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パリ協定では、産業革命以前と比べて地球の平均気温の上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、
1.5℃に抑える努力を追求することを目的とし、これを達成するため、今世紀後半に人為的な温室効果ガ
ス排出と森林等による吸収を均衡させること（脱炭素化）等が規定されました。

さらに、IPCC「1.5℃特別報告書」では、科学的な知見として、地球の平均気温上昇を２℃よりもリス
クの低い1.5℃に抑えるためには、2050年までに脱炭素化することが必要とされており、国内外では2050
年までに脱炭素化しようとする動きが活発化しています。

気候変動問題は、その予想される影響の大きさと深刻さから、人類の生存基盤に関わる安全保障の問題
と認識されており、最も重要な環境問題の一つです。私たちのあらゆる社会・経済活動は、温室効果ガス
の排出と関わりがあります。特に、エネルギーの大消費地である札幌においては、市民・事業者・行政な
どのあらゆる主体が温室効果ガスの排出を“自分ごと”として捉え、将来のあるべき姿を共有したうえで、
エネルギーの使い方や作り方を見直し、脱炭素化に向けた取組を“今から”行っていく必要があります。

パリ協定採択後の脱炭素社会構築に向けた世界の潮流や深刻化する気候変動の影響、科学的な知見、ま
た、第２次札幌市環境基本計画で掲げる2050年の将来像「次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可
能な都市『環境首都・SAPP‿RO』」を踏まえ、札幌市は、第３章で示した豊かで素晴らしい札幌の環境
を将来に引き継いでいくため、そして、国際都市として責任を果たしていくため、2050年のあるべき姿
を以下のとおり設定します。

１ 札幌が目指す2050年のあるべき姿

＜札幌が目指す2050年のあるべき姿＞
• チャレンジ「1.5℃＆ゼロカーボン」 環境首都・SAPP‿RO
• 「ゼロカーボンへの挑戦」環境首都・SAPP‿RO 
• 「1.5℃＆ゼロカーボンへの挑戦」環境首都・SAPP‿RO

第４章 脱炭素社会の実現に向けて札幌が目指す2050年のあるべき姿

２ 温室効果ガスの削減目標

（1）2050年目標
温室効果ガス排出量をゼロ

（2）2030年目標
温室効果ガス排出量を2016年比で56％削減（2010年比で45％削減）

＜目標排出量：537 万t-CO2＞

図 4-1 札幌における温室効果ガス排出量の推移と削減目標との比較

※2050年目標、2030年目標いずれにおいても、市域内の森林によるCO2吸収分を含みます。

資料２

令和２年（2020年）２月５日 札幌市環境保全協議会 第６回会議

仮称）札幌市気候変動対策行動計画（たたき台、抜粋）
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省エネルギー

 ZEHの普及
○ 高断熱・高気密住宅の普及
 新築・建替・改修により、ほぼ全ての住宅が高断熱・高気密となっています。
 住宅内で使用するエネルギーは、再生可能エネルギー由来の電気・水素となっており、

化石燃料はほとんど使用していません。

○ 高効率冷暖房・給湯機器の普及
 ほぼ全ての住宅で、ヒートポンプ式の冷暖房・給湯機器や燃料電池・コージェネレー

ションシステムを使用しています。これら機器は、再生可能エネルギーの需給調整の
役割も果たしています。

○ 省エネ家電の普及
 技術革新により、全ての住宅で省エネルギー家電を使用しています。

 ZEBの普及
○ 高断熱・高気密建築物の普及
 新築・建替・改修により、ほぼ全ての建築物が高断熱・高気密など、省エネルギー性

能が高い建築物となっています。

○ 高効率冷暖房・給湯設備の普及
 ほぼ全ての建築物で、ヒートポンプ式の冷暖房・給湯設備や燃料電池・コージェネ

レーションシステムを使用しています。これら設備は、再生可能エネルギーの需給調
整の役割も果たしています。

○ エネルギーの面的利用の普及
 都心部などの地域熱供給エリアでは、ほぼ全ての建築物が地域熱供給から電気・熱の

供給を受けています。地域熱供給では、複数の建物で相互に電気・熱を融通すること
で、再生可能エネルギーの需給調整を行っています。

○ エネルギーマネジメント技術の普及
 計画的な設備更新や適切な維持管理など、IoT・AIを活用しながら、建築物の省エネ

ルギー性能を最大限発揮するエネルギーマネジメントを行っています。

札幌が目指す2050年のあるべき姿の実現に向けて、2050年に温室効果ガス排出量を2016年比で100％
削減する（温室効果ガス排出量を実質ゼロとする）ことを掲げます。

2050年目標を達成するための2030年目標について、IPCC「1.5℃特別報告書」では、1.5℃目標を達成
するためには、2030年には2010年比で約45％の温室効果ガスの削減が求められるとしていることから、
本計画では、2030年目標についても旧計画を上回る目標として、2030年に温室効果ガス排出量を2016年
比で55％削減（2010年比で45％削減）することを目指します。

なお、脱炭素社会の実現に向けて札幌が目指す2050年のあるべき姿のイメージについては、第２章で
示した気候変動に関わる国内外の動向や、第２次札幌市環境基本計画における札幌の環境の将来像、さら
には札幌市環境審議会や札幌市環境保全協議会、市民意見等を踏まえ、以下のとおり設定しています。

＜脱炭素社会の実現に向けて札幌が目指す2050年のあるべき姿のイメージ＞

再生可能
エネルギー

○ 再生可能エネルギーの普及
 札幌市内で使用するエネルギーのほぼ全てが再生可能エネルギーから製造された電

気・熱・水素となっています。

○ 自立分散型エネルギーシステムの普及
 ZEHやZEB、エネルギーの面的利用など、再生可能エネルギーによる自立分散型のエ

ネルギーシステムを構築しています。
 地域新電力や道内市町村との連携などにより、道内各地で製造された再生可能エネル

ギー由来の電気・水素を札幌で積極的に利用しています。
 日射量や風力等の気象条件によって発電量が増減する再生可能エネルギーについては、

電気・熱・水素など様々な形で貯蔵し、IoT・AIを活用しながら、需給調整を行って
います。
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移動

○ 歩いて暮らせるまちと公共交通利用の普及
 徒歩や自転車、公共交通機関で移動しやすいまちと、IoT・AIを活用した脱炭素型の

交通ネットワークが普及し、自動車利用が適正となっています。

○ 電気自動車・燃料電池自動車の普及
 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

自動車となっています。これら自動車は、再生可能エネルギーの需給調整の役割も果
たしています。

資源

○ 廃棄物の削減と資源循環の普及
 ２R（発生抑制「リデュース」と再使用「リユース」）の取組が定着し、廃棄・焼却

される石油製品や食品などを極限まで減らしています。

○ 森林の保全と道産木材の最適利用
 森林を適切に保全し、自然の再生ペースを上回らない範囲で、道産木材を建材や製品、

エネルギーとして使用しています。

行動

○ 環境配慮行動の定着
 環境配慮行動に関する適切で分かりやすい情報をもとに、計画的な家電の買替えや適

切な温度設定を行うなど、脱炭素型のライフスタイルが無理なく定着しています。
 様々なコミュニティにおいて、環境配慮行動を率先し広げる市民が活動しています。

○環境を重視した事業活動の定着
 建築物における計画的な設備更新や適切な維持管理を行う人材の確保など、脱炭素型

のワークスタイルが無理なく定着しています。
 脱炭素型の製品やサービスなどを広く国内外に発信することにより、世界の脱炭素化

に貢献しています。

コラム：札幌市の「LEED for Cities and Communities」プラチナ認証取得について

札幌市では、2018年に内閣府から「SDGs未来都市」として選定されるなど、SDGs(持続可能な開発目
標)の達成に向けてさまざまな取り組みを進めています。

また、近年は、環境（Environment）、社会(Social)、ガバナンス（Governance）の各分野への取り組
みを判断基準とした投資が注目を集めており、これを評価するものとして、国際的に最も認知されている
環境性能評価システム「LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）」の認証を受ける都
市や企業が国際的に広がりを見せています。

このような状況を踏まえて、札幌の街を世界基準で捉えるとともに、客観的な評価を活用したシティプ
ロモートを展開するため、LEEDの認証システムのカテゴリの1つである「LEED for Cities and 
Communities」の登録申請を行い、2020年１月、日本の都市では初となる最高ランクの「プラチナ」の
認証を取得しました。

「LEED for Cities and Communities」においては、「エ
ネルギー」「水」「廃棄物」「交通」「ひと」の５項目に
ついて、1人当たりの温室効果ガス排出量や生活用水使用
量、廃棄物分別率等を基に評価されます。札幌市において
は特に、1人当たりの温室効果ガス排出量や生活用水使用
量が少ないことから、「エネルギー」や「水」の分野で高
い評価を受けました。これは行政だけではなく、市民・事
業者による取組の成果が評価されたものと言えます。

この評価は、登録している世界の他都市との相対評価に
よって毎年変わります。脱炭素社会・経済への移行競争が
本格化している現状においては、温室効果ガスの排出削減
によって国際的な評価を高めながら、私たちの暮らしを取
り巻く環境や生活の質の向上、地域経済を支える都市間競
争力の強化を図っていくことが重要となります。
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３ 施策の方向

現在の私たちの暮らしや経済活動は、エネルギーや資源の消費によって成り立っています。日常生活に
欠かすことのできない電気、ガス、水道はもちろん、現代社会の基礎になっている運輸、通信などもすべ
てエネルギー・資源を利用しています。さらに、食料品、衣料品など、あらゆる製品はその生産や流通の
過程においてエネルギーや資源を利用しています。現在、これらエネルギーや資源の多くは、利用や焼却
時に温室効果ガスを排出する、灯油や天然ガス等の化石燃料やプラスチック等の石油製品に頼っています。

札幌市内で排出される温室効果ガスのほとんどは、市民生活や事業活動に伴うエネルギー起源のCO2で
あることから、無駄なエネルギー消費を減らし、効率よく使う「エネルギーの有効利用」と、私たちの身
近に広く存在する再生可能エネルギーを活用する「エネルギー転換」を基本的な方向として、脱炭素化を
進めていきます。

「エネルギーの有効利用」と「エネルギー転換」を基本的な方向として、脱炭素化を進めていきます。

道内の再エネでまかなう量
道内の再エネでまかなう量

市内の再エネでまかなう量

化石燃料
（石炭・石油・天然ガスなど）

でまかなう量

市内の再エネでまかなう量

市内の省エネ（無駄なエネルギー
消費を減らし、効率よく使う）

で減らす量

減らす

増やす

１

２

使う３

現在 2050年▶
図 4-2 「エネルギーの有効利用」と「エネルギー転換」による脱炭素化のイメージ
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コラム：「エネルギーの有効利用」と「エネルギー転換」の関係

IPCC「1.5℃特別報告書」では、エネルギー需要が低ければ、地球温暖化を1.5℃に抑えるための低炭素
エネルギー供給の選択肢をより多くの中から選ぶことができる一方、エネルギー需要が高ければ、選択肢
の柔軟性が低下し、ほぼ全ての利用可能な選択肢（バイオ・水力・風力・太陽光などの再生可能エネル
ギー、原子力、CO2除去技術など）を考慮する必要があると指摘しています。

札幌を取り巻く豊かな環境への配慮や原発に依存しない社会の実現を目指す札幌においては、再生可能
エネルギーの導入だけでなく、エネルギー需要を下げるための省エネルギー対策も重要となります。

さらに、IPCC「1.5℃特別報告書」 では、2030年の温室効果ガス排出量が少ないほど、2030年以降に
地球温暖化を1.5℃に抑えるための課題（炭素排出型インフラによるCO2排出の⾧期固定化、市場・社会
環境の激変により価値が大きく既存する座礁資産の発生など）が少なくなると指摘しています。

1.5℃努力目標の達成に向けては、2030年の温室効果ガス排出量を少なくすることも重要となります。

エネルギー需要とエネルギー供給の選択肢の関係

資料：IPCC「1.5℃特別報告書」の概要（2019年７月/環境省）
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気候変動問題は市民生活や社会経済活動全般に関わることから、市民、事業者、行政といった全ての主
体が参加・連携して取り組むことが必要です。

国の「地球温暖化対策計画」では、地球温暖化対策の基本的な考え方として、第一に「環境・経済・社
会の統合的向上」が掲げられており、地球温暖化対策の推進に当たっては、温室効果ガスの排出抑制等だ
けではなく、産業振興、行財政コスト削減、健康・福祉、防災といった、地域が抱える問題の解決にもつ
ながる施策の推進を図ることとされています。

また、近年、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入などによって、市民生活や企業活動、自治
体運営を向上させるという事例が全国各地で見られるようになっており、得られる効果のエビデンス（根
拠）も蓄積されてきています。

これらのことを踏まえ、本計画では、気候変動対策が現在の世代のニーズを満たすとともに、将来の世
代のニーズも満たすことを具体的に提示することで、全ての主体に気候変動対策の実践を働きかけていき
ます。

４ 施策推進の視点
4.1 環境・経済・社会の統合的向上

図 4-3 「気候変動対策」を起点とした「環境」「経済」「社会」への波及イメージ

気候変動対策は、現在と将来の世代のニーズを両方とも満たすことを具体的に提示することにより、全
ての主体に気候変動対策の実践を働きかけていきます。
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4.2 道内連携

図 4-4 道内連携のイメージ

資料：令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書（2019年６月/環境省）より札幌市作成

現代の経済社会活動は広域にわたっており、都市と地方は補完的な関係にあります。各地域がそれぞれ
の特性に応じて様々な資源を循環させる自立・分散型の社会を形成しつつ、都市と地方が相互補完によっ
て相乗効果を生み出しながら経済社会活動を行うことで、環境・経済・社会が統合的に向上した持続可能
な社会が実現できます。また、都市に生活する私たちは、地方からの農林水産品や自然の恵み等によって
自らが支えられているということに気付き、地方を支える具体的な行動をするという視点も重要です。

本計画では、札幌と北海道の経済は密接不可分であり、また札幌は北海道の各地域から多くの恩恵を受
けていることから、本計画では、北海道全体の温室効果ガス削減や経済循環の促進、道内の地域課題の解
決や地域活性化に貢献することが札幌の役割であるという視点を持ち、道内自治体と連携して気候変動対
策を推進していきます。これにより、国が目指している「地域循環共生圏」（地域資源の循環、自立分散
型社会の形成）の創造にもつなげていきます。

豊富な再生可能エネルギーや資源を活用した道内連携により、気候変動対策を推進していきます。

人に優しく魅力ある「交通・移動」システム

「災害」に強いまち

自立分散型の「エネルギー」システム

多様なビジネスの創出

健康で自然とのつながりを感じる「ライフスタイル」

気候変動対策の推進にあたっては、耐用年数に
応じた普及速度も考慮して取組を進めるという視
点も重要です。例えば、家電や自動車等の買替サ
イクルはおおむね10年程度であることから、遅く
とも2040年頃までに、今ある技術も含めた脱炭素
製品・サービスの販売・導入シェアを最大化する
ことが重要となります。

第３章で示したとおり、札幌のまちは、今後、
都市基盤や公共施設、建築物などのリニューアル
を一斉に迎えます。特に、住宅・建築物は、更新
サイクルが⾧く、一度建設されると⾧期にわたっ
て温室効果ガス排出に影響を与えることから、対
策を強化していきます。

4.3 2050年を見据えた取組

資料：⾧期大幅削減に向けた基本的考え方（2018年３月/環境省）

図 4-3 耐用年数に応じた機器普及のイメージ

更新サイクルが⾧く、一度建設されると⾧期にわたって温室効果ガス排出に影響を与える住宅・建築物
などの対策を強化していきます。
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コラム：気候変動対策に対する世界と日本の認識の違い

コラム：温室効果ガス削減とSDGs達成の関係

温室効果ガス削減とSDGs達成の関係

資料：IPCC「1.5℃特別報告書」の概要（2019年７月/環境省）

IPCC「1.5℃特別報告書」では、気温上昇を1.5℃に抑えるための温室効果ガスの削減策とSDGs間の相
乗効果（正の効果）の数はトレードオフ（負の効果）の数より多いと評価されています。具体的には、
SDG3（すべての人に健康と福祉を）、SDG7（エネルギーをみんなにそしてクリーンに）、SDG12（つ
くる責任 つかう責任）などの目標と相乗効果がある一方、SDG1（貧困をなくそう）、SDG2（飢餓をゼ
ロに）、SDG6（安全な水とトイレを世界中に）、SDG15（陸の豊かさを守ろう）とはトレードオフのリ
スクがあることから、適切な対策の実行が必要であるとしています。

また、SDGsを達成し温室効果ガスの排出をより少なくして地球温暖化を抑制することは、気候に対し
てレジリエント（強靭）な世界に繋がるととともに、持続可能な開発を進めることは地球温暖化を1.5℃
に抑えるために必要な社会及びシステムの根源的な移行と変革にもつながるとしています。
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１ 2030年目標の達成に必要な温室効果ガス削減量の内訳
2030年目標の達成に向けては、地球温暖化対策推進法第21条に規定される地方公共団体が定める施策

を踏まえ、 「徹底した省エネルギー対策」、 「再生可能エネルギー導入拡大」、「移動の脱炭素化」、
「徹底した資源循環」「ライフスタイル・ワークスタイルの変革」に向けた取組を進めていきます。

2030年目標の達成に必要な温室効果ガス削減量664万トンの内訳は、［省エネ］による削減分が約419
万トン、［再エネ］による削減分が約150万トン、［移動］による削減分が約96万トン、［資源］による
削減分が削減分が約６万トンとなります。また、温室効果ガスの排出部門別に置き換えると、家庭部門が
約276万トン、業務部門が約251万トン、運輸部門が約96万トン、その他の部門が約48万トンの削減とな
ります。

第５章 2030年目標の達成に向けた取組（市民・事業者編）

図 5-1 2030年目標の達成に必要な温室効果ガス削減量の内訳

2016年
（最新実績）

2030年

2050年

1,208万t-CO2

2016年比56％削減 ➡ 537 万t-CO2

［省エネ］
約419万t-CO2

［移動］
約96万t-CO2

0 万t-CO2

［資源］
約６万t-CO2

2016年からの削減量 671 万t-CO2

A）施策分野別

B）温室効果ガスの排出部門別

【家庭部門】
約276万t-CO2

【業務部門】
約251万t-CO2

【運輸部門】
約96万t-CO2

【その他の部門】
約48万t-CO2

その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガ
スの排出の抑制等を行うための施策に関する事項

（地球温暖化対策推進法第21条）
2030年目標達成に向けた取組

その利用に伴って排出される温室効果ガスの量が
より少ない製品及び役務の利用その他のその区域
の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等
に関して行う活動の促進に関する事項

［省エネ］
徹底した省エネルギー対策

［行動］
ライフスタイル・
ワークスタイルの
変革

太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであっ
て、その区域の自然的条件に適したものの利用の
促進に関する事項

［再エネ］
再生可能エネルギーの導入拡大

都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の
利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の
推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資す
る地域環境の整備及び改善に関する事項

［移動］
移動の脱炭素化

［資源］
徹底した資源循環その区域内における廃棄物等の発生の抑制の促進

その他の循環型社会の形成に関する事項

表 5-1 温室効果ガスの排出抑制等を行うための施策に関する事項とそれに対応する取組

【家庭部門】
446万t-CO2

【業務部門】
393万t-CO2

【運輸部門】
258万t-CO2

【その他の部門】
111万t-CO2

約170
万t-CO2

約142
万t-CO2

約162
万t-CO2

約63万t-CO2

［再エネ］
約150万t-CO2
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２ 2030年目標の達成に向けた主な取組
2.1［省エネ］徹底した省エネルギー対策

2030年の目指す姿 目標削減量：約419万t-CO2

 新築の住宅・建築物の100％がZEH・ZEB相当となっています。
 暖房・給湯機器のうち、ヒートポンプ式・燃料電池式・地域熱供給など、電気やガス

をエネルギー源とするものが約５割普及しています。
 LED等の高効率照明と省エネ家電が100％普及しています。

(1) 基本方針

 市内温室効果ガス排出の約７割を占める住宅・建築物（家庭４割＋業務３割）のCO2削減に向けて、
断熱・気密性能等の向上及び省エネ機器の導入により大幅な省エネルギーを実現したうえで、再生可
能エネルギーにより年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指すZEH・ZEBの普及に向けた
取組を進めます。

 冬季の暖房エネルギー消費が多い札幌においては、⾧期間にわたりCO2排出に影響を与える新築住
宅・建築物の断熱・気密性能を優先して確保していきます。また、毎年新築される住宅・建築物に比
べて数多く存在する既存住宅・建築物についても、断熱・気密性能を向上させていきます。

 暖房・給湯・照明・電化製品などの機器については、CO2排出量が多い灯油や重油などを使用する機
器から、CO2排出量が少ない電気やガスなどを使用する省エネ機器への転換を進めます。また、都心
部などでは、複数の建築物に熱や電気を供給し、地域として高い省エネ性能の確保と再生可能エネル
ギーの導入を同時に実現する、エネルギーの面的利用に向けた取組も進めます。

 ZEBなどの建築物の設計性能を十分発揮するため、建築物の用途や設備機器構成に合わせて、適切か
つ効率的に設備運用を行う、エネルギーマネジメント技術の普及に向けた取組も進めます。

資料：資源エネルギー庁

資料：資源エネルギー庁

図 5-4 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の概要

図 5-2 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の概要
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(2) 主な取組

図 5-3 高断熱・高気密住宅によるCO2排出量の削減効果

ZEHの推進

 住宅・建築物のエネルギー性能を年間の光熱費等で「見える化」する制度を構築し、市民・事業者に
よるZEH・ZEBの選択を促進します。

 省エネ計算の技術力の向上や、光熱費等の見える化ツールを活用した建築主への提案力の向上などを
目的とした講習会を実施し、建築事業者によるZEH・ZEBの供給を促進します。

 札幌市独自の高断熱・高気密住宅の基準である「札幌版次世代住宅基準」に適合する戸建住宅の認
定・補助制度を活用し、市民による高断熱・高気密住宅の選択を促進します。

 既存住宅の断熱改修に対する補助制度を活用し、市民による窓や外壁などの高断熱・高気密化の取組
を促進します。

 省エネ・再エネ・蓄エネ機器導入に対する補助制度を活用し、市民による燃料電池や太陽光発電、蓄
電池などの導入を促進します。また、国のJ-クレジット制度を活用してCO2削減効果をクレジット化し、
その売却代金をさらなるCO2削減の財源とすることで、資金循環を図ります。

 今後、増加が見込まれる老朽化マンションの対策として、管理組合等への情報提供や相談窓口の設置、
セミナー開催などにより、改修時の省エネ化を促進します。

 市内住宅ストックの６割以上を占める集合住宅のZEH-M化の普及に向けた検討を進めます。

ZEBの推進

 【再掲】住宅・建築物のエネルギー性能を年間の光熱費等で「見える化」する制度を構築し、市民・
事業者によるZEH・ZEBの選択を促進します。

 【再掲】省エネ計算の技術力の向上や、光熱費等の見える化ツールを活用した建築主への提案力の向
上などを目的とした講習会を実施し、建築事業者によるZEH・ZEBの供給を促進します。

 オフィスビルのZEB化に取り組む意欲的な建築事業者への設計支援などにより、技術力・提案力の向
上を促進するとともに、技術講習会の開催等を通じて、建築事業者によるZEBの供給を促進します。

 都心部において、新築・改築時の事前協議、運用報告、公表・表彰、優良取組への支援を行うモデル
的な制度の導入などにより、建築物の省エネ化、エネルギーの面的利用、再エネ利用を促進します。

 都心部において、大規模な開発計画と連動して、コージェネレーションを導入したエネルギーセン
ターを整備し、複数のエネルギーセンターを冷水・温水導管ネットワークで連系して効率的に運用し
ます。

 事業者向けの省エネ講習会の開催等により、事業者による建築物のエネルギーロス改善を促進します。

図 5-4 暖房機器によるCO2排出量の削減効果
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(3) 期待される主な効果

• エネルギー消費量の削減に伴う経営基盤の強
化

• 自然エネルギーの適切な活用、空調や照明の
最適制御などによるビル等の中で働く人や訪
れる人の健康・快適性・知的生産性の向上

• SDGsやESG投資といった企業の環境配慮行
動に対する評価の高まりなどによる不動産価
値や入居する企業の価値の向上

• 労働生産性向上と省エネビジネスの活性化
• 地域熱供給導入による有効スペースの増加、

各ビルの運転員の省力化

• 結露・カビ・ダニの発生抑制によるアレル
ギー防止などの室内環境の向上

• 寒さで急激に血圧が上がるヒートショックに
よる脳・心臓疾患等の予防など、健康寿命の
延伸

• 災害等の非常時において必要となるエネル
ギー需要の削減

• 太陽光発電や蓄電池システムによる台風・地
震等の災害時の電源確保

• 真夏や真冬の災害時における暑さや寒さに強
い室内環境の確保

• 化石燃料の消費量の減少による大気環境や生物多様性の保全
• 地域熱供給導入による再生可能エネルギーや都市排熱の利用可能性の増加、ヒートポンプエアコンか

らの代替フロン漏洩の減少、室外機排熱によるヒートアイランド現象の抑制、景観の向上
• 道産木材利用との連携によるLCCM（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅の普及
• 環境に配慮した再生可能エネルギーの導入による自然環境の保全

社会 経済

環境

【関連するSDGs】

事例：建築物における環境エネルギー性能検討制度

2019年６月にG20「持続可能な成⾧のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」が開催
された⾧野県では、環境エネルギー性能を客観的に評価できる指標に基づき、建築主が建築時に省エネル
ギー性能を検討し、省エネルギーに配慮した建築物の選択を促す制度を設けています。

本制度では、新しく建物を建てるときには、ライフサイクルコストを考慮した総合的な環境への負荷の
低減を図る措置について検討することとしており、住宅・建築物のエネルギー性能の「見える化」を行う
ことは、建築主、設計・建築事業者双方にとってメリットがあるとしています。

⾧野県「建築物における環境エネルギー性能検討制度」の概要

資料：⾧野県
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事例：エネルギーロス改善型の省エネ対策

これまでの省エネ対策は、省エネ型機器を新たに導入する「機器導入型」と、日常のエネルギー消費行
動を見直す「行動改善型」の２つのタイプが主流であったと言えます。

一方、「エネルギーロス改善型」の省エネ対策は、既存設備をメンテナンスにより機能回復させた上で
運用改善を行うことにより、従来型の省エネよりも大きな効果を目指す省エネ対策です。

本市が実施した「札幌型省エネルギービジネス創出事業」では、2012年度から2016年度において、北
海道内の業務施設（ビル等）や産業施設（工場等）でエネルギーロス改善型の省エネ対策を実施し、平均
で２～３割程度のエネルギー消費量を削減できることを実証しました。

エネルギーロス改善型の省エネ対策の効果は、省エネを実施する側の事業者にとってはエネルギーコス
トの削減によって経営基盤が強化できる効果、省エネサービスを提供する側の地域の中小事業者（担い
手）にとっては新たなビジネスチャンスが生まれるという効果が期待できます。また、札幌市にとっては、
地域の中小企業振興（経済）とCO2削減（環境）を両立する有効な施策となり得ます。

省エネのタイプ別概念図

コラム：地域熱供給による省エネ対策と再エネ導入

地域熱供給は、一か所又は数か所のエネルギーセンターで冷水・温水などを効率的に製造し、複数のビ
ルなどへ面的にエネルギーを供給する省エネ性能が高いシステムであり、全国の約140地域で導入されて
います。また、個別ビルでは活用しにくい、地域に存在する再生可能エネルギーや未利用エネルギーを地
域熱供給プラントに導入することで、さらなる高効率化につながります。

地域熱供給は、まちづくりとともに進めることによって、経済性（スペースの有効活用、各ビルの設備
運転員の省力化）・環境性（CO2排出削減）・防災性（BCP）など、まちの優れた価値を創出することに
つながります。

建物別冷暖房方式と地域熱供給方式の概要 建物別冷暖房方式と地域熱供給方式の
エネルギー消費量の比較

資料：「札幌型省エネルギービジネス創出事業」実施業務報告書（2017年３月）
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2.2［再エネ］再生可能エネルギーの導入拡大

2030年の目指す姿 目標削減量 約150万t-CO2

 札幌市内の電力消費のうち、再生可能エネルギー消費量が約５割となっています。
 市内の住宅・建築物の約３割に太陽光発電が導入されています。

(1) 基本方針

 脱炭素社会の実現に向けて、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を進めます。

 市内の住宅・建築物等においては、大都市でも普及が可能な太陽光発電を中心とした自家消費型の再
生可能エネルギーの導入を進めます。

 住宅・建築物の規模や立地条件等によっては、エネルギー需要の全てを敷地内の再生可能エネルギー
で賄うことが困難な場合もあるため、複数の建築物が相互に熱や電気を融通し、地域として再生可能
エネルギーの導入を進めるエネルギーの面的利用を進めます。

 大都市である札幌では、全ての電力需要を市内の再生可能エネルギーで賄うことは困難なことから、
北海道内の再生可能エネルギーの利活用も進めます。

 気象条件によって出力が変動する再生可能エネルギーの導入可能量の増加に向けて、AI・ICT技術を
利用したエネルギー管理システムや、ヒートポンプ式給湯器、蓄電池、電気自動車、水素などの需給
調整機能の活用を進めます。

図 5-5 エネルギー選択の大きな流れ

資料：エネルギー白書2018（資源エネルギー庁）
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(2) 主な取組

図 5-6 発電方式とライフサイクルCO2排出量の比較

建築物等への再生可能エネルギー導入の推進

 【再掲】住宅・建築物のエネルギー性能を光熱費等で「見える化」する制度を構築し、市民・事業者
によるZEH・ZEBの選択を促進します。

 【再掲】省エネ計算の技術力の向上や、光熱費等の見える化ツールを活用した建築主への提案力の向
上などを目的とした講習会を実施し、建築事業者によるZEH・ZEBの供給を促進します。

 【再掲】省エネ・再エネ・蓄エネ機器導入に対する補助制度を活用し、市民による燃料電池や太陽光
発電、蓄電池などの導入を促進します。また、国のJ-クレジット制度を活用してCO2削減効果をクレ
ジット化し、その売却代金をさらなるCO2削減の財源とすることで、資金循環を図ります。

 【再掲】オフィスビルのZEB化に取り組む意欲的な建築事業者の設計支援などにより、技術力と提案力
の向上を促進するとともに、技術講習会の開催等を通じて、建築事業者によるZEBの供給を促進します。

 【再掲】都心部において、新築・改築時の事前協議、運用報告、公表・表彰、優良取組への支援を行
うモデル的な制度を導入するなどにより、建築物の省エネ化、エネルギーの面的利用、再エネ利用を
誘導します。

 学校等の市有施設や未利用地へ民間事業者を活用した太陽光発電設備の導入を行います。

地域への再生可能エネルギー導入の推進

 都心部を主な供給対象とした地域新電力事業を立ち上げ、清掃工場のバイオマス電力や道内の再生可
能エネルギーの利用、地域新電力から市有施設への電力供給契約の検討を行います。

 地域新電力の再生可能エネルギー由来の電力供給量を増大させるため、道内の風力や太陽光、バイオ
マス等の発電電力の導入に向けて他自治体との連携体制の構築を進めます。

 都心部において、地域熱供給への再生可能エネルギーの段階的な導入拡大と、エリア内ビル等への接
続を誘導します。

 都心部において、AI・ICTの活用により、需要側と供給側の熱と電力利用の最適化を図るエリア・エネ
ルギー・マネジメント・システム（AEMS）のあり方を検討し、段階的にシステムを構築します。

 清掃工場の建て替えに合わせ、高効率なエネルギー回収システムを導入することにより、ごみ焼却エ
ネルギーのさらなる活用を図ります。

 下水やその処理水、汚泥などが有するエネルギー・資源を積極的に活用します。
 水素エネルギーの将来の普及に向けて、官民及び道内連携のもと、再生可能エネルギーを活用した水

素サプライチェーンを構築し、水素市場の創出を図ります。
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(3) 期待される効果

資料：環境省「地域経済循環分析データベース2013年（2018改訂）版」

各自治体の地域内総生産に対するエネルギー代金の収支の比率（2013年）

【関連するSDGs】

• 地域外に流出しているエネルギー代金を再エネ
導入に回すことによる地域への利益の還元

• 再エネ設備の設置、メンテナンス、資源収集
（バイオマス）などの新たな雇用の創出

• 再エネを活用した水素サプライチェーンの構築
による新たな地域産業の創出

• 再エネの需給調整力の確保に向けたIT産業の活
性化

• バイオマス資源の活用による農林業等の活性化

• 供給リスクがあり価格変動の大きい化石燃料
からの転換によるエネルギーの中⾧期的な安
定確保

• 再エネの多くが分散型で需要地に近接してい
ることによる災害時の強靭性（レジリエン
ス）の向上

• 再エネで得た収益の地域への還元
• エネルギーの需給関係を通じた地域内のつな

がりや都市と地方の交流などの地域づくり

• 化石燃料消費量の減少による大気環境や生物多様性の保全
• 適正な森林の管理によるCO2吸収機能の確保、水源の涵養、生物多様性の保全

社会 経済

環境

コラム：地域エネルギー収支の改善による地域経済循環の拡大

環境省の試算によると、2013年時点で９割を超える自治体において地域内総生産に対するエネルギー
代金の収支が赤字となっており、札幌においても赤字額が５～10％であり、地域外に資金が流出してい
る状況にあります。

再生可能エネルギーの導入を始めとする気候変動対策により地域のエネルギー収支を改善することは、
足腰の強い地域経済の構築に寄与し、地方創生にもつながります。
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事例：地域新電力によるエネルギーの地産地消

再生可能エネルギーの導入が進むドイツでは、「シュタットベルケ」による地域資源を有効活用した地
域エネルギー供給の取組が進んでいます。シュタットベルケとは、自治体が出資し、電力、ガス、水道、
公共交通など、地域に密着したインフラサービスを提供する公益事業体のことです。電力、ガス等のエネ
ルギー事業の黒字でバス交通等の不採算事業の赤字を埋めることで、インフラサービス全体を持続的に維
持しています。

環境省の調査によると、地方公共団体や地域金融機関が関与し、地域の再生可能エネルギー資源を活用
している地域エネルギー企業の数は2019年２月時点で46となっており、取組は全国各地へ広がりつつあ
ります。地域の資源を活用した電力を供給し、エネルギーを効果的に地産地消することで、地域の資金を
地域で循環させることが可能となります。

事例：脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーに関する市町村連携

横浜市は、再生可能エネルギー資源を豊富に有する東北
３県の12市町村（青森県横浜町、岩手県久慈市・二戸市・
葛巻町・普代村・軽米町・野田村・九戸村・洋野町・一戸
町、福島県会津若松市・郡山市）と再生可能エネルギーに
関する連携協定を2019年２月に締結しました。この協定に
より、再生可能エネルギーに基づく相互の連携を強化し、
脱炭素社会の実現を目指すこととしており、2019年９月に
は横浜市内の企業に対する東北地方の再生可能エネルギー
の供給が開始されました。

また、横浜市が各地域と連携し、横浜市の年間電力消費
量の４倍以上と推計されている連携自治体の再生可能エネ
ルギーのポテンシャルの活用による「再生可能エネルギー
の供給」と、住民・企業等の交流の活性化等の「地域活力
の創出」に向けて、国等への政策提言を含む実施スキーム
を検討し、再生可能エネルギーを活用した都市と地方の新
たな連携モデルの構築を図ることとされています。

地域循環共生圏の新たなモデル構築

資料：環境省「平成30年版環境白書」より
横浜市作成



 札幌市内で所有されている自動車の約６割が電気自動車や燃料電池自動車などの次世
代自動車となっています。

 公共交通機関・徒歩・自転車による移動が積極的に選択され、自動車による移動距離
が約１割削減されています。
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2.3［移動］移動の脱炭素化

2030年の目指す姿 目標削減量 約96万t-CO2

(1) 基本方針

 市内温室効果ガス排出量の約２割を占める自動車由来のCO2排出量の削減に向けては、自動車単体の
対策とともに、移動に伴うエネルギー使用量を減らす交通対策等のまちづくりが重要となることから、
公共交通を軸としたコンパクトな都市の実現に向けた取組を進めます。

 自動車のCO2排出量は、走行時のみならず、ガソリン・電気等を製造する過程まで評価することが重
要です。自動車の使い方のイノベーション（MaaS、コネクティッド、自動運転等）を活用しながら、
電気自動車や燃料電池自動車の普及など、エネルギーの製造から車の走行までのCO2排出をゼロにす
るWell to Wheel Zero Emission（ウェル・トゥ・ホイール・ゼロ・エミッション ）に向けた取組を
進めます。

 公共交通の利用は、自動車交通量の減少等を通じてCO2排出量が少なくなります。今後とも、公共交
通の利用促進に向けた取組を進めていきます。

 コンパクトな都市では、燃料使用を伴う自動車の移動距離が短くなることでCO2排出量が少なくなり
ます。今後、人口減少に転じる状況において、市街地の範囲を適正規模に保つための取組を進めてい
きます。

図 5-8 Well to Wheel Zero Emissionの概要

図 5-7 Well-to-Wheel（井戸から車輪まで） の概念図

資料：自動車新時代戦略会議 中間整理（2018年８月/経済産業省）

資料：自動車新時代戦略会議 中間整理（2018年８月/経済産業省）

乗用車は９割削減
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(2) 主な取組

図 5-9 自動車のWell to WheelにおけるCO2排出量の比較

 住宅地において、日常的な生活利便機能が立地し、都心や地域交流拠点では、多くの人が利用する公
共施設や商業・医療機能が集積するなど、エネルギー効率の高いコンパクトな都市に向けた取組を進
めます。

【取組の例】
• 歩いて暮らせるまちづくりに向けて、主に歩道や沿道施設等のハード面に着目し、目指すべきまちの

将来像やその実現に向けた効果的な手法等について検討します。
• 老朽化が進んでいる学校施設の改築を行うとともに、小学校の公共施設との複合化を検討します。

コンパクトな都市の推進

 市民・事業者・行政が一体となって公共交通機関の利用促進や自動車利用の適正化を図るとともに、
各交通モードの円滑性や連続性を向上させるなど、持続可能な交通システムに向けた取組を進めます。

【取組の例】
• 乗合バスの路線維持やバスロケーションシステムの導入に対する補助を実施するとともに、デマンド

バスの導入検討を行うほか、公共交通の利用に対する意識の醸成を図ることにより、市民・事業者に
よるバス利用を促進します。

• 路面電車のループ化整備の効果や課題を踏まえた延伸検討を進めるとともに、バリアフリー対応の車
両や停留所整備の継続、ループ化等による利用者増加に対応した施設整備の推進など、引き続き路面
電車のまちづくりへの活用を進めます。

• ICTを活用した交通モード間の連携に向け、決済基盤となるSAPICAの利便性向上を図るとともに、超
小型モビリティや自動運転等の新たな交通手段・サービスについて、有効性・実現可能性や既存の公
共交通との接続等の調査・検討を行います。

公共交通利用の推進

 電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）などの導入、水素ステーションの整備に対する費用の補
助、公用車FCVを活用した普及啓発などにより、市民・事業者によるEV・FCVなどのゼロエミッショ
ン自動車の選択を促進します。

ゼロエミッション自動車の普及推進
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(3) 期待される効果

• 福祉、商業等の生活サービス機能の維持、ア
クセス確保など利用環境の向上

• 高齢者の外出機会・歩く機会や距離の増加、
市民の健康増進

• 自家用車や運転免許を持っていない子どもや
高齢者、観光客の多様な移動手段の確保

• 高齢者等の運転事故の減少
• 交通渋滞の減少による公共交通機関の定時性

の確保
• 災害時の移動手段・バックアップ電源の確保

• サービス産業や交通事業者の生産性向上、収
益改善による省エネ・再エネ投資の誘発や
サービスの向上

• 外出機会・滞在時間の増加による消費拡大
• 自動車の再エネ需要拡大によるエネルギー代

金の地域内循環
• 除雪等の公的サービスの効率化、公共施設の

再配置・集約化等によるインフラの維持管理
の効率化

• 都市機能の集約化による地価の維持・固定資
産税収の確保

• 健康増進による医療・介護等の社会保障費の
抑制

• 都市機能の集約によるエネルギー消費量の削減、資源利用・廃棄物発生の抑制
• 熱源や熱需要の適切な集約による未利用熱の利用可能性の向上
• 計画的なまちづくりによる良好な景観の確保
• 都市と森林の緩衝帯の確保による野生生物との共生
• 自動車の移動距離・交通量・排気ガスの減少による大気・騒音環境や生物多様性の保全

【関連するSDGs】

社会 経済

環境

事例：公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり

2016年にG７環境大臣会合が行われた富山市では、公共交
通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりの取組を
全国に先駆けて進めており、その都市構造を「お団子と串」
に例えて市民へPRしています。

2006年に開業した富山ライトレールは、旧JR富山港線の
鉄道施設を活用し、日本初の本格的LRT（次世代型路面電車
システム）として再生した取組です。バス車両や自動車に比
べてCO2排出量が少ない路面電車の特徴を生かし、振動の少
ない軌道形式の採用や新駅の設置など利便性を向上させるこ
とにより、利用者数は開業前に比べて平日で約２倍、休日で
約3.5倍と大きく増加しています。

LRTネットワークの形成と合わせて、都心部や公共交通沿
線への居住推進や中心市街地の活性化に向けた取組が進めら
れています。過度に自動車に依存したライフスタイルを見直
し、歩いて暮らせる集約型の都市構造への転換を推進してお
り、中心市街地の人口動態においては、2008年から転入超
過（社会増）を維持するとともに、高齢者の外出機会の増加
等、まちづくりの効果も現れつつあります。

富山市の「お団子と串」の都市構造

資料：富山市SDGs未来都市計画
（2019年10月第１版改定）
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近年、欧州では、環境負荷低減の観点から、自家用車から公共交通への転換促進が大きな潮流となって
おり、その中で公共交通の活用に関し、様々な移動手法を組み合わせて１つの移動としてとらえるMaaS
（Mobility as a Service）と呼ばれるサービスが提供されています。

日本においても、交通事業者を始めとした民間企業を中心に、MaaSのほか、バス・タクシー運行時に
おけるAIや自動運転技術の活用など、新たなモビリティサービスへの取組が進められています。これらの
サービスは、CO2排出の削減に加え、交通手段の選択肢拡大等による利便性の向上、高齢者の移動手段の
確保、混雑緩和や空間利用の効率化など、環境・経済・社会といった様々な分野にインパクトをもたらす
可能性があるとされています。

MaaS発祥の欧州では、交通サービスは公的主体により提供されていますが、札幌においては多様な民
間主体により多くの交通サービスが提供されていることから、多様なサービス提供主体と連携しながら、
札幌の地域特性を踏まえたMaaSを展開していくことが重要です。

資料：日本版MaaSの実現に向けて（2019年４月/国土交通省）

MaaS（Mobility as a Service）の概要

コラム：サービスとしての移動（MaaS等）の新たなモビリティサービス
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コラム：自動車の新たな社会的価値

“エネルギーインフラ”としての電動車の活用イメージ

“移動ソリューション”としての電動車の活用イメージ

資料：第３回自動車新時代戦略会議（2019年４月/経済産業省）

資料：第３回自動車新時代戦略会議（2019年４月/経済産業省）

20世紀のモータリゼーション（自動車化）は、移動の自由、経済の成⾧等の恩恵を世界的にもたらし
た一方で、環境影響や渋滞・事故等の問題が存在したことは否めず、こうした社会的な負の側面は今後の
世界的な都市化の進展に伴い一層深刻化するおそれがあります。

このような中、自動車をめぐっては、CASE（ツナガル(Connectivity)・自動化(Autonomous)・利活用
(Shared & Service)・電動化(Electric)）といわれる大きな技術革新の波が訪れています。こうした構造変
化は、従前のビジネスモデルが大きな変更を迫られるという意味で消極的にとらえられることもあります
が、上記の負の側面を解消し、より効率的で、安全で、自由な移動を可能とし、自動車と社会の関係性に
新しい可能性を見出すものと積極的にとらえることもできます。

CASEがもたらす自動車の新たな社会的価値としては、電動車の蓄電・給電機能を活用する“エネルギー
インフラ”としての価値、公共交通と連携し高度なモビリティサービスを提供する“移動ソリューション”
としての価値、モビリティ領域を超えて電動車で入手できるビッグデータを様々なサービスに有効活用す
る“走る情報端末”としての価値などが期待されています。
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2.4［資源］徹底した資源循環

2030年の目指す姿

 ごみ焼却量が約39万tとなっています。
 保全されているみどりの面積が約７万haとなっています。

(1) 基本方針

 焼却時にCO2を排出するプラスチック等の再生不可能な資源の循環や、CO2の吸収・固定源である木材
などの再生可能な資源の循環に向けた取組を進めます。

 プラスチック等の再生不可能な資源については、２Rを優先した３Rの促進に向けた取組を進めます。

 木材等の再生可能資源については、自然の中で再生されるペースを上回らないペースで利用すること
が重要であることから、森林・都市緑化等の保全・創出・活用に向けた取組を進めます。

図 5-10 森林資源の循環利用のイメージ

資料：平成30年度 森林・林業白書（2019年６月/林野庁）

図 5-13 資源循環のイメージ

資料：平成26年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（2014年６月/環境省）

目標削減量 約６万t-CO2
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(2) 主な取組

 事業者と連携した簡易包装やレジ袋削減など、プラスチックごみの発生・排出抑制に向けた取組を進
めます。

 クリーニング店での古着回収など、合成繊維製品のリユースの促進に向けた取組を進めます。
 集団資源回収を実施する団体や回収業者に対する奨励金の交付など、分別・リサイクルの促進に向け

た取組を進めます。
 家庭や飲食店等における食品ロス削減や生ごみの水切りなど、生ごみの減量に向けた取組を進めます。

資源循環の推進

 自然環境・景観及び防災上などの公益機能上特に保全が必要な森林や、開発のおそれがある森林を、
計画的に公有化します。

 都心での開発や再整備に合わせてみどり豊かな空間創出を推進するため、民有地において、みどりの
オープンスペースの創出や、壁面緑化、屋上緑化、屋内緑地などの取組を支援します。

 民間開発による都心での緑化活動を促進するため、具体的な計画の参考となる民有地緑化の優良事例
を事業者に紹介します。

 民間の住宅・建築物、公共施設での道産木材の利用促進に向けた検討を進めます。
 公園や街路樹などで発生する間伐木、剪定枝を市民配布やバイオマス燃料、チップ化してマルチング

材として有効利用します。
 木質バイオマスストーブの購入補助制度を運用することにより、市民による木質バイオマス利用を促

進します。

森林等の保全・創出・活用の推進

コラム：木材利用によるCO2削減への貢献

木材は、炭素の固定、エネルギー集約的資材の代替、化石燃料の代替の３つの面で、地球温暖化の防止
に貢献します。

樹木は、光合成によって大気中のCO2を取り込み、木材の形で炭素を貯蔵しています。このため、木材
を住宅や家具等に利用することは、大気中のCO2を固定することにつながります。

また、木材は、鉄やコンクリート等の資材に比べて製造や加工に要するエネルギーが少ないことから、
木材の利用は、製造及び加工時のCO2の排出削減につながります。

さらに、木材のエネルギー利用は、大気中のCO2濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」な特
性を持っており、資材として利用できない木材を化石燃料の代わりに使用すれば、化石燃料の燃焼による
CO2排出の抑制につながります。これに加えて、原料調達から製品製造、燃焼までの全段階を通じた温室
効果ガス排出量を比較した場合、木質バイオマス燃料は化石燃料よりも大幅に少ないとされています。

住宅一戸当たりの炭素貯蔵量と材料製造時のCO2排出量

資料：平成30年度 森林・林業白書（2019年６月/林野庁）
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(3) 期待される効果

• 廃棄物の埋立処分量の減少
• 木材の調湿作用による住環境の改善
• 木材の嗅覚、触覚、視覚刺激による心理的・生

理的ストレスの緩和

• 天然資源の投入とそれに伴う資金の域外への
流出の抑制

• ごみの減量による運搬・焼却コストの削減
• シェアリング等の２Rビジネスなど、循環産業

の活性化
• 林業・木材産業の成⾧産業化や山村地域の活

性化、雇用の創出
• 豊かな自然環境の保全による高付加価値な観

光商品や農林水産物等の地域産品の提供

• 「必要なモノ・サービスを必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」ことによる流通や製造、
廃棄に伴うエネルギー需要の削減

• プラスチックによる海洋汚染の防止
• 木材利用によるCO2の⾧期固定や適切な森林管理による生物多様性の保全・水源の涵養
• ZEHとの連携によるLCCM（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅の普及

社会 経済

環境

【関連するSDGs】

コラム：食品ロス削減と気候変動対策

2019年８月に公表されたIPCC「土地関係特別報告書」で
は、2010～2016年に世界で生産された食料の25～30％は廃
棄され、その量は世界全体の人為起源の温室効果ガス総排
出量の8～10％に相当すると推定しています。

食品ロスを削減することは、その食料を生産するために
必要となる農地面積の節約につながり、節約した土地を新
規植林やバイオ燃料作物の栽培に利用することが可能とな
ります。

一方、対策が遅れた場合は、土地をめぐる競合により食
料価格が上昇して栄養不足となる人口が増え、食料安全保
障が脅かされるとともに、自然の植生を切り開いてでも燃
料用の作物を栽培する必要が生じるため、生態系に悪影響
を及ぼすリスクが増えると予想されています。

このような中、札幌市の家庭から出る生ごみの中には、
食べ残しや手つかずの食品が年間約２万トンも捨てられて
おり、４人家族では年間約２万5,000円分もの食品を無駄に
しています。

札幌市では、家庭や飲食店等における食品ロス削減に向
けて、「日曜日は冷蔵庫をお片付け。」キャンペーンや、
宴会開始後の25分間と終了前の10分間は自分の席での食事
などを推奨する「2510（ニコッと）スマイル宴」などの取
組を推進しています。

札幌市における食品ロス削減の取組例
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2.5［行動］ライフスタイル・ワークスタイルの変革

2030年の目指す姿 目標削減量 ー

 ライフスタイルの転換により、持続可能な社会の実現に向けた取組が進んでいる。
 ワークスタイルの転換により、事業者の省エネ行動が進んでいる。

(1) 基本方針

 環境・経済・社会の諸課題が複雑に関わっている現代において、環境保全を犠牲にした経済・社会の
発展も、経済・社会を犠牲にした環境保全はもはや成立しないことから、気候変動対策を行うことに
より環境・経済・社会の課題解決にも貢献することや、経済・社会面から対策を行うことにより、温
室効果ガス削減に貢献することにつながる取組を進めます。

 気候変動問題について関心がない人から気候変動問題の専門家として活動する人まで、人々の気候変
動に対する関心度には差があることから、日頃の小さな選択が未来を大きく変えていくという認識を
広めるとともに、それぞれの対象者の理解度・実践度に合った方法で気候変動対策に関する正確な情
報を発信し、各主体の自主的・積極的な参加を促します。

 これからの消費者は、自らの消費行動が環境・社会等に影響を及ぼすことを認識し、「安さ」や「便
利さ」を追求するのみならず、その背後に隠れた社会的費用についても意識することが求められるこ
とから、環境・経済・社会のつながりを理解して行動し、課題を解決し、他に広げるための取組を進
めます。

エネルギー消費に
関する課題の連鎖

CO2がたくさん排出され
地球温暖化が進む

異常気象が増えて
水害や農作物の不作など

の被害が増える

経済損失や失業者が
増える

豊かな地域（都市部）
へ移住する人が増える

豊かな都市との
経済格差等が広がる

被害を受けた地域での
貧困の悪化につながる

都市の人口が増加し、
様々なモノを消費する

みんながエネルギーを
たくさん使う

環境

経済

環境

社会

経済

経済

経済

社会

図 5-11 現代における環境・経済・社会の課題の連鎖の例
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(2) 主な取組

 ワークショップや出前講座など、市民の暮らし方や事業者の働き方について考え・対話する機会を創
出することにより、市民・事業者を起点とした取組の広がりを促進します。また、先導的な取組を進
めようとする市民・事業者が活動できる場の提供を検討します。

 都心部において、国内外のトップランナーとの交流によるイノベーションの創出や、実証・実装を行
う場の提供を行うことにより、事業者による挑戦的な取組を後押しします。

パートナーシップ強化・イノベーション創出

 うちエコ診断やエコライフレポートなどにより、取り組むべき課題や成果を「見える化」し、ナッジ
などの行動科学の知見も活用しながら、市民による脱炭素なライフスタイルへの転換を促進します。

 都心エネルギープランの発信、環境広場さっぽろ、環境保全行動計画・自動車使用管理計画などによ
り、事業者の取組を「見える化」するとともに、国内外へ戦略的に発信することで、事業者による
ESG投資に対応したワークスタイルへの転換や、市民による脱炭素な商品・サービスの選択を促進し
ます。

ライフスタイル・ワークスタイル転換の推進

 気候変動の現状や将来予測、気候変動対策によるCO2削減効果と同時に得られるメリットなどを「見え
る化」し、様々なメディアや機会を活用して発信することにより、気候変動対策を起点とした環境・
経済・社会への波及を促します。

 サービサイジングやテレワーク、営業時間の見直しや朝型生活へのシフト、宅配便の再配達防止など、
経済・社会面での取組によるCO2削減効果を「見える化」するための調査を行い、その結果を踏まえて
情報発信を行うことにより、経済・社会面からの気候変動対策を促します。

【情報発信の例】
• 札幌市ホームページ、事業者向け講習会、小中学生向けの環境副教材 など

情報発信の推進

事例：行動科学（ナッジ）を活用したCO2排出削減

2017年のノーベル経済学賞は、行動経済学の第
一人者である米シカゴ大のリチャード・セイラー
教授が受賞しました。近年、この行動経済学の理
論に基づくアプローチ（nudge（ナッジ）：そっ
と後押しする）により、一人一人の行動変容を促
し、ライフスタイルを変革しようとする取組が行
われ、費用対効果が高く、対象者にとって自由度
のある新たな政策手法として注目されています。

環境省では、一般家庭を対象としてエネルギー
の使用状況などを知らせる「省エネレポート」を
送付し、このレポートが省エネ意識の向上や省エ
ネ行動の促進にどの程度有効であるかを調査・検
証しています。

省エネレポートでは、各家庭の電気やガスの使
用状況に加え、前月との比較や節約のアドバイス
を盛り込むことで、自発的な省エネ行動を促そう
としています。先行して行われた北陸地方の２万
世帯を対象とした試験では1.2％の省エネ効果が得
られています。

資料：環境省「エコジン2018年２月・３月号」

省エネレポートの例
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(3) 期待される効果

• 気候変動対策を通じたコミュニティの活性化
• フェアトレード商品、寄付付き商品等の選択に

よる社会への配慮

• 気候変動対策につながる新たな技術開発や産業
の振興

社会 経済

• エコマーク商品、リサイクル製品、持続可能な森林経営・漁業の認証商品等の選択による環境への配慮

環境

【関連するSDGs】
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事例：札幌市 みんなの気候変動ゼミ・ワークショップ

市民や事業者等による気候変動対策の実践を進めていくためには、行政の働きかけのみでは効果の広が
りに限界があり、地域社会の中で、率先して取組を実践する者が、周囲の人間を巻き込みながら牽引して
いくという視点も重要です。

本市では、絵や図などのグラフィックにして議論の内容を記録する「グラフィックレコーディング」の
手法も活用しながら、市民との対話を通じて、気候変動対策の取組を進めています。

事例：フェアトレードタウンさっぽろ

フェアトレードとは、「公平な貿易」や「公正な貿易」と訳され、開発途上国の
生産者・労働者の公正な賃金や労働条件を保証するために、適正な価格で生産品を
購入し、先進国の市場で販売する仕組みであり、2015年に国連で採択されたSDGs
の達成にも貢献するものです。

開発途上国の生産者・労働者の自立や生活改善を図るだけではなく、環境破壊を
しない持続的な生産技術や原料を使うことを原則とするなど、環境保護にも配慮し
て行われています。

札幌では、フェアトレードの取組が1980年代後半から続いており、2017年には
札幌市でフェアトレードを推進するため、市民、企業、教育機関、行政が関わり、
市民団体の「フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議」が設立され、2019年６月に
は熊本市、名古屋市、逗子市、浜松市に続く全国５都市目の「フェアトレードタウ
ン」に認定されました。

このフェアトレード推進の取組を進めていくことは、地球規模の課題に貢献する
国際協力であると同時に、世界の国々の状況や国際社会の問題について市民の皆様
に考えていただく良い機会になることから、札幌市では、こうしたフェアトレード
の活動に取り組む市民や団体と連携しながら、普及啓発に取り組んでいます。

国際フェアトレード
認証ラベル

フェアトレード団体
（FTO）マーク

事例：第10次札幌市環境保全協議会「賃貸住宅の選び方・住まい方マニュアル」

学識経験者や事業者・環境活動団体の推薦者、公募市民などで構
成される札幌市環境保全協議会では、札幌市内の約半数の世帯が住
む賃貸住宅に着目し、2018年３月に「賃貸住宅の選び方・住まい
方マニュアル」を作成しました。

本マニュアルの作成に当たり、市内の賃貸住宅に住む大学生・専
門学生へのアンケート調査を行ったところ、入居前に断熱や省エネ
の性能を重視する人が少ない半面、入居後に部屋の寒さや光熱水費
の高さを知り、それらに不満を持つ人が多いという課題が明らかと
なりました。

本マニュアルでは、このアンケート結果や協議会委員の意見も踏
まえながら、冬期間の暖房エネルギー消費量が多い札幌において暖
房費の節約や快適な住環境の確保に繋がる、省エネな賃貸住宅の選
び方や住まい方のチェックポイントなどを紹介し、エネルギーを大
切に使う暮らしのあり方を考えるきっかけ作りをしています。 賃貸住宅の選び方・住まい方マニュアル

札幌市 みんなの気候変動ゼミ・ワークショップの様子


