
事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（Ａ、Ｂテナント等事業所用）　 A事業所（１）

令和 年度

１　事業所の概要

（１）事業所種別

（２）事業所及び事業内容

２　事業所の温室効果ガス排出量の削減目標

(１)第３計画期間の削減目標

日本産業規格Ａ列４番

その他ガス

削
減
目
標

エネルギー起源CO2
（必須）

基準となる
排 出 量

t-CO2
基準となる
原 単 位

計 画 期 間 7 年 度 ～ 11 年 度

0.7166 t-CO2/100m2

令和元年度の排出量(17,354t-CO2)を基準として、令和6年度までに5%（年平均
１%）削減します。

その他ガス

令和元年度の排出量(82,619t-CO2)を基準として、令和6年度末まで毎年１％ず
つ削減していきます。

（２）第４計画期間の削減目標

削
減
目
標

エネルギー起源CO2
（必須）

基準となる
排 出 量 17,354 t-CO2

基準となる
原 単 位

前年度にお
ける事業所数 697

計 画 期 間 2 年 度 ～ 6 年 度

産 業 分 類 名 （ 中 分 類 ） 98 地方公務

分 類 番 号 （ 中 分 類 ） 98

事 業 活 動 の 概 要

市町村機関、地方行政事務を行う事業所
職員　3,226名（再任用含む）※令和4年4月1日現在
【報告対象範囲：市長事務部局が管理する事業所で活動する職員
（パート従業員除く）】

4 事業者番号 0159 事業所番号 015900

事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告

代 表 事 業 所 所 在 地
市 区 町 村 川口市

字 ・ 地 番 青木二丁目１番１号

当該事業所を含む事業所の名称
（※Bテナント等の場合のみ記入）

事業所種別

A … 原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所（合算）
A

代 表 事 業 所 名 川口市役所　本庁舎



※　入力欄が足りない場合は、シートの様式を変更せずに、同様式の別ファイルを作成して提出してください。
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2 ほか　別紙　事業所リストのとおり

3

番号 事業所名 所 在 地

1 川口市役所　本庁舎 川口市青木二丁目１番１号

事業所リスト



番号 事業所名 所在地
1 川口市人財育成センター 川口市青木3-7-3
2 新郷書庫 川口市大竹70-1、74-9
3 市役所駐車場 川口市青木2-1-1
4 市役所第一本庁舎 川口市青木2-1-1
5 青木分室 川口市青木2-3-5
6 青木車庫 川口市青木4-7
7 川口駅西口地下公共駐車場 川口市川口3-1-2
8 川口駅東口地下公共駐車場 川口市川口1-1-1
9 芝陸橋下西側月極駐車場 川口市芝園町4-1地先
10 芝陸橋下東側月極駐車場 川口市芝塚原1-5-1地先
11 東領家月極駐車場 川口市東領家5-9地先
12 西川口駅エレベータ他 川口市並木2-20-1
13 幸町分室 川口市幸町2-14-18
14 芝コミュニティセンター 川口市芝新町10-25
15 鳩ヶ谷コミュニティセンター 川口市八幡木1-22-5
16 川口総合文化センター「リリア」 川口市川口3-1-1
17 かわぐち市民パートナーステーション 川口市川口1-1-1
18 芝児童交通公園管理棟 川口市芝下1-11
19 川口駅東口地下自転車駐車場 川口市栄町3-6-1
20 川口自転車駐車場 川口市川口3-地内
21 幸町自転車駐車場 川口市幸町3-地内
22 川口元郷地下自転車駐車場 川口市元郷1-地内
23 並木自転車駐車場 川口市並木2-地内
24 新井宿地下自転車駐車場 川口市大字新井宿地内
25 東川口地下自転車駐車場 川口市東川口1-地内
26 東川口自転車駐車場 川口市東川口1-地内
27 鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場 川口市大字里135
28 鳩ヶ谷駅第２自転車駐車場 川口市大字里1621
29 南鳩ヶ谷駅自転車駐車場 川口市南鳩ヶ谷5-12-23
30 川口駅第１自転車置場 川口市川口1-地内
31 川口元郷駅第１自転車置場 川口市元郷1-地内
32 蕨駅第３自転車置場 川口市芝新町地内
33 蕨駅第６自転車置場 川口市芝新町地内
34 西川口自転車等保管場所 川口市西川口6-16-32
35 西川口駅第６自転車置場 川口市並木２丁目地内
36 芝樋ノ爪自転車等保管場所 川口市芝樋ノ爪2-5-6
37 鳩ヶ谷自転車等保管場所 川口市大字大字里1097-3
38 パスポートセンター 川口市西川口1-6-16　西川口駅前ビル3階
39 西川口駅連絡室 川口市西川口1-6-16　西川口駅前ビル2階
40 芝支所 川口市大字芝6247
41 蕨駅前芝連絡室 川口市芝新町4-1第3須賀ビル1F
42 新郷支所 川口市大字東本郷944-1
43 神根支所 川口市大字神戸6-1
44 安行支所 川口市大字安行原2155
45 戸塚支所 川口市戸塚3-11-1
46 桜町３丁目集会所 川口市桜町3-2-17
47 桜町６丁目集会所 川口市桜町6-11-10
48 鳩ヶ谷本町２丁目集会所 川口市鳩ヶ谷本町2-1-22
49 鳩ヶ谷本町４丁目集会所 川口市鳩ヶ谷本町4-8-11
50 坂下町３丁目第１集会所 川口市坂下町3-12-21



番号 事業所名 所在地
51 坂下町３丁目第２集会所 川口市坂下町3-6-9
52 南鳩ヶ谷１丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷1-4-17
53 南鳩ヶ谷２丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷2-21-8
54 南鳩ヶ谷３丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷3-16-2
55 南鳩ヶ谷４丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷4-24-11
56 南鳩ヶ谷５丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷5-19-19
57 南鳩ヶ谷７丁目集会所 川口市南鳩ヶ谷7-23-22
58 鳩ヶ谷緑町１丁目集会所 川口市鳩ヶ谷緑町1-1-2
59 八幡木１丁目集会所 川口市八幡木1-25-2
60 里集会所 川口市大字里1125
61 三ツ和２丁目集会所 川口市三ツ和2-32-11
62 ふれあいプラザさくら 川口市桜町2-4-24
63 鳩ヶ谷駅市民センター 川口市大字里1650-1
64 鳩ヶ谷駅連絡室 川口市大字里1650-1
65 川口駅前行政センター 川口市川口1-1-1
66 川口駅前市民ホール「フレンディア」 川口市川口1-1-1
67 市役所第二庁舎 川口市中青木1-5-1
68 福祉総務課倉庫（旧青木東保育所） 川口市青木4-24-16
69 神根福祉センター 川口市大字道合1421
70 老人福祉センター神根たたら荘 川口市大字道合1421
71 川口市高齢者総合福祉センター 川口市大字赤井1055
72 高齢者総合福祉センターサンテピア特別養護老人ホーム川口市大字赤井1055
73 養護老人ホーム 川口市大字赤井1055
74 老人デイサービスセンター新郷れんげそう 川口市大字赤井1055
75 軽費老人ホーム（ケアハウス） 川口市大字赤井1055
76 老人デイサービスセンター横曽根れんげそう 川口市川口6-5-14
77 芝福祉センター老人デイサービスセンター芝れんげそう川口市大字伊刈20
78 老人デイサービスセンター芝南れんげそう 川口市芝3-17-1
79 老人デイサービスセンター鳩ヶ谷れんげそう 川口市八幡木1-19-5
80 老人福祉センター安行たたら荘 川口市大字安行1194
81 老人福祉センター芝たたら荘 川口市大字伊刈20
82 老人福祉センター仲町たたら荘 川口市仲町15-15
83 老人福祉センター新郷たたら荘 川口市大字東本郷1000
84 福祉部分室（旧健康増進部分室） 川口市川口3-2-6 ﾘﾌﾟﾚ川口一番街6号棟101号室
85 地域活動支援センター（神根福祉センター） 川口市大字道合1421
86 しらゆりの家 川口市朝日3-16-14
87 就労継続支援きじばと 川口市大字里1125
88 生活介護きじばと 川口市八幡木1-19-5
89 わかゆり学園分室 川口市鳩ヶ谷本町4-8-11
90 心身障害福祉センターわかゆり学園 川口市大字赤井1227
91 旧本町診療所 川口市本町３丁目6番地３０号

92 旧鋳物問屋鍋平別邸 川口市金山町15-2

93 青木三丁目分室 川口市３丁目１７番地１１
94 母子生活支援施設「あさひ館」 川口市朝日2-3-4
95 子育てサポートプラザ 川口市川口3-1-1
96 戸塚しらぎく保育園 川口市大字西立野25-1
97 戸塚のぞみ保育園 川口市東川口4-22-12
98 芝高木保育所 川口市芝宮根町20-31
99 上青木保育所 川口市上青木5-5-55
100 新郷保育所 川口市大字東本郷1000



番号 事業所名 所在地
101 神根保育所 川口市大字西新井宿557-4
102 青木保育所 川口市西青木3-5-4
103 川口駅前保育園 川口市川口1-1-1
104 川口西保育園 川口市川口5-12-9
105 並木南保育所 川口市並木1-8-25
106 本町保育所 川口市本町3-9-9
107 あさひ保育所 川口市朝日1-13-3
108 安行保育所 川口市大字安行慈林130
109 栄町保育所 川口市栄町1-2-19
110 戸塚西保育所 川口市北原台3-18-10
111 戸塚保育所 川口市戸塚東3-34-5
112 根岸北保育所 川口市大字安行領根岸886-1
113 桜保育所 川口市桜町6-11-10
114 三ツ和保育所 川口市南鳩ヶ谷1-4-17
115 芝園保育所 川口市芝園町3-7
116 芝西保育所 川口市大字小谷場237
117 芝中央保育所 川口市大字芝3905
118 芝南保育所 川口市芝中田2-3-1
119 芝保育所 川口市芝樋ノ爪1-12-8
120 芝北保育所 川口市北園町11-1
121 上青木西保育所 川口市上青木西2-14-14
122 新郷峯保育所 川口市大字峯1322
123 青木北保育所 川口市西青木1-8-28
124 前川南保育所 川口市南前川2-15-2
125 前川保育所 川口市前川4-12-12
126 仲町保育所 川口市西川口5-2-1
127 仲町東保育所 川口市仲町15-15
128 朝日北保育所 川口市朝日2-16-5
129 朝日西保育所 川口市朝日4-17-9
130 南青木保育所 川口市青木1-4-4
131 南鳩ヶ谷保育所 川口市南鳩ヶ谷6-6-18
132 並木保育所 川口市並木2-3-6
133 並木東保育園 川口市並木1-24-62
134 里保育所 川口市大字大字里493-1
135 旧領家保育所 川口市領家3-13-15
136 南平保育園 川口市元郷1-31-7
137 領家保育所 川口市領家3-13-15
138 横曽根保育所 川口市南町１丁目２番地３７号

139 安行青少年センター 川口市大字安行吉岡1650-41
140 栄町青少年センター 川口市栄町1-2-19
141 元郷青少年センター 川口市元郷2-1-11
142 芝富士青少年センター 川口市芝富士2-8-7
143 西川口青少年センター 川口市西川口6-16-29
144 前川青少年センター 川口市前川2-24-4
145 並木青少年センター 川口市並木3-20-1
146 本町青少年センター 川口市本町4-13-11
147 芝児童センター 川口市芝樋ノ爪1-12-8
148 戸塚児童センター「あすぱる」 川口市戸塚南４丁目１０番２号
149 前川プレイリーダーハウス 川口市前川2-13
150 安行霊園 川口市大字安行吉岡1392



番号 事業所名 所在地
151 川口市めぐりの森 川口市大字新井宿430番地の1
152 川口市こども夜間救急診療所 川口市三ツ和1-14-3　鳩ヶ谷庁舎別棟1階
153 保健所 川口市前川1-11-1
154 地域保健センター 川口市南町1-9-20
155 動物管理センター 川口市朝日5-4-10
156 食肉衛生検査所 川口市領家4-7-4
157 看護専門学校 川口市大字新井宿802-3
158 安行測定局 川口市安行慈林 356　慈林小学校敷地内
159 芝測定局 川口市芝樋ノ爪 2-9　樋ノ爪児童公園敷地内
160 新郷測定局 川口市東本郷 1301-1　新郷浄水場敷地内
161 神根測定局 川口市神戸 461　乙女山市営住宅地内
162 南平測定局 川口市東領家 2-27-1　領家第一公園敷地内
163 分析センター 川口市大字石神854-1
164 青木収集事務所（旧青木環境センター） 川口市青木3-16-1
165 戸塚環境センター 川口市大字藤兵衛新田290
166 厚生会館 川口市大字藤兵衛新田290
167 朝日環境センター 川口市朝日4-21-33
168 あさひコミュニティセンター 川口市朝日4-2-15
169 リサイクルプラザ 川口市朝日4-21-33
170 サンアール朝日 川口市朝日4-21-33
171 リサイクルプラザ南ストックヤード 川口市朝日5-4-1
172 鳩ヶ谷衛生センター 川口市八幡木3-18-11
173 衛生センターごみ分別施設 川口市八幡木3-18-11
174 鳩ヶ谷衛生センター粗大ごみ分別場控室 川口市八幡木3-18-11
175 公衆便所（新郷交通広場） 川口市大字峯1590-1
176 公衆便所（川口神社裏） 川口市金山町6
177 公衆便所（東川口駅南口） 川口市戸塚1-1
178 公衆便所（東川口駅北口） 川口市東川口1-1
179 八幡木会館 川口市八幡木3-21-1
180 ワークファンルーム 川口市上青木西1-2-25
181 地域物産館 川口市大字赤山５０１番１号
182 植物取引センター 川口市大字安行領家1100
183 川口緑化センター「樹里安」 川口市大字安行領家844-2
184 グリーンセンター 川口市大字新井宿700他
185 市役所鳩ヶ谷庁舎 川口市三ツ和1-14-3
186 道路維持管理(その他) 川口市内
187 道路維持課東本郷資材置場 川口市大字東本郷847-4
188 道路維持課分室（第3車庫） 川口市青木4-20-3
189 浮間ゴルフ場クラブハウス 川口市飯原町14-1
190 河川ポンプ等 川口市内
191 西川口駅自由通路 川口市並木2-20-1
192 川口駅東口公共広場「キュポ・ラ広場」 川口市川口1-701
193 区画整理組合推進室 川口市大字久左衛門新田47-1
194 西部土地区画整理事務所 川口市大字伊刈200
195 東部土地区画整理事務所 川口市大字東本郷1060-1
196 北部土地区画整理事務所 川口市大字安行492-1
197 里土地区画整理事務所 川口市大字里331
198 消防局庁舎 川口市芝下2-1-1
199 南消防署庁舎 川口市本町2-4-39
200 南消防署安行分署 川口市大字安行領家968



番号 事業所名 所在地
201 南消防署横曽根分署 川口市西川口3-18-1
202 南消防署新郷分署 川口市大字東本郷1283-3
203 南消防署青木分署 川口市青木4-7-18
204 南消防署南平分署 川口市新井町17-20
205 南消防署鳩ヶ谷分署 川口市坂下町4-3-14
206 消防団第１０支団第１分団車庫 川口市桜町5-3
207 消防団第１０支団第２分団車庫 川口市鳩ヶ谷本町2-1-1
208 消防団第１０支団第３分団車庫 川口市大字里331
209 消防団第１１支団第１分団車庫 川口市坂下町3-12-21
210 消防団第１１支団第２分団車庫 川口市八幡木1-22-18
211 消防団第１１支団第３分団車庫 鳩ヶ谷緑町1丁目1番地2
212 消防団第１支団第２分団車庫 川口市栄町2-4-8
213 消防団第２支団第１分団車庫 川口市仲町10-22
214 消防団第２支団第２分団車庫 川口市飯塚2-7-10
215 消防団第３支団第２分団車庫 川口市前川町4-538-1
216 消防団第３支団第３分団車庫 川口市上青木2-9-4
217 消防団第４支団第１分団車庫 川口市朝日1-14-29
218 消防団第４支団第２分団車庫 川口市元郷4-21-21
219 消防団第４支団第３分団車庫 川口市東領家3-1-3
220 消防団第６支団第１分団車庫 川口市大字東本郷1112
221 消防団第６支団第２分団車庫 川口市新堀647-1
222 消防団第８支団第１分団車庫 川口市大字安行原2014-5
223 消防団第８支団第２分団車庫 川口市大字安行領家402-5
224 北消防署伊刈分署 川口市大字伊刈46
225 北消防署戸塚分署 川口市戸塚3-13-16
226 北消防署芝園分署 川口市芝園町3-5
227 北消防署上青木分署 川口市上青木4-4-6
228 北消防署神根分署 川口市大字神戸34
229 消防団第５支団第１・２分団車庫 川口市大字芝5310
230 消防団第７支団第１分団車庫 川口市大字安行領根岸171-1
231 消防団第７支団第２分団車庫 川口市大字石神1187-1
232 消防団第７支団第３分団車庫 川口市大字新井宿13
233 消防団第７支団第４分団車庫 川口市大字木曽呂390
234 消防団第９支団第１分団車庫 川口市長蔵1-30-17
235 消防団第９支団第３分団車庫 川口市差間3-16-12
236 選挙器材倉庫（旧青木西保育所） 川口市中青木1-2-30
237 本一公園 川口市本町１丁目５番
238 本町１丁目広場遊園 川口市本町１丁目８番
239 本町２丁目公園 川口市本町２丁目５番
240 本町公園 川口市本町３丁目９番
241 本三公園 川口市本町３丁目１０番
242 本町４丁目公園 川口市本町４丁目７番
243 栄町１丁目公園 川口市栄町１丁目６番
244 金山町公園 川口市金山町３番
245 川口神社公園 川口市金山町６番
246 幸町第１公園 川口市幸町２丁目５番
247 幸町第２公園 川口市幸町２丁目１５番
248 寿町公園 川口市川口１丁目２番
249 善光寺通り公園 川口市川口１丁目２番
250 南寿町公園 川口市川口１丁目３番



番号 事業所名 所在地
251 西寿町公園 川口市川口２丁目１５番
252 川口２丁目公園 川口市川口２丁目１７番
253 幸町３丁目あかつき公園 川口市幸町３丁目６番
254 幸町第３公園 川口市幸町１丁目２番
255 幸町２丁目公園 川口市幸町２丁目１０番
256 川口西公園 川口市川口３丁目１番
257 ｻﾝ･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 川口市栄町３丁目８番
258 舟戸公園 川口市舟戸町
259 鎌倉橋記念緑地 川口市本町１丁目８番
260 栄町サン緑地 川口市栄町２丁目１番
261 川口西口緑地 川口市川口３丁目１９０番１
262 金山町緑地 川口市金山町１４番地　　　
263 本町１丁目緑地 川口市本町１丁目１０番先
264 本町緑地 川口市本町３丁目５番
265 川口駅東口緑地 川口市栄町３丁目６番
266 本町２丁目緑地 川口市本町２丁目１番
267 仲町１丁目公園 川口市川口５丁目１０番
268 仙太郎第１公園 川口市川口６丁目６番
269 飯塚１丁目公園 川口市飯塚１丁目１番
270 飯塚氷川公園 川口市飯塚１丁目７番
271 西川口中公園 川口市西川口１丁目３１番
272 西川口西公園 川口市西川口１丁目３９番
273 北町公園 川口市西川口３丁目６番
274 西川口南公園 川口市西川口３丁目２９番
275 西川口４丁目公園 川口市西川口４丁目８番
276 仲町公園 川口市西川口６丁目１６番
277 宮町公園 川口市宮町１２番
278 並木町南公園 川口市並木１丁目８番
279 並木町西公園 川口市並木３丁目１６番
280 並木町北公園 川口市並木３丁目３３番
281 並木４丁目公園 川口市並木４丁目２１番
282 南町公園 川口市南町２丁目５番
283 仙太郎第２公園 川口市川口６丁目５番
284 飯塚３丁目公園 川口市飯塚３丁目１４番
285 南町２丁目公園 川口市南町２丁目６番
286 みどり公園 川口市緑町４８１２番４
287 並木元町北公園 川口市並木元町１番１６
288 並木元町中公園 川口市並木元町１番１８
289 並木元町南公園 川口市並木元町１番２２
290 仲町ふれあい公園 川口市仲町１０９番４
291 並木元町公園 川口市並木元町1番１
292 荒川運動公園 川口市荒川町地内
293 川口第２西口緑地 川口市飯塚２丁目３番　　　
294 南町１丁目緑地 川口市南町１丁目１１番
295 三領メモリアルパーク 川口市荒川町地内
296 仁志町児童遊園 川口市西川口２丁目１３番
297 並木町東児童遊園 川口市並木２丁目８番
298 並木町児童遊園 川口市並木２丁目４２番
299 青木１丁目公園 川口市青木１丁目１５番
300 おおくら公園 川口市青木１丁目１９番



番号 事業所名 所在地
301 青木２丁目第２公園　　　　　　　　　　 川口市青木２丁目３番
302 青木２丁目第３公園 川口市青木２丁目８番
303 青木町２丁目広場遊園 川口市青木３丁目７番
304 青木町２丁目公園 川口市青木４丁目２４番
305 青木４丁目公園 川口市青木４丁目２７番
306 青三南公園 川口市中青木１丁目１番
307 青三公園 川口市中青木２丁目３番
308 青三北公園 川口市中青木２丁目１８番
309 青木町３丁目広場遊園 川口市中青木２丁目２２番
310 西青木４丁目公園 川口市西青木４丁目６番
311 中央通り公園 川口市上青木西２丁目１２番
312 上青木西公園 川口市上青木西４丁目２７番
313 上青木北西公園 川口市上青木西５丁目７番
314 上青木１丁目公園 川口市上青木１丁目１７番
315 上青木氷川公園 川口市上青木２丁目２７番
316 上青木南公園 川口市上青木３丁目１６番
317 上青木北公園 川口市上青木４丁目１７番
318 上青木公園 川口市上青木６丁目１６番
319 前川南公園 川口市南前川２丁目１５番
320 前川第７公園 川口市前上町２５番
321 前川第４公園 川口市前川１丁目８番
322 前川第５公園 川口市前川１丁目２０番
323 前川第２公園 川口市前川３丁目２３番
324 前川第１公園 川口市前川４丁目１１番
325 前川第３公園 川口市前川４丁目２２番
326 前川北公園 川口市前川３丁目５０番
327 竪川樋門公園　 川口市上青木２丁目地内
328 中青木２丁目公園 川口市中青木２丁目５２番２　
329 上青木１丁目南公園 川口市上青木１丁目１８番　　
330 前川町第２公園 川口市本前川３丁目４番
331 前川町ふれあい公園 川口市前川３丁目４０番
332 前四はなみずき公園 川口市本前川２丁目９番
333 前四くすの木公園 川口市本前川２丁目４番
334 あじろ橋公園 川口市前川町３丁目７３９番１号
335 前四さつき公園 本前川１丁目９番１８号
336 中青木公園 川口市中青木３丁目１０番
337 前川第６公園 川口市前川２丁目１３番
338 青木町公園 川口市西青木４丁目８番
339 ｵｰﾄﾚｰｽ場内児童交通公園 川口市青木５丁目２１番
340 古芝川緑道 川口市上青木５丁目地内
341 上青木緑地 川口市上青木１丁目７番
342 前川１丁目児童遊園 川口市南前川１丁目６番
343 増田児童公園 川口市青木５丁目９番
344 山野児童公園 川口市上青木２丁目４５番
345 伊田運動公園 川口市上青木４丁目１６番
346 朝日１丁目公園 川口市朝日１丁目１番
347 朝日町北公園 川口市朝日２丁目３番
348 朝日町公園 川口市朝日２丁目１６番
349 二軒在家公園 川口市朝日４丁目１２番
350 朝日東第２公園 川口市朝日５丁目４番



番号 事業所名 所在地
351 朝日東第１公園 川口市朝日５丁目１２番
352 末広１丁目第１公園 川口市末広１丁目２１番
353 末広１丁目第２公園 川口市末広１丁目２６番
354 末広３丁目公園 川口市末広３丁目１１番
355 新井町公園 川口市新井町１５番
356 芝川公園 川口市元郷１丁目２番
357 元郷第５公園 川口市元郷１丁目３１番
358 元郷２丁目公園 川口市元郷２丁目１番
359 梛木ノ原公園 川口市領家４丁目３番
360 元郷第６公園 川口市元郷３丁目２２番
361 蔵人公園 川口市元郷４丁目１２番
362 元郷第４公園 川口市元郷５丁目２１番
363 元郷第３公園 川口市元郷５丁目２８番
364 弥平１丁目公園 川口市弥平１丁目８番
365 弥平町公園 川口市弥平２丁目１６番
366 弥平４丁目公園 川口市弥平４丁目１３番
367 領家第７公園 川口市東領家１丁目４番
368 領家第５公園 川口市東領家３丁目２番
369 領家第３公園 川口市東領家３丁目１８番

370 領家第４公園 川口市東領家５丁目８番

371 領家第８公園 川口市領家１丁目１５番
372 領家第９公園 川口市領家２丁目３番
373 領家第６公園 川口市領家２丁目２９番
374 朝日１丁目東公園 川口市朝日１丁目２０番
375 元郷１丁目公園 川口市元郷１丁目１７番
376 朝日２丁目公園 川口市朝日２丁目１番
377 朝日６丁目日の出公園 川口市朝日６丁目１５番１３号
378 朝日３丁目公園 川口市朝日３丁目１７番１１号
379 末広２丁目公園 川口市末広２丁目６番　　　　
380 元郷２丁目第２公園 川口市元郷２丁目１番　　　　
381 元郷第７公園 川口市元郷２丁目１１番　　　　
382 朝日６丁目北公園 川口市朝日６丁目６番
383 元郷第８公園 川口市元郷２丁目１５７３番
384 元郷避難広場 川口市元郷４丁目１１番
385 仮称元郷３丁目公園 元郷３丁目１５－１７
386 領家第１公園 川口市東領家２丁目２７番
387 朝日中央公園 川口市朝日１丁目３番
388 南平児童交通公園 川口市弥平２丁目３番
389 荒川緑地 川口市河原町地内
390 飯塚児童公園 川口市東領家４丁目１２番
391 矢作児童公園 川口市領家３丁目２２番
392 朝日町児童遊園 川口市朝日６丁目３番１５号
393 赤井公園 川口市赤井４丁目１４番
394 緑ケ丘さるすべり公園 川口市大字赤井字谷田１４００
395 東武団地公園 川口市大字東本郷字本郷前５６７－２２
396 東本郷公園 川口市大字東本郷字峯岸１１７１－１
397 東本郷台公園 川口市大字東本郷字大塚１６００－４
398 蓮沼公園 川口市本蓮１丁目２０番
399 江戸袋第２公園 川口市江戸２丁目１０番
400 江戸袋公園 川口市江戸３丁目１８番



番号 事業所名 所在地
401 緑ケ丘第１公園 川口市大字前野宿字上野７２－７０
402 峯公園 川口市大字峯字前８２０－４
403 峯第２公園 川口市大字峯字前５８２－１８
404 新郷峯八幡公園 川口市大字峯字後１３０３
405 大竹公園 川口市大字大竹字後２８３－２
406 新郷高畑公園 川口市本蓮３丁目１３番
407 東本郷第２公園 川口市大字東本郷字峯岸１２０９－１２
408 赤井第２公園 川口市赤井１丁目２３番
409 江戸袋第３公園 川口市江戸袋１丁目２７番
410 東本郷第３公園 川口市大字東本郷字峯岸１１９７－３４
411 峯第３公園 川口市大字峯字前７１４－３
412 辰井公園 川口市赤井３丁目７番
413 新郷自然の森 川口市東本郷２丁目８番
414 榛松第２公園 川口市榛松２丁目９番
415 榛松第１公園 川口市榛松１丁目９番
416 榛松第３公園 川口市榛松３丁目６番
417 榛松第４公園 川口市榛松３丁目３０番
418 峯第４公園 川口市大字峯字前５５番１０
419 榛松第５公園 川口市榛松３丁目４５番
420 前野宿川公園 川口市赤井１４２１番
421 新郷公園 川口市東本郷字下留８０
422 新郷西沼公園 川口市江戸１丁目１８番
423 新郷東部公園 川口市大字新堀５７３-１
424 新郷若宮公園 川口市大字東貝塚字若宮４７－１
425 新郷工業団地緩衝緑地 川口市江戸袋２丁目１番８２号
426 緑ケ丘さつき遊水池 川口市大字赤井字谷田１４００－５５
427 緑ケ丘緑地 川口市大字赤井字谷田１４００－６２
428 東武団地第１緑地 川口市大字東本郷字本郷前５６７－８０
429 東武団地第２緑地 川口市大字東本郷字本郷前５６７－８３
430 本蓮２丁目緑地 川口市本蓮２丁目１１番地１
431 峯東電児童公園 川口市大字峯字前５９５－２
432 根岸台公園 川口市大字安行領根岸字台２０９１
433 在家公園 川口市在家町６番
434 放山こども広場 川口市大字道合字放山１
435 北園第２公園 川口市北園町３０番
436 東内野住宅第１公園 川口市大字東内野字十二石５６－１２７
437 神根西原公園 川口市大字源左衛門新田字西ケ原300-103

438 神根石神公園 川口市大字石神９６７
439 山王公園 川口市大字赤山字山王町２１９
440 源長寺公園 川口市大字赤山１２２５
441 東内野葭原第１公園 川口市大字東内野字葭原４５１－５
442 柳根町公園 川口市柳根町１４番
443 神根神戸公園 川口市大字神戸字東５８９－３５
444 神根神戸東公園 川口市大字神戸字東６３２－３　　
445 東野第１公園 川口市大字源左衛門新田字東野１２９－２３

446 東野第２公園 川口市大字源左衛門新田字東野７４－８

447 東野第３公園 川口市大字源左衛門新田字東野６４－５　　

448 神根叺原公園 川口市大字石神字叺原１７３－２２
449 木曽呂南公園 川口市大字木曽呂字表４０１－２０
450 赤山小公園 川口市大字赤山字曲輪３０８－１



番号 事業所名 所在地
451 根岸外谷田公園 川口市大字安行領根岸字外谷田２９０７－３

452 根岸鹿島公園 川口市大字安行領根岸字鹿島１０２８－５

453 東内野北公園 川口市大字東内野字前町２３０－１４
454 諏訪山公園 川口市大字新井宿字諏訪山１０４６－３
455 木曽呂天神下公園 川口市大字木曽呂字天神下５３１－９
456 一斗蒔公園 川口市大字新井宿字下一斗蒔２９－８
457 東野第４公園 川口市大字源左衛門新田字東野７９－４

458 諏訪山第２公園 川口市大字新井宿字諏訪山９７７－３２
459 南原公園 川口市大字西新井宿字南原１２１番８
460 木曽呂公園 川口市大字木曽呂字表３８２－２
461 根岸ふれあい公園 川口市大字安行領根岸字鹿島１０２４－１

462 石神稲荷丸公園 川口市大字石神２２８番７
463 根岸さくら公園 川口市大字安行領根岸４４０
464 根岸どんぐり公園 川口市大字安行領根岸３１８０－１５
465 北新井宿公園 川口市大字新井宿保坂山３０６
466 石神さくら公園 大字石神１０８１－１１
467 神根公園 川口市大字道合字木曽呂下３９０
468 グリーンセンター公園 川口市大字新井宿字笹根前７００
469 赤山歴史自然公園 川口市大字赤山５０１番１号
470 東内野住宅第１緑地 川口市大字東内野字十二石５６－１３１
471 東野第１緑地 川口市大字源左衛門新田字中台１５６－１１

472 赤山山王町治水緑地 川口市大字赤山字山王町１－２９
473 プロムナード２１広場 川口市大字安行領根岸字外谷田２８０４

474 源長寺前公園 川口市大字赤山字源長寺前１３５５
475 芝樋ノ爪公園 川口市芝樋ノ爪１丁目１２番
476 御嶽神社公園 川口市芝樋ノ爪２丁目１４番
477 堀代公園 川口市芝５丁目４番
478 芝塚原公園 川口市芝塚原１丁目８番
479 芝塚原第２公園 川口市芝塚原２丁目１３番
480 芝神戸公園 川口市大字芝字神戸２７９２
481 芝広面公園 川口市芝西１丁目５番
482 芝塚越公園 川口市芝西１丁目２０番
483 芝辻公園 川口市大字芝字宮根３９１０－１
484 芝氷室公園 川口市大字芝字峰町６２９９
485 芝後谷公園 川口市芝西２丁目１２番
486 鶴ケ丸公園 川口市大字伊刈１０９０
487 北園第１公園 川口市北園町１０番
488 柳崎第５公園 川口市柳崎１丁目６番
489 柳崎第２公園 川口市柳崎１丁目２７番
490 柳崎第６公園 川口市柳崎２丁目６番
491 柳崎第３公園 川口市柳崎５丁目６番
492 芝中田西公園 川口市芝中田１丁目２８番
493 芝中田南公園 川口市芝中田１丁目３７番
494 芝中田北公園 川口市芝中田２丁目３番
495 芝中田東公園 川口市芝中田２丁目３０番
496 芝新町公園 川口市芝新町１０番
497 芝杉橋公園 川口市芝１丁目１９番
498 芝１丁目公園 川口市芝１丁目４１番
499 芝子供広場 川口市芝３丁目１０番
500 芝富士１丁目公園 川口市芝富士１丁目７番



番号 事業所名 所在地
501 柳崎第７公園 川口市柳崎４丁目２１番
502 柳崎第４公園 川口市柳崎４丁目１８番
503 芝後谷第２公園 川口市芝西２丁目２１番
504 鶴ケ丸第３公園 川口市大字芝字上谷沼６９６３－３５
505 芝富士２丁目公園 川口市芝富士２丁目１４番
506 芝高木第３公園 川口市大字芝字高木４１１３
507 芝東第８公園 川口市大字芝字梅ケ坪４４９６
508 芝東公園 川口市芝東町１２
509 芝下ふれあい公園 川口市芝下１丁目１番
510 芝富士ふれあい公園 川口市芝富士１丁目２７番１号
511 樋ノ爪お山の公園 川口市芝樋ノ爪１丁目８７０番４
512 芝富士第２児童公園 川口市芝富士１丁目１８番
513 芝５丁目広場 川口市芝５丁目7番
514 芝５丁目なかよし広場 川口市芝５丁目１４番
515 芝公園 川口市芝高木２丁目１２番
516 柳崎公園 川口市柳崎４丁目５番
517 小谷場公園　　 川口市大字小谷場字岡ノ下４１７
518 ゴリラ公園 川口市大字芝４３４１
519 芝児童交通公園 川口市芝下１丁目１１番
520 北園緑地 川口市柳崎４丁目地内
521 緑川緑地 川口市芝中田２丁目４８番
522 赤堀遊歩道 川口市大字柳崎２３８番先
523 戸田用水遊歩道 川口市芝樋ノ爪１丁目・２丁目地内　
524 六ヵ村用水遊歩道 川口市柳崎１丁目地内
525 芝峰町ポケットパーク 川口市芝峰町地内
526 芝中継ポンプ場広場 川口市芝下２－２９－１０
527 芝辻児童遊園 川口市大字芝字辻５１５５
528 樋ノ爪児童公園 川口市芝樋ノ爪２丁目９番
529 野島児童公園 川口市大字伊刈９２４
530 小泉児童公園 川口市大字芝字峰町４８１３－１
531 芝田中広場 川口市大字芝字塚越田中３７９５－１
532 芝４丁目広場 川口市芝４丁目２４番
533 神明社公園 川口市大字安行領家字中道西３７８－１

534 安行原公園 川口市大字安行原字久保２１４０－１
535 安行原第３公園 川口市大字安行原字六升蒔９３０－４１

536 安行原第４公園 川口市大字安行原字六升蒔９３０－４４

537 安行原第２公園 川口市大字安行原字六升蒔９３０－５８

538 安行原第５公園 川口市大字安行原字半縄下１７９－１１

539 安行慈林上公園 川口市大字安行慈林６３３
540 安行慈林第１公園 川口市大字安行慈林字向１１３１－１６
541 安行慈林第２公園 川口市大字安行慈林字子ノ神２２６
542 安行慈林南公園 川口市大字安行慈林字堂下１００５
543 安行氷川公園 川口市大字安行字宮越１０５８
544 緑ケ丘こぶし公園 川口市大字安行吉岡字追回し１６５０
545 安行吉岡公園 川口市大字安行吉岡字追回し１６８５－１

546 緑ケ丘第２公園 川口市大字安行吉岡字追回し１７００－30 

547 緑ケ丘さくら公園 川口市大字安行吉岡字追回し１７００－48

548 安行藤八公園 川口市大字安行藤八字道下５３２－１

549 安行若葉台公園 川口市大字安行藤八字道上４６－４

550 安行若葉台東公園 川口市大字安行藤八字道上１３３－３７



番号 事業所名 所在地
551 安行陽向台公園 川口市大字安行藤八字道下６９５－５

552 安行藤八西公園 川口市大字安行藤八字道下７１５　　

553 安行西立野公園 川口市大字安行西立野字大下２７９－１

554 安行みどり台公園 川口市大字安行藤八字道下６５２－２３

555 安行みどり台第２公園 川口市大字安行藤八字道下６６６－７

556 安行さつき公園 川口市大字安行吉蔵字根堤２７４－２４

557 安行若葉台西公園 川口市大字安行藤八字道上９－１　　
558 安行中才公園 川口市大字安行字中才１５３－２３
559 安行中道北公園 川口市安行出羽１丁目８番
560 安行みどり台第３公園 川口市大字安行藤八字道下１５９－１４

561 安行出羽北公園 川口市安行出羽２丁目４番
562 安行出羽南公園 川口市安行出羽５丁目１５番
563 安行出羽ポケットパーク 川口市安行出羽２丁目３番
564 安行馬除公園 川口市大字安行字馬除２５８－１７
565 安行きたの橋公園 川口市大字安行吉岡字追回し１６２２－６

566 安行馬除第２公園 川口市大字安行字馬除２４８－１５

567 安行慈林堂下公園 川口市大字安行慈林字堂下１０１３－６

568 安行吉蔵第１公園 川口市大字安行吉蔵字中道東２３－４５

569 安行吉蔵第２公園 川口市大字安行吉蔵字中道東４４－６

570 安行天沼公園 川口市大字安行吉岡字天沼１２８４
571 安行北谷公園 川口市大字安行北谷６７３－１
572 安行慈林児童公園 川口市大字安行慈林１５２
573 安行吉岡第２公園 川口市大字安行吉岡字追廻１７２７－２３

574 根堤公園 川口市大字安行吉蔵字根堤４０４番

575 安行公園 川口市大字安行領家字中道南８６８－１

576 安行出羽公園 川口市安行出羽４丁目１３番
577 安行原自然の森 川口市大字安行字三輪作１７２１－１
578 安行吉蔵治水緑地 川口市大字安行吉蔵字根堤３１０－５
579 安行藤八団地緑道 川口市大字安行藤八字道下５１９
580 安行出羽緑道 川口市安行出羽１丁目７番
581 安行ふれあい広場 川口市大字安行字大元７２５－１
582 行衛公園 川口市北原台２丁目４番
583 行衛北公園 川口市北原台１丁目２２番
584 戸塚下ヶ戸公園 川口市戸塚東２丁目７番
585 戸塚赤道公園 川口市戸塚東３丁目１０番
586 東内野住宅第３公園 川口市大字差間字御林下２３４－５２
587 戸塚杉本公園 川口市戸塚東１丁目１６番
588 戸塚柳公園 川口市東川口４丁目１４番
589 戸塚藤谷公園 川口市戸塚東４丁目１１番
590 戸塚中谷公園 川口市戸塚東４丁目３０番
591 戸塚はさみ公園 川口市戸塚鋏町１２番
592 藤兵衛新田公園 川口市大字藤兵衛新田字中通６４－３
593 戸塚佐藤公園 川口市東川口６丁目４番
594 差間第１公園 川口市大字差間字御林下２７３－６　　
595 立野橋公園 川口市大字差間字立野橋８８－３０
596 戸塚中台第２公園 川口市戸塚５丁目５番
597 立野橋東公園 川口市大字差間字立野橋３７－１６
598 戸塚西台公園 川口市戸塚１丁目２０番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
599 行衛大通り公園 川口市北原台３丁目７番
600 差間箕輪前公園 川口市差間３丁目３０番



番号 事業所名 所在地
601 東川口５丁目公園 川口市東川口５丁目６番
602 戸塚４丁目公園 川口市戸塚４丁目２２番
603 差間後谷ツ公園 川口市差間２丁目３７番
604 行衛屋敷裏公園 川口市北原台３丁目１４番
605 差間西公園 川口市差間２丁目６番
606 戸塚佐藤第２公園 川口市東川口２丁目２３番
607 差間箕輪入公園 川口市差間３丁目１４番　　　
608 行衛野伝場公園 川口市北原台２丁目１６番
609 一里塚ポケットパーク 川口市戸塚４丁目２０番
610 差間中公園 川口市差間１丁目１６番
611 行衛往還通り公園 川口市北原台１丁目８番
612 戸塚はさみ第２公園 川口市戸塚６丁目１４番
613 長蔵新田第４公園 川口市長蔵３丁目１５番
614 長蔵新田第２公園 川口市長蔵２丁目１２番
615 長蔵新田第１公園 川口市長蔵１丁目１２番
616 東川口５丁目北公園 川口市東川口５丁目２１番２号
617 長蔵新田第３公園 川口市長蔵２丁目２５番
618 戸塚立山第２公園 川口市大字戸塚字立山４０５４
619 宮前公園 川口市久左衛門新田１５１番２号
620 戸塚安行駅前公園 川口市長蔵新田２５９番２号
621 大沼公園 川口市藤兵衛新田２１０－３
622 百観音公園 川口市大字西立野字寺ケ崎４２２
623 東沼公園 川口市差間２丁目１５番
624 戸塚南公園 川口市戸塚鋏町２９
625 戸塚東公園 川口市戸塚東３丁目３１番
626 戸塚榎戸公園 川口市東川口３丁目１１番
627 戸塚中台公園 川口市戸塚３丁目１６番
628 北原台公園 川口市北原台３丁目２３番
629 戸塚下台公園 川口市大字戸塚字下台４５９４
630 戸塚立山公園 川口市大字戸塚４３２２
631 川口自然公園 川口市大字差間字沼内１３５５
632 戸塚柳緑地第２ 川口市東川口１丁目４番
633 戸塚緑地第２ 川口市戸塚２丁目８番
634 東内野住宅第２緑地 川口市大字差間字御林下２３４－５５
635 東内野住宅第３緑地 川口市大字差間字御林下２３４－５３
636 立野橋緑地 川口市大字差間字立野橋２８－２０
637 差間緑地 川口市差間２丁目７番
638 戸塚柳緑地第１ 川口市東川口１丁目６番
639 戸塚緑地第１ 川口市戸塚２丁目６番２
640 戸塚緑地第３ 川口市戸塚３丁目１３番１２
641 戸塚緑道 川口市戸塚鋏町３７－２
642 差間遊歩道 川口市差間３丁目１９番外
643 東川口駅北口緑地 川口市東川口１丁目１番
644 東川口駅南口緑地 川口市戸塚１丁目１番
645 戸塚鋏第２遊歩道 川口市戸塚６丁目２８番７
646 中居公園 川口市南鳩ヶ谷２丁目２１番２　他２筆

647 前田東公園 川口市南鳩ヶ谷４丁目２４番１　他１筆

648 前田西公園 川口市南鳩ヶ谷５丁目２７番１　他１筆

649 辻公園 川口市南鳩ヶ谷７丁目２１番２　他１筆

650 鳩ヶ谷緑町１丁目公園 川口市鳩ヶ谷緑町１丁目６番１　



番号 事業所名 所在地
651 鳩ヶ谷緑町２丁目公園 川口市鳩ヶ谷緑町２丁目１０番１　他1筆

652 落合公園 川口市桜町3丁目14地内他（桜町3-374-1他2筆）

653 沼田公園 川口市大字辻字沼田８６－１　他33筆
654 町谷公園 川口市桜町5丁目2地内(桜町5-164-1他2筆）

655 台公園 川口市八幡木１丁目５番１
656 八幡木公園 川口市八幡木１丁目２５番１
657 谷下公園 川口市八幡木２丁目７番１
658 八幡木平柳公園 川口市八幡木２丁目２６番１
659 大塚公園 川口市八幡木３丁目９番１
660 上新田公園 川口市八幡木３丁目１７番１
661 沼公園 川口市坂下町３丁目５８番１
662 鵜の渕公園 川口市三ツ和１丁目２６番１
663 細沼公園 川口市三ツ和１丁目２０番５
664 小渕公園 川口市三ツ和２丁目１６番１
665 三ツ和平柳公園 川口市三ツ和２丁目２３番１
666 高土手公園 川口市三ツ和３丁目９番２
667 谷中公園 川口市三ツ和３丁目２１番２
668 第二沼田公園 川口市大字辻字沼田１００番１他15筆
669 三ツ和公園 川口市南鳩ヶ谷１丁目８番１
670 桜町６丁目公園 川口市桜町６丁目９地内（無地番）
671 桜町6丁目子供の遊び場 川口市桜町６丁目１０地内(桜町6-878-2他1筆）

672 鳩ヶ谷本町ふれあい広場 川口市鳩ヶ谷本町１丁目1番1(鳩ヶ谷本町1-1753-2他４筆)

673 御成坂公園 川口市鳩ヶ谷本町1丁目1地内(鳩ヶ谷本町1-1764-1)

674 鳩ヶ谷本町1丁目公園 川口市鳩ヶ谷本町1丁目11地内(鳩ヶ谷本町1-1497)

675 鳩ヶ谷本町3丁目子供の遊び場 川口市鳩ヶ谷本町3丁目29地内(鳩ヶ谷本町3-939)

676 見沼的場公園 川口市坂下町1丁目6地内(大字里字北谷1804-1水路敷)

677 坂下町２丁目公園 川口市坂下町2丁目16地内(坂下町2-236-14)

678 あけぼの公園 川口市坂下町3丁目30地内(坂下町3-176-4地先)

679 里みどりヶ丘公園 川口市大字里字北谷1190-909他11筆
680 ゆうやけ公園 川口市大字里字北谷１１９０－７８６
681 見沼諏訪山公園 川口市大字里字諏訪内９９１－４
682 見沼大曲公園 川口市大字里字諏訪内９３５他2筆
683 永堀公園 川口市大字辻字永堀６０６－３
684 永堀川公園 川口市大字辻字堤外１６８３(水路敷)
685 辻芝川公園 川口市大字辻字堤外４９５－４
686 馬頭観音公園 川口市大字辻字堤外４９２他1筆
687 南鳩ヶ谷１丁目公園 川口市南鳩ヶ谷１丁目３１番３
688 汐入橋公園 川口市南鳩ヶ谷６丁目１７番４９
689 だんだん公園 川口市桜町４丁目－地内(桜町4-576-11他2筆）

690 （仮）里第２公園 川口市大字里字北谷１１０６－１地内
691 ひとやすみ公園 川口市大字辻字永堀６０６－２４
692 たかだい公園 川口市大字里字諏訪内９５８－９
693 里みどりヶ丘子供の遊び場 川口市大字里字北谷１１９０－７７７
694 稲荷前子供の遊び場 川口市坂下町2丁目4地内(坂下町2-557-1他1筆）

695 鳩ヶ谷本町4丁目子供の遊び場 川口市鳩ヶ谷本町4丁目5地内(鳩ヶ谷本町4-744-1他1筆)

696 里曲田子供の遊び場 川口市大字里字曲田２９９他2筆
697 桜町湧水公園 川口市桜町1丁目2地内(桜町1-802-2他4筆)



事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（Ａ、Ｂテナント等事業所用）　 Ａ事業所（２）

３　事業所の温室効果ガス排出量

（１）原油換算エネルギー使用量の推移

（２）計画期間の温室効果ガス排出量の推移

CO2換算（ｔ-CO2）

（３）計画期間の温室効果ガス排出量原単位の状況（エネルギー起源CO2）

日本産業規格Ａ列４番

床面積 100m2
活 動 規 模 の 指 標 単 位

24,273.83 24,548.28

基準となる原単位に対する削減率
（ ％ ） 0.3 1.3

前 年 度 比 （ ％ ） － -1.0

エネルギー起源CO2排出量原単位 0.7166 0.7145 0.7076

CO2換算（ｔ-CO2/指標）

計 画 期 間

基準
令 和 ２ 年 度
（2020年度）

令 和 ３ 年 度
（2021年度）

令 和 ４ 年 度
（2022年度）

令 和 ５ 年 度
（2023年度）

令 和 ６ 年 度
（2024年度）

温 室 効 果 ガ ス の 合 計 94,992 99,339

三 ふ っ 化 窒 素

一 酸 化 二 窒 素

六 ふ っ 化 い お う

パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン

そ
の
他
ガ
ス

非 エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 77,649 81,969

メ タ ン

基準となる排出量に対する
削 減 率 （ ％ ） 0.1 -0.1

ハイドロフルオロカーボン

前 年 度 比 （ ％ ） － 0.2

エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 17,354 17,343 17,370

計 画 期 間

基準
令 和 ２ 年 度
（2020年度）

令 和 ３ 年 度
（2021年度）

令 和 ４ 年 度
（2022年度）

令 和 ５ 年 度
（2023年度）

令 和 ６ 年 度
（2024年度）

令 和 ６ 年 度
（2024年度）

8,717 8,730

事業所番号 015900

原油換算エネルギー
使用量(kL)

計 画 期 間

令 和 ２ 年 度
（2020年度）

令 和 ３ 年 度
（2021年度）

令 和 ４ 年 度
（2022年度）

令 和 ５ 年 度
（2023年度）



事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（Ａ、Ｂテナント等事業所用）　 Ａ事業所（３）

（４）エネルギー起源ＣＯ２排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

日本産業規格Ａ列４番

令和 ５ 年度
（ 2023年度）

令 和 ６ 年度
（ 2024年度）

令 和 ２ 年度
（ 2020年度）

エネルギー起源CO2については、新型コロナウイルス感染症防止のため、営業を中止ま
たは縮小した施設が多かったことにより、減少したと思われる。
非エネルギー起源CO2については、全焼却量が減ったことに加え、廃プラスチック類の
混入割合が低下したことが要因と思われる。

令和 ３ 年度
（ 2021年度）

エネルギー起源CO2については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、2020年
度は実施していなかったイベント等を2021年度には一部実施したため、増加したと思わ
れる。また、一部の施設で利用制限を解除したため、増加したと思われる。
非エネルギー起源CO2については、全焼却量は減少したが、廃プラスチック類の混入割
合が増加したことが要因と思われる。

令和 ４ 年度
（ 2022年度）

事業所番号 015900



事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（B,C事業所用）　 A事業所（４）

４　温室効果ガスの排出の抑制等に関する措置の計画及び実施状況

日本産業規格Ａ列４番

15

14

13

0.2

12

11 150200
受変電設備、
照明設備、
電気設備

15_照明設備の運用管理
照明LED化
(鳩ケ谷衛生センター)

R4

10.0

10 150200
受変電設備、
照明設備、
電気設備

15_照明設備の運用管理
照明LED化
(朝日環境センター)

R5 201.5

9 130100
空気調和設
備・換気設備

13_空気調和の運転管理
空調機の改修
(保育所4ヵ所)

R4

R3 0.4

8 130100
空気調和設
備・換気設備

13_空気調和の運転管理
空調機の改修
(保育所5ヵ所)

R3 R3 26.0

7 150200
受変電設備、
照明設備、
電気設備

15_照明設備の運用管理
照明LED化
(鳩ケ谷衛生センター)

R3

R1以前

6 150200
受変電設備、
照明設備、
電気設備

15_照明設備の運用管理
照明LED化
(看護専門学校エントランスホール)

R3 R3 0.8

5 110100
一般管理事
項

11_推進体制の整備
川口市一般廃棄物処理基本計画に基づく
設備の保全管理

R1以前

R1以前

4 110100
一般管理事
項

11_推進体制の整備
川口市一般廃棄物処理基本計画に基づく
推進体制の整備

R1以前 R1以前

3 110100
一般管理事
項

11_推進体制の整備
改正省エネ法に基づくエネルギー使用量
の抑制

R1以前

R1以前

2 110100
一般管理事
項

11_推進体制の整備
川口市地球温暖化対策実行計画の策定に
伴う推進体制の整備

R1以前 R1以前

1 110100
一般管理事
項

11_推進体制の整備
第3次川口市環境基本計画の策定に伴う推
進体制の整備

R1以前

実施
した
年度

推計
削減量(t)

 (１年度
  当たり）

区分
番号

区 分 名 称

大 区 分 中 区 分

Ｎｏ

対 策 の 区 分

対 策 概 要
実施
予定
年度

事業所番号 015900



事業所の地球温暖化対策計画・実施状況報告（Ａ、Ｂテナント等事業所用）　 A事業所（５）

５　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価
Ａ事業所

自由記述欄

日本産業規格Ａ列４番

（※希望者のみ記載）

事業所番号 015900


