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地球温暖化の現状

出典：IPCC第５次評価報告書、全国地球温暖化防止活動推進センター

2011年7月29日1996年7月28日

陸域と海上を合わせた
世界平均地上気温

1880～2012年の132年間に
約0.85℃上昇
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地球温暖化の最新状況①

注：薄い色の領域はシミュレーションごとの可能性が高い範囲

出典：IPCC第６次報告書

観測気温

人為的要因
と自然起源
の要因をシ
ミュレートし
た推定値

自然起源
の要因の
みシミュ
レートした
推定値

・産業革命以降に観測された急激な
気温の上昇が、過去2000年以上の間
で例がない水準であり、過去10万年

で最も地球が温暖だったころの気温
の推定値を超えていることや、人間の
活動と自然の影響を両方とも考慮して
試算した気温の推定値とおおむね一
致しています。

・「人間の影響が大気、海洋および陸
域を温暖化させてきたことには疑う余
地がない」と記し、初めて断定する表
現となりました。

地球温暖化の原因人間の活動によるものと断定
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地球温暖化の最新状況②

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター、 気象庁「気候変動監視レポート2020」

2020年は各地で気温の高い状態が続き、年平均気
温は全国的にかなり高かった。

統計期間1910～2020 年における、最高気温が35℃以

上（猛暑日）の日数は増加しています。特に、猛暑日の
日数は、1990 年代半ば頃を境に大きく増加しています。
また、積雪量は全ての地域において、1980 年代初めか
ら1990年代初めにかけて大きく減少しており、それ以降
は東日本日本海側と西日本日本海側で1980 年以前と
比べると少ない状態が続いています。
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地球温暖化によるリスク
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参考：IPCC第５次報告書
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日本への影響
平成30年７月豪雨

令和元年台風15号

令和元年台風19号

西日本を中心に広い範囲で数日間大雨が続き、死者224名、行方不明者8名、
負傷者459名、住家破損など被害が発生しました。
気象庁「地球温暖化に伴う⽔蒸気量の増加の寄与があったと考えられる。」

出典：気象庁HP

関東地方に上陸したものとしては、観測史上最強クラスの勢力で、千葉県に上陸。

千葉県を中心に、最大約64万件が停電。最大瞬間風速が観測史上第1位となる
57.5mの強風で、建物被害や倒木等が多数発生し、停電の長期化や、断水・通信
障害など、市民生活や産業活動の多方面に大きな被害が生じる特殊な災害とな
りました。

東日本から東北地方を中心に広い範囲で観測史上1位の記録を更新する大雨となりました。総雨量は
神奈川県箱根町で1,000ミリに達し、関東地方の７か所で最大瞬間風速40 メートルを超えました。この
大雨の影響で、広い範囲で河川の氾濫が相次いだほか、土砂災害や浸水害、人的被害や住家被害、
電気・水道・道路・鉄道施設等のライフラインへの被害が発生しました。

千葉県千葉市

愛媛県大洲市



地球温暖化に対する考え方

適 応 策緩 和 策

地球温暖化の原因となる温室効
果ガスの排出量の削減や二酸
化炭素の吸収源の増加を図るこ
とをいいます。

地球温暖化による気候変動の
影響を、回避や軽減したりするこ
とをいいます。
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これまで広く知られてきた温室効果ガスの排出量を減らす取り組み
である「緩和策」、そしてこれからの時代は、すでに起こりつつある
気候変動の影響を回避・軽減するための「適応策」を実施していく
ことが重要になります。
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緩和策と適応策

省エネ

再生可能エネルギー

分別節水

移動手段

不要照明の消灯
温度設定

ごみの減量化

公共交通機関の利用
自転車の利用

節水型シャワー

服装の工夫

クールビズ
ウォームビズ

住宅用太陽光設備
の設置

水分補給 屋上緑化 感染症対策

熱中症情報の提供 屋上・壁面緑化
ヒートアイランド対策

感染情報の提供
町内掲示板への周知

ハザードマップ
メディアによる
情報収集

洪水ハザードマップ
土砂災害ハザードマップ

防災情報Eメール登録
ＳＮＳの活用

食を守る

新たな品種の研究

緩和策 適応策
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国内での地球温暖化対策
地球温暖化対策計画の策定（2016年5月閣議決定）

「地球温暖化対策計画」による国の温室効果ガス削減目標
• 中期目標： 「2030年度に2013年度比26％減」

 国、地方公共団体、事業者、国民が

連携・協力をして気候変動の影響に

よる被害を回避・軽減する適応策を

推進するための法的仕組み。

気候変動適応法

 温室効果ガス排出の抑制等のため

の総合的かつ計画的な施策を策定

し、実施するように努めるもの。

地球温暖化対策推進法

緩和策と適応策は車の両輪の関係です。
地球温暖化対策推進法と気候変動適応法の二つを礎に、
気候変動対策を推進します。
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2050年目標「実質ゼロ」を表明

2020年10月26日、菅首相の所信表明演説において、
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を目指す

ことが表明されました。
※「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸
収量を差し引いてゼロを達成することを意味しています。

「地球温暖化対策計画」、「エネルギー基本計画」、「パリ協定に基づく
長期戦略」の見直しを加速していく構えです。
環境省でも、2016年に策定した「地球温暖化対策計画」の見直しに着手
しました。今後の温暖化対策の強化が見込まれます。
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2030年中期目標見直しへ

米国主催 気候サミット（2021年4月22日）

菅首相は、2050年カーボンニュートラルの長期目標と
整合的で、野心的な目標として、我が国が、2030年度

において、温室効果ガスの2013年度からの46％削減
を目指すことを宣言するとともに、さらに、50％の高み
に向け、挑戦を続けていく決意を表明しました。
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三鷹市の環境の取組①ー１

三鷹市環境基本計画2022 第２次改定

計画の位置づけ

「第４次三鷹市基本計画（第２次改定）」に基づく個別計画
「地球温暖化対策実行計画」「ごみ処理総合計画」「緑と水の基本計画」など、
他の個別計画と整合を図り、補完・連携しあうものです。

計画期間

平成23（2011）年度から令和４（2022）年度までの12年間を計画期間とした三
鷹市環境基本計画2022を策定し、４年ごとに見直しを行っています。
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三鷹市の環境の取組①ー２

三鷹市環境基本計画2022 第２次改定

計画の対象範囲

文化的環境生活環境 自然環境 地球環境

文化財
土地利用・景観

大気汚染
河川・地下水水質
騒音、振動
土壌汚染

緑
生物の生育環境

水循環

廃棄物
地球温暖化
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三鷹市の環境の取組①ー３

三鷹市環境基本計画2022 第２次改定

目指すべき環境像

循環・共生・協働のまち みたか

環境目標１ 健康で安全に生活ができる

環境目標２ 歴史・文化資源を活かした良好な景観を形成する

環境目標３ みどりを守り多様な生き物と共生する

環境目標４ 循環型社会を形成する
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三鷹市の環境の取組②－１

三鷹市地球温暖化対策実行計画（第４期計画）

計画期間

計画期間は、平成31（2019）年度から令和12（2030）年度までの12年間を計
画期間とし、４年を目途に社会情勢等を勘案して計画の改定を行います。

計画構成

市域内のすべての市民・事業者
→ 市全域から排出される
→ 温室効果ガスの排出量抑制

市の事務及び事業
→ 市の事務及び事業から排出される
→ 温室効果ガスの排出量抑制
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三鷹市の環境の取組②－２

三鷹市地球温暖化対策実行計画（第４期計画）

温室効果ガス削減目標

市全域から排出される温室効果ガスの削減目標

基準年度：平成25年度（2013年度）
短期目標：令和４年度（2022年度）、（2013年度比） １３．７％削減
長期目標：令和12年度（2030年度）、（2013年度比） ２１．７％削減

なお、2030年度に電気の排出係数が0.37となった場合 ３３．０％削減

市の事務及び事業から排出される温室効果ガスの削減目標

基準年度：平成25年度（2013年度）
短期目標：令和４年度（2022年度）、（2013年度比） １７．３％削減
長期目標：令和12年度（2030年度）、（2013年度比） ２４．０％削減

なお、2030年度に電気の排出係数が0.37となった場合 ４０．７％削減



17

三鷹市の環境の取組③

三鷹市環境マネジメントシステム「みたかE-Smart」

環境マネジメントシステムとは・・・

組織が環境負荷を低減するとともに、環境貢献に資する活動等に自主的に
取り組むための仕組み。

「みたかE-Smart」とは・・・

世界共通の言語であるSDGｓの理念を認識し、自らの事務事業の成果と環
境への貢献を同時に実現することを目的とした三鷹市独自の環境マネジメン
トシステム。

SDGs… 2015年９月の国連サミットで採択された「17の目標、169のターゲット及び232の
指標」で構成された持続可能な世界を実現するための国際目標のこと。



18

三鷹市の環境の取組④

新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金

地球温暖化対策を推進するため、市民が自ら所有し、使用するために設置
する設備の設置費の一部を助成します。

太陽熱利用システム新エネルギー設備 高効率給湯器

強制循環式ソーラーシステム
自然循環式太陽熱温水器

太陽光発電設備
風力発電設備

蓄電池

燃料電池コージェネレーション
自然冷媒ヒートポンプ



三鷹市の環境の取組⑤

三鷹市防災エコタウン開発奨励事業

防災力の強い低炭素なまちづくりを推進するため、災害時における自立・分
散型電源によるエネルギー供給の確保等の防災対策（防災面）と平常時に
おける温室効果ガスの排出削減や被害を回避・軽減するための適応策と
いった気候変動対策（環境面）の取り組みを同時に実行する事業を「防災エ
コタウン」に認定します。

対象設備等（必須条件）

電気、熱 水

雨水貯留槽
飲料水貯留システム

３日分以上の生活用水確保の仕組み

太陽光発電及び蓄電池
太陽熱

コージェネレーションシステム

フリーWi-Fi
被災情報・救護情報伝達の仕組み

情報
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三鷹市の環境の取組⑥

環境啓発・学習事業

環境問題の解決のために・・・

一人ひとりが積極的に環境への理解を深め、問題解決力を養い、それぞれ
のライフスタイルを改めるなど、具体的に行動することが大切です。

そのきっかけづくりとして、親子で参加
して環境について楽しく学べるものや、
様々なテーマの講座などを開催してい
ます。

環境学習事業「エコミュージカル」
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むすびに

Think globally, act locally．

（地球規模の視野で考え、行動は足元から）

未来の環境のために、
今日からできることを一緒に実行していきましょう。



ご清聴ありがとうございました

三鷹市生活環境部環境政策課

kankyo@city.mitaka.lg.jp
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