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場 所：札幌市役所本庁舎 １８階 第２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、定刻になりましたので、ただいまより、第１

１次札幌市環境保全協議会第４回会議を開催いたします。 

 皆様、本日はお忙しいところ、また、お足元の悪い中をお集まりいただきまして、あり

がとうございます。 

 最初に、委員の皆様の出席状況について報告いたします。 

 本日は、有我委員、玉生委員、若松委員のお三方から欠席のご連絡をいただいておりま

す。また、武部委員と宮内委員のお二方につきましては、若干遅参する旨のご連絡をいた

だいております。 

 環境保全協議会の委員は全１７名でございますが、本日は１２名で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項の規定に基づきま

して、会議が成立していますことを最初にご報告いたします。 

 続きまして、本日の配付資料の確認をいたします。 

 机の上に置いてございます資料をご確認いただけますでしょうか。 

 上から次第が１枚です。それから、委員の名簿と座席表が表裏になっております。その

次に、Ａ４判の資料１、廃棄物・その他部門の２０５０年を見据えた取組についてと題さ

れたものです。次に、資料２としてＡ３判カラーですが、再生可能エネルギーの普及拡大

に向けた取組についてというものです。資料はおそろいでしょうか。 

 そのほかに、資料２に関しましては、本日、田原委員と高橋委員のお二方から情報提供

をお願いしております。その際に使う資料としまして、田原委員からは「再生可能エネル

ギーの現状と今後の可能性」についてということで、４種類の資料を提供いただいており

ます。それから、高橋委員からは「木質バイオマスの利用状況」ということで、同じく４

種類の資料がお手元に置かれていると思います。 

 資料については以上となりますが、足りない方はいらっしゃいますか。 

 それでは、早速ですが、本日の議事に入りたいと思います。 

 最初に、毎回お願いしていることですが、会議録を作成いたしますので、発言される際

にはお近くのマイクをご使用くださいますようお願いいたします。 

 ここからの進行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します。 

 

  ２．議  事 

○柴田会長 改めまして、皆さん、ご苦労さまでございます。 

 今日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、お手元の議題に沿って進めてまいりたいと思います。 

 まず、本日の議題の一つ目が廃棄物・その他部門の２０５０年を見据えた取組というこ

とでございます。 

 事務局から資料１について説明をお願いいたします。 
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○事務局（前野計画係長） 資料１につきまして説明をさせていただきます。 

 資料を見ていただきたいのですが、廃棄物・その他部門の２０５０年を見据えた取組と

書いたペーパーをご覧ください。 

 この部門では三つの種類に分けて説明をさせていただきます。 

 まず、一つ目が廃棄物部門、二つ目がＣＯ２以外の温室効果ガスについて、三つ目が森林

吸収でございます。 

 一つ目の廃棄物部門ですが、右側の図１、円グラフをご覧ください。 

 廃棄物関係で出るＣＯ２が年間で２９．１万トンは誤植でございまして、２６．１万トン

の間違いでございます。失礼いたしました。 

 ２６．１万トンのＣＯ２が出ているということで、市内のＣＯ２排出量から見ると２％ほ

どとなっております。その内訳ですが、清掃事業が６割ほどです。下水道から３５％くら

いです。その他が産業廃棄物ということで出てくるということでございます。 

 この清掃事業ですが、ごみの焼却によって出てくるＣＯ２がほとんどでございます。札幌

市の場合、焼却するに当たって同時に廃熱を使って発電もしておりまして、市内でいきま

すと１％ほどの電気をそこから生み出している状況でございます。ごみを焼却するときに

出てくるＣＯ２が６割ほどです。 

 それから、下水道ですが、こちらは、下水を処理するときに、ポンプなどいろいろな機

械を動かします。その動力源、電気、それから、燃料をたくのですが、それによるＣＯ２と

いうことで３５％ということになります。 

 産業廃棄物は、それを処理、燃焼するときに出てくるものでございまして、このような

内訳になってございます。 

 二つ目のＣＯ２以外の温室効果ガスも市内では出ておりまして、それが総量でいきます

と、図２になりますが、年間で２９万トンほど出てくることになります。 

 内訳は、Ｎ２Ｏは笑気ガスです。亜酸化窒素で、オゾン層の破壊物質でもございますが、

土壌中の有機物が微生物によって分解されますけれども、そのときに出てくるものが大半

でございまして、そのほかでいきますと燃焼、物を燃やしたときに出てくる副産物になり

まして、それが８３％でございます。 

 それから、メタンも有機物の分解によって出てくるものです。下水処理場、土壌、それ

から、家畜のふん尿からも出てきますが、それが７％ほどあります。そして、残りが９％

ほどで、これがフロンです。これも温暖化の物質で冷媒などに使われているものですが、

そういったものが出てきております。 

 ほとんどが物を燃やしたり、有機物の分解ですから、我々の生活に非常に密着したもの

となっておりまして、削減が難しいものにはなります。 

 先ほどの廃棄物と同じくらいの量が年間に出ますが、総量の２％くらいのＣＯ２が出てい

るということでございます。 

 もう一つの森林吸収ですが、ＣＯ２の吸収源ということになり、札幌市の場合は１５万ト
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ンほど吸収してもらっていることになります。近年はほぼ横ばい、ほとんどが天然林で人

工林がそのうちの５分の１程度になります。 

 天然林と人工林を比べると、人工林の方が３倍ほどＣＯ２の吸収があるのですが、整備さ

れた森になりますから吸収量は多いということになります。２０５０年を見据えて、それ

ぞれのこの分野でどのようにＣＯ２を削減していこうかというところが下の２番の囲みの

中になります。 

 ごみのところになりますが、２Ｒの取組とあります。２Ｒといいますと、ごみそのもの

を減らすリデュース、繰り返し使うというリユースがありますが、そのＲの文字二つをと

って２Ｒと呼んでいます。その取組を進めまして、現状のごみの１人当たりの排出量は８

００グラムくらいですが、それを１００グラム減らすことを考えております。 

 もう一つは、その他ガスの部分になりますが、再エネの導入によりまして、化石燃料を

燃やすことが減るので、その他ガスの発生も減ることになりますから、再エネを普及して

いこうということでございます。 

 それから、森林ですが、同規模の現状を維持していかなければならないと考えておりま

す。この３本の取組を進めることで、図３になりますが、現状でいきますと２０５０年に

は４割ほど削減できるのではないか、１９９０年比でいくと２０％ほど削減できるのでは

ないかと考えております。 

 下段のまとめになりますが、まず、ごみの排出を減らしまして、温室効果ガスの排出を

抑えることといたします。それから、ボイラーの熱などを生み出すものにつきましては、

化石燃料を減らしまして、再エネ由来の電気や木質バイオマスなどの転換を図ることとい

たします。それから、森林については、同規模を維持しなければならないというまとめに

しております。 

 資料については以上でございます。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 今のご説明に対して、ご質問やご意見等がありましたらお願いいたします。 

○名本委員 市民委員の名本と申します。 

 今のご説明の中でよくわからなかったのは、新スリムシティさっぽろ計画の中で、札幌

市のごみ排出量が政令都市の中で４番目ぐらいに少ないということで、今後、それも趨勢

的には減るだろうというお話ですが、なぜごみの排出量が少ないのかという理由がわかれ

ば教えていただきたいと思います。 

 将来的に減るというのは、その原因がわかっている上でのお話で、数字だけのお話では

ないと思いますので、なぜ札幌市が２０ある政令都市の中でごみの排出量が少ないのかと

いうことがわかれば教えていただきたいと思います。 

○事務局（前野計画係長） これは、２０１５年に、今、１日当たり８００グラムくらい

出るのですが、政令市の中では、札幌市はそこまでごみを減らしている状況ではなく、１

番ではないのですが、将来にわたっていろいろな啓発や、市民の方にご協力をいただきま
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して、分別のほか、リユース、リデュースの普及をしていくことによって、現状からごみ

を減らしていただいて、政令市の中で１番を目指そうというものになっております。 

○名本委員 わかりました。 

 しつこくて申しわけありませんが、もう少し確かめたかったのは、ごみの発生量が少な

いということは、私なりに考えますと、例えば、外食比率が高いとか、買ったものを食べ

ることが多いとか、家庭で余り料理をしないという方が多いのではないかと思います。と

いうのは、札幌市には若い方が多いですし、若い夫婦の方でも外食される方が多いとか、

共稼ぎ率が高いとか、その辺を他都市と比較した場合に、札幌市はその辺に原因があり、

今後ともその傾向が続くという想定なのでしょうか。 

 もちろん、リデュースということについては、余計なものを買わないとか、いろいろな

努力を実際に今の札幌市民の方が他の政令都市よりも行ってきた結果として今の状況があ

るのかということを確かめないと、数値的な目標だけを持ってもなかなか達成が難しく、

頭打ちになる可能性があるのではないかと思います。 

 そういう中で、札幌市としてやるとすれば、生鮮食料品の小ロット化を推進するとか、

高齢者が増えてきますから、宅配サービスを、それもばら売りのものをある程度増やすよ

うなことを推進していくとか、リデュースに向けた具体的な方策を提案していくことも大

事ではないかと思います。 

○事務局（松本環境計画課長） 今、委員がおっしゃった現在の札幌のごみ排出量がなぜ

少ないのかということと他の都市との比較については、正直なところ、具体的に、例えば、

他の都市と比べて札幌にどういう傾向があって、どういう特徴があるかというところまで

の分析はされていません。 

 札幌市は平成２１年にごみの有料化をしまして、生ごみについても、例えば、ごみの堆

肥化などを進めておりますし、有料化に合わせて分別の種類なども増やして、できるだけ

ごみとして出さないような施策を推進しております。 

 現在、こちらの資料にありますように、２０１５年の１人当たりのごみ排出量は８２７

グラムになっておりますが、この時点で、政令市の中では横浜市がごみの排出量が一番少

なくて、札幌市は第４位になっております。 

 ちょうど横浜と札幌の差が１００グラム程度ありますので、今の時点で横浜くらいの排

出量を目指して、２Ｒ、リデュース、リユース、３Ｒでいえばリサイクルもありますが、

例えば、食品ロスを少なくするなどの取組を具体的に進めているところでございます。 

 補足でございました。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 ごみの排出量を横並びで比較するのが難しいというのは、それぞれの都市でどういう廃

棄物処理をしているかということが大きく影響してくるからです。例えば、埋立て処分場

に余裕が余りないところについては、埋めるごみとか、処理するごみを抑えていく作用が

働きます。 
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 一般的には、北海道のごみ処理量は多い傾向にあります。それは、廃棄物処理施設を他

の地域に比べて割とつくりやすいから言われています。でも、札幌市さんが８００グラム

まで下げているというのは、結構な削減量だと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 私のほうから確認したいのですが、２Ｒにしている理由はなんでしょうか。もともと出

るものを抑えるというリデュースと、１回使ったものをもう一度そのままの形で使うとい

うのが今回２Ｒですが、もう一つ、別な形に作り直して使っていくということもあると思

います。 

この辺は多分これから議論になるプラスチック問題とも関連があり、世界的にこれから

力を入れていく話になってきます。 

 ○事務局（前野計画係長） まずは、資源を使わない、作ったものについては繰り返し

使うということが一番大事です。リサイクルとなりますと、エネルギーをさらに追加して

別な形に戻す、原材料に戻すということになってきます。ですから、エネルギーを使わな

いでできる取組、そのリユース、リデュース、その２Ｒを先に進めることとしています。 

 もちろんリサイクルも非常に大事な取組でございますので、３Ｒとか４Ｒという取組を

加えて進めていく方策を考えているところです。 

○柴田会長 重点的にということですか。 

○事務局（前野計画係長） そのとおりでございます。 

○小池田委員 私の理解が十分追いついていないところについて質問したいのですが、今、

廃棄物ということで、リユースとか３Ｒの話が出てきました。 

 イメージを浮かべるのは、例えば、廃プラスチックなどのイメージは持ってはいるので

すが、後々、ＣＯ２削減のところで考えていくとききに、バイオマスの話が出てくると思い

ますが、ごみがグラムで表示されていましたけれども、重量の大きいものには生ごみなど

が結構多いイメージを持っています。 

 私はマンションに住んでいるのですが、ディスポーザーが入っている家が結構多いと思

います。ですから、重量に影響するものが少ないのは、ディスポーザーの普及率も結構影

響してくると思うところがあります。 

 １０年ほど前に、道北の歌登町にお邪魔したときに、分流式のディスポーザーを各家庭

から下水に流れるように、そのディスポーザーで集積して、それを資源として利用して、

発酵などにつなげていきたいということを伺ったことがありました。ここは今、廃棄物、

リユース、そうすると廃棄物ではなくて資源だと思うのです。 

 その場合、都市型の資源で何があるかというと、廃棄物食品残差というのは、エネルギ

ーにもう一度戻す資源ではないのかという意識があるのです。ただ、バイオマスというの

は、分散して集めるのがなかなか難しいのですが、都市ですと、こういう集め方をきちん

と考えられれば、それも資源としてエネルギーにもう一度戻すようなこともできると思い

ますので、ここで、焼却以外のエネルギーの還元方法もあり得るのかと思いました。 
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 あわせて、今後、水道事業がどういう方向に行くのかということはすごく興味があるの

ですが、その水道と先ほどの分流式のディスポーザーとか、同じ施設の中であわせて使え

るようなもの、将来設計に入れられるようなものがこの計画の中に加味されているかとい

う複雑な質問になりますが、教えていただきたいと思います。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 私からお答えいたします。 

 家庭用の生ごみをディスポーザーにして、下水道で受け入れることを先行されている都

市はあります。札幌も検討していたのですが、今のお話にあった分流式と言われる汚水と

雨水を別々に集めている地域間であればいいのですが、札幌の場合は、かなり古く整備し

ていまして、合流式ということで、雨と汚水を同じ管で集めています。そこにディスポー

ザーを入れてしまうと、水がないときは溜まってしまって、雨が降るとざっと流れて川に

越流して出ていくので、河川の汚染の問題が出てきます。そのため、当時はいろいろな評

価をした上で、現状で合流式が多い札幌では、ディスポーザーの汚泥は難しいだろうとい

うことで今は受け入れてはいません。 

 ただ、受け入れているまちもありますので、その辺はいろいろな結果を見ながら判断し

ていくかもしれません。 

 ただ、一方で、今は、例えば、事業系の生ごみですとか、家庭の生ごみを分別して集め

ることができれば、下水道の施設と一緒にメタン発酵の手法もかなり進んできていますの

で、今おっしゃったように、生ごみもエネルギー源ですので、下水とあわせて一緒にエネ

ルギーを取り出すという考え方はこれからいろいろと研究されてきますし、実用になって

いくのではないかと思います。 

 この廃棄物の分野は排出量がさほどないので、この分野を大きく変えることでＣＯ２の削

減にはなりませんが、今のような技術がどんどん進んでいきますので、シェアは少ないの

ですが、ここのＣＯ２の排出を減らしたり、いかに廃棄物からエネルギーを取り出すかとい

う視点は、これから非常に重要ではないかと思っております。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

○鈴木委員 コープさっぽろの鈴木です。 

 一つ違和感を持ったところがあります。 

 この資料の１番が現状で、２番が今後という構成だと思いますが、１番は、廃棄物問題

の全体を温室効果ガスにして話を進めています。 

 今後のところで、急にごみの量になっていて、結局、この廃棄物問題の将来の目標、Ｋ

ＧＩ、キー・ゴール・インジケーターが何なのかというところがわかりません。 

 違う問題を一緒にしてしまっているというところですので、あくまでもごみ問題を地球

温暖化という統一テーマでやっているのかというところがこの構成ではちょっとわかりま

せん。そういう中で、急に森林吸収の話が出てくるのも唐突過ぎます。ごみ由来のＣＯ２が

全体の２％なのに、なぜこの廃棄物の中で森林の話が急に出てくるのかがよくわかりませ

ん。温暖化対策のテーマの中で森林吸収について取り上げるのでしたらわかるのですが、
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③に森林吸収が入ってきた意図がわからなかったので、教えていただけますでしょうか。 

○事務局（前野計画係長） この資料のつくり方ですが、①、②、③ということで、一番

上の一つのくくりの中で大きく三つの分野をまとめて説明させていただきました。 

 それぞれの分野については、今回は温暖化対策の計画ということで、どういう方策が考

えられるかというお話し合いの場ですので、ＣＯ２にターゲットを絞ることになります。廃

棄物部門とその他温室効果ガス、森林吸収は、今までの家庭分野や運輸部門などと比べま

すと、総量的にはそれぞれ２％とか１０％とか１％という話ですので、温暖化対策という

切り口でいくと可能性はあるのですが、総量から見るとちょっと小さいところがありまし

て、ご指摘のとおり、異なる分野のものが三つ入っているところです。 

○事務局（大平環境都市推進部長） これから温暖化対策推進計画を作っていきますが、

民生家庭、それから、業務部門、産業、それから、廃棄物ということで、排出でいくと廃

棄物も一つのカテゴリーになります。ですから、廃棄物を無視するわけにはいかないので、

現状は２．２％で特に札幌市の施設が多いのですが、廃棄物分野からのＣＯ２は、計画の中

で、現状は幾らで、幾らに削減しなければならないときちんと数値化します。 

 もう一つはＣＯ２以外のその他ということで、またちょっと扱いづらいＮ２Ｏガスなども

発生しております。これは、今言いました分野ではなくて、どの家庭で出るのかいろいろ

と複雑で、土壌から出たりもするので、そこはちょっと別カテゴリーでＣＯ２以外のその他

の温室効果ガスということで、これも温暖化の中に入れていかなければなりません。です

から、今回、こういうものがありますという紹介をさせていただきました。 

 もう一つは、ＣＯ２の計画をつくるときは、排出しているものだけではなくて、吸収して

いるものも最後に差し引きで入れた上で、将来どういう数字に持っていくかということが

ありますので、森林吸収も温暖化計画の一つのメニューでもあります。 

 今回は、その三つを一緒に並べてしまったので、わかりづらいとは思うのですが、温暖

化計画を構成する要素としては、この三つは必要なものです。 

 ですから、現状でこうなっているというのは１番でご説明はしたのですが、２０５０年

にどうなるかというところは、今までの民生家庭や業務にように、排出源ごとにどうなっ

ていくか簡単に言えないいろいろな複雑な状況があるものですから、２０５０年のところ

は、まず、ごみを減らすことでごみを焼却することによるＣＯ２削減ができるかということ

で、２０５０年のところは余り明確なメニューではなくて、少しこういう２０５０年の姿

になっているのかという予測的にしか書けていないので、そこは少し薄い状況です。 

 ただ、数値化しなければいけないので、多分、最後のところで何トンという形で出して

いると思いますが、今のところは排出量をベースにして、２０５０年の削減の姿をつくっ

ていきたいと思っているところです。いろいろな予想が絡んでいるので、わかりづらいと

は思いますが、こういう構成にしております。 

○鈴木委員 あくまでも、地球温暖化対策の取組の、今までの一連の会議で取り扱って、

残っていた廃棄物部門のところの温室効果ガス対策というところでこの資料がまとめられ
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ているという認識でよろしいですか。 

○事務局（大平環境都市推進部長） はい。 

○鈴木委員 わかりました。 

○柴田会長 廃棄物の現状はＣＯ２だけが出ていて、下の２番で廃棄物量で出ているとい

うのは、換算して、ＣＯ２の数値として出せるけれども、ここに出ていないということです

ね。 

 ですから、あくまでもＣＯ２に着目して、今、廃棄物を燃やすとどれくらい出ているとい

うのが最初のデータで、今の燃やす量を下げれば、どれくらい減るかというのは計算上で

は出ているけれど、ここには、ごみの量でしか出ていないので、できればここにもごみが

１００グラム減るとＣＯ２はどれくらい減るということが出ていれば、相関的によくわかっ

たということですか。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 下水道は電気を使っていますので、電気については、

この後、再生可能エネルギーの普及が進めば、排出係数が下がりますので、そこは自然に

数値化ができると思います。 

○柴田会長 そのほかにいかがでしょうか。 

○里見委員 表現のささいなことですが、２番の二つ目の丸の再エネ導入とともに、脱化

石燃料が進み、その他のガスの発生が減少と書いてあります。 

 化石燃料の燃焼の際に発生する温室効果ガスがＮ２Ｏとかメタンというのは、化石燃料

を燃やしてもＣＯ２は出ますが、先ほど、Ｎ２Ｏはどちらかというと生物の消化過程などの

ところですし、メタンは燃やせばメタン、これはＧＨＧとしては２０倍くらいあるので大

きいのですが、スリップするようなことまで意図されているのか、燃焼の際に発生する温

室効果ガスのＮ２Ｏとかメタンという表現は紛らわしいと思いました。 

○事務局（前野計画係長） 実は、少量ではございますが、燃えるときにＮ２Ｏも出てくる

ことになります。 

 メタンの方は、排せつの関係や、し尿処理などから出るのが多いのですが、Ｎ２Ｏは、土

壌とか腐敗以外の燃焼のときにも出てきたりします。それから、自動車やボイラーなどの

燃焼などで化石燃料が燃えるときに副次的に出てくる物質でもございますので、こういう

書き方をさせていただいております。 

 当然、化石燃料を燃やすだけではないというところは、先ほど説明したとおりになって

ございます。 

○里見委員 燃焼の際に発生すると書いてあるので、Ｎ２Ｏもほとんど燃焼では、ＮＯ２な

どは出てくる、ＮＯとか、亜酸化窒素が本当に出るのかというのは、そこまで常識として

余りなかったのですが、少なくともメタンが燃焼のときに出るというのは飛躍的で、一般

の方が読まれると紛らわしいので、表現を少し工夫されたほうがよろしいと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがですか。 
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○石村委員 ①については現状の説明だと思います。②についても課題を取り上げたのか

と思って見ておりました。 

 最後のまとめですが、①と②の説明から見て、最後の「今後どうするか」という対策面

が説明不足ではないかという感じがしております。今後、この対策について出てくるのか

もしれませんが、具体的に考えている対策について説明していただければと思います。 

○事務局（前野計画係長） この資料につきましては、これから具体的な施策を考えてい

く上で、方向性や皆さんのお知恵などを拝借したいと思っております。どのような手段を

とったらいいのか、どのような社会を目指すべきかという議論をしていただきたかったも

のですから、具体的な対策について、こちらには書いておりません。 

 ごみでいきますと、啓発などは大事でしょうし、森林吸収というのも植樹したり、その

啓発の活動なども必要になってきますが、こういう方向性でいいのかどうかという視点で

見ていただければありがたいと思っております。 

○柴田会長 まとめのところは、目指すところかもしれませんが、それに対して具体的な

取組というのもこの協議会として、例えば、こういうことを目指すのであれば、こういう

政策を打つべきだということもどんどんお出しいただいたほうがいいと思います。ですか

ら、廃棄物その他の分野でどういう施策を打つべきなのかというところのご意見ももしあ

ればと思います。 

 例えば、下水道でいくと、最近はよく廃熱の利用ということが積極的に言われています。

未利用資源の活用という観点でいくと、下水道は一定の温度をもって排出されるので、熱

を投げているといえば投げているところもあります。将来的にはエネルギーの分野かもし

れませんが、下水道の廃熱を積極的に使っていくことも一つの大きな方策としてあり得る

という気がします。そういった観点で、こんなことをやったらどうかということがあれば、

お出しいただければと思います。 

○小池田委員 今の排熱で言うと、低品位の熱でも使える部門が結構あると思っていまし

て、市の中でも、例えば、ロードヒーティングというサービスがなかなか維持しにくいと

ころが出てきていると思うので、低品位で使えるべきものをもう少し工夫していくと、確

かに言われたとおり、あるのかと思います。 

 それから、地下鉄の廃熱などが利用価値のあるものが都市にもっともっとあるのではな

いかという視点は、委員長が言われるとおりと感じました。 

○武部委員 ビルダーズ協会の武部です。 

 森林の吸収というところですが、現状でこのまま同程度の森林面積を保持するという考

えだと思います。中を見ると、天然林が５万６、３８４ヘクタールで、人工林は１万１、

０００ヘクタールです。けれども、ＣＯ２の吸収は人工林の方が高いのです。これは整備さ

れているからであって、天然林が逆に言うと利用されてない、つまり更新されていないと

いうことです。ですから、このまま何年も置いておくともっと減っていきます。 

 現状維持ではだめで、積極的に林業のほうで施策を打っていかないとマイナスになるべ
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きものがなっていかないのです。 

 ですから、ただ単に面積だけではなくて、林業の施業関係も含めて総合的にやっていき

ます。その川下に我々工務店が家を建てる、木を使うことになりますから、そういう流れ

も含めて考えていったほうがいいと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 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、また、最後のほうで気がつかれたことがあったり、アイデアなど

があれば、その段階でお出しいただければと思います。 

 次は、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組ということで、事務局からご説明い

ただきたいと思います。 

○事務局（前野計画係長） 右肩に資料２と書いてあるＡ３判の資料になります。 

 左の現状についてのところから説明させていただきます。 

 これまで家庭や車などの各分野で、車でいくと電動化、家庭業務系だとＺＥＢやＺＥＨ

などの普及による省エネとあわせて、暖房の脱化石燃料、電化というところについてお話

をさせていただきました。 

 そこで、やはり気になるのが電力ということになります。 

 現在、市内の電力の消費量が大体９０億キロワットアワーという単位になっております。

その内訳ですが、真ん中の図１を見ていただきたいと思います。 

 これを見ますと、火力が６割くらいありまして、左上でいきますと、北電以外の電力、

新電力と言われるところが１０％ほどを占めています。それ以外の赤く四角で囲っている

再エネ関係でいきますと、市内では２％くらいの発電があります。市外から持ってきてい

るのは７％くらいありまして、これを合わせると９％くらいになる状況でございます。 

 札幌市内の再エネ導入率というのは、水力の部分を入れるとちょっと違いますが、導入

率は９％くらいにしかなってないということでございます。 

 その下の表１は、道内での再生可能エネルギーの関係をまとめたものですが、北海道に

は、可能性として、７、０００億キロワットアワーくらいのポテンシャルがあります。実

際のポテンシャルに対しての利用状況は、表の中の右上になりますが、利用率としては０．

５％しかないことになっています。 

 特に、風力は、洋上、陸上を合わせて７、０００億キロワットアワーに近いポテンシャ

ルがありますが、０．１％くらいしか使っていない現状がございます。ですから、これら

を使っていく、それから、ここには書いてございませんが、地熱、バイオマスといったも

のを有効に活用していくことが重要になっていくということでございます。 

 それから、資料の真ん中の列になりますが、現状などに対する国の動きとか課題などを

まとめております。 

 一番上の国の動きですが、再エネと言いまして皆さんが思い浮かべるのはＦＩＴだと思
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います。ＦＩＴ導入から１０年経ちまして、２０１９年度からＦＩＴ切れということで、

２０１９年度問題が新聞でも言われております。それによって、今まで高く売れていたも

のが、市場原理によって取引されるものですから、高く売れないということで、自家消費

になるのかというものでございます。つまり、自由契約になるということです。 

 経産省としましては、再エネの発電コストを下げようとしておりまして、今の半分以下

のコストを目指しているところでございます。そうなりますと、石炭火力の発電コストは、

１キロワットアワーをつくるのに１２円くらいかかりますので、それよりも安くなるとい

うことで、価格競争に十分見合うだけのものになるということを考えております。 

 長期エネルギー需給の見通しも発表されておりまして、その中では、再エネの導入率を

２２％から２４％程度にしようと国では考えているところでございます。 

 札幌市の課題というところでは、札幌市に限定しているわけではないですが、送電網で

す。電力の系統が不十分で、道内でつくられたエネルギーを札幌市に持ってくるのがなか

なか難しい状況になっております。 

 それから、再エネの一番の不安要素としては、天候などによって非常に不安定なところ

があるということで、出力変動に対応する技術が求められます。現状では、まだイニシャ

ルコストも高いものですから、なかなか普及してこない、設置されないという問題がござ

います。先ほど言いましたとおり、今は石炭の１．７倍くらいありますので、これを下げ

ていかなければならないということになります。 

 一方で、技術革新に伴いまして、③になりますが、いろいろな技術が出始めております。

容量が大きく、小型で長寿命な蓄電池なども研究されて、出てきております。 

 ＶＰＰと書いてありますが、蓄電池などの活用によりまして、ＩｏＴ技術、高度情報化

技術を導入し、エリア単位で電気のやりとりをするというような、あたかもそのエリアに

発電所があるようなエネルギーのマネジメントという形になりますが、そういったものも

できるように研究されている状況でございます。 

 また、電気を蓄電するだけではなくて、水素やメタンなどに転換することによって、貯

蔵や運搬などが中期的、安定的にできるようになってきている可能性も出てきているとい

うことです。送電網を介さずに運搬が可能ということもございます。そういった技術が今

出てきているということでございます。 

 ２０５０年ということで、資料の右側にまいりますが、エネルギーの需給のあり方とい

うところでございます。 

 まずは、省エネが一番大事でございまして、エネルギーのそもそもの使用量、消費量を

抑えることが必要になってきます。これは、今までの各分野でもお話をさせていただいた

とおりでございます。 

 それに加えて、再エネを導入していくことになりますが、まず、いろいろな再エネを誰

しもが選べる状況をつくる社会になることが必要でございます。 

 それから、再エネ由来の電気は、道内で生み出された電気を使うということで地産地消
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が確立している社会が必要になるべきであろうということでございます。 

 これによりまして、化石燃料の使用量はほぼゼロになっているでしょうし、そのために

は、蓄電池やＩｏＴ、ＡＩなどの高度情報化社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０が社会実装され

ているような社会を目指すべきだろうと考えております。 

 札幌は、人口が道内の３分の１程度が集まる大消費地になっておりますので、そういう

地産地消のスキームをつくっていく、そのためには地域新電力みたいなものも活用してい

かなければならないと考えているところでございます。 

 図２の帯グラフですが、現状が一番上にありまして、オレンジが火力です。それが２０

５０年に行きますと、かなり少ない比率に落ちています。 

 もう一つ、このグラフで見ていただきたいのが灰色の省エネの部分で、２０５０年まで

にぐっと上がっています。 

 太陽光や風力、小水力、バイオなどそれぞれの再生可能エネルギーが活用できる素地が

できて、トータルで再エネの導入率が８割という社会を描いております。 

 まとめになりますが、まずは省エネが前提です。そして、先ほど表の中で説明させてい

ただきましたが、道内に再エネのポテンシャルがありますので、それを技術革新によって

最大限に利用していこうということでございます。そういった電力を安定的に使っていこ

うということを考えているところです。 

 どのような社会を目指すべきかということは先ほども言いましたが、その手段について、

何かアイデアですとか、こうやったらどうだというところについてご意見をいただければ

ありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 この分野では、今日、２人の方からあわせて情報提供をいただく予定でございますので、

そちらの情報をいただいた上で、皆さんと意見交換、議論をしていきたいと思っておりま

す。 

 それでは、まず、田原委員からお願いいたします。 

○田原委員 北海道再生可能エネルギー振興機構の田原と申します。 

 私から再生可能エネルギーに対する現状と、今回、委員に求められているのが２０５０

年を見据えての提案や意見というところで、話題提供のような形でお話しさせていただき

たいと思います。 

 まず最初に、事務局から、北海道の再生可能エネルギーの現状と今後の動きについてお

話が欲しいということで、資料としては古くなっているのですが、平成２９年１１月、北

海道の環境エネルギー室から、北海道の状況についてわかりやすくまとまったものがある

ので、ご提示させていただいております。 

 めくっていただきまして、ページ番号２です。 

 ここには、北海道における新エネルギーのポテンシャルについて書かれております。 
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 北海道は、太陽光や風力、バイオマス、地熱といった多様なエネルギーが豊富にあり、

全国随一の可能性があるものも風力とか、中小水力、地熱も全国３位、太陽光の住宅も全

国で２位と、ポテンシャルが高い土地となっております。 

 ページ番号３に導入状況が書かれています。 

 ポテンシャルとしては多くあるのですが、昨年度は、ＦＩＴの認定量ですと都道府県で

全国３位です。導入量で言うと全国８位というところに北海道はおりまして、全国的にポ

テンシャルはあるのですが、導入量はポテンシャルから見て追いついていない状況があり

ます。 

 また、それぞれの電源別に簡単にお話しますと、ページ番号４と５に太陽光発電につい

てまとまっております。 

 北海道内には、道外資本のメガソーラーが多く導入されており、５ページ目の地図にあ

りますとおり、これは胆振地方や道東に多く開発されております。 

 次に、６ページと７ページですが、風力発電の場所はどちらかといえば海沿いで、日本

海側に９割ほどが集中しております。 

 特に７ページ目、これから運開予定ですが、道北にはかなり大きなウインドファームと

いうものが計画されて、そのための送電網や蓄電池の配備も予定されて進んでいるところ

です。 

 続きまして、８ページと９ページにバイオマス発電とありますが、木質については高橋

委員からご説明がありますので、割愛させていただきます。 

 北海道は、酪農や畜産が産業として重要な部分を占めております。畜産の家畜のふん尿

を使った発電でバイオガスプラントがありますが、別海町には１日当たり４，５００頭分

の家畜のふん尿を処理して発電をしているバイオガスプラントがあります。これは日本で

一番大きなものです。 

 それから、町の施策として、鹿追町や興部町などで、町が主導してバイオガスプラント

をつくって、家畜のふん尿処理や発電を行っています。これは、主に道東とか十勝の地域

に多くあります。 

 続きまして、１０ページ、１１ページ目の地熱発電になります。 

 現在、北海道電力の森地熱発電所がありますが、他に私が知っている範囲で稼働してい

るのは、奥尻の地熱発電所と弟子屈の地熱発電所がそれぞれ２５０キロワット、１００キ

ロワットという規模で発電しています。 

 あとは、今、取組に向けて調査中とか探査中というところが道内には幾つもあります。 

 そのほかに、１２ページ目は中小水力発電になります。 

 道内では、冬期間の凍結や水利権の設定などの課題があるのですが、昔ながら使われて

きた発電所もありまして、現在は６９施設あるようです。 

 続きまして、１３ページ目になります。 

 寒冷地特有の雪氷冷熱を使った取組や、地中熱を使ったビニールハウスの実験など、小
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規模なものが主ですが、こういった取組も各地で進められています。 

 電源別にざっとご紹介をしましたが、その先に進んでいただきまして、導入拡大に当た

っての課題ということで、１７ページ目、１８ページ目になります。 

 先ほどの事務局からの資料に出ていました北海道内で課題となっている送電網に関する

課題について書かれております。 

 北海道内は電力系統の規模が小さく、出力変動に対する調整能力や送変電設備の容量が

現在不足しております。また、北海道内だけでは使い切れない電気などを本州に送るため

にも、北本連系線のインフラの容量が小さく、まだポテンシャルを活かす基盤が未整備と

いう現実があります。 

 本州と結ぶ北本連系線については、今月、北海道電力のほうで６０万キロワットから９

０万キロワットに増設されるところであります。また、この前のブラックアウトを受けま

して、国のほうではさらに北本連系線をプラス最大６０万キロワット増強する形で、今、

そのルートとか資金面の負担をどうするのかということを検討されている状況です。 

 簡単ですが、この資料についてはここまでの説明とさせていただきます。 

 次に、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也さんの資料についてですが、先月の２２日

に当機構の主催でフォーラムを開催した際に、いろいろとご享受いただいた部分で、世界

の動向などをお聞かせいただいたので、ご紹介させていただきます。 

 まず、ページ番号３ですが、今、太陽光発電は世界で５１１ギガワット、風力発電は６

００ギガワットと大変急速に導入が進んでおりまして、世界の発電量の５％以上を賄って

いる状況です。これは指数関数的に増えており、市場がどんどん広がっている状況があり

ます。 

 ページをめくっていただきまして、スライド番号７番、太陽光の急成長とコスト低下の

加速というところですが、太陽光発電のコストが低くなって安くなっているということで

す。 

 この５年間で、世界ではコストが５分の１になっているそうで、去年１年間で３割くら

い減っているという状況です。サウジアラビアでは、１キロワット／時当たり２円を切っ

た事例も紹介されていました。 

 また、９ページ目になりますと、蓄電池のコストが低下しているという情報もありまし

て、１０年間で４分の１のコスト低下があるということです。日本の価格はまだまだ高い

ところもあるのですが、世界的にみると、テスラではかなり低い価格で導入できるように

なってきております。 

 次に、１１ページですが、エネルギーのデジタル化があります。 

 先ほどもＶＰＰという話がありましたが、マイクログリッドとかブロックチェーンとい

うものを活用して、まだまだいろいろなビジネスモデルが今後発祥していくのではないか

と考えられます。 

 時間がかなり押してしまったのですが、私がお話ししたいことをかいつまんで述べたい
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と思います。 

 ページ番号２７です。 

 デンマークのエネルギーシフトについてのスライドになります。 

 今、デンマークでは、風力発電が４３～４５％の導入がありますが、その出力には変動

もあり、風が強いときには電気が余るところもあります。それを、貯湯タンクが蓄電池の

役割をして、お湯として再エネを蓄えて使えるような取組を進めているというお話を聞き

ました。 

 エネルギーの話では、今回は電力について事務局から資料をいただきましたが、そのエ

ネルギーのうちの４割は熱ということで、その熱の使い方にも自然エネルギーにどう取り

組んでいくかというところも大事かと思っております。 

 このデンマークのお話の中の地域熱供給ということもそうですが、例えば、電気の蓄電

池としての利用の仕方ですと、貯湯ではリチウム電池の１００分の１、１０００分の１く

らいのコストで蓄電できるというお話もありました。 

 こういった熱に対する取組というのも寒冷地ならではの方法で進めていくことが必要で

はないかと考えております。 

 足早ですが、この資料についてはここまでといたします。 

 次に「様々な政策・活動パッケージ」と書かれた１枚物の資料をご覧ください。 

 これは、環境首都創造ネットワークというところのホームページから抜粋しました。１

３の自治体と研究機関、ＮＧОが参加されているネットワークですが、この中に、再生可

能エネルギーを進めるに当たって政策・活動パッケージのご紹介がありました。 

 例えば、地方債を起債、公募して、住民参加型の再生可能エネルギー導入事業というこ

と。住民が出資して、地域への発電事業を後押ししていくということで、事業収益は住民

へ還元し、地域経済の好循環を生み出していくという方法があります。 

 また、同じようなものですが、市民出資という形を利用して、地元のプレイヤーを発掘

して発電所などを造っていくという方法について、事例も含めて載っていましたので、ご

紹介させていただきました 

 また、初期費用ゼロ円の太陽光発電設置事業、今までゼロ円でというのは北海道ではな

かったのが、先日、北海道新聞に、民間企業で始まったと載っているものを拝見しました

が、こういった取組は、札幌市ですと住宅の上や大きな土地全部がソーラーというよりは、

一人一人が自分のところで分散で使っていくという使い方ができると思いますので、こう

いったやり方もいいと思いますし、仕組みづくりを札幌市が先導してということを考えら

れると思いました。 

 最後に、北海道の中で、札幌市がエネルギー消費地として先導していってほしいという

意味で、２月７日の電気新聞の記事を配付させていただきました。これは、横浜市の事例

です。 

 横浜市は、大都市として初めてゼロカーボン政策を打ち出しておりますが、市内の設置
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で賄える再エネのポテンシャルは１０％ほどしかないということで、東北の１２市町村と

協定を結びまして、東北でつくった再生可能エネルギーを横浜市で使うということです。 

 使うということももちろんそうですが、そのために送電網の整備が進むよう政策提言を

していくとか、そのための仕組みづくりも含めて先導していくところがあります。政策的

なところも含めて、札幌市が先導し、北海道が一丸となって再生可能エネルギーの取組を

進めていってほしいと思っております。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 もう一方、高橋委員のお話を聞いた後に、皆さんのご意見、ご質問等を受けていきたい

と思います。 

 それでは、高橋委員、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 木材総合業と称していますが、株式会社イワクラの高橋です。 

 当社は総合１０６年で、一番川上の林業から出口側まで社内事業で行っており、私は環

境事業部というところにいますが、今まではマテリアル利用をメーンでやっていたのです

が、環境事業というのはエネルギー利用の部分をやっています。 

 全体の流れとしては、北海道の森林資源のお話と、実際の実務部隊として道内大手の四

つのバイオマス発電所のうちの２カ所を燃料となる原木を供給しています。 

 また、北海道木質ペレット推進協議会という団体がありますが、私はそこの事務局長を

やっておりますので、北海道のペレット事業のお話と、最後に資金面として、今後バック

アップになりますが、森林環境譲与税のお話をしたいと思っています。 

 まず、「北海道の森林資源とその活用」というＡ４横判になっている資料がございます。

この資料は古いのですが、大体の概要はわかっていただけると思います。 

 １枚めくっていただきまして、北海道の森林資源は５５４万ヘクタールで、日本自体が

森林資源の豊かなところですが、全国の約４分の１の森林資源が北海道に集まっておりま

す。 

 そのうちの１５２万ヘクタールが人工林で、天然林が３６５万ヘクタールということで、

天然林が多いという形になっています。 

 その下になりますが、所有林は、北海道は国有林が５５％、道有林が１１％、そのほか

が市町村林と社有林になります。 

 国から見ますと、道有林も含めて全部が民有林という扱いになります。本州はその逆で、

民有林が多くて国有林が少ない形になっています。 

 北海道のイメージとしては、国立公園などは全て国有林ですから、そこでイメージされ

ると国有林が圧倒的に多いということになります。 

 次のページです。 

 伐採の動向ということで、森林面積自体は国有林が多いのですが、実際の伐採量として

は、民有林が６割くらいになっています。戦後は、いっとき山が丸裸になった時期があっ

たのですが、今は植林をいたしまして、平均すると年間で５００万立方メートルを切って
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おりますが、そのうちの６割ですから約３００立方メートルくらいが民有林で、残りの２

００万立法メートルくらいが国有林となっております。 

 国有林もそうですが、施策として天然林は基本的に切りません。民有林もありますが、

例えば、８０年くらい経たないと切れないという決まりがありまして、広葉樹などが多い

のですが、天然林は切れない形になっています。 

 北海道は、昔は天然林王国で、結構いい広葉樹などが出てきたのですが、最近はなかな

か出てこなくなっているのが今の流れです。 

 その右横に、人工林が約９割という形で、人工林を主に切るような形になっています。 

 次をめくっていただきまして、木質バイオマスエネルギーにはどんな形状のものがある

ということですが、製造する為にエネルギーを多く使うものから、ペレット、それから、

チップ、まきという形になっております。 

 続いて、北海道の主なバイオマス発電所ですが、苫小牧バイオマス発電は弊社のイワク

ラと隣接していますが、こちらが５メガです。その５倍の規模が江別木質バイオマス発電

で２５メガです。そのさらに倍が紋別バイオマス発電で５０メガです。去年の６月から稼

働しているのが白糠木質バイオマス発電ですが、苫小牧と同じ５メガクラスです。苫小牧

と白糠が木材専焼ですので、間伐材だけを原料としています。 

 ほかに江別と紋別は、間伐材とＰＫＳ(ヤシガラ)と石炭の混焼をしていますが、最近は

売電単価が一番安い石炭はほとんどたかなくなっています。ですから、間伐材とどちらか

というとＰＫＳを燃料にしている形になっております。 

 これには出ていませんが、新聞などでは、勇払の日本製紙株式会社が７５メガクラスで

すから最大規模になりますが、２年後から着工する予定になっております。また、室蘭で

は１００％ＰＫＳだけで75メガクラスを計画しておりまして、それも着工しています。 

 それから、下川町が２メガで、ペレットだけの専焼ですが、売電単価が一番高い４２円

で、今年中に稼働するという状況になっております。 

 めくっていただきまして、弊社のバイオマスの全景で上から見た図になります。右横に

木材が並んでおりますが、年間約６万８，０００立法メートル焚きますので、写真では山

のように積んでおりますけれども、これで１年分くらいの量になります。 

 他のエネルギーと違うのは、毎年エネルギーとなる木材を集めなければならないという

ことで、それだけ雇用を促進するといいますか、毎年、材を集めなければなりませんので、

木を切る人と運ぶ人ということで、林業の活性化につながるというのが太陽光や風力と違

うところになっています。 

 これを上から見ると、敷地面積が５ヘクタールになっています。その３分の２くらいが

貯木場になっています。 

 次のページをめくっていただきたいと思います。 

 今、原木の調達について、製紙会社の木材とかバッティングするところがありまして、

なかなか集まりづらくなっていまして、今、林地未利用材を使い始めています。 



- 18 - 

 

 木、１本そのものを書いていますが、一番左がどんころとも呼ばれている追い上げ材で、

木の一番太いところで、ここは直材ではないので、製材工場では挽けないので、山に捨て

ております。その後、太い順番から一般建築向けや製材工場向け、こん包材向け、一番端

に向かって細くなるとパルプ向けということで製紙会社さんと発電用が同等の使用になり

ます。あとは、未利用材ということで末木があります。これには書いていませんが、木で

すから、当然、枝が張っています。それも発電用原料として使えます。 

 今、発電のほうでは、各所、丸太をなるべく使わずに林地未利用材を使おうということ

で、木材換算の１割から多いところで３割くらいを未利用材という末木や追い上げ材、そ

れから、枝関係に置きかえる形の動きになっています。 

 続きまして、バイオマスエネルギーの利用状況ということで、これも道の資料ですが、

今、概略はお話ししました。発電の他に熱利用についても書いています。全道各地に散ら

ばっている形ですが、一番大きいのが発電で、今は発電だけでも４カ所で、年間５０万立

方メートルくらい使うということで、先ほど言いました伐採量が５００万立方メートルの

約１割を発電に使う形になっております。 

 続いて、ペレットについてお話をします。 

 ペレットの生産については、今、大体１７事業所くらいありまして、年間約７，０００

トンから８，０００トンくらいの規模で、それほど生産量は伸びておりません。 

 ペレットは、もともと地産地消の意図で行っている所が多く、地域の市町村の１施設に

ペレットボイラーを設置し、地域の材を集めて供給するという形が多く、立ち上がって十

何年くらいになっていますが、生産量も１００トンとか２００トンですと事業として成り

立たないので、生産量を増やしていくところと生産を止めているところの二極化していま

す。 

 道内で一番生産量が多いのは、弊社イワクラで年間１，５００トンから２，０００トン

くらい作って、それくらいの販売をしております。胆振管内の伊達市とイワクラと、それ

から、苫小牧広域森林組合が穂別にあるのですが、この３事業所で先ほど言いました北海

道の年間生産の約半分くらいを作っています。 

 あとの地域は、限定された地域だけで供給する形でやっております。 

 当然、消費量が一番多いのが札幌市で、札幌市の学校の内１１校にペレットボイラーが

設置されています。それから、白石区役所、円山動物園、山本処理場にもペレットボイラ

ーが設置されており、年間で大体６００トンくらいを使っています。 

 また、今日来ていますが、コープさっぽろのＬｕｃｙ店に温水プールがありますが、そ

の加温にペレットボイラーを使っております。 

 そのほかに、札幌近郊で当別町の体育館、それから、石狩市のコミュニティーセンター

もありますが、大体それで札幌圏と札幌近郊で年間９００トンくらいのペレットを使って

います。 

 ですから、私どもの年間生産量、販売量の約半分くらいが札幌市という形になっていま



- 19 - 

 

す。 

 ただ、残念なのは、コープさっぽろのＬｕｃｙ店以外は冬期間の暖房だけに使っていま

すので期間限定の使用となっています。 

 給湯などでもボイラーを使っていただければ、生産側としては、通年で供給する事が可

能となり、製造コスト低減とか貯蔵場所確保に苦労しないのですが、現状では、シーズン

になる１０月まで一生懸命ペレットを作って保管し、冬期の半年で一気に吐き出すという

形になっています。保管の場所をしっかり確保しておかないと駄目で、保管に結構コスト

がかかります。 

 ペレット推進協議会としても、なるべく通年使っていただけるところが増える事を望ん

でいます。札幌の学校は大体太陽光とペレットボイラーを併用していまして、太陽光は見

える化されているのですが、ペレットは見える化されていないものですから、生徒たちも

ペレットを使っている認識はほとんどありません。 

 教育の一環でエネルギー利用をやっていただいているのですから、森林資源が豊富な北

海道、日本では数少ない有数な天然資源である森林からエネルギーを創っているというこ

とを見える化していただいて、何とか教育の場で森林のエネルギー利用として普及啓蒙し

ていただきたいと思っております。 

 ペレットの原料が、一部発電の原料とバッティングするところがありまして、原料調達

に苦労しているところはあります。通年使うところが増えてくれば製造コストが下がって

きますので、何とか灯油とランニングコストでは対等になると思います。発熱量だけでい

いますと、ペレット２キログラムで灯油１リットルで同じという形になりますので、灯油

が１００円くらいになればランニングコスト的は合う形になります。 

 生産量が増えていけば、その差はだんだん縮まっていきます。 

 ペレットというのは１００％天然素材でやっていますので、固まってはいますが、接着

剤は使っておりません。ですから、水に入れるともとの木の粉に戻ってしまいます。そう

いう意味では、環境に優しい製品です。ただし、電気を使用しての生産となり、電気はか

なり使用します。 

 最後に、森林環境譲与税について説明します。 

 今年度から施行しますが、森林経営管理法が新たに変わりまして、大義名分は地球温暖

化対策ですが、森林を整備しましょうということで、不在地主が持っている山や手入れが

行き届いていない山にお金をつけて、森林組合がメーンになると思いますが、そこに手を

入れてもらってやりましょうということです。 

 これが１枚目のちょうど中段くらいになっていますが、５年後の平成３６年４月から、

皆さんから年間１人１，０００円ずつ徴収し、それが財源になります。時限立法ではない

ので、これがなくならない限りはずっと続きます。基金事業になりますので、積み立てて

使えます。 

 当初５年間は主に森林の整備に使っていただいて、その後、森林の活用方法ということ
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で、パワーポイントの１７と１８ページですが、譲与税を活用した木材利用ということで、

公共施設の木造化、木質化、それから、今回関係のある木質バイオマスエネルギーの利用

促進、地域における木材利用促進という形となります。今回の協議会に関係するのは、真

ん中のバイオマスエネルギーの利用促進ということです。 

 ５年後から税の徴収となりますが、事業は前倒しになり今年から始まります。詳細はわ

からないのですが、その資金配分は、市町村における人口と森林関係従事者と森林面積に

なります。ただし、国が出す税金なので、国有林を除きます。 

そうなりますと、札幌市さんが圧倒的に人口が多く、今年は９，０００万円で、数年後

には２億円とか３億円という桁になるはずです。ですから、森林資源を使う基金、財源が

しっかりしていますので、あとはそれをどう使うかになります。それが、先ほど言いまし

たＣＯ２削減とか地球温暖化対策に寄与するようなものに伸びればと思っております。 

 以上です。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 事務局の説明とお二方からの情報提供をいただきましたので、これから、札幌市の事務

局あるいはお二人に、何かご質問、ご意見があればよろしくお願いいたします。 

○皆川委員 市民委員の皆川です。 

 札幌市から説明いただいた資料の関係についてですが、２０５０年のあり方という２の

部分ですが、ここにもう少し具体策を書き込めないか、もっと書いたほうがいいのではな

いかと思います。 

 何点かの意見を指摘させていただきたいのですが、廃棄物に戻りまして、２０５０年を

イメージしたときに、今と同じように焼却炉で焼却しているのかと単純に思います。 

 多分、乾燥などを前段に入れるということをやられて、化石燃料を付加して追いだきす

るという焼却はしなくなるのではないかという気がするのです。 

 そうした２０５０年、中長期的な先ですが、同じ環境局の環境事業部で、そういったビ

ジョンなり将来の方向性みたいなものがまとめられているのであれば、アイデアとしてあ

るのであれば、そういったものを反映させていただきたいと思います。 

 同じように再エネに行きまして、ポテンシャルは非常に小さいと思うのですが、小水力

の関係ですね。これは、下水道河川局で、川とか、下水道とか、水が流れますので、そう

いったところで小水力について何か考え方が、２０５０年といいますか、その局面で目指

しているものがあると思うのです。 

 そういったところからアイデアを拾って、ここの２０５０年のあり方のところに何がし

か具体的なものが書ければいいと思います。 

 ついでに小水力について言うと、意外と浄水場なども小水力の入るネタで、白川などで

は既に導入されていませんでしたか。 

 水道局でもその増設などが考えられているのであれば、これも書き込めるのではないか

と思います。 
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 それから、下水の関係で、汚泥のバイオマス燃料化はやっていませんでしたか。 

○事務局（前野計画係長） やっていません。 

○皆川委員 わかりました。 

 そんなネタが札幌市の中にあると思うので、ここの２部門は、ポテンシャルは小さくて

も、札幌市の取組として、ぜひ５０年の具体方策に反映させていただきたいと思います。 

 それから、書きぶりの関係で何点かあります。 

 再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組の２番の一番上に、まずは省エネでとあり

ますが、これは章を分けて書いたほうがいいと思います。省エネは省エネで書いていただ

きたいと思います。再エネの普及拡大と省エネは分けていただきたいと思います。そのほ

うがすっきりすると思います。 

 そこの右の欄の３本の棒グラフがありますが、省エネ分を除いて１００％表示にして、

再生可能エネルギーが８割ということですけれども、２０５０年の８割と書いてあるので

すが、計算すると、見た目ですが、再生可能エネルギーだけで８割はいっていないのでは

ないかと思いますので、その辺もチェックしていただきたいと思います。 

 それから、北電以外の電力会社という電力の記入があるのですが、北電以外の会社につ

いても、火力とか水力とか電源別に数値化できないでしょうか。もしできるのであれば、

再生可能エネルギー１００％の会社もあるし、そうではない会社もありますし、この辺で

反映できるものは、再エネ側に持っていける部分もあると思うので、もし分けられるので

あれば、分けていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 今後、まとめるに当たって、その辺のご意見を踏まえて再整理をお願いいたします。 

 そのほかにございますか。 

○高橋委員 スポットと言わないのですが、災害対応という形で、今、胆振東部地震から

出てきた倒木等を私どもも含め３グループで再利用するという形で受けています。先ほど

言いましたが、丸太形状は製材工場で使うのですが、枝や末木のほうはエネルギー利用を

したいと思っております。 

 去年、札幌市でありましたが、風倒木関係の利用もそうですが、余り起きないほうがい

いのですが、災害対策において復旧を急ぐためには、木材関係が結構出てきますので、そ

の出口側をしっかりとケアしておくと、災害があっても迅速にそれを対応処理できる形に

なります。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○宮内委員 北洋銀行の宮内です。 

 遅くなりましてすみません。 

 途中から聞いているので、田原委員に質問したいのですが、市民出資等を利用した共同
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発電所について実例はあるのですか。 

 このペーパー１枚物の資料について話を聞いていて、非常におもしろいと思って資料を

見ていました。 

 昔、ちょうど、たしか市民風力発電か何かが道東のほうでやっていたのが市民の５０万

円くらいのお金を集めてやったのがあるのです。浜頓別だと思ったのですが、こういう仕

組みでＳＰＣをつくって、先ほどの皆川委員が言われたような太陽光なのか、小水力なの

か、こういったものを市民から集めてやるような仕組みができればいいと思います。 

 これは非常におもしろいので、僕たちもちょっと研究してみたいと思っています。もし、

実例があればお教えいただければと思います。 

○田原委員 ありがとうございます。 

 民間では、おっしゃるとおり、札幌にあるＮＰＯ法人北海道グリーンファンドが全国で

も初めて浜頓別町で「はまかぜちゃん」という市民風力発電を計画し、市民の出資で建設

しました。 

 また、石狩市にも市民出資のウインドファームが昨年１２月から運開しておりますが、

それは株式会社市民風力発電が計画し出資を募りまして、多数の応募があってできていま

す。 

 また、行政が主導した例では長野県の飯田市があります。そちらの市が先行して、市民

出資と、官民共同という形で進められたという事例があります。また、そのほかにも市民

出資は民間主導含めて全国にいくつか事例があります。 

○宮内委員 どうもありがとうございます。 

○柴田会長 最近は、市民出資の発電所が国内的には結構多くなっています。また、住宅

団地で、住宅ディベロッパーさんが住宅の屋根などに太陽光発電などを整備して、そこで

のメリットを住民に還元していくという手法も最近ではとられている例がありますので、

確かに有効な方法の一つではあると思います。 

 そのほかにいかがですか。 

○小池田委員 今ご紹介いただいた資料の中で非常におもしろいと思うものが一つありま

した。あとは提案をしたいと思っているのですが、横浜市と横浜町に関わっている件があ

りますが、同じように我々も札幌の商工会議所で地方ごとに活動してきた人をつなぎまし

ょうということで、ローカルネットワークを毎回開催していました。そのときに、この横

浜町の方も思いが余って知事選に出た人でよく知っているのですが、横浜市は、まちの政

策担当の理事のノブトキさんもよくお話しさせていただく方だったので、こういった志が

つながっていよいよ現実になったというのは、非常に勇気を持たせてもらえますし、北海

道の中では札幌市がこのようなモデルをやれるのはすごくふさわしいと思いました。 

 もう一つは、将来に向けて、我々は事業として水素ということで新しいものをやっては

いるのですが、同時に、新しいものは、そのときに最大瞬間風速みたいな勢いで風が吹く

のですけれども、設備として入れると焼却年数を維持できる能力があるのかということと



- 23 - 

 

つながってくると思いますので、新しい技術をきちんと評価して、目利きしていくことが

大事だと思います。 

 その一方で、例えば、資料２の話ですが、今、発電という枠の中だけで考えていこうと

すると非常に窮屈なものがあると思います。例えば、一斉停電になってしまうと、なかな

かそうもいかないと思うのですが、電力需要が逼迫してきたときに、例えば、電気が足り

なければバッテリーでという考え方もあるのでしょうけれども、優先的に停電していい場

所を決めておくというのも、電気の質を今のように低単価で高品質な電力１本というより、

停電すべきところを決めることで電力対応に応じるとか、逆に電力が余ったときは、バッ

テリーだとなかなか高コストで溜めにくいものを熱の負荷に変えていくというように、電

気と熱の枠を使って、その中で行き来することで、今でもできるようなこと、低コストと

いいますか、現況コストの中で有利になるようなものがあれば、そういうものから取り入

れていくということが非常に大事だと思いました。 

 これも余談ですが、過去にブラジルがバイオエタノールを一生懸命やったときに、その

エタノールを日本に輸出したいという相談を受けたことがあります。 

 そのときに、水素にして運べたらどうだという話で、我々にとってはビジネスチャンス

である一方、エタノールは塩を混ぜれば腐らないで持ってこられるということを言って、

こちらで薄めればまた使えるのですということで、技術に余り頼らず、おばあちゃんの知

恵ではないのですが、もっと工夫することで今できるものが、この枠の中に入っていない

ものがまだあるような気がするので、そこを洗い出すというのも一つの方法ではないかと

思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 先ほどの市民出資ですが、ＦＩＴを使い、そこで設備整備費を補うという考え方があっ

たので、市民出資が広がったということがあるかもしれません。 

 でも、これからは、ＦＩＴが２０１９年問題と言いまして、今年から順次、家庭でのＦ

ＩＴが終了するということからすると、それぞれの取組は少し変わってくると予想されま

す。 

 その中で、今お話があったような、この資料にもありますが、ＶＰＰ、仮想発電所とい

うことで、それぞれの家が発電所であって、足りないときはそこからいただき、多いとき

は各家庭で蓄電していただくという方向に動き始めていて、いろいろなところが、このＶ

ＰＰに向けて整備を進めていこうという動きがあると聞いております。 

 ですから、これからは、創、省、蓄ということで、新たにエネルギーを創る、省エネを

する、蓄電するという三つがこれからのエネルギー施策のキーワードだと言われています

が、この辺は２０５０年のエネルギーのあり方にも大きくかかわってくるところかと思っ

ております。 

 一つ確認ですが、２０５０年の資料の一番最初の省エネやエネルギーの面的利用とあり

ますが、この面的利用という表現は、電気と熱の両面で利用するという意味で使われてい
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るということでいいですか。 

 そうすると、電気だけではなくて熱も面的に利用していくという表現にしておいた方が

より理解が進むと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○名本委員 市民委員の名本です。 

 先ほどのごみと同じようなことですみませんが、気になったのは、再生可能エネルギー

の現状において、札幌市の再エネ導入は９％にとどまるというフレーズです。 

 私が調べた中では、太陽光発電設備の普及率が政令都市の中では札幌市が最下位ではな

いかと思ったのですが、その理由を教えていただけないでしょうか。 

 つまり、計画の中では、いろいろな発電機の導入への補助政策とかマッチング事業の展

開というものが計画の中に述べられているのですが、その辺と太陽光発電設備の普及率の

関係が何かあるのかと思いました。 

 なぜそういうことを聞くかといいますと、札幌のエネルギー源として何が活用できるか

と考えた場合に、風力というのは、貿易風という安定した風の吹くような北欧圏などの方

がいいのでしょうが、その風はかなり風任せで不安定ということもあります。ですから、

札幌の場合は太陽光というのが一番使えるのではないかと思います。 

 それが家庭において生産されることによってＶＰＰが成り立つのであれば、そこの普及

率を高めるというのが当面２０年の間では非常に重要な施策ではないかと思っています。 

 ２点目は、先ほど木質系バイオマスの関係でいろいろとお話をお伺いして、非常に大事

なことだと思うのですが、ちょっと気になったのは、昨今、外資本による民有地の買収で

す。それから、実際に倒木とかいろいろとありまして、それがそのまま放置されている状

況の中で、担い手といいますか、木材を運び出すような人手が本当にあるのかどうか。そ

こは、例えばロボットを活用するみたいなことまでお考えになっているのかということで

す。 

 もう一点は、人工林というのは、北海道ではカラマツ材が多いと思うのですが、それが

木質バイオマスエネルギー源の樹種として一番適正なのか、また、木材として適正なのか

ということについては、どのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

 というのは、林業関連の産業展開をするときには、その辺に力点を置くような視点もこ

れから必要ではないかと思っています。 

 最後に、これはあくまでも参考ですが、私は海外ボランティア活動をしていまして、島

嶼国というのは発電能力が低いです。そして、頻繁に故障します。 

 ただ、そこに生活している方は、生活の知恵の中で何とか凌いでいます。特に、暖かい

国の方は冷蔵庫ではなくて冷凍庫なので、電気が止まると大変なことになるのです。その

辺は、例えば冷水を活用するとか、いろいろな対応策を考えているのです。ですから、発

電所を大きくしたり、電気をたくさん使うことだけではなくて、これは再エネとは関係な

いですが、その辺の知恵出しみたいなことも必要ではないか、もしくはその訓練が重要で
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はないかと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 太陽光の現状ですが、今、手元に細かいデータはな

いのですが、一般的にご家庭で太陽光を入れるときは、どれくらい発電するのか、北海道

の場合は、冬にどうしても雪が降りますので、冬の発電が心配になります。ですから、年

間を通してどれだけ発電が見込めるかということと、パネルをつけるときの初期投資で、

ここで皆さんの太陽光発電を入れる入れないの判断になると思います。札幌の場合は、確

かに冬に雪が降りますが、年間を通じて見ると全国的に発電量が劣ることはありません。

大体は平均的なので、発電量は他都市とそんなに変わりません。 

 ただ、どうしても雪が積もりますので、屋根につけるときも、アングルといいますか、

下に台をつけて乗せる方法が多いのです。この場合は、工事代がかかりますので、本州よ

りは初期投資がかなり高くなっていくという現実があります。 

 パネルの値段は下がってきていますが、どうしても設置工事費が札幌の場合は高くつき

ますので、そこが普及が加速しない一つの原因かと思います。 

 それから、毎年、ＦＩＴが２円くらいずつ下がっておりますので、その値段はパネルの

値段に合わせて下がっているのですが、北海道の場合は、余り工事費が変わらない中で、

ＦＩＴがどんどん下がっています。ですから、導入しても結局は経済的に有利ではないの

ではないかということで普及が進んでいないと分析しています。 

 札幌市は補助していますので、補助件数を見ると、今年度は災害以降、非常に太陽光の

設置補助が多くなりましたので、災害という面で、今、太陽光をつける方が多くなってい

ますので、今後はつける方が少し増えていくと思っていますが、根本的には設置費が高い

という課題があります。 

 ただ、壁につけるとか、ガレージの上につけるとか、簡易なものが出てきていますし、

将来的に、技術的につけやすくなっていくと、札幌であっても太陽光発電で家庭に普及し

ていくことにもなりますので、ここは技術の進歩といいますか、技術革新に期待している

ところです。 

 太陽光については以上です。 

○武部委員 今の太陽光発電ですが、普及ということから言うと、北海道以外は、経産省

のＺＥＨという補助金事業で一気にうわっと広がったわけです。 

 地域的には、西日本はＦＩＴで初期投資が回収されやすい。要するに、補助金が前提に

なって、初期投資とのバランスがとれます。 

 北海道の場合は、今おっしゃったように、技術的な問題、特にフラットの屋根が多いの

で、それに対して架台を載せて設置しますので、、水漏れとかいろいろな技術的問題があ

りますし、お金の問題もあります。ですから、民間の住宅に太陽光を載せていく場合に、

前回もお話ししたように、北海道独自の評価でもって後押しするという総合的な考えでい

かないと、ただ単に全国と比較して普及率が少ないというだけではうまくいかないと思い
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ます。地域特性を活かした太陽光の使い方という技術的な面の検討が必要です。太陽の光

エネルギーを電気に変え、その電気から熱にするのではなく、太陽エネルギーをそのまま

熱で取り込んで熱で使うという技術的な課題も検討すべきだと思います。 

 そのあたりの支援策も含めてぜひ考えていただければと思います。 

○菊田副会長 北大の菊田です。 

 私も、先日、ＮＥＤＯの事業だったのですが、公立の学校でＺＥＢができるかという検

討で札幌市の教育委員会にヒアリングに行ったときに、以前、新築はほとんど太陽光発電

を導入していたのですが、最近ですと、太陽光発電パネルを乗せないケースが多いという

ことを伺って、少し驚きました。 

 前市長の意向もあったという話を聞いていますが、これから札幌市が所有していく施設

で太陽光発電をどれだけ展開していくのかというのは個人的に気になっています。 

 また、武部委員がお話しされた太陽熱としての利用というものがありまして、一番効率

的なのは、室内がオーバーヒートにならないように効率よく日射熱を取り入れることで、

住宅の暖房負荷を減らしていく、そういった直接的な利用もあるのですが、例えば、住宅

の性能がよくなると熱負荷の主体は換気によるものが相対的に大きくなります。ちなみに、

換気の際に太陽熱を利用する技術などがあり、幾つか事例が出てきているのですが、給湯

による利用とは異なり、設計の際に省エネ技術として全く評価されていません。そういっ

たところもきちんと評価してあげると、札幌市として雪が乗ったら難しいかもしれません

が、乗らないような利用の仕方においては、太陽熱をきちんと評価してあげるというのは

再エネとしての利用価値が十分あると思っております。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

○高橋委員 林業関係の質問があったと思いますので、林業の現状を言いますと、北海道

は、森林面積は多いのですが、出口側がなかなかなくて、昔のイメージですと、製紙会社

の需要が多くて、極端なことを言うと、昔は、木を切ったうちの６割くらいが製紙向けで

した。ですから、例えば円高になると製紙会社ではなかなか原木を買ってくれません。で

すから、木を切りたくても切れないという状況がしばらく続いていまして、それに対して

出口を増やそうという形で発電が増えました。ですから、製紙会社の原料と発電が大体同

じようなグレードになっています。 

 木材の利用として、先ほどＦＩＴ制度でいいますと、３２年材という間伐材は、証明が

必要でして、国有林は国で売買契約でいいのですが、民有林というのは、森林経営計画と

いうものがありまして、切ったら植えるのが鉄則です。切りっ放しですと昔に戻ってしま

いますので、その森林計画に乗った材でなければ３２年材にはなりません。 

 バイオマス事業者認定証、要するに、トレーサビリティーがとれるところが切って、そ

ういう形でおりている形でないと認証は出ません。 

 発電をやっている皆さんは大手さんですから、その辺はしっかり見ています。極端なこ

とを言いますと、開発行為から見ると、山から切ったら、切ってしまえばわからないので
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すが、その辺はある程度管理していますので、それが余分なことをやると大変なことにな

ります。そういう意味で管理をして、不法伐採という形で発電では使われていないと思い

ます。それをやると大変なことになるので、しっかり管理はされていると思います。 

 それから、チップ関係ですが、札幌でいいますと、札幌駅の北口に熱供給公社さんがあ

ります。それから、Ｊファームという植物工場があるのですが、そこにも我々はチップを

入れています。それは、基本的に競合する燃料は、解体材といいますか、建廃のチップに

なるものですから、コスト的には高くできないということで、基本的には林地未利用材で

すね。先ほども言いましたが、製材で使えるもの以外の枝や末木を使っております。それ

も倒木とはちょっと違う形で、今まで山に残されたものを使っております。 

 バイオマス発電のほうでも、丸太形状だけではなくて、林地未利用材も証明が出れば３

２年材という形で、１割、２割、極端に言うと３割くらいは林地未利用材を使えるような

形になっています。 

 あとは、北海道の林業というのは、昔は鉱山がありまして、その坑木にカラマツを植え

たのですが、カラマツの伐期のピークは四、五年前に終わりまして、今はトドマツが伐期

を迎えております。 

 ですから、私どもの隣の苫小牧バイオマス発電では、年間７万立方メートルくらい集め

ているので、そのうちの６割がトドマツで、２割がカラマツで、残りが道南スギという構

成になっています。カラマツは余り燃料としては使われていません。カラマツは、針葉樹

合板という合板があるのですが、トドマツよりもカラマツの方が強度がありますので、合

板向けに、輸出ではなくて移出という言い方をするのですが、北海道から東北の合板工場

に出されているものが多いです。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 そのほかにいかがですか。 

○石村委員 太陽光発電が一般家庭に随分普及したという感じがしております。 

 ただ、太陽光発電もいろいろな欠点が盛んに出るようになってきまして、業者の倒産率

がかなり多いということも聞いております。 

 そこで、私から提案をしたいのですが、これから年間を通じて活用できる地熱発電が主

流になるのではないかという気がしております。 

 実際、私は素人で詳しいことはわからないのですが、年間でこれを十分活用できること

がもしあって、そういう知識のある方からご説明いただければありがたいと思います。 

○柴田会長 今、地熱というところについては、大規模なものは、先ほどご説明いただい

た北電が森町でやっている地熱があります。それから、最近は温泉熱を利用した発電が結

構あります。 

 地熱という考え方で言うと、地中熱という取組があります。地中の温度は常に一定なの

で、そこからの空気をうまく使うとエネルギーを抑えられます。冷房でも暖房でも使える

ということで、地中熱の利用も最近はいろいろなところで行われています。 
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 総称して、どこまでが地熱の範囲になるのかというところはありますが、地中にある熱

をいろいろな形で利用するという意味では、今のような大規模なところから地中熱みたい

なところまで、幅広くいろいろな形で取組が進んでいる現状にあります。 

○石村委員 今後、一般家庭に活用できる可能性があるのかどうかを確認したいと思いま

す。 

○柴田会長 地中熱は、今も家庭で使われている方はいらっしゃいます。パイプを埋めて、

そこから出てくる空気を住宅に回すと、夏は冷たい空気が出てきますし、冬になると一定

の温かさの空気が出て、それを加温するとかいろいろな形で利用するというものは既に一

般家庭にある程度導入されている状況です。 

○菊田副会長 アースチューブのような空気を介して地中熱を利用するもの以外にも、ヒ

ートポンプシステムを利用したものがあり、北海道の地中熱ヒートポンプの設置件数や累

計設備容量は、日本の中でトップです。 

 そのシステムを簡単に説明しますと、深いものだと、１００メートルくらい掘って、冷

媒を回して熱をくみ上げて、最終的にその熱をヒートポンプで所定の温度に上げて、暖房、

給湯で利用するシステムです。 

 札幌の地中温度は安定して７度か８度くらいで、そういうところから熱をくみ上げてい

くのですが、当然、くみ上げ過ぎると地中の温度が下がります。地下水などがあると地中

の温度は安定するのですが、いずれにしてもコスト高が大きな課題です。 

○武部委員 具体的に言いますと、例えば、地中に地耐力がないところに杭を打ちます。

その杭の中にパイプを入れて、今言ったような冷媒とか水を入れて、そこから一定の温度

のものをくみ上げて、ヒートポンプで回します。これが個人住宅レベルで地中熱を使う一

番オーソドックスなやり方です。 

 年間を通して非常に安定しているのですが、他のヒートポンプよりお金がかかります。

ただ、非常に長期にわたって安定的にとれるので、イニシャルコストさえカバーできれば

非常にいい熱の取り上げ方なのです。そのイニシャルコストに国も含めて何らかの支援を

していますが、札幌市はしていませんね。まだまだ普及は少ないのですね。 

○柴田会長 ほかにいかがでしょうか。 

○大内委員 ちょっと抽象的な話になるかもしれませんが、皆さんはもうご存じかと思い

ますが、今、ＳＤＧｓという考え方がかなり広がってきて、札幌市も大変取り組まれてお

りまして、我々の団体でも勉強会を開いています。 

 将来にわたって、２０５０年に向けてもそうですが、持続可能なという視点を必ず入れ

ていただきたいと思っております。一時的によくても、それが持続しないものであれば、

結局、将来に何か禍根を残してしまう可能性があるので、将来以降も残る形で、現状と同

じ生活、環境が残るような状態で目標数値をクリアできればいいなと個人的に思っていま

す。 

 これからいろいろな技術が出てくると思いますが、必ず持続可能なということを考えた
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上で施策の取り込んで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。 

 田原委員、お願いします。 

○田原委員 先ほど、資料でも横浜市と東北市町村で協定している、北海道を札幌市が先

導してほしいという話をしたのですが、そこで小売事業を誰がやるのかというところで、

地域新電力を札幌市でも検討されていると思います。小売事業の新電力会社を自治体が先

導してやるのか、民間が先導して自治体が出資をするとか、いろいろなやり方があるかと

思いますが、やはり公共的な自治体が関わるというところで、公共サービスにつなげられ

るというところが大きいです。 

 有名なところでは、福岡県の宮前市さんが高齢者の見守りサービスや電気料金のポイン

トを商店街で使えるとか、そういったところにもつなげている例がありますが、ぜひ電気

の小売というところを先導して、公共サービスにつなげながら地球温暖化、再エネを北海

道から集めてくるという仕組みづくりを積極的にお願いして、一緒に考えていきたいと思

っております。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 お二人のご意見は、単なるエネルギー供給だけではなく、地域全体の課題も含めて解決

する関係のほうに持っていく、それが持続可能というところにつながるのだと思って聞い

ていました。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 高橋委員に逆質問したいのですが、今の話の関連で、

エネルギーもそうですけれども、木材、木質のバイオマスの製品利用という話も先ほどち

らっと出ていまして、持続可能ということでいくと、家で使うとか、家具で使うとか、い

ろいろな製品として使うことがあって、さらに林地残材を燃料で使うということが持続可

能なのかと思うのですが、製品利用のほうの今後の可能性、見通しみたいなものもできれ

ば温暖化の中で少し触れたいと思うのですが、その辺について最近の情報があれば教えて

いただきたいと思います。 

○高橋委員 木材のカスケード利用が一番理想ですが、北海道は先ほど言いましたように、

大径木、柱とかはりを挽く工事はほとんどないのです。こん包材とか羽柄材という中小径

木を挽く工場が多いのです。 

 そこで、今、問題になっているのは、小径木、中小径木から挽く発電を含めてあるので

すが、一番いい大径木を挽く工場がなくなります。では、大径木を燃やすかという話には

ならないので、ＣＬＴとか２×（ツーバイ）ができないかとか、一番太い材を使う用途が

北海道ではまだまだ開拓されていないのです。俗に言う建築向けの一般材と燃料の両方に

需要がないと両輪にならないので、変な方向に向いていきます。何でもかんでも燃やせば

いいというのは本末転倒で、あくまでも使われない未利用材というのがＦＩＴの大原則で

すが、今、北海道はそれが問題になっています。一番太い材を、家などに使う材を使うと

いう出口がなかなかないところです。 
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○武部委員 今の話の追加になりますが、まさにそれは我々側が問われている問題です。 

 カラマツも６０年くらいになると大きな径になっていきます。しかし、そのままでは使

われないから細かく切って集成材にしたり、ＣＬＴにすると、歩どまりが下がってしまう

のです。大径木は大径木のままで使えるのが一番いいのです。ただ、それをどう使うか、

はり、柱、そのときの一番の障害は乾燥です。断熱、気密の室内環境で大径木を使うと、

収縮したり割れたりします。それによって、外壁面に動きが出ますと、せっかく丁寧に入

れた断熱材や気密材の精度が落ちます。そういうことを恐れて、せっかくの大径木を集成

材みたいなものにしてしまうのです。 

 ですから、今、３.５寸（１０５ミリメートル）の角材（柱材）は旭川の林産試験場で十

二、三パーセントまでの乾燥材ができています。コアドライ材と言いますが、これは値段

が少し高いのですが、それと同性能の梁などの開発が遅れています。しかし、そういう材

料があったとしても、それをデザイン上、美しく見せた小屋組みができる大工がいるかど

うかです。全部を金物でつないでしまうと、それを見せるメリットが出てこないわけです。

そういう川下の使い勝手がきちんとできることによって、川上に金を返すことができます。 

 そのように、非常に複合的な問題があります。ですから、最終的には人を育ててハウス

メーカーができない仕事を地域の工務店ができる、そこに地元の大径木の木材を使という

ことが大切になるのです。 

 今、中径木も大径木も値段は一緒です。逆に言えば、大径木のほうが安い場合もありま

す。それだと林業は成り立たないわけです。そういうところの何かの後押しですね。これ

は道庁にも言っていますが、必要なことだと思います。 

 しかし、それは、先ほど出た単なる性能、数値の問題だけではなくて、暮らし方とか、

ソフトの部分、エネルギーのパッシブな部分をどう取り扱うという問題ですが、これは協

議会全体の方向性にもかかわってきますので、そういうことも含めて議論をしないと、一

つ一つの課題ではなかなか解決ができないと感じました。 

 最後ですが、今日はこの資料を使うというお話がありまして、ちょっと読んできたので

すが、ＣＯ２削減ということから言うと、現在、原発が止まっています。原発が止まってい

る前提でこの協議会の議論がなされていると思うのです。 

 しかし、政治的な問題で原発が仮に動き始めたら、原発から出た電力を加味して計画を

変えていくのか、数値目標をダウンさせていくのか、原発には関係なく、この計画のまま

でいくというのか、基本的なことを確認させていただきたいと思います。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 明確にそこを決定してこうだという方針はないので

すが、従来から原発に依存しない社会を目指すというのが議会でもあり、札幌市の見解で

もありますので、その流れで、今、改定を目指している温暖化計画は原発による電気は見

込まず、再生可能エネルギーの普及ということで８割の普及を目指していく考えでおりま

す。 

○柴田会長 ありがとうございます。 
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 今、武部委員と高橋委員から話を聞いていて、基本的な方向として、いろいろな課題は

あると言いましたが、木を使うという方向に持っていくのは重要だということですね。 

 この政策の中にも、市の建物を改築する場合はできるだけ木を使っていくという方向性

は必要ではないかと思います。 

 そんなことはよろしいのですか。 

○武部委員 まさにそうだと思います。 

 それに対して、市民的なコンセンサスを得るような、いろいろな施策を同時に進めてい

かなければ、見た目はお金がかかってしまう部分がどうしてもありますから、これはいい

というソフトの部分も両輪で動かしていかなければ、お金だけで計算していくとなかなか

成り立たない部分があると思います。 

 具体的なことを一つ言うと、使うのが前提で木を回していくのですが、先ほど言いまし

た燃料に関しては、バイオマスであるペレットも製造時にはＣＯ２を出しています。住宅内

で使うエネルギーには電気、灯油、ガスなどがありますが、一般の方みずからがつくり出

せるエネルギーはまきしかないのです。まきは、熱もとれるし、光もとれるし、お湯もと

れます。 

 ただ、買うと一番高い燃料です。でも、自分で割って使うとただです。ですから、その

部分をうまく回していくことによって、未利用材も含めてＣＯ２を出さない自分の飯代くら

いでできるエネルギーです。 

 そういう小さいところも含めて、市民も含めてみんなで一緒にやろうとか、自分でつく

ろうというアピールの部分は、とても大切な活動だと思います。 

○高橋委員 私は、地域材委員というものをやっていまして、道産材を非住宅で活用しよ

うということで事例集を５年前からやっています。 

 今回は、先ほど言いました森林環境譲与税がありまして、市町村の自治体さんのほうで

公共施設をつくる一つのアイテムになってほしいということで、写真と法規上の問題など

を１冊の本にまとめております。これができ次第、各市町村に配付しようと思います。そ

れを使っていただければ、いい実例集が出てきますので、使い勝手がよくなると思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 社会的なインフラ、建物などは、ある年数までは必ずもってしまうので、建て替え時に

はできるだけ断熱性を高めて省エネルギーにすると同時に、木を使って、そこに一定のＣ

Ｏ２のストックをさせるというやり方はすごく効果的だと思います。一度建て替えられる

と、あとは１０年くらいはそのままの状態になるので、そういった社会的インフラの入れ

替え時にはできるだけ今のような省エネと木を積極的に利用する政策の方針も一つ重要か

というふうに話を聞いていて思いました。 

 予定の時間が結構過ぎておりますが、そのほかにいかがですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 今まで一通り分野ごとにご議論を進めてきました。今後の進め方も含めて、
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事務局から連絡などはありますか。 

 

  ３．そ の 他 

○事務局（布見主査） 事務局の布見でございます。 

 ただいま、第２回の資料２としてお配りしました札幌市温暖化対策推進計画の改定スケ

ジュールの紙をお配りしております。 

 次回につきましては、第５回の会議となりまして、５月中に開催したいと考えておりま

す。 

 詳細な日程、場所等につきましては、メール等で日程調整をさせていただいた上でご連

絡させていただきたいと思います。 

 このスケジュールの紙は、第２回のときにお配りしたものと一緒になりますが、第５回

というところでは、素案の確認がメーンと書いております。 

 この素案は、第２回から第４回まで委員の皆様方にご協議いただいた内容を反映させた

ものをこちらのほうで取りまとめたいと思っております。それについてのご意見をまたい

ただくことを考えております。 

 もう一つ予定している議題は、２０１７年度に札幌市が排出した温室効果ガスの排出量

が今年度まとまりましたので、それについての進行管理報告書の概要を皆様にご説明させ

ていただきたいと思います。この二つが主な議題となる予定でございます。 

 それでは、本日もどうもありがとうございました。 

○柴田会長 今、スケジュールということでご説明がありましたとおり、５月に第５回目

を開催するということです。その際に計画素案が示されるという予定なのでその素案につ

いて皆さんと意見交換をしていくことになると思います。また、５月によろしくお願いい

たします。 

 

  ４．閉  会 

○柴田会長 それでは、これをもちまして、第１１次札幌市環境保全協議会第４回会議を

終わります。 

 本日は、皆さん、ご苦労さまでした。 

                                  以  上   


