
第１０次札幌市環境保全協議会 

第５回会議 

会   議   録 

日 時：平成２９年５月１９日（金）午後３時開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 １４階 ３号会議室 
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  １．開  会 

○事務局（金綱環境計画課長） 皆様、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、

ありがとうございます。 

 まだお見えになっていない委員もいらっしゃいますけれども、定刻となりましたので、

ただいまから第１０次札幌市環境保全協議会第５回会議を開催させていただきます。今年

度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、委員の出席状況ですけれども、札幌市立大学の斉藤副会長、ＮＰＯ法人ｅ

ｚｏｒｏｃｋの大熊委員、公募委員の谷委員、長野委員、町田委員の５名から欠席のご連

絡をいただいております。また、田作委員からは遅参するというご連絡をいただいており

ます。木村委員は、まだご連絡をいただいておりませんけれども、いらっしゃるかと思い

ます。 

 また、今回は委員の改選がありまして、北海道バス協会の今委員と公募委員の稲津委員

のお二方は、それぞれ退職及び就職ということで、このたび委員を退任することとなりま

したので、ご報告いたします。このことに伴いまして、この協議会の委員数は１７名から

１５名に変更となっております。 

 本日は、１５名中１０名が出席ということで、委員の過半数の方にご出席いただいてお

りますことから、札幌市環境保全協議会規則第５条第３項の規定に基づき、会議が成立し

ていることをご報告いたします。 

 なお、本日は、公共交通の利用を促進する立場からご意見を頂戴するため、札幌地区バ

ス協会の事務局参事である野川様にオブザーバーとしてお越しいただいております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○野川オブザーバー よろしくお願いいたします。 

○事務局（金綱環境計画課長） 委員の出席状況については以上でございます。 

 続きまして、配付資料の確認をいたします。お手元の資料をご確認ください。 

 まず、上から次第、その次に裏表の印刷になりますが、委員名簿と座席表となっており

ます。それから、資料ですが、右肩に番号を振っており、資料１から資料７まであります。

資料１から資料５までは、全てＡ３判のカラー刷りになっておりまして、資料６と７は、

それぞれにＡ４の白黒の１枚物となっております。また、参考資料としまして、温暖化対

策推進計画の進行管理報告書（案）をお配りしております。 

 そのほかに、カラー刷りで、まず、持続可能な地域づくりシンポジウムという６月１６

日に北海道大学で開催する予定のシンポジウムのご案内のチラシをお配りしております。

また、新保委員から、「『さっぽろ環境インタープリターの養成講座』報告書」とパンフ

レットを贈与提供でいただいておりますので、お配りしております。 

 本日配付している資料は以上でございますが、足りない資料がありましたら事務局まで

お申しつけいただきたいと思います。 
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  ２．議  事 

○事務局（金綱環境計画課長） それでは、本日の議事に進みたいと思いますので、ここ

からの進行は柴田会長にお願いしたいと思います。 

 柴田会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○柴田会長 皆さん、お疲れさまでございます。 

 今日は、かなり暑い日になっておりますので、皆さん、クールビズということで上着を

脱いで進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速、議題（１）の札幌市内の温室効果ガス排出状況と取り組み結果につい

てでございます。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 事務局の環境計画課の佐竹でございます。今年度もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 まず、議題（１）としまして、札幌市内の温室効果ガス排出状況と取り組み結果につい

てご説明させていただきます。 

 こちらは、２０１５年３月に策定しました札幌市温暖化対策推進計画に基づきまして、

現在の温室効果ガスの排出状況や取り組み状況を報告書としてまとめて、今後、公表する

予定となっております。 

 その公表資料は参考資料として添付しているのですが、これを全てご説明すると非常に

長くなってしまいますので、資料１に概要をまとめさせていただきました。 

 今日は、資料１でご説明させていただきたいと思います。 

 資料１の１ページ目をごらんください。 

 これが、今回、新たに算出しました市内における温室効果ガス総排出量の推移となって

おります。現在の最も新しいデータは２０１５年度のものとなります。２０１６年度のＣ

Ｏ２排出量については、これからさまざまな統計書などが出てきますので、それをもって

算出することになっています。ですので、今回は２０１５年が最新ということで、１年お

くれになってしまうのですが、傾向を見ていければと思います。 

 まず、図１には、１９９０年の基準年度から、現在までの温室効果ガス排出量の推移を

示しております。目標としまして、２０３０年までに温室効果ガス排出量を１９９０年度

比で２５％削減となっておりますが、それはグラフの一番右側の緑色の７０１万トンとい

うのが目標年度となっております。 

 それに対して、札幌市温暖化対策推進計画を策定した時の最新の年度が２０１２年度で

した。これは、札幌市内において最も温室効果ガス排出量が高かった時期になりまして、

１，３２２万トンとなっておりましたが、２０１５年の今回の最新値では、それが１，２

５１万トンということで、２０１２度比で５．４％の削減となっている状況です。 

 なお、この間、２０１２年から２０１５年につきましては、原子力発電所が止まってい

る状態ですので、電力の排出係数の影響は受けず、省エネにつながっている結果になって
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います。ただ、２０３０年までには７０１万トンまで削減しなければいけないということ

で、現状から４４％の削減が必要という状況になっています。 

 それを部門別で見ていきますと、上の囲みの部分になりますが、家庭部門においては、

２０３０年度までに現状から３６．１％、業務・産業部門については９％、運輸部門につ

いては２５．１％の削減を目指している状況になっております。 

 その下が、市内における部門別の二酸化炭素排出量の推移となっておりまして、折れ線

グラフになっておりますが、最も高いのがオレンジ色の家庭部門、現状が４６３万トンと

なっています。その次に高いのが緑色の業務部門で、これは４０９万トン、そして３番目

が赤い色の運輸部門の２５９万トンという結果になっています。 

 このエネルギー消費量の内訳を示したものが右側のグラフでございますが、これは、２

０１５年度の速報値でございます。 

 エネルギー消費量全体で最も大きいのが熱利用で、これは灯油やガスを燃焼することに

よるもので４５．１％です。そして、電力ですが、運輸利用ということで、いわゆる電車

の電力も含むのですが、電力が２５．５％です。そして、運輸利用ですが、これは主にガ

ソリンや軽油になります。自動車からのエネルギー消費量ということで、２９．４％とい

う状況になっています。 

 その熱利用と電力の内訳を、図４と図５で示しております。 

 図４は電力の内訳ですが、半分ほどが業務部門でオフィスや店舗で使われている状況で、

５１．４％です。また、家庭部門が３８．２％、産業部門も９．１％あるという状況です。

それから、図５の熱利用の内訳ですが、これは灯油やガスの利用によるものです。まず、

家庭部門が６４％ですが、主に暖房に由来するものだと思われます。また、業務部門が２

８．９％で、産業部門が７．２％となっています。 

 さらに、先ほどの家庭部門や業務部門などの各部門の二酸化炭素排出量の内訳を見てい

きますと、家庭部門においては、半分が電力で４９．７％です。そして、灯油が３９．３％、

都市ガスが６．６％、ＬＰガスが３．７％という状況です。 

 業務部門では、７５．８％で多くが電力として消費されております。Ａ重油が１１．５％、

都市ガスが１０．５％となっています。運輸部門につきましては、自動車からの排出量が

最も多く９４．６％、次いで鉄道が５．３％となっております。 

 参考までに、左下に、産業部門の二酸化炭素排出量の内訳を出しております。７０．８％

が製造業、建設業が２５．６％、その他、上水道や鉱業、農林業となっております。 

 環境保全協議会では、温室効果ガス削減に向けて排出量の多い主要３部門、家庭、業務、

運輸の対策を検討しておりますが、札幌市温暖化対策推進計画、札幌市エネルギービジョ

ンという計画では、この業務部門と産業部門というのは目標をあわせて立てております。

ですので、次のページ以降の排出状況については、業務・産業部門とあわせて排出量の分

析を行っております。 

 続きまして、家庭、業務・産業、運輸部門それぞれの温室効果ガスの排出状況や内訳、
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それから、実施している取り組みについてご説明いたします。 

 まず、２ページ目の左上のグラフですが、これは家庭部門のみの二酸化炭素排出量の推

移を出しています。棒グラフがＣＯ２排出量、ご参考までに、折れ線グラフで人口の推移

も掲載しております。 

 家庭部門では、２０１５年のＣＯ２排出量が４６３万トンとなっていますが、２０３０

年に向けた目標としまして、排出量を２９６万トンまで削減することとしています。これ

を２０１２年から比較していきますと、２０１２年から２０１５年までの３カ年で、現在

のところ４４万トンの削減をしたところです。ただ、残りの１６７万トンの削減量がまだ

残っていますので、残る１５年間で、毎年徐々に減らすということで割っていきますと、

毎年約１１．１万トンの削減が必要という状況となっています。 

 温暖化対策推進計画では、それに向けて、高断熱・高気密住宅の普及や省エネ・再エネ

機器の普及、そして、省エネ行動の実践により削減を目指すこととしております。 

 その下のグラフが、家庭部門のエネルギー消費量の状況ですが、こちらの図は、左側の

図１０が家庭部門における熱利用エネルギー消費量の推移、そして、右側が家庭部門の電

力消費量の推移となっております。 

 ２０１５年につきましては、熱利用が３万６，５０２テラジュールという値になってお

りますが、内訳については、灯油、都市ガス、ＬＰガスの順に消費量が多くなっておりま

す。 

 また、電力消費量につきましては、２０１０年、２０１１年をピークとして、２０１５

年までに徐々に削減がされている状況です。２０１５年については３４．５億キロワット

アワーという値となっています。ただ、この熱利用と電力消費量につきましては、札幌市

エネルギービジョンという計画のほうで削減目標を立てておりまして、それが上の囲みの

部分になっています。 

 熱利用エネルギー消費量については、２０３０年度までに現状から４１．１％の削減が

必要、また、電力消費量についても２０３０年度までに１９．７％の削減が必要というこ

とで、特に、熱利用エネルギー、これは主に暖房になりますが、その削減に向けた取り組

みが必要という状況になっています。 

 それに向けた札幌市の取り組みを右側に紹介しております。 

 主な取り組みといたしまして、躯体・設備にかかわるもの、ライフスタイルにかかわる

ものということで分けて記載しております。 

 躯体・設備にかかわるものにつきましては、戸建て住宅においては、札幌版次世代住宅

基準という札幌市独自の基準をつくり、認定を行う、もしくは補助を行うという取り組み

を進めています。 

 また、既存の住宅に対しては、札幌エコリフォーム補助制度で補助を行っておりますし、

設備については、札幌・エネルギーｅｃｏプロジェクトという制度で設備補助を行ってい

る状況です。それ以外にも、国のほうで、建築物省エネ法に基づく性能表示や各種補助金



- 5 - 

が出ている状況です。 

 また、集合住宅については、札幌版の基準はまだできていないのですけれども、現在は

つくる方向で検討を進めております。それ以外にも、エコリフォーム補助やＣＡＳＢＥＥ

札幌という建築物を評価する制度などを進めております。また、賃貸住宅においても、お

おむね集合住宅と同様という形になっております。 

 また、ライフスタイルにかかわるものについては、子ども向けに、夏休みと冬休みにエ

コライフレポートというレポートを提出いただいたり、さっぽろ子ども環境コンテストと

いう発表会、また、環境広場さっぽろなどの環境教育事業を行っているほか、一般向けに

ついては、さっぽろスマートシティプロジェクトという省エネ、節電に関する啓発活動を

行っていたり、うちエコ診断や電力見える化機器の貸し出し、環境プラザなどの環境関連

施設における学習なども進めているところでございます。 

 ちなみに、昨年度、平成２８年度に実施した取り組み内容と、今年度の２９年度に実施

する予定の取り組みにつきましては、参考資料の中に別添１として、取り組み結果、それ

から、今年度の予定ということで一覧にして掲載しております。こちらのほうは少し細か

くなっておりますが、ご参考いただければと思います。 

 家庭部門につきましては、以上でございます。 

 引き続き、残る業務・産業部門と運輸部門についてご説明いたします。 

 資料１の３ページに戻っていただきまして、市内温室効果ガス排出量と各部門における

対策の実施状況（業務・産業部門）についてです。 

 グラフの見方は先ほどと同様なので説明は割愛させていただきますが、２０３０年まで

に４３４万トンにするというのが計画上の目標となっています。それに対して、２０１２

年から現状までが３４万トンの削減となっており、残りの削減量が４３万トンという状況

です。これを、先ほど同様に１５年間で割りますと、毎年２．９万トンの削減が必要とい

う状況になっています。 

 その下にあるのが、先ほど同様に、熱利用エネルギー消費量、電力消費量の推移となっ

ています。熱利用エネルギー消費量につきましては、２０１５年に２万７５４テラジュー

ルとなっており、２０１１年ごろから比べるとかなりの削減につながっております。 

 また、電力消費量につきましても、２０１５年は５５．８億キロワットアワーというこ

とで、こちらも２０１１年ごろから徐々に削減がなされている状況です。 

 上の囲みに書いてありますが、エネルギービジョンで目指す削減目標につきましては、

熱利用エネルギー消費量については、２０３０年度までの目標を達成済みとなっています。

また、電力消費量については、残り５．６％の削減が必要という状況になっております。 

 主な取り組みについてですが、先ほどと同様に、躯体・設備にかかわるものとしまして、

ＣＡＳＢＥＥ札幌による評価制度や、札幌・エネルギーｅｃｏプロジェクトによる補助の

実施を行っております。また、それ以外に、国の取り組みとしまして、建築物省エネ法に

基づく表示や、一定規模以上の建物については省エネ基準を適合させるということで進ん
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でおります。 

 また、運用改善にかかわるものについてですが、大規模事業者と中小規模事業者を分け

ております。大規模事業者につきましては、環境保全行動計画書という計画、目標を立て

て、それを実施し、毎年報告していただくという制度を持っており、それによって進めて

おります。そのほか、さっぽろエコメンバー登録制度という環境配慮をしている事業者を

登録する制度、それから、さっぽろ環境賞という表彰制度などを行っております。 

 また、中小規模事業者については、セミナーや講座の実施、また、先ほどと同様に、さ

っぽろエコメンバー登録やさっぽろ環境賞、それから、まだ立ち上がってはいないのです

が、秋ごろに省エネアドバイスを実施する窓口を経済観光局で設置することとして、現在

準備を進めているところです。こちらも、先ほどと同様に、平成２８年度の取り組み内容

と２９年度の取り組み予定につきましては、別添をごらんいただきたいと思います。 

 最後に、運輸部門のご説明をいたします。 

 運輸部門につきましては、２０１５年の最新値が２５９万トンとなっております。それ

に対して２０３０年の目標では、これを１９４万トンまで削減することとしており、２０

１２年から現状までの７万トンの削減に対して、残りの削減量が６５万トンとなっており、

毎年４．３万トンの削減が必要という状況になっています。こちらを次世代自動車の導入、

エコドライブの促進、また公共交通の利用促進などで進めていくこととしております。 

 その下のグラフでは、運輸部門の二酸化炭素排出状況、次世代自動車、いわゆるハイブ

リッド自動車やクリーンディーゼル自動車などの保有状況をあらわしております。 

 ２０１５年のＣＯ２排出量２４５万トンのうち、乗用車に係るものが多くなっておりま

す。次いで貨物車、バス、タクシー、特種（殊）用途車となっております。左側の図１６

の折れ線グラフが札幌市の自動車保有台数ということで、一度、自動車保有台数について

は削減傾向にあったのですが、近年は徐々に増えており、２０１５年は１０２万台という

状況になっております。 

 ただ、燃費の向上などもありまして、２０１４年から２０１５年については、自動車台

数は増えているのですが、ＣＯ２排出量は減っている状況になっています。 

 右側の図１７につきましては、次世代自動車の保有状況ということで、青色の折れ線グ

ラフが総台数となっており、８万５，０００台ぐらいが現状となっています。それに対し

て、最も多く普及が進んでいるのがハイブリッド自動車、次いで、クリーンディーゼル自

動車となっております。 

 右側の下に参考として載せておりますが、電気自動車（ＥＶ）とプラグイン・ハイブリ

ッド自動車（ＰＨＶ）の普及に向けた経済産業省の取り組みについてという資料から引用

しているのですが、これは、世界全体の自動車の種類ごとの普及予測をＩＥＡというとこ

ろで計算しております。それによりますと、２０２０年には、電気自動車（ＥＶ）が２％、

プラグイン・ハイブリッド自動車（ＰＨＶ）が５％、ＨＶというのはハイブリッド自動車

ですが、これは９％という状況です。それに対して２０３０年には、電気自動車（ＥＶ）
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が８％、プラグイン・ハイブリッド自動車（ＰＨＶ）が２０％、ハイブリッド自動車（Ｈ

Ｖ）が２２％ということで、電気自動車もしくはプラグイン・ハイブリッド自動車、ハイ

ブリッド自動車で半分を占めるような状況になり、この割合としては、現在の札幌市の次

世代自動車の保有状況と大体同じような傾向になっております。 

 取り組み内容につきましては、上に書かれているように、ハード対策に関するものと、

ソフト対策に関するもので分けております。 

 市民向けの補助金としまして、電気自動車やプラグイン・ハイブリッド自動車、また、

Ｖ２Ｈという車と住宅の電源をつないで電気自動車の電気を家庭で使えるようにするシス

テムの補助を行っているほか、事業者向けにつきましても、電気自動車やプラグイン・ハ

イブリッド自動車、また、緑ナンバーのみになりますが、ハイブリッド自動車への補助な

ども行っております。 

 また、ソフト対策に関するものとしては、市内事業所でのエコドライブ活動、エコドラ

イブ活動セミナーやさっぽろエコドライブ大会などの開催を行っているほか、公共交通利

用促進として、ＳＡＰＩＣＡの利用促進や、交通局で行っている「乗ってコ！プロジェク

ト」などの普及啓発を行っております。 

 また、「さっぽろえきバスナビ」という乗りかえ案内などを検索できるシステムがあり

ますが、こちらは、ことしの４月からホームページを新たにするほか、スマートフォン用

のアプリを出しておりまして、それによる普及を進めている状況です。 

 こちらの説明については、以上となります。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に関して、何かご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

○新保委員 一番最初の図１のご説明で、２０１５年度速報値がマイナス５．４％という

ことでしたが、内訳についてと、なぜ減ったのかという要因について教えていただきたい

と思います。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 削減につきましては、家庭部門、業務部門、運輸もそう

ですが、２０１２年から比較すると全ての部門で削減につながっております。先ほど内訳

をご説明させていただきましたが、特に電力消費量などは、家庭部門、業務・産業部門と

もに全て２０１２年からは削減傾向にありますので、恐らく、節電意識の高まりや、機器

の買いかえなどによる効率向上などで削減が進んでいるのではないかと思っております。 

 熱利用については、多少のばらつきがあり、恐らく季節的なものなどの要因もあるので

すが、業務部門で大幅に削減が進んでいるなど、こちらのほうも設備改修などが進んでい

る結果かと考えております。 

○新保委員 ありがとうございました。 

○柴田会長 よろしいですか。 

○新保委員 はい。 

○柴田会長 ほかにいかがでしょうか。 
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 今のご説明でいくと、順調に下がっていると理解していいのでしょうか。それとも、さ

らなる取り組みの強化が必要と考えるのか、そのあたりについてはいかがですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） これは部門にもよるのですけれども、札幌市のそもそも

の計画の立て方として、家庭おける削減割合というものを大分大きく見込んでいたのです

が、家庭については、さらに頑張って進めていかなければいけないかと思っております。 

 また、これまでの３カ年の傾向を見ていきますと、運輸部門の削減というのが、そのほ

かの部門に比べて少し緩い状況になっておりまして、このままの取り組みですと、この３

カ年で７万トンを削減して残りは６５万トンというように、単純な割合でいくと、少し間

に合わない部分があるので、そこは頑張っていかなければならない状況かと思います。 

 ただ、それぞれの部門だけを見ていくより、やはり全体で削減をどんどん進めていかな

ければならないということで、業務・産業部門に関する取り組みもより一層頑張らなけれ

ばいけないと思っております。 

○柴田会長 ほかにいかがでしょうか。 

 多分、この実施結果は、当協議会として今後どのように取組を進めていくかという目標

といいますか、狙いのようなところにつながっていくということだと思います。ＣＯ２排

出状況などについてまずは現状を押さえていただいたということですが、何かございます

か。 

○竹重委員 先ほど、家庭部門での結果が思ったほどではなかったという話をされていた

のですが、世帯数は増えているのですか。増えたせいでその効果が余りなかったのか、そ

れとも、世帯数はそんなに増えていなくて、本当に効果がなかったのか、教えてください。 

○事務局（佐竹調査担当係長） ２ページ目の図９をごらんいただきたいと思います。 

 世帯数で記載しておらず申しわけないのですが、札幌市内の人口の推移を折れ線グラフ

で示しており、２０１２年に１９３万人だったのが現在は１９５万人となっているという

ことで、人口が増加している中でＣＯ２の削減ができている状況です。 

 また、参考資料の４１ページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらの上のグラフが図６－１－８となっておりまして、これは、家庭部門における１

世帯当たりの二酸化炭素排出量の推移となっております。こちらも２０１２年に１世帯当

たり、年間で５．６万トンの排出となっていたのが、徐々に削減になっていまして、現在

では５万トンということで、世帯は増えているのですけれども、１世帯当たりのＣＯ２削

減量は減っていて、それによって結果としては、削減につながっているという状況かと思

います。 

 また、今後については、大体今の時期をピークにして、２０３０年ごろには、札幌の人

口が減っていくと予測されているので、その世帯数の減少ということも影響してくるかと

思います。 

○竹重委員 ありがとうございます。 

○柴田会長 ほかにご質問等はありますでしょうか。 
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 札幌市の場合、業務と産業を一つで扱っているというのは、余り純粋な産業といいます

か、製造業のようなところが少ないというふうに考えてもよろしいのですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） そうです。計画をつくるときに、現状では、業務と産業

を明確に分けて対策を取っているわけではなくて、例えば、環境保全行動計画書のような

ものも、産業も業務も含めて提出いただいているものもあります。また、産業部門の割合

が小さいので、そこはまとめてしまってもいいのではないか、対策を組む上で、そのほう

がわかりやすいかということで一緒にしております。 

○柴田会長 この件に関しては、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 それでは、議題（１）の札幌市内の温室効果ガス排出状況と取り組み結果に

ついては、この程度でとどめたいと思います。 

 次に、（２）平成２９年度に実施するプロジェクトと今後のスケジュールについてとい

うことで、これが、本日のメーンの取り組みでございます。１月の第４回の会議で、三つ

のプロジェクト内容についておおむね了解をいただきまして、その後、各プロジェクトご

とに、その方向性や取り組み内容を検討していただいたところでございます。この三つの

プロジェクトの実施内容について、改めてご説明いただいた後で、皆さんからご意見を賜

りたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（佐竹調査担当係長） それでは、平成２９年度に実施するプロジェクトと今後

のスケジュールについてご説明させていただきます。 

 先ほど、会長のほうからもご説明いただきましたが、前回に会議を開催しまして、その

後、プロジェクトごとに一度ずつ集まる機会を設けさせていただいて、意見交換などをさ

せていただきました。その結果として、今年度、このようなことをやったらどうだろうか

というものを資料４としてまとめております。 

 その資料４をつくる上で、打ち合わせなどを踏まえまして、札幌市内における大学生で

すとか、業務系のビルに対して、少し状況を把握しようということで、アンケートを行い

ましたので、まず、その結果をご報告させていただいて、今年度のプロジェクトの（案）

についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料２をごらんください。 

 こちらは、市内における賃貸住宅の居住者、主に大学生や専門学校生向けのアンケート

を行いました。これは、昨年度のプロジェクトを実施する段階の最初のご提案のときに、

賃貸住宅向けの対策を進めてはどうかという提案があり、昨年は取り組めなかったのです

が、現状把握ということで行ったものとなります。３月ごろにひとり暮らしの大学生や専

門学校生の方に、アンケートをとりまして、２１８名の方にご回答をいただきました。 

 まず、２番目の結果についてですが、これは全体的な傾向です。 

 性別が、男性５７％、女性が４３％です。所属は、大学生（学部生）が７０％、専門学
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校生が１９％です。また、所在地については、中央区が最も多く３２％、次いで豊平区が

２３％となっています。 

 ひとり暮らしの学生ですので、住んでいる間取りはワンルーム、それから、１ＤＫ、１

ＬＤＫが多くを占めております。家賃については、３万円以上から６万円未満が最も大き

いボリュームゾーンになっているところです。 

 建物の階数としては、２階建て、３階建て、４階建て、５階建て以上ということで、ば

らけている感じとなっております。 

 建物の構造としては、木造が１７％、鉄骨・鉄筋コンクリート系が７５％、そのほかに

わからないという方もいらっしゃいます。居住年数については、１年未満が１３％、少な

くとも、１年以上住んでいる方が多くいらっしゃったという状況です。 

 右側に移りまして、２－９の暖房の熱源ですが、暖房については、最も多いのが灯油で

３４％、次いでプロパンガスが２３％、その次が都市ガスとなっています。 

 給湯の熱源については、プロパンガスが３８％で最も多く、次いで都市ガス、灯油や電

気という方もいらっしゃいます。 

 調理の熱源については、こちらもプロパンガスが３７％と最も多く、次いで都市ガス、

そして電気となっています。 

 ２－１２で、入居前の重視項目と入居後の不満項目を入れました。 

 入居前に特に重視した項目というものを①から⑱まで項目を挙げまして、その中から５

項目を選んでくださいというとり方をしています。 

 その結果、青色の部分、入居前に特に重視した項目としては、家賃とか学校や駅からの

近さ、また、立地（生活利便性等）などが重視されているという状況に関して、もう一つ、

現在の住まいで不満がある項目というものも、同じ項目の中から、同じように五つ回答し

ていただきました。 

 この中で、最も高かったのが⑭の断熱性能（部屋の寒さ・暖かさ）と、⑧の静かさもあ

りますが、それ以外にも⑫や⑬の暖房・給湯設備の熱源・種類とか光熱費に不満が出てい

る状況になっています。 

 裏面に移りまして、１カ月当たりの光熱費についても聞いてみました。 

 こちらにつきましては、夏場の７月から９月ごろ、それから、冬場の１２月から２月ご

ろで分けております。電気、ガス、灯油などの熱源ごとに聞いたのですが、それをまとめ

たものが上のグラフになります。 

 夏場の４月から９月ごろの電気、ガス、灯油の合計の光熱費については、大体５，００

０円代から７，０００円代というところが最も多いかと思います。それに対して、冬場に

なりますと１万円から１万２，０００円代のところにピークが出てきまして、暖房による

光熱費の増加というものが見えてきているかと思います。 

 その下が、夏場と冬場における１カ月当たりの光熱費の電気、そして、右側がガスと灯

油をまとめたものになります。 
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 電気につきましては、夏場と冬場でさほど傾向は変わらないのですが、何となく冬場の

ほうが少し上がっている、右側にシフトしている感じです。それに対して、ガス、灯油に

ついては、やはり冬場のほうが７，０００円代から１万円代ということで、学生にしては

かなり高額なものとなっているかと思います。 

 右側に移りまして、光熱費節約のための省エネ行動についてです。 

 光熱費節約のために気をつけていますかということを聞いたのですが、いつも気をつけ

ているという方が１７％、時々気をつけているという方が４４％、それから、余り気をつ

けていないという方も２９％ほどいらっしゃるという状況です。 

 家に関するものについては以上ですが、２－１５と２－１６で、今後の普及も踏まえた

現在の大学生の通信手段も聞いてみました。 

 その結果、スマホのみを持っているという方が９１％、携帯、いわゆるガラ携の方が４％、

また、携帯もスマホも両方を持っているという方が４％という状況でした。 

 また、週３日以上使うＳＮＳ、ソーシャルネットワークサービスについては、ＬＩＮＥ

を使っている方が２１４名ということで最も多く、次いでツイッター、インスタグラム、

あとはフェイスブックを使っている方がいらっしゃいます。 

 また、賃貸住宅やこのアンケートに対する自由意見も聞いてみましたが、例えば、イン

ターホンにカメラがあるといい、また、オートロック機能が欲しい、札幌は家賃が安くて

よいなどの意見がありました。下から４番目ぐらいに、もう少し静かだと完璧だったとい

うことで、壁の薄さを気にしている方もいらっしゃると思っております。 

 資料２については以上ですが、そのまま資料３の説明に移りたいと思います。 

 資料３は、札幌市における業務用建築物の所有者向けのアンケートの実施結果を記載し

ております。 

 これは、業務系建物のＣＯ２削減に向けまして、建築物の躯体、開口部の断熱性能向上、

それから、建築設備の効率向上を進めるための基礎資料とするためにアンケートを実施し

ました。 

 対象は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物が約１，

０００施設、また、水道法に規定する専用水道施設約２５０施設に対してアンケートをと

りました。具体的には、その下の米印に書いておりますが、延べ床面積３，０００平米以

上の興行場、百貨店、集会場、また、後ろのほうですが、店舗や事務所なども入っていま

す。 

 また、専用水道については、地下水を飲料水などとして使用し、給水人口が１００人を

超える、または１日最大給水量が２０立米を超える施設となっています。 

 回答数は２１５件いただきました。その結果としまして、まず回答者ですが、所有者等

が７５％、また、ビル管理会社からの回答が２５％ありました。建物の所在地としては、

やはり大きな建築物は中心部に集まっているということもあり、中央区が５９％で、その

他の区でばらけている状況です。 
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 建物の用途としては、事務所系のビルが３４％、店舗が２０％、ホテル１５％、病院１

１％、あとは学校や官公庁などとなっております。 

 建物からのＣＯ２削減に関する情報を入手しているか、入手しているとしたらどこから

かということを聞いたところ、官公庁のホームページという回答が最も多く７８人、次い

で、ビル管理会社や設計会社・建設会社からという回答もありました。また、入手機会な

しと答えた方も４６人いらっしゃいまして、全体の２０％近くが入手機会がないとしてお

ります。 

 その右側は、今後、実施したいエネルギー・ＣＯ２対策ということで回答をいただきま

した。こちらも１９項目を立てまして、それに対して選択をする形としました。最も多か

ったのは、９１名から回答をいただいた⑫の空調設備の省エネ運転、また、熱源設備や照

明設備の省エネ運転も高めに出ております。それ以外に、③、④、⑤の熱源設備、空調設

備、照明設備の更新なども高く出ておりました。 

 一方、赤枠で囲っておりますが、①外壁の断熱工事や②内窓の設置・窓の交換について

は、回答が余りいただけませんでした。 

 その下の２－６のエネルギー消費量・ＣＯ２排出量・運用コストの把握状況についても

聞いてみました。 

 建物のエネルギー消費量、運用コストともに把握していると回答いただいた方が４３％

と最も多くなっており、運用コストのみ把握しているという方が２４％、また、エネルギ

ー消費量、運用コストともに把握していないという方が１８％、それから、エネルギー・

ＣＯ２排出量のみ把握しているという方もおりまして、これは１５％となっております。 

 また、省エネ・光熱費削減のアドバイスとへの興味があるとしたら、お聞きしたいです

かという質問ですが、こちらは、無料であれば聞いてみたいと答えた方が６３％、どちら

でもないという方が２３％、特に興味はないという方が１１％です。また、有料であって

も聞きたいとお答えになった方も３％いらっしゃいました。 

 業務系のアンケートについては、以上となります。 

 この結果なども踏まえながら、今年度は何をやっていこうかということを（案）として

出させていただいたのが資料４となっております。 

 昨年度に引き続き、家庭系や業務系、運輸系ということで、にぎわい商店街エコトープ

プロジェクト、それから、札幌市内事業所における省エネ活動推進プロジェクト、また、

環境に優しい移動方法普及プロジェクトということで、三つを書かせていただいておりま

す。 

 目的と目標は書かれているとおりですが、にぎわい商店街エコトーププロジェクトにつ

いては、なかなかアプローチできていなかった商店街をフィールドにした市民向けの省エ

ネ行動の啓発・実践の実施、ハツキタ商店街や発寒小学校と連携して商店街や学校と連携

した事例（ベタープラクティス）を構築することにより、市内におけるほかの商店街、町

内会、学校などへの広がりを目指すとしております。 
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 実施内容についてですが、①として、先ほどの賃貸住宅のアンケートを足がかりに、省

エネ型の賃貸住宅を選ぶ方をふやすことを目的として、賃貸住宅の選び方マニュアルのよ

うなものを作成もしくは大学などへの普及が図れないかということを項目として一つ新し

く挙げております。 

 ②は、ハツキタ商店街のイベントにおける啓発活動の実施ということで、今年度は、７

月２９日にハツキタ商店街の夏マルシェ、９月１６日に秋マルシェがあるということで、

実施内容についてはまだ検討できていないのですが、例えば、食をテーマにしたセミナー

やワークショップ、また、省エネ行動、実践プログラム、環境教育ゲームなどを挙げさせ

ていただいております。 

 また、③として、発寒小学校のミニ児童会館と連携した環境教育プログラムの実践とい

うものも（案）として出させていただいております。 

 この発寒小学校のミニ児童会館の中に環境クラブというものがありまして、十数名の小

学生が参加しているのですが、その環境クラブと連携して、地球温暖化について身近に感

じるための体験プログラムの実践や将来を担う子どもの意識の醸成と行動の促進を図るこ

とができないかと考えております。 

 次に、２番目の札幌市内事業所における省エネ活動推進プロジェクトについてです。 

 対策を進めるべきボリュームゾーン、どのような建物や業態が最も効果があるのかを把

握するとともに、既存施策における改善点を抽出することによって、業務部門の効果的な

温室効果ガス排出量の削減に向けた施策を検討するとしております。 

 事業所における温室効果ガス削減に向けて、国の補助金の活用、企業の従業員を通じた

取り組みの展開を図るとしております。 

 実施内容ですが、①として業務部門対策チームの設定・運営としております。温室効果

ガス排出量、また、エネルギー消費量の現状や札幌市の事業の実施状況などを踏まえて、

市民、事業者等との協働や新たな技術開発・制度設計なども見据えながら、今後実施すべ

き効果的な取り組みについて協議し、実践へつなげるとしております。 

 チームの基本構成はプロジェクトメンバー及び市職員とし、会議テーマによっては、オ

ブザーバー等を招聘するとしております。 

 こちらについては、札幌市役所内部でも業務系の取り組みを行っている部署が幾つかあ

ります。例えば、業務系に対して補助を行っている部門や、札幌市役所内部のエネルギー

管理を全体的に把握している部署や、先ほどのさっぽろエコメンバーという事業者向けの

登録制度などを運営しているところなど、環境局の中でもさまざまあります。今回は、こ

の４月から、そこと連携して情報交換やさまざまな情報収集ができないかということで、

このようなチームを設置して動かすことになりまして、４月から動いています。その中で、

ご意見などをいただけるとありがたいと思いまして、このような提案をさせていただいて

おります。 

 それから、②については、昨年度も記載いたしましたが、環境省のＣＯ２削減ポテンシ
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ャル診断推進事業を活用した市内事業者へのエネルギー削減アドバイスを実施しておりま

す。 

 現在、このポテンシャル診断事業は、環境省のほうで既に始まっておりますが、これを

活用して、市内事業者にエネルギー削減アドバイスを行うとしております。これについて

は、まず、アドバイスを受けたいと思う事業者が必要かと思います。先ほどのアンケート

項目にありましたＣＯ２削減アドバイスに興味があると回答いただいた事業者には、この

ＣＯ２削減ポテンシャル診断がありますということでご案内を送らせていただいておりま

す。それに対してのレスポンスはまだないのですけれども、もしあれば、そのようなもの

も進めていきたいと思っております。 

 次に、③市内事業者の従業員や顧客に向けた意識向上プログラムの実施についてであり

ます。 

 これは、環境省が主導となって実施しております国民運動の「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」

ですとか、札幌市が実施しているさっぽろスマートシティプロジェクトと連携しまして、

市内事業者の従業員、店舗等での顧客に向けた省エネ意識の向上プログラム、例えば、節

電ポスターを貼ったり、ウェブを使った展開など、啓発を図っていきたいと思っておりま

す。 

 続きまして、最後の３番目ですが、環境に優しい移動方法普及プロジェクトについてで

す。 

 これは、自動車からのＣＯ２排出量の削減に向けて、各主体との連携により市民による

低炭素な移動手段の選択を促進するための啓発などを実施するということです。また、公

共交通機関等の各主体同士の連携を強化することにより、より効果的な啓発活動や実践事

例の広がりを目指すとしております。 

 実施内容としまして、①既存イベントの活用による普及啓発の実施ということで、まず

一つ目に、ことしの８月４日から６日に開催される環境広場さっぽろ２０１７において、

保全協議会ブースを設置いたします。これは昨年度も実施しましたが、ベロタクシーの試

乗会や、寒冷地型の電気自動車の開発が進んでおりまして、２人乗りではなく、１人乗り

の電気自動車の試乗会も企画できればということで、内部調整を進めております。 

 また、先ほど、少しご説明した「さっぽろえきバスｎａｖｉ」のアプリができましたの

で、その体験コーナーのようなものもできればというふうに考えております。 

 また、その下に、だい・どん・でん＆北海道バスフェスティバルとありますが、これは

昨年と同様に９月１７日に開催されます。また、今回、だい・どん・でんを運営している

大通まちづくり株式会社と北海道バス協会にご協力と連携の提案をいただきまして、今回

はだい・どん・でんの会場の中で、北海道バスフェスティバルを実施するということで、

そのコラボが実現しまして、一緒に盛り上げていけるということになりましたので、それ

に向けて、クイズラリーやバスの乗り方講座、それから、ベロタクシーの展示などを行い

ます。また、公共交通機関でイベントに来た方に対して、ＳＡＰＩＣＡポイントを付与す
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るなどの取組もできるといいということを話しながら、現在、調整を進めているところで

す。 

 ②は、自転車・ベロタクシーを活用した市内サイクルツアーの実施でございます。 

 こちらは、さっぽろサイクルラボという団体があるのですが、そこで自転車やベロタク

シーを使ったサイクルツアーのモデルの構築を、北海道の補助を受けながらやっていまし

て、現在は申請中なのですが、その申請が通れば、札幌市もこの取り組みを一緒に進めて

いきたいということで考えております。 

 中身については以上ですが、そのスケジュールを資料５に示しております。 

 第１０次の協議会の任期がことしの１１月３日までとなっております。それに向けて、

会議としましては、今回、５月１９日に開催し、その後は８月ごろに経過報告をして、１

０月末に結果の報告をしたいと思っております。それに向けて、各プロジェクトにおいて

内容を実施していくとともに、１０月ごろに結果を取りまとめる形で進めていきたいと考

えております。 

 昨年度から今年度にかけて実施した内容を取りまとめるものもあるのですが、第１０次

協議会から今度は第１１次協議会に活動の場を移していくこととなります。第１１次協議

会については検討中でして、この第１０次協議会で実施した内容を踏まえて、今後、１１

次協議会でこのようなことを行ったらどうかとか、そのような提案を皆様方からいただき

たいと考えております。 

 それが資料７になるのですが、少し簡易なペーパーですけれども、第１０次札幌市環境

保全協議会の今後の取り組みに向けた提案書（案）でございます。このペーパーにご提案

いただいて、それもあわせて、結果として取りまとめて、この次の取り組みにつなげてい

くことができればと考えています。これにつきましては、別途、ご案内をさせていただい

て、作成をお願いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、以上となります。実施内容がまだ固まっていない部分もあるので

すが、このようなことをしてはどうかというご意見などをいただけるとありがたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 大きく分けると、プロジェクトの前に参考となる調査結果のまとめ、それから、プロジ

ェクト内容、また、今後のスケジュールになろうかと思います。 

 まず、アンケートを実施した部分についてから、ご質問やご意見があればいただきたい

と思いますが、賃貸住宅の居住者向けと業務用建築物の所有者向けアンケートの実施結果

について、ご質問やご意見が何かあればお願いいたします。 

○竹重委員 再び済みません。 

 ２－１３のグラフを見ていて思ったのですけれども、まず、このひとり暮らしをしてい

る大学生や専門学校生が、基本的に札幌市外から来た人かと思いました。多分、道外の人

と道内の人だと、暖房の使い方が全然違うと思うのですが、そのあたりについて調べたり
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していますか。 

○田作委員 出身地などですか。 

○竹重委員 そうです。どこから来たのかということです。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 今回のアンケートでは、出身地までは聞いておりません。

暖房の種類、灯油なのか、ガスなのかということと、光熱費までを聞いております。ただ、

確かにひとり暮らしなので、恐らく札幌市外の方が多いかと思います。 

○竹重委員 ありがとうございます。 

○柴田会長 道外か道内かはわからないということですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） そうです。そこまではわかりません。 

○柴田会長 アンケートについて、ほかにご質問やご意見などはありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 それでは、後ほどでも結構ですので、次に進みたいと思います。 

 第１０次は１１月までが任期ですけれども、我々が取り組む三つのプロジェクトについ

てご説明がありましたが、この点についてご質問やご意見はありますか。 

 それぞれプロジェクトに属されているところが違うかもしれませんが、横断的にご質問、

ご意見をいただいても結構です。 

○新保委員 ２番なのですけれども、先ほど報告いただいた業務用建築物の所有者向けア

ンケートを取っかかりにするために行っていると思いますが、それを反映させるため、こ

こで回答してくださった方にこのＰＲを送られていると伺いまして、流れがあってすごく

いいと思いました。 

 これに協力してくれる事業者がふえて、事業者同士の横のつながりが生まれて、口コミ

のような形で、うちはこれをやって年間幾らぐらいの経費を削減したのだというメリット

を伝えていけられるような素地があると思います。回答が来ないというのは、多分、忙し

くていろいろなことをやりつつ、ここまで手が回らないというような状況もあるかもしれ

ませんので、１社でも２社でもこれに参加していただけるようになればいいなと思いまし

た。 

○柴田会長 事務局からコメントはありますか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 先ほども言いましたが、このチームをつくるということ

で、札幌市役所内の業務系に関連する環境局の者が集まって話をしております。そうする

と、実は、こんな事例があった、事業者からこんな声があったという今までされていなか

った情報共有があります。今までされていなかったことが恥ずかしい限りですが、今、そ

のチームの間でそのような声が結構聞こえてきますので、どのような業者を巻き込んでい

けばいいかというところも考えていきたいと思っております。 

○新保委員 ありがとうございます。 

○柴田会長 そのほかにいかがでしょうか。 

 例えば、１番目のにぎわい商店街エコトーププロジェクトですが、ことしもハツキタ商
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店街で行われると思いますが、今年のプロジェクトについて、土屋委員は、いかがですか。 

○土屋委員 これは天気次第ですけれども、去年のイベントは恵まれて人が集まってよか

ったと思います。 

 多分、学校のほうとイベントのほうは、何かおもしろいことをやれば、啓発活動になっ

ていくと思います。それから、発寒小学校のミニ児童会館のほうは早目に動かないと、予

定を組んでしまうので、ぜひ早目にお願いしたいと思います。担当の先生が変わったかと

思いますが、よろしくお願いします。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 ２番目の市内事業所における省エネ活動推進プロジェクトについてですが、例えば２番

目のＣＯ２削減ポテンシャル診断推進事業ですが、昨年は間に合わなかったのではなかっ

たでしょうか。今年の見込みのようなものはいかがですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 先ほどのアンケートの省エネ・光熱費削減アドバイスへ

の興味に関する質問で、無料であれば聞いてみたい、もしくは、有料であってもそういう

アドバイスを聞いてみたいという方々に、このようなポテンシャル診断がありますので、

活用してはいかがですか、もし問い合わせがありましたら、こちらに来てくださいという

案内を、４月末ぐらいに１回投げてはいるのですけれども、今のところ、問い合わせはま

だ来ていないという状況です。 

 これにつきましては、この業務部門プロジェクトの中で、打ち合わせをしたときに、ど

ういうところがボリュームゾーンのターゲットになるのか、もしくは、どのような対策が

より効果的なのかというようなご意見をいただきました。それが、ＣＯ２削減ポテンシャ

ル診断がふさわしいか否かというところも含めて検討してはどうかというご意見などをい

ただきましたので、そのポテンシャル診断があればやるというような感じで、むしろ、①

の業務部門対策チームをつくって、より効果的な対策をどのようにとっていくかと考える

ことを中心にやっていければというふうに思っております。 

○柴田会長 新庄委員は、このプロジェクトについてどのように捉えていらっしゃるので

すか。 

○新庄委員 まだリアクションがないということですね。 

 弊社では、今、３事業者に打診をさせていただいております。今、それを出せるかどう

かというのは、それぞれ半々という状況でございますが、何とか応募できるように調整を

しているところでございます。 

 それから、まさにこの事業ではなくても、例えば、資料の一番最初にご説明いただいた

中で、今、省エネ診断窓口を準備中というところもありますので、場合によっては、そち

らのほうに活用いただく方法もありかと思って聞いておりました。そちらのほうも、ぜひ

ご検討いただければと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 ３番目の環境に優しい移動方法普及プロジェクトでございますが、ベロタクシーを活用
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していくということもありますが、栗田委員のほうでは、今年のプロジェクトはいかがで

すか。 

○栗田委員 昨年もこの２点、環境広場さっぽろとだい・どん・でんでイベントをしまし

て、たくさんの方に乗車していただきました。 

 ことしは、ベロタクシーも同様にさせていただくのですけれども、超小型の電気自動車

の１人乗りのものを試乗会として出せないかということで、現在、計画を進めております。 

 やはりベロタクシーでは行けないところ、この１人乗りの電気自動車は、北海道初の北

海道でつくっているという寒冷地型のＥＶを開発しているところと協力してやっていると

ころで、このＥＶは、先ほどのグラフにも出ておりましたが、世界的にもどんどんふえて

いくだろうと思いますし、運輸の部分で環境の負荷低減に大きく貢献できるのではないか

という期待も込めて、皆さんに見て、乗っていただくという啓発の機会を提供したいと思

っております。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 そのほか、プロジェクトについてご意見等がありましたらお願いいたします。 

○新庄委員 家庭部門の賃貸住宅を選ぶ際のマニュアルについてです。 

 先ほど、竹重委員からもご質問がありましたように、配布対象先を大学と考えておられ

るのかと思いますが、場合によっては、高校などにも対象を広げたほうがいいと思いまし

た。 

 道外となるとなかなか厳しいでしょうけれども、道内の公立高校とか、これは道庁との

連携が必要になるかもしれませんが、ご検討いただきたいと思います。 

○事務局（佐竹調査担当係長） ありがとうございます。 

 私自身も、大学のときに本州から出てきてひとり暮らしを始めました。大学生は、不動

産屋に行くというパターンもあれば、大学生協のほうで不動産をあっせんしてくれて、そ

こを選ぶという方も結構多くて、そこの配布先はまだ余り考えてはいなかったのですが、

一つの方法としては、大学生協と少し連携して、３月ぐらいに合格が決まって、不動産な

ど、家をどうしようか考えて大学生協に来た方に配るとか、そのようなこともできればと

思っておりました。 

 また、道外、本州のほうとなると難しいかもしれませんが、そのあたりも考えていきた

いと思います。 

○柴田会長 これについては、大学生だけではなくても、ひとり暮らしをする方は社会人

になった方などもいらっしゃると思うのですが、大学生に絞る理由は何かあるのですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 特に絞らなくてもよいと思っていますが、大学生のとき

に、札幌での生活の仕方のようなものを最初につかんでいくと、それが大人になってもそ

のまま引き継がれるという教育効果のようなものが出ると思っていました。 

 社会人については、不動産屋さんなどのご協力をいただければ、そちらのほうに聞いて

くるかと思いますので、そのようなひとり暮らし向けの賃貸住宅の選び方、これもひとり
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暮らしに限らなくてもいいかもしれませんが、そのようなものもつくっていければいいか

と思います。 

○柴田会長 ほかにいかがでしょうか。 

○大吉委員 マニュアルの件は、出来栄えにもよるのでしょうけれども、かなり野心的な

取り組みかというふうに見ておりました。これは、できれば配布というよりも、ぜひ、パ

ブリシティを含めた大きな取り組みにしていただきたいと思います。 

 また、事業者側からクレームが発生しないように配慮も必要かと思います。 

○柴田会長 私もそう思いました。どの住宅にしようかと選ぶときに、こういう住宅を選

びなさいと言われると、そうではないところからクレームが来そうな感じがあります。た

だ、必要な観点ではあろうかと思いますし、今、野心的な取り組みという評価もいただい

ておりますので、検討をお願いしたいと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○田作委員 田作です。 

 トータルの話として、項目のボリュームがかなり多いのです。こちら側サイドのメンバ

ーの問題もあると思うのですけれども、事務局サイドとして、８項目をやり切れますか、

大丈夫ですねという心配事ですが、それが１点目です。それから、何かあったらこちらに

振りましょうというのが２点目です。 

 また、１番の③、発寒小ミニ児童会館と連携した環境教育プログラムの実践の部分です

が、正直に言いまして、ここだけ、もしくは環境局だけではやり切れないところがあると

思います。環境教育というのは、かなりいろいろなＮＰＯやＮＧＯ、それから、札幌市で

いうと、児童会館の受託を受けている青少年女性活動協会もありますので、そのあたりと

意見交換をする場を持っていただいて対応されることを望みます。 

 以上の３点です。 

○事務局（佐竹調査担当係長） ます最初のボリュームですけれども、昨年もほぼほぼ同

じような形で実施して、大変ですが、何とかいけるのではないかという量になっています。 

 ただ、やはり、それぞれの対策を進めるためにも、皆様方のご協力はぜひいただきたい

と思っておりますので、各プログラムにおいて、いろいろとお知恵を拝借したり、実際に

現場に来ていただいたりということでお願いをしたいと思っております。 

 また、ミニ児童会館ですが、こちらは一度打ち合わせをしており、何かしらの取り組み

が一緒にできればということで話をしています。あとは、どのようなことをやると、子ど

もたちにとってより効果的なプログラムとなるかというようなところは検討が必要で、そ

のあたりについては、まだアイデアが出せていない状態です。青少年女性活動協会や学校

の先生などの方のお知恵も拝借しながら進めていきたいと思っております。 

○柴田会長 そのほか、いかがでしょうか。 

 プロジェクトの実施案については、そのような形で進めたいと思います。今後の各プロ

ジェクトの方々のメンバーというのは、ここに配られているメンバー表がベースになりま
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すか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 申しわけありません。資料６説明が抜けておりました。 

 資料６で、昨年度までの参加委員一覧ということで掲載させていただきましたが、もし、

この部門ではなく、別の部門のほうに参加したいとか、これはもちろんかぶっても大丈夫

ですので、そのようなご意見やご提案などがありましたら、事務局のほうにご連絡いただ

ければ、配置を変更させていただきたいと思います。特にほかの部分にかかわらず、ご意

見などをいただきたいと思いますので、それはこちらからお伺いすることもあるかと思い

ますが、その際には、ぜひよろしくお願いいたします。 

○柴田会長 そのようなことで、一応、このプロジェクト参加委員一覧というのが、各プ

ロジェクトのメンバーになりますが、プロジェクトを変わりたい、また新しいところにも

参加したいということがあれば、事務局のほうにご連絡をいただきたいということです。 

 一応、この三つのプロジェクトのメンバーと事務局のほうで、今後、より具体的にプロ

ジェクト内容を検討していくということで、よろしくお願い申し上げます。 

 実際のスケジュールについて、資料５でご説明がありましたが、基本的に、１１月の任

期満了前に今のプロジェクトで一通りの成果を出して、次につなげていくような形にした

いということです。 

 スケジュール等について、ご意見やご質問等がありましたらお願いいたします。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 それでは、このような形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 私のほうから、一点要望したいと思います。 

 皆さんとこのような形でいろいろと意見交換をさせていただくのもいいのですが、まと

めに当たっては、もう少し違う形で意見交換ができるようなスタイルでできればと思いま

す。例えば、ワールドカフェのような形で、幾つかのグループで時間を決めて移動して、

メンバー相互でいろいろな情報交換をもう少し密にして、最後にその結果をまとめるとい

う感じとかですね。 

 次につなげていくためには、９月、１０月あたりに一度、皆さんの意見交換がもうちょ

っと密にできるような場をつくっていただて、その中で、各三つのプロジェクトの結果も

出しながら、次につなげていく議論ができればいいかと思います。そのような機会をつく

ったほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○田作委員 全くそのとおりです。 

○柴田会長 すみませんが、そのようなこともご検討いただきたいと思います。 

 それでは、スケジュールについては、そのような形で進めていくということにさせてい

ただきたいと思います。 

 以上で、予定していた議題は終わりましたが、事務局から何かご連絡はありますか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） １点、追加の資料をお出ししています。 
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 先ほど、「持続可能な地域づくりシンポジウム～世界が憧れる札幌を目指して～」とい

うご案内をさせていただきました。 

 これは、２０１５年９月に国連のほうで、「我々の世界を変革する：持続可能な開発の

ための２０３０アジェンダ」という文書が採択されたのですが、この中では、地球環境と

か健康福祉、気候変動など１７の分野、１枚目の左下に、「ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ Ｄ

ＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＧＯＡＬＳ」と書いてあるものがあるのですけれども、それを２

０３０年までに全世界で取り組んでいこうということで、持続可能な開発目標、ＳＵＳＴ

ＡＩＮＡＢＬＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＧＯＡＬＳを略して、「ＳＤＧｓ」と言って

いるのですけれども、それが採択されました。 

 日本では、まだ広がっていないのですけれども、海外では、このＳＤＧｓについての認

識も高まっていて、企業さんなどもそれに対して取り組んでいくということです。この開

発目標については、特に途上国だけでなく、先進国、さらには自治体や企業、ＮＧＯなど、

全ての主体が関わって、達成を目指すというものになっています。 

 それに対して、札幌市では、現在、第２次札幌市環境基本計画策定の検討をしているの

ですけれども、そちらの中に、ＳＤＧｓへの環境側面からの貢献、環境から見たときにこ

のＳＤＧｓをちゃんと目指すということを位置づけて進めようとしています。 

 計画自体は来年の２月か３月ぐらいに策定となっておりまして、まだ検討中ですけれど

も、それに向けて、ＳＤＧｓとは何ぞやというところで認識がまだ広まっていないことも

ありますので、ＳＤＧｓとは何ぞやということと、ＳＤＧｓに取り組むことでどんなメリ

ットがあるのかということを、専門の方々や、裏面に主催者からのパネルディスカッショ

ン登壇者とありますが、北大の総長と環境省、秋元札幌市長が登壇してディスカッション

をするというイベントを開催します。 

 ぜひこちらにお越しいただきたいと思います。これは、金曜日の午後１時半から１７時

と長いのですけれども、もしお時間がありましたらご参加いただけるとありがたいです。

これは、ホームページからも申し込みができるようになっておりますので、裏面の申し込

み方法のところからお申し込みいただきたいと思います。 

 それでは、せっかくですので、新保委員からお願いいたします。 

○新保委員 ありがとうございます。 

 昨年、一昨年と皆様にお世話になっております。環境のことをお伝えしていく人材育成

をしているところですけれども、ことしで３年目になります。今、お手元にお配りしたの

は、昨年の簡単な報告書と、環境のインタープリターとは何ぞやという説明をしているツ

ールです。 

 こちらの保全協議会のほうでは、１番目のプロジェクトのハツキタ商店街さんとの取り

組みの連携や、プロジェクトに入っていないのですけれども、環境広場においてエコガイ

ドをしているという取り組みをさせていただいています。 

 ことしもおもしろい企画が盛りだくさんで、先ほど柴田会長がおっしゃっていましたが、
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もう少しラフなミーティングをという場の一つにでも使えそうなネタもありますので、一

瞬、飲み会かとも思ったのですが、それではないですね。でも、オフィシャルで楽しい企

画もありますので、パンフレットができましたら、また皆様に周知しますので、ぜひご参

加いただきたいと思います。 

 お時間をいただきまして、ありがとうございました。 

○柴田会長 本当は飲み会という提案をしたかったのですが、若い方もいらっしゃるので、

それはなかなか難しいと思います。 

 先ほどのＳＤＧｓの件ですけれども、今、これからの大きなトレンドということで、特

に企業が、このＳＤＧｓの目標を企業活動の中に入れていくという動きが世界的に出てお

ります。その要因としては、１７という具体的な目標をわかりやすくきちんと出したこと

で企業も取り組みやすくなったのだろうと思います。 

 実は、その前にローカルアジェンダというものがあったのですが、そちらは少し抽象的

過ぎたという話がありました。今後は、環境よりももう少し広い取り組みとして、世界的

な一つのトレンドになってくると思いますので、ぜひ興味のある方はご参加をいただきた

いと思います。 

 以上で今日予定していたものは終わりますが、何か情報提供もしくは全体にわたるご意

見などがありましたら、ぜひお願いいたします。 

○栗田委員 エコ・モビリティサッポロの栗田です。 

 少々お時間をいただいて情報提供をさせていただきたいと思います。 

 先日、横浜に行く機会がありました。皆さん、カーフリーデーというのはご存じでしょ

うか。横浜カーフリーデー実行委員会の事務局の方にいろいろとご説明を伺ってきたので

すけれども、もともとカーフリーデーというのは、フランスのラ・ロッシェルという小さ

な地方都市で、１９９７年に「車のない日」というものをまちの中心部で行って、車のな

い都市空間を体験して、そのまちでは、車に頼らなくても、日常生活に支障がないという

ことを実感してもらうというようなイベントです。今では、世界の２，０００以上の都市

でこの活動が行われていまして、９月２２日にマイカーを使わないというものです。 

 大体、いろいろな都市でやっているのが、通常は車通りの激しいような大通りを歩行者

天国のような形にします。日本では歩行者天国というと、車両の進入禁止なのですが、こ

のカーフリーデーに関しては、車の代替となるもの、いろいろなモビリティー、バス、公

共交通機関とか、自転車など、それ以外の新たなモビリティーを提供して、車だけではな

いというものを皆さんに体験してもらうものです。 

 だい・どん・でんも歩行者天国でやっているのですけれども、残念なことに、あそこは

車両通行禁止なのです。日本の法律では、通常はそこができないということなので、横浜

とかいろいろな都市でやっているものですから、札幌でもぜひカーフリーデーというもの

をやりたいと思って、今回、すごく高い関心を持って聞いてきました。 

 ただ、今年度の保全協議会のプログラムは既にいろいろなことが決まっているので、ま



- 23 - 

た来年、再来年でもこのようなことが実現できて、車だけではないということを啓発でき

たらとてもいいのではないかと思っております。 

 先ほどのグラフの中で、運輸部門が少し頑張らなければならないという数字が出ていた

ものですから、そういう面で頑張ってやっていければと思い、情報提供をさせていただき

ました。 

 もう一点は、今回、私どもの法人で、環境省の地域活性化に向けた協働取組の加速化事

業というものを受託することになりまして、その一環の中で、ドイツのフライブルクにお

住まいの村上敦さんという環境ジャーナリストをお呼びして講演会を開催する予定です。 

 その方が３月に書かれた本が「ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか」という

タイトルで、その中で移動手段についてもかなり斬新な意見を述べております。そのよう

なことも皆さんにぜひお聞きいただければと思います。１０月２１、２２、２３の３日間

の日程で押さえておりますので、決まりましたら、ぜひこの協議会でご案内をさせていた

だきたいと思います。 

 以上です。お時間をいただきまして、ありがとうございました。 

○柴田会長 そのほかに、これを機会にぜひ情報提供をしたいということがありましたら

お願いします。 

○大吉委員 情報提供ではなくて質問です。 

 資料１の統計データに関して、お伺いします。 

 ＣＯ２の削減につきまして、運輸部門のエコカーの増加とは逆に、省エネ性能が下がる

四輪駆動車の増加によって、ＣＯ２の増加要因になるというシミュレーションはありませ

んでしょうか。 

 更に、ＣＯ２の削減策で、ロードヒーティングを減らしていますが、ロードヒーティン

グの減少の影響で四輪駆動車が増加して、地域全体で見たら、ＣＯ２削減はどうなのか、

というような推計はございませんでしょうか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） この自動車保有台数については、統計上で何台の新車が

入ったかというものはあります。四駆かそうではないか、一般の普通乗用車か、軽自動車

かというような細かいデータは一応とれているのですが、四駆の割合までは…… 

○事務局（前野計画係長） ８割ほどだったと思います。そもそも北海道や札幌ではかな

り高いのです。 

○大吉委員 ２０３０年の目標達成に向け、減少要因だけではなく、増加要因も合せた試

算と対策が必要ではないかと思います。 

○事務局（金綱環境計画課長） そのような視点で考えたことはなかったのですが、実を

いいますと、次世代自動車が普及する中で、いろいろな車の種類がふえていかないと、車

をなかなか選んでいただけないという中で、札幌の場合は、四駆が出てくると、そちらの

ほうに乗りかえるという傾向があります。 

 そのときに、もともとのいわゆるエコカー、次世代自動車ではなかった車と、次世代自
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動車のかつ４輪駆動のものを比較したときに、その比較視点で見たことはないのですけれ

ども、ＣＯ２としては減るのではないかと思っていたのですけれども、どのようなことに

なるのか、考えてみたいと思います。いろいろとトレードオフの関係というのはあるのだ

ろうと思います。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 少し補足をさせていただきますと、特にハイブリッド自

動車の四駆がなかなか出てこないのです。本州に比べてハイブリッドの普及が北海道は遅

かったということがあります。 

 ただ、今、四駆でもハイブリッドが出てきましたので、そちらが選ばれるようになれば、

二輪の少し古い車とハイブリッドを比べれば、やはり燃費はよくなりますので、そのよう

な普及が進むといいと思っています。なかなか難しいですね。 

○大吉委員 もう一点、よろしいですか。 

○柴田会長 お願いします。 

○大吉委員 家庭部門についてですが、人口減少によるＣＯ２削減とは逆に、高齢化に伴

う家庭内での生活時間の長さや、冬期間の室温設定の上昇など、一世帯当たりの熱需要の

増加要因も一度出してみていただけると、取り組み努力の方向性も見えてくると思います。 

○事務局（佐竹調査担当係長） ありがとうございます。 

 確かに、統計データとして、高齢者の方のほうがＣＯ２排出量が多いというのは出てお

ります。 

 ただ、それを１世帯当たりで見たときには確かにそうですが、それが一軒家に住んでい

るのか、集合住宅に住んでいるのかということでも結構変わってくるようです。そこの分

析はまだできていないので、やってみたいと思いますが、住みかえによって、自分の住宅

の延べ床面積が小さくなる、それで、温度は上がるのだけれども、省エネになるというパ

ターンも多分あると思います。ですので、そのバランスのようなものは見ていきたいと思

います。推計を頑張りたいと思います。 

○大吉委員 その物理的対策も必要だと思います。４人家族での新築時と、子どもが独立

した後の２人家族で、居住スペースは一緒ですということになるとＣＯ２は減少しません

が、欧米のように、生活スタイルの変化によって住みかえるという生活文化は、物理的に

ＣＯ２の発生量に影響しますので、生活文化を考えるという取り組みが、この積雪寒冷地

にとっては重要かと思います。 

○柴田会長 なかなか難しい例題です。単純に推計ができない分野ばかりだと思います。

また、普及啓発の対象という考え方も、実は全部同じ普及啓発のやり方ではなくて、生活

形態や居住形態によってどこにポイントを置くかというところが変わってくるという意見

もありますので、なかなか難しいところではあろうかと思います。今後、実態についてい

ろいろ解析していただく中で、そのような部分もまた見えてくるかと思いますので、ご検

討をよろしくお願いしたいと思います。 

 そのほか、何でも結構でございますので、お願いいたします。 



- 25 - 

 この参考資料については何も触れなくていいですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） 今ご意見をいただきましたが、この資料の修正について

は考えていないのですが、こちらのほうからこの環境保全協議会に、簡易ではあるのです

けれども、現状についてご報告させていただきましたので、これに関してご意見などがあ

りましたら、メール等でいただきたいと思います。 

 最終的には、今、「進行管理報告書（案）」となっておりますが、「（案）」をとった

形でホームページ等に公表させていただきたいと思います。 

○新庄委員 いつぐらいの予定ですか。 

○事務局（佐竹調査担当係長） もしご意見をいただけるのであれば、１週間ぐらいをめ

どにしていただいて、その後、修正があれば直して、今月末から来月の頭ぐらいにかけて

公表したいと思います。 

○柴田会長 この参考資料は、すごくおもしろいと思います。後ろに市民の意識調査の結

果が出ておりますが、これは見ていくとなかなかおもしろい結果が出ていますので、もし

お時間がありましたら、ぜひごらんいただきたいと思います。 

 そのほかに何かありましたらお願いします。 

○新庄委員 私どもは、札幌市と連携して進めさせておりますうちエコ診断、家庭用の診

断ですが、この診断士の資格の試験については、今まではずっと札幌で開催されておらず、

東京や仙台で開催されていたのですが、環境省にいろいろとお願いしまして、今年度に限

り、札幌で開催いただけることになりました。 

 ７月２９日土曜日が筆記試験の日ということで、今、弊社の大通西７丁目の会議室をお

使いいただくことで調整しておりますので、診断士になろうと思っておられる方や、札幌

市さんも、もしお声をかける対象の方がおられましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 たしか、専門のソフトを使って診断していますね。ただ、この資格を持っていないとそ

のソフトが使えないということでございますので、ご興味のある方は、ぜひ資格の一つと

して取っていただきたいと思います。 

 そのほかにありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

  ３．そ の 他 

○柴田会長 それでは、最後に事務局からお願いいたします。 

○事務局（金綱環境計画課長） それでは、今後の予定等についてご説明させていただき

ます。 

 まず、今日は、本当に幅広く貴重なご意見をたくさんいただきまして、ありがとうござ

いました。 

 田作委員からもご指摘がありましたとおり、かなり盛りだくさんなプロジェクトとなっ
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ておりますので、今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。また、プロジェク

トの実施に向けましては、先ほどお話がありましたとおり、プロジェクトメンバーは、一

旦、昨年の内容で振っておりますけれども、どのプロジェクトに行きたいというご希望が

ありましたらお知らせいただきたいと思います。 

 プロジェクトの実施に向けましては、今後、またそれぞれのプロジェクトのメンバーと

打ち合わせなどをさせていただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 最後に、次回の全体会議につきましては、スケジュールにもありますとおり、成果の取

りまとめに向けまして、一旦、８月ごろをめどに経過報告を行いたいと考えております。 

 こちらについては、また改めて日程等を調整させていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 事務局のほうからは以上でございます。 

  ４．閉  会 

○柴田会長 それでは、これをもちまして、第１０次札幌市環境保全協議会第５回会議を

終了いたします。 

 本日は、どうもご苦労さまでした。 

                                  以  上   


