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日 時：２ ０ １９ 年 ６ 月 ２ ６ 日 （ 水 ）午 後 ２ 時 開 会 

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 

○柴田会長 本日は、ご多忙の中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから３月以来ということになろうかと思いますが、第

１１次札幌市環境保全協議会第５回の会議を開催してまいりたいと思います。 

 まず、新年度となりまして、委員の変更がありますほか、事務局のほうも新たな異動が

あるようですので、それを含めて事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） 環境計画課長の松本でございます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 最初に、所属団体の人事異動に伴います環境保全協議会委員の改選につきましてご報告

申し上げます。 

 資料の２枚目の委員名簿をご参照いただければと思います。 

 これまで委員をお引き受けいただいておりました三井住友海上火災保険株式会社の若松

委員が人事異動により退任されまして、新たに井上委員にご就任いただくこととなりまし

たことをご報告申し上げます。 

 なお、本日、井上委員はご欠席でございます。 

 また、今年度、４月の人事異動に伴いまして、私ども事務局につきましても変更がござ

いましたので、ここで改めて異動者から自己紹介をさせていただきます。 

○事務局（金盛計画係長） 環境計画課計画係長で参りました金盛と申します。 

 もう一つの会議体である環境審議会と環境基本計画の進行管理を担当させていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（山西調査担当係長） 環境計画課調査担当係長の山西と申します。 

 昨年は自動車環境担当係長として、第２回協議会の中で運輸部門の２０５０年を見据え

た取組について、いろいろと意見交換をさせていただきました。 

 今年度は、札幌市温暖化対策推進計画の改定と進行管理を担当しております。また、こ

の協議会の事務局も担当しております。よろしくお願いいたします。 

○柴田会長 続きまして、本日の出席状況及び配付資料につきまして、事務局から確認を

お願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） それではまず、出席状況につきまして報告いたします。 

 本日は、欠席の委員が８名おられます。株式会社有我工業所の有我委員、三井住友海上

火災保険株式会社の井上委員、中道リース株式会社の梶委員、株式会社フレイン・エナジ

ーの小池田委員、株式会社イワクラの高橋委員、一般社団法人北海道ビルダーズ協会の武

部委員、マックスバリュ北海道の玉生委員、株式会社北洋銀行の宮内委員の以上、８名か

らご欠席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１７名でございまして、本日は９名ということで過半数の方に

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、会議が成立していることを最初にご報告いたします。 
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 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。 

 お手元の資料をご確認いただけますでしょうか。 

 上からＡ４判１枚物の次第、次に、委員名簿と座席表で、Ａ４判１枚物の両面印刷のも

のでございます。その次が資料１、札幌市内の温室効果ガス排出量と各部門における対策

の実施状況で、Ａ３判１枚物で両面カラー印刷のものでございます。その次が資料２、札

幌市温暖化対策推進計画の改定方針についてで、Ａ３判の片面カラー印刷の２枚物でござ

います。この他に、参考資料１として札幌市エネルギービジョン・札幌市温暖化対策推進

計画の進行管理報告書（案）、参考資料２として第１１次札幌市環境保全協議会の活動内

容について、参考資料３として札幌市温暖化対策推進計画の改定スケジュールについて、

参考資料４として本協議会の２回から４回までの主な意見をまとめたものを配付しており

ます。 

 資料が足りない方はおられますか。大丈夫でしょうか。 

 なお、毎回のことでございますが、会議につきましては、議事録作成のため録音をして

おりますので、ご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、よろしく

お願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

  ２．議  事 

○柴田会長 それでは、早速議題に入ってまいりたいと思います。 

 まず、一つ目の議題ですが、札幌市温暖化対策推進計画の進捗報告についてです。 

 まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（山西調査担当係長） 改めまして、調査担当係長の山西と申します。 

 実際の進行管理報告書（案）は参考資料１の冊子となっていますが、ボリュームがかな

りありますので、その概要について資料１でご説明させていただきます。 

 まず、１番の札幌市温暖化対策推進計画の進行管理についてですが、札幌市では、法律

に基づきまして温室効果ガスの排出抑制を行う温暖化対策推進計画を２０１５年３月に策

定しています。 

 この計画に基づきまして、様々な温暖化対策を実施するとともに、各種統計データから

温室効果ガス排出量を推計して、毎年度、進行管理報告書を作成しています。 

 この進行管理報告書に対して、協議会や審議会でご意見をいただきまして、今後の対策

につなげていこうという流れとなっています。 

 今回説明する進行管理報告書についてはホームページ等で公表し、市民や事業者の皆さ

んと共有することになっています。 

 今回の進行管理報告書は、札幌市エネルギービジョンという札幌市の別の計画の進行管

理報告書も兼ねていまして、エネルギーの有効利用やエネルギー転換の推進を基本的な方

向性として策定したものとなっています。エネルギー施策と地球温暖化対策は密接な関係
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があり、相互に連携した取組をするという視点から、平成２７年度の速報値、平成２５年

度の確報値から一つの進行管理報告書として取りまとめています。 

 ２番をご覧ください。 

 札幌市内の温室効果ガスの総排出量と計画の進捗状況についてですが、札幌市温暖化対

策推進計画では中期目標と長期目標を掲げています。 

 中期目標は、２０３０年に、温室効果ガス排出量を９０年比で２５％削減、排出量でい

うと７０１万トンを目標として掲げています。長期目標は、２０５０年に９０年比で８０％

削減、排出量でいうと１８７万トンを目標として掲げています。 

 現在、最新値として２０１７年のデータを推計していますが、２０１７年は１，２１３

万トン、９０年比で３０％増加している状況となっています。 

 ２０３０年の中期目標の達成のためには、今後、２０１７年比で約４割削減する必要が

ある状況となっています。 

 図３のとおり、家庭が４割、業務が３割、運輸部門が２割という状況となっていて、温

室効果ガスの約９割を占める家庭、業務・産業、運輸部門の対策が重要となっています。 

 続いて、右側の３番をご覧ください。 

 家庭部門のＣＯ２排出と対策の実施状況についてです。 

 家庭部門については、２０１７年のＣＯ２排出量は９０年比で４９％増加している状況

となっています。 

 ２０３０年の中期目標の達成のためには、今後、２０１７年比で約半分にする必要があ

る状況となっています。 

 家庭部門のＣＯ２の増加、減少の要因ですが、まず、減少の要因としては、１世帯当たり

の電力消費量が２０１２年比で９％減少しております。 

 また、熱利用エネルギー、主に暖房や給湯ですが、こちらのエネルギー消費量は２０１

２年比で２０％減少している状況となっています。 

 一方、増加要因としては、市内の世帯数が２０１２年比で４％増加している状況となっ

ています。 

 表１をご覧ください。 

 家庭部門のＣＯ２削減に向けた主な取組として、計画では３点を記載しております。 

 まず、高断熱・高気密住宅の普及ということで、札幌版次世代住宅基準に適合する戸建

新築工事や既存住宅の省エネリフォーム工事に対する補助等を行っています。 

 次に、省エネ・再エネ機器の普及ということで、太陽光発電、省エネ機器や燃料電池機

器等の導入に対する補助制度と普及に向けた普及啓発を行っております。 

 ３点目が省エネ行動の実践ということで、家庭のエネルギー使用量を見える化してアド

バイスを行う「うちエコ診断」の実施や総合環境イベントである環境広場さっぽろの開催

などを行っています。 

 表２をご覧ください。 
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 この計画では、取組の実施によるＣＯ２削減効果を把握できるものとして成果指標を設

定し、毎年度、市民アンケートや事業者のヒアリング、統計データなどを集めて成果指標

の達成状況などを見ています。 

 新築戸建住宅の札幌版次世代住宅基準の適合割合は、現在、集計中ですが、昨年度の数

字を見ていただくとわかるとおり、１００％の目標に対して５３．８％と半分以上進んで

いる状況となっています。 

 一方、高効率給湯機器や高効率暖房機器の設置割合、太陽光発電の導入量、分散型電源

システム、コージェネレーションシステムとしてコレモやエネファームといった製品があ

りますが、これらの発電量が中期目標に対してなかなか進んでいない状況となっています。 

 環境配慮行動の実践率、いわゆる省エネ行動については、２０３０年に９０％を中期目

標として掲げていますが、２０１２年からほぼ横ばいの状態となっています。 

 家庭部門については以上となります。 

 続いて、裏面をご覧ください。 

 業務・産業部門のＣＯ２排出と対策の実施状況についてですが、最新値の２０１７年度

は、１９９０年比で４２％増加している状況となっていて、２０３０年中期目標達成のた

めには、今後、２０１７年比で３９％削減する必要がある状況となっています。 

 こちらの減少要因としては、床面積１平米当たりの電力消費量が２０１２年比で６％減

少していることがあります。また、熱利用エネルギー、主に暖房に使われる熱源が２０１

２年比で５％減少しています。 

 一方、増加要因としては、札幌市内の業務系の建築物、オフィスビルや商業施設、ホテ

ルなどの延べ床面積が２０１２年比で４％増加している状況となっています。 

 表３をご覧ください。 

 業務・産業部門のＣＯ２削減に向けた主な取組ですが、まず、省エネ・再エネ設備の普及

ということで、家庭部門と同じように、太陽光発電や省エネ設備の導入に対する補助を実

施しています。 

 二つ目の省エネ行動の実践については、経営者向けのセミナーやビルのメンテナンス技

術者向けの技術講座で市有施設の省エネ事例等を紹介したり、事業者と施工業者をつなぐ

省エネ総合窓口の開設や運営の支援などを行っています。 

 三つ目の環境産業の振興と人材育成については、積雪寒冷地向けの環境エネルギー技術

の開発支援や開発した技術の販路拡大の支援、また、事業者向けの省エネルギー技術講座

や実地講座の開催などを行っています。 

 四つ目のエネルギーネットワークとは、地域熱供給の熱導管や電力網をネットワーク状

に整備し、通信技術を用いて効率的なエネルギー利用を図るシステムのことをいいます。

これについては、昨年度、札幌都心エネルギーマスタープランを策定しまして、今年度は

アクションプランの策定を進めています。 

 表４をご覧ください。 
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 業務・産業部門に対する成果指標ということで、家庭部門と同様に成果指標を示してい

ます。こちらも、２０３０年の中期目標に対する２０１７年の現状は、取組がなかなか進

んでいないところがあり、さらなる取組が必要な状況となっています。 

 右側の５番、運輸部門のＣＯ２排出と対策の実施状況についてご説明いたします。 

 最新値、２０１７年のＣＯ２排出量は１９９０年比で２％増加しています。２０３０年の

中期目標達成のためには、今後、２８％削減する必要がある状況となっています。 

 減少要因としては、自動車１台当たりのエネルギー消費量が２０１２年比で４％減少し

ています。一方で、増加要因としては、自動車の台数が２０１２年比で４％増加していま

して、車の台数が増えているといった状況となっています。 

 表５をご覧ください。 

 運輸部門のＣＯ２削減に向けた主な取組としては、次世代自動車の導入ということで、電

気自動車や燃料電池自動車など、次世代自動車の導入に対する補助を行っています。また、

水素ステーション整備の補助、水素エネルギーや燃料電池自動車の普及啓発などを行って

います。 

 二つ目はエコドライブの推進ということで、市内事業者向けの運転診断機器の貸し出し

やセミナーの開催、運転指導者向けの講習会等を行っています。 

 三つ目の公共交通の利用促進ですが、小学生を対象とした交通環境学習の実施や「さっ

ぽろえきバスナビ」という札幌周辺の公共交通の乗換案内の運営、バスロケーション機能、

バスが今どこを走っているかということをインターネット上に載せる機能の追加などを行

っています。 

 表６をご覧ください。 

 次世代自動車の導入台数について、２０１７年は１１．９万台ですが、現在は年間で１．

５万台くらいのペースで増えている状況で、このままのペースでいけば、２０３０年の中

期目標は達成できる見込みとなっています。 

 エコドライブの実践率について、乗用車に関しては、中期目標を既に達成している状況

ですが、貨物については、中期目標の達成までにもう少し取組が必要といった状況となっ

ています。 

 公共交通に対する満足度については、２０１２年度から減少傾向となっていまして、２

０３０年中期目標の９０％までには、さらに取組が必要な状況となっています。 

 以上、簡単ではありますが、札幌市温暖化対策の推進計画の進行管理についてご報告さ

せていただきました。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 今、我々が検討しているのは次の温暖化対策推進計画についてですが、現行の温暖化の

推進計画に基づいてＣＯ２の排出状況や対策の実施状況などについて中間的に報告いただ

きました。 

 温暖化対策の場合はデータが揃うのが遅いこともあり、通常の計画であれば２０１８年
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度末でまとめられるところが２０１７年度末の取りまとめという形になるのですね。 

○事務局（山西調査担当係長） はい。 

○柴田会長 ただいまの説明に関しまして、何かご質問、ご意見等がございましたらお願

いいたします。 

○石村委員 家庭が二酸化炭素ガスの排出量が一番多いと思うのですが、今の説明を聞い

ていますと、削減が横ばいということでした。家庭では余り進んでいないという説明でし

たけれども、この理由としてどういうことが考えられるのか、それに対して今後どうすれ

ばいいのか、その辺を説明していただければと思います。 

○事務局（山西調査担当係長） 家庭部門については、資料の図４をご覧いただきたいの

ですが、エネルギーの消費量自体は、計画を策定した２０１２年の段階から、横ばいとは

言いながらも少しずつ下がってきている状況となっています。 

 各ご家庭での省エネ行動や設備機器の更新による燃費の向上、建物の断熱改修などでエ

ネルギーの消費量自体は減っているところですので、少しずつ取組が進んでいる状況と考

えています。 

 一方で、増加要因の中にあるように、札幌の人口の自然増や世帯数が徐々に増えてきて

いることがありまして、全体としては順調に進んでいるとは言えません。また、設備につ

いては、大体１５年くらいで更新されるので、取組が少しずつ進んでいくとは思っている

のですが、更新サイクルの長い建物の躯体の高断熱・高気密化などの対策は、まだまだ進

めていかなければいけないと考えているところです。 

○石村委員 今後、大型の団地などは恐らく建て替えになってくると思うのです。札幌で

すと、例えば、一番大きいもみじ台などは、５階建ての建物が１４０棟以上あります。こ

ういうものが建て替えになってきた場合、このＣＯ２の削減とどのように関連づけていくの

か、将来的な考えがもしあれば説明していただきたいと思います。 

○事務局（山西調査担当係長） 私どもは環境局の職員ですが、都市局という市営住宅を

管理している別の部署がありまして、市営住宅について、これから更新の時期を迎えるた

めに、順次建て替えをしていかなければいけないと考えていると聞いています。 

 表１に、市営住宅をモデルとした集合住宅の高断熱改修工事及び効果検証とあります。

建物自体は、実際に３０年から５０年と長くもちますので、今後、既存の集合住宅の断熱

改修をするとき、あるいは建て替えをするときに、断熱性能を高めるという方向で検討が

進められている状況となっています。 

○柴田会長 他にいかがですか。 

○名本委員 市民委員の名本です。 

 今の時点での２０３０年の数値に関して、わかりづらいところはいろいろとあるのです

が、それ以前に、今聞いた説明の中で、一つ質問いたします。 

 資料１の①の下にある新築戸建住宅の札幌版次世代住宅基準の適合割合と、新築に関し

ては載っているのですけれども、施策の中では、たしか既存住宅の建て替えなど改築をか
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なり見込んでいると思います。その辺の既存住宅の札幌基準に対する適合具合はどのよう

に進んでいるのか、わかりますでしょうか。 

 もう一点は、次の資料１の②の公共交通に対する満足度が余り増えていないのが気にな

っています。これは将来に関わる話ですから、どういうことなのか教えていただきたいと

思います。 

○事務局（山西調査担当係長） まず、１点目の新築以外の既存住宅に対する省エネの部

分を見込んでいるが、数字はどうなっているかというところですが、今、手元にそういっ

た資料がございませんので、会議が終わった段階で確認しまして、情報提供をさせていた

だければと思います。 

 ２点目の公共交通の満足度についてですが、札幌市にはまちづくり戦略ビジョンという

最上位の総合計画がありまして、毎年、そちらで公共交通の満足度について市民の皆様か

らアンケートの回答をいただいて、満足度について集計しています。 

 満足度が上がっていない理由としては、細かい分析ができていないところが正直なとこ

ろですが、よくある話としては、冬場にバスが時間どおりに来ないといったところなどが

一つの課題と考えています。 

 それに対しては、先ほどご説明しました表５の公共交通の利用促進のところに、バスロ

ケーション機能ということで、バスが今どこを走っていて、何分遅れているかということ

がわかる機能を充実させて、満足度を少しずつ上げていきたいと考えているところです。 

○柴田会長 他にいかがですか。 

 私から一つ提案したいのですが、資料１の②の運輸部門の最後にある成果指標の表です

けれども、こちらの次世代自動車導入台数についてです。 

 台数という見方もあると思いますが、どれくらい普及したかという普及率的な見方もあ

ると思います。年度によって総台数が変わってくると思いますので、単純に横と比較でき

ない部分があると思います。 

 ですから、次世代自動車が全体に対してどれくらい普及しているかという割合も一つの

指標になり得る気がしますので、ご検討いただければと思います。 

○事務局（山西調査担当係長） ありがとうございます。 

 参考情報ですけれども、今の次世代自動車の導入台数は１１．９万台となっていますが、

これに対して札幌市内の総台数は、２０１７年末時点で１０３万６，０００台です。これ

が１０３．７万台となっても、普及率で言いますと１０％くらいで、１０台に１台が次世

代自動車にかわっているという状況となっています。 

○柴田会長 そのほかにいかがでしょうか。 

○里見委員 確認ですけれども、次世代自動車というのはプラグインまでを言うのですか。 

○事務局（山西調査担当係長） 次世代自動車については、ハイブリッド自動車、クリー

ンディーゼル自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、さ

らにバイオディーゼルなども含めて次世代自動車という定義づけで集計を行っています。 
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○菊田副会長 北大の菊田です。 

 資料１の①、表２の中に新築戸建住宅の札幌版次世代住宅基準の適合割合とありますが、

先日２０２０年における住宅の省エネ基準の義務化が先送りになりましたね。今、札幌版

の下限値と国で義務化にしなかった下限値はほぼ一緒なので、将来的に国が省エネ基準と

して義務化にしてしまえば、この基準の適合割合は必然的に１００％になります。 

 その下に高効率の機器設置の割合と書いてありますが、こちらは全世帯に対する割合み

たいなもので、札幌版次世代住宅基準の適合割合ということについてもそういう言い方が

あるのではないかと思います。例えば、札幌市内の全戸建住宅に対するスタンダードレベ

ルの適合割合が数十％を目標にするとか。 

○事務局（山西調査担当係長） ありがとうございます。 

 まず、ここで言っている札幌版次世代住宅基準の適合割合ですが、お手元にある札幌市

温暖化対策推進計画の４４ページに、評価基準について書かれています。 

 新築住宅の等級ということで、上から順に、トップランナー、ハイレベル、スタンダー

ドレベル、ベーシックレベル、ミニマムレベルという五つの段階を踏んでいます。ミニマ

ムレベルというのは国の基準で、省エネ基準を達成しているところになっており、表２に

示している札幌版次世代住宅基準の適合というのは、ベーシックレベル以上のものを設定

しております。 

 ですから、国の基準に適合した場合であっても、ベーシックレベル以上の基準に適合し

ていない場合もありますので、国の省エネ基準よりも高いレベルで適合を求めているとこ

ろとなっています。 

 全体に対するどれくらいの割合かというところは、確かに他の機器の割合などで見せ方

もあると思いますが、既存のものは状況がなかなか把握しにくいこともありますので、ま

ずは入り口側として、新築から手をつけていくことから始めているところがあります。２

０３０年、２０５０年に向けてこれから進めるところですが、まずは新築に対応して、そ

の後、既存に対してどうやっていくかというところが一つの課題と考えています。 

○菊田副会長 ありがとうございます。Ｑ値ベースで１．６をクリアするような家をつく

るという意図かと思っていたのですけれども、札幌市は、１．３という高いレベルで１０

０％を求めているということですね。 

○事務局（山西調査担当係長） はい、そうです。 

○菊田副会長 それは非常に良いことで、私としても応援したいですし、そのためにも何

か手当をいろいろと考えていかないといけないということですね。 

○事務局（山西調査担当係長） そうです。 

○菊田副会長 わかりました。 

 １００％というのは目標として高過ぎるという気がして、質問させて頂きました。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 補足ですけれども、これを１００％にしたのは、住

宅側で持っている住宅マスタープランの中で、ベーシック以上で１００％にするという目
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標を掲げていましたので、それをそのままスライドして使った経緯があります。 

 今、その住宅マスタープランが改定になりまして、２０２８年までにスタンダードレベ

ル以上のものを３０％にするということで、１００％ではなく、基準に変わりました。で

すから、次の改定で住宅の目標をどう置くかは、その住宅にある成果指標を見ながら、今、

委員からご指摘があったことも含めてこれから考えていきますので、１００％という目標

は一旦なくなった状況にあります。 

○菊田副会長 理解しました。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

 今、既に策定された計画の進捗状況についてですので、今後の進行の中でもし何かご意

見がありましたら、その中でも結構でございます。 

 それでは、次の議題に進めさせていただきたいと思います。 

 二つ目の議題は、私ども協議会のメーンのテーマである札幌市温暖化対策推進計画の改

定方針についてです。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（山西調査担当係長） 改めまして、調査担当係長の山西です。 

 まず、資料２のご説明に入る前に、お配りした資料の参考資料２をご覧いただきたいと

思います。 

 第１１次札幌市環境保全協議会の活動内容についてというタイトルの資料です。 

 こちらは、第２回会議のときにお配りした資料と同じものですが、この協議会の中では、

札幌市温暖化対策推進計画の改定に関する全体に対して協議をしていただくというよりは、

第４章の目指すべき将来の札幌の姿や、第５章の温室効果ガスの削減目標と達成に向けた

取組など、具体的な施策の推進に向けた視点などを議論していただいています。 

 ただ、私たちには技術的な動向や今後の見通しなど、わかりづらい部分がありましたの

で、最前線で活躍されている皆さんから、今後どういった札幌の将来像を描けるかという

ところで、第２回から第４回にかけて運輸部門や家庭部門、業務・産業部門、また、再生

可能エネルギーの普及拡大の部分に対していろいろなご意見をいただいたところです。 

 今回の協議会では、第２回から第４回の議論を踏まえて、第４章の目指すべき将来の札

幌の姿について、参考資料２では赤字になっていませんが、２０５０年はどういう脱炭素

社会が形成されているかという姿を事務局として一旦取りまとめましたので、それを踏ま

えて、２０３０年に向けてどういった取組をしなければいけないかという点について意見

交換をさせていただきたいと思っています。 

 資料２にお戻りください。 

 資料２は、札幌市温暖化対策推進計画の改定方針についてですが、１番目の温室効果ガ

スの削減目標（案）に、事務局としての目標（案）を一旦提示させていただいています。 

 まず、環境施策については、２０５０年を見据えた長期的な展望をもって取り組む必要

があります。パリ協定自体も２０５０年以降を見据えた脱炭素社会を目指していることか
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ら、改定計画では、２０５０年の札幌の姿を実現するための長期目標を設定し、その長期

目標の実現に向けて２０３０年の中期目標を設定することを考えています。いわゆるバッ

クキャスティングという環境分野では一般的になっている手法ですが、そういった考え方

を用いています。 

 二つ目の丸ですが、パリ協定採択以前は低炭素社会を目指すといったところがありまし

たが、採択後は世界の潮流が脱炭素に大きく動いています。また、深刻化する気候変動の

影響ということで、世界全体、日本もそうですが、北海道でも影響が少しずつ出てきてい

る状況です。また、科学的な知見なども踏まえ、改定計画では現計画を上回る目標値を設

定したいと考えています。 

 具体的には、長期目標については、２０５０年に、２０１６年比で９０％以上を削減、

中期目標については、２０３０年に２０１６年比で５０％削減と考えています。 

 その下に現計画の目標値を載せています。 

 現計画の長期目標を２０１６年比に置きかえた場合は８５％削減、中期目標では４２％

削減ということで、中期目標については、現計画の４２％から５０％削減に引き上げるこ

とを考えています。また、長期目標については、８５％削減から９０％以上に引き上げる

ことを考えています。 

 札幌市における温室効果ガスの削減傾向等を見ていきますと、必ずしも難しい数字では

ないと感じてはいますが、一方で、そのまま何も対策を行わなかった場合にはなかなか達

成できないような少し高めの目標を掲げたいと考えています。 

 ２の２０５０年の長期目標が達成されている札幌の姿ですが、第２回から第４回でこの

協議会で意見交換させていただいた内容を踏まえて、２０５０年の長期目標が達成されて

いる札幌の姿を以下のとおりに整理しています。この姿の実現に向かって施策を展開して

いきたいと考えています。 

 ここから説明する資料の下線部分については、協議会の皆さんからいただいた意見を踏

まえて追記した箇所となっています。 

 まず、２－１運輸部門ですが、こちらは第２回の会議で皆さんに議論していただいた内

容です。一つ目の丸ですが、第２回の会議の中では、主に電気自動車や燃料電池自動車の

今後の普及の見通しについて議論いただきました。 

 その中で、例えば、公共交通の利用促進やＣＡＳＥなど、世の中の見通しやこれからの

動向を踏まえて、自動車の利用頻度を下げる施策をやっていかなければいけないというご

意見をいただきました。 

 それらご意見を踏まえ、歩いて暮らせるまちづくりと公共交通機関の利用促進というこ

とで、公共交通や徒歩、自転車などで移動しやすいまちを将来の姿として整理しました。

その中では、車がいろいろなものとつながって、自動運転やシェアリング、電動化などを

活用した脱炭素型の地域交通のネットワークが構築されていて、自動車の利用が抑えられ

ている状況としています。 
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 こちらについては、第２回会議の中で細かい議論までは行っていませんが、例えば、カ

ーシェアリングを進めてはどうかというご意見をいただきましたので、それを踏まえて整

理をしています。 

 次世代自動車の普及については、大型車について２０５０年はまだ難しいのではないか

と事務局側で考えていたのですが、委員の皆様から、大型車についてもいけそうな見込み

があるのではないかというお話をいただきましたので、乗用車、タクシー、バス、トラッ

クなど、ほぼ全ての自動車が電気自動車や燃料電池自動車になっているといった将来の姿

を整理しています。 

 そのエネルギー源としては、再生可能エネルギー由来の電気や水素を燃料として走って

いるとしています。また、これらの自動車が再生可能エネルギーの需給調整にも活用され

ているとしています。 

 続いて、２－２の家庭部門ですが、こちらは第３回の会議の中で議論をさせていただき

ました。 

 まず、高断熱・高気密住宅の普及ということで、こちらは事務局が提示したものになっ

ていまして、建て替えや改修等によって、住宅施策の約８割が高断熱・高気密化されて、

札幌版次世代住宅基準のスタンダードレベル以上になっているところで整理しています。 

 二つ目の高効率給湯・暖房機器の普及と電気・ガスへのエネルギー転換ということで、

こちらも事務局の提示したものと同じですが、ほぼ全ての住宅で電気ヒートポンプ式の給

湯や暖房機器、または燃料電池やコージェネレーションのシステムが使用されています。

灯油などの石油燃料から電気ヒートポンプ式、いわゆるエアコンやエコキュートといった

機器やガス式の給湯・暖房機器に転換されているというところで整理しています。また、

これらの機器が再生可能エネルギーの需給調整にも活用されているとしています。 

 三つ目の丸の省エネ家電の普及ですが、こちらは技術革新により全ての住宅で省エネ家

電が使用されているとしています。 

 四つ目の丸の環境配慮行動の普及と人材育成についてですが、第３回会議では、わかり

やすい情報をしっかりと丁寧に説明していく必要があるだろうというご意見をいただきま

したので、環境配慮行動に関する適切な情報がわかりやすく提供されているという内容を

追加しています。 

 また、計画的な家電の買い替えや適切な暖房温度の設定、また、ＣＯ２排出のより少ない

エネルギーの選択などのご意見もいただきましたので、追記しています。 

 また、環境配慮行動をリードする・広げる人材を育成する仕組みが確立しているという

ことについては、例えば、今後、町内会の活動などがキーポイントになるのではないかと

いうご意見を協議会の中でいただきました。 

 それから、業務・産業部門の中で、ＺＥＢのような性能のいいハードができたとしても、

そこで使っていく人がちゃんとした行動をしていかないと、性能を最大限活かせないだろ

うというご意見もありましたので、そちらも反映させております。 
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 ２－３の業務・産業部門をご覧ください。 

 こちらも第３回会議で議論させていただきましたが、まず、高断熱・高気密建築物の普

及ですが、建物ストック、残っている建物で約７割が高断熱・高気密化されているという

整理をしています。家庭部門と比べると割合が少ない状況ですが、現状の普及状況を踏ま

えて整理しています。 

 それから、エネルギーの面的利用の普及について、こちらは事務局側で示したものです

が、都心部での地域熱供給エリアでは、ほぼ全ての建物が再エネ由来の温熱・冷熱が供給

される地域熱供給に接続されているという整理をしています。 

 三つ目の丸の高効率設備の普及と電気・ガスへのエネルギー転換ですが、こちらも家庭

部門と同様に、電気式のヒートポンプや燃料電池・コージェネレーションシステムが使用

されているとしています。また、これらの設備が再生可能エネルギーの需給調整にも活用

されているといった状況としています。 

 四つ目の丸の環境を重視した企業経営や事業活動ですが、こちらは、企業においては環

境技術・製品・サービスの開発や環境ビジネスの展開など、世界の脱炭素化に貢献する取

組が活発に行われているとしています。また、企業の事業活動について、自分たちの扱う

ものに関しては、計画的な設備更新や適切な維持管理、また、それらを担う人材の育成、

ＣＯ２排出の少ないエネルギーの選択などが積極的に行われている状況を描いています。 

 ２－４の再生可能エネルギーの普及拡大については、事務局から提示したものから大き

く変えてはいませんが、まず、再生可能エネルギーについては、８０％以上が再生可能エ

ネルギーに置き換わっているとしています。 

 それから、自立・分散型の地域エネルギーシステムの構築については、まず、再生可能

エネルギーを設置された敷地内で消費する自家消費、ＺＥＨやＺＥＢなどが普及していて、

そこで足りない分については、再生可能エネルギーの近接地での面的利用で賄う、例えば、

先ほどの業務部門でご説明しました熱供給などで賄うこととしています。 

 また、さらに足りない場合は、系統ネットワークを通じて、市内、道内の再生可能エネ

ルギーを利用するなど、幾つかのエネルギーの供給の仕方を想定しています。北海道電力

などの電力会社では、従来の集中型エネルギーとして火力発電所から電気を送っています

が、それに加えて、再生可能エネルギーの導入を進めていきます。一方で、分散型エネル

ギーということで、敷地の中やエリアなどで生産された再生可能エネルギーが道内や札幌

市内で最大限活用されているとしています。 

 委員の皆様から、道内各地で生産された再生可能エネルギーを大消費地の札幌で活用す

る取組が必要だろうということで、事務局から地域新電力の設置をご提示をさせていただ

きました。また、横浜市では東北の１２市町村と協定を結んでいますが、札幌は、道内の

いろいろな市町村と協定する取組がふさわしいのではないかというご意見をいただきまし

たので、「道内市町村との協定など」ということも記載させていただきました。 

 その下ですが、再生可能エネルギーは、太陽光や風力などの気象条件によって発電量が
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変動する特性があります。そのため、余剰分については、蓄電池や電気自動車などの電気

として、ヒートポンプなどの給湯器などの熱として、水の電気分解で水素として溜めてお

くなど、いろいろな形で貯蔵されていることとしています。 

 また、溜めたエネルギーをＡＩやＩｏＴ技術を活用したエネルギーマネジメントシステ

ム、家庭で言えばＨＥＭＳ、ビルで言えばＢＥＭＳ、エリアで言えばＶＰＰなどがありま

すが、そういったシステムによって需給管理されているとしています。 

 ２－５、資源（廃棄物部門、森林吸収）ですが、こちらは第４回会議で議論させていた

だきました。 

 まず、廃棄物については、２Ｒ（発生・排出抑制と再使用）の取組が浸透して、現在、

社会的に大きな話題になっている石油製品のプラスチックや食品など、廃棄・焼却される

ものが極限まで減らされる状況としています。 

 また、次の丸の森林の保全と道産木材の最適利用ですが、道産木材の需要の出口側がな

い、建物の軀体や柱、屋根などに使ったり、間伐材をエネルギーとして利用することが必

要ではないかという意見をいただきましたので、そのような視点も入れています。 

 以上、表面が２０５０年の長期目標と２０３０年の中期目標に関する記載、それから、

２０５０年の中期目標が達成されている札幌の姿ということで整理させていただきました。 

 次に、資料２の②をご覧ください。 

 こちらは、１０年後の２０３０年の中期目標の達成に向けた施策検討の視点です。第２

回から第４回会議で、２０５０年を見据えた取組について意見交換する中で、２０３０年

に向けた施策検討の視点についても皆さんからご意見いただきましたので、整理させてい

ただきました。 

 こちらは、これまでの会議の中でご提示していない資料となっています。 

 まず、大きく分けて４点ありまして、一つ目は、２０５０年以降の脱炭素化を見据えた

取組の推進です。 

 ２０５０年まで近づいたとき、あのときに対策しておけばよかった、ということがない

ように、という視点で考えた場合、更新サイクルが長い住宅や建築物の高断熱・高気密化

などは、新築のときに対処する必要があると思いますし、脱炭素化のためには、必須条件

である再生可能エネルギーの導入拡大を積極的に進めていく必要があると考えています。 

 また、今は２０１９年で、そこから２０３０年までにいろいろな施策を始めて、さらに

２０５０年まで進めていこうとしたときに、将来あるべき姿に対して、今の現実で積み上

げていくと、解決しなければいけないギャップが生まれてくると考えています。そのギャ

ップを明確にして、実用化や普及のイノベーションを促進するための検討にも取り組んで

いかなければいけないと考えています。 

 二つ目は、環境・経済・社会の統合的向上に向けた取組の具体化です。 

 協議会の中でＳＤＧｓの視点を積極的に取り入れたほうがいいというご意見をいただい

ていたのですが、昨今の環境問題はかなり複雑化、多様化していますので、特定の環境分
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野に対する課題を解決することに比重を置いた、分野別、縦割りの施策を実施する考え方

を見直す必要があると考えています。 

 また、環境分野における効果のみならず、関連する産業の振興やエネルギーの自立によ

る防災力の強化、高断熱・高気密の住宅・建築物による快適性の向上や健康増進など、経

済や社会、生活といった他の分野での効果も同時に実現していくことを目指していくべき

と考えています。 

 三つ目は、施策の見直しと適切な組み合わせによる相乗効果の発揮です。 

 札幌市の温暖化対策に関する施策を見ていきますと、補助金や普及啓発を中心とした施

策が多い状況となっていまして、そういったものだけでは今後対応が困難だろうと考えて

います。 

 そのため、例えば、高断熱・高気密の住宅・建物や再エネ導入の費用対効果の見える化、

導入のインセンティブ・義務化・規制などの誘導策、技術革新に向けた実証事業への協力、

それから、情報の収集や発信など、いろいろな施策の中から適切なものを選択して組み合

わせることで、相乗的な効果を発揮させていく必要があると考えています。 

 四つ目は、パートナーシップの充実・強化と人材育成です。 

 札幌市はリーダーシップを発揮していくべきだろうというご意見をいただいていたので

すが、札幌市自身が自ら率先的な取組を行っていくことで、事業者や市民の方々を牽引し

ていくことが必要だと考えています。 

 また、２０５０年の目指す姿やその課題の共有、課題の解決に向けた検討、また、皆さ

んはいろいろなフィールドでご活用されていますが、そういったステークホルダーの方々

との連携に向けた調整など、パートナーシップの充実・強化に向けた取組を札幌市がリー

ダーシップを発揮して進めていく必要があると考えています。 

 また、温暖化対策を効果的に進めていくためには、今後迎える超高齢化社会や持続可能

な社会に貢献する企業経営の重要性の高まりなど、２０５０年以降の社会情勢を見据えて、

温室効果ガスの削減に直接つながる対策だけではなく、温暖化対策を将来にわたって持続

できる人材育成も進めていく必要があると考えています。 

 資料２の②の右側をご覧ください。 

 こちらは、２０３０年中期目標の達成に必要な温室効果ガス削減量の内訳のイメージで

す。まだ具体的な数字を詰めてはいませんが、今後、２０１６年を基準年として２０３０

年までに、どの分野に取り組んでいくかという点について、仮の数字を入れています。 

 考え方としては、現行計画をベースとして、現行施策の進捗状況や技術動向、現行施策

の強化や新たな施策の効果等を踏まえて、２０３０年の目標達成に向けた内訳を設定して

いきたいと考えています。 

 下の表を見ていただきたいのですが、家庭部門の高断熱・高気密住宅の普及をもう少し

強化していくこと、産業・業務部門についても建物の高断熱・高気密化を進めていくこと

を考えています。 
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 また、運輸部門についてもＣＯ２排出が大きいので、対策を強化することを考えていま

す。 

 電力の排出係数の影響については、道内の再生可能エネルギーを札幌に持ってきて使う

仕組みをつくっていくことで、現行計画で掲げている削減目標よりも高い目標を掲げて、

そこに向かって施策を進めていかなければと考えています。 

 事務局からの説明は以上です。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 今の説明を大きく分けると、削減目標の（案）と２０５０年の長期目標が達成されてい

る札幌の姿、それから、２０３０年に向けた施策の検討ということになると思います。 

 まずは、項目ごとに分けてご意見をいただいて、最終的に全体的に見ていきたいと思い

ます。 

 まず、温室効果ガスの削減目標（案）について、今回、初めて提示されましたが、これ

について、何かご意見、ご質問等はございますか。 

○名本委員 名本です。 

 全般的な話ですけれども、改定方針の文章表現と２ページ目の２０３０年の中期目標達

成に向けた視点の書き方が微妙に違うのが気になりました。 

 具体的に言いますと、将来的な２０５０年の目標に関しては、「抑制されている」「活

用されている」という受け身的な表現方法になっているのに対して、中期目標は「目指す」

という言葉になっています。 

 市民として捉えたときに、一般的に方針というのは、市としてのスタンスをどうします

というように、「努める」「図る」「推進する」という形のほうが馴染みやすいと思いま

す。これは、今後、文章化される中で整理されていくと思うので、その辺を統一できれば

と思います。 

 それから、文章的な表現の中で２点ほどあります。 

 ２－１の運輸部門で、ＣＡＳＥやシェアの話が出てきましたが、他のいろいろな対策を

含めて、自動車利用が抑制されているという表現が適切なのかどうかという気がしていま

す。 

 つまり、抑制するということは抑えるということですから、言ってみれば自動車の数を

減らすことにつながってしまうと思います。そうすると、自動車産業を振興する上でマイ

ナス方向になるという気がします。これは、「コントロールする」「適正化する」という

言葉にしたほうがいいと思っています。 

 それから、２点目は、家庭部門に関して、先ほど来から新築住宅の話をメーンに書いて

いらっしゃったと思うのですけれども、ここにきて、いきなり建て替えや改築によりとい

う言葉だけが残っています。新築というのは当然ということと思うのですけれども、これ

を素人が見ると新築は違うのかと誤解される感じがしますので、新築も入れたほうがいい

と思います。 
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 今のところは、その２点をご検討いただければと思います。 

○柴田会長 事務局はいかがですか。 

○事務局（松本環境計画課長） ２０５０年の長期目標が達成されている札幌の姿につい

ては、その長期目標として２０５０年に現状比９０％以上削減するという数値目標を掲げ

ていますので、９０％削減するためには、札幌がこういう姿になっていなければいけない

といいますか、こういう姿になっていれば９０％以上の削減が達成しているということで

資料２の①を作成しております。 

 そのため、９０％以上削減されていれば、例えば、札幌の運輸部門ではこういった姿に

なっていますとか、家庭部門であれば８割が高断熱・高気密化されている状態になってい

ますというように、もちろんそこは目指していくのですが、９０％削減のためには、こう

いった状況にはなっていなければならないというニュアンスで資料２①を作っております。 

 資料の②の２０３０年の中期目標に向けた施策検討の視点では、２０５０年の札幌のあ

るべき姿を目指すためには、２０３０年に向けてこういったことをやっていかなければな

らないというニュアンスの意味合いが込められていまして、これからしていくので、「さ

れている」という表現になっております。 

 最終的に計画を作る時点で全体の表現をどのようにするかについては、これから検討し

ていきたいと思っております。 

○事務局（山西調査担当係長） 抑制の部分については、適正化するという表現も検討し

たいと思います。 

 今、自動車業界の大きな流れとしては、車を所有するところからサービスとして提供す

る動きがありまして、そういった意味で、自動車業界としても車を売っていくことより、

サービスとして提供していく流れになっています。抑制という表現は産業を抑え込むよう

な印象があるとのことですので、検討させていただきたいと思います。 

○事務局（松本環境計画課長） 家庭部門と業務・産業部門の建て替え・改修というとこ

ろは、ご指摘がありました新築の部分も含んだ意味合いでの表現ではございましたが、実

際に計画を作る際には、そこもわかるような表現にしていきたいと思います。 

○名本委員 ありがとうございます。 

 札幌の姿はあくまでも目標像ということで、わかりました。 

 ただ、方針という言葉が先に出てきてしまって少しわかりづらいので、文章表現をする

ときに、丁寧に説明していただければありがたいかと思います。 

○柴田会長 目標だけ分けて議論するのはなかなか難しいですね。 

 とりあえず、資料２の①の削減目標（案）と２０５０年の長期目標が達成されている札

幌の姿についてご意見をいただきたいと思います。 

○皆川委員 公募委員の皆川です。 

 事務局からの説明で、冒頭、もう低炭素ではなく、脱炭素なのだという非常に力強い言

葉と、数値目標については９０％削減を掲げ、２０３０年はバックキャスティングの考え
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方で設定するというお話をいただきました。９０％削減と再生可能エネルギーの普及拡大

ということで、８０％以上が再生可能エネルギーとなっているということです。 

 これは印象の話で、数値目標は非常に野心的ですが、それに比べて、２項以降に書かれ

ている札幌の姿がコンサバ過ぎるという気がしました。夢物語を書いてくださいとは言い

ませんが、もっと理想形を書いたほうがいいと思うのです。 

 ２点ほど指摘させていただきたいのですけれども、市内の８０％以上が再生可能エネル

ギーになっているになっているという世界は、多分、系統電力の排出係数は限りなくゼロ

に近づいていると思います。 

 特段、家庭に上がっている太陽光発電を自家消費しなくても、系統電力を使っても排出

係数はほぼゼロという世界をイメージして書いていくと、例えば、家庭部門と業務・産業

部門の電気、ガスへのエネルギー転換のところですが、家庭部門と業務・産業部門で、ユ

ーザーが化石燃料を使っているというのは、２０５０年の理想的な姿としてふさわしくな

いのではないかと思います。 

 ですから、ここは、化石燃料を使わないようになっていますという表現にぜひしていた

だきたいと思います。それが１点です。 

 それから、ここにエネルギーの面的利用という言葉が出てきています。今の時点でエネ

ルギーの面的利用というのは、省エネやＣＯ２排出量の削減について、まだ優位性があると

思うのですけれども、２０５０年でイメージしてみると、熱を導管で送るというのは、非

常に省エネに反するような陳腐化した設備になってしまうのではないかという危惧があり

ます。 

 ですから、面的利用という言葉は、コージェネレーションによる地域熱供給のことです

が、これは省エネやＣＯ２排出削減のゼロに向けてふさわしくないシステムではないかと

いう感じがします。私はその専門家ではないので、専門家のご意見などを確認していただ

いて、地域で熱をやりとりすることが、２０５０年の段階で本当に効率的なのかというこ

とをチェックしていただきたいと思います。 

 そこで、この２点をもし変えていただけるのであれば、変えていただきたいというお願

いです。 

○事務局（山西調査担当係長） まず、１点目の化石燃料を使わないような記載について

ですが、私たちがイメージしている姿は、電気については再生可能エネルギーで発電した

もので、ガスについては、正直なところ、天然ガスが残るのではないかと思っていた部分

もありました。水素は再生可能エネルギーから製造できますので、ガスについては水素へ

の転換を想定していました。その辺の記載方法については持ち帰って検討したいと思いま

す。 

 ２点目のエネルギーの面的利用の普及について、２０５０年ではそれが本当に効率的か

という点ですが、これについては、第３回会議の中で菊田副会長からお話があったと思い

ます。 
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 大規模な都市型の建物の中でＺＥＢをやろうと思ったときに、敷地内でエネルギー賄い

切れないという話がありました。ここで想定しているものは、地域熱供給のエネルギーセ

ンターでつくった木質バイオマス由来の熱をエリアで使うことを想定しています。 

 ただ、面的利用は、地域導管での熱損失などもありますので、持ち帰って検討したいと

思います。 

○柴田会長 他にいかがですか。 

○田原委員 ２０５０年までに９０％以上削減ということで、再生可能エネルギーの導入

がキーになってくるかと思います。 

 ２０５０年とまだ想像しがたい部分で、現在、再生可能エネルギーの新たな導入には系

統連系の問題が大きくありますけれども、今、北本連系が６０万キロワットから９０万キ

ロワットに増えて、最近は、２０２６年までにさらに１２０万キロワットに増強すること

が決まりました。 

 また、地域内系統の接続も問題となっていますけれども、今、国のほうでは、個々が再

エネをやりたいときに、それぞれが申請して増強費用を払うのではなくて、国のほうであ

る程度地域を決めて、計画的に系統を増やそうという議論が進んでいるところです。それ

が道内でどのように進むのかということが一つありまして、今、系統利用の検討が進んで

いるところがキーポイントかと思っています。札幌市のほうでも率先的にというお話があ

りましたけれども、札幌市の公共施設でも先導的に進めていかなければいけないだろうと

考えております。 

 また、再生可能エネルギーに市民が投資しようというときにコスト的なネガティブな要

因もあると思うのですけれども、そこに地域の金融機関との連携や仕組みづくりや情報提

供をお願いしたいと思います。 

 また、現在、太陽光パネルの設営の費用も下がってきて、グリッドパリティと言われて

いるように、自分でつくる電気のコストが買う電気料金と同じくらいになる状況もだんだ

んできているところもあると思いますので、ぜひそれを推進する仕組みづくりや情報提供

をお願いしたいと思います。 

 参考資料１別添１の取組内容に、平成３１年度の活動の予定が載っています。これにつ

いて、平成３０年度と同じような活動をされるということが多く書かれていますが、イノ

ベーション、革新的と言うといいますか、曖昧な言葉ですけれども、役所の中に新しい仕

組みづくりを検討していく集まりをつくるなど、先導的にチャレンジして、市民にも参加

していただきたいと思ったところです。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 この将来像の中には、燃料電池の普及についても描かれているのですが、里見委員、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○里見委員 できるだけこういう形で進めていただくのがいいのではないかと思うのです
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けれども、目指すべき２０５０年の現実感については、どこまでリアリティーをもって書

けるかという形になると思います。 

 ２０３０年くらいまでは計画で持っていけると思いますけれども、２０５０年で９０％

の削減というのは相当厳しいですし、現実的に見てコストも含めてやるとかなり厳しいと

ころではないかと思います。特に、先ほど言われました電力関係は、札幌市独自でできる

ものではないので、できるだけ再生可能エネルギー由来の電気を使うようにしていくとい

いのではないかと思います。 

 それから、燃料系のもので、石油、天然ガスをゼロという目標を掲げて目指すのはもち

ろんいいのですが、現実的にコストを考えたら、そういうところは難しいと思います。ま

た、国としては、この間、２０１７年のエネルギー基本計画の中に、水素社会に向けた抜

本的な取組を強化するという表現が入れられました。 

 水素というのは、日本国内での再生可能エネルギーあるいは再生可能エネルギー由来の

水素だけでは賄い切れないというところを見据えて、ＬＮＧに替わる海外でＣＯ２をフリー

にした水素を持ってくるという大きな戦略を掲げられています。それでも、２０３０年に

立米３０円ということで、天然ガスの倍くらいのコストになっています。それが２０５０

年くらいまでにどの程度まで持っていけるかということで、かなり野心的だけれども、不

透明感のあるところを描くということです。 

 その辺の方向性をどういう形にして２０５０年を位置づけるか、我々が考えている姿と

してどのように書き落とすかというのは、皆さんの意見を聞いてまとめられるのがいいと

思いました。 

 方向性としては、こういう形でよいと思います。例えば、車も２０５０年で本当に全て

電動車両と燃料電池車になるかというか、なってほしいという思いはありますけれども、

現実はコストがやはり大変なのです。そこは、技術のイノベーションがどこまでできるか

というところとのトレードオフだと思いますので、そういうところで、札幌市の意気込み

も含めて、どういう書き方をされるかというところがポイントかと思っています。 

 考え方としては非常にすばらしいし、今考えられる方向性としては、こんなところでは

ないかと思いました。 

○皆川委員 今のお話に関連するのですが、どういう書きぶりにするかを考えるに当たっ

て、これはブレークスルーがあると考えたほうがいいのではないでしょうか。 

 今は、燃料電池もしくは蓄電池のどちらかが競い合っていると思うのですけれども、カ

セットビデオのベータとＶＨＳではないのですが、どっちかがブレークスルーすればどち

らかが爆発的にいくと思うのです。 

 燃料電池も含めた電池という技術のブレークスルーが２０５０年までに起きたとした考

えた書きぶりというのが、いいのではないかという気がするのですが、いかがですか。 

○里見委員 実は、現在、経済産業省で水素・燃料電池戦略ロードマップの見直しの議論

がされていますが、私どもからも提案させていただいております。 
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 ２０５０年のあるべき姿を目指すために、燃料電池の開発目標をこういうところにすべ

きという数字をＮＥＤＯの技術開発ロードマップなどに入れさせていただいているのです

が、ほとんど理論値に近い、あるいは理論値を超えるところまで持っていかないと、全て

の車に燃料電池は積めないという目標を掲げています。 

 どこまでできるかはわかりませんけれども、それに向けて、技術開発をしましょうとい

う提案をさせていただいています。そういうところを目指すという意味では、それぞれを

やろうという意思は出てきているのですけれども、実際にどこまでいくかというところが

あります。 

 それから、今、お話がありましたけれども、よく蓄電池か燃料電池かと言われるのです

けれども、そういうすみ分けではないと思います。野心的な目標を掲げてそれぞれやって

いますので、技術の進展あるいはそれぞれの特性が違いますので、個々の特性に合った利

用の仕方があるので、一かゼロかという考え方はしないほうがいいかと思います。これだ

け高い目標を掲げるには、地道ですけれども、できるところを積み上げていくことが必要

ではないかと思います。 

 特に２０３０年については、前にもお話しさせていただきましたけれども、いろいろな

ところの目標をそれぞれ出して、その中でできるもので具体的に実現していくという取組

がいいのではないかと私どもの中ではそんな議論をしているところでございます。 

○柴田会長 確かに、高い目標を掲げた以上はそれに合った姿を描くべきですが、一方で

実現性の低い姿を書いてしまうと、絵空事になってしまうというジレンマがあります。そ

の辺の折り合いをどうつけていくかというところは非常に難しいと思います。 

 他にいかがですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 私のほうからも、何点か提案をしたいと思いますが、２０５０年に向けて、

今の社会トレンドを踏まえるとしたら、働き方改革みたいなものがありますね。今後は、

法律ができて、働き方が将来的に大きく変わっていきます。その中には、省エネルギーに

資するような変化もあります。例えば、勤務時間が短くなるとか、在宅勤務で家にいて仕

事ができるなどの、テレワーク的な部分が出てくると思います。２０５０年には、さらに

働き方の多様化が進んでいると思いますので、そのことを踏まえた将来像の検討も必要な

のかもしれません。 

 例えば、企業、業務・産業部門のところの環境を重視した企業経営や事業活動というと

ころがありますけれども、その中で、当然働き方改革によって、省エネ型ビジネススタイ

ルの普及といったような記載として少し出てくると、今のトレンドに少し合った形になる

かと思います。 

 それから、先ほど皆川委員がおっしゃったとおり、非常に高い目標を掲げている割には、

札幌の姿がやや現実に近いところにあるのかと思います。ですから、全般的に、もう少し

前に進めた書き方の部分があってもいいと思います。 
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 特に、家庭部門などでの高断熱・高気密住宅の普及という表現は、もちろんそうなので

すが、将来的に言うと、ＺＥＨ・ＺＥＢという姿が住宅や建物における一つの形かと思い

ます。 

 高断熱・高気密だけではなく、その一つ下の丸の高効率の給湯も含めて、家の中で使う

エネルギーを抑える一方で、太陽光や燃料電池で発電をして、結果的にエネルギーをゼロ

にするという住宅が相当普及されているというのが２０５０の姿としてあるのではないか

と思います。 

 今、国土交通省、経済産業省、環境省で、２０３０年までに、新築は全てＺＥＨでいこ

うという方針も出されているところです。ですから、２０５０年あたりには、ＺＥＨが相

当普及しているという書きぶりのほうがいいような気がします。 

 脱炭素社会という表現が説明の中では出ていましたが、低炭素社会から脱炭素社会へと

いうまさに転換期にあるので、計画の中の表現にも積極的に脱炭素社会を目指すというも

のをにじませたほうがいいのではないかと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 続いて、２０３０年の施策の検討についてもご意見をいただきますので、ま

た、今までのところも含めてご意見をいただければと思います。 

 次の資料②は、２０５０年の理想の姿を描きましたが、それに向けて２０３０年のレベ

ルまでに一体どんな施策をやっていったらいいのかということで、ここでは、大きく四つ

の柱という形で提示されています。 

 今回提示された部分について、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。 

 ○皆川委員 １点、お願いがあります。 

 前も指摘させていただいたのですが、右側の参考のグラフですけれども、電力排出係数

の影響で、ＣＯ２が２６３万トン減りますということです。 

 ここに、２０１６年はこのくらいで、２０３０年はこのくらいの電力排出係数になって

いると想定しましたということを、脚注でも何でもいいので、入れていただきたいと思い

ます。 

○事務局（山西調査担当係長） 排出係数の部分の影響が実際にどれくらいあるかという

のは、今の計画についても大体これくらいになるという数字を示していまして、それと似

たような形でできればと考えていますので、検討させていただきたいと思います。 

○柴田会長 いかがでしょうか。 

 ２０３０年の施策でも全体でも結構でございますが、何かご意見等はございますか。 

○石村委員 原発の問題ですが、前回も出たと思うのですけれども、先般、北電で基準に

適合すれば原発が稼働するという報道があったようです。 

 この原発の稼働とＣＯ２削減の関係についてはどのようにお考えでしょうか。 

○事務局（松本環境計画課長） 現行の計画もそうですけれども、次期の計画においても、
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原発の稼働は見込まない想定でのＣＯ２削減を考えております。 

 そのため、原発が再稼働することで影響がいろいろと出てくるとは思うのですけれども、

この計画の中で、一旦は原発稼働を見込まないことを想定しています。 

○柴田会長 大内委員、いかがですか。 

○大内委員 ２０３０年の中期目標達成に向けた施策検討の視点という資料２②の右側の

表は、この数値を達成するためにといいますか、これと符合させるための意味合いで方針

として掲げられているのだと思います。 

 それはそれでいいと思いますが、この後、この方針に基づいて具体的な策をどういうふ

うに講じていくかというところが、一番重要になっていくと思っていますので、そこを皆

さんにどのように早くお示しできるかという感じがいたしました。 

○柴田会長 事務局からいかがですか。 

○事務局（松本環境計画課長） 今ご指摘いただいたことは、まさにそのとおりでござい

ます。 

 中期実施計画アクションプランと言っておりますけれども、札幌市全体で、今後、４年

間、５年間でやるべき事業を各局でまとめておりますので、それがまとまってくれば具体

的な事業をお示しできると思います。ですので、もう少しお待ちいただければと思います。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 鈴木委員はいかがでしょうか。 

○鈴木委員 今、資料を見ていて、前に説明を受けたか忘れたのですが、２０３０年の計

画の基準年が２０１６年になっている理由は何でしたか。 

 パリ協定の２０１５年など国際的な基準ではなくて、２０１６年にしている理由を教え

ていただけますか。 

○事務局（山西調査担当係長） ２０１６年にしている理由については、温室効果ガスの

排出量の最新値ということで、一旦、仮という形で置かせていただいています。 

 ただ、この基準年については、自治体によってそれぞれの状況を踏まえて設定している

ところがあります。 

 また、２０１６年の数値は、第２回から第４回までの議論の中で一旦出させていただい

ているところです。 

 今回の第５回会議では２０１７年の最新値を報告いたしましたが、今後、どこを基準年

にするかについては内部で検討し、それを踏まえて削減目標を設定することを考えていま

す。 

○鈴木委員 もう一点、最初のほうからずっと見ていてちょっと気になったところが、脱

炭素化に触れているところで、その具体的な内容を見ていると、脱炭素化の取組ではなく

て、低炭素化の取組のものと思われるものが混在している気がいたしました。ですから、

脱炭素と明言するのであれば、そこは低炭素の取組が混じらないようにした方がよろしい

と思いました。 
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 掲げている目標や今まで意見していたことは反映されているので、全体的にいいとは思

うのですけれども、そこら辺の言葉尻のところだけをもう一度精査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。 

○里見委員 確認ですけれども、電力排出係数のところで４割くらい見込まれています。

先ほどいろいろと議論がありまして、再生可能エネルギー電力については、北海道地域は

特に好立地で、それを札幌市に持ってくるというお話がいろいろとあったと思うのですが、

その辺はこの中にも見込んでおられるのですか。それとも主要の大型発電所の係数の変更

だけで見込まれているのですか。 

○事務局（山西調査担当係長） 電力排出係数の影響の２６３万トンの中には、その下に

「市内を除く道内の再エネ導入」という記載がありますが、一般の電力会社、例えば、北

海道電力が導入したものも含んでいます。また、今回、道内の再エネを札幌市に持ってく

るという仕組みも考えていますので、そちらの分も含んでいます。 

○里見委員 今、個人レベルで環境電力などが自由化になりまして、民生用も非常に自由

になりいろいろな電力が買えることになりましたが、まだ量が少ないと思います。 

 それよりちょっと大きい札幌市の再生可能エネルギー電力の導入方針というものは、札

幌市なのか、それとも、義務化ではないのですが、企業などから業務用などに方向性を持

たせようとされているのですか。 

 ２０３０年くらいになると、その辺の導入の仕方によっては影響が少しあると思ったの

ですが、その辺のお考えをお聞きしたいのです。 

○事務局（山西調査担当係長） 具体的な再生可能エネルギーの札幌への持っていき方に

ついてですが、今、都心エネルギーアクションプランの中で、都心エリアに再生可能エネ

ルギーを導入していく流れについて議論をしている最中です。議論の中では、札幌市が出

資すべきかとか、札幌市が一部入ってくるのかとか、企業さんと一緒にやっていくのかと

いうところも含まれています。需要側にそういった仕組みの形ができれば、今度はそこに

対して、供給側のほうが再生可能エネルギーをどのようにするかという検討が必要になる

と考えています。 

○事務局（大平環境都市推進部長） 今回、右側の参考のページは、正確に積み上げてい

るというよりも、若干、数字をイメージして作ったところがありまして、今の２６３万ト

ンも、きちんとした積み上げではありません。 

 現状の２００万トンは、排出係数をある程度想定していますが、それプラス６３万トン

は、ある意味差し引きの部分もありますので、これくらいできたらいいという数字になり

ます。 

 今、お話があったように、個人個人で再エネを入れるところも出てきますが、それをど

こまで把握できるかという問題もありますし、企業に強制するのはかなり難しいとは思い

ます。 
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 しかし、自主的にＲＥ１００などをされる企業も出てくると思いますので、そういった

ところを誘導していってそれを見込むのか、あるいは、今、山西が説明したように、札幌

市が主体となって会社をつくって、そこが電気を仕入れて、市内の企業あるいは公共施設

に入れていく地域新電力ということもできます。その組み合わせや今回どういうふうに出

してしていけばいいのかという具体的なことについては、これから検討していきまして、

最終的にはしっかり説明できるような数字の内訳にしたいと思っています。 

○名本委員 今、表のご説明があったのですけれども、ちょっと気になったことが１点あ

ります。 

 ２０３０年削減目標の改定計画の合計の数字ですが、家庭、産業・業務、運輸、みどり、

廃棄物を足していくと、３３６トンにならないで、３４１トンになるのです。５万トン多

いのです。 

 この意味合いというのは、公共交通の利用促進のところが検討中になっているので、そ

の部分なのかと思いました。それから、この検討中という意味合いは、この数字がそのま

ま出ていくとは思わないのですけれども、今の段階でどういうことなのか、教えていただ

きたいと思います。 

 前回、たしか、札幌市で総合交通計画を今見直していて、公共交通機関のあり方も検討

されていて、その結果をここに反映するというお話をされていたのですが、その辺との関

連性がどうなっているのかということも教えていただきたいと思います。 

 もう一つですが、４のステークホルダー同士という言葉は、市民にとっては余り聞きな

れない言葉だと思います。例えば、利害関係者同士という日本語に直すことができないの

かと思いました。細かい話ですけれども、その辺について最終的にご検討いただければと

思います。 

○事務局（山西調査担当係長） 今いただいた内訳については、数字を確認させていただ

いて、足していったら数字が合わないところがあるかもしれません。これから内訳を決め

ていく中でしっかりと整合性をとれるようにしていきたいと思っています。 

 検討中の意味については、第２回の協議会の中でもご意見をいただいたところですが、

公共交通の利用を促進することで、ＣＯ２削減効果が見込めるのではないかというお話を

いただいていています。 

 他自治体や国の計画などを見ていくと、ＣＯ２の削減効果を見込んでいるものがありま

すので、それらも踏まえて今後整理していきたいと考えています。 

 最後の総合交通計画の改定については、今、総合交通計画の会議でいろいろと検討して

いるものをできるだけこちらの計画に反映したいと考えています。また、こちらの会議で

のご意見を踏まえ、札幌市役所内部で調整を進めていきたいと考えていますので、次回以

降に調整内容等をお話しできればと考えています。 

 ステークホルダーについては片仮名用語で、いろいろなところで少しずつ出てきている

言葉ですが、よく見る記載としては「ステークホルダー（利害関係者）」「利害関係者（ス
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テークホルダー）」となっていますので、どなたが見ても意味がわかるように、文言を少

し修正したいと思います。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

○菊田副会長  

 先ほど、会長からもお話があったように、個人的にはＺＥＢ・ＺＥＨまで踏み込んで書

いてほしいのですけれども、場合によっては、プラスエネルギーとか、よく言われている

ライフサイクルを通じたカーボンマイナスの建築物ということもあります。 

 住宅も非住宅も含めてそこまで書いたときに、先ほど１００％という話がありましたが、

そういう話ではなくて、目標として２０％とか３０％にして、それに対して札幌市はこう

いう政策をしていくというように、高い目標としてそういうものも掲げてもいいかと思い

ます。 

 確かに高断熱・高気密と書いた方が市民は理解しやすいかもしれないのですけれども、

一方では、それだけという話にもなるので、やはり建築と設備を合わせた見方をしなけれ

ばならないと思います。今、国の流れがそう変わってきたので、断熱と言っているのは、

逆に言うと札幌市独自のもので、それが大事だからつくったわけですけれども、国からも

全て１次エネルギーで評価するという話になってきています。ですから、やはりＺＥＨ・

ＺＥＢということになります。 

 ２０３０年の中期目標達成に向けた施策検討の中に、環境分野の効果のみならず、他と

の連携や行政の中の連携が結果的に災害対応につながるとか、いろいろと書いていますが、

その辺が理想だと思います。確かに環境局として考えたときに、この委員会として脱炭素

化はものすごく大事かもしれませんが、安全と環境の両立の観点からも、ＺＥＨ・ＺＥＢ

の話も当然必要かと思います。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

 資料２の②の３について、私のほうから１点あります。 

 ２番の環境・経済・社会の統合向上に向けた取組の具体化の二つ目の丸の表現は、むし

ろこれが２０５０年の姿に近い表現かと思います。例えば、高気密な住宅建築による快適

性の向上や健康の増進などは、２０３０年の具体的な施策というより、２０５０年は、Ｚ

ＥＢの住宅によって快適性も向上しているし、健康も増進されている姿になるということ

だと思います。 

 そのために、それを実現していく施策を打つということであれば、これが２０５０年の

姿にないと、２０３０年で急にここだけ出てくるのは何か合わない感じがしますので、ご

検討いただけたらと思います。 

 他にご意見はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ３．そ の 他 
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○柴田会長 それでは、今日の議題は以上になりますが、事務局から何かご連絡はありま

すか。 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、事務局からの連絡事項でございます。 

 本日は、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 これから、４回目までの意見、それから、今日いただいたご意見を踏まえまして、今後、

計画の改定を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 今後ですけれども、参考資料３に今の時点でのスケジュール表をつけておりますが、次

回の第６回会議につきましては、９月ごろを目途に開催したいと考えております。 

 これまでご協議いただいた内容を踏まえて、計画の素案をこれから策定しまして、第６

回会議では、それを提示させていただいて、それについての意見交換をさせていただけれ

ばと考えております。 

 なお、第６回会議の日程については改めて調整させていただければと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○柴田会長 一応、計画自体は今年度の３月末くらいを策定の目途ということでございま

すね。 

○事務局（松本環境計画課長） はい。 

○名本委員 策定スケジュールについて確認ですけれども、今回、第５回会議がこの改定

方針の確認と意見交換となっていて、本来は、この時点で第６回の素案の確認と意見交換

をすることになっていたものが９月に延びたと解釈してよろしいですか。 

○事務局（松本環境計画課長） はい。 

○名本委員 そうすると、市民ワークショップは当初の６月と８月に開催を予定していた

ものが10月と11月に延びたと考えてよろしいのでしょうか 

○事務局（山西調査担当係長） はい。 

○名本委員 最後に、スケジュールが詰まってくると、パブリックコメントが２月の中で

すから、３月の公表までにパブコメの集計報告もしくはそれをレポートに反映することが

物理的に可能なのかどうか心配です。その辺はいかがですか。 

○事務局（松本環境計画課長） 今のところ、３月末を目途にしておりますが、もしかす

ると、若干、年度をまたぐ可能性もございます。 

 このスケジュールでは最終案を１２月に入れていますが、パブリックコメントは１カ月

間やらなければなりませんので、それを少し早目にして、取りまとめの時間や作業時間を

想定して、できるだけ３月末までに完成させる形で作業を進めていきたいと思っておりま

す。 

○名本委員 少し前倒しにしたほうがいいと思います。 

○柴田会長 他はよろしいでしょうか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

 

  ４．閉  会 

○柴田会長 それでは、以上をもちまして、本日の協議会を終了させていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


