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温室効果ガス削減目標の検討について 

 

 脱炭素の必要性 

 気候危機 

 地球温暖化によって今まで経験したことのない自然現象や、生命を脅かす災害がもたらされており、猛暑だけ

でなく豪雨による災害、大規模な山火事など世界中で猛威を振るい続けています。 

 世界の平均気温における上昇の半分以上は、人間活動が引き起こした可能性が極めて高いとされており、こ

のまま何も対策しない場合、2100 年に平均気温が最大で 4.8℃上昇することが予想されています。 

 2015 年に COP21 で採択されたパリ協定においては、世界の平均気温上昇を２℃より十分低く保つととも

に、1.5℃に抑える努力を追及することが世界共通の長期目標として掲げられました。 

 

 1.5℃の追求 

 2018 年に IPCC の「1.5℃特別報告書」において、気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、二酸化炭素

（CO2）の排出量を 2050 年には正味ゼロ（カーボンニュートラル）とする必要があるとしています。 

 このために、エネルギー、都市、インフラ及び産業システムにおける、急速かつ広範囲の移行が必要とされていま

す。 

 

脱炭素に向けた動向 

 世界の動向 

 世界各国が脱炭素を目指す中、経済大国であり、CO2 排出大国であるアメリカにおいては、2021 年２月に

パリ協定に復帰し、2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを表明しました。また、中国においては 2060

年までに CO2 排出実質ゼロを表明しました。 

 菅内閣総理大臣は、令和２（2020）年 10 月に将来的な脱炭素社会に向けて、日本の温室効果ガス

の排出を 2050 年までに全体としてゼロとするカーボンニュートラルを宣言しました。 

 

 国や都の動向 

 令和２（2020）年 12 月には「国・地方脱炭素実現会議」が開催され、2050 年脱炭素社会実現に向

けたロードマップ及びそれを実現するための関係府省・自治体等の連携の在り方等について検討し、議論がさ

れています。 

 東京都では、2050年にCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言しており、

令和３（2021）年３月にさらなる取組の強化を掲げた「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update＆

Report」を策定し、脱炭素に向けた取組を示しています。 

 

資料３ 
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 2050 年脱炭素に向けた 2030年目標について 

 2050 年までに脱炭素社会実現を目指すことは、決して 30 年後の話ではなく、私たち自身が今から何を実

行すべきかの決断と実行が迫られており、特に 2030 年までの行動は極めて重要と言われています。 

 IPCC の 1.5℃特別報告書では、気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、2010 年のレベルに比べて、2030

年までに CO2 排出量を約 45％削減する必要があるとしています。 

 令和３（2021）年４月に行われた気候変動サミットにおいて、主要国は 2030 年に向けた温暖化ガスの

排出削減目標を打ち出し、日本は 2013 年度比で 46％減少させることを表明しました。 

 

世界の温室効果ガス排出削減目標（2021 年 4 月時点） 

2030 年目標 

EU 55％（1990 年比） 

アメリカ 50～52％（2005 年比） 

日本 46％（2013 年比） 

ロンドン 60％（2004 年比） 

東京都 50％（2000 年比） 
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葛飾区における温室効果ガス排出量の削減目標の検討について 

 葛飾区での脱炭素に向けたシミュレーション 

 葛飾区では、令和２（2020）年２月に 2050 年までに温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量実質ゼ

ロを目指す「ゼロエミッションかつしか」を宣言し、脱炭素社会の構築を目指すこととしています。 

 2050 年度の脱炭素を達成するために、現行の対策を超えたより積極的な対策を想定した実施率や技術の

導入水準に応じたシミュレーションを行いました。 

 2030 年度の温室効果ガス排出量は、821 千 t-CO2 となり、2013 年度と比較して▲50.7%になると予

測しました。2050 年度の温室効果ガス排出量は、葛飾区内で排出ゼロとすることは出来ず、92 千 t-CO2

となり、2013年度と比較して▲94.5%になると予測しました。 

 残りの 5.5％は吸収量を拡大する取組などによる埋め合わせで「排出量実質ゼロ」とする必要があります。 

 2050 年度の脱炭素に向けては、2030 年までに温室効果ガスをおよそ 50％削減する必要がある結果

となりました。 
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 部門別の削減率 

 2013 年度比増減率（-） 

部門 2030 2040 2050 

産業部門 -75.6% -79.2% -82.8% 

家庭部門 -44.3% -70.0% -95.7% 

業務部門 -46.3% -70.3% -94.2% 

運輸部門 -57.4% -78.7% -100.0% 

廃棄物部門 -42.0% -65.2% -88.5% 

その他ガス -36.9% -66.1% -95.4% 

計 -50.7% -72.6% -94.5% 

 

産業部門：工場等の製造業や建設業など 業務部門：事務所や飲食店、学校など 

家庭部門：住宅 運輸部門：自動車や鉄道など 

廃棄物：廃棄物の焼却 その他温室効果ガス：フロンやメタンなど 

 

 

 

 葛飾区の温室効果ガス排出量の削減目標（案） 

 「ゼロエミッションかつしか」を目標とする脱炭素に向けたシミュレーションを踏まえ、葛飾区全域における温室効

果ガス排出量の削減目標を定めます。 

 ただし、削減目標の決定については、現在見直しが行われている国の「地球温暖化対策計画」における新た

な削減目標（削減根拠）や、地域への削減義務化等の動向を注視しながら引き続き検討を行っていきま

す。 

 再エネ利用促進等の施策とその実施目標の設定についても、国や都の動向を注視しながら検討していきます。 

 

 

  

削減目標（案） 

2030 年度までに 2013 年度比で 50％削減 

2050 年度までに温室効果ガス（二酸化炭素）排出量 

を実質ゼロにします 
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脱炭素に向けた具体的取組の検討について 

 脱炭素先行地域 

 国・地方脱炭素実現会議において示された「地域脱炭素ロードマップ」の骨子案には、足元から５年間に政

策を総動員し、全国 100 か所以上の脱炭素先行地域をつくり、全国で脱炭素実現の基盤となる重点施策

を実施することで、脱炭素と地方創生の同時達成の姿を全国・海外に伝搬することとしています。（脱炭素ド

ミノ） 

 多くの地域で、2050 年を待たず、脱炭素を達成すると同時に、経済や防災などの地域課題を解決する強

靭で活力ある地域社会を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

葛飾区における 2030年までに目指すべき具体的取組 

 「国・地方脱炭素ロードマップ」や脱炭素に向けたシミュレーションを踏まえ、葛飾区が 2030 年に目指すべき

具体的取組と目標値は以下のとおりです。 

「国・地方脱炭素ロードマップ」骨子案より 
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 具体的取組 目標値 

省エネ（エネル

ギーの効率向

上） 

再エネ（設備

設置・電力利

用） 

・新築の住宅は ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）を、新

築の公共施設や業務ビルはZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ル）を標準とするなど、建物におけるエネルギーの高効率化を

図る。 

・太陽光発電システムの導入など区域内の再エネポテンシャル

を最大限活用して、地域内で発電・消費をする。（地産地

消） 

・地中熱・下水熱など再エネ熱利用を行う。 

・廃棄物処理施設や下水道処理施設等の公共インフラにおけ

るエネルギーの創出 

・区域内の再エネでまかなうことのできない部分は区域内外

の再エネ電気を融通する。 

・コンビニや商業施設に再エネ・充電インフラを整備する。 

・消費電力・ガス・水道使用量の見える化 

・産業部門では、食品製造等での乾燥機器をヒートポンプ式へ

の切り替えや農業機械のディーゼル燃料から電動化を図る。 

・家庭・事業所における空

調機器のエネルギー消費

量を 30%程度削減

（2018 年度比） 

・家庭・事業所における

照明等のエネルギー消費

量を 40%程度削減

（2018 年度比） 

・食品製造等での乾燥

用機器および工場等での

加熱用機器・空調のエネ

ルギー消費量を 15%程

度削減（2018 年度

比） 

交通（運輸・

自動車・街づく

りなど） 

・走行時に温室効果ガスを排出しない電気自動車（EV）、

燃料電池車（FCV）、プラグインハイブリッド（PHEV）などの

車を導入する。 

・公共交通の充実し、自転車道や歩道の整備等によって歩い

て暮らせるまちづくりをする。 

・テレワークなどの導入により、通勤のための移動を減らす。 

・集合住宅を含めて宅配 BOX を設置する。 

・新規施設には EV 充電施設を標準装備とする。 

・駐車場等には充電インフラを実装する。 

・区内における電気自動

車の導入率 30％

（2018 年度比） 

・区内における燃料電池

車の導入率5％（2018

年度比） 

省資源・再生

資 源 の 利 用 

等 

・食品ロスの削減や3Rに取り組むことで、廃棄物からの排出量

を削減する。 

・プラ回収ルート整備など資源循環を図り、生産から廃棄物処

理までにおける排出量を削減する。 

・自動車や家具・衣服等をシェアリングにより利用する。 

・エアコンの適正な処分などフロンの排出量を削減する。 

・一般廃棄物由来の排

出量を 40%削減 

（2018 年度比） 

・フロンの排出量を 35%

削減 

（2018 年度比） 
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その他の具体的取組について（消費） 

 脱炭素に向けては、省エネなどの排出量削減に直結する対策だけでなく、食品ロスの削減やサステナブルな

“食”の選択、節水、プラスチック削減など排出量削減へ繋がる取組も重要です。 

 事業者においては、業務から排出される温室効果ガスだけでなく、サプライチェーンにおける排出量の削減や、

サステナブルな商品サービスの提供が今後さらに求められます。 

 

 

 

その他の具体的取組について（吸収量の拡大） 

 葛飾区において脱炭素社会を実現するためには、具体的な取組を実施しても削減しきれない温室効果ガス

排出量を吸収量と相殺することで、「実質ゼロ」（カーボンニュートラルとも呼ぶ）とする必要があります。 

 2050 年の脱炭素社会の実現に向けて、吸収量を拡大する取組が求められます。 

 
地域における「脱炭素社会ビジョン」策定の手順（国立環境研究所）より 

「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update＆Report」（東京都）より 
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5.4.1.森林整備による二酸化炭素の吸収 

 2050 年度に想定される、削減しきれない温室効果ガス排出量（92 千 t-CO2）を吸収するために必要な

森林面積は約 28,900ha（葛飾区の面積の 8.3 倍分の森林面積）です。 

 

5.4.2.二酸化炭素の回収・有効利用・貯留 

 二酸化炭素の回収・有効利用・貯留技術のことを CCUS（Carbon dioxide Capture, Utilization or 

Storage）と呼びます。CCUS は、火力発電所や工場等の排気ガスに含まれる CO2 を分離・回収して、資

源として作物生産や化学製品の製造に有効利用する、または地下の安定した地層の中に貯留する技術で

あり、研究開発や実証試験が行われています。 

 

出典：「CCUS を活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み」（環境省、2019 年） 
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葛飾区における脱炭素に向けた施策の方向性について 

「ゼロエミッションかつしか」の達成に向けては各分野において、さらなる取組を行っていく必要があります。 

 再生可能エネルギーへの利用転換の拡大 

 水素エネルギーの普及拡大 

 家庭や事業所における省エネ機器の導入拡大 

 建物におけるエネルギーの高効率化（ＺＥＨ、ＺＥＢ） 

 エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の見える化による省エネ 

 事業者における、環境マネジメントの取入れ 

 徒歩や自転車の移動をしやすいコンパクトなまちづくりの推進 

 ＺＥＶなど温室効果ガスを排出しない自動車の普及促進 

 廃棄物のさらなる３Ｒ推進 

 省エネ行動や再エネ電力の購入、食品ロスなどエネルギー利用や消費行動の見直しなど環

境行動の促進 

 森林整備など吸収量拡大に向けた取組 

エネルギー 

資源 

その他 

交通 


