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愛知県の省エネ・環境施策について  

平成２８年２月３日（水） 

愛知県環境部 大気環境課 
地球温暖化対策室 

資料１ 



愛知県の温室効果ガス排出量 
（部門別エネルギー起源ＣＯ２） 

京都議定書の 
基準年度 

(1990年度) 
2012年度 増減率 

1990→2012 

全体 77,012 77,410 ＋0.5％ 

産業部門 42,898 39,737 ▲7.4％ 

運輸部門 11,041 10,993 ▲0.4％ 

家庭部門 7,315 8,755 ＋19.7％ 

業務部門 8,387 9,551 ＋13.9％ 

その他 7,369 8,375 ＋13.6％ 

排出量の単位：千トン-CO2 
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地球温暖化対策から見た愛知 
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・ 次世代自動車等先進エコカー※ 普及台数105万台 
  （平成25年度末現在） 

  ※ EV、PHV、ハイブリッド自動車、 

    天然ガス自動車、クリーンディーゼル自動車等 

・ 製造品出荷額等 43.6兆円 

 （平成26年速報） 

 

 

・ 住宅用太陽光発電  約 12.9万基 
  （平成27年８月末現在） 

 

全国一！ 

全国一！ 

全国一！ 



あいち地球温暖化防止戦略2020の特徴 
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１  2050年頃に目指す愛知の姿を描いた上で、当面の目
標である2020年度までの対策の方向性を示す。（バック
キャスティングの考え方） 

２  2020年度の温室効果ガス排出量は、2050年頃に1990

年度比70％を目指す通過点として、1990年度比15％
削減を目標に設定。 

３  地域特性を活かす４つの骨太の「取組方針」の下、「環
境と暮らし・産業が好循環する持続可能な愛知」を目指
す。 



2020年度の温室効果ガス排出量の削減目標 
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2050年の人口･
産業を想定し
算定 

１人当たりの排出量を
直線的に削減する場合 
約6,545万t-CO２ 

1990年比15％減 

人口 
669万人 

人口 
735万人 

人口(推計) 
748万人 

人口(推計) 
629万人 

総量を直線的に削減す
る場合 
約6,300万t-CO２  
90年比18％減 

1990      2008     2020                  2050 

7,701万t-CO２  7,839万t-CO２ 

約2,460万t-CO２  

2020年度に15％削減することが必要 

（バックキャスティングの考え方による） 
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①太陽と自然の恵みを
活かすゼロカーボン住
宅の普及 

 
②再生可能エネルギー
等の利用拡大 

 
③次世代自動車等先進
エコカーの導入 

 
④新エネルギー技術の
実用化推進とスマート
グリッドの先駆的導入 

取組方針１ 日々の暮らし：再生可能エネルギーと省エネ化に  
                   よるゼロカーボンライフへの挑戦 
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取組方針２ モノづくり：産業・産品の低炭素化の推進 

①事業活動に伴う温室効果
ガスの排出抑制 

 
②「食」をめぐる低炭素化 
 
③業務用建築物の環境負荷
の低減 

 
④低炭素社会に貢献する製
品供給拡大 
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取組方針３ 地域基盤：低炭素社会を支える都市・ 
                                地域基盤づくり 

①歩いて暮らせる集約型ま
ちづくり 

 
②低炭素な地域交通ネット
ワークの構築 

 
③低炭素な分散型エネル
ギーシステムの展開 

 
④ヒートアイランド対策 
 
⑤森林整備と県産木材の利
用拡大 
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取組方針４ 県民意識：低炭素化への意識・行動変革の推進 

①ＣＯ２の「見える化」 
 
②環境負荷の少ない商品
やサービスの購入 

 
③地域における地球温暖
化防止活動の活性化と環
境学習･環境教育 

 
④産・学・行政が連携し
た世界をリードする低炭
素地域づくりへの取組 
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事業者向けの取組について 

１ 工場・事業所対策 

 （１）県条例に基づく地球温暖化対策計画書制度 

 （２）あいちＣＯ２削減マニフェスト２０２０ 

 （３）中小企業温暖化対策アドバイザー事業 
    「あいち省エネ相談」 

 （４）愛知県経済環境適応資金（パワーアップ資金） 
及び環境対策貸付金利子補給制度 

 

２ 自動車対策 

 （１）ＥＶ・ＰＨＶ自動車税の免税 

 （２）低公害車導入促進費補助金 

事業者向けの取組について 
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【対象】 
 ・ 県内（名古屋市内を除く）のエネルギー使用量の合計が、原油
換算で年間1500kL以上の事業者 

 ・ その他の温室効果ガス排出量の合計が、ガスの種類ごとに年
間3000 ｔ-ＣＯ２以上の事業者（従業員数が21人以上） 

 ・ フランチャイズチェーン事業者、国・自治体も対象 

【提出義務】 
 ・地球温暖化対策計画書 （原則３年に一回提出） 

 ・地球温暖化対策実施状況書 （毎年度提出） 

【提出期限】 毎年７月 
 

※ 名古屋市内は市条例による計画書制度が別途あるため、県条例は対象外 

（１） 県条例に基づく地球温暖化対策計画書制度 

１ 工場・事業所対策 



事業者が自主性や創意工夫を活かしたCO２削減のための取組を宣
言し、県がその取組を認定・ＰＲする制度 
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【対象事業者】 

 「あいち地球温暖化防止戦略2020」の趣向に賛同し、地球温暖化対
策を積極的に推進しようという県内の事業者 

【宣言するメリット】 

 ・県が宣言事業者の取組をＰＲ 

 ・ランクに応じた認定証の交付 

 ・専用ロゴマークの使用、ステッカーの配布 

【募集期間】 毎年度４月～９月末日 

（２） あいちＣＯ２削減マニフェスト2020 



13 

（２） あいちＣＯ２削減マニフェスト2020 

【ポイント１】2020年度に向けた宣言 

  自社の環境活動を広く社会にＰＲするため、自主性や創意工夫を
活かした2020年度までの取組内容を宣言していただきます。 

【ポイント２】ランクアップ制の導入 

   継続的な取組によるCO2排出量の削減に応じ評価を行い、★の

数が増えるランクアップ制度を導入しています。 

（問合せ先）愛知県環境部 地球温暖化対策室 

電話 052－954－6242 

※ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004638.html 

皆様の積極的な御参加をお待ち
しています！ 
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《事業の内容》 

中小企業等を対象に、省エネ対策・温暖化対策について、取組
の「きっかけ」を提供することを目的として、気軽に相談できる相
談体制を設け、専門家による無料アドバイスを実施 

１ 受付日時 

  月～金（祝日を除く） 

  9:00～17:00（正午～13:00を除く） 

２ 受付先 

  (一財)省エネルギーセンター東海支部 

  電話：052－232－2216 
https://www.eccj.or.jp/local-info/tok/aichi-
diagnosis/index.html 

３ 対象者 

  県内の中小事業者（企業、団体及び個人、
農業者も含みます。） 

（３） 中小企業温暖化対策アドバイザー事業 

「あいち省エネ相談」 
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「あいち省エネ相談」の特徴 

 1 相談者の事業所又は市町村、商工会議所、ＪＡ、金融機関など、県内
150機関、1,545箇所の窓口のうち、ご希望の場所まで専門家が無料で
出張します。 

 2 相談者の要望に合わせ、経費を要しない設備の運用改善から機器更
新等の設備投資まで、無理なく取り組める省エネ対策についてアドバイ
スします。併せて助成制度や融資制度を紹介します。 

 3 相談者に対しフォローアップを実施します。 
優良事例については幅広く紹介し、他事業者等への波及を促します。  

アドバイスの例 

エネルギー管理士等の専門家が、現在の取組状況・経営状況や、相談者
の希望に合わせ、無理なく取り組める工夫から本格的な計画づくりまで、
以下のようなアドバイスをします。 

  ・設備の運用改善による省エネ指導  ・省エネ事業者の紹介 

  ・機器更新等の助言            ・助成制度・融資制度の紹介 等 

（３） 「あいち省エネ相談」 
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経済環境適応資金（パワーアップ資金【環境・省エネ】） 

• 融資対象  ①環境負荷低減設備を導入し、省エネに取り組む中小企業者 

②公害を防止するために必要な施設等の設置及び改善等を
行う中小企業者 

③現在地で公害を防止することが困難なため工場等を移転し、
移転先（県内に限る）で②の措置を講ずる中小企業者 

• 資金使途 ①環境負荷低減設備を導入するために必要な設備資金及び 
運転資金 

②公害を防止するために必要な設備資金 

③工場等を移転し、移転先で公害を防止するために必要な 
設備資金 

• 融資限度額  １億５千万円 

（４） 愛知県経済環境適応資金（パワーアップ資金） 
及び環境対策貸付金利子補給制度 
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• 融資期間／利率  ５年／年1.6％ 【利子補給後 実質 年0.64％】 
７年／年1.7％ 【利子補給後 実質 年0.68％】 
10年／年1.8％ 【利子補給後 実質 年0.72％】 

• 利子補給 支払利子の60％ 
（利子補給の対象となる融資額の上限は、 
 ①②は5000万円、③は7000万円） 

• 担保    原則として不要 

• 保証人   原則として法人代表者以外の連帯保証は不要 

• 信用保証  原則として県信用保証協会の信用保証が必要 

（問合せ先） 愛知県環境部 環境政策課  電話 052－954－6209 
又は各県民事務所の環境保全課 

※ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/0000069974.html 

（４） 愛知県経済環境適応資金（パワーアップ資金） 
及び環境対策貸付金利子補給制度 
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（１） ＥＶ・ＰＨＶに対する自動車税の課税免除 

【対象自動車】 

  平成24年1月1日から平成29年3月31日までの間に新車新規
登録を受けたＥＶ・ＰＨＶ ・FCV（対象期間を３年延長しました） 

 
新車新規登録時期 軽減期間 

平成24年１月から３月 平成24年度から５年度分 

平成24年４月から 
平成29年３月 

新車新規登録を受けた年度の 
月割分及び翌年度から５年度分 

（問合せ先）各県税事務所 

 ※ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000049103.html 

２ 自動車対策 
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（２） 低公害車導入に対する補助 

• 対象 旅客・貨物運送事業者、中小企業等の事業者、 
自動車リース事業者 

 

 

 

 

 

 
 
 
   ※ 詳細は今後決定予定。メニューの変更の可能性あり。 

※ 平成27年度の募集は終了しています。 

    対象車両（予定） 補助対象経費  補助率（予定） 

・ＣＮＧトラック・バス 

・優良ハイブリッドトラック・バス 
 （優良ハイブリッドバスは白ナンバーは除く。） 車両本体価格

と通常車両価
格との差額 

１／３以内 

・電気自動車トラック 
電気自動車乗用車（PHVを含む。） 

燃料電池自動車 
１／４以内 

（問合せ先） 愛知県環境部 地球温暖化対策室 
        電話 052－954－6217 

※ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html 
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• あいちの環境（県環境部の総合窓口） 
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/index.html   

• 県条例に基づく地球温暖化対策計画書制度 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004635.html 

• あいちCO２削減マニフェスト2020 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004638.html 

• あいち省エネ相談 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000074847.html 

• 愛知県経済環境適応資金（パワーアップ資金） 
及び環境対策貸付金利子補給制度 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyo/0000069974.html 

• ＥＶ・ＰＨＶに対する自動車税の課税免税 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000049103.html 

• 低公害車導入促進費補助金 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html 
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