熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画 各団体の取組概要（案）
対策

ガス種

部門

施策

取組 （◎：新規 ○：既存・継続）

資料６－２
熊本市

菊池市

宇土市

宇城市

阿蘇市

合志市

美里町

菊陽町

西原村

南阿蘇村

嘉島町

益城町

甲佐町

持続可能な経営につなが
○省エネ及び石油代替
る脱炭素型産業活動の ◎産業（農林水産業・立地工場）の再・省・ エネルギーの利用推進
畜エネの徹底
推進
◎事業所の再・省・蓄エネの導入推進
産業部門
○環境関連産業の誘致促進

○環境関連産業の誘致
促進

地域資源を活用した地産 ◎循環型社会の推進（再エネ利活用事
地消型エネルギーの有効 業：家畜糞尿等のバイオマス発電等）（先
活用の推進
導的事業）

○新築・既存建築物の省エネ・再エネ活
用の促進 1
エコオフィスの普及促進

○合志市総合健康セン
ター温泉熱利用設備導
入事業
○本庁舎及び別館省エ
ネ・新エネ改修
○国際交流会館空気調
和設備改修
○男女共同参画センター
はあもにい施設整備
○オープンスペースへの
LED照明灯導入
○市有建築物の省エネ・
新エネ推進
○事業所の省エネ・創エ
ネ化推進

○大規模改造事業

○省エネ・再エネ機器の普及促進に向け
た情報発信

○役場本庁舎熱源改修
事業
○役場本庁舎改修事業

◎（仮）事業者に対しリー
フレットを配布

○省エネ建築物の普及啓発

○家庭、事業者等への情
報発信

○（仮）家庭や事業者に
おいて緑のカーテンの設
置

◎高効率機器導入・改修にかかる導入支
援
○省エネルギー機器等
導入推進事業
業務その他部門
○再生可能エネルギー
自発的かつ継続的なエネ ○災害対応型の自立型エネルギーシステ 等導入推進事業
ルギーマネジメントの推進 ムの導入
◎電力の地産地消事業
◎防災拠点等への大型
蓄電池配備事業

◎再生可能エネルギー
導入及び高効率空調機
器・照明機器更新事業

○環境マネジメントシステ
ムの普及促進
○環境保全型新技術・新
○環境保全型技術の開発支援・情報提供
商品開発支援
○BEMSの普及促進及び情報提供
○環境に配慮した事業活動の推進

○BEMSの率先的導入
○水道施設における自然
エネルギー（小水力発電
等）の活用
○下水汚泥の有効活用
○節水市民運動の展開
○くまもと水ブランドの発
○上下水道施設におけるエネルギー資源 信
の有効活用
○雨水有効活用の促進
○下水道処理水の農業
用水等への再利用
◎地域エネルギー事業の
○水資源の最適マネジメントの推進
推進
○上下水道施設における省エネ・省資源
化の徹底

環境配慮型インフラへの
転換の推進

○（仮）汚泥を民間産廃
業者に委託して堆肥化

○水道管理センターでの
太陽光発電活用事業

熊本連携中枢都市圏発
○省エネルギー住宅の普
◎○地域エネルギー事業の推進（先導的
地産地消型エネルギー事
及促進
事業）
業の本格展開
○住宅における省エネル
○新築・既存建築物の省エネ・再エネ活
ギー等の普及啓発
用の促進 2
◎（仮）省エネルギーサー
ビスの選択に取り組むよう
普及啓発

○省エネ住宅の普及啓発
環境負荷低減に配慮した
消費者行動の推進
家庭部門

○省エネ・再エネ機器の普及促進に向け
た情報発信・導入支援

○省エネ型浄化槽導入に向けた普及促進
エ
ネ
ル
ギ
ｌ
起
源
C
O
2

◎HEMSの普及促進

○家庭、事業者等への情
報発信
○雨水浸透枡設置事業
○雨水タンク設置事業
○家庭、事業者等への情
報発信

○（仮）太陽光発電シス
テム設置費用補助

○太陽熱温水器設置費 ○西原村雨水浸透桝設
補助事業
置補助金交付事業

○（仮）住民が蓄電池を
伴う太陽光発電設備補
助

エ
ネ
ル
ギ
ｌ
起
源
C
O
2

生活の利便性と環境配慮
○ZEHの推進のための情報提供
を両立した住民のエネル
○次世代自動車の率先導入
次世代交通・システムの
普及促進

◎次世代自動車（電気自動車など）を利
用しやすいインフラ環境の整備

◎（仮）ZEHにおいて補助
金制度
○エコカーの率先導入

排

運輸部門

安心・安全・低炭素型モビ
リティ社会の実現

削
減
対
策

低炭素型運輸体系の構
築

○（仮）低燃費車の導入
○（仮称）防災センター整
備事業

◎（仮）放射環状型の配
置パターンによる道路網
の構築

◎公共交通ネットワークの維持・確保に係
る民間事業者の支援

○幹線道路の渋滞対策

○電気自動車の充電設
備設置

○電気自動車などのイン
フラ環境整備

○バス路線網の再編
○エコ定期券の強化
◎低床電車導入事業
○低公害バス（電動バ
○公共交通（バス路線等）の再構築と利用 ス）の導入
促進
◎電気自動車を活用した
企業との連携事業
○鉄軌道網の整備

出

◎（仮）環境への負荷が
少ない車両に随時移行

○（仮）効率的な公共交
通の整備

○公共交通維持確保事
業

○（仮）公共交通ネット
ワークの再構築

○セミコン通勤バスの運
行（セミコン交通対策協
議会実施）

○渋滞ポイントの改善

○モビリティマネジメント
○自転車走行環境の創
出
○自転車駐車場の活用
○スマートムーブの推進（公共交通機関の
◎シェアサイクル事業
利用、エコドライブの推進など）
○ノーマイカー通勤の推
進
○歩きたくなる歩道の実
現
○交通弱者に向けたモビリティサービス（デ
マンドバスその他）の実装・展開
○シームレスな低炭素型モビリティサービ
スの展開
○パークアンドライドの推
○パークアンドライドの推進
進
○デマンドタクシー等の導
○デマンドタクシーの導入
入
○グリーン物流の推進（省エネトラック、鉄
道、船舶等）
○モーダルシフトの推進
○熊本港の利用促進

○南阿蘇村予約型乗合
タクシー事業

◎エコドライブの普及

◎脱炭素型港湾地域の推進
○地産地消の積極的な推進

○地産地消の積極的な
推進

○学校給食地産地消推
進事業

エネルギーの面的利用の ◎非常時を見据えた自立型エネルギー融
推進
通システムの導入（先導的事業）

○近隣施設への余剰熱供給
低炭素型クール都市の推 ○屋上・壁面緑化の推進
進
◎熱環境を考慮した面的開発の推進
○地下水かん養対策の推進

部門横断

○環境工場（ごみ焼却施
設）焼却熱利用
◎近隣施設への余剰熱
供給
○屋上等緑化助成
○水田湛水事業

○学校施設太陽光発電
システム整備事業
○学校施設照明のLED
化事業
○公園照明灯の長寿命
光源への切り替え
○熊本城屋外照明LED
化
○公共施設への省エネ化、創エネ化の推
○地方公共団体実行計
○道路照明灯の長寿命
進
画(事務事業編)の改訂
行政の率先した低炭素活
光源への切り替え
動の推進
○LED等防犯灯取替補
助事業
○市役所の率先活動
◎公営住宅整備事業に
伴うZEHの導入
◎全庁的な省エネ事業
の支援

○（仮）市役所執務室内
照明のLED化、市域の街
路灯のLED化

◎（仮）省資源・省エネル
ギー型の製品の購入を促
進

○行政によるグリーン購入の推進
圏域の地域資源を活用し ◎地域循環共生にむけたエネルギー・経
た再生可能エネルギーの 済循環の実現（先導的事業）
戦略的な低炭素の普及
◎環境価値の圏域内融通の検討
推進

○菊陽町生垣等設置奨
励補助金

◎（仮）緑のカーテン

○屋根貸し事業

○（仮）エコチューニン
グ、省エネ診断を行い電
力削減可能箇所について
検討
○（仮）デマンド監視を実
施

○行政によるグリーン購
入の推進

○環境イベントやポータルサイト等による環
境啓発の推進
○COOL CHOICEの推進

◎省エネルギー型ライフ
○COOL CHOICE CITY く
スタイルへの転換に向け
まもと普及促進事業
た普及啓発
○電気使用料の制御

○脱炭素社会に向けた環境保全活動の
推進

○環境教育の推進
○環境教室・学習会等の
実施
○学校版環境ISO、エコ
カードの配布等啓発事業

くまもと型ゼロカーボンライ
フの推進

○ごみ発生抑制のための活動推進

エ

廃棄物分野

○エコライフ計画推進事 ○（仮）環境教育・環境学
業
習

○レジ袋削減推進事業
○資源物拠点回収の拡
大
○家庭ごみの有料化
○ごみ焼却灰セメント原
料化
◎生ごみ堆肥化容器・家
庭用生ごみ処理機購入
費助成事業
◎再生資源集団回収助
成事業
◎リサイクル保管庫設備
補助事業

○（仮）町内のごみ拾い
等を住民と共同で実施

○クルービス事業

○マイバッグキャンペーン
の実施
○生ごみ処理機等購入
補助事業
○資源ごみ（有価物）回
収団体奨励金補助事業

○（仮）生ごみを堆肥化
する処理容器や処理機
の購入に対する補助

○ごみ袋有料化
○菊陽町リサイクル推進
○生ごみ処理機の購入
事業奨励金交付
補助
○生ごみ処理容器設置
○ごみ袋有料化
事業補助金交付・電動式
生ごみ処理機設置事業
補助金交付

○生ごみ処理機器設置
補助事業
○再生資源集団回収助
成事業・再生資源保管所
等整備費助成事業

○生ごみリサイクル補助
事業

ごみゼロの積極的展開

ネ

○廃棄物減量化対策事 ○（仮）広報紙・ホーム
業
ページを活用した情報発
信

○ごみ分別収集の徹底のための普及啓発

ル

○リサイクル事業
○合志市エコまつり運営
事務事業
○合志市レジ袋削減推
進事業

ギ

○ごみ減量のための環境教育の充実

ｌ

◎ごみ減量啓発事業

起
源

○プラスチック容器の分
別収集・再資源化

○プラスチック製容器包
○プラスチック容器の分別収集・再資源化
装の分別収集・リサイクル

C
O

○リサイクル商品の推奨

2

○施設の延命

以
外

◎東部環境工場（ごみ焼
却施設）延命化事業

サステナブルな環境配慮
○環境保全・資源循環型農畜産業の推進
型農畜産業の推進

の
ガ
ス

○こうさ環境フェア等にお
ける環境啓発事業

○環境学習

○地下水の硝酸性窒素削減対策

農業分野

◎環境保全型農業直接
支払事業

○環境保全型農業直接
支払交付金

○地産地消推進事業

◎環境調和型バイオマス
資源活用モデル事業
○雨水浸透桝設置補助
事業
○雨水タンク設置補助事
業

地下水保全の推進
○地下水浄化対策
◎（仮）ノンフロン・低GWP
型指定製品の使用を推
進し、市民に情報提供

ノンフロン・低GWP化の推 ○ノンフロン・低GWP型指定製品の普及促
進
進及び消費者への情報提供
業務用冷凍空調機器の
代替フロン等4ガ 廃棄時等のフロン類の回 ○フロン排出抑制法に基づく、管理者の指
導・監督・普及啓発
ス分野
収の促進
業務用冷凍空調機器の
○フロン排出抑制法に基づく、充填回収業
廃棄時等のフロン類回収
者の指導・監督・普及啓発
の促進
○豊かな自然の保全と再生
森づくりの展開

○水源かん養林整備事
業
○自然環境保全事業

○企業・法人等との協働
の森づくり活動

◎（仮）森林整備

○林業担い手育成
○（仮）間伐材を有効に
活用

○地域とのふれあい交流と緑の推進
吸収源対策

グリーンシティの普及促進 ○都市における緑の保全・整備

○気象海況を踏まえた事業展開の推進
適応対策

気候変動に適応した次世
代型都市圏の実現
◎気候変動への適応計画の策定推進

○民有地緑化助成
○公共地緑化事業
○緑のカーテン普及
○市電緑のじゅうたん事
業

○花と緑のまちづくり事業

○（仮）花苗等の配布をと
○花いっぱい運動推進事
おした市民による花のまち
業
づくりや美化活動

○美里町森林整備事業

◎南阿蘇村森林計画

○グリーンカーテンコンテ
スト

