
資料２

「脱炭素」表現 「脱炭素」に係る将来像 その他特徴

札幌市 札幌市温暖化対策推進計画 平成26年度
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/o
ndanka/newplan/index.html

無 無
【世界を意識】
世界に誇れる持続可能な低炭素社会

仙台市 仙台市地球温暖化対策推進計画 平成27年度
http://www.city.sendai.jp/ondanka/ku
rashi/machi/kankyohozen/chosa/suishi
n/

無 無
【環境、社会、経済の統合】「環境」
と「社会」と「経済」が統合した持続可
能な都市づくり

さいたま市
さいたま市地球温暖化対策実行
計画【区域施策編】

平成24年度
https://www.city.saitama.jp/001/009/
015/006/p021968.html

無 無 無

千葉市
千葉市地球温暖化対策実行計画
改定版（平成28年10月）

平成28年度
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kan
kyohozen/hozen/ondanka/onntaikeikaku
_kaitei.html

無 無 無

横浜市 横浜市地球温暖化対策実行計画 平成30年度

https://www.city.yokohama.lg.jp/kura
shi/machizukuri-
kankyo/ondanka/jikkou/keikaku/plan.h
tml

有

パリ協定採択後の世界の潮流等を踏ま
え、2050 年も⾒据えて「今世紀後半の
できるだけ早い時期における温室効果
ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実
現」を、本市の温暖化対策の目指す姿
（ゴール：Zero Carbon Yokohama）とし
ます。
本市の目指す姿（ゴール：Zero Carbon
Yokohama）に向けた取組を進めるため、
環境と社会・経済的課題の同時解決の視
点も踏まえ、横浜の将来像を描き、「持
続可能な大都市モデルが実現しているま
ち」を目指します。

【環境と社会・経済】
持続可能な大都市モデルが実現している
まち

川崎市
川崎市地球温暖化対策推進基本
計画（2018年度から）

平成30年度
http://www.city.kawasaki.jp/300/page
/0000092540.html

無 無
【マルチベネフィット】
マルチベネフィットの地球温暖化対策等
により低炭素社会を構築

相模原市
相模原市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）

平成23年度
http://www.city.sagamihara.kanagawa.
jp/kurashi/kankyo/plan/1008145/10081
47.html

無 無 無

新潟市
地球温暖化対策実行計画
（地域推進版）-環境モデル都市
アクションプラン-

平成25年度
https://www.city.niigata.lg.jp/smph/
shisei/seisaku/seisaku/keikaku/kanky
o/keikakutop/index.html

無 無
【都市と田園の調和】
都市と田園とが調和をもって発展する持
続可能な低炭素社会

静岡市
第2次静岡市地球温暖化対策実行
計画

平成27年度
https://www.city.shizuoka.lg.jp/041_
000069.html

無 無 無

浜松市
浜松市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.
jp/kankyou/env/ondanka_kuiki/index.h
tml

無 無 無

名古屋市
低炭素都市なごや戦略第2次実行
計画

平成29年度
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/pag
e/0000103019.html

無 無

【まちづくり・ものづくりの視点】
駅を中心とした生活圏（駅そば生活圏の
創生、より少ないエネルギー消費で都市
機能を支えるものづくりの支援・普及
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指定都市の地方公共団体実行計画における将来像の整理

自治体名 計画名 策定年度 URL
将来像

京都市
京都市地球温暖化対策計画
＜2011-2020＞
（平成29年3月改定）

平成28年度
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/
page/0000000328.html

無

パリ協定でも掲げられたように、京都市
としても今世紀後半には実質的に排出量
ゼロを目指すために、計画の年限である
2020年度、その先の中期(2030～2040年)
的、更に先の長期(2050年以降)的な未来
を見据えた戦略、「プロジェクト“０
(ゼロ)”への道」を掲げ、その下に、3
つのプロジェクトを推進します。

【低炭素社会実現の向こうに脱炭素社
会があるとする考え方】
プロジェクトⅠ：短期的削減に向けて着
実に実施する施策
プロジェクトⅡ：中期的未来を見据えて
現時点から取り組むべき施策
プロジェクトⅢ：長期的未来を見据えて
化石燃料から脱却した社会への転換を目
指す施策

大阪市
大阪市地球温暖化対策実行計画
〔区域施策編〕（改定計画）

平成28年度
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/
page/0000119515.html

無 無

【大都市・世界】
○日本を代表する大都市として、国の温
室効果ガス削減目標の達成や、世界の温
暖化対策に貢献
○安全、安心で持続可能な社会の実現

堺市
堺市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi
/gomi/ondanka/plan/sakutei.html

無 無 無

神戸市 神戸市地球温暖化防止実行計画 平成27年度
http://www.city.kobe.lg.jp/life/recy
cle/environmental/heat/torikumi.html

無 無

【技術革新】
スマート（賢く、無駄なく）に、新たな
ライフスタイルや技術革新にチャレンジ
（挑戦）して、低炭素なまちを市民・事
業者・市の“協働と参画”で創（つく）
る

岡山市
岡山市地球温暖化対策実行計画
（改訂版）

平成28年度
http://www.city.okayama.jp/kankyou/k
ankyouhozen/kankyouhozen_00331.html

無 無 無

広島市 広島市地球温暖化対策実行計画 平成28年度
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/
contents/1490333746107/index.html

無 無

【強靭性という視点】
しなやかに再生できる都市としての強靭
性を備えた、豊かな自然環境と共生する
レジリエントなまちづくり

北九州市

北九州市地球温暖化対策実行計
画・環境モデル都市行動計画
～北九州ニューグリーンフロン
ティアプラン～

平成28年度
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ka
nkyou/00200127.html

無 無
【アジア諸国を意識】
低炭素社会づくりのアジア地域への移転

福岡市 福岡市地球温暖化対策実行計画 平成28年度
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kanky
o/ondan/hp/ondan.html

無 無
【都市活動との調和と発展】
地球にやさしい暮らしと都市活動とが調
和した発展を続けるまち・ふくおか

熊本市
熊本市低炭素都市づくり戦略計
画【改訂版】～みんなで実現！
ストップ温暖化プラン～

平成26年度
https://www.city.kumamoto.jp/kankyo/
hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=168
0&class_set_id=20&class_id=2706

無 無 無
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【参考】郡山市
郡山市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）（現行計画）

平成23年度
https://www.city.koriyama.lg.jp/kura
shi/kankyo/3/9553.html

市民・事業者・行政の各主体が連携し、
持続可能なまちづくり

連携、持続可能

函館市
函館市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成22年度
https://www.city.hakodate.hokkaido.j
p/docs/2014011000858/

設定無 －

旭川市
旭川市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成27年度
https://www.city.asahikawa.hokkaido.
jp/kurashi/271/299/305/p005157.html

設定無 －

青森市
青森市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度

https://www.city.aomori.aomori.jp/ka
nkyo-
seisaku/shiseijouhou/matidukuri/kank
you-torikumi/tikyuu-
ondanka/kuikisisaku/10.html

恵み豊かな自然とともに 活力を創造す
る 北国のエコシティ「Aomori」

活力の創造、エコシティ

八戸市 区域施策編無 － － － －

盛岡市
盛岡市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度
http://www.city.morioka.iwate.jp/shi
sei/keikaku/kankyokei/1010055.html

設定無 －

秋田市
秋田市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成27年度
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi
/recycle/1006076/1006141.html

設定無 －

山形市
山形市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度
http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/shimin/sub4/energy/6a
532kuikisesaku.html

設定無 －

福島市 福島市地球温暖化対策実行計画 平成22年度

http://www.city.fukushima.fukushima.
jp/kankyo-
kikaku/machizukuri/shizenkankyo/kank
yo/1105.html

設定無 －

いわき市

いわき市環境基本計画（第二
次）
※地方公共団体実行計画を統合
した計画

平成27年度
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/cont
ents/1455513709025/index.html

「循環を基調とした、持続可能なま
ち」、「誰もが安全に、安心して暮らせ
るまち」、「活力に満ち、創造力あふれ
るまち」

（総合計画の将来像と共通）
循環、安全・安心

宇都宮市
宇都宮市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）

平成27年度
https://www.city.utsunomiya.tochigi.
jp/kurashi/kankyo/ondanka/1005264.ht
ml

設定無 －

前橋市 前橋市地球温暖化防止実行計画 平成23年度
https://www.city.maebashi.gunma.jp/s
oshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/2/
2/5/2713.html

設定無 －
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中核市の地方公共団体実行計画における将来像の整理

自治体名 計画名 策定年度 URL
将来像

高崎市

グリーン・クリーンたかさきア
クションプラン （高崎市地球温
暖化対策実行計画（区域施策
編））

平成22年度
https://www.city.takasaki.gunma.jp/d
ocs/2013122900514/

市民が創造する地球環境都市たかさき 市民が創造

川越市
第三次川越市地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）

平成29年度
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
kurashi/kankyo/ondankataisaku/kuiki3
.html

みんなでつくる、豊かさを実感できる二
酸化炭素排出の少ないまち

豊かさ

川口市 川口市地球温暖化対策実行計画 平成29年度
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/sos
hiki/01100/010/1/ontai_jikkokeikaku/
2ontaikeikaku.html

設定無 －

越谷市
越谷市地球温暖化対策実行計画
【区域施策編】

平成28年度

http://www.city.koshigaya.saitama.jp
/kurashi_shisei/shisei/keikaku/kakus
hukeikaku/kurashi/ondankataisaku/sut
oppu_ondanka_zikkoukeikaku.html

設定無 －

船橋市
船橋市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成28年度
https://www.city.funabashi.lg.jp/mac
hi/kankyou/004/p020682.html

低炭素都市を目指して 低炭素都市

柏市 柏市地球温暖化対策計画 平成25年度
http://www.city.kashiwa.lg.jp/ecosit
e/ondanka/shimin/p005074.html#3

持続可能な低炭素ライフへの転換 低炭素ライフ

八王子市
八王子市地球温暖化対策地域推
進計画

平成26年度
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/k
urashi/life/004/a546973/a4568/p00711
1.html

資源・エネルギーが循環し、地球環境に
やさしいまちをつくる

循環

横須賀市
低炭素で持続可能なよこすか 戦
略プラン

平成22年度
https://www.city.yokosuka.kanagawa.j
p/4110/ondanka/teitanso.html

低炭素で持続可能なよこすか 低炭素、持続可能

富山市

富山市環境モデル都市第３次行
動計画
※地方公共団体実行計画（区域
施策編）の位置づけ

平成30年度
http://www.city.toyama.toyama.jp/kan
kyobu/kankyoseisakuka/ondankataisaku
kikaku/kankyomoderutoshi.html

公共交通を軸としたコンパクトなまちづ
くりによる“脱”炭素社会の実現

脱炭素社会

金沢市
金沢市低炭素都市づくり行動計
画（改定版）

平成27年度
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/250
01/seisaku/ondanka_boushi/co2taisaku
_keikaku/teitanso_2.html

持続可能な低炭素社会の実現 持続可能、低炭素社会

福井市
第3次 福井市環境基本計画
※地方公共団体実行計画に基づ
く計画

平成27年度
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/
kankyo/plan/p009809.html

未来へつなごう環境にやさしい持続可能
なまち・ふくい

持続可能

甲府市 甲府市地球温暖化対策実行計画 平成27年度
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/k
ankyohozen/jikkoukeikaku.html

スマートシティ甲府の創造 スマートシティ

長野市
長野市地球温暖化対策地域推進
計画

平成29年度
https://www.city.nagano.nagano.jp/si
te/sougoukeikaku/19103.html

設定無 －
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中核市の地方公共団体実行計画における将来像の整理
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岐阜市
岐阜市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成28年度 https://www.city.gifu.lg.jp/8319.htm 持続可能で快適な低炭素都市・ぎふ 持続可能、快適

豊橋市
豊橋市地球温暖化対策地域推進
計画改訂版

平成27年度
http://www.city.toyohashi.lg.jp/2621
2.htm

設定無 －

岡崎市
岡崎市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成29年度
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/
1564/1621/p022608.html

設定無 －

豊田市 豊田市地球温暖化防止行動計画 平成29年度
https://www.city.toyota.aichi.jp/shi
sei/gyoseikeikaku/kankyou/1007665.ht
ml

一人ひとりの行動とみんなの共働によ
り、脱温暖化社会をめざします！

共動、脱炭素化社会

大津市
大津市地球環境保全地域行動計
画（アジェンダ21おおつ）（第2
次）

平成22年度
https://www.city.otsu.lg.jp/shisei/k
eikaku/machi/kankyo/1389661535010.ht
ml

みんなで築く持続可能な湖都(こと)～環
境人(かんきょうびと)がひらく大津の未
来～

（環境基本計画の将来像と共通）
未来

豊中市
第2次豊中市地球温暖化防止地域
計画（チャレンジ・マイナス70
プラン）

平成29年度
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/m
achi/hakkoubutu/onsankataisaku/ondan
kachiiki.html

設定無 －

高槻市
たかつき地球温暖化対策アク
ションプラン

平成22年度
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/k
akuka/shimin/kankyo/keikaku_houkokus
ho/action_plan/1326776105973.html

設定無 －

枚方市
枚方市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）改定版

平成30年度
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0
000021130.html

設定無 －

八尾市 八尾市地球温暖化対策実行計画 平成21年度
https://www.city.yao.osaka.jp/000000
9621.html

設定無 －

寝屋川市
寝屋川市地球温暖化対策地域計
画

平成24年度
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/s
hisei/seisaku/planvision/kankyou/137
6982566255.html

設定無 －

東大阪市
東大阪市地球温暖化対策実行計
画区域施策編（改定版）

平成26年度
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/
0000000775.html

設定無 －

姫路市
姫路市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成22年度
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai
/0000002305.html

設定無 －

尼崎市
尼崎市地球温暖化対策推進計画
（尼崎市環境モデル都市アク
ションプラン）

平成30年度
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/s
hisei/si_kangae/si_keikaku/033ontaik
eikaku.html

私たちのエネルギーを賢く活かせるまち
あまがさき

賢く活かす
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資料２

表現 特徴（キーワード）

中核市の地方公共団体実行計画における将来像の整理

自治体名 計画名 策定年度 URL
将来像

明石市

ストップ温暖化！低炭素社会の
まちあかしプラン
「明石市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）改定版」

平成30年度
https://www.city.akashi.lg.jp/kankyo
u/kankyou_soumu_ka/shise/gyose/keika
ku/keikaku.html

恵まれた環境と文化をともに守り育て、
将来につなぐまち・あかし

（環境基本計画の将来像と共通）
将来につなぐ

西宮市
第二次西宮市地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）

平成30年度
https://www.nishi.or.jp/shisei/sogok
eikaku/kankyokatsudo/APGWC_area2nd.h
tml

環境学習を通じた、市民、事業者、行政
の各主体が連携し、持続可能なまちづく
り

連携、持続可能

奈良市
奈良市地球温暖化対策地域実行
計画

平成22年度
http://www.city.nara.lg.jp/www/conte
nts/1305509253526/index.html

設定無 －

和歌山市
第3次和歌山市環境基本計画（第
2次和歌山市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編））

平成29年度
http://www.city.wakayama.wakayama.jp
/kurashi/gomi_kankyo/1001115/1005375
/1005380.html

豊かな自然と共に生きる 環境にやさしい
まち わかやま

（環境基本計画の将来像と共通）
環境にやさしい

鳥取市
第２期鳥取市環境基本計画及び
鳥取市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成24年度
https://www.city.tottori.lg.jp/www/c
ontents/1355356678259/index.html

みんなでつくろう快適でみどりあふれる
とっとりライフ

快適

松江市 松江市地球温暖化対策実行計画 平成27年度
http://www1.city.matsue.shimane.jp/s
hisei/keikaku/kankyou/onndannka/

一人ひとりが地球を思いやり行動するま
ち

地球をおもいやり行動する

倉敷市
クールくらしきアクションプラ
ン（倉敷市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編））

平成29年度
https://www.city.kurashiki.okayama.j
p/cool_actionplan/

低炭素技術と環境にやさしい文化で未来
を創る

低炭素技術、文化

呉市
第２次呉市環境基本計画（改定
版）

平成29年度
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/
18/seisaku1-kankyokihon.html

身近な山、海、川の自然から学び、みん
なで築く「エコポリス・呉」

（環境基本計画の将来像と共通）
みんなで築く

福山市
第二次福山市環境基本計画
※地方公共団体実行計画を包含
する計画

平成30年度
http://www.city.fukuyama.hiroshima.j
p/site/kankyo/146706.html

みんなで創り 未来につなぐ豊かな自然と
快適な暮らしが調和したまち 福山
～持続可能な社会の実現をめざして～

（環境基本計画の将来像と共通）
未来につなぐ、持続可能な社会

下関市

第2次下関市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）～クールし
ものせきアクションプラン
203030～

平成30年度
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/ww
w/contents/1554442227155/index.html

設定無 －

高松市 高松市地球温暖化対策実行計画 平成28年度
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
kurashi/shinotorikumi/machidukuri/ka
nkyo/ondanka.html

次世代に繋ぐたかまつ低炭素 次世代に繋ぐ

松山市
松山市低炭素社会づくり実行計
画

平成22年度
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/
kurashi/kurashi/seikatsu/kankyo/kank
youj_teitanso.html

設定無 －

高知市
第２次高知市地球温暖化対策地
域推進実行計画（区域施策編）

平成27年度
https://www.city.kochi.kochi.jp/sosh
iki/139/ondankatiikikeikaku.html

設定無 －
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中核市の地方公共団体実行計画における将来像の整理
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将来像

久留米市
久留米市地球温暖化対策実行計
画

平成30年度
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1
050kurashi/2100kankyougomi/3075ondan
ka/2019-0329-1124-197.html

設定無 －

長崎市 長崎市地球温暖化対策実行計画 平成28年度
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shim
in/170000/171000/p004003.html

低炭素都市づくり 低炭素都市

佐世保市
佐世保市環境基本計画
※地方公共団体実行計画を統合
した計画

平成29年度
https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo
/kansei/kankyoukihonkeikaku2018.html

自然と共に生きるまち させぼ 自然と共に生きる

大分市
第2期大分市地球温暖対策実行計
画（区域施策編）

平成28年度
http://www.city.oita.oita.jp/o141/ma
chizukuri/kankyo/1489565710208.html

設定無 －

宮崎市
第三次宮崎市環境基本計画
※地方公共団体実行計画を包含
する計画

平成29年度
https://www.city.miyazaki.miyazaki.j
p/city/policy/environment/152662.htm
l

太陽と豊かな自然の恵みを未来につなぐ
都市（まち）「みやざき」

未来につなぐ

鹿児島市
鹿児島市地球温暖化対策アク
ションプラン

平成29年度
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kank
yo/kankyo/kanseisaku/machizukuri/kan
kyo/kekaku/actionplan/index.html

設定無 －

那覇市
那覇市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

平成26年度
https://www.city.naha.okinawa.jp/adm
in/cityhall/sosiki/sosiki/bukyoku/ka
nkyoubu/ondankagroup.html

健康にいつまでも暮らせる安全・安心な
低炭素なまち

安全・安心、低炭素
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