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日 時：平成３０年１１月１５日（木）午後３時３０分開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 １８階 第４常任委員会会議室 

  

※当会議録につきましては 

各委員に内容をご確認いただいております 
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  １．開  会 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、委員全員がおそろいになりましたので、ただ

いまより第１１次札幌市環境保全協議会第１回会議を開催いたします。 

 本日は、皆様、お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 私は、札幌市環境局環境計画課長の松本と申します。 

 本来であれば、会議の議事につきましては、協議会の会長が務めることとなりますが、

会長が選出されるまでの間、私が進行役を務めることになります。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、この後は座って説明させていただきます。 

 まず、委員の皆様の本日の出席状況について報告させていただきます。 

 本日は、委員１７名のところ、中道リース株式会社の梶委員、生活協同組合コープさっ

ぽろの鈴木委員、一般社団法人北海道ビルダーズ協会の武部委員、もうお一方、一般社団

法人北海道再生可能エネルギー振興機構の田原委員の４名の方からご欠席の連絡をいただ

いております。 

 本日は、委員１７名中１３名ということで、委員の過半数の方にご出席いただいており

ますので、札幌市環境保全協議会の規則第５条第３項の規定に基づきまして、会議が成立

していることを報告いたします。 

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

 皆さんのお手元に資料を一式置いておりますが、一番上に委嘱状があると思います。委

嘱状につきましては、後ほどご説明いたします。 

 資料につきましては、上から式次第、それから、第１１次札幌市環境保全協議会の委員

名簿と座席表、これは、Ａ４判で１枚物で両面印刷となっております。それから、資料１

が札幌市環境保全協議会と環境審議会の条例・規則についてもＡ４判で１枚物となってお

ります。それから、資料２につきましては、Ａ３判で両面にカラー印刷の２枚物になって

おりまして、第１１次環境保全協議会の活用内容についての資料でございます。続きまし

て、資料３としまして、第１１次環境保全協議会のスケジュールで、Ａ４判１枚物の片面

印刷になっております。最後に資料４は、札幌市内の温室効果ガス等の排出状況について

のものでございますが、これはＡ３判で両面にカラー印刷をした２枚物でございます。 

 その下に参考資料として、５冊の冊子を置かせていただいております。まず、上から札

幌市温暖化対策推進計画という青い冊子のものです。それから、白っぽいもので、第２次

札幌市環境基本計画という冊子、その下にあるのが札幌市エネルギービジョン、それから、

札幌市温暖化対策推進計画進行管理報告書、最後に、札幌市まちづくり戦略ビジョンのア

クションプログラム２０１５、以上の５冊の資料を配付しております。 

 資料が足りない方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 
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  ２．札幌市挨拶 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、開会に当たりまして、初めに、札幌市環境局

環境都市推進部長の大平よりご挨拶を申し上げます。 

○大平環境都市推進部長 環境都市推進部長の大平でございます。 

 本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 会議の開催に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 まず、皆様方には、日ごろより本市の環境行政にご理解、ご協力をいただきまして、厚

く御礼申し上げます。 

 また、このたびは、札幌市環境保全協議会の委員就任を快くお受けいただきまして、重

ねてお礼を申し上げます。 

 この協議会は、札幌市環境基本条例に基づき設置しているもので、環境保全を効果的に

行うための方策、さらには、札幌市の施策等についてご協議いただくものでありまして、

平成８年より活動いただいているものでございます。 

 この札幌市の施策の中で、温暖化対策に関するものにつきましては、今年の３月に策定

しました第２次札幌市環境基本計画とその個別計画である札幌市温暖化対策推進計画がご

ざいます。札幌市としましては、それらに基づきまして鋭意取組を進めているところです

が、温暖化推進計画につきましては、今後、改定を予定しておりますことから、本協議会

におきまして、今後の実効性のある温暖化対策について検討、協議を行っていただき、計

画の改定につなげていきたいと考えております。 

 さて、ご存じの方も多いかもしれませんが、ＩＰＣＣというところから、「１．５度特

別報告書」というものが１カ月ほど前に発表されました。 

 この中では、世界の平均気温は、産業革命前から既に１度上昇しておりまして、このま

まのペースでいきますと、２０３０年から２０５２年の間に、さらに０．５度上昇いたし

まして、１．５度の上昇になるという予測がされております。 

 ２０１５年に採択されましたパリ協定では、一応、２度未満を目標に掲げて取組を進め

るということになっておりましたが、この点につきましても、１．５度上昇であっても厳

しい悪影響が生じ、２度上昇では、極めて大きな影響が出ると予測をしているところであ

ります。 

 この上昇を１．５度以内にとどめようとするには、２０３０年までに二酸化炭素の排出

量を半分に、それから、２０５０年までには、排出ゼロを達成する必要があり、政府、企

業、ＮＧＯ等は、これまでとは次元の違う対応を早急に実施しなければならないという結

論づけもしております。 

 このように、温暖化対策は待ったなしの大きな課題でありまして、これまでの取組を伸

ばして促進していくことはもちろんですけれども、新たな発想、新たな視点での対策も考

えていかなければなりません。 

 最前線で日々取り組まれております皆様方の意見、お考えもお聞きしながら、札幌にふ
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さわしい温暖化対策を一緒に考えていきたいと思っております。 

 もう一つ、興味深い調査結果をご紹介させていただきます。 

 世界市民会議というところが２０１５年に実施した温暖化対策に関する国際的な意識調

査があります。その中で、日本は温暖化対策が生活の質を脅かすもの、負担感のあるもの

と答えた人が６０％でありました。これに対し、世界の諸国につきましては、温暖化対策

は生活の質を高めるものと答えた人が６６％になっており、温暖化対策への捉え方、意識

が全く逆という結果となっています。 

 この違いは、温暖化によるさまざまな影響、特に生活への影響あるいは危機感をどう感

じているか、あるいは、環境対策を進めることが経済的にプラスなのか、マイナスなのか

ということの捉え方の違いによるものだと思います。金融の分野では、企業の環境保全活

動に対して投資する、いわゆるＥＳＧ投資が今注目されておりまして、日本でもその額が

増えてきております。今後は、ＳＤＧｓの視点でもあります環境と経済の同時達成を目指

し、生活の質が高まる温暖化対策を進めていくことが重要でありまして、この協議会でも

そういう視点も持ちながら議論ができればと思っているところであります。 

 最後になりますけれども、委員の皆様方には、これからの２年間、札幌市の環境保全の

推進に向けてお力添えをいただきますようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） 続きまして、本協議会委員の委嘱についてご説明いたし

ます。 

 机の上に置いております委嘱状をご覧いただきたいと思います。 

 委嘱期間は平成３０年１１月８日から平成３２年１１月７日までの２年間となっており

ます。本来であれば、委嘱状につきましては、市長から直接お渡しするところでございま

すが、誠に勝手ながら、このような形での交付となりますことをご了承くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 この後、委嘱状は使用いたしませんので、おかばん等におしまいいただければと思いま

す。 

 

  ３．自己紹介 

○事務局（松本環境計画課長） 続きまして、次第の３番目でございますが、本日は、第

１１次札幌市環境保全協議会の最初の会議でございますので、それぞれの委員の皆様から

簡単に自己紹介をいただきたいと思います。 

 お名前とご所属、それから、例えば、日ごろ行っている業務、活動の概要、あるいは、

公募委員の方であれば応募理由等、何か一言添えていただいて、１人１分程度でお願いで

きればと思います。 

 それでは、有賀委員から座席表の順番でお願いいたします。 

○有我委員 皆様、こんにちは。 
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 ただいまご紹介いただきました有我工業所の代表を務めております有我充人と申します。 

 弊社は、再生可能エネルギー、主に地中熱を利用した冷暖房空調設備と融雪システムの

設計、施工をしている会社でございます。 

 長い２年間になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○石村委員 皆さん、こんにちは。 

 私は公募委員の石村と申します。 

 地球温暖化というのは極めて身近な問題だと思っております。私は、地域で世代間交流

サロンを１０年以上やっておりまして、いろいろな方のお話をお聞きしましても、温暖化

に対する意識はまだまだ徹底していないのではないかという気がしております。 

 私も市民目線に立って協議に参加したいと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○大内委員 皆さん、初めまして。 

 北海道グリーン購入ネットワークの大内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 活動としましては、名前のとおり、グリーン購入、環境に配慮した製品、商品、サービ

スを優先して買いましょうという活動を広げるということで、全国的に活動をさせていた

だいております。２年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

○菊田委員 皆さん、こんにちは。 

 北海道大学大学院工学研究院の菊田弘輝と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は大学勤務ですので、研究、教育、社会貢献、国際交流が務めであります。 

 私の専門は建築になりますが、建築も幅が広く、一般的に、意匠、構造、設備の三つに

分けることができます。その中で、私は設備、環境、エネルギーの分野を研究の対象とし

ております。２年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小池田委員 フレイン・エナジーの小池田と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私の会社は水素エネルギーにかかわっておりまして、今、稚内市や苫前町などで再生可

能エネルギーを由来とした水素の製造を始めております。 

 これは、遠くにある再生可能エネルギーを電気以外、水素の形でいろいろな地方で使え

るようにするという技術です。このようなことにかかわっている会社でありますので、今

回も、まちの中とか地域の連携などの目線も含めてと考えといこうと思っております。 

 また、私個人としましては、稚内市や苫前町の方々、それから、道外の八戸市さんなど

で地域再生顧問ということで、エネルギーの事業とは別に市民の目線でもかかわっており

ますので、今後、２年間は、その二つの目線でかかわっていければと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○里見委員 こんにちは。初めまして。 

 燃料電池実用化推進協議会と申しまして、法人格はないのですが、団体の事務局をして

おります里見と申します。 
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 私どもは燃料電池ですとか、燃料電池自動車のための水素ステーションなどの実用化を

目指している企業の集まりでございまして、どちらかというと、主に中央政府、経済産業

省に向けて民間企業からの提言等をまとめているという団体でございます。 

 私どもの事務所は東京なので、活動は主に中央で行っておりまして、地方のこういった

取組には余りかかわってこなかったのですが、今回、札幌市さんからのご依頼がありまし

て、燃料電池・水素という一つの環境に貢献できる機器の観点からご協力させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○柴田委員 北海道環境財団の柴田でございます。今日は、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私どもの財団は、法律に基づいて、北海道で唯一の地球温暖化防止活動推進センターと

いうことで北海道庁から指定を受けております。主に民生部門の温暖化対策の推進を支援

する役割を担っているところでございます。 

 道内ではそういう活動をしているのですが、全国的には、今、環境省のほうで、省エネ

に関する補助金業務がありまして、その執行団体ということで、私どもが代行して全国の

補助金事業の一部を担当しております。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 皆さん、こんにちは。 

 株式会社イワクラの高橋と申します。 

 会社自体は苫小牧にありまして、事業については総合木材業をやっておりまして、創業

１０５年になります。木を使ってあらゆる事業をやっておりまして、パーティクルボード

という建築解体材等を主な原料とした建材の板をつくっております。そのほか、最近では

エネルギー利用ということで、ペレット製造や木質バイオマス発電のほうに丸太やチップ

を入れております。 

 温暖化に直接関係があるのかどうかわからないのですが、ここ最近ですと、台風による

流木や風倒木を我々で原料として再資源化しております。また、地震によって生じた厚真

町の災害木を再利用するということで検討しております。 

 ちなみに、私は、北海道木質ペレット推進協議会と言う団体の事務局長を務めておりま

す。これからの２年間、ひとつよろしくお願いいたします。 

○玉生委員 皆さん、こんにちは。 

 マックスバリュ北海道で人事総務の責任者をしております玉生と申します。 

 当社は、道内にスーパーマーケットを８８店舗展開しております。心苦しい話でござい

ますが、たくさんのエネルギーを消費しながら経営をしているわけですが、イオングルー

プといたしましても、今、ＣＯ２の削減を非常に積極的に推進いたしております。 

 皆様方のいろいろな知見をいただきながら勉強をさせていただきまして、少しでもＣＯ

２の削減に前向きに取り組んでいければと考えておりますので、２年間、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○名本委員 皆さん、初めまして。 
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 公募委員の名本と申します。 

 私は、もう定年しているのですが、民間の総合建設コンサルタントで、都市計画の仕事

を３５年間させていただきました。その後は、若いころからの夢だったＪＩＣＡの海外シ

ニアボランティアということで、２カ国の温暖化にかかわる都市問題について、大したこ

とはできなかったのですが、いろいろとアドバイスをさせていただきました。 

 今回、このような機会がございまして、一市民として、少しでもこの協議会のお役に立

てられればと思い応募させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○皆川委員 公募委員です。豊平区の皆川と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は、５年ほど前にサラリーマンを引退しまして、今は自営で細々とやっております。 

 サラリーマン時代に環境のセクションに在籍したことがありまして、そのときに、省エ

ネ法や温対法などをさわっていました。知識が古くなっているかもしれませんが、そのと

きに得た知識等を活用して、少しでもお役に立てればと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○宮内委員 北洋銀行地域産業支援部の宮内と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私どもの所属のところは、今、ものづくりと産学官連携、それから、ファンド業務の投

資ということをやってございます。 

 ファンドでは、ことしの５月にＳＤＧｓ推進ファンドというものをつくりまして、北海

道の次の１５０年のサステーナブル・ディベロップメントを達成できるように、少しでも

貢献したいと思いながらやっております。 

 やはり、ＳＤＧｓの中では環境が重要な項目になっており、我々も、特に環境に優しく、

環境を推進しているような企業に、積極的に融資なり投資をしていこうと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○若松委員 初めまして。 

 三井住友海上の若松と申します。よろしくお願いいたします。 

 私の会社は損害保険会社でございまして、昨今ですと、日ごろは地震や台風などの対応

をしております。お客様の万が一の経済的な損失をカバーする保険の普及と事故を起こさ

ない仕組みの提供を会社としてさせていただいております。 

 環境面におきましては、当社でもＳＤＧｓの取組をさせていただいておりますし、古く

昔からは屋上の緑地化を東京の本社でいち早く導入している会社です。そういう保険会社

という立場ではございますが、札幌市のお役に立てるように２年間やっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） 皆様、ありがとうございました。 

 続きまして、事務局からも自己紹介をさせていただきます。 

○事務局（前野計画係長） 初めまして。 

 環境局環境計画課計画係長の前野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（布見主査） 同じく、環境局環境計画課主査をしております布見と申します。
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どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（富岡係員） 同じく、環境計画課の富岡と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局（菊野係員） 同じく、事務局を務めさせていただきます環境計画課の菊野と申

します。 

 温暖化対策業務を日々行っております。よろしくお願いいたします。 

 

  ４．札幌市環境保全協議会について 

○事務局（松本環境計画課長） 続きまして、次第の４番目ですが、札幌市環境保全協議

会の概要につきまして事務局から説明いたします。 

○事務局（布見主査） 改めまして、事務局の布見でございます。 

 私から、環境保全協議会の設置根拠となっております規則・条例等についてご説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料１の１ページ目をごらんください。 

 本協議会は、札幌市の環境基本条例第３０条第１項、市民及び事業者が自らの環境の保

全に関する活動を効果的に行うための方策、環境の保全に関する市の施策に関して協議す

るため、札幌市環境保全協議会を置くという規定に基づいて設置しているものであります。 

 本協議会では、環境保全に関する市の施策について、市民、事業者等の立場からご協議

いただき、より効果的な施策の展開に活用させていただくものです。また、この協議会の

組織及び運営に関しましては、その下に記載しています札幌市環境保全協議会規則で定め

ております。 

 規則の第２条のところで、協議会の委員数を４０人以内としておりますが、活発な協議

を行うため、近年では、本日のように委員数を２０人弱ぐらいということで、コンパクト

な協議会としております。 

 また、第３条におきましては、委員の任期を２年とすること、続く第４条では、会長、

副会長について規定しております。 

 これらの規定に基づいて、平成８年に第１次協議会を設置して以来、今回は第１１次の

協議会となります。 

 続きまして、裏面の環境審議会に移ります。 

 環境審議会は、札幌市環境基本条例第２９条第１項の環境の保全に関する基本的事項を

調査審議するため、札幌市環境審議会を置くという規定に基づき設置されているものです。 

 第２項におきましては、市長の諮問に応じ、環境基本計画やその他環境保全に関する基

本的事項について調査審議することを規定しております。また、環境審議会の委員につき

ましては、第４項では３０人以内で組織すること、第５項において、学識経験者を有する

者や関係行政機関の職員のほか、環境保全協議会の推薦を受けた者に委嘱することを規定

しております。 
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 なお、この環境保全協議会の推薦を受けた者につきましては、後ほど、本会議の中で委

員の推薦について時間を設けさせていただいております。 

 私からの説明は以上です。 

○事務局（松本環境計画課長） ただいまの説明つきまして、何かご質問等がある方はい

らっしゃいますか。 

○石村委員 協議会と審議会の位置づけはどのようになっているのでしょうか。 

○事務局（布見主査） 環境審議会と環境保全協議会の位置づけについてでございますが、

環境審議会につきましては、地方自治法上の附属機関という位置づけになりまして、環境

審議会は、環境基本計画のようなものを諮問して、それに関する答申をいただくというよ

うな役割を持っている調査機関ということになります。 

 そして、こちらの環境保全協議会に関しましては、答申を出すものではなくて、懇話会

という位置づけのものになります。委員の皆様からいろいろなご意見を頂戴いたしまして、

それを市の施策や取組等に生かしていく形の会という位置づけになります。 

○事務局（松本環境計画課長） 補足しますと、環境審議会のほうについては、今回、資

料でお配りしておりまして、先ほど布見からも説明がありましたように、環境基本計画に

関する改定などについて諮問を受けて調査審議いたします。 

 環境基本計画そのものは、温暖化対策だけではなくて、例えば、循環資源あるいは生物

多様性とか幅広い分野について協議といいますか、意見等をいただく機関になります。 

 協議会につきましては、今回の第１１次では、後ほど説明いたしますが、温暖化対策推

進計画の改定を控えておりまして、より具体的な施策事業レベルで皆様のご意見、お知恵

を拝借したいと考えております。 

 ほかに何か、ご質問等がある方はいらっしゃいますか。 

○里見委員 確認ですが、この会での守秘義務みたいなもので何か制約はございますか。 

 先ほどのお話ですと、皆さんのフリーな意見をということで、余り制約はないと理解し

たのですが、それでよろしいでしょうか。 

○事務局（松本環境計画課長） 今日はマスコミの方は来ていないですが、基本的には公

開しますので、外部に対して開かれている会議になります。逆に、皆様方の業務の関係で、

外部へのお話が難しいと思われることをご発言されたときに、その場にマスコミがいると

いうことがあるかもしれませんが、基本的にはフリーな会議でございます。 

 会議が終わりましたら、議事録を作成しまして、皆様にご確認にいただくような手はず

となっております。 

 ほかに何かご質問等はございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、協議会等の概要について、不明な点などがご

ざいましたら、後日でも構いませんので、事務局に別途お問い合わせいただければと思い

ます。 
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  ５．会長・副会長の選出 

○事務局（松本環境計画課長） 続きまして、次第の５番目の本協議会の会長と副会長を

皆様に選出いただきたいと思います。 

 会長と副会長につきましては、先ほど資料１で説明しましたように、環境保全協議会の

規則がございまして、第４条第１項におきまして、委員の互選によってこれを定めること

としております。 

 選出につきましては、委員の皆様方からご推薦などを賜りましてお諮りしたいと考えて

おりますが、どなたかご推薦いただける方はいらっしゃいますか。 

○大内委員 私個人の考えですが、会長に柴田委員、副会長に菊田委員はいかがでしょう

か。 

○事務局（松本環境計画課長） ただいま、大内委員より、会長には柴田委員、副会長に

は菊田委員をというご推薦がございました。 

 皆様、ご意見等はございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、第１１次札幌市環境保全協議会の会長は柴田

委員に、副会長には菊田委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 選出されました会長と副会長につきましては、お手数ですが、会長席、副会長席にお移

りいただきまして、その後、一言、簡単にご挨拶をいただけますでしょうか。 

〔会長、副会長は所定の席に着く〕 

○柴田会長 改めまして、北海道環境財団の柴田でございます。 

 それぞれの分野のエキスパートの皆さんがいらっしゃる中で、大変重要な会長という職

を務めさせていただくことになりました。大変僣越ではございますが、よろしくお願い申

し上げます。 

 先ほど大平部長の挨拶の中にもございましたが、昨今の気象状況を見て、やはり温暖化

対策は本当に待ったなしの状況だろうと思っております。 

 そんな中で、この協議会として、札幌市の温暖化対策の推進にぜひ貢献をしていければ

と思っておりますので、皆さんのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○菊田副会長 ご推薦、ありがとうございます。 

 改めまして、北大の菊田です。 

 副会長を担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 規則にもございますように、私の役割は、会長を補佐するということが最大の職務でご

ざいます。そして、何より、こちらの委員の皆さんたちは、すごく幅広いところから集ま

っていらっしゃるので、皆さんとともに、市の政策に役立つものは何なのかということを

見きわめながら、発言に責任を持ってやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお
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願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、会長と副会長が選出されましたので、以後の

進行につきましては柴田会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

  ６．議  事 

○柴田会長 改めまして、私のほうで進行をさせていただきたいと思います。 

 それでは、次第６番の議題に沿って進めてまいります。 

 まずは、札幌市環境保全協議会の活動内容についてでございます。 

 これからの２年間、どのような活動を行っていくのかということにつきまして、まず、

共通認識を持つところが議論のスタートになるのだろうと思いますので、そこのところに

ついて、事務局から説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（布見主査） それでは、第１１次環境保全協議会の活用内容についてご説明さ

せていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 資料２－１をご覧ください。 

 今回の第１１次環境保全協議会におきましては、左側の上と下それぞれに、行政計画の

名前が赤い文字で一つずつ記されております。まず、上のほうが先ほどから何度もお話に

出ている札幌市温暖化対策の推進計画です。そして、下のほうが札幌市の次期中期実施計

画になります。この二つの行政計画は、来年度にそれぞれ改定、そして、新たに策定時期

を迎えることになっております。 

 そのようなことで、具体的な施策や事業についてのアイデアを委員の皆様からご提案い

ただきたく、この協議会の場を活用させていただければと思っているところでございます。 

 この二つの行政計画について、順番にご説明いたします。 

 まず、札幌市温暖化対策推進計画という薄いほうの青い冊子をご覧いただきたいと思い

ます。 

 現行の温暖化対策の推進計画については、地球温暖化対策の推進に関する法律、委員の

方からも温対法という言葉が出ていましたが、これは自治体に策定義務があるとされてい

る計画ということで、札幌市も策定しているものになります。札幌における現在の計画は

２０１５年３月に策定されたものになります。 

 計画書の２２ページをごらんください。 

 下のほうになりますが、計画期間は２０１５年から２０３０年までの１６年間となって

おり、計画の基準年は１９９０年となっています。また、計画最終年度の２０３０年を中

期目標年とし、２０５０年を長期目標年として設定しています。 

 次に、２３ページをごらんください。 

 目指すべき将来の札幌の姿として、「世界に誇れる持続可能な低炭素社会『環境首都・
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札幌』」を掲げておりまして、これが理念的な目標となります。 

 続きまして、少し飛びまして、計画書の３０ページをご覧ください。 

 こちらには、温室効果ガスの排出量に関する数値的な目標について記載しております。 

 ２０５０年の長期目標につきましては、市内の温室効果ガス排出量を計画の基準年であ

る１９９０年比で８０％削減する、そして、２０３０年の中期目標については、同じく１

９９０年比で２５％削減することをそれぞれ掲げております。 

 続きまして、２０３０年の中期目標達成のための削減量についてでございます。 

 計画書の３２ページ、図３０の棒グラフをご覧ください。 

 この計画を策定した２０１５年当時の最新値である２０１２年度、１，３２２万トンあ

りました温室効果ガス排出量を目標年度である２０３０年には７０１万トンにするという

ことで、差し引き６２１万トンの削減が必要になっております。削減量の内訳については

部門ごとに算出し、その下の棒グラフに部門別にカラーで示しております。 

 札幌市の温室効果ガス排出量の部門別の特徴についてですが、まず、家庭で使用する電

力や暖房として使う燃料から排出される家庭部門、それから、商業施設やオフィスビルで

使用される電力や燃料から排出される業務部門、自家用車等を含めた車等の使用によって

排出される運輸部門、この三つの部門で約９割を占めているのが特徴となっております。 

 次に、計画書の５５ページをご覧ください。 

 一番下に計画の見直しという項目がありますが、現行計画においては、おおむね５年ご

とに計画の見直しの必要性について検討を行うこととしており、来年度にその５年を迎え

ることから、現在、我々でも改定の検討作業を進めているところでございます。 

 それでは、資料２－１に戻っていただきまして、左側をご覧ください。 

 協議会の主に今年度の活動についてですが、札幌市温暖化対策推進計画の改定に向けて、

２０５０年の長期目標を達成するために必要な視点や、札幌市が今後取り組むべき施策の

方向性について着想を得る機会とさせていただければと思っております。 

 今回の改定につきましては、先ほどご説明した計画書の２９ページの目指すべき札幌の

姿や計画書の３０ページの数値目標といった基本的内容は維持をする予定としておりま、

計画書の２４ページにある低炭素社会の実現に向けて目指すべき社会像、それから、家庭

部門など部門に分けて掲載している社会像の実現に向けた施策につきましては、現行計画

では中期目標の達成に向けたという表現になっているところでして、こういったところを

２０５０年の長期目標の達成を見据えた視点や社会像というものに改定できればと考えて

いるところでございます。 

 資料２－１の左側の次期中期実施計画についてのご説明は後ほどさせていただきたいと

思いますので、裏面の資料２－２にお進みいただきたいと思います。 

 こちらには、温暖化対策推進計画の改定がなぜ今必要なのかということについて記載し

ております。 

 まず、１番の改定の背景についてでございます。 
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 先ほどもご説明しましたが、来年度はおおむね５年を迎えるということで、計画の見直

しを検討する時期を迎えていることや、パリ協定などを初めとした国際的な脱炭素化の動

きへ対応することが求められているということがあります。 

 続いて、２番の踏まえるべき社会情勢の変化についてですが、まず、世界においては、

パリ協定の発効による脱炭素社会の形成の動きがありました。また、国内では、今年度に

入って、政府の第５次環境基本計画が策定され、さらに気候変動適応法が施行されたとこ

ろでございます。 

 札幌市の動きとしては、本年３月に第２次札幌市環境基本計画を策定しました。この計

画は、ＳＤＧｓの考え方を取り入れた環境部門の総合計画ということで定めたものでござ

いまして、温暖化対策推進計画は、この環境基本計画の一つの個別計画という位置づけに

なっております。そのため、基本計画との整合性が示されているものについても取り入れ

る必要があります。 

 表の中には、今、触れなかった部分も記載されておりますので、後ほどご確認いただけ

ればと思います。 

 続きまして、１枚おめくりいただきまして、資料２－３でございます。 

 引き続き、温暖化対策推進計画の改定についてですが、３番の現状分析をご覧ください。 

 現在、異常気象が実感できるほどの気候変動に直面しており、豪雨や台風による災害が

頻発している状況でございます。 

 温室効果ガス排出量を削減する気候変動の緩和策と起こり得る災害の被害を最小限にす

るという観点からの適応策、この両方を進めていくというのが現在の気候変動に関する世

界共通の考え方となっております。先ほどもお話ししましたが、今年度は、国のほうで気

候変動適応法が施行されたところでございます。 

 社会全体としましても、環境（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社会（Ｓｏｃｉａｌ）、企

業統治（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ）ですが、この三つに配慮している企業を重視して行うＥ

ＳＧ投資とか、環境省主導で行っている環境配慮型の投資ファンドであるグリーンファン

ドといった資金の動きとがあります。 

 それから、本日は、イオングループの玉生委員もいらっしゃいますが、ＲＥ１００など

もございます。このＲＥ１００というのは、再生可能エネルギーのみを利用して、企業活

動に必要なエネルギーを賄うことを宣言する動きなどでございますが、現在、日本でも活

発になってきているところでございます。 

 生活面では、積雪寒冷地特有のエネルギー消費増大の要因となります冬季の暖房対策と

して、技術面の進歩によりある程度コストをかけるということで、建物の高気密・高断熱

化を実現できるようになっております。また、自動車の電動化も徐々に進んでいるところ

でございます。 

 それから、太陽光、風力といった北海道の再生可能エネルギーのポテンシャルは高く、

送電網の課題はありますが、新電力会社等のこれからの動向にも注目すべきことと考えて
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おります。 

 現行計画の進捗状況については、２０５０年の脱炭素社会の実現に向けてという意味か

らいくと、まだまだ道のりは遠い状況だと思います。例えば、建築物の高気密・高断熱化

につきましては、大きな建築物等を一度建ててしまうと約５０年というスパンで残ってし

まいますし、後からの大幅な改修で高気密化・高断熱化にするのは難しいということもあ

ります。そのため、２０５０年に向けての課題ということではあるのですが、今から取組

を進めていく必要があります。 

 また、現在の計画では、排出量の削減目標以外にも部門ごとに成果指標を設けていまし

て、業務部門での達成状況は良好ですか、家庭部門での達成率が余りよくないというばら

つき等もあります。 

 続きまして、４番の次期計画に必要な視点ですが、総論と施策に分けて記載していると

ころでございます。これについては、我々で考えたものになります。 

 左側の総論の一番下にあるコベネフィットについてですが、これは、温暖化対策だけの

利益、ベネフィットではなく、地域の経済循環やヒートショックなど日常の生活リスクの

軽減なども同時に利益として得られるという考え方をコベネフィットと呼んでおります。 

 右側の施策の囲みですが、一番上の行に「ＺＥＢ、ＺＥＨ主流化」という言葉がありま

すが、これは、それぞれゼブ、ゼッチと読みまして、Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕ

ｉｌｄｉｎｇ、そして、Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｕｓｅの頭文字をとったもの

になります。どちらも建物が消費するエネルギーと太陽光とで生み出すエネルギーを等し

くするか、生み出すエネルギーのほうが大きいという性能を持った建物のことでございま

す。イメージとしましては、これをたたき台にしまして、視点や施策をどんどん膨らませ

ていければいいと思っているところでございます。 

 次に、その下の５番として、改定スケジュールを記載しておりますが、これにつきまし

ては、資料３のスケジュールとあわせましてご説明することにいたします。 

 次に、事前にお送りしたファイルには記載していなかった資料でございますが、表紙に

ＳＡＰＰＯＲＯ、札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０１５と書いてあ

る厚目の青い冊子をごらんいただければと思います。 

 次期の中期実施計画の説明をさせていただきます。 

 冊子の２ページ目をごらんください。 

 下のほうにピラミッドの図がありまして、その頂点にまちづくり戦略ビジョンと書かれ

ていますが、これは、札幌市のまちづくりにおける最上位に位置づけられている総合計画

です。 

 まちづくり戦略ビジョンというものは平成２５年に策定されたもので、計画期間は平成

２５年度から平成３４年度までの１０年間でございます。この戦略ビジョンを実現するた

めの中期実施計画が今お配りしている冊子のまちづくり戦略ビジョン・アクションプラン

２０１５でして、札幌市の行財政運営や予算編成の指針となっているものです。現在の中
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期実施計画は、２０１５年度から来年度の２０１９までの５年間となっております。 

 続きまして、冊子の１４ページをご覧ください。 

 こちらに、計画の体系について書かれております。 

 まちづくり戦略ビジョンの計画体系については、四つの政策分野が挙げられております。 

 ページの中ほどになりますが、その政策分野の中に低炭素社会・エネルギー転換という

ものが位置づけられております。 

 その下に、政策目標として、自然と共生する環境負荷の少ない街、そして、エネルギー

効率の高い持続可能な街という二つを設定しており、これに基づいて、我々環境局だけで

はなく、全庁的にさまざまな事業を実施しております。 

 どういった事業をやっているのかということについては、冊子の６９ページから７９ペ

ージに書かれております。 

 例えば、７３ページになりますが、電気自動車や燃料電池自動車の購入者に一部補助を

する次世代自動車導入促進事業がございます。これは、運輸部門の温暖化対策になると思

います。 

 同じく、７３ページですが、企業や一般家庭等で太陽光発電設備などを導入する際に一

部補助を行う次世代エネルギーシステム導入補助事業というものもあります。こちらは、

温暖化対策で言えば、家庭部門ですとか、業務部門への効果が期待できる事業になってお

ります。 

 現在の中期実施計画の計画期間は、先ほどからお話ししていますように２０１９年度ま

でのため、来年度は新たな実施計画が策定される見込みとなっております。 

 委員の皆様におかれましては、この冊子の６９ページから７９ページの低炭素社会・エ

ネルギー転換の分野の事業一覧を参考にしていただきまして、新規の事業の可能性や、よ

り重点的に取り組むべき事業などについて、この協議会で新たなご意見をいただきまして、

我々として事業のヒントを得たいと考えているところでございます。 

 続きまして、資料３、第１１次環境保全協議会の運営スケジュールについてご説明させ

ていただきます。 

 会議の開催については、今年度中に本日を含めて４回を予定しておりますが、会議時間

の制限が２時間程度ということがありますので、各部門に分けて検討を進めていきたいと

思っております。 

 そこで、次回の会議につきましては、業務・産業部門と運輸部門について、第３回目に

つきましては家庭部門とエネルギー部門、それから、廃棄物やみどりといったその他の部

門につきましてご意見をいただきたいと思っております。 

 ３月に開催予定の第４回会議では、各部門でいただいた意見を取りまとめてさせていた

だきまして、素案の方向性を固めていければと思っております。 

 平成３１年度の協議会の活動スケジュールとしましては、先ほど説明した中期実施計画

に向けた個別事業の検討をメインに考えております。 
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 平成３２年度の活動につきましては、５月ごろに定期的な温室効果ガスの削減の報告な

どをさせていただくのですが、委嘱期間が１１月７日までということがあるため、もう一、

二回、会議を開催することも考えられますので、その際には別途ご連絡をさせていただけ

ればと思います。 

 続きまして、資料２－３に戻りまして、一番下の温暖化対策推進計画のスケジュールに

ついてご説明いたします。 

 まず、今年度については、協議会の皆様からいただいたご意見をもとに、計画に必要な

視点や施策の方向性をまとめまして、計画の骨子づくりを行います。 

 平成３１年度は、計画の改定に向けて計画素案の作成に入ります。この間、環境審議会

や庁内会議等も行ってまいりまして、計画素案に関する市民意見を取り入れる目的で、市

民ワークショップの開催も予定しております。ワークショップの結果や計画素案の進捗状

況などにつきましては、こちらの協議会でも随時ご説明、ご報告させていただきます。 

 それから、平成３１年１１月頃には素案が完成しまして、市民から広く意見の公募を行

うパブリックコメントを実施した上で、平成３２年３月に改定計画の公表をする予定とし

ております。 

 最後に、委員の皆様にお願いしたいことをもう一度繰り返させていただきますが、今年

度は、４回の会議で温暖化対策推進計画の基本的な施策や方向性についての意見をお願い

したいと考えております。そして、来年度以降につきましては、主に次期中期実施計画と

いう札幌市の総合計画の策定を見据えて、低炭素・エネルギー転換分野での事業について

の意見をお伺いしたいということで、この２点についてよろしくお願いいたします。 

 説明が長くなりましたが、私からの説明は以上です。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 この協議会に与えられているミッションについてのご説明をいただきましたが、スケジ

ュールと合わせてなかなか複雑な状況かと思います。 

 今のご説明でそれぞれの計画についての大体の位置づけはわかっていただけたと思いま

す。 

 私から一つ確認いたします。 

 ３月までに、この温暖化推進計画のご意見を主にこの協議会でというお話ですが、計画

自体は来年度も検討されるのですね。 

 それに関しては、もう意見を言えないということではなく、主に重点的に議論するには

３月までが推進計画であり、来年度に入ると、中期実施計画ということで、アクションプ

ランに視点をずらすということですが、ある意味で並行していくような感じのイメージで

捉えてよろしいのでしょうか。 

○事務局（布見主査） そのような理解でよろしいと思います。 

○柴田会長 今まで説明していただいた中で、疑問に思われた点があるかと思いますが、

何かご質問等がございましたらお願いいたします。 



- 16 - 

 

○高橋委員 協議会については、その趣旨から幅広い分野から意見を集める形にするとい

うことですが、そういう意味で言うと、この協議会である程度取りまとめるとか方向性を

出すところまではしないという立ち位置でよろしいのでしょうか。 

○事務局（松本環境計画課長） 今のところは、２回目以降も、私どもである程度の骨子

案をご提示させていただきたいと思っております。 

 例えば、産業・業務分野では、今、札幌市でこんなことを考えているので、そのほかに、

皆様から、足りないところ、または、ここをもっと伸ばしたほうがいいというご発言を皆

さんからいただいたり、ほかの委員の方が言った意見に対して、こういったものもあると

いう議論を深めていただければと思っております。それを我々のほうでまとめるというこ

とを考えております。 

○高橋委員 それでは、ある程度骨子的なものが出てきて、それに我々が肉づけをする形

になるのですか。 

○柴田会長 そうですね。協議会全体としての意見はまとめないということになります。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○皆川委員 これから、検討していくに当たって、２０１９年度時点での定量的な評価は

示されるのでしょうか。 

 それから、現行計画は２０１５年に作られたと思うのですが、その計画において、２０

１９年度断面での目標といいますか、見込みというものはどこかに示されているのでしょ

うか。その２点をお願いします。 

○事務局（布見主査） 排出量の捉え方ということでいけば、今日は２０１６年の排出量

の状況を報告しようと思っておりますが、今後、２０１７年の状況も報告させていただき

まして、現行の計画との進捗状況などについてご報告させていただきたいと思っておりま

す。 

○皆川委員 ２０１９年度の目指すべきレベルはお持ちだということですね。 

○事務局（布見主査） ２０１９年度になりますと、２年前の２０１７年度の排出状況が

わかってきますので、それについては、定量的な評価ができると思います。ただ、今時点

データについては、まだまとまっておりませんので、評価ができる段階でないのです。 

○皆川委員 私が聞きたいのは、実績値の報告はしますということではなくて、２０１５

年時点はこのレベルを目指していたというものがそもそもあるのかということです。 

 それから、その見込みとして、推計値でも何でもいいのですが、今のところはこのぐら

いの目途でいきそうですという定量的な評価の指標があるのかどうかという点です。 

○事務局（布見主査） ２０１９年にこういうふうになっているというピンポイントで出

しているものはございません。現在の実績からこの程度進んでいるという推計については

お示しできると思います。 

○柴田会長 計画自体を５年とか１０年のスパンで決めていまして、その１０年目の目標

は決まっているのですが、途中の目標は決まっていないので、毎年の進捗管理みたいなこ
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とをされて、その長期目標、中期目標に対してどの程度まで進みましたということを報告

されるということですね。 

○事務局（松本環境計画課長） はい。 

 基本的に、２０３０年までの中期目標、２０５０年までの長期目標がありますので、そ

れに向けての現在の進捗率といいますか、その時点の達成率みたいなものになります。例

えば、目標に対して今のところは１０％進んでいるとか、そういった数字をお示しするこ

とは可能です。 

 ただ、２０１９年度の目標とか２０１８年度の目標については、計画のほうには設定し

ておりません。ですから、今、その進捗目標に対してどうなっているのかというものにつ

いては、言いづらい部分はございます。２０３０年度に向けての達成率、進捗率という形

ではお示しが可能です。 

○皆川委員 それでは、会長にお聞きいたしますが、その進捗を教えていただいて、中期

目標、長期目標に対する評価というのは、我々それぞれが考えて検討するということにな

るのでしょうか。 

○柴田会長 実は、温暖化対策の評価というのはすごく難しい面があります。ＰＤＣＡで

考えると、結果が出て、その結果に対してアクションを見直すというのが普通ですが、温

暖化対策の場合は削減結果の数字が２年ぐらい遅れて出てくるのです。その２年遅れた数

字で何をするかということを考えても、もう２年前の数字なので、今の段階では、計画の

目標が２０３０年と２０５０年と決まっていて、それに対してどういう対策をとるかとい

うメニューも、実はこの計画の中に示されているのですが、本当にこのままの対策でいい

のか。今の社会情勢やいろいろな状況が変わっている中で、ビジョンも含めて、とるべき

施策も見直すべきではないかということが検討されると思います。 

 ですから、削減データの評価について議論するということではないと私は理解していま

す。 

○皆川委員 わかりました。 

○柴田会長 ほかにいかがですか。 

○名本委員 数字の話ばかりで頭が痛くなるようで申しわけないのですが、今のお話に関

連して、資料２－１で、温暖化対策推進計画として温室効果ガス排出量の削減目標を設定

されているのですけれども、今の速報値では、２０１２年から２０１６年の４年間でわず

か８．６％ぐらいしか減少していない状況があります。そういう中で、２０３０年までの

残り１４年間で、４２％をさらに削減するというのは単純にトレンドで考えると、数字的

にかなり難しいと素人なりに予測しています。 

 そのときに、何が大事になってくるのかというと、先ほど来のご説明にありますように、

家庭での札幌の特性としての暖房にかかわる排出量が他の都市と違って非常に大きな問題

を引き起こしていることは理解できました。 

 そこに対して、市なり民間なり企業がどんな対策を打つべきなのかということについて、
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今後議論を深めていかないと、全国レベルの議論だけをしていてもしようがないので、そ

こが大事かと思います。 

 そのときに参考になるのは、北欧のスウェーデンやデンマークです。皆さんもご存じか

と思いますが、これらの国の主要都市では地域暖房システムが６０％まで普及している中

で、化石燃料を使わずに非常によい状況になっています。そのような諸外国の事例も参考

にしながらお考えになってはどうかと私は素人ながら考えております。今後、その辺につ

いて検討していただければありがたいと思います。 

 今、皆川委員からもご指摘がありましたように、私も疑問に思うのは家庭暖房の部分で、

市としてはいろいろな補助政策を打たれていますが、その予算の消化なり達成状況は現在

どのようになっているかということがわかれば、今後、その辺についてどうしていったら

いいのかということにつながるのではないかと思います。その辺の分析も必要かと思いま

す。 

 以上です。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 どんな状況になっているかというのは、この後に説明いただくことになろうかと思いま

す。 

 まず、この協議会はこういうミッションがあるという説明に対して、疑問に思われたり

ご意見などがありましたらお伺いしたいと思います。共通認識に立たないと議論が拡散す

ると思いますので、疑問をお持ちの点があればどんどんご質問やご意見をお出しいただけ

ればと思います。 

○宮内委員 ミッションは理解したのですが、聞き逃したかもしれないので、教えてほし

いことがあります。そもそも今回の温暖化基本計画の見直しは、ニュアンスの違いがある

かもしれませんけれども、２０１５年のアクションプランに基づいて見直すという理解で

いいのですか。 

 環境基本計画が２０１８年にできていますね。そして、これから次期中期計画を策定す

るということですが、環境基本計画と温暖化対策計画がどうつながっているのか、それか

ら、環境基本計画がそもそも中期計画の前にできているのですけれども、中期計画とどう

リンクするのか、まず、その基本的なところを教えていただきたいと思います。 

 ミッションはミッションとして理解しましたので、そのベーシックな部分をお願いいた

します。 

○事務局（布見主査） 次期中期実施計画は、アクションプランの中に低炭素社会・エネ

ルギー転換など環境分野の部分がありますが、次期のものについても上位計画であるまち

づくり戦力ビジョンの理念は変わらないということで、環境分野の施策が重点分野という

ことで残りますので、この事業についてのアイデアをいただきたいと思っております。 

○事務局（松本環境計画課長） 市全体でいきますと、まちづくり戦略ビジョンというも

のがありまして、それは、環境分野だけではなく、札幌市全体の総合計画になります。 
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 今日お配りした資料については、まちづくり戦略ビジョンの個別計画である５年間のア

クションプラン２０１５年になります。それと同じような関係になるのですが、第２次の

札幌市環境基本計画をことしの３月に策定しましたが、それが環境分野の総合計画になり

します。 

 ですので、第２次札幌市環境基本計画は、アクションプランのことももちろん見ていま

すし、さらに全体の総合上位計画であるまちづくり戦略ビジョンに掲げている低炭素社会・

エネルギー転換といった考え方、方向性をもとにして作っております。 

 一方で、温暖化対策推進計画はその前にできていたものですので、一部、第２次札幌市

環境基本計画の考え方などが盛り込まれていないところがあるかもしれません。それにつ

いては、我々のほうでも検証といいますか、ＳＤＧｓの考え方や、パリ協定についてもそ

うですが、必要な要素については、今回の札幌市温暖化対策推進計画、環境分野の個別計

画になる温暖化対策推進計画の中に盛り込んでいきたいと思っております。 

 構造的に総合計画、個別計画の二つが混在しているような状況でございます。 

○宮内委員 単純に考えたら、これが一番上位で、これが２番目で、これが３番目という

理解でよろしいですか。 

○事務局（松本環境計画課長） そうです。アクションプランの上にまちづくり戦略ビジ

ョンというさらに別の計画もあるのですが、それが一番上になります。青く厚い冊子の札

幌市まちづくり戦略ビジョンが総合上位計画で、その中のアクションプラン２０１５が、

５年間で進めていく事業の計画ということで位置づけられております。 

○柴田会長 理解するのがなかなか難しいかもしれません。 

 アクションプランには予算が入っています。予算が入っているのは、行政レベルだと普

通は短期でなければ策定できないのです。 

 つまり、基本計画とか推進計画というのは、予算は一切入っていないので、具体的では

なく、取組の方向性を示したものになります。ですから、環境行政の基本は環境基本計画

があり、それは温暖化も含めて環境全般が網羅されていて、その個別計画が推進計画にな

ります。大きな理念と進むべき方向などが示されていて、個別の具体的な施策まではここ

には盛り込まれません。でも、アクションプランは、札幌市が５カ年で具体的に何を取り

組むかというものが書いてあると理解をしたほうがわかりやすいかもしれません。 

 アクションプランができた後に基本計画が改定されたので、この基本計画を踏まえて温

暖化対策推進計画の見直しをしていくという流れかと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○小池田委員 私も混乱していたのですが、少しずつ整理されてきたと思っています。 

 これで共通認識を上げて、共通の目標とか指標を得たほうがイメージがつきやすいと思

っているのですが、今のお話を伺っていると、例えば、ＣＯ２の目標設定についても進捗状

況がまだ足踏みをしています。これは、計画自体が悪いのか、目標自体が悪いのか、ある

いは進捗度合いが悪いのか、目標をいろいろと評価していくと思うのですが、最終的に、
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先日の地震もそうですが、エネルギーに関してＣＯ２という目線とセキュリティーという目

線と経済性という目線と幾つかある中で、今回の環境保全協議会はＣＯ２というところが

主の目標になると考えていいのでしょうか。 

○事務局（布見主査） そうですね。 

 温暖化対策推進計画の数値的目標は、あくまでも温室効果ガス、ＣＯ２の排出量がメイ

ンになりますので、そのように考えていただいてよろしいかと思います。 

 ただ、ご存じかと思いますが、ＣＯ２の排出量は、電力の排出係数による影響もございま

すので、それを固定化するといいますか、それを抜きにして考えられる方法として、エネ

ルギーの考え方も併記して進捗管理等を行っているというイメージになります。 

○柴田会長 理解されましたか。 

○小池田委員 議論しながら理解していくという感覚でしょうか。 

○柴田会長 温暖化対策は、昔は限定された分野でＣＯ２を下げればいいという話だった

のですが、今はもうあらゆる分野にかかわってくることになります。ですから、ＣＯ２を下

げるという主目的に関して、エネルギーや生活基盤のインフラなどを総合的に考えいかな

ければならないということになるのだろうと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○玉生委員 ミッションはＣＯ２の削減で、大きな目標数値を掲げていくということは理

解したのですが、もっと具体的に、どういうプロセスでするのかということをみんなでシ

ェアしておかないと、議論だけで終わってしまうと思います。ミッションが達成できない

ような会議になってしまうと、何もまとまらないし、結果も出ないと思いますので、そこ

は共有したほうがいいと思います。 

○柴田会長 どういうやり方で議論していくのかという話ですか。 

○玉生委員 そうです。 

○柴田会長 このままではどうなのかということですね。 

○玉生委員 みんな理解されないまま、その都度、何かをかぶせていくので、結局は結果

が見えなくなってしまうのではないかと思うのです。皆さんはそういうところで質問をさ

れているのではないかと思います。 

 ですから、ミッションを明確にしないと目標が見えなくなってしまうと思うのです。月

に１回集まって、議論に議論を重ねても、結局、３年間で何を決めるのかということにな

るので、もっと大きなものをちゃんとビジョンに挙げて、それをアクションに変えていく

ということをしていったほうがいいと思います。 

○柴田会長 事務局としてはいかがでしょうか。 

○事務局（布見主査） 今のところ、提言を取りまとめていただくということは考えてい

ませんでしたが、そのほうが委員の皆様の認識が一つにまとまるということであれば、検

討する余地はあると思います。 

○皆川委員 今のことと関連しますが、今日いただいた資料の温暖化対策推進計画の１２
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ページに旧計画の概要と総括という項目がありまして、このページから前回時点の総括と

いうものがきれいにまとまっています。 

 このニューバージョンを新しく作るに当たって、当然、現計画の概要と総括も入ってく

ると思うのですが、ここの部分はいつ示されるのですか。 

 私たちは、これが示されない中でいろいろと考えなければならないということでしょう

か。 

○事務局（松本環境計画課長） 最終的に改定計画をつくるときには、現在の温暖化対策

推進計画の評価、総括というものは載せることになると思います。今の時点では、この後、

ご説明いたします最新の２０１６年度の進捗状況をお示しすることになります。そこでは、

２０１９年あるいは２０１６年の目標値を持っていたわけではございませんので、何％だ

からよかったということにはならないです。２０３０年までは相当の期間がありますので、

家庭部門はどの程度の目標で、どの程度達成しているか、あるいは産業・業務部門ではど

の程度達成していて、これでは達成は無理とか、そういうことまでは言えないのですが、

当初考えていた目標から２０３０年に向けてどの程度進んでいるか、現時点の進捗状況に

ついては２０１６年の数字で説明をさせていただけると思います。 

○柴田会長 それではこの議論は一旦やめて、まず、今の時点でどんな状況になっている

かということをご説明いただいて、その上でまたご議論をざせていただければと思います。 

 時間の都合もありますので、今の状況を手短にご説明いただきたいと思います。 

○事務局（布見主査） 資料４－１についてご説明させていただきます。 

 札幌市温室効果ガスの排出状況についてということで、青い棒グラフのある図が札幌市

内で排出している温室効果ガスの総排出量です。 

○事務局（松本環境計画課長） 左上の図１は、市内の温室効果ガス排出量の推移になり

ます。 

 一番左が平成２年の基準年で、９３４万トンでした。その後、緩やかに上昇して、平成

２２年度に泊原発３号基の稼働により一時的に下がりましたが、その後、東日本大震災等

を経まして、平成２４年、２０１２年度に１，３２２万トンという最大値を記録しており

ます。ただ、その後は、省エネあるいは新たな技術等で徐々に減少しております。 

 最新の数値の平成２８年度、２０１６年度につきましては、トータルで１，２０８万ト

ンとなっております。 

 また、一番上の囲みですが、２０３０年度までに、家庭部門は３３．４％、業務・産業

部門は５．２％、運輸部門は２４．８％をこれから削減しなければならないということに

なります。 

 下の図２は、それぞれの部門ごとに分けた形での折れ線グラフになっております。オレ

ンジが家庭部門で一番割合が高いので、トータルの数値と同じような相関といいますか、

同じような動きを示しております。 

 続きまして、右側に行きまして、この円グラフはエネルギー消費量の用途別内訳を示し
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たものになります。札幌市全体でいいますと、熱利用が５割弱、電力が４分の１弱、運輸

が３分の１となっております。そして、図３ですが、熱利用につきましては、オレンジの

部分の家庭部門が６割ということで約３分の２を占めております。そして、業務部分は３

割で、産業部門が１割となっております。それから、図５の電力は、業務部門が半分ぐら

いで、家庭部門が４割ぐらいとなっております。 

 二酸化炭素の排出量の内訳は、後ほど見ていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、この用紙は家庭部門についての状況をまとめたものです。 

 家庭部門の二酸化炭素排出状況ですが、平成２８年度、２０１６年度につきましては、

４４４万トンとなっておりまして、目標である２０３０年度は２９６万トンですので、こ

れから毎年１０万トンぐらいの削減が必要な状況となっております。 

 皆様もご承知のように、左下の図１０、家庭部門の熱利用エネルギー消費量の推移です

が、積雪寒冷地ですので、灯油がかなりの割合を占めております。 

 右側に、家庭部門の現状の対策ということで、これまで札幌市が温暖化対策として行っ

てきた事業や取組をまとめております。建物や設備に関する補助事業あるいはライフスタ

イル、生活の仕方につきまして、子ども向けや一般向けの事業を展開しているところです。 

 続きまして、次のページの資料４－３でございます。 

 こちらは、業務・産業部門の状況を示したものです。グラフの種類などのスタイルや考

え方については、２ページ目の家庭部門と一緒でございます。 

 平成２８年、２０１６年度につきましては４５８万トンでございます。こちらは、２０

３０年、平成４２年の目標が４３４万トンですので、これからも削減は必要ですが、毎年

２万トン弱ぐらいの削減ということで、目標にかなり近づいているところです。 

 下のグラフでございますが、こちらについては割愛させていただきます。 

 続きまして、右側は、業務・産業部門に関連する札幌市と国の施策や取組について書い

ております。事務所ビルとか店舗等につきましては、ＣＡＳＢＥというような基準を設け

ております。 

 それから、運用面につきましては、その下の大規模事業者と中小規模事業者で種類や数

などが異なりますが、それぞれの企業の皆様方にもこのような取組をしていただいており

ますし、普及啓発もしているところでございます。 

 最後のページでございますが、資料４－４になります。 

 こちらは運輸部門でございます。 

 運輸部門につきましては、札幌の場合は主として自動車が一番多いのですが、平成２８

年、２０１６年度には２５８万トンで、目標としては１９４万トンということで、これか

ら毎年約５万トンずつの削減が必要な状況となっております。 

 左下ですが、自動車の二酸化炭素排出量と台数の推移のグラフを載せております。今、

次世代自動車が増えておりますが、札幌市内の自動車の台数については、年々減少してい

たのですが、最近はまた少しずつ増えてきています。 
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 ただ、一方で、下のほうの右側、図１７にありますとおり、次世代自動車、環境に優し

い自動車につきましては、ハイブリッド、クリーンディーゼル、それから、電気自動車な

ども近年では伸びてきております。 

 用紙の右側になりますが、これまで札幌市で行っている対策につきましては、主として

補助事業が大きく、市民事業者向けに、次世代自動車の乗りかえや新規購入のときには一

定程度の補助を出しております。 

 それから、自動車の運用に関しましては、環境に優しいと言われているエコドライブで

すが、これが燃費を向上させ、市民や事業者の方にとっても費用の削減にもつながるとい

うことで、エコドライブを推進しています。そのほかにも、公共交通機関の利用促進にも

取り組んでおります。 

 細かいデータ等については、本日、温暖化対策推進計画の進行管理報告書、平成２８年

度の速報値という資料をお配りしておりますが、そちらに記載している内容を一部抜粋し

て、Ａ３判のカラー刷り４ページ２枚にまとめました。 

 私からの説明は以上です。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 データ的には、今の時点のものではなくて２０１６年のデータになるのですが、最新の

評価をすると、業務部門は順調に下がっているのですが、家庭部門と運輸がやや頭打ち状

態で、下がりが鈍いということです。 

 これを踏まえて、次の推進計画の中で方策の転換を含めてどのようにやっていくのかと

いうことになろうかと思います。 

 今の説明について、何かご質問等がございましたらお願いいたします。 

○小池田委員 札幌市内の温室効果ガスの排出状況については、今伺ってわかりました。 

 この後、議論が進む中で、例えばパリ協定かそういうものに準拠していく、もしくは２

０５０年が目標となると、例えば、耐用年数が３０年ぐらいかかるような公共の施設は、

今、これから立ち上がります。そうなりますと、将来どういう影響を受けるものが今設計

されているかということがすごく心配になります。市の公共施設で、今、どれだれのＣＯ

２が出ているか、それが更新されていく年度、こういったところを市が率先して取り入れら

れるものがあるのかということでイメージを持ったほうが議論が進めやすいと思います。

ですから、市にかかわる設備のＣＯ２排出量、主になっている燃料などを可能な限り教えて

いただけると、参考になるかと思います。 

○柴田会長 それは事務局のほうで出せますか。 

○事務局（布見主査） 市有施設については、同じ環境局でもセクションが分かれていま

すので、どういった情報をもらえるのかということはあります。 

○事務局（大平環境都市推進部長） これは、鶏と卵の関係で非常に難しい問題です。市

有施設については、オリンピックを契機に建てたものが今ちょうど建て替わりの時期で、

更新計画をどうしていくかということの議論中です。 
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 そのときに、どこまで省エネ性能にして、再エネをどうするかというところまでは議論

できていません。限られた財源の中で、各区にあるいろいろな施設をどうやって建て替え

ていくのか、集約していくのかというところを議論しています。そのようなことで、具体

的に市の施設がどういうＣＯ２排出状況で、それを今後どうしていくかということを踏まえ

て目標をつくろうとしていても積み上がらない状況です。 

 鶏が先か、卵が先かという話でいくと、むしろ、我々がＣＯ２を削減するために、２０３

０年、２０５０年の目標ということで、世界の目標もありますし、日本の目標もあります

し、札幌でも既に定めた目標もありますので、それを達成するために、例えば、事務所ビ

ルであれば、これぐらい下げなければいけないということを想定し、この会議の中で技術

的な可能性についてご提案いただきたいと思います。そして、それを我々が受け取って、

何万トン下げられるので、それには市有施設をこれぐらいの性能のものに持っていきたい、

そして、先ほど言いましたアクションプラン、市の予算の中にどこまで入れられるのかと

いう折衝をしていくことになると思います。 

 環境の目標というのは、できればこうあるべきだ、こうしなければいけないというとこ

ろを皆さんに言っていただいて、それを我々が受け取って温暖化計画に反映させて、さら

に予算づきのアクションプランに入れていくという作業をしていきたいというふうに思っ

ております。 

○小池田委員 わかりました。 

○皆川委員 市役所のそういう計画がわかったほうがいいのです。 

 そこで、ここに書いてある地方公共団体実行計画（事務事業編）というものを我々は目

にすることができるのですか。これを示していただければ、何となくわかるかと思います。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 温暖化計画には、既に事務事業編があります。事務

事業編には市有施設のものもありますので、ご提供できます。 

○皆川委員 ホームページなどにも載っているのですか。 

○事務局（大平環境都市推進部長） ホームページにも載せておりますし、必要であれば、

こちらからも資料としてご用意できます。 

○柴田会長 そのほかにいかがでしょうか。 

○里見委員 実務的な質問になるのですが、電力の排出係数というのは、北電ベースのも

のを使われているのですか。 

○事務局（松本環境計画課長） はい。 

○里見委員 電力からの排出については、供給源と利用側での省エネルギーというものが

あると思いますが、発電については札幌市さんの中ではなかなか取り扱いができることで

はないと思います。 

 そうはいっても、今、苫東等の際でも言われておりますように、集中から分散という話

で、市サイドでもできる取組があるということを、今後、皆さんからご提案いただいて、

議論していくという方向でよろしいでしょうか。 
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○事務局（松本環境計画課長） はい。 

○柴田会長 ほかにいかがでしょうか。 

 先ほど玉生委員からありましたが、今のお話を聞いて何かご意見はありませんか。 

○玉生委員 この軸足をどこに置くのかということを聞きたいと思います。 

 札幌市のガスの排出状況で一番問題なのは家庭部門なのです。そこの対策を立てるとか

新しいものを取り入れるということをしなければならないという軸足でいいのかというこ

とを確認したいのですが、そういうことではないですか。 

○事務局（大平環境都市推進部長） ＣＯ２の排出量の内訳は、家庭と業務と車などの運輸

が４対３対２ぐらいでほぼ９割ぐらいですが、家庭に関しては冬の暖房にかかわるものが

大きいです。 

 ただ、先ほど、業務部門がうまくいっているように聞こえていたと思いますが、これは、

省エネ法という国の法律の中で１％の削減義務というものがありまして、それを想定して

いることによるものです。 

 ですから、２０３０年に向けては１％ずつやっていく想定で、うまくいっているように

思いますが、２０５０年というのは、実は８０％とか、世界全体ではゼロを目指すことに

なっていますので、業務部門もかなり達成が難しいというところがあります。 

 つまり、電気も使いますし、ビルの空調としても電気エネルギーも当然使います。そう

すると、ＺＥＢみたいなものの普及にかかってくることになります。家庭だけではなくて、

業務部門も重要です。さらに運輸部門についても、電気自動車が出てきましたが、これも

相当程度普及しないと２０５０年にはほぼゼロにはなりません。 

 ですから、家庭も含めて、事業所、ビル、産業部門、そして、運輸も含めて、２０５０

年に向けては、それぞれにおいて大幅な対策、削減が必要と認識しています。 

○玉生委員 それでは、全部に軸足を置くということで理解してよろしいのですね。 

○事務局（大平環境都市推進部長） そういう意味で、この協議会のメンバーもいろいろ

な分野の方にお集まりいただいております。 

 今はまだ技術的には難しいかもしれませんが、２０年、３０年先にはこうなるべきだと

いう技術をお持ちの方が多数いらっしゃいますから、いろいろな分野の方から２０５０年

を少し明るくしていただけるようなお話を聞いて、その上で、現実的に削減量をどこまで

見込むかということを我々行政として考えていこうと思っています。 

 ご参加の皆さんにはそれぞれに専門があると思いますので、ぜひ２０５０年の大幅削減

に向けて今の状況をお話しいただきながら、みんなで深めていきたいと思っております。 

○皆川委員 今のお話を聞いて、ますます混乱してきました。 

 ということは、２０３０年度の中期目標の数値も、２０５０年を見据えたときにその数

値でいいのかということも考えなければいけないということでしょうか。 

 それから、冒頭に、会長から家庭部門は余りうまくいっていないという評価のお話があ

りましたが、このグラフを見る限り、この４年間は毎年１０．６万トン以上減っています。



- 26 - 

 

私がこのグラフを見ると、うまくいっていると感じます。ですから、そこの評価がそれぞ

れで分かれてしまうと議論できないような気がするのですが、その点はいかがですか。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 今回の改定は来年度中に行おうと思っていますが、

今のところは２０５０年と２０３０年を目標年で考えていますが、２０３０年ではなくて

例えば２０４０に目標年次をずらすこともあり得ます。 

 また、今の２０３０年の目標は１９９０年比で２５％、今から四十数パーセント下げな

ければいけないのですが、その数字をそのまま使うのか、もっと高い目標にするのか、下

方修正するのかということも考えなければいけないと思っています。そういう意味で、２

０３０年はどうあるべきかという議論は必要だと思います。 

 その時に我々は２０５０年を先に考えています。というのは２０５０年については、国

のほうでもいろいろなロードマップを示しておりまして、１０年先を議論するよりも、ま

ず、２０５０年の姿をある程度描いた上で、その過程の中で２０３０年が出てきて、２０

４０年も出てくるという議論になってきているのです。ですから、我々が２０３０年を考

えるときに、２０５０年のイメージをまずは考えたいと思います。その際、国のロードマ

ップが札幌にどの程度適用できるのか、札幌ではどういうロードマップができるかという

ところを、次回以降に議論させていただきたいと思います。その上で、２０３０年なのか、

２０４０年なのか、削減率は今のままでいくのかということになります。 

 その削減率が出ると、今度は、何万トンを下げなければならないという内訳をつくらな

ければなりません。その内訳は、産業部門については今までどおりの１％削減でいいのか、

あるいはもっと下げるのか、運輸はどうすべきかという作業にもなってきます。ですから、

２０３０年は、今の分析をして簡単にすぐにこうなるということではないと考えています。 

 それから、家庭部門の見方については、確かに下がってきていますが、省エネの意識が

定着してきて、こまめに電気などを消すとか温度設定をするという身近なライフスタイル

の転換もあると思います。また、冷蔵庫ですとか、給湯機器等の省エネ化が進んでいます

し、あるいはＬＥＤへの交換などの効果も出てきていると思います。 

 しかし、どこかで頭打ちになることもありますので、その先も考えなければいけないと

思っております。何か新しく、住宅の省エネ化みたいなものも必要だと思っております。 

○柴田会長 行政の役割と我々の役割は基本的に違いまして、目標というのは、あらゆる

データを積み上げてつくっています。札幌市内の中でＣＯ２が出てくるものを全部カウント

して、こういう削減がそれぞれ期待できるということで重ねてつくつている目標です。 

 その目標についてどうこうと議論するときには、そういうデータを全部チェックしてい

かなければ目標の話には到達できないと思います。ですから、目標をどうこうするという

ことではなく、今、札幌市さんが掲げられている目標というのは、かなり高い目標だと思

うので、その目標を実現するために、どんな手だてを打つべきなのかというところが我々

の役目ではないかと思います。 

 今、生活をこういうふうに変えるべきだとか、地下鉄の使い方、バスの使い方を変える
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べきだとか、業務関係の行為はこうやるべきだ、そういうところが我々のほうに与えられ

たミッションかと思います。ですから、何トン下がる、何トン下がるというところに入っ

ていくと、かなり細かい話になるので、なかなか難しくなると思っています。 

○小池田委員 今、会長が言われたとおり、過去、私たちは札幌商工会議所の企業で、将

来、低炭素化を進めるとしたらどういうやり方がいいのかということを議論し、計算して、

それをはじいたことがあります。それは、道外の建設会社や地元の建設会社、それから、

都市デザインをする方々など５社ぐらいが集まって、かなり精査しました。 

 そのときの結論としては、札幌市は熱の消費が多いものですから、家庭用とか業務用な

どいろいろと分けるときに、エネルギーの単位が違ってくるのです。各家庭だと１戸ずつ

で給湯するのですが、熱というのは単位が小さ過ぎると共有できないので、エネルギーの

単位を集めていくと共有しやすいということで、エネルギーの使い方を町内会単位一つに

くくってみましょうということで計算していったのです。 

 その上で、二重投資にならないような設備投資をしていくとどういう編成ができるかと

いうことを、使いやすい都市ガスから始めて、将来、水素をやればいいのではないかとか、

余りコストに振り回されないでやれる方法を検討したところ、そう無理のない方法で８５％

を削減できるのではないかということになりました。 

 我々住む側として評価しても、そういうことが現実に可能ではないかと思いましたので、

今回言われたように、皆さんはいろいろな立場で経験されていらっしゃるので、そういう

お話を聞く中で目標が見えてくるといいと思います。 

○柴田会長 進行が悪くて予定時間がどんどん過ぎていますが、ほかにご意見がございま

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 今回だけでは、皆さんが共通認識を持って、どうしていこうということには

ならない雰囲気があるかと思います。来月に２回目を開催いたしますが、その辺について、

どういう議論の仕方がいいのかを含めて事務局にはご検討いただきたいと思います。 

 今回の議論でもなかなか理解できない部分があるような気がします。２回目以降にどん

な資料を出して、どういう議論をするかということも含めて、少しご検討いただければと

思います。先ほど、事務事業編を出してほしいというご意見がありましたが、２回目にこ

ういう資料を用意してほしいというご要望がほかにもあれば、ご用意していただけるので

はないかと思います。いかがでしょうか。 

 私から一つ申し上げますが、今、Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０という考え方が世の中で議論さ

れ始めています。Ｕｔｉｌｉｔｙというのは、公益事業を指していて、Ｕｔｉｌｉｔｙ１．

０というのは電気事業が始まり、Ｕｔｉｌｉｔｙ２．０が電力事業が自由化になったとい

うコンセプトらしいのですが、今、Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０というコンセプトが中央でも結

構議論されています。その考え方は次の温暖化対策の中で非常に重要だと言われています。

今後の２０年、３０年を見据えたときには、Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０の考え方も少し踏まえ
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てご議論したほうがいいのではないかという気がしますので、ぜひＵｔｉｌｉｔｙ３．０

の資料などもご用意いただければと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 それでは、最後の議題に移りたいと思います。 

 先ほど説明がありました環境審議会委員への推薦についてでございます。 

 この件について、事務局から提案をお願いいたします。 

○事務局（布見主査） 事務局といたしましては、第１１次環境審議会の審議を深めるた

めに、経済界、特に金融面の観点からの視点を加えたいということで、宮内委員と若松委

員にお願いできればと思っているところでございますが、皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 それでは、各委員のご了承を得られたということで、ぜひ審議会のほうでも

ご議論を深めていただきたいと思います。 

 それでは、予定した議題については以上となりますが、先ほど言おうと思っていたのに

言い忘れたとか、今後に向けて何かありましたら、あるいは、全体を通じてご質問やご意

見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、進行を事務局に一旦お返ししたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

  ７．そ の 他 

○事務局（布見主査） 事務局から、次回会議の開催についてご案内したいと思います。 

 スケジュールにも示しておりますが、第２回環境保全協議会を１２月中旬に行いたいと

思っております。 

 皆様に事前にご都合をお聞きしており、間もなくまとまる予定でございますので、また

メールにてご連絡させていただきたいと思います。 

 第２回もご出席方をよろしくお願いいたします。 

○高橋委員 間もなくというのはいつごろでしょうか。年末になるので、予定が結構入っ

てくるので、教えていただきたいのです。 

○事務局（布見主査） 今週中です。 

○柴田会長 具体的に予定されている日があるのですか。 

○高橋委員 ほぼ決まっているのであれば、ここでお話しいただければある程度押さえら

れます。月末で結構予定が入っているのですが、有意義な委員会になりそうなので、極力

出席したいのです。 

○事務局（布見主査） ありがとうございます。 

 それでは、１２月１９日水曜日の午後２時から４時までを予定しております。場所につ



- 29 - 

 

いては未定となっておりますが、決まり次第、ご連絡させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○柴田会長 それでは、１２月１９日の２時から４時までということで、仮予約みたいな

形で皆さんに予定していただきたいと思います。 

 最終決定は、あした以降、場所が決まってから通知が届くということで考えていただけ

ればと思います。 

 

  ８．閉  会 

○柴田会長 予定時間を過ぎてしまいましたが、これをもちまして第１回目の会議を終了

いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


