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日 時：２ ０ １ ９ 年 ２ 月 １ 日 （ 金 ） 午 後 ２ 時 開 会 

場 所：札幌エルプラザ公共４施設 ２階 会議室１・２ 

※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） 定刻になりましたので、ただいまより、第１１次札幌市

環境保全協議会第３回会議を開会いたします。 

 まず、委員の出席状況につきましてご報告させていただきます。 

 本日は、玉生委員より、ご欠席の旨、ご連絡をいただいております。それから、有我委

員、若松委員からは若干遅参される旨のご連絡をいただいております。 

 現時点で１４名と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。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

 机の上に置いてありますお手元の資料をご覧ください。 

 上から本日の次第、それから、協議会の委員名簿と裏面に座席表、続きまして、Ａ３判

で２枚、資料１としまして、家庭部門の２０５０年を見据えた取組について、それから、

資料２の業務・産業部門の２０５０年を見据えた取組について、そのほかに、前回と同様

に、議題に関連しまして何名かの委員の方から情報提供をお願いしております。それぞれ

４名の方に今回は情報提供をお願いしておりまして、菊田副会長から札幌市の住宅・建築

物の省エネルギー対策のあり方、武部委員から住宅の省エネルギー化について、有我委員

から積雪寒冷地型「ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）」の実現、小池田委員から北海道

の一次エネルギー供給構造、こちらの方の情報提供の資料を配付しております。そのほか

に、先ほど田原委員からお知らせのチラシも１枚お配りしております。 

 資料につきましては以上ですが、足りない方はおられますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、これから本日の議事に入りたいと思います。 

 最初に、また皆様にお願いですが、本日の会議は会議録を作成いたしますので、発言の

際はお近くのマイクをご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行は柴田会長にお願いしたいと思います。 

 柴田会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ２．議  事 

○柴田会長 改めまして、皆さん、どうも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、お手元の次第に沿って進めてまいりたいと思いますが、まず、議題の

一つ目でございます。 

 家庭部門の２０５０年を見据えた取組についてということで、まず、事務局から、これ

に関する資料についての説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（前野計画係長） 資料右肩の一番上の方に資料１と書かれたものをご覧いただ
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きたいと思います。 

 最初に、家庭部門ということでお話をさせていただきます。 

 左側の方から順に説明をさせていただきます。 

 現在、２０１６年の時点での家庭部門、エネルギー源別のＣＯ２の排出量の内訳を円グラ

フで真ん中ほどに示してございます。これを見ますと、電力は半分くらい、それから灯油、

熱源ですね。都市ガスとかＬＰガスとか給湯・暖房、こういったもので半分くらいという

ことで、それぞれからＣＯ２が出ている状況でございます。特に、電力が多いわけですけれ

ども、さらに、その細かい内訳を見ますと、右側のグラフになりますが、照明とか冷蔵庫、

テレビ、こういったもので６割ぐらいはＣＯ２が出てくるというようなものでございます。

そういった状況になってございます。 

 それから、その下になります。都市ガスや灯油などがございますが、その使われ方、給

湯・暖房になりますけれども、そちらが下の図３のところに書いております。 

 暖房でいきますと、やはり灯油から６５％ほどＣＯ２が出てくる。それから、都市ガスと

かですね。電気も一部使っているという状況です。給湯でいきますと、暖房と比べるとＣ

Ｏ２の総排出量的には半分ほどになるのですけれども、これもやはり灯油が多くて４割ぐら

い、都市ガスの方で３割ぐらい、ＬＰガスということで給湯、お湯をつくっている状況に

ございます。 

 こういったことから、まず暖房、これをどうにかしなければならない、それから、電力、

ここをどうにか対策を打っていかなければならないということになります。 

 最初の上の方にまた戻っていくのですが、今現在やっている施策ということになるので

すけれども、高気密・高断熱性能を持つ住宅、札幌市独自の札幌版次世代住宅基準という

のを作りまして、家の暖房のエネルギーを削減しようという取組をしてございます。 

 詳しくは、下の表１というところを見ていただければと思います。 

 熱の損失、ＵＡですね。Ｃ値はすき間風を平米当たりの穴の大きさで示しているのです

けれども、それぞれでランクを分けて、一番性能のいいトップランナーからミニマムレベ

ル、５段階ほどに分けている状況でございます。 

 トップランナーとかスタンダードレベル、特にトップランナー、ハイレベルのものを進

めていこうとしているのですけれども、新築の戸建ての住宅でいきますと、ベーシック以

上が５３．８％、その内数になりますが、トップランナー、ハイレベル、スタンダードで

いきますと１４％ほど普及している状況になっています。ミニマムレベルでいきますと、

ほとんどの住宅が、現在、札幌に建てるとこの基準を満足している家が建つという状況に

なっております。 

 こういう状況にございまして、国内外の動きということで、真ん中のところにいきます。 

 国の方では、２０２０年までにハウスメーカー等で建築する注文住宅の過半数をＺＥＨ

にしようという目標を立てて進めて補助金なんかも出しています。それに呼応して、国内

の住宅メーカーでも積水ハウス株式会社とかパナソニックホームズ株式会社とか、そうい
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ったところでＺＥＨを建てている、進めているという状況でございます。 

 ＺＥＨは、詳しくは真ん中のところに書いてありますが、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウスというものになります。これは、高気密・高断熱の住宅ということになるのですけ

れども、そういった気密性、断熱性を高めて熱の逃げを抑える、さらに、高効率の機器、

ＬＥＤなどの照明設備が入って、プラスアルファで太陽光などの発電でエネルギーを賄う

ということで、トータルで、正味という言い方をしますけれども、そこでかかっている、

家で使われるエネルギー全てが再エネなどで賄われる、トータルでエネルギー使用量がゼ

ロの家ということになります。 

 ランクでいきますと、ＺＥＨというのが一番上で、その下のＮｅａｒｌｙ ＺＥＨとい

うのも７５％と、エネルギーの消費量で分かれていたりします。国もこういった家を進め

ようとしているということでございます。 

 それから、もう一つの動きとして、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥです。賢い生活をしよう、

そういったライフスタイルにしよう、転換していこう、製品もより省エネのものを選ぼう

というものでございますけれども、現在、札幌でいきますと、省エネ意識が非常に向上し

てきておりまして、年々高まっているということが傾向として見えております。 

 それから、家電や照明なども高効率のものがどんどん出てきておりまして、例えば、冷

蔵庫でいきますと、１０年ほど前のものの半分ぐらいのエネルギーしか消費しないという

ものが出てきているという状況でございます。 

 ただ、このＺＥＨやＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥなどという動きがある中で、一つ課題が出

ておりまして、消費者は、環境性能を選ぶというよりは、まずイニシャルの、初期投資、

こちらの方のコスト面を重視する傾向が強いです。それから、ＺＥＨについても、やはり

最初に建てるときにやや高くなりがちといった傾向があるのですけれども、光熱費のメリ

ットとの見合いがなかなか認知されていない。得するしないという計算がなかなか難しい

ところがあるので、そこが消費者の方に伝わっていない。それから、リフォームによって

ＺＥＨ化させるというのが非常に技術的に難しいところがあるので、金銭的な部分もそう

ですけれども、ハードルが高いという状況にございます。 

 こういうことを踏まえて、２０５０年に札幌の家庭部門をどういうふうにしていこうか

ということなのですけれども、まずは、新築住宅についてはＺＥＨを進めていこうと考え

ております。既存の住宅の８割が、建て替え、改修も含めてですけれども、８割ほどが何

らかのＺＥＨ化をされているだろうということでございます。 

 それから、給湯・暖房のエネルギー源ですけれども、灯油から電気やガスへと転換され

ているだろうということです。 

 それから、技術革新が必要なのですけれども、家電が、今あるものがどんどん新しいも

のに切りかわっていって、さらに省エネのものが出てきているだろうということです。 

 それから、再エネルギーですね。電気も風力や太陽光で生み出されたものが８割ほど導

入されているだろうということです。 



- 4 - 

 

 さらに、市民の意識がより省エネの方に向いていて、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥが定着し

ているという状況になっているだろうということと考えております。 

 こういった取組が進むことによって、１９９０年比でいきますと、８割ほどのＣＯ２を削

減できるのではないだろうか、現在でいくとちょっと増えているものですから、８７％の

削減が進むだろうというふうに考えております。 

 右側の下の方のまとめのところにありますけれども、それには、やはりＺＥＨ、高気密・

高断熱の住宅、家電の買い替え、エネルギー消費量自体も減らす取組が必要ですし、省エ

ネ機器もどんどん増えていかなければならない、それから、技術革新も必要、それから、

水素の利活用みたいなものも必要だろうというふうに考えております。それから、消費者

のマインド、意識改革みたいなものも必要ではないのかなというふうに考えているところ

でございます。 

 色々進めるに当たって課題などがあろうかと思いますし、それぞれの役割、行政がやる

べきこと、それから、市民がやるべきこと、業者がやるべきことがあるかと思います。今

回のこの協議の場では、そういったところの課題とか役割分担とか、考え得る施策などに

ついてお知恵を拝借したいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 続いて、先ほど説明がございましたお二人の方に情報提供もいただくことになっており

ますので、情報提供をいただいた後に、皆さんのご質問、ご意見等をお伺いしていきたい

と思います。 

 それではまず、菊田副会長からお願いいたします。 

○菊田副会長 北大の菊田です。よろしくお願いします。 

 当初、私は家庭部門について情報提供を行う予定でしたが、資料を見ますと、ほとんど

が業務・産業部門の内容になっているかと思います。私が今回お話しする内容は全般的な

情報が多くなりますけれども、どうぞお許しください。 

 資料は、縦のものと横のものが混在していてちょっと見づらいかもしれませんが、最初

から順に説明していきたいと思います。 

 まず、最初にご説明していただいた資料１のことに関して、札幌市は国の省エネ基準と

は別に、いち早く新たに次世代住宅基準を定めたことは大変意義のあることで、外皮性能

に対して断熱だけではなく気密まで数値として盛り込まれ、国内トップクラスの基準が既

に制度化されていることを認識していただければと思います。 

 その上で、札幌市でこれから取り組んでいくときに、特に住宅は何をすればいいのかと

いう具体的なお話は次の武部委員になるかなと思いますけれども、私は、その前置きとし

てお話しします。 

 最初に１ページ目をめくっていただきたいのですが、そもそも背景として、やはり東日

本大震災以降に大きな変化があって、最終的には建築物省エネ法まで立ち上がるのですが、
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最初の資料は２０１２年の段階で発表されたものです。その中で、一部抜粋していますけ

れども、赤い部分を見ていただきたいのですが、大規模、中規模、小規模に応じて省エネ

基準を順次義務づけるシナリオでした。その結果、次の資料の２０１７年の段階のものと

見比べると、２，０００平米以上の大規模に対して適合義務化、いわゆるちゃんと基準を

満たさないと確認申請の許可が下りない状況になりました。ここまで、今進んでいるとい

うことです。 

 次のページを見ていただくと、つい先日、２０１８年１２月３日に、実は前の１１月の

会議で何となく意見が出されたのですけれども、特に３００平米未満の小規模に関しては、

一回適合義務化を先送りにしようという動きが出てきました。それが、私の資料で囲って

いるこの赤い部分になります。札幌市をはじめとし、これまでに住宅の高断熱・高気密化

を一生懸命やってこられた方々としては、当然のことながらパブリックコメントでは色々

なご意見が寄せられたと思います。  

では、非住宅も含めてどうなのかというところで、次のページですけれども、最近ネット・

ゼロ・エネルギー・ビル、いわゆるＺＥＢと呼ばれるものが注目されています。これはト

ップランナーという意味ではいいのかもしれないですし、住宅だとＺＥＨ、真ん中に書い

てあるＬＣＣＭ住宅、これはライフサイクルカーボンマイナス住宅という意味ですけれど

も、そういった住宅を普及させるためには、まず、コスト面のこともありますが、現時点

でいくつかの技術については、省エネ基準の中できちんと評価できていないこともあり、

非常に問題であると認識しております。 

 それが次の資料にあるのですけれども、２０１６年に経済産業省の方でＺＥＢロードマ

ップを示していて、その際の資料の一部ですけれども、ＺＥＢが本当に実現できるのかと

いうところで、こちらは１万平米の７階建ての建物で試算したものになります。そうする

と、ＺＥＢというのは実は段階があって、ＮｅａｒｌｙとかＲｅａｄｙとかという言葉が

あるのですが、ＺＥＢを建てようといっても、完全なＺＥＢというのはなかなか建てられ

ないというのは、この時点でもわかっていました。結局、次のページにある通り、ＺＥＢ 

Ｒｅａｄｙのケースレディーが示されているのみということです。 

 では、そもそも北海道の資料ではないので、さらに条件の厳しい北海道でＺＥＢの可能

性をちゃんと計算してみようというところで、次のＡ４判縦の論文の形になっているもの

があると思います。これは、昨年私が書いた論文ですが、新築建物において札幌市のいわ

ゆる標準的なものを検討したところ、３千平米の６階建ての建物になり、詳細は避けます

が、最後の図－１２にあるＺＥＢチャートをご覧ください。ＺＥＨもＺＥＢもそうなので

すが、こういうチャートに載せるとどこに自分の建物が位置づけられるかがわかります。

ＺＥＢチャートの一番右下の１．０のところに基準仕様というのがあって、そこから建築

あるいは設備の対策を行うことで、点が左の方に向かっていきます。最終的に再生可能エ

ネルギーを積極的に利用することで、点が上の方に向かいますが、今回のケースでいくと、

北海道でも同様にＺＥＢ Ｒｅａｄｙが１つの目標になることがわかります。 
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 後ほど有我委員が紹介するＺＥＢというのは、最新の省エネ技術が導入されていただけ

ではなく、建物が比較的小規模であったこと、さらに省エネ行動を促すキーパーソンがい

たことが大きく、そういう意味では、現時点でのＺＥＢの実現はやはり難しい状況です。

そういうこともあって、札幌市として、今後ＺＥＢにつながる技術をどのように評価する

かがポイントですし、そのための仕組みを作らなければいけないだろうと思います。 

 そこで、次の資料ですが、こちらは空気調和・衛生工学会で最近出されたもので、簡単

に言いますと、アンケートに基づいて現時点での未評価技術の中で、特に優先すべき評価

対象を公表しています。要は現在評価されていない技術の中で、実務サイドとしてこれを

評価してくれると省エネ効果として期待できるというものです。 

 全体の結果を見ますと、きちんと在室者を捉えて換気や照明をこまめに制御することが

省エネにつながるため、きちんと評価してほしいということ。それと自然換気、フリーク

ーリング、ヒートトレンチの希望も強いことがアンケート結果からわかりましたので、こ

れらの技術は、札幌市でＺＥＢを普及させるためにも重要ですし、きちんと評価してあげ

るような方向に進んでいくべきだと思います。 

 また、参考資料の中に、ＺＥＢ化技術の省エネルギー計算での対応と書かれた表があり

ます。色々な項目がある中で、例えばウェブプログラムはここまで、より専門的なＢＥＳ

Ｔはここまで計算できることが、丸、三角、バツの記号でわかります。 

ウェブプログラムというのが、一般的に広く使用されているツールで、ちょっと操作が

難しい、いわゆるＢＥＳＴというツールもあります。そちらだともう少しバリエーション

が増えて、評価できる項目が増えます。先ほど示した私の論文は、ＢＥＳＴを使っていま

す。 

 そして、一番丸がついている東京都トップレベル基準というのがあって、これは細かい

計算をするというよりも、こういう項目が入っていると評価しますというのがあります。

次のページを見ていただきたいのですけれども、東京都にはトップレベル事業所というの

があって、真ん中のところにその説明として、知事が定める基準に適合すると知事が認め

たとき、当該対象事務所の削減義務率を地球温暖化対策の推進程度に応じて軽減する仕組

みという、トップレベルの事業所を認定するような制度があります。 

 いずれにしても、評価がないとなかなか進んでいかないというのがあって、札幌市にこ

れに似たような評価があるのか、私はわからないですけれども、いずれにしても、頑張っ

た人に対してきちんと評価できる仕組みがないといけないということです。 

 次の資料ですが、以前まではこのＣＡＳＢＥＥというのが注目され、札幌版もあります

けれども、それは周辺環境も含めた評価でしたが、建築物省エネ法ともリンクしているい

わゆるＢＥＬＳという建物に関わる評価が出てきました。ＢＥＬＳというのは、実はすご

くわかりやすい評価で、次のページを見ていただけると、どれだけ今登録されているのか

がわかります。北海道を見ると１，７００件ぐらいあります。 

その内訳として、次の資料の住宅で言いますと、ＢＥＩというのが一つの指標になって
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いるのですけれども、横の評価結果で星の数を見ていただきたいのですが、星が多ければ

多いほど性能がいいということです。星が５のついているものの中には、ＺＥＨあるいは

Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨを達成しているものがあります。件数を見ると、１，６７９件に対

して星５が非常に多く、ＢＥＬＳで星５は当然ということがわかります。 

 一方、次のページをめくると非住宅ですが、北海道は今のところ１４件しか申請がなく、

全国的にＢＥＬＳで星５を取るというのは、やっぱり難しいハードルになっていることは

間違いないです。その中で、有我委員の株式会社アリガプランニングのところで星５のＺ

ＥＢを取得したことは素晴らしいことですが、そもそも数が少ない中で、一生懸命ＺＥＢ

頑張れ、頑張れと言うのではなくて、先ほど言った札幌版次世代住宅基準、スタンダード

みたいなものを非住宅できちっと提案して、それをきちっと評価してあげる、そういった

仕組みがないとなかなか広がらないだろうということです。 

 その際に、新築に限らず既存建物への取組も重要ですので、具体的に運用と投資でどれ

くらいの省エネ効果があるのかというの試算したのが次の論文になります。 

 先程と同じく詳細は避けますが、最後の４－３節をご覧ください。今回検討した項目、

つまりパラメーターにもよりますが、運用で１６％減って、投資で１１％減るという結果

になり、運用の見直しの積み重ねが大事だということです。ある技術を導入したら補助金

を出しますというのではなく、運用で一生懸命取り組んだところに対して、次のステップ

アップにつながる投資のために、札幌市が補助金を出すのが本来望ましいはずです。 

最後になりますが、これまで非住宅が中心だったのですけれども、では、住宅の方でど

うするかといったときに、第１０次環境保全協議会が賃貸住宅の選び方といった内容のパ

ンフレットを出されていて、興味深く拝見させていただきました。そのパンフの１２ペー

ジにある部屋の位置による暖かさの違いについてポンチ絵で描かれているのですが、これ

をもっと定量的に出せばいいのではないかなと思って、どうせやるなら札幌市だけではな

くて全道の市町村でやってしまおうということで、次のページにあるように、暖房負荷の

観点からみた木造賃貸アパートの選び方というのが、ウェブ上で近日公開する予定です。

今１６０地点あるのですが、札幌市は区単位で計算することができます。木造賃貸アパー

トなので、一応２階建てで一住戸あたり５０平米ぐらいを想定し、家族構成や建設年など

を選択すると、暖房負荷が一目でわかります。断熱性能の優れたアパートの結果を合わせ

て出力することで、断熱の重要性を啓蒙していくつもりです。 

 木造賃貸アパートの高断熱化というのはなかなか進まない中で、武部委員を含めて工務

店が最近頑張ってきているので、そういった情報を吸い上げて、ちゃんと選ぶ側もリテラ

シーを養って、建てる側も含めて、木造賃貸に限らず、ＲＣ造分譲の高断熱化を進めてい

かなければいけないと思います。ディベロッパーに訴えることも大事だけれども、我々市

民がリテラシーとしてそういうものを選ぶ知識を養うことが、札幌市全体の低炭素化につ

ながるのではないかというアプローチのもとに、暖房負荷の見える化の試みを行っており

ます。 
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 資料が多く省略した部分が多数ございましたが、興味があればぜひ熟読して頂けると幸

いです。私からの話題提供は以上となります。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 では、もう一方、武部委員、よろしくお願いいたします。 

○武部委員 今、ご紹介いただきました北海道ビルダーズ協会という地域の工務店の全道

組織で代表をしています武部と申します。 

 私自身も三笠市、岩見沢市で工務店の経営をしています。 

 今日お話しさせていただきたいのは、今、菊田副会長の方からもお話がありましたけれ

ども木造の住宅、新築の住宅の部分です。 

 忙しさにかまけて資料を余り持ってこられませんでした。ちょっと皆さん方にお聞きし

たいのですけれども、先ほど菊田副会長の資料の中で、３００平米以下の新築住宅、３０

０平米以下ですからほとんどの住宅はこれに該当すると思うのですが、それが、来年２０

２０年に、平成２８（２０１６）年度に国の新しい省エネ基準ができているのですけれど

も、この基準を上回らなければ新築住宅が建てられないということ、基準の「義務化」を

知っていた人は何人いますか。ちょっと手を挙げてください。（挙手する者あり） 

 わずか１名ですね。役所の方も知らないですか。というふうに国は進めていたのです。

しかし、そこに達するためには、全国一律ですから非常にハードルが高いということで、

先だって、国がパブリックコメントを求めていまして、現在最終的な決定がどうなるかわ

かりませんが、多分、先ほどお話があったように義務化にならないようですね。 

 今言った義務化は、この基準をクリアしなければ、確認申請を受け付けないということ

です。ですけれども現時点ではそこは求めないということになりそうです。設計者が、こ

の建物がクリアしているかしていないかを説明する、その「説明義務」までトーンダウン

してしまったようですね。 

 これはもう三、四年前に、２０２０年にこういうことをやる予定だということを国は言

っていました。ですから、ハウスメーカーも含めて、この点は結構みんな大変でした。そ

れをクリアしなかったら新築できないわけですから。 

 国は、そこに持っていこうとして、誘導するために色々な補助金をつけていました。そ

れで、２０２０年になったら、今度はアメからムチですね。義務化、これをクリアしなか

ったらだめだよということです。 

 多分、ここにおられる皆さんは、ここに役所が声をかけるぐらいの人ですから、省エネ

に関しては一定の関心と知識を持っている方にも関わらず、１名しか、今のことはわから

ない。我々はお客さんと話していて、このことを知っている人もほぼいないのです。とい

う状況だということが、まず札幌市民の方も大体そうだと思います。 

 このことをまず押さえていただいた後で、今、もう一つ、それは京都議定書以降、国は

一定のレベルまでＣＯ２を削減しようと言っていました。一番多い製造業あるいは運輸、こ

れらは、目標まで達してはいないけれども、下がってきたのですね。逆に、減るどころか
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伸びてきたのが、住宅なのです。これも一つ押さえなければいけません。 

 今、国でいい住宅をつくろうという住宅政策をやっているのは国交省です。ＣＯ２を削減

しようとエネルギー政策をやっているのは経産省、今お話のあったＺＥＨ、要するにゼロ

エネルギー住宅を建てようという政策展開をしているのは経産省なのですね。これも押さ

えなければいけません。本来、住宅政策は国交省がやるところです。 

 今、この委員会は、札幌市のどこがやっているか。住宅関係の部署ではなくて、環境で

すよね。これらも押さえておかなければいけないと思うのですね。 

 そうした上で、いかに住宅部門でＣＯ２を減らそうかということを検討しなければいけな

いと思うのです。前段に皆さん方との共通認識をまず整備した上で話を進めないと、せっ

かく皆さん方のいい話が共通話題となって一つの具体的な形になかなかなっていかないの

ではないかなということを感じます。 

 実際に住宅問題、ＣＯ２を削減しようと思ったときのやるべきことは何か。 

 ご存じのように、北海道と九州で暖房エネルギーはどうなのか。当然、気候の問題から

考えると北海道はハードルが高い。ですから、経産省で言っているＺＥＨの普及率は、北

海道はたしか６％ぐらいですね。非常に高いのは、西日本です。 

 そういうことも含めて、どうやったら実際にお客さんがＺＥＨを、あるいは住宅のエネ

ルギーを減らすのにお金をかけてそちらの方に向いてもらえるのか、そのときに今言った

ようなことを一つ一つきちっと頭に入れながらやる必要があると思っています。 

 ちょっと長くなるのではしょりますけれども、資料の中の後ろから３枚目に我々が経産

省がＺＥＨの補助金政策を始めた年に札幌市に要望書を出させてもらったのですね。これ

は、今言ったように全国一律の基準でＺＥＨを進めるのではなくて、その地域性に合った

ＺＥＨを、経産省のものをベースに、地域特性を生かしたＺＥＨを札幌市あるいは北海道

で考えなければいけないのではないですかという問いかけです。 

 下の方に札幌版ＺＥＨについての具体的検討課題を８項目書かせてもらっています。 ち

なみに、先ほど言った国交省が決めた平成２８年度基準は、北海道１地域、２地域が数値

として０．４６という数値です。次世代のトップレベルが０．１８ですね。これは、ドイ

ツのパッシブハウス並みなのですね。では、０．４６というのはどうかというと、北海道

の省エネ住宅をやっている人たちから比べると非常に緩い。そのあたりは、資料の中につ

づられている前さんという東京大学の准教授の書いたものを読んでいただくとわかります

けれども、非常に緩い基準です。多分、北海道ビルダーズ協会で先進的にやっている方た

ちは、もう七、八年前に０．４６はクリアしているような感じを受けます。ですから、そ

のあたりと経産省のＺＥＨを検討し直さなければいけないでしょう。 

 それと、先ほど言った地域特性と経産省ＺＥＨとの整合性も考えなければいけない。地

域の特性というのは、雪の問題とか、まきストーブ、ペレットストーブ等色々あると思い

ます。 

 それと、軀体性能を高めてＮｅａｒｌｙ ＺＥＨ、一気に完全なＺＥＨにではなくて、
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Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨがいいのではないか。これは、この平成２８年１１月１６日の前、

経産省が４月からＺＥＨを打ち出すときの平成２８年３月１７日に、我々ビルダーズ協会

として、経産省に段階的にまずＮｅａｒｌｙ ＺＥＨもやったらどうですかということを

提案させてもらい、要望しました。それは、すぐ反応していただいて、北海道のⅠ、Ⅱ地

域においてはＮｅａｒｌｙ ＺＥＨになったのですけれども、そういうことも含めて、段

階的に導いていくという方策もあっていいのではないか。先ほどのスタンダードからトッ

プレベルというランクに合わせてですね。 

 それと「要望書」に積雪寒冷地に適合した高い軀体と設備性能と書いていますけれども、

皆さん方、省エネ技術の内訳なのですが、これは、断熱、気密、暖房、換気、この四つが

メーンなのですね。断熱、気密、そして暖房、換気です。誰でもわかるのですけれども、

断熱、気密というのは、建物の軀体側です。作るときにお金がかかります。暖房と換気、

これは設備側なのですね。我々も、メーカーから買ってきて建物につけます。そういうふ

うに、断熱、気密と暖房、換気、メーンの技術は二つに大きく分かれます。 

 そこで、ここに書いてある軀体と設備性能、どちらの方にお金をかけて省エネ技術を進

めるかということも検討していただかなければいけません。住宅供給業者は、それこそ１

兆円規模の大手ハウスメーカーから我々みたいな地域の工務店までいます。多分、北海道

も札幌市も、地方政府としては地元の工務店に対応するということを想定されていると思

います。お金の流れも多分そういう想定です。 

 ですから、今言った一定のレベルまで上げていくときのお金のかかり増しですね。高性

能設備系にお金をかけさせる方向に持っていくのか。軀体の方にお金をかけさせるのか。

軀体側にお金がかかると、地元の工務店にお金が落ちます。なおかつ、軀体というのは、

ほぼ木造なのですね。木造住宅です。木造住宅をメーンで仕切る職能は大工です。大工の

賃金の方にウエートをかける方がいいだろうという考えです。逆に、ハウスメーカーは、

性能の方にお金をかける傾向があります。躯体と設備どちらにお金が流れるか。その辺も

含めた上で、今言った積雪寒冷地に適合した住宅、省エネの住宅ということも検討してい

かなければいけません。 

 もう一つ、５番に蓄熱技術と書いていますけれども、軀体性能が一定程度上がると、次

に出てくる技術的な課題というのは蓄熱ですね。そのあたりも視野に入れることが必要で

す。 

 もう一つが、太陽熱利用の問題です。今、ＺＥＨの必須条件は、エネルギーを創るとい

うことなのですが、これがほぼ太陽電池を建物に載せて電気を創るということなのです。

太陽エネルギーから電気を創る。しかし、創られた電気を何に利用するかというと、多く

は熱にまた変換するわけです。というのは、暖房と給湯が一番多いからですね。変換効率

を考えると太陽エネルギーが１０地上に降り注いで、それを電気に変えて、また、熱に変

えると、多分２０％、１０％ぐらいです。熱だけ直接とると、多分７０％ぐらいというよ

うなことがあります。 
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 それと、６番目を忘れましたけれども、これはすごく大事なのですが、先ほど言った評

価のソフトの中に木質のエネルギー、バイオマスエネルギーを燃料に使うまきストーブが

評価に入っていません。まきストーブを燃やして熱とＣＯ２を出します。熱を出しても、カ

ーボン・オフセットということでＣＯ２はプラマイ０という計算です。これがＺＥＨの評価

の中に入ってこないのですよね。まきストーブは、北海道の伝統的な暖房機器ですけれど

も、内地では余り使われていません。こういうことを入れていかなければいけないのでは

ないだろうかと思います。 

 総じて言うと、こういうことをきちっと評価できるような高度なソフト、経産省の使っ

ているソフトと違うとは言えないですけれども、それをもっと高度化した札幌版のものを

つくって、きちっと地域特性が反映できるような、そういうものにしていく必要がありま

す。 

 それと、一番最後に書いていますけれども、今言っているＺＥＨも、全て建った建物を

実測してＺＥＨかどうかやっているわけではないのですね。これもよくお客さんも勘違い

しています。ソフトで数字を入れて、プラマイゼロになったらＺＥＨと言っているわけで

す。それが果たして現場で建ったときにそうなっているかどうかは、実証されていないの

ですね。これも大きな問題です。どう設計段階のものを現場で具現化するかという一番の

基幹技能者は、木で住宅を建てる限りは先ほど言った大工なのですね。大工が軀体の断熱、

気密工事をやるからです。 

 今言ったようなことを具体的課題として検討するためには、もうちょっと小ぢんまりと

した検討委員会みたいなものを別途つくってもらいたいと思っています。そこで出た内容

をこの協議会に持ち出すというようなことも段階的に必要だと思っています。 

 それと、最後に、こういう協議会の中だけで議論されたものをどう一般の市民の方に伝

えるか。一番最初に皆さん方に聞いたのは、そういうことなのですね。レベルの高い、意

識の高い人たちでも、住宅に関してはたった一人しかわかっていません。ですから、広報

するために、シンポジウムなどをどんどん仕掛けていくべきかと思います。 

 そのときに、私が読んでおもしろいな、役に立つな、一般の市民の方にわかりやすいな、

ということで、２冊の本を紹介しています。こういう著者プラスここにおられる菊田先生

のような方をまぜてシンポジウムなりなんなりをどんどんやる、そして、問題提起を市民

の方に投げかけていった方がいいと思うのですね。そのリアクションをまた受けて、こう

いうところで揉んでいく。それが必要かなと思っております。 

 ちょっと長くなりましたけれども、以上です。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 札幌市からの資料の説明、あとは菊田副会長、武部委員からも情報提供をいただきまし

た。 

 ちょっとボリュームはありますが、今までの説明等についてご質問あるいはご意見があ

りましたらお願いいたします。 
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○皆川委員 事務局の方にちょっと質問したいのですけれども、札幌市温暖化対策推進計

画の中で、３２ページになると思うのですが、ここの中期目標の２０３０年時点での削減

量のカウントの中で、電力排出係数の影響で２３８万トンが計上されています。このとき

の排出源単位は幾らぐらいを想定されているのかという点とその理由ですね。 

 それから、２０５０年の時点でも、多分その排出係数が下がっているということを考慮

されていると思うのですけれども、２０５０年時点での排出係数はどのように想定されて

いるのかというのを教えてください。 

○事務局（前野計画係長） 電力排出係数の影響ということで、今回、詳細なデータを持

ってきていなくて申しわけないのですけれども、現在、０．６４ぐらいだったかと思いま

す。将来的には、半減以下というような排出係数、もしくはゼロ、それに近づけるような、

例えば、再エネ等がどんどん入ってきて火力発電から再生可能エネルギー由来の方に変わ

っていくという想定をしています。 

 詳しくは、データを持ってきていなかったものですから、申し訳ないのですけれども、

次回のエネルギーのところでお話をさせていただければなと思っております。 

○皆川委員 続けて、ちょっといいですか。 

○柴田会長 はい。 

○皆川委員 そこは慎重な想定が必要だと思うのですね。その理由として、去年なのです

けれども、九州電力で太陽光発電の出力抑制がかかりましたよね。それで、九州電力の排

出係数というのが、２０１８年の実績は出ていないのですけれども、２０１７年度時点で

０．４６３という数字なのですね。多分、大型蓄電池などが入らない状況においては、太

陽光発電とか風力発電、いわゆる再生可能エネルギーというのは、導入していっても、多

分、この排出係数というのは０．４６とか０．４の中ぐらいで出力抑制がかかる可能性が

高いのではないかなというのが、去年そういう事象が出現しているのですね。 

 ですから、２０３０年時点では、多分大型の蓄電池とかというのは難しい時期だと思い

ますので、そこのときの電力排出係数の影響による削減量というのは、ちょっと慎重な検

討を、もし０．４６ぐらいで策定されているのなら問題ないと思うのですけれども、もっ

とそれよりかなり小さい量とかで想定されているのであれば、ちょっと実現できないので

はないかなという気がします。 

 それと、２０５０年についても、どのぐらいの数字を想定しているのかというのは慎重

な検討をお願いしたいなと思います。次回のときに教えていただければ結構です。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

○高橋委員 この委員というのは、各事業に向けて環境問題を発している、特に今回は一

般家庭となると、一般市民にいかに知らしめるかというのが重要で、よく我々はあるので

すけれども、ある程度の専門になると、このぐらいは皆さん知っているだろうと思ったら、

先ほどの話ではないのですが、実際に聞くと一般の人は知らないというのは結構多いもの

ですからね。思い込みで物を進めると、やっぱり理解者がいないと、実際のユーザーさん
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が理解しない中で無理やりゴリ押ししてもなかなか進まないし、やはり、その辺のところ

は丁寧に、ある程度出たらそういう広報の場というのを設けていかないと、なかなか一般

市民の、特に家庭の問題でありますと、一般市民の理解を得ないと上からの押しつけとか、

それこそ補助金があればやるけれどもという、その程度ぐらいの理解しかないので、なか

なか進まないというのは、その広報というのはやはり重要だと思っております。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 家庭という分野は、今日出席いただいている方たちは業務の専門分野はそれぞれ違って

おりますが、家庭での取組というのは共通的な取組にはなろうかと思います。 

 そういった観点で、何かご意見、ご質問等があればと思います。 

○名本委員 私は、市民委員で全くの素人なものですから、自分の生活実態からこの家庭

の省エネ化というものを考えて、住宅問題というものを考えた場合、恐らく６０歳を過ぎ

てから家を建て替えるという人間は余りいないと思うのですよね。恐らく、寿命が１００

年といっても、せいぜい２０年ぐらいのスパンの中でやるとすれば改築かなという感じだ

と思うのですよね。 

 そうすると、このＺＥＨという発想は、まず基本的にないと思います。つまり、コスト、

いわゆるイニシャルコスト面で考えた場合、自分の年金、貯金を考えたら、多分土地があ

ったとしても無理ではないかなと思うのですよね。 

 それでは、どのようにその辺の階層がエネルギーの削減化を図るかということが非常に

重要になるのではないかなと思うのです。そうしますと、例えば、私が素人なりに考えま

して、やってみようかなと思っているのは、子どもがいて、３ＬＤＫ、４ＬＤＫの家を建

てたけれども、２階は使わんぞ、大きな部屋は使わんぞということで、自分の居室を寝室

に変えて、あとは水回りをがっちり固めて、その部分だけ、いわゆる高断熱化、高気密化、

暖房、それから換気、そういうことをきちんとやって、ＺＥＨに近い形で部分的にそれを

やってみようかということです。それであれば、三、四百万円でいくかなということで、

当然、ランニングコストも下がるわけですから、２０年で十分元が取れるぞとなれば、そ

こはやる人間が出てくるのかなと思います。 

 ですから、その辺の視点で実際の需要というものを考えた場合に、もう少し市民がわか

りやすい形での提案というのがあってもいいのではないかなというふうに思っています。 

 ちょっと拙い意見ですけれども、そんなことを考えています。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

○石村委員 私も市民委員の一人でございます。 

 私も戸建てに住んでおりまして、特に寒冷地用の住宅につきましては、現在、私自身は

非常に満足しております。高断熱・高気密と言いますけれども、現在の住宅でも十分それ

は成立しているのではないか、そういう家庭が多いのではないかと、私は実は実感として

感じております。さらに、これから高断熱・高気密の寒冷地向けに作ろうとしている家の
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構造そのものが、実は私は今現在よく理解できないというか、これ以上何を求めるのかと

いう、逆にそういうような考えを持っているのですが、今後どのような形の高断熱・高気

密の家にしようとしているのか、その辺をちょっとお尋ねしたいなと思います。 

○武部委員 合っているかどうかわかりませんけれども、北海道で我々が一番最初に高断

熱・高気密を始めたのが、北海道の北方型住宅が始まった頃ですから１９９０年ぐらいな

のですね。そのときは暖かい住宅を建てるというモチベーション、目的で、それがどんど

ん進んでいった結果として、それは省エネルギーの住宅になったのです。 

 そのときに、暖かい住宅を建てようということでやってきて一定程度暖かくなった、そ

れはなぜかというと、先ほど名本委員がお話になった１部屋を暖かくするのか、家全体を

暖かくするのか、それで、家全体を暖かくした上でという方向にいったわけですね。要す

るに外壁、外皮と言いますけれども、外の皮です。それをやっていって、全館暖房、家の

中のどこに行っても温度差がない、そういう家に持っていった結果、個別暖房より使うエ

ネルギーが一気に増えてしまいました。 

 ですから、今お話のあった多分全館暖房、どこへ行ってもある一定程度の温度の住宅だ

と思うのですね。逆に言うと、今いないところまで暖めている、そういう部分もあります。

ですから、もっとそれ全体、建物のレベルを上げていくことによって、今度は使うエネル

ギーを減らしていくというのが今我々がやっていることで、そこまでいくと、健康住宅と

いう概念まで今進んできているのかなと思っています。実際どういうお宅なのか、ちょっ

と見てみなければわからないと思いますけれども、ですから、全館暖房をした上でよりそ

のエネルギーを小さくしていくという方向に今いっているのだと思います。特に北海道で

すが、全国的にそれは今進んできています。 

 あとは、よくこのお話も聞くのですけれども、もう２０年しか生きないから２０年もつ

家を暖かくしてくれと。ただ、これもなかなか難しい話で、一定のレベルまで持っていく

ためにはお金もかかります。ですから、自分が住まなくなった次の世代に移す、要するに

流通に乗せるレベルの建物に持っていくということも、もう一方の今の検討の課題だと思

うのですね。自分の世代あるいは自分から移ったとき、そういう流通に乗せていく、要す

るに社会の資産みたいな形ですね。そんな方向に今向いているのかなというふうに感じて

います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 家庭の部門でいくと、新築に関しては、できるだけ最新の省エネ技術を導入していきま

しょうということですが、問題は、既存の建物に対してどうアプローチしていくかという

ことで、それも一つ重要かと思います。建て替えの時期がどういうサイクルでくるかとか、

あるいは建て替えやすくする方法論ですね。今おっしゃられたように、最初は家族がなく、

家族が増え、また、家族が減っていく、そういった中でのライフサイクルと合わせてどう

いう対策をとっていくかということも、多分重要なような気がします。 

 先ほどの菊田副会長の説明の中で、既存住宅の中で実は投資に対する効果みたいな調査
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結果をご披露いただきました。ちょっとお聞きしたかったのは、運用・投資による省エネ

効果というところで、既存の建物で、省エネの取組を今まで一生懸命やっている方が、あ

る意味、同じ投資をしても省エネ効果が高くなるというようなお話だったように理解した

のですけれども、そう理解していいのでしょうか。 

○菊田副会長 私の説明が不十分だったかもしれませんが、とりあえず私が紹介した運用

と投資というのは、非住宅の話で住宅ではないので、次の非住宅のときに、またそういう

話が出ればお答えしたいと思います。また、今までの話を聞いていて、やはり、今皆さん

方が所有している住宅の性能というのは、良くも悪くもそれぞれいいと思っている人もい

れば、だめだと思っている人もいて、いずれにしてもいい住宅を体験できる場が少ないこ

ともあって、現状に満足する傾向が高い気がします。 

 私は、今、大学なので、先ほどの札幌版次世代住宅基準のトップランナーの家を測定し

たり、それこそ築３０年の家を測定したりと、幅広い測定をしている中で、住んでいる方

がいいと言っている家でも、例えば、室内の温度差がかなり大きいといった事例は多々あ

ります。そういったときによく最近言われているのが、先ほど武部委員もおっしゃられた

健康住宅という概念があって、ヒートショックという言葉は聞いたことがあると思います

けれども、そう簡単な話ではなくて、その健康住宅の概念の一つとして、結局、長生きす

るためにいい家に住む、極論を言うと、住宅にお金を投資しますか、それとも医療にお金

を投資しますかということになります。 

 近年、私の関連する研究分野の先生方が、健康住宅に関するエビデンスを蓄積し、一般

市民へ情報提供を行っていますが、現状に満足されている方にもぜひ聞いてもらいたい内

容です。これからどう低炭素化を進めていこうかというときに、断熱に投資すると健康に

つながり、なおかつ、省エネにつながるというところをきちんと一般市民に伝えることが

重要だと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にご意見はいかがでしょうか。 

○名本委員 思いつきで話をして申しわけありませんけれども、例えば、我々の団塊の世

代の人間が住宅を改築しなければならないという必要性は、かなり皆さん感じていると思

うのです。というのは、つまり、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化、もしくは地

震に対する耐震化ということに対しては、やっぱり危機意識は持っていると思うのです。

というのは、身体能力が弱いですから、逃げるに逃げられない、誰かに頼ること、家族に

助けてもらうことも核家族化ではできないとなれば、やっぱり、自分の家は、シェルター

なり、最低限安全性を確保して健康を保てるようなものにしたいというニーズはあると思

うのです。 

 ただ、惜しむらくは、やっぱり３，０００万円、４，０００万円投資するというのは、

補助をもらったとしてもなかなか決断はできないと思います。ですから、その耐震化、バ

リアフリー化、省エネ化という三本柱を前面に出して、それでやったらこういうふうにな
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りますよというものをわかりやすく出していただければ、少しはそういう方が増えるのか

なというふうに思っています。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

○宮内委員 極めて基礎的なことをちょっとお聞きしたいのですけれども、まず、この資

料１の１９９０年とその根っこになっている２０１６年の、これは２９２万トンから４３

７万トンに増えていますよね。まず、この要因が何から生じたのか。まず、これが一つで

す。 

 それと、もう一つは、その上に書いている２０５０年に３８０万トン減らすということ

について、この表にこう書いてあるのですけれども、これは、高軀体の高断熱化の部分を

８割変えたと。それが全部下のところにかかってくるのですか。これだけを見ると、軀体

の高気密とか高断熱というのは３５．４に過ぎません。だったら、ある意味で下の方のこ

とを考えればいいのではないかなと僕は単純にそう思ったのですけれども、あるいは、も

ともと高気密とか高断熱の部分が全部かかるのであれば、全部パッケージとしてそう考え

なければいけないのだけれども、その辺のところはどうなのですかね。 

 基本的な認識の部分としてはちょっと押さえておきたいなと思って質問しました。 

○事務局（前野計画係長） まず、資料１の右側の棒グラフのお話だと思うのですけれど

も、１９９０年比２９２と書いてあって、２０１６年が４３７ということで書いてござい

ます。１９９０年レベルからどんどん生活の質が変わってきまして、例えば、家電関係は、

テレビも大型化してきたり、冷蔵庫もいいのが入ってきてというような状況で、どんどん

家電製品も家庭に普及していきました。それとともに、人口も札幌の場合は増えていった

りもしているのですけれども、どんどんＣＯ２の出方としては増えました。 

 それから、震災の関係もあって原子力が止まって火力発電所が動いたということもあっ

て、そういうことが複合した結果、２０１６年では４３７万トンというところまで増えて

いるという状況にあります。ですので、これを下げていく必要があるだろうということで

す。 

 それから、もう一つ、表２の中で四つの分類で分けて書いていますけれども、北海道、

札幌のエネルギーの消費で見ると、やはり、熱で使っているのが半分くらいあって、まず、

そこを下げなければなりません。ベースとなるのは、高気密・高断熱化、家の省エネ化と

いうことになるのですけれども、当然、それで単体でいくと削減量としては小さく見える

のですけれども、それがベースになって、より小さな機器が入っていきます。逆に言うと、

小さな機器で済む、小さな暖房で済む、例えば、エアコン１台で冬も夏も快適に生活がで

きる状態となるので、関連しています。 

 家が良くなって、さらに、高効率な機器も入っていって、家電も変わっていってという、

さらには、太陽光とか、色々なバイオの話もございましたけれども、そういったところが

どんどん入っていくことによって、トータルとして３８０万トンということで、どれか一

つ欠けると、ここまではいかないだろうというふうに考えているところです。 
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 わかりやすく分けてしまうと、こういうような形に表的にはなるという状況でご理解い

ただければと思います。 

○宮内委員 コストのイメージとかというのは出ないのですか。 

○事務局（前野計画係長） 家にかかるコストとか、機器にかかるコストとかになると、

算出しなければならないなと、課題ではあるなとは思っているのですけれども、なかなか

難しいところもあります。逆に言うと、専門家の方々がいらっしゃるので、実際、今の状

況でどれくらいなのか、サジェスチョンいただけるとありがたいと思います。 

○柴田会長 高気密・高断熱化に対するコストみたいなものですか。 

○宮内委員 そうなのですね。やっぱりコストとパフォーマンスを考えてしまうので、今

で満足するのか、よりやるとすれば、やはり当然コストがかかりますよね。だから、その

コストとの当然兼ね合いになるので、であれば、ある程度コスト的な目安がどのくらいか

かるのかというのも当然想定した方がいいと思うのです。 

 そういう意味でちょっと質問しました。 

○柴田会長 コストというのは、個人の負担するコストが従来よりも何％上がるとかそう

いう意味ですか。 

○宮内委員 そうです。どのくらいイメージとしてかかるのかと、こんなようなイメージ

ですね。 

○柴田会長 今までの建物をより高気密・高断熱にしたら、１．何％ぐらいコストが上乗

せされてしまうとかそういうことが示せないかというご質問ですが、いかがでしょうか 

○武部委員 非常に難しい話なのですけれども、今までのというその今までがどのレベル

かというのが問題だと思うのですが、先ほど言った北方型住宅が最初にスタートした頃に

気密というレベルが５以下だったのですね。１平米に５平方センチメートルです。今は、

０．５ですよね。１０分の１ぐらいです。その比較では、多分、いいのかどうかわかりま

せんけれども、それと断熱が多分１００ミリ断熱ぐらいでした。 

 先ほど言ったように、今は気密と言うと拒否反応をする人がいるものですから、高断熱

という言葉しか言いませんけれども、断熱性能をきちっと発揮するためには、気密と断熱

はセットなのですね。ですから、断熱だけやっても、たるの１枚の部分が低ければそこか

ら水が流れるのと一緒なのですけれども、断熱、気密で今言ったＣ値が０．５、ＵＡが０．

４６、緩いとして０．４６ぐらいにするとしても、ざっくりですが、普通の建物で１００

万円はしないのではないかと思うのですけれどもね。 

 あとは、どうそれを、先ほどから言うようにきちっと現場で施工精度を高めるかですね。

そうしないと、幾ら３００ミリ断熱をやっても、すかすか住宅だったらほぼ意味がないで

すね。そこが先ほど言ったようにすごく大事なところです。 

 だから、私が今すごく力を入れているのは大工の育成です。木で建築をつくる場合、住

宅であろうが、学校であろうが、その大工の技能の高さと確立された省エネ工法とがセッ

トでなければ、現実的にはエネルギーは減らないでしょう。目安にはなると思いますけれ
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どもね。お金の面は、本当のざっくりです。 

○宮内委員 ありがとうございます。 

○柴田会長 実は、今日議題はもう一つありまして、時間もどんどん過ぎておりますので、

もう一つの議題についてご説明いただいて、家庭の方も含めて、最後にまたご意見をいた

だくというような形にさせていただきたいと思います。 

 それでは、議題の２の方で、業務・産業部門の２０５０年を見据えた取組についてとい

うことで、これもまた、事務局の方で資料をまず説明いただけますか。 

○事務局（前野計画係長） 資料２、またＡ３判のものを見ていただければと思います。 

 業務・産業部門の２０５０年を見据えた取組ということで書いております。 

 左の方から説明させていただきます。 

 業務・産業部門、ここから出るＣＯ２の内訳なのですけれども、札幌の産業形態上、業務

部門が非常に多くＣＯ２を出しております。その割合としては８５％ということで、産業の

部分はなかなか少ないということで、一部、製造業とか建設業とかそういったところから

出ているという状況でございます。 

 この業務部門を詳しく見ますと、エネルギー源別のＣＯ２の出方ということで、図２の右

側の方になるのですが、ほとんどは電力です。４分の３が電力でということです。ですか

ら、ここの対策で重要なのは電力対策ということになります。左上の都市ガスとかＡ重油、

熱源ですね。そういったものが４分の１程度ということになっているということです。 

 電力の使われ方としては、ＯＡ機器、それと空調、暖房、このビルも空調が回っていま

すけれども、そういったものに大きく電力が割かれます。それから、ショーケースですね。

これは小売店等で使っているショーケースで、そういったものが電力を消費するという状

況でございます。 

 この電力対策で、先ほどの家庭部門と同じような形になるのですけれども、ネット・ゼ

ロ・エネルギー、今度はビルですね。ＺＥＨではなくて、今度はＢです。ＺＥＢと言われ

るもの、これを広めていこうと考えているところです。高断熱・高気密のビルを建てよう、

プラス、高効率機器の導入、さらには、太陽光や再エネを導入していこうということで、

正味、エネルギーのかかるものをゼロにしようというものです。 

 ランク的には３分類ありまして、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ、エネルギーの消費率が半分にな

っているもの、Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢということで７５％、ＺＥＢは１００％というよう

な、模式図が書いてありますけれども、省エネをして、さらに創エネをしてエネルギー消

費量を減らしていくという取組でございます。 

 真ん中の方にいくのですが、今現在の動向というところになります。 

 日本でいきますと、先ほどからお話がありましたけれども、２，０００平米以上という

ちょっと大きなビルではエネルギー消費性能基準というのが設けられておりまして、地域

の平均的な気密性とか、そういったものを達成するようにというものが義務づけされてい

ます。先ほど話が出ました３００平米のちょっと小型のもの、これの方針というか、答申
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が出ておりまして、２０２１年以降には義務化になるような方向性も出て来つつあります。

あとは、政府の方で言っているのが、２０２０年までに新築公共建築物、こちらの方でＺ

ＥＢの実現を目指そうという動きもございます。 

 アメリカの方でも２０５０年で国内全ての業務用ビルをＮｅｔ－Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇ

ｙ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂｕｉｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅというようなも

のをしていこう、そういった技術、それから政策を展開していこう、技術開発等をしてい

こうというふうな動きもあります。 

 それで、道内の状況なのですけれども、ＺＥＢの方はまだまだこれからという状況でご

ざいまして、本日ご出席の有我委員の事務所はＺＥＢを達成しているという、これも先進

的なものです。 

 それから、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙでいきますと、ちょっと既築ということでおもしろいの

が大成札幌ビルで改修ですね。改修でＺＥＢ Ｒｅａｄｙを達成しているものもあります。

これから出てくるのかなと、まだまだ技術は発展途上で難しいところも多々あるというこ

とです。 

 その課題なのですけれども、やはり、小規模な事業者が札幌でいくと多いものですから、

イニシャルコストを先に考えてしまって、なかなか進まないということです。それから、

改修というのは、やはり技術を要するのでハードルが高い。それから、ビルオーナーでは

ＺＥＢというのは認識されていない。その経済的メリット、光熱費とその初期投資の部分

ですね。建築費用との見合い、その辺の認識が余りない。それから、設備更新の計画を立

てずに、場当たり的に壊れたら直すというような設備の維持管理をしているところが多い

というふうに見受けられる状況です。 

 こういった課題はあるのですけれども我々は、２０５０年と３０年以上先の話でいきま

すと、やはり、ビルについてもＺＥＢ、高気密・高断熱化を図っていかなければならない

だろうということで、７割ぐらいの建物は、建て替えとか改修、こういったものでエネル

ギーの消費量を下げている状況です。 

 それから、都心部については、熱の誘導管である熱導管がありまして、そこに面的にエ

ネルギーを使っている仕組みが既にあるのですけれども、それにつなぐビルを増やしてい

こうということも併せて進める必要があります。 

 それから、高効率の機器をどんどん入れ替えていくと。現在で、札幌でもう入れ替わっ

ているようですので、３０年ほどでそういった最新のものに切り替えていく仕組みも必要

ということです。 

 それから、エネルギーの転換というのは、再生可能エネルギーを８割とかと同じような

ものなのですけれども、やはり外皮性能が上がると小さな暖房機器とかで済むものですか

ら、そういったものに取り替えられてきて、どんどんＡ重油や灯油といった油分から電気

や都市ガスといったものに転換していくだろうということです。 

 先ほどから言っていますけれども、再エネが８割ほど導入されると恐らく３８０万トン



- 20 - 

 

ぐらいは削減できて、１９９０年比でいくと７割４分、現状からでいくと８割以上のＣＯ

２が削減されるのではないだろうかということで考えております。 

 まとめになりますが、建築物のＺＥＢ化、それから省エネの機器の普及、それから技術

革新、これはＺＥＢも省エネ機器もそうですけれども、どんどん新しいもの、より性能の

いいものを広めていく。また、それを促していく。あとは、燃料電池の普及、水素の利活

用というのも必要だろうというふうに考えております。それから、エネルギーの面的利用

の部分も広めていかなければならないですが、小規模、中規模のオーナー、事業者が多い

ということで、郊外の部分はより進みづらいということが一つ課題かなというふうに思っ

ているところでございます。 

 家庭の部門でも申しましたけれども、こういった課題はあるかなと私どもも思っている

のですが、皆様の方で超えるべき課題とか、やるべき対策などがあれば、ぜひ教えていた

だければなと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 あわせて、委員の方からの情報提供をお願いします。 ＺＥＢを達成されている有我委

員から、まずお願いいたします。 

○有我委員 皆さん、こんにちは。 

 有我工業所の有我でございます。 

 また、この会議に遅参したことをお詫び申し上げます。 

 早速、手前味噌になるのですけれども、弊社の社屋、今年の４月から運用しているので

すが、簡単に内容をご説明させていただきます。 

 弊社のグループ紹介、この辺は割愛させていただいて、ＺＥＢの定義、この辺も先ほど

のお話があったので、こちらの方も割愛させていただきまして、弊社のＺＥＢ達成に向け

た取組（『ＺＥＢ』達成に向けた取組）、こちらの方からご説明をさせていただきます。 

 まず、断熱材・高断熱ガラス、それと、地中熱・井水熱利用、これは併用なのですけれ

ども、これを利用したヒートポンプ空調、それと、吹き出しの空調、熱交換器、ＬＥＤ照

明、プラス、センサー、太陽光と蓄電池システム、エネルギー見える化、ＢＥＭＳ、こう

いった形で創エネを含まないで５６％の削減、創エネを含めて１０６％ということで、Ｚ

ＥＢの１００％を達成させていただいております。 

 次のページなのですけれども、これが実際の仕様です。 

 ①の断熱材・高断熱ガラスはウレタン吹きつけ、高性能の窓の方が真空トリプルのＬｏ

ｗ－Ｅガラス、これは日本板硝子の製品だったのですけれども、昨年の１０月の工事中に

はまだ市場に出ていなくて、特注で作っていただいて施工させていただきました。 

 それと、②の地中熱利用システム、こちらも先ほどお話ししたとおり、熱源として地中

熱と井水と両方を併用して、効率化を、どちらがいいのかという今データ取りをしている

最中でございます。夏はヒートポンプを使わないで、フリークーリングという循環ポンプ
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だけを回して、地中の１０度前後ぐらいのものを回しながら冷房する、そういったシステ

ムにさせていただいております。地中熱源のこのボアホールというのが、１００メートル

を約６本、それと井水の熱源、これも４インチの５０メートル、こちらの方で水をくみ上

げて、これ１本だけで、弊社の建物は六百四、五十平米なので十分冷暖房を補える熱源に

なっております。その取った水を戻すために、還元井としまして、１５０Ａの５０メート

ルを２本掘って、こちらも今のところは１００％還元している状況でございます。ヒート

ポンプの能力としましては、冷房が３４．３キロワット、暖房が３３．５キロワットでご

ざいます。 

 続きまして、③の空調・換気システムなのですけれども、床下から吹き出しの形のもの

を使用させていただいております。これも、聞くところによると、まだ余り道内でも事例

がないということでございます。 

 それと、④の照明が、二つの制御で節電をしているのですけれども、一つは人感センサ

ー、もう一つは明るさセンサーで調整をさせていただいております。 

 続きまして、⑤の太陽光発電と蓄電池、こちらの方は、屋上に１７６枚のパネルを設置

させていただいております。あとは、この外壁ですね。こちらの方にも設置をさせていた

だいて、大体年間の想定発電量が３６７．３６ギガジュール、このような形になっており

ます。 

 ⑥の見える化システムの方は、色々な、地中にかなりセンサーを埋設しまして、路面と

地下の地中熱の１００メートルなので４点ぐらい、２５メートルずつぐらいで、今、温度

管理もさせていただいて、後ほどご説明しますけれども、融雪の部分にもヒートパイプと

いうシステムが入っているのですが、そちらのところにも二、三点、それらの温度を測定

させていただいております。 

 ⑦がＢＥＭＳ、こちらは、中央監視盤によって、本当に細かく、時間、日にち、色々な

部分で小まめに調整をしながら、より省エネとなるよう、データ取りをしているところで

ございます。管理点数がトータルで７１点ですね。これだけ、今制御させていただいてお

ります。 

 続きまして、⑧のヒートパイプ融雪システムということで、こちらの特徴としては、一

切、化石燃料、電力を使わないで自然の力で雪を解かす、恐らく北海道ではほとんど入っ

ていないと思うのですけれども、これも試験的に導入をして、今、データ取りをさせてい

ただいております。簡単に説明させていただきますけれども、約２０メートルぐらいのス

テンレスのパイプの中に特殊な作動液が入っておりまして、これが１０度ぐらいで沸騰し

て瞬時に熱移動をさせて、あとは放熱して、これが自動的に蒸気が液化して自然にまた下

に戻ってきて、この繰り返しだけで雪を解かしております。 

 実際、８番目のこの融雪システムの施工なのですけれども、駐車場に約３００本、２０

メートルの穴を掘りまして、一つの穴にこのヒートパイプというのが３本入ります。それ

を大体横引き２メートルにしまして、その下を見ていただけるのですけれども、それでコ
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ンクリートで仕上げる、そういったシステムでございます。 

 去年の１１月２３日なのですけれども、夜と次の日の朝でしっかり解けていますよ、そ

ういった写真でございます。これもまだまだしっかりデータを取っていかなければならな

いのですけれども、南側で大体路面が６度ぐらいで、北側が建物の裏なのですが、大体２

度ぐらいで、４度から大体５度ぐらいの差があるので、そうやって南側はしっかりと解け

て、北側は、除雪はしない程度に時間をかけて半日ぐらいで解けていっている状態でござ

います。 

 まとめといたしまして、外皮性能の構造と空調の検討が重要であります。寒冷地におい

ては地中熱の利用が有効、また、夏の冷房運転には地中熱フリークーリングが有効、太陽

光発電と蓄電池は災害対策にも有効、ＢＥＭＳを利用してエネルギーの監視をすることで

よりよい運用が可能、エネルギー見える化は社内の省エネ意識の向上に役立つ、ＺＥＢの

計画に当たっては、ＺＥＢプランナーとの取組が必要でございます。 

 実際、今、弊社の方は１０カ月ぐらいこの建物に入っているのですけれども、あくまで

もこれは計算値でクリアしていればＺＥＢということなのですが、問題は、私としては建

てた後がやっぱり非常に重要なのではないかなというふうに思います。 

 私も数値だけで１日の稼働時間等々で計算するのですけれども、やっぱり残業だったり、

そういった部分を当初の設計段階からなかなかわからなかったので、その辺がやっぱり設

計でも甘かったし、正直なところ、今はシミュレーションでは何とかぎりぎりクリアはで

きるような状況でございます。 

 あとは、こういったものをやるのに限って、やっぱり、うちのスタッフもそうなのです

けれども、職員とかそういった人の意識、まず、そういった改革がなければ、先ほどのＺ

ＥＨ等々の話も出ていても、費用対効果の話も出ていたのですが、本当にやってこれを普

及させるのはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 もうお一方、小池田委員の方からもお願いいたします。 

○小池田委員 私からは、情報提供というか、過去にこの家庭部門や業務・産業部門にわ

たるようなＣＯ２を抑制するための方法ということを検討したことがございまして、その過

去の例をご紹介しながら、ひょっとすると今にも通じるような部分があるのではないでし

ょうかという提案にさせてもらえたらなと思っています。 

 今、私の方で配った資料の１枚目は、概略だけをお話ししておきます。この後、説明す

る資料も、実は１０年近く前の資料です。手抜きなのがほとんどなのですけれども、余り

基本的に変わっていないので、これを使わせてもらって話をしようかと思っています。 

 １枚目は、北海道というくくりで見ていますので、今日お出しさせていただいた札幌市

とはちょっと傾向が違う部分があるかもしれませんが、この後、私がお話ししたいのは、

家庭というのは、一つの家庭ではなくて、その町内会とか、ある集合体で見るべきだと思
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っています。ですから、それはコミュニティーという単位になってくると思います。札幌

市内であれば、そういうコミュニティー単位での暮らし方やエネルギーの消費の仕方とい

う考え方、それから、もう少し枠を超えていくと、北海道で都市部と地方部がどうやって

連携していくのだということがこのコミュニティーのあり方につながってくるかと思って

いますので、まず、その一番大きなコミュニティー単位で考えると、北海道は、やはり燃

料、熱、ここの消費の部分がＣＯ２の圧倒的な排出量につながっていると思っています。で

すから、このＣＯ２を抑制することは当然必要だとは思っているのですが、それが損をする

ことになってはいけませんよねという意味で書いています。 

 この１枚目の資料は、原油というのは灯油とガソリンなどの燃料が主だと思っているの

ですが、このことによって、海外に北海道を一つの国と見立てたときの所得移転、特に中

東への所得移転が年間１兆円を超えてきて、特に１０年ほど前の原油高のときでは、約２

兆円近くが所得移転していると。そういうＣＯ２も出しながら所得を漏らしているような化

石燃料を、いかに地域資源の中で循環させて経済循環を伴うことで光熱費の削減とともに

経済の雇用を出せるかというような考え方にしたいと思っていますという前半です。 

 ２枚目は、左に、あるコミュニティーのイメージ図を書かせてもらったのですが、これ

は、この札幌の商工会議所の私も属している研究会の中で１０年ほど前に検討したもので

す。目的は、コミュニティー単位でＣＯ２をいかに下げて、二重コスト、二重投資にならな

いでこういったことができるかというのをシミュレートしたものです。この研究会にはゼ

ネコンや地元の建設会社、あとは都市デザインの方々等、複数の企業や団体に入ってもら

って、検討したものです。 

 結論から言うのは、個々の家庭でエネルギーを消費していく限り、例えば、給湯器から

出てくる排熱というのは、もうそこで捨てるしかない熱の単位になってしまいますので、

熱はある程度集めて、共有できてカスケードで使っていけるという前提条件をつけるべき

だと。そういうことで、熱は共有化して安くできるようにしていかない限り、ＣＯ２や光熱

費の削減は伴えないのではないかと。そう考えたときに、そのまちというのは、では、た

だ町内会、お隣さんだけ、声をかけ合ってできるかというと、なかなかそうもないだろう

と。そこで考えたのは、コーポラティブビレッジという方式なのですね。コーポラティブ

ビレッジとかコーポラティブタウンというのを聞くこともあるかと思うのですけれども、

例えば、今だと、建て売りの住宅がどんとできて、個々でそこの住宅を買ったりしますよ

ね。そうではなくて、あらかじめそのエリアに組合員として参加して、そのまちに建物や

資産、まち並みとしての資産価値を共有してつくっていこうということで、まず、組合員

として参加するという方法です。ですので、左上にあるイメージは、組合員がこのまちを

どうやってつくっていこうかという考え方です。 

 組合員になるということは、共通のルールがある程度持てますし、共有の資産を持った

り、設備更新がしやすい。マンションみたいなこともそうでしょうけれどもね。そういう

考え方になっていますので、先ほど熱の共有をすべきと言ったのは、共有施設になるので
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組合で設備を持つべきだと。そして、それは、例えば、今の段階で水素や再エネというの

はなかなか高単価でコストにはね返ってしまう、となれば、ガス転換から始めて、行く行

く安くなってくるのであれば水素に切り替えていくとか、段階的な投資ができるように、

そういう共有設備を持つべきではないかと。ただ、その熱の配管等は共有ですから、では、

先にそれをやってしまえばいいではないかということですね。設備投資を段階的に考える

べきだと。そのために組合が必要だと。そして、あえて高いものから入れる必要はなく、

安いものから順に設備投資をできる状況をつくっていくと、右の上のグラフのように当面

はガス転換から始まってはいくのですが、再エネとかコジェネなどをもっと利活用してい

くことでコスト高にならない低炭素の仕組みというのを検討したものです。 

 このコーポラティブのもう二つほど目的があったのは、ハードとしてもそういう共有の

施設にすべきだと思っているのですが、先ほど来、私も含めて、住まいというのは暮らす

場所ですけれども、私は、今、嫁と２人で暮らしてはいますが、１０年ぐらい前だと子ど

もがいましたので戸建てに住んでいる時期があったり、今も子どもは子どもで別の家を建

てて、私は孫が２人いるのですけれども、孫と別なところで暮らしています。父は父で、

もともと足が不自由になってもいいようにということで、エレベーターをつけた家を建て

たのですけれども、ひとりでは広過ぎるということで結局売り放して、当初、建てたり作

ったりするとき、住むときと、予定している生活が、１０年、２０年と経つとやはりそれ

は変わってくるものだろうと思うのですね。 

 そうすると、例えば、この左上のまちの中に、最初は小さな子どもがいる状態で戸建て

を建てたとしても、やっぱり、１０年、２０年たっていくと大き過ぎるのですよね。です

から、この組合は建て替え、住み替えができるという前提で、この資産を共有化して回せ

るということを仕組みに入れております。 

 そういうことになると、この組合というのは、ある程度近しい、それがいいかどうかは

個人の嗜好なのですけれども、隣の人が何をしている人かわかるような暮らしぶりになっ

てきますので、例えば、私が高齢者に今度なったとしても、このまちに入っていると、昼

間、時間があるから子どもの面倒を見ておいてあげるよみたいなことも十分暮らしとして

できるので、本の読み聞かせをしたい人がいたり、それを、例えば預けたいと思う親がい

たりですね。そういうコミュニティーの成り立ち方という中に、エネルギーも一つのツー

ルだと考えていくべきではないでしょうかということで、ハードのみならず、参加の仕方

とか運用の仕方ということが、ひいては、そのエネルギーの低コスト化にもつながるので

はないかということを１０年前に企画しました。当時はまちのＣＡＳＢＥＥなんて言い方

をしていて、今のゼロエネルギー住宅とかそういう言い方がなかったので、また、当時は

コミュニティーのこともまだ言葉がない時期でしたが、発想的には今にも通じるものがあ

るのかなと。これは、不自然ではないだろうと思っています。 

 そうすると、ここに持つのは資産ですから、例えば、外観、景観、まち並み、こういっ

た資産を維持することができると思いますので、資産価値も非常に高くなるのではないで
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しょうかという考え方です。 

 今度は下の段の補足です。現在、これは私どもの会社も加わる形で、自動車会社とか、

きょうの前半の話は家の話がやっぱり多かったと思うのですが、日本にありがちなのは、

消費する側、アプリケーションサイドからの発想というのが多いのですけれども、やはり、

これは自動車会社とても、例えば、燃料がどこからくるのかという全体のインフラからち

ゃんとデザインをしないと、そのアプリケーションの価値も下がりますよねということで、

電気や水素、再エネや、その利用するアプリケーション、こういったものをどうやって融

合させていこうかということで、ハイブリッドなグリッドをつくっていくべきですねとい

うようなことで、私たちもこの中で意見や提案をしているものです。 

 ここの例を挙げたのは、今度、地域連携というところに触れてくるのですけれども、こ

の今のＨｙＧｒｉｄで描いているような絵は、都市部をイメージしているわけなのですね。

ですが、例えば、札幌市でも、今の家庭であれ、業務・産業部門であれ、ＣＯ２を削減する

ときの削減量の８割方が再エネ導入というところにやっぱり負っているので、これをどう

やって現実化するかということになると、この札幌市の中で再エネを立てるというのはな

かなか難しいと思うのですよね。 

 ですから、この地域間連携というのはどうしても出てくると思っていますし、地域の中

では、大型の設備投資をすることはなかなかできない地方が多くあると思います。例えば、

我々が今ＮＥＤＯの事業で関わっている苫前町なども、人口３，５００人ぐらいのところ

に対して５万２，８００キロワットの風力発電設備を持って、電気としては余剰になるぐ

らいですよね。そういった地方では、これから札幌市が、例えば、そこのリプレースをす

る際に、札幌市と協働で電気を売る事業を地方と一緒にやるよと。でも、地方では、その

電気を電気として消費するには余りますので、余ったものを水素にします。そうすると、

札幌の燃料にもなるのですが、水素を溜めて運ぼうとするときに、地方では発熱反応する

のですね。ということは、地方では灯油をたかなくても水素化するときに熱が生まれてき

ますので、そういった地域で出てくる、地方で出てくるＣＯ２削減効果を地域連携のＣＤＭ

のようなカウントというのも枠に入れられると、都市部は地方に貢献することで再エネ導

入、見立ての余熱ですよね。ＣＯ２削減というのも可能になるのではないかと思います。 

 結果、最後のページは、それは受け手の地方にとってはどんなメリットがあるのかとい

うイメージをつけたものです。これは、稚内の風車をイメージしているのでしょうかね。

彼らの方では、風とかそういう資源を持っているので、それを水素にしたり、札幌のよう

な都市部に連携する、地産都消のようなことを連携することで、彼らは基幹産業である漁

業や農業に対してその発熱や酸素を使うことができますので、地方だけではできないこと

を、都市部の協力で、彼らは、我々から見れば酸素とか発熱は副産物なのです。ですが、

地方にとっては、それは主の産物として、効果として得ることができるので、地域連携と

いうのは非常に地方にとってもハッピーなモデルになるのではないでしょうかという、ど

ちらかというと、意見というか、提案に近いような話になってしまいましたが、こういう
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ような観点も織りまぜてお話しできたらなとは思いました。 

 以上です。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 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。それについてご質問あるい

はご意見等がありましたらお願いいたします。 

 昨年、環境省が策定した第５次の環境基本計画の中で、重要なキーワードとして、地域

循環共生圏という考え方が掲げられ、その構築に向けて対策をとっていかなければいけな

いということが示されておりました。小池田委員のお話は、まさに、そういう、一つの地

域だけではなくてお互いの地域でお金とかエネルギーとか人とかを行き来させて共存を図

っていくという考え方だと思います。 

 いかがでしょうか。 

○皆川委員 皆川です。 

 資料の業務・産業部門並びに家庭用の方もそうなのですけれども、一番右の欄の２０５

０年の各部門のあり方、ここらあたりが、新しい推進計画の目指すべき社会像というか、

そういう形になっていくと思うのですが、その割に、現時点からの継続努力的な項目が多

いのかなという気がします。 

 それで、まず、両部門に高気密・高断熱化と書かれているのですが、これは、私のイメ

ージとしては、２０５０年にはもう既に実現されているのではないかなという気がしまし

て、ここは当然のベースとしてクリアされていて、その上に太陽光発電と蓄電池であると

か、水素エネルギーであるとか、そういったものが付加されてきて、ＣＯ２削減、８割とい

うものが、２０５０年にはそこまでいって８割削減というのが達成されていると思うので

すが、この２０５０年時点でも高気密・高断熱化ということを言わなければいけないのか

どうか、社会像的なことは、菊田副会長あたりにお伺いした方がいいのかもしれないです

けれども、そこが１点です。 

 それから、家庭の部門の２０５０年のあり方の丸の二つ目ですね。給湯・暖房機器に係

るエネルギー源は、ほとんどの家庭において、灯油から、電気かガスへ転換と書かれてい

るのですが、２０５０年断面で、一般家庭で化石燃料を使用するのは、これはだめなので

はないかなと思います。化石燃料がほぼ使われないようなシステムを入れていかないと８

割削減というのは難しいと思いますので、電気は燃料電池とか太陽光発電とかで構わない

と思うのですけれども、天然ガスも含めて化石燃料を家庭で使うというのは書かない方が

いいのではないかと思います。 

 以上の２点です。 

○菊田副会長 前半の質問というか、２０５０年に高断熱・高気密化ということを言及す

べきかということに対しては、私は言及すべきだと思います。それはなぜかというと、例

えば、現時点で実際に、先ほど武部委員も言っていた最低レベルの住宅基準、それすら義

務化になっていない中で、要はその基準以下のものが未だ数多く建てられています。仮に 
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３０年以上使うとしたら、２０５０年段階でちゃんと断熱改修をしていきましょうという

話は当然出てくるだろう。 

 あとは、札幌市の市営住宅とか学校建築でいわゆる外断熱化を推進している中で、それ

は一つのきっかけでいいことだとは思うのですけれども、全部の建て替えが３０年の間に

終わるとも思えないので、それは言い続けないといけないし、それを札幌市がやっていく

ことによって、特に遅れている非住宅側の外断熱化の普及の後押しになるだろうと思いま

す。 

 よく勘違いされるのが、何か燃料電池とかヒートポンプとか、言葉だけが先に出てくる

のですけれども、ベースは建物の負荷を減らすことが大前提で、そこから話をしないと、

結局、ざるの建物にいい設備を入れても根本的な省エネ対策とは言えません。ですから、

建物の負荷を減らして、それに見合った設備をつけることが大切で、結果的に健康とか、

防災とか、そういった観点につながってくるので、言い続けた方がいいだろうと個人的に

は思います。 

 二つ目の質問は、札幌市の方でお答えした方が良いと思いますが。 

○皆川委員 二つ目は意見なので、コメントで結構です。 

○事務局（前野計画係長） やはり、エネルギーの転換というのは徐々にされていくのか

なと思っております。一部はガスの部分も残るでしょうし、電気が主で使われていればい

いなと思っておりますし、我々は、その計画の中でこういう世の中を目指すのだ、こうい

う方向になるのではないだろうかというのを示す、それに向かって社会、札幌がみんなで

努力していく、社会自体がそっちに向かっていくのだという、そういう決意表明みたいな

ところも計画としてはあるので、全てガス、オール電気というなっているかどうか、なか

なか描きづらいところもあるのですけれども、そういう絵というのでしょうか、札幌像と

いうのを目指していきたいと考えております。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

○鈴木委員 コープさっぽろの鈴木と申します。 

 この協議会で求められていることが資料１と資料２の最後のまとめのところに対する意

見というふうなことで、ちょっと発言させていただきますと、多分、札幌市は、このまと

めのところで、ＫＰＩをＣＯ２の排出量というところでそれに向かってこういうことを考え

ていますというふうにまとめられていると思います。 

 そのときに、右側の表の２とか表の１のところで、これをやって、削減をこういうふう

にしていますというふうに書いてあります。そういった場合、事業をしている者であれば、

一番ボリュームの大きいところから手をつけていくというのが定石だと思うのですけれど

も、そうなると、家庭においても事業者側についても、再エネへの切り替えによって、も

う大半のところはＣＯ２削減になっています。 

 これをざっと見させていただいてお話を聞いていても、その一番の対策要点である再エ
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ネへの切り替えというところに対しての積極的な関わりというのが、今回のお話の中では

余り見えてこなかったのかなというところ、一番、そこがボリュームが大きいにも関わら

ずというところで気になりました。 

 やっぱり、そういったところでできることは何かというところで、そのときに、私も何

日か前の会議ですごく勉強になった言葉が、便益というところで語っていただきたいとい

うところですね。これをこういうことに幾らかけることによって、これだけのベネフィッ

トがありますよというところで、おもしろかったのが、行政の中で便益という言葉を一番

使っているのが国土交通省なのですよね。道路をここで作ったときにはこれだけの投資が

あるけれども、ガソリンとかをこれだけ削減ができるので投資する価値がある。 

 残念なことに、便益という言葉がほとんど出てこないのが実は経産省と環境省というこ

とで、やっぱり、こういう環境の政策を進めるときに、情緒的なところで説得をするので

はなくて、必ず数字で説得をしていただきたいというところです。 

 ですから、こういった政策を立てるときに、まず、やっぱり気になったのが再エネの導

入のところで、どれだけの施策を、市側として実際にこれだけ削減するためにはこういっ

たやり方をする、皆さんが言われたように、地方との連携というのがその場合に必要であ

れば、そういったところで札幌市がリーダーシップをとるとか、そういうところがあると、

より魅力のある内容になってくるのかなと思いました。 

 以上です。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

○田原委員 私も、小池田委員、鈴木委員から出たとおり、再生可能エネルギーというと

ころの考え方、次回はエネルギーが主な内容なので、私も地方と札幌との連携をご提案し

ようと思っていたところですが、この協議会では２０５０年を目指して提案や意見が欲し

いということで、やはり野心的な再生可能エネルギーに対する対策が必要だと思っていま

す。 

 今、小池田委員から出ました新エネルギービジネス研究会での検討という、組合員とし

てのまちづくりというところですね。例えば、こういったところ、今、都市部での熱供給

を札幌市はご経験がおありだと思うのですけれども、家庭とか、これから増えてくる集合

住宅ですね。老人ホームとか、若い人も今新築を建てるというよりもマンションを買った

りということも増えてきていると思いますので、そういった大きな住宅へのモデル地区み

たいなものを、例えば、企業の方と連携して、そこに再生可能エネルギーの導入、例えば、

既存の公共の施設の廃棄物の発電を使った熱とか木質のバイオ、また、そういうものは、

ブラックアウトもありましたけれども、災害対策ということにもつながってくると思いま

す。それから、家庭の部門でもちょっと出ましたが、やっぱりイニシャルコストがかかっ

て、結果がわからないというところ、そういうところにも、例えば口コミというような観

点でも実際に住んでもらえて実感してもらえる。それを例えば若い人に勧めていけば、価

値観などという上からの意見ではなくて、そういったところからも広まるかなといった印
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象がありました。 

 また、次の会議でも、再エネの部分については、また提案させていただきたいと思いま

す。 

○柴田会長 どうもありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

○石村委員 地域コミュニティーと温暖化防止というのは、非常に関連があると思います。 

 先ほど、お話の中で、地域コミュニティーの大切さをお話しされておりましたけれども、

やはり地域コミュニティーの基本となるのは町内会だと思うのですが、その町内会活動が、

実は、札幌全体で見ますと、町内会加入率そのものが減っているというような傾向を聞い

ております。たしか７０％強、その前後だったと思いますが、そういう構成になっている

ようです。 

 やはり、この町内会活動がこれから温暖化防止にも非常に大きな力を発揮していくので

はなかろうかという気はしております。そういう面で、先ほどの１０年前のお話でしたけ

れども、今にも十分通用するのだということを実感した次第でございます。 

 これは、参考意見でございます。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。家庭部門あるいは業務・産業部門、どちらの観点でも結構でご

ざいます。残りまだ３０分ほど時間はありますので、ご意見あるいは感想、あるいは、政

策的にこういう政策をとるべきだと、今日もそれぞれのあり方ということで、将来これぐ

らいまで持っていこうという札幌市の思いを見せていただいたのですが、そこに対して具

体的にどういう形で政策を展開するのかというところは実は余り見えてこないというとこ

ろもありまして、まさにこういう政策を打つべきでしょうというご意見があればお願いし

ます。 

○梶委員 感想といいますか、資料１、資料２なのですけれども、資料１であれば高効率

家電の買い替え、資料２であれば設備更新、エネルギー転換、特に設備更新というところ

でいいますと、先ほどの宮内委員からもありましたとおり、費用対効果というところは皆

さん意識する部分だと思うのです。 

 特に、一般家庭の方は、その点はすごく重く受けとめていて、買い替えを控えるとかそ

ういうことが多いかと思いますし、逆に事業者の方であれば、省エネ目標、エネルギー削

減目標というのが明確になっていれば、それに対して設備の更新をするということになろ

うと思いますけれども、家庭、事業者ともに、この費用対効果に対して今現在でも課題で

あると書いていますが、これが、では、３０年後においてもこの課題は解決しているのか

というところにおいては、ずっとそういう費用対効果に関しての意識は変わらないと思い

ますので、今から市として買い替えを後押しするような施策を検討していくのがいいのか

なと思いました。 

○柴田会長 ありがとうございます。 



- 30 - 

 

 他にいかがでしょうか。 

○高橋委員 今日来るときに車のラジオで言っていたのですけれども、前々から言われて

いたのですが、北海道の場合、札幌の人口流入が大きくて、全国でも６番目ぐらいになっ

ていて、他の地方都市は、皆、人口が減っていくと。これは、地方での再生ということが

よく言われていますけれども、そこの中で、熱と電熱併用というのは、よく地域コミュニ

ティーとあるので、それはまた別として、札幌市を中心に衛星都市を巻き込んで、北海道

でも最大のエネルギー消費になる。こればかりはもう避けられないので、今言った各事業

所もありますけれども、間違いなく札幌に集中してきます。その中で、やっぱりトップリ

ーダー的なはずで、斬新な方のそういう施策を出して、北海道を引っ張っていくような形

の施策をしなければいけない。これはもう状況はそういう状況になっていますので、どう

しても人は集まってくると。そうすると、産業は活性化する。そうすると、エネルギーの

消費は大きくなるということなので、来るときにラジオを聞いていて、しようがないなと

は思いながら、地方は疲弊していくのだなと思って、ちょっと聞いてきたのです。 

○柴田会長 感想ということですね。 

○高橋委員 感想ですね。 

○武部委員 具体的な政策というお話もありましたので、先ほど、２年前ですか、我々が

出させていただいたことのちょっと繰り返しになりますけれども、今、ＺＥＨ、ＺＥＨと

いっても、結局、国がつくった、経産省がつくったＺＥＨなのですよね。ゼロエネルギー

住宅の共通の概念というのは、まだなかなか出来上がっていません。 

 札幌市の次世代省エネ基準なんていうのは本当に全国のトップレベルで、先ほど野心的

なというお話もありましたけれども、地域特性に合ったゼロエネルギー住宅を札幌発で提

案できる素地は、もうあると思うのです。次世代省エネ基準を持っていますから。そうい

う評価ソフト、これが問題なのです。 

 今、全部当てはめるのは、経産省とか建研のつくったソフトに突っ込むだけですから、

これがちょっと足りないとなったら、ここにドアを１枚つける、この機器がだめだといっ

たら、こっちを入れるといって、数値を０．４６以下にするというようなやり方も可能な

わけです。 

 だから、やはり、札幌の地域特性、もっと言えば北海道の地域特性を持ったそういう省

エネ住宅、ゼロエネルギー住宅、札幌版ＺＥＨですね。そういう検討、すぐできないので、

検討委員会からまず立ち上げる。ですから、ここに札幌市の住宅担当の方、あるいは経済

部の方、あるいは我々、最終的にはお客さんと契約して家を建てるのは住宅事業者です。

その住宅事業者も、先ほど言ったようにハウスメーカーなのか北海道の地域工務店なのか

という焦点も絞らなければいけない。 

 そういうことをやった上で、やはり、そういう地域特性の出た、とりわけ、この後、次

回はエネルギーというお話がありましたけれども、北海道、日本で唯一再生可能なエネル

ギー、資源というのは木材なのですよね。だから、日本は木材で住宅をずっと昔も今もこ
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れからも建てるでしょう。 

 そのバイオマスエネルギーを使う暖房機、住宅のエネルギーで一番多いのは熱エネルギ

ーですから、それをやっぱり木でやる。その中のまきストーブあるいはペレット、そうい

うものをきちっと評価の中に位置づけられるような発信、ぜひ、すぐにでもできるような

気はするのですね、そういう検討をし始めることは。それをぜひ北海道も含めて全国に発

信していければ、対応できる地域の工務店はその中にいますから、多分、相当の部分、い

ると思いますよ。地域工務店も北海道は全国の多分トップレベルの部類に入っています。 

 ということで、ぜひ具体化、それと広報ですね。こういうことをやってるぞという広報

を連動して車の両輪でぜひ進めていただければと思います。 

○菊田副会長 今後、何か政策を考えないといけない中で、先ほど挙げた札幌版次世代住

宅基準は、当時私の上司が委員会の座長をしていて、最終的に札幌市が制度として構築し

ていただきました。 

その点、非住宅に関しては、設計事務所やゼネコンとともにプロジェクトを行っていま

すが、外断熱やトリプルガラスといった高断熱化の技術はほとんど採用されません。確か

に、札幌市が市営住宅や学校建築で外断熱化をいち早く始めていますが、なかなかコスト

も下がらないし、いいものはいいのだろうけれども、広まらないという中で、せっかくの

事例ですので、できれば数多くのデータを集めて、次に役立ててほしいと思っています。 

 私は以前、札幌市からの委託で、東札幌小学校の体育館の無暖房化のときにデータをと

ったり、そういう個別ではやっているのですけれども、それがいいというのがわかれば、

民間の方も色々考えると思うのです。実際に築３０年とか４０年の建物を所有していて、

この先どうしようかというときに、エビデンスのしっかりした非住宅用の札幌版次世代基

準があるといいかもしれないですし、いずれにしても先ほどの武部委員のお話のように、

国のウェブプログラムに全て投げ込むのではなくて、できれば札幌市で評価できるツール

や制度をつくって、最終的に広く広報しない限り、多分ここの議論も長く持ち越しになる

と思います。札幌版次世代住宅が一つのきっかけではないけれども、一つの実績であるこ

とは間違いないので、それを参考に非住宅側でも具体的な政策に向けたワーキングの立ち

上げを企画してほしいですし、これは札幌市に対する要望でもあります。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 この場は、ある意味で政策提言もできる場と理解しておりますので、ぜひ家庭部門、業

務部門でこういう政策を展開すべきじゃないのというご意見も積極的に出していただけれ

ばと思います。 

○名本委員 この協議会の目的がよくわかっていなくて申しわけないのですけれども、や

はり、このタイトルを見ると、２０５０年を見据えた取組についてということなので、目

標系の話はわかりました。ただ、今からこの２０５０年に向けてどういうものに取り組ん

で、どういうふうに積み上げていったらこうなるかというプロセスがやっぱり私はよく見

えないのですよね。 
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 そうすると、今後、先ほどから色々なご意見があったものを集約して、例えば、一つ体

系化していくというようなことが考えられるのではないかなと思うのですよね。 

 それで、例えば、環境政策絡みだけでやっていくとなかなか難しい話があって、つまり、

先ほどのコーポラティブハウジングということになると、やっぱり国交省の住宅部門がト

ップですから、市の中でも住宅部門とか、それから、先ほど来、お話ししている外断熱の

話等につきましては、当然、学識経験者もいますけれども、道立寒地建築研究所というと

ころがかなりのストックをしていると思うのですけれども、その方々との連携をどの程度

進めていて、どういう段階に今来ているのかと。例えば、昔、セラミック住宅みたいなモ

デル的な住宅のプランニングがありましたけれども、そういうものの提示が市としてでき

るのかどうなのかと。 

 それとか、例えば、私はとにかく年寄りなので、非常に高齢者の生活というものを考え

たときに、どうしてもお年寄りが家にこもっていると個々にエネルギーを使う量が増える

のだろうと思います。そうなると、今までは病院にお年寄りがたむろするという問題があ

ったのですけれども、今は、フードコートやミスタードーナツとかにお年寄りがたむろし、

一方では共稼ぎ世帯も増えていく中で子どもたちは塾やならいものに行って、学校が終わ

っても家にいない。つまり、高齢化もしくは少子化が進行することによって、個々の住宅

にいないで、皆さん、どこかに集まって共同空間で過ごす暮らし方が多くなってきている

のかなと思うのですよね。 

 それで、その辺を突いてやると、エネルギーも、個々で使われていたものが共用化され

ることによってかなり削減できるのではないかというような社会システムの在り方につい

ての提案みたいなものがあるのかなと思いまして、ですから、色々なハードな部分、それ

から専門的な部分も必要なのでしょうけれども、横断的な政策の提案というのが色々あっ

てもいいのではないかと思っています。 

○事務局（松本環境計画課長） 今回の協議会で温暖化対策推進計画を改定いたしますけ

れども、前回運輸部門をやりまして、今回家庭と業務・産業ということで、２０５０年の

将来像を今回示していますが、実際、計画をつくるときには、２０５０年に向けての施策

というよりは、２０５０年にこういった社会、札幌がこういった姿になるために２０３０

年に向けてどういった施策を打っていけばいいかということです。前回も含めて、今回の

協議会でも様々なご意見をいただいておりまして、そういったものを私どもでも、もちろ

ん環境部門だけではなくて、住宅とか、あるいは、経済とかそういったところとの連携と

か、あるいは、まちづくりコミュニティーに関してのご提案、ご意見もございましたけれ

ども、そういった色々なものを出していただいて、２０３０年に向けてどういった施策を

していけばいいかということを私ども事務局の方で考えていきたいと思っております。で

すので、次回もエネルギーをやりますけれども、色々なご意見をいただければと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 
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○里見委員 北海道在住ではない私がコメントするような立場かどうかというところはあ

るのですけれども、せっかく旅費をいただいて来させていただいていますので、少し議論

を聞いてのコメントというか感想です。 

 先ほど、今日のお話の中で、住宅用もビル用も、ＺＥＨ、ＺＥＢといったパッケージと

して、先ほどからお話にあるように国の政策としてこれを大きく掲げられているのですけ

れども、もちろん両方とも、建物の軀体も、それから設備機器も重要なことで、それをパ

ッケージにすれば効果も大きいのですけれども、先ほどお話があったように、コストはど

うなのだというところで、なかなかコスト的には厳しいねというお話もありました。 

 これは、やっぱり個々の使われる立場とかを考えると、例えば、軀体なんていうのは、

４０年、５０年というライフサイクルで、すぐ、どんどん建て替わるわけではない。片や

中の設備というのは大体１０年とか１５年、そういうライフサイクルも色々ありますので、

一つの見え方はいいのですけれども、必ずしもこのＺＥＨというのにこだわらずに、先ほ

どありましたようにＮｅａｒｌｙ ＺＥＨとかそういう言葉でもいいですし、あるいは各

論としてそれぞれが促進できるような、パッケージではないところでも、一つ一つ進めて

いくことは大事だと思います。 

 先ほど、評価も大事だということで、まさしくそこは感じていまして、私どもも前先生

のところの評価プログラムとかを使って、設備の方の効率をどのように取り込むかといっ

たところの検討などをしているのですけれども、例えば、実際の使われ方によって、エネ

ルギーの需要というのは全然違うのですよね。それは、一つの消費パターンになってしま

っているのですね。あるモデルの家族パターン、家族形態、家の中のエネルギー消費です

ね。熱も電気も、ある一つの標準的なパターンなのですけれども、それで全部評価できる

かというと、やはりそれは生活の仕方あるいは家族構成で全然違います。実際本当にＣＯ

２を削減していくためには、そういう一つ一つの状況に合ったことを着実にやっていくとい

うことが重要なのではないかなということは感じています。 

 ちょっと視点が変わりますけれども、先ほどコミュニティーが大事だということがあっ

たのですが、コミュニティーとなると、これはやっぱりそれぞれの特性に合ったものが必

要であって、それには、やはり一括した評価というのではなくて、一つ一つに合った評価

をしていくことが重要なのかなと思っています。 

 まとめさせていただくと、一つは、パッケージではなくて各論、個々の取組というのも

地道にやっていくことが重要かなというのと、一律した評価というだけではなくて、やは

り個別の実態に合ったところの個々の評価というのも重要な位置づけで、政策を組んでい

ただくのがいいのではないかなというのが、私どもはどちらかというと国を対象としたケ

ースが多いのですけれども、そんなことを感じました。 

 極端なことを言うと、今、個々の質を上げるということをやっているのですけれども、

前回車の話をさせていただいて、車をどうやってエネルギー削減するかということをやっ

ています。一番簡単なのは、皆さん、２リッター車を１リッター車にすれば消費量は半分
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になるのです。車からのＣＯ２の排出量もです。でも、それはできますかということです。

あるいは、家だって、大きな家を建てないで小さな家にして、先ほどちょっとありました

けれども、部屋だって個別に空調して生活空間を抑えれば、それは下がるのですけれども、

それをやるとやっぱり不便は感じる。あるいは、国レベルでそれを言うと、日本の産業は

潰れるということを言われますので、そういう各々の事情がありますので、そこはそれで

考えるとして、やっぱりできるだけ個々に合った評価あるいは取組というものを進めてい

ただくのがいいのではないかと感じました。感想でございます。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 北海道グリーン購入ネットワークの大内委員、いかがですか。 

○大内委員 大内と申します。 

 ずっと今まで聞いておりまして、前回からのもそうですけれども、色々な新しい技術、

いいものをたくさん聞かせていただいております。 

 私が今感じているのは、そういったいいものがあることをどれだけの人に知ってもらう

かという、人が選ぶ選択肢をどれだけ増やしてあげるかということがすごく大切だなと思

っていて、その選択肢にはどういう効果があるのかというところも含めて、あとは選択し

た上でどういうメリット、補助金でもいいですし、税金が安くなるでも、色々それは施策

としてあると思うのですが、そういったことをどれだけの人に知ってもらうかということ

が必要かなというふうに感じています。 

 今、電力の自由化、例えばですけれども、皆さん、恐らく選ばれるのが、ガスとセット

だから安くなるからこの電力会社の電気にしましょうという選択肢だと思うのですけれど

も、そこに、当初から皆さんが言われているような排出原単位というものを選択肢の一つ

にすることで、その家庭のＣＯ２の排出量が減るというようなことまで、電気を選択する側

として、皆さん、わかっているのかなというところも含めて、色々な形でそういった選択

肢のあり方というのをどれだけみんなに知ってもらうかがすごく大切なような気がしてい

ます。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 時間もだんだんなくなってきましたが、他にありますか。 

○菊田副会長 私は建築なので建築に限りというか、先ほど鈴木委員から便益という話が

あったと思うのですけれども、便益だけでいくと、多分建築は成り立たなくて、我々は便

益の中でも直接的なものに対して、間接的便益が重要で、単純に省エネになったからいい

という話にはなりません。ですから、高断熱化もその一つで、それによって快適になり、

子どもとかお年寄りが伸び伸びとした生活をするとか、それは価値で計れない便益なので、

その点も踏まえた２０５０年の姿を提案しないと、単純に省エネになるから建て替えまし

ょうよと言っても、誰も建て替えてくれないのはもうわかっていて、長生きします、健康

につながりますという方が、恐らく建て替えるきっかけになるし、最後になりましたけれ

ども、ちょっとコメントさせていただきました。 
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○柴田会長 ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

○鈴木委員 ちょうど私は、コープさっぽろが、去年、ＲＥ１００という事業で使う電力

を再エネ１００％にするというのに加盟しまして、そのＲＥ１００に加盟している１４の

企業が集まる会議というのがたまたま今週の水曜日にありまして、六本木ヒルズのＡｐｐ

ｌｅ Ｊａｐａｎ合同会社に行ってきました。 

 アップルというのは、去年、ＲＥ１００を達成しているのですけれども、そこでどうや

ってそのＲＥ１００を達成したのかというお話がとてもためになったので紹介しますと、

やっぱり再エネを普及させるのに大事なことは三つあると。一つは、市場を作ってあげる。

そういった市場ができることによって単価が下がる。今、皆さん、再エネが高いというイ

メージがあると思うのですけれども、実はそうではないよという正しい知識、市場ができ

れば単価も下がるということで安くなるからそれを買うという。１番、市場をつくってあ

げる。２番、アクセス性。いいものに対して、それをすぐ選択しやすくするというところ

をサポートしてあげなければいけない。幾らいいものがあっても、それが知られないまま

とか。こういった、皆さんも広報のところが大事だというお話があったのですけれども、

やっぱりそのアクセス性というところをよりよくする。今回の建物の話だったら、とても

いい技術があっても、それが知られないで埋もれているとか、そういったところのハード

ルを下げてあげる必要がある。３番が永続性ですよね。そのときによくても、そういった

サポートが１年、２年で終わるのではなくて、ずっと安心してできると。 

 そこの市場をつくってあげるというところと、ハードルを下げてあげる、ずっと続くよ

というところの三つが大事だよというところで、アップルは、それでファンドを形成して

いるのですよね。それによって、サプライチェーンに対して働きかけて、その運営もプラ

スだということだったので、今回の色々な取組で、コスト面が問題になるというお話だっ

たのですけれども、市場ができていけば単価も下がっていって、それが、より皆さんがす

ぐそういったものを選びやすくなる環境になれば、そういったところが選ばれていく。今

回選んでいるこういう削減のアクションプランも、そういったことで達成できる。 

 この建物の照明がＬＥＤなのも、環境にいいからＬＥＤになっているわけではなくて、

従来のものよりも明るくて安いからＬＥＤにかわっているのであって、私は、そういった、

あくまでも企業の人間なので、いいものを広げるためには市場をつくっていく、こういっ

た再エネの建物というのが、そういった市場がもっと広がっていけば、より安く広げてい

くことができるかと思います。 

 そういった市場をつくるお手伝いで、行政側というのは、そこら辺の参入をしやすくし

たり、規制のところで連携ができる余地があるよというふうに、アップルがそうやって世

界的に再エネを広げたらしいので、ぜひそういったところで札幌市には頑張っていただき

たいなと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。 
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 もう時間になってきましたが、他に何かご意見等はありますか。 

 最後に、私からお話しさせていただきますが、この二つの部門のあり方の中で、ちょっ

と抜けているなと思うのが、やはり防災という視点から環境施策を捉えるという観点です。

特に、北海道はブラックアウトを経験した地域であって、防災というのはこれからの施策

の中でも重要な要素で、やっぱり環境面からも再生可能エネルギーの普及というところは、

防災とも絡めていく必要があり、地域の方たちの安心・安全にもつながることになるので、

何かそういう観点もあり方の中にちょっと反映をすべきではないかと思います。。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○柴田会長 皆さんからの意見はもうないようですので、きょうの協議会はこれでという

ことで、最後に事務局から何かありますか。 

  ３．そ の 他 

○事務局（前野計画係長） 次回の会議のご案内をさせていただきたいと思います。 

 次第の一番下のところに書いてございますけれども、次回の第４回会議につきましては、

３月１３日午後２時からの開催を予定しております。詳細につきましては、別途メール等

でご案内をさせていただきたいと思います。 

 それと、せっかく先ほど小水力フォーラムのチラシをいただいたので、この後で紹介し

ていただけるとありがたいと思います。 

○田原委員 ありがとうございます。 

 先ほど名乗りませんでしたが、北海道再生可能エネルギー振興機構と申します。 

 このような場でご案内させていただいて恐縮ですけれども、今月２２日に小水力とあり

ますが、自然エネルギーと地域経済というテーマでフォーラムを開催いたします。 

 地域再生とか持続可能な社会の構築のためには、自然エネルギーをどう活用していけば

いいのかというところを専門家の方に来ていただいて議論したいと思っています。 

 また、先ほどＲＥ１００というお話が出ましたけれども、そこの事務局も務めておられ

ます高瀬さんにも来ていただきまして、そういったところ、企業とどうつき合っていけば

いいのかという観点も、まだ道内ではこういった観点の講演会が少ないですけれども、情

報提供、基調講演の方をお願いしておりますので、もしよろしければ、ぜひご参加いただ

ければと思います。 

 ありがとうございます。 

 

  ４．閉  会 

○柴田会長 それでは、これをもちまして、第１１次札幌市環境保全協議会第３回会議を

終了いたします。 

 本日は、どうもご苦労さまでございました。 

                                  以  上   


