9.4% 
上記合計 省エネルギー行動の実践 44,281   － 4.3% 
  省エネルギー機器への買い替え 23,078  － 2.3% 
  新エネルギー導入 138,654   － 13.6% 
  合 計 206,013  － 20.2% 
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６－３・基本方針 

 本ビジョンは以下の基本方針に基づき推進します。 

 

１．地球を考え・学ぶ【意識の向上】 

地球温暖化はエネルギーを使っている私たちみんなの問題であり、省エネルギーは、

家庭・事業所・市のいずれもが主体となって取り組む必要があります。 

地球温暖化を防ぐためには、地球温暖化やエネルギーなど、環境に対する問題意識

を持ち、行動することが重要であり、なぜ省エネルギーが必要か、市民一人ひとりが

考え、学ぶことが、省エネルギーを推進する第一歩となります。 

 そのため、あらゆる世代が地球温暖化、すなわち地球について考え・学ぶ機会を創

出し、環境意識の向上を図ります。 

 

２．省エネルギーを実践する【省エネ実践】 

 環境問題や省エネルギーの必要性が理解されたとしても、実際に省エネルギーが実

践されなければ効果が得られません。 

省エネルギーは、エネルギーの使い方やライフスタイルを見直すことからはじまり、

誰もが取り組む必要があります。 

そのため、省エネルギーに取り組むきっかけ作りや実践指導を行ない、具体的な効

果を公表しながら市民・事業者・市の省エネルギーを推進します。 

 

３．取り組みを継続・拡大する【取り組みの継続・拡大】 

 省エネルギーの取り組みは、継続していくことが大切です。また、効果を高めるた

めには、取り組みの輪を広げていくことが重要です。 

 そのため、取り組みを推進する組織を設立し、温暖化対策や省エネ行動など環境保

全全般について取り組みの継続・拡大を図ります。 
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６－４．アクションプラン 

基本方針に基づき、省エネルギー推進に向けたアクションプランを設定します。 

 

■図表 6-4-1.施策体系 

【基本方針】        【アクションプラン】 
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１．地球を考え・学ぶ 

 

（１）環境学習推進プラン 

環境意識の向上を図り、省エネルギーを推進するため、子どもから大人まで幅広い

世代が環境学習に参加できるよう、学習機会の充実を図ります。 

 

①（仮称）いずも環境講座の開催                

環境カウンセラー（環境省）、省エネルギー普及指導員（（財）省エネルギーセンタ

ー）、エネルギー・コミュニケーター（経済産業省）、しまね環境アドバイザー、島根

県地球温暖化防止活動推進員、環境学習施設の職員、

環境活動団体等と連携し、地球環境をはじめ、地球温

暖化防止など、環境問題全般について学習する「（仮

称）いずも環境講座」を開催します。 

この講座は市が主体となって開催するほか、講師派

遣制度を整備し、市民・事業者・学校等の要請に応じ

て開講できるようにします。 

【市の取り組み】 

①講座メニューや講師派遣制度の整備 

「地球環境」「地球温暖化」「省エネルギー」「循環型社会」などをテーマに、

講師の人選、体験学習を交えた講座メニュー、派遣制度の利用条件等を検討し設

定します。 

②講師派遣制度の活用促進 

企業や市民グループ、学校などへ、講師派遣制度の活用を呼びかけます。 

③各地域で講座開催 

自治会・コミュニティセンター等と連携し、地区単位で講座を開催します。 

 

②エコライフ・スローライフ体験学習等の推進                 

市内にある古民家等の利用の提供ができる団体又

は個人等との協働により、電気やガスなどを使わない

生活や、地産地消の食を体験することで、現在の生活

様式がもたらしている環境への負荷を認識し、省エネ

や温暖化防止に向けた環境にやさしい生活への転換

を促す体験学習の推進を図ります。また、市内の空き

家・空き地の事情を把握し、スローライフ希望者の受

入れを呼びかけます。 

 

出雲科学アカデミー 環境講座 

市内にある古民家の内部 
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③学校における省エネ学習の推進               

子どもたちの環境意識を高め、子どものころから省

エネルギーを身近なこととして取り組んでもらえる

よう、全国地球温暖化防止活動センター（以下、JCCCA）

や、（財）省エネルギーセンター、（財）島根ふれあい

環境財団 21、中国電力（株）等の支援を活用して、省

エネ学習を推進します。 

 

【市の取り組み】 

①支援制度の活用 

各種支援制度を活用し、教材・機材など利用しながら省エネ学習を推進します。 

②教員を対象とした学習会の開催 

専門家を講師に招き、教員を対象とした省エネ学習会を開催し、学校における

省エネ学習を支援します。 

 

④「こどもエコクラブ」の活動促進         

省エネルギーをはじめ、様々な環境保全活動を推進

するためには、次世代を担う子ども達に、子どもの頃

から環境を大切にする心と行動力を育むことが大切

です。 

そのため、自然観察やリサイクル活動など、身近に

できる環境活動を行う｢こどもエコクラブ｣の活動を

推進し、子ども達の環境学習を推進します。 

【市の取り組み】 

①｢こどもエコクラブ｣の加入促進 

市のホームページや環境新聞｢えこ～つうしん(広報いずも)｣などを活用し、

｢こどもエコクラブ｣を紹介する他、学校をはじめ、自治会、コミュニティセンタ

ー、企業などに｢こどもエコクラブ｣の設立や支援を呼びかけます。 

②交流会の開催 

｢こどもエコクラブ｣同士の交流を深め、活動促進を図るとともに、｢こどもエ

コクラブ｣の抱える問題を把握し、市としての支援策等を検討します。 

 

（２）環境啓発イベント推進プラン 

 環境保全活動の主役である市民や事業者の環境意識を高め、取り組みを推進してい

くため、既存のイベントに環境や省エネの視点を盛り込み、環境啓発イベントとして

も活用します。 

 

①イベント等での啓発                

｢くらしの中の環境フェア｣や｢21世紀出雲産業見本市｣、｢出雲｢花と緑｣総合フェステ

ィバル｣などを啓発の場と位置づけ、市民・事業者と協働して、環境問題や省エネに関

する情報提供等を行います。 

省エネルギー教室 

（（財）省エネルギーセンター） 

こどもエコクラブ交流会 
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【市の取り組み】 

①くらしの中の環境フェア 

市民・事業者・市の環境活動などの紹介の場とし、環境保全の推進に向けた啓

発を行ないます。 

②21世紀出雲産業見本市 

事業者と協働し、省エネルギーや新エネルギーの導入技術をアピールすること

で、家庭や事業所における機器等の導入促進につなげます。 

③出雲「花と緑」総合フェスティバル 

森林の役割・バイオマスエネルギーなどの紹介を行う等、これまでのイベント

に省エネルギーや地球温暖化防止、循環型社会の視点を盛り込みます。 

④出雲ふるさとの森植樹祭 

植樹体験により、森林がもたらす地球温暖化防止や水資源の確保、森林浴によ

る癒し効果などを参加者が認識することで森林保全の重要性を促します。 

⑤自然体験及びその他のイベント 

自然体験学習の場や自然体験市有施設を利用し、省エネルギーや地球温暖化問

題など環境全般に関わる啓発を行います。また、健康ウォークや史跡･食育など

様々なイベントで同様の啓発を行ない意識の向上を促します。 

⑥市内コミュニティセンター等でのイベント 

各地域で開催されている文化祭などのイベントにおいて、省エネや新エネ、そ

の他環境全般に関する情報提供を行い、来場者に対して意識の向上を促します。 

 

②環境にやさしいイベント運営          

イベントを開催する際にはマイバッグやマイ箸や簡易包装運動を指導し、場内での

ごみ分別を徹底するなど、環境にやさしいイベント運営に努め、来場者の意識向上と

実践につなげます。 

【市の取り組み】 

①環境配慮型イベント開催の推進 

市内で開催されるイベントについて、環境への負荷の低減に配慮したイベント

開催を目指し、広報いずもや市のホームページで啓発を図ります。 

        

③市民・事業者の環境啓発支援          

市民や事業者が主体となって開催するイベントに

おいて、展示パネルの貸出しや啓発パンフレットなど

の提供に努めます。 

【市の取り組み】 

①啓発グッズの利用促進 

広報いずもや市のホームページ等を通じて

啓発グッズの紹介を行い、利用促進を図ります。 

 
啓発グッズ例（パネル） 
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２．省エネルギーを実践する 

 

（１）情報発信プラン 

 市のホームページ、環境新聞｢えこ～つうしん(広報いずも)｣、既存のパンフレット、

公共施設の展示コーナー等を活用し、省エネルギーの実践を促すための必要な情報を

提供します。 
 

①具体的な省エネメニューの発信               

省エネルギーの必要性を理解し、省エネルギーを実践

してもらうため、省エネルギーによるエネルギーコス

ト削減効果等をアピールしながら家庭や事業所におけ

る具体的な省エネメニュー（方法）、各種支援制度等を

市のホームページ、や広報いずもなどを利用し発信し

ます。（支援制度の例：資料 8参照） 
 

 

②市民・事業者・市の取り組み効果の公表            

市内のエネルギー消費状況や市民・事業者・市の温暖化防止に向けた取り組み状況、

その効果を公表し、取り組み意欲の向上につなげます。 

なお、市内のエネルギー消費状況や温暖化防止に向けた取り組み状況は、アンケートや

ヒアリング調査を行い、市民・事業者と連携して把握します。 
 

（２）環境マネジメントシステム(EMS)普及促進プラン 

省エネルギーは、何より継続していくことが重要で

す。そのためには、計画(Plan)、実行(Do)、点検・評

価(Check)、見直し(Action)を行い、現状の取り組みを

管理 (Management)していくことが有効です。 EMS

｢ISO14001｣の認証取得をしている本庁舎等において光

熱水量の削減効果をあげています。 

 市民、事業者、市が省エネルギーを実践・継続して

いくため、主体別に EMSの普及を図ります。 
 

①家庭版環境 ISO の普及                

 市では「家庭版環境 ISO」を設け、無理なく・環境に優しい生活を継続できるための

支援を行っています。「家庭版環境 ISO」の普及を図り、省エネを実践する家庭を増や

します。 

【市の取り組み】 

①市職員の家庭で登録促進 

市職員が率先して登録し、効果を公表するとともに、普及に向けた課題・対策

を目指します。 

②自治会組織による登録促進 

本市の地域活動の中心的役割を担っている自治会組織などを通じ、「家庭版環

境 ISO」への登録を促進します。 

③事業所、各種団体を通じての呼びかけ 

事業所や各種団体に対し、｢家庭版環境 ISO｣をＰＲし個人への登録を促します。 

省エネメニュー紹介パンフ例 

（（財）省エネルギーセンター） 

PDCAサイクルの展開 
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②事業所における｢ISO14001｣や｢エコアクション 21｣等の普及       

国際規格である｢ISO14001｣や、ISOに比べて取得・更新費用が安価で中小企業にとっ

て取り組みやすい｢エコアクション 21｣の普及を図ります。また、市独自の｢事業所版環

境 ISO｣の創設を目指し、省エネなどの推進を図ります。 

【市の取り組み】 

①情報交換会等の開催 

｢ISO14001｣や｢エコアクション 21｣を既に取得している事業所等と EMS 及び省

エネルギー等の推進に向けた情報交換会等を開催します。 

②取得事業所の紹介 

   市のホームページ等で、取得事業所や取り組み・省エネ効果等を紹介し、未取

得事業所の取得意欲を高めます。 

③「事業所版環境 ISO」の創設 

「家庭版環境 ISO」制度と同様に、事業所向けの省エネルギー対策やリサイク

ルなどの取り組みを推進するため市独自の登録制度の創設を目指します。 

 

③「学校版エコライフチャレンジしまね」の普及             

市内の小中高等学校に、「学校版エコライフチャレンジしまね」への参加を呼びかけ

ます。 

参加促進に向けて、子どもたちが楽しく省エネルギーに取り組めるよう、省エネを

実践することで節約できた光熱費の一部を、子どもたちの環境学習のために役立てる

ことができる仕組みを検討します。 

 

④市の環境マネジメントシステム等の運用                

本庁舎等で認証取得した環境マネジメントシステムの維持継続や、市の事業活動か

ら発生する温室効果ガス削減のために策定した「いずもエコオフィス・アクションプ

ログラムⅡ」を確実に推進します。その成果を公表し、市民、事業者等に省エネ対策

や地球温暖化対策及びリサイクルなどへの関心を高めます。 

 

（３）省エネ行動強化プラン 

節電や省エネ機器への買い替えなど様々な省エネメニューがありますが、その中で

も市がきっかけを作り、より効果的に推進できると考えられる省エネ行動の推進強化

を図ります。 

 

①緑のカーテンの普及           

家庭において消費電力の最も多い機器はエアコンと言われ

ています。冷暖房費を節約するためには、断熱性・気密性を高

める工夫が有効です。断熱性を高める取り組みのひとつに、『夏

の日射を避け、室内を涼しくする工夫としてつる性の植物を植

え、「緑のカーテン」を作る』ことがあげられます。 

そこで、夏場のエアコンの省エネを推進するため、つる性植

物の種の配布などを行い「緑のカーテン」の普及を図ります。 
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②マイカー利用の自粛           

本ビジョンの上位計画｢出雲市環境基本計画｣において、｢3ｋｍ未満のマイカー通勤

の自粛｣｢公共交通や自転車、徒歩を適切に併用するライフスタイルへの転換」等、マ

イカー利用の自粛を市民、事業者、市の行動指針にあげています。 

マイカー利用を自粛することは、一人ひとりの心

がけに頼ることも多いですが、それだけでは難しい

こともあります。 

そのため、市が主体となって、マイカー利用の自粛を推進する

ための取り組みを推進します。 

【市の取り組み】 

①市職員のマイカー通勤の自粛 

通勤距離 3ｋｍ未満の市職員のマイカー通勤自粛を率先し、市民・事業者に模

範を示すとともに、実践者の取り組みを市のホームページや環境新聞｢えこ～つ

うしん(広報いずも)｣等で紹介し、実践を呼びかけます。 

②公共交通機関の利便性向上 

鉄道及びバス事業との連携により、公共交通機関の利便性を高め、マイカー利

用の自粛を推進します。 
 

③ごみ減量化の推進            

｢出雲市環境基本計画｣は、施策の柱の一つとして『「もったいない」の心で築く 循

環型のまち』を基本目標とし、廃棄物対策と循環型社会の推進を掲げています。 

この実現のためには、日常的に３Ｒ(発生抑制・再利用・再生利用)の取り組みを推

進する必要があります。これを推進実践することにより、ごみの減量化・再資源化に

結びつくとともに、省エネや地球温暖化対策はもとより、循環型社会の構築に繋がり

ます。 

【市の取り組み】 

①３Ｒ運動の推進 

３Ｒ運動は、ごみ減量と資源回収など、限りある資源、エネルギーを大切に

使い、環境への負荷を少なくする取り組みです。ごみの減量化、省エネや地球温

暖化対策を推進するため、市の広報いずもやホームページ、パンフレット等で３

Ｒ運動のＰＲを図ります。 

②生ごみ処理機器購入補助及びリサイクル団体回収補助制度の利用促進 

補助制度の利用拡大を促進するため、市の広報いずもやホームページ、パンフ

レット等によるＰＲを行い、ごみの減量化を図ります。 

③廃食用油回収の推進 

廃食用油を精製した燃料、BDF※1を石油燃料の

代替燃料として、本市の一部の地域の生活バスや

環境関連施設の車に利用しています。BDFは化石

燃料の需要を抑えるとともに、温暖化対策や省エ

ネにつながります。BDF事業の拡充を図るために

市の広報いずもやホームページでＰＲし、廃食用

油の回収の推進を図ります。 
 

 
※1【ＢＤＦ】Bio Diesel Fuel(バイオ･ディーゼル･フューエル)の略語  

廃植物油を利用した鉱物性（炭化水素物）に替わる燃料油の事で植物系燃料であるため、
地球温暖化防止協定上の CO2排出量はゼロカウント 

廃食用油回収ボックス 
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④市民運動の推進               

事業所等によっては、省エネルギーは顧客へのサービスの低下につながると考えら

れる場合もあります。また、一人では取り組みにくいことでも、大勢だと取り組みや

すくなることもあります。 

そこで、市が率先して省エネルギーを呼びかけ、市民運動としてみんなで推進する

機会を創出します。 

【市の取り組み】 

①省エネ強化月間の設定(冬季⇒１月・２月 夏季⇒７月・８月) 

市のホームページやケーブルテレビ等を活用し、特定の省エネルギー行動

(例：エアコンの温度設定⇒１・２月は 20℃、７・８月は 28℃等)をみんなで実

践することを呼びかけます。 

②ノーマイカーデーの設定 

ノーマイカーデーを設定し、マイカー通勤の自粛を推進します。 

③エコドライブキャンペーンの実施 

ガソリンスタンド等との連携により、タイヤの空気圧測定と補充を実施するエ

コドライブキャンペーンを実施します。 

④マイバッグキャンペーンの実施 

スーパー等との連携により、マイバッグの利用促進を図るマイバッグキャンペ

ーンを実施します。 

⑤アイドリングストップの推進 

観光地の駐車場やバス・タクシー乗り場などを中心に、施設管理者等と連携し

アイドリングストップを実践してもらうよう呼びかけます。 

⑥ノーテレビデーの設定 

教育委員会、市内の幼稚園及び小中学校との連携により、ノーテレビデーを設

定し、身近な省エネ行動を呼びかけます。このことは、省エネの推進はもちろん

家族のふれあい時間、早寝早起き、朝食摂食等の生活リズムの向上にも繋がると

考えられます。 

⑦ライトダウンキャンペーン(一斉消灯の日) 

一斉消灯の日を設定し１時間(２時間)程度、ライトアップ施設や、一般家庭な

どで電気を消します。家庭では、ロウソクでの生活にチャレンジするなど、手軽

にできるスローライフ体験を呼びかけます。 

 

★意識調査（アンケート）からの省エネのアイデア  

本ビジョン策定のために実施した意識調査の自由意見で、省エネ対策の提案としてテレビ

の観賞時間の見直し、24時間営業店の営業時間の見直し、飲料水自動販売機の削減、マイバ

ッグやマイ箸持参の推進などがありました。(資料 2 20頁参照) 

国において、平成 19年 12月に、中央環境審議会地球環境部会の「京都議定書目標達成計

画の評価・見直しに関する最終報告（案）」の中に、今後速やかに検討すべき課題として、

①国内排出量取引②環境税③新エネルギー等対策の抜本的強化④深夜化するライフスタイ

ル・ビジネススタイルの見直し⑤サマータイムの導入が報告されています。これらの課題を

進めるには、国民・事業者などの理解と協力を得るように努めながら総合的な検討を行なう

必要があるとされています。 

このようなことから、提案のあったテレビ観賞時間や、24時間営業店の営業時間、飲料水

自販機、マイバッグなどについて論議を深め実効性を模索し、出雲市独自の温暖化防止や省

エネ対策を検討していく必要があります。 
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（４）省エネメリット還元プラン 

 省エネルギーを実践した市民・事業所にそのメリットを還元する等、取り組み意欲

を刺激する市独自の｢省エネインセンティブ（省エネ行動を促す動機づけ）｣を設ける

ことで、省エネルギーの実践を促進します。 

 

①省エネポイント制度の創設          

市民の省エネ実践状況などに応じて｢省エネポイント｣を発行し、そのポイントを使

って市独自のサービスを受けられる制度の創設を目指します。 

また、将来的には地産地消の推進を図るため、農業生産者や漁業関係者、地場産業

関係者などとの連携を図り、地域通貨（(仮称)だんだん通貨）の導入の可能性を検討

します。 

【市の取り組み】 

①省エネポイント制度の整備 

ポイントの発行メニューや発行方法、ポイントで提供

するサービス等の内容を検討します。 

②提供サービスの充実 

NPOや事業所などと協働し、ポイントで提供するサー

ビスの充実を図り、省エネルギーなどの促進を図ります。 

③地域通貨の導入 

循環型社会や省エネルギーを目指すまちづくりとして、NPOや事業所などと協

働し、地産地消の推進を柱とした地域通貨の導入を検討します。 

地域通貨を発行して得た経費は、エコアイス※1やソーラーパネル、LNG※2などの

普及を図るため、公共施設などへの省エネシステムの導入経費として検討します。 

また、省エネルギーの推進に賛同する事業所などの売上げの一部を｢(仮称)省エ

ネマネー｣として提供いただき、地域通貨に活用する仕組みを検討します。 
 

地域通貨((仮称)だんだん通貨)イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

(仮称)省エネマネーイメージ 

 

 

 

 

 

※省エネマネーとは賛同事業所からの寄付金の仮称 
 

 
※1【エコアイス(氷蓄熱式空調システム)】 

夜間電力を利用して、氷や温水を蓄熱槽に蓄え、昼間の冷暖房に役立てる空調システム 
※2【ＬＮＧ(液化天然ガス)】天然ガスの主成分であるメタンを冷却し液化したもの 

省エネポイントイメージ 
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（５）機器等の導入促進プラン 

 省エネルギーは｢行動｣の他に、省エネルギー機器や新エネルギーを導入することで

効果を高めることができます。 

 そのため、省エネルギー機器や新エネルギー機器の導入促進を図ります。 

 

①公共施設への積極的導入               

市が所有する公共施設において、ESCO 事業の可能性を検討すると共に、機器の更

新や新たに施設を建設する際、省エネ機器・新エネ機器の積極的な導入を検討しま

す。 

 

②事業所における省エネルギー診断の推進            

市のホームページや環境新聞｢えこ～つうしん(広報いずも)｣などを活用し、業界団体

等に省エネルギー診断を呼びかけ、事業所の省エネルギーを推進します。 

【市の取り組み】 

①業界団体等へ省エネルギー診断の呼びかけ 

②省エネルギー診断(専門家)の紹介・派遣 

 

③家庭・事業所における機器等の導入促進            

機器の買い替えや新たな機器を購入する際、建物のリフォームを行う際など、積極

的に省エネルギーを進めてもらえるよう、市と機器等の販売事業者が連携し、省エネ

機器・新エネ機器等のＰＲを行います。 

【市の取り組み】 

①機器等の販売事業者への呼びかけ 

機器等を販売する事業者に対し、省エネ機器・新エネ機器に関する情報を消費

者にわかりやすく伝えるよう呼びかけます。また、家電販売店に対しては｢省エ

ネ型製品普及推進優良店(12頁参照)｣への認定を呼びかけます。 

②建設業者への呼びかけ 

省エネに配慮した家づくり、エコ改修、省エネ住宅取得に関する支援制度(融

資金利の優遇制度)等の情報を、消費者に分かりやすく伝えるよう呼びかけます。 

 

④省エネ機器・新エネ機器の導入支援の検討        

意識調査において、「補助金や優遇税制などが受けられるのであれば機器の導入を検

討したい」という回答が多数ありました。機器の普及促進を図るためには、費用負担

の軽減が求められています。 

そのため、市民、事業者の費用負担を軽減し、積極的に省エネ機器・新エネ機器が

導入されるよう、支援制度の創設を検討します。 
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３．取り組みを継続・拡大する 

 

（１）推進組織の設立プラン 

取り組みを継続・拡大するためには、取り組みを推進する核組織をつくることが重

要です。市民・事業者・市が協働し、推進組織を設立します。 

 

①（仮称）出雲市環境保全推進協議会の設立             

市民・事業者・市の協働により、本ビジョンをはじめ環境保全に関わる施策を推進す

る組織「（仮称）出雲市環境保全推進協議会（以下、協議会）」を設立します。 

協議会は、本ビジョン策定委員会や庁内委員会の委員が中心となり、市民、事業者、

教育関係者等で組織します。なお、設立当初は市が牽引することとなりますが、将来的

には市民・事業者が主体となって活動が展開されるよう、パートナーシップの構築を図

ります。 

また、この協議会は「地球温暖化対策の推進に関する法律」の規定に基づき、日常生

活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し、必要となるべき措置について協議し、

具体的に対策を実践する「地球温暖化対策地域協議会」として登録申請を行います。 

 

【協議会の役割】 

①本ビジョン及び出雲市環境基本計画に基づく率先行動の実施 

②環境保全施策の結果の検証及び提案（進行管理） 

③環境関連研修会への参加及び企画 

④所属団体や居住地域において環境保全施策を牽引するリーダー 

⑤全市全体に取り組みの輪を拡大する啓発活動 
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６－５．ビジョンの推進に向けて 

１．キャッチフレーズ 

子どもから大人まで、みんなで省エネルギーを推進するためのキャッチフレーズを設

定します。 

神話の国で省エネライフ 

～スローライフを目指し健康で安全な省エネルギーのまち～ 

「車の利用を控えて徒歩や自転車を利用する」「地産地消」など、省エネに向けた取り

組みの多くは、地球にやさしいだけでなく、スローライフの実現につながります。 

そこで、「省エネライフ」と「スローライフ」を一体のものと考え、省エネライフで健康で

安全な暮らしを提案し、省エネルギーのまちを目指すこととします。 

 

２．進行管理 

 

（１）市の取り組みの進行管理 

本市は ISO14001の認証を受けており、本ビジョンの施策や数値目標の管理は、市の

ＥＭＳで運用していきます。 

 

（２）市民・事業者の取り組みの進行管理 

先述した「（仮称）出雲市環境保全推進協議会」において、年度ごとに市民・事業者

の取り組み状況を把握し、進行管理を行います。 

 

（３）総合的な進行管理 

出雲市環境審議会は、本ビジョンの上位計画「出雲市環境基本計画」の進捗状況を

まとめた年次報告書（出雲市環境白書）により、計画の総合的な推進について点検・

評価を行い、それに基づいた施策見直しなどの提言やアイデアの提供を行います。 

 

■図表 6-5-1.進行管理の体制 
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３．進行管理の流れ 

 

環境基本計画と同様に、「計画（Plan）」「実行（Do）」「点検・評価（Check）」「見直

し（Action）」の「PDCAサイクル」を用いて行います。 

 

①計画（Plan）  

本ビジョンにあたります。 

②実行（Do）   

本ビジョンを確実に実行していきます。 

③点検・評価（Check）  

本ビジョンのアクションプランや目標数値などの進捗状況を点検・評価し、

問題点や課題を把握します。 

なお、進捗状況は毎年、年次報告書（出雲市環境白書）によって公表します。 

④見直し（Action）  

問題点や課題を解決するための対策を検討し、計画に反映させていきます。 

 

４．点検・評価項目 

 

ここではビジョンを推進するにあたり、定量的に点検・評価する項目を示します。 

 

（１）二酸化炭素排出量 

二酸化炭素排出量により、本ビジョンの目標達成状況を点検・評価します。 

 

（２）市民・事業者・市の取り組み状況 

二酸化炭素排出量削減に向けた市民・事業者・市の取り組み状況について、次ペー

ジの項目を点検・評価します。 
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■図表 6-5-2.取り組み状況点検・評価項目 

①環境学習推進プラン 

・(仮称)いずも環境講座受講者数 
・省エネ学習実践校数 
・こどもエコクラブ登録団体数（※） 

②環境啓発イベント推進プラン 

・くらしの中の環境フェア入場者数（※） 
・21世紀出雲産業見本市入場者数（※） 
・出雲「花と緑」総合フェスティバル入場者数（※） 
・出雲ふるさとの森植樹祭参加者数 
・自然体験事業参加者数（※） 
・ポイ捨て一掃大作戦参加者数（※） 
・啓発グッズ貸出件数 

③情報発信プラン 

・環境新聞「えこ～つうしん（広報いずも）」の発刊回数（※） 

④環境マネジメントシステム普及促進プラン 

・家庭版環境 ISO登録世帯数（※） 
・環境 ISO認証取得事業所数（※） 
・エコアクション 21取得事業所数 
・学校版エコライフチャレンジしまね参加小中学校割合（※） 
・市の事務及び事業から発生する CO2の削減率（※） 

⑤省エネ行動強化プラン 

・つる性植物の種配布数 
・3kｍ未満の市職員のノーマイカー通勤率（※） 
・マイカー通勤自粛推進事業所数 
・廃棄物排出量、削減率（※） 
・廃棄物再資源化量、リサイクル率（※） 
・廃食用油回収量（※） 
・生ごみ処理機器購入補助数 
・リサイクル団体回収補助登録団体数（※） 

⑥省エネメリット還元プラン 

・省エネポイント発行数 

⑦機器等の導入促進プラン 

・公共施設への省エネ機器導入件数 
・新エネルギー導入市有施設数（※） 
・風力発電施設の発電量（※） 
・省エネ診断の（専門家）派遣数 
・省エネ型製品普及推進優良店数 

※印は出雲市環境基本計画で目標が設定されている項目 
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５．スケジュール 

アクションプラン 
短期 

（2008～2010） 

中期 
（2011～2013） 

長期 
（2014～2016） 

●環境学習推進プラン          

 (仮称)いずも環境講座の開催          

 エコライフ・スローライフ体験学習等の推進          

学校における省エネ学習の推進          

 ｢こどもエコクラブ｣の活動促進          

●環境啓発イベント推進プラン          

 イベント等での啓発          

 環境にやさしいイベント運営          

 市民・事業者の環境啓発支援          

●情報発信プラン          

 具体的な省エネメニューの発信          

 市民・事業者・市の取り組み効果の公表          

●環境マネジメントシステム(EMS)普及促進プラン          

 家庭版環境 ISOの普及          

 事業所における｢ISO14001｣や｢EA21｣等の普及          

 ｢学校版エコライフチャレンジしまね｣の普及          

 市の環境マネジメントシステム等の運用          

●省エネ行動強化プラン          

 緑のカーテンの普及          

 マイカー利用の自粛          

 ごみ減量化の推進          

市民運動の推進          

●省エネメリット還元プラン          

 省エネポイント制度の創設          

●機器等の導入促進プラン          

 公共施設への積極的導入          

 事業所における省エネ診断の推進          

 家庭・事業所における機器等の導入促進          

 省エネ機器・新エネ機器の導入支援の検討          

●推進組織の設立プラン          

 (仮称)出雲市環境保全推進協議会の設立          
 

準備 

全市職員登録 

普及強化 継続 

準備 

市職員率先 

準備 

準備

 
 


