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第１章 基本的事項                         

 

１． 背景 

（１）地球温暖化対策に関する国内外の動向 

地球温暖化に伴う問題は、気候変動による豪雨や干ばつなどの異常気象をはじめ、我々

の生活へ深刻な影響を及ぼす、最も重要な環境問題のひとつとなっています。 

  1997年（平成９年）に、地球温暖化防止京都会議（COP3）において、「京都議定書」が

採択され、我が国の目標は「温室効果ガスの総排出量を 2008 年（平成 20年）から 2012年

（平成 24年）の第１約束期間に、1990年（平成２年）比で 6％削減する」と定められまし

た。これを受けて、1998 年（平成 10年）には「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以

下、「法」という。）が制定され、温室効果ガス排出抑制のための実行計画の策定が地方公

共団体に対し義務付けられました。 

また、国際的には 2015年（平成 27年）12 月に COP21 において、全ての国・地域の合意

のもと「パリ協定」が採択され、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２度より

十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追及すること」や「今世紀後半の温室効果ガ

スの人為的な排出と吸収の均衡」が掲げられました。我が国は、2030年（平成 42年）度に

おける温室効果ガスを 2013 年（平成 25年）度比で 26％削減の水準にすることを現在の目

標としています。 

 

（２）これまでの市の取組 

  法第 20条の３第１項に基づき、都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即し

て、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並び

に吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下、「実行計画」という。）を策

定するものとされています。本市では、「日田市地球温暖化防止実行計画」（2003 年（平成

15年）7月）、「第２次 日田市地球温暖化防止実行計画」（2008年（平成 20年）3月）、「第

３次 日田市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）」（2013 年（平成 25 年）3 月）を策定

し、本市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出抑制に向けた取組を推進してきま

した。また、第６次日田市総合計画、第２次日田市環境基本計画においても、地球温暖化

対策を掲げており、ISO14001 から引き継ぐ日田市独自の環境マネジメントシステム「環境

コンプライアンスマニュアル」での取組においても、地球温暖化対策を図ってきたところ

です。 

  本市では、先に述べた法の規定に基づき実行計画を策定し、取組を進めてきたものの、

2017年（平成 29年）度で第３次実行計画の計画期間が終了することから、「第４次 日田市

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定するものです。 
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２． 基本的事項 

 

（１）計画の目的 

  法の規定に基づき、本市の事務事業の推進に伴い排出される温室効果ガスの削減を図る

ため、本計画において目標や取組を定め、環境への負荷の低減を図ることを目的とします。 

 

（２）計画期間及び基準年度 

  本計画の計画期間は、2018年（平成 30 年）度から 2022 年（平成 34年）度までの 5年間

とします。ただし、この間の実施状況、社会情勢や技術の進歩等を踏まえ、必要に応じて

見直しを行うものとします。 

  なお、本計画の基準年度は 2016 年（平成 28 年）度とし、基準年度の温室効果ガスの排

出量を基に最終年度における温室効果ガスの削減目標を定めます。 

 

（３）計画の範囲 

 ①対象とする事務事業の範囲 

  本計画では、本市が実施する全ての事務・事業を対象とします。 

  ただし、外部への委託や指定管理者制度等により実施する事務事業は計画の対象には含

めず、受託者等に対して温室効果ガスの排出の削減等のために必要な措置を講ずるよう要

請します。 

 

 ②対象とする組織、施設等の範囲 

  本計画では、市長事務部局、教育委員会部局、会計課、各種事務局（※）及び上下水道局

が管轄する本庁、振興局、振興センター及び市内出先機関の施設を対象とします。 

  施設の対象範囲は、機構改革や施設の新設・取壊し等に応じて毎年更新します（本計画

「資料編」参照）。 

  ※ 各種事務局とは、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会

事務局のことをいう。 
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（４）対象とする温室効果ガスの範囲 

  対象となる温室効果ガスは、法第 2 条第 3 項において以下の 7 種類のガスが規定されて

います。市の事務事業で排出される温室効果ガスはほとんどが二酸化炭素であることから、

当面の間は二酸化炭素を対象とし削減目標を設定することとします。その他の温室効果ガ

スについては、排出源が多岐にわたるため、次の実行計画見直し時までに算定方法を確立

できるように取組みます。 

温室効果ガスの種類 主な発生源 

①二酸化炭素(CO2) ・施設での電気、熱や燃料（プロパンガス、灯油、重油など）

の使用 

・公用車での燃料（ガソリンなど） 

・廃棄物の焼却 

②メタン(CH4) ・施設でのボイラー、家庭用機器での燃料の使用 

・自動車の走行 

・廃棄物の焼却 

・下水、し尿、雑排水の処理 

③一酸化二窒素(N2O) ・施設でのボイラー、家庭用機器での燃料の使用 

・自動車の走行 

・廃棄物の焼却 

・下水、し尿、雑排水の処理 

④ハイドロフルオロカー

ボン(HFC) 

・カーエアコンの使用、廃棄 

・噴霧器、消火器の使用、廃棄 

⑤パーフルオロカーボン

(PFC) 

・半導体の製造、使用、廃棄 

※市の事務事業での発生なし 

⑥六ふっ化硫黄(SF6) ・電気設備の電気絶縁ガス 

・半導体の製造、使用、廃棄 

※市の事務事業での発生なし 

⑦三ふっ化窒素(NF3) ・半導体の製造等 

 ※市の事務事業での発生なし 

 

 平成 28 年度温室効果ガス別排出割合（表-１） 

温室効果ガス種別 
a）排出量

（t） 

b）地球温暖化係数 

※施行令第 4 条 

c）CO2 換算後の排出量 

（t-CO2）（a×b） 

d）排出割合

（％） 

二酸化炭素（CO2） 21,733  1 21,733  97.5  

メタン（CH4） 6.13  25 153  0.7  

一酸化二窒素（N2O） 1.33  298 396  1.8  

ハイドロフルオロカーボン

（HFC） 
0.003  1,300 4  0.018  

パーフルオロカーボン（PFC） 0   6,500～ 9,200 0  0.0  

六ふっ化硫黄（SF6） 0  22,800 0  0.0  

合    計     22,286  100.0  
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第２章 基本方針等                         

 

１．温室効果ガスの排出状況 

 （１）二酸化炭素排出量の推移 

  平成 25年度以降の二酸化炭素排出量（以下、「CO2 排出量」という）の推移を以下に示し

ました。CO2 排出量の推移をみると、廃棄物焼却量の増加及び電力使用における排出係数の

上昇による排出量の増加により、基準年度の排出量を超えてきています。 

 

CO2排出量の推移（図-１） 

 
CO2排出量の推移（表-２） 

区分 
H23 年度 

(基準年度) 
H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 基準年度比 

電気 7,737 12,261 11,975 11,139 10,267 132.7 % 

ガソリン 332 375 380 357 359 108.2 % 

軽油 223 241 248 226 223 99.7 % 

灯油 1,107 1,117 987 954 985 88.9 % 

A 重油 377 387 322 272 281 74.5 % 

LPG 133 109 121 119 117 87.8 % 

都市ガス 8 8 6 1 0 0.0 % 

廃棄物焼却 8,010 6,217 9,052 7,295 9,502 118.6 % 

合計 17,928 20,716 23,091 20,361 21,733 121.2 % 

 

 （２）取組の状況 

  （表-2）に示したとおり、平成 28年度の CO2削減量は全施設で 21.2％増加となっていま

す。電気による排出量と、廃棄物焼却による排出量が増加大幅にしています。電気につい

ては、排出係数が平成 23 年度は 0.385 であったのに対し、平成 28 年度は 0.509 となって

いることが主な原因と考えられます。庁舎や各施設においては、LED 照明などの省エネ設備

の導入を進めており、今後は設備導入による削減効果はあまり大きくならないことが考え

られます。 
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（３）部門別の二酸化炭素排出量の推移 

  下表（表-3）に示した「部門別 CO2排出量の推移」において、平成 28 年度の構成比をみ

ると「廃棄物処理施設」が 55.19％で最大となっており、「下水、し尿処理施設」が 10.57％、

「上水道施設」が 10.06％と続き、この 3施設で全体の 75.82％を占めています。 

 

部門別 CO2 排出量の推移（表-３）                    （単位：t-CO2） 

    
基準年

(H23) 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 28 年

度の構成比 

基準年度 

との比較 

（増減） 

オフィス

部門 

①本庁舎、別館 886  1,024  892  858  842  3.9 % -4.9 % 

②振興局 198  218  215  204  184  0.8 % -7.0 % 

③出先機関 73  35  35  11  8  0.04 % -89.4 % 

市民利

用 

施設部

門 

④教育系 1,872  2,843  2,871  2,354  2,215  10.2 % 18.3 % 

⑤公民館系 139  182  154  25  191  0.9 % 37.7 % 

⑥体育施設系 26  27  26  22  18  0.1 % -29.4 % 

⑦保健福祉系 710  879  857  827  770  3.5 % 8.5 % 

⑧公営交通 94  77  63  57  52  0.2 % -44.3 % 

⑨その他 753  1,240  796  759  976  4.5 % 29.5 % 

生活基

盤・ 

インフラ 

事業部

門 

⑩下水、し尿処

理施設 
1,996  2,792  2,730  2,617  2,297  10.6 % 15.1 % 

⑪上水道施設 1,842  2,777  2,650  2,522  2,186  10.1 % 18.7 % 

⑫廃棄物処理

施設 
9,339  8,624  11,802  10,104  11,994  55.2 % 28.4 % 

合計 17,929  20,716  23,091  20,361  21,733  100  % 21.2 % 

※小数点以下は端数処理されているため、数値合計等が若干異なっています。 
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（４）発生源別の二酸化炭素排出量の割合 

  発生源別の CO2排出量の割合を以下（表-４）のとおり示しました。 

  内訳を見ると、電気の使用による CO2 排出量が全体の 47.24％を占めています。次いで

廃棄物の焼却によるものが 43.72％と続き、電気の使用と廃棄物の焼却で全体の 90.96％を

占めています。 

 

発生源別の CO2排出量（平成 28 年度）（表-４） 

区 分 
CO2 排出量 

（t-CO2） 
構成比(%) 

電気 10,267 47.24 

ガソリン 359 1.65 

軽油 223 1.03 

灯油 985 4.53 

A 重油 281 1.29 

LPG 117 0.54 

都市ガス 0 0 

廃棄物焼却 9,502 43.72 

計 21,733 100 
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２． 実行計画の目標 

  本計画では、市の事務事業の推進に伴い排出される温室効果ガス（二酸化炭素）の削減

目標を以下のとおり定めます。 

 

【目標】 

 市の事務事業の推進に伴い排出される温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を 

 2022 年（平成 34 年）度までに 2016 年（平成 28 年）度比で  15％削減  します。 

 

 ◎ 削減目標の考え方について 

現在、本庁舎、別館、学校施設などの電力の購入先について再生可能エネルギー由来の

電気事業者への切り換えを進めています。今後も対象施設が増えていく予定であり、再生

可能エネルギー由来の電力会社は排出係数が低くなることから、電気利用による排出量の

減少により CO2排出量が 10％以上削減できることが見込まれます。 

また、省エネ法・温対法に基づく算定・報告制度において「エネルギー原単位で年 1％以

上の削減」を努力目標として課されていることから、本計画の削減目標はこの数値目標と

の整合性を踏まえ、温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量について 5 年間で 15％削減を目

指すこととしています。 

 

      温室効果ガス排出量の目標値と削減率（図-３） 
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第３章 具体的な取組                        

  本計画を効果的に実施し、温室効果ガス総排出量の削減目標を達成するため、次のとお

り取組の基本方針を設定し、具体的な取組を推進します。 

 

１．取組の基本方針 

 （１）第 2次日田市環境基本計画との連携 

  ①環境事業計画の推進 

   環境事業計画においては、市全体の環境施策のみならず、市が所管する公共施設への

再生可能エネルギーの活用なども盛り込まれています。また、清掃センターでは一般廃

棄物の焼却を行っていますが、この影響により多くの CO2 が排出されています。施設か

らの CO2を減らすためには、市全体のごみの減量を図ることも必要となります。 

   このような温室効果ガスの削減効果が見込まれる事業についても、本計画と連携して

取組を推進していきます。 

  ②環境コンプライアンスマニュアルの推進 

   市役所内部においては、独自の環境マネジメントシステムである「環境コンプライア

ンスマニュアル」を策定しており、その取組と連携して環境負荷の低減に取組み、温室

効果ガスの排出量削減につなげます。 

 

 （２）市役所の省エネ・節電対策の推進 

  ①無駄を省く取組 

   省エネ・節電を常に意識し、職場における無駄を排除していきます。 

  ②省エネ・節電に配慮した施設・設備・機器・車両等の更新 

   省エネ・節電に配慮した設備更新は、導入時には財政的な負担が大きくなると見込ま

れるものの、将来的には投資分を回収できることになります。施設の新設・更新時や設

備・機器・車両等の購入時には、できるだけ省エネに配慮した製品を選択します。 

    

 （３）市役所から排出されるごみの削減 

   市役所内部においてもリデュース・リユース・リサイクルの３Ｒを推進し、市役所か

ら排出されるごみの削減に向けて取り組みます。 

 

２．目標の実現に向けた７つの取組の柱 

  本計画では「７つの取組の柱」を以下のとおり定め、それぞれの具体的な取組を推進す

ることにより目標の実現を目指します。 

 

【７つの取組の柱】 
 

 Ⅰ．公共施設等におけるエネルギー使用量削減のための取組 

 Ⅱ．資源利用の効率化に関する取組 

 Ⅲ．市役所内外を含めた３Rの推進に関する取組 

 Ⅳ．公用車の使用に伴う環境負荷の低減に向けた取組 

 Ⅴ．グリーン購入の推進（環境負荷の少ない製品・物品の購入） 

 Ⅵ．職員の環境保全意識の向上に関する取組 

 Ⅶ．再生可能エネルギーに関する取組及び CO2吸収源対策の推進 
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 Ⅰ．公共施設等におけるエネルギー使用量削減のための取組 

取組内容 

１．エネルギー使用量の報告 

 ・年間エネルギー使用量を環境課に報告 

 （省エネ法・温対法に基づく定期報告、地球温暖化対策実行計画の進捗状況管理） 

２．照明・空調機器の省エネ 

 ・不要な照明の部分消灯、昼休みの消灯  

・設定温度の管理（夏季：28℃、冬季：20℃） 

 ・原則として、業務時間終了後（17時）運転停止 

 ・緑のカーテンの活用、ブラインド・カーテンの利用 

 ・夏季のクールビズ、冬季のウォームビズの推進 

３．OA機器の省エネ 

 ・長期離席時の個人用パソコンの電源オフ 

 ・離席時のパソコンディスプレイの電源オフ 

・テレビ未視聴時の主電源オフ 

４．省エネ機器への設備更新 

 ・照明器具など、各施設等で使用する設備については、更新可能なものから省エネ

機器へ更新 

５．その他の省エネ 

 ・電気製品の適正な設置と必要最低限の使用の徹底（冷蔵庫、電気ポット等） 

 ・移動時の階段利用の推進 

 

 Ⅱ．資源利用の効率化に関する取組 

取組内容 

１．用紙類の使用量の削減 

 ・ミスコピーの削減 

・両面コピー、2in1コピーの励行 

・内部資料の裏紙利用 

 ・会議資料の簡素化、作成部数の最小限化、パワーポイント等の活用 

・文書の送付における文書管理システムの有効活用 

・FAX送付状の省略、受信時の両面印刷 

 ・高速印刷機の積極利用 

２．水道水の使用量の削減 

 ・日常的な節水（食器洗い、手洗い、トイレ等） 

 ・公用車の洗車や業務における洗浄水の節水 
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Ⅲ．３Ｒの推進に関する取組 ※清掃センターのごみ焼却量の削減 

取組内容 

１．市役所の事務事業における廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進に関する取組 

 ・ごみ分別の徹底 

 ・再利用可能な商品の選択、ファイルなどの事務用品の再利用、詰め替え可能な文

具の使用 

 ・配布物等の適宜見直しによる不要な配達物の削減 

２．市域における廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進に関する取組 

 ・ごみ減量に係る３Rの啓発活動の推進 

 ・マイバッグ運動の推進 

 

 Ⅳ．公用車の使用に伴う環境負荷の低減に向けた取組 

取組内容 

１．公用車の使用に伴う環境負荷の低減に向けた取組 

 ・低燃費・低公害車の導入 

 ・エコドライブの推進 

 ・公用車使用管理の徹底 

 ・ガソリン・軽油使用量の管理 

 ・公用自転車の積極的な活用 

 ・出張時の相乗り及び公共交通機関の積極的な活用 

  

Ⅴ．グリーン購入の推進（環境負荷の少ない製品・物品の購入） 

取組内容 

１．環境負荷の少ない製品、物品の選択 

 ・環境ラベル付きの商品の選択（エコマーク・グリーンマークなど） 

 ・詰め替え可能商品の選択 

 ・再生資源を多く使用している商品の選択  

 

 Ⅵ．職員の環境保全意識の向上に関する取組 

１．職員における環境保全への取組の推進 

 ・環境マネジメント研修などでの環境保全に関する研修の実施 

 ・地域における環境保全活動への積極的な参加 

 

 Ⅶ．再生可能エネルギーに関する取組及び CO2吸収源対策の推進 

取組内容 

１．公共施設における再生可能エネルギーの積極的な利用 

 ・再生可能エネルギーの導入に向けた検討 

 ・再生可能エネルギー由来の電力購入の推進 

２．森林吸収源対策及び都市緑化の推進 

 ・「新しい日田の森林・林業・木材産業振興ビジョン（日田もりビジョン）」の推進 

 ・道路や公園、公共施設における緑化の推進 
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第４章 マネジメント                        

 

１． 推進体制の整備 

  本計画の実効ある推進を図るため、「環境コンプライアンスマニュアル」の環境組織を活

用します。 

  なお、進行管理の手法には PDCA サイクルを活用し、毎年 1回「環境管理委員会」におい

て事務局から進捗状況の報告を行い、地球温暖化防止に向けた施策の継続的改善を図りま

す。 

 

２． 進捗状況の把握及び報告 

 （１）進捗状況の把握 

   本計画の目標の実現に向けて、毎年度当初に各課の進捗状況を照会し、その結果を記

録した上で「環境管理委員会」に報告します。 

   なお、施設の対象範囲は、本計画の「資料編」に掲載し、機構改革や施設の新設・取壊

し等に応じて毎年更新します。 

 

 （２）進捗状況の評価 

   事務局は、各課から提出されるエネルギー使用量から CO2 排出量を算定し、毎年進捗

状況を取りまとめ評価します。 

 

 （３）公表 

   事務局は、本計画の推進状況を「環境白書」に取りまとめ、各職場へ周知するととも

に、市 HP等を通じて広く公表します。 

 

 



対象施設等一覧 NO.1

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考

1.本庁舎、別館 総務部 財政課 本庁舎

別館

公用車【財政課】

公用車【公有財産管理係 集中管理】

総務課 公用車【総務課】

防災・危機管理室 公用車【防災・危機管理室】

情報統計課 非常用発電機

公用車【情報統計課】

契約検査室 公用車【契約検査室】

税務課 公用車【税務課】

企画振興部 地方創生推進課 公用車【地方創生推進課】

まちづくり推進課 公用車【まちづくり推進課】

市民環境部 市民課 公用車【市民課】

人権･同和対策課 公用車【人権･同和対策課】

環境課 公用車【環境課】

福祉保健部 社会福祉課 公用車【社会福祉課】

監査指導室 公用車【監査指導室】

こども未来室 公用車【こども未来室】

健康保険課 公用車【健康保険課】

長寿福祉課 公用車【長寿福祉課】

商工観光部 商工労政課 公用車【商工労政課】

企業立地推進室 公用車【企業立地推進室】

観光課 公用車【観光課】

農林振興部 農業振興課 公用車【農業振興課】

林業振興課 公用車【林業振興課】

土木建築部 都市整備課 公用車【都市整備課】

土木課 公用車【土木課】

建築住宅課 公用車【建築住宅課】

会計課 会計課 公用車【会計課】

議会事務局 議会事務局 公用車【議会事務局】

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 公用車【選挙管理委員会事務局】

監査委員事務局 監査委員事務局 公用車【監査委員事務局】

農業委員会 農業委員会事務局 公用車【農業委員会】

上下水道局 経営管理課 公用車【経営管理課】

施設工務課 公用車【施設工務課】

教育委員会 教育総務課 公用車【教育総務課】

学校教育課 公用車【学校教育課】

人権･同和教育室 公用車【人権･同和教育室】

2.振興局 企画振興部 天瀬振興局 天瀬振興局

天瀬町第2駐公用車場（倉庫） ※天瀬振興局（倉庫等）

天瀬町（商工会横倉庫）

公用車【天瀬振興局】

大山振興局 大山振興局

公用車【大山振興局】

前津江振興局 前津江振興局

公用車【前津江振興局】

中津江振興局 中津江振興局

公用車【中津江振興局】

上津江振興局 上津江振興局

公用車【上津江振興局】

3.出先機関 企画振興部 まちづくり推進課 東有田振興ｾﾝﾀｰ ※振興ｾﾝﾀｰ（５施設）

小野振興ｾﾝﾀｰ

大鶴振興ｾﾝﾀｰ

夜明振興ｾﾝﾀｰ

五和振興ｾﾝﾀｰ

公用車【5振興ｾﾝﾀｰ】

天瀬振興局 馬原出張所

五馬出張所

所管課名

資料　平成29年度 対象施設等一覧
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対象施設等一覧 NO.2

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考所管課名

4.教育系 教育委員会 教育総務課 小学校

中学校

旧花月小学校

旧月出山小学校（ﾌﾟｰﾙ施設のみ）

旧大明小学校

旧赤石小学校

旧出野小学校

旧上津江小学校

旧都築小学校

旧台小学校

旧桜竹小学校

旧塚田小学校

旧鎌手小学校

旧大山中学校

公用車【ｽｸｰﾙﾊﾞｽ】

社会教育課 松金小学校ﾌﾟｰﾙ

串川分校ﾌﾟｰﾙ

生涯学習交流ｾﾝﾀｰ

博物館 公用車【博物館】

淡窓図書館 淡窓図書館

図書館音声誘導装置(集中差引分)

公用車【淡窓図書館】

文化財保護課 旧矢羽田家住宅

慈眼山仏像収蔵庫

日田市立郷土史料館

天瀬ふるさと資料館

前津江郷土文化保存施設

史跡咸宜園跡

豆田まちづくり歴史交流館

行徳家住宅

公用車【文化財保護課】

咸宜園教育研究ｾﾝﾀｰ 咸宜園教育研究ｾﾝﾀｰ

公用車【咸宜園教育研究ｾﾝﾀｰ】

学校給食ｾﾝﾀｰ 日田市学校給食ｾﾝﾀｰ

日田市天瀬学校給食共同調理場

日田市大山学校給食共同調理場

日田市前津江学校給食共同調理場

日田市中津江学校給食調理場

日田市津江学校給食共同調理場

日田市津江小学校給食調理場（旧上津江小）

公用車【学校給食ｾﾝﾀｰ】

公用車【給食ｾﾝﾀｰ･運搬車分】

公用車【共同調理場･運搬車分】

5.公民館系 市民環境部 人権･同和対策課 京町地区集会所 ※地区集会所

北友田三丁目地区集会所

公用車【集会所等】

教育委員会 社会教育課 九膳ケ畑集会所

松金集会所

串川集会所

中央公民館

公用車【社会教育課(中央公民館)】
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対象施設等一覧 NO.3

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考所管課名

6.体育施設系 教育委員会 体育保健課 上津江ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

南部中夜間照明施設

川辺体育館

大山中夜間照明施設

大山ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

大山B&G海洋ｾﾝﾀｰ

前津江町柔剣道場

都留ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

広川運動広場

財津町ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

大明中夜間照明施設

弓道場

夜明ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

三隈中夜間照明施設

大鶴ｽﾎﾟｰﾂ広場

有田小夜間照明施設

竹田艇庫

日田市ｱｰﾁｪﾘｰ場

公用車【体育保健課】

7.保健福祉系 福祉保健部 社会福祉課 日田市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ（ｳｴﾙﾋﾟｱ）

日田市大山総合福祉ｾﾝﾀｰ

日田市天瀬総合福祉ｾﾝﾀｰ

駅前身障者ﾄｲﾚ

こども未来室 高瀬こども園

光岡こども園

なかつえ保育園

すぎっ子こども園

あまがせ保育園

中央児童館

大山児童館

天瀬児童館

松原児童館

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ

公用車【直営保育園分】

公用車【児童館分】

健康保険課 前津江保健ｾﾝﾀｰ

上津江保健ｾﾝﾀｰ

公用車【前津江保健ｾﾝﾀｰ】

公用車【上津江保健ｾﾝﾀｰ】

上津江診療所 上津江診療所

公用車【上津江診療所】

東渓診療所 東渓診療所

公用車【東渓診療所】

長寿福祉課 赤石老人憩の家

天瀬憩の家

前津江ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場休憩所

車【長寿福祉・福祉ﾊﾞｽ】

延寿寮 延寿寮

公用車【延寿寮】

老人福祉ｾﾝﾀｰ 老人福祉ｾﾝﾀｰ

日田ﾎﾋﾞｰｾﾝﾀｰ ※日田ﾎﾋﾞｰｾﾝﾀｰ

日田ﾎﾋﾞｰｾﾝﾀｰ前外灯

日田老人公園 ※延寿公園

延寿公園ﾄｲﾚ

公用車【老人福祉ｾﾝﾀｰ】

8.公営交通 企画振興部 まちづくり推進課 車【市営上・中津江ﾊﾞｽ】

車【市内循環ﾊﾞｽ(ひたはしり1号･2号・3号)】

上津江振興局 市営上津江ﾊﾞｽ事務所 ※市営上津江ﾊﾞｽ事業所・倉庫等

市営上津江ﾊﾞｽ車庫
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対象施設等一覧 NO.4

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考所管課名

9.その他 総務部 防災・危機管理室 消防関係施設（ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀｰ,ｻｲﾚﾝ,分団等）

公用車【消防関係】

財政課 市役所音声誘導装置

三芳駅公衆ﾄｲﾚ

豊後三芳駅

前津江赤石作業所

旧中津江振興局

旧大山振興局

旧鯛生小学校

情報統計課 諸留二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ） ※情報施設（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ、受信施設等）

小野二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

両組二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

前津江振興局二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

上津江二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

中津江二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

大山二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

鎌手二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

大鶴二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

夜明二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

戸山二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

石井二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

高瀬二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

桃山二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

天瀬二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

馬原二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

本城二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

五馬二次拠点（ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ）

都築受信点施設

夜明受信点

企画振興部 まちづくり推進課 中津江村宿泊交流体験館

日田市豊後中川駅待合所

日田市夜明駅待合所

日田市大鶴駅待合所

大山振興局 大山振興局外灯等[計画]

田来原美しい森作り公園交流施設

中津江振興局 旧日田郡森林組合倉庫前街路灯[計画]

上津江振興局 上津江街路灯･防犯灯[計画]

市民環境部 環境課 日田駅裏（北側）公衆便所

三芳公衆便所

日田市葬斎場

商工観光部 企業立地推進室 灌漑用水施設

ｳｯﾄﾞｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ（ﾎﾟﾝﾌﾟ室等）

観光課 観光課街路灯

小野川河川ﾌﾟｰﾙ ※小野川河川ﾌﾟｰﾙ

小野川河川ﾌﾟｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

小野民芸村陶芸 ※小野民芸村

小野民芸村外燈

民芸村工房棟

日田市役所（街路灯）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾄｲﾚ

上津江公衆ﾄｲﾚ

中城町多目的広場トイレ

田島まつり倉庫

農林振興部 農業振興課 日田市上津江町若林農用団地農業用水施設

日田市地熱水生産井1号 ※地熱水生産井

日田市地熱水生産井2号

日田市地熱水生産井3号

日田市地熱水生産井4号

日田市地熱水生産井5号

日田市上津江農山村多面的機能活用促進施設

小谷口地区農機具保管庫

京町地区農機具保管庫

天瀬農業公園

林業振興課 ｸﾞﾘｰﾝﾏｲｽﾀｰﾊｳｽ
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対象施設等一覧 NO.5

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考所管課名

9.その他 土木建築部 都市整備課 上城内公園 ※公園施設【直営】

日田駅前広場

日田駅北広場

光岡駅前広場

光岡駅南公園

京町広場及び緑道

鏡坂ﾎﾟﾝﾌﾟ場

日田高横ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ

大原ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ

大川内展望台

元町緑地

中央一丁目緑地

熊取緑地

小島緑地

花月緑地

京町緑地

教田緑地

丸の内緑地

台霧の瀬

天神ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

松原ｺﾐｭﾆﾃｨ

中川河川公園

岩戸公園

中ノ島ｺﾐｭﾆﾃｨ広場

田島本町ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ

朝日ヶ丘緑地

玉川ふれあい広場

丸の内ふれあい広場

ふれあいひろば田島

石井河川公衆ﾄｲﾚ

中央公園（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

隈川河川公園

大宮河川公衆ﾄｲﾚ

大宮河川広場（芝刈のみ）

老松河川広場（芝刈のみ）

天瀬中央駐車場

桜滝公園

西峰ｽﾎﾟｰﾂ公園

ｳｯﾄﾞ平島公園内公衆ﾄｲﾚ

田来原美しい森作り公園

庄手川河川広場

石井河川広場（芝刈のみ）

庄手川河川緑地

伏尾川公園

土木課 土木課道路街灯等

玉川作業所

建築住宅課 市営住宅街路灯

10.下水、し尿処理施設 市民環境部 環境衛生ｾﾝﾀｰ 環境衛生ｾﾝﾀｰ

公用車【環境衛生ｾﾝﾀｰ】

上下水道局 施設工務課 管理水路水門街灯等

管理水路水門等

京町下水排水施設

公共下水ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

公共下水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

農集(三ノ宮地区)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

農集(大明地区)ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

大山特環（大山）ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

浄化ｾﾝﾀｰ 浄化ｾﾝﾀｰ

大山ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ

三ノ宮地区処理施設

大明地区ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

公用車【浄化ｾﾝﾀｰ】

浄化ｾﾝﾀｰ（軽油）

公用車【大山ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ】
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対象施設等一覧 NO.6

※ 備考欄の（※）は、入力ファイルの名称

実行計画区分 対象施設等の名称 備考所管課名

11.上水道施設 市民環境部 環境課 官谷飲用井戸施設 ※飲用井戸施設（10施設）

手水野飲用井戸施設

吉井飲用井戸施設

吉の本飲用井戸施設

簾飲用井戸施設

中川内飲用井戸施設

石場飲用井戸施設

堤・吉原飲用井戸施設

梁瀬飲用井戸施設

小平田・才野飲用井戸施設

上下水道局 施設工務課 水道設備(簡易水道)

水道設備(給水施設)

上野浄水場

竹田浄水場

京町取水場 ※取水場等（上水事業）

会所宮取水場

財津水源

五和浄水場

五和第２水源

五和配水場

三和浄水場

三和配水池

山田原配水場

若宮水源

会所山配水場

清水原中継所

桃山中継所

川下中継所

大原中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

諸留中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

三池配水場

須ノ原配水場

朝日ヶ丘中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場

朝日ヶ丘配水場

古金浄水場

公用車【上野浄水場】

12.廃棄物処理施設 市民環境部 ﾊﾞｲｵﾏｽ資源化ｾﾝﾀｰ ﾊﾞｲｵﾏｽ資源化ｾﾝﾀｰ

公用車【ﾊﾞｲｵﾏｽ資源化ｾﾝﾀｰ】

清掃ｾﾝﾀｰ 清掃ｾﾝﾀｰ

清掃ｾﾝﾀｰ旧第１処分場

清掃ｾﾝﾀｰ最終処分場

公用車【清掃ｾﾝﾀｰ】

公用車･敷地内移動【清掃ｾﾝﾀｰ】
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