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日 時：２０２０年２月５日（水）午後３時開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 １２階 ５号会議室 

※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 それでは、時間になりましたので、ただいまから、第１１次札幌市市環境保

全協議会の第６回会議を開催してまいりたいと思います。 

 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。 

 最初に、事務局から、本日の出席状況及び配付資料について確認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、悪天候の中をご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 最初に、委員の皆様の出席状況についてご報告いたします。 

 本日は、有我工業所の有我委員、中道リースの梶委員、マックスバリュ北海道の玉生委

員、以上の３名からご欠席のご連絡をいただいております。 

 また、燃料電池実用化推進協議会の里見委員、三井住友海上火災保険株式会社の井上委

員からは、若干遅参される旨のご連絡をいただいているところです。 

 現時点で委員１７名中１２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、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料を見ていただけますでしょうか。 

 まず、封筒の上に置かれておりました資料ですが、Ａ４判１ページの次第、Ａ４判１ペ

ージ両面の委員名簿と座席表、続きまして、資料１ですが、Ａ４判とＡ３判が混じったも

ので、札幌市気候変動対策行動計画（たたき台）の概要版、続きまして、資料２として、

たたき台の抜粋の第４章、第５章、そのほかに参考資料といたしまして、参考資料１がＡ

３判１ページの第１１次環境保全協議会の活動内容について、参考資料２がＡ３判１ペー

ジの改定スケジュールについて、参考資料３がこれまでの環境保全協議会での意見をまと

めたものになります。 

 また、追加資料としまして、Ａ４判１ページの現行計画と改定計画の比較のカラー版を

配付しております。 

 このほかに、本日はイワクラの高橋委員からご提供のコンクールの資料も配付しており

ます。 

 資料について足りない方はおられますでしょうか。 

 また、毎回のことでございますが、本日の会議も議事録作成のために録音をしておりま

す。ご発言いただく際には、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。 

○柴田会長 ありがとうございます。 

 

  ２．議  事 
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○柴田会長 それでは、早速議事に入っていきたいと思いますが、本日の議題といたしま

しては、札幌市気候変動対策行動計画についてです。 

 前回の６月からかなり時間があいておりますので、そのときの議論等を思い出しながら

進めてまいりたいと思います。 

 初めに、事務局から資料等の説明をお願いいたします。 

○事務局（松本環境計画課長） それでは、資料についての詳細を説明する前に、スケジ

ュールの関係だけ私からご説明させていただきます。 

 スケジュールについては、参考資料２も見ていただければと思います。 

 これまでは、今年度末の改定を目指して検討を進めてきたところですが、ＣＯＰ２５や

国の温暖化計画の改定の進捗や今後の見通しを見据えて作業を進めておりましたため、ス

ケジュールに若干の遅れが生じております。環境保全協議会そのものも半年余り開催でき

なかった状況がございまして、それにつきましては改めて皆様におわびを申し上げます。 

 参考資料２も後ほど説明いたしますが、今のところ、今年の７月頃の策定を目指して作

業を進めているところでございます。 

 今日の環境保全協議会、環境審議会、また庁内での議論を経まして作業を進めてまいり

たいと思いますので、今後ともご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の詳細につきまして担当から説明いたします。 

○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です。 

 本日の資料について、私からご説明させていただきます。 

 まず、参考資料２をご覧ください。 

 今後の改定スケジュールということで、課長の松本から説明させていただきましたが、

７月末頃の計画改定に向けて、作業を進めていきたいと事務局では考えております。 

 環境保全協議会においては、第４回までに、運輸部門、業務部門、家庭部門、再生可能

エネルギーなど様々な分野について、今後の２０５０年を見据えた取組について議論させ

ていただきました。 

 第５回では、第４回までの議論の内容を一旦まとめた形にしまして、２０５０年の姿、

２０３０年に向けた施策検討の視点などの議論をさせていただきまして、本日に至ってお

ります。 

 今回の会議においては、計画の全体像をまず概要としてご説明した後に、２０５０年に

向けた施策の方向や２０３０年までに具体的に行っていく取組について意見交換をさせて

いただければと考えております。 

 スケジュールを見ていただきたいのですが、本日の第６回環境保全協議会ではたたき台

の確認と意見交換を行い、この後、環境審議会での審議や市役所内部での検討を進めてい

くことを考えているため、今回の会議が皆さんから大部分の意見をいただく最後の機会に

なると思っております。第７回以降は、各所との調整を終えた最終案の確認と意見交換を

させていただきたいと思っておりますので、お気づきの点については、今回、どんどん意
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見を言っていただければと考えております。 

 追加資料についてご説明させていただきます。 

 皆さんに事前にお送りした暫定版の資料の中には入っていなかったのですが、現行計画

と改定計画の比較があったほうが分かりやすいということで、比較対照表を作成しており

ます。 

 資料の右側についてご説明いたします。現行計画が低炭素社会の実現に向けた計画と位

置づけているのに対し、改定計画では脱炭素社会の実現に向けた具体的な気候変動対策を

行う計画として位置づけようと考えております。 

 温室効果ガスの削減目標については、パリ協定で掲げている世界の平均気温を１．５度

の上昇に抑えるため、２０１８年に公表されたＩＰＣＣの１．５℃特別報告書を踏まえた

削減目標を掲げようと考えております。 

 第５回会議においては、２０３０年に２０１６年比で半減、２０５０年に９０％以上削

減という目標を掲げていたのですが、今、世界的に起こっている気候変動の影響や科学的

知見が充実してきている状況を踏まえまして、２０５０年に温室効果ガス排出を実質ゼロ

にするということと、２０３０年に２０１６年比で５６％削減するという目標を掲げよう

と考えております。 

 ２０５０年の姿については、２０５０年のあるべき姿として、仮ですが、チャレンジ１．

５℃＆ゼロカーボン「環境都市・ＳＡＰＰ‿ＲＯ」を設定しております。 

 こちらについては、幾つかの案を考えておりまして、皆さんのご意見も参考に決めてい

きたいと考えております。 

 施策の方向としては、エネルギーの有効利用とエネルギー転換を設定しており、施策推

進の視点としては、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、気候変動対策の推進による環境、経済、

社会の統合的向上、豊富な再生可能エネルギーや資源を活用した道内連携、こちらは国、

環境省で掲げている地域循環共生圏の視点を取り入れようと考えております。 

 また、２０５０年を見据えた取組として、住宅・建築物の省エネルギー化や再生可能エ

ネルギーの導入拡大に向けた取組を強化していこうと考えております。 

 ２０３０年の姿としては、現行計画が六つの社会像ごとに目標削減量と成果指標を設定

していますが、改定計画については、五つの施策分野ごとに２０３０年の目指す姿と目標

削減量を設定しようと考えております。 

 施策分野については、省エネ、再エネ、移動、資源、行動の五つを考えております。 

 簡単ではありますが、まず、現行計画と改定計画の比較についてご説明させていただき

ました。 

 続きまして、資料１のご説明をさせていただきます。 

 なお、資料２は、具体的な計画の中身となっていますが、今回はできるだけ皆さんの色々

な意見をいただく場にしたいと思っておりますので、資料２はご説明せず、資料１で概要

のご説明をさせていただきます。 
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 資料１の①をご覧ください。 

 仮称）札幌市気候変動対策行動計画（たたき台）の構成として、環境保全協議会や環境

審議会での意見交換等を踏まえて、計画の記載内容を検討しているところでございます。 

 今回の第６回会議では、これまで意見交換を行った第４章と第５章、具体的には脱炭素

社会の実現に向けて札幌が目指す２０５０年のあるべき姿と２０３０年目標の達成に向け

た取組（市民・事業者編）について提案、意見をいただきたいと思っております。 

 次に、資料１の②をご覧ください。 

 先ほどの全体構成のうち、各章のポイントだけご説明させていただきます。 

 まず、１の計画の位置づけ・計画期間【第１章関係】ですが、位置づけについては、先

ほどご説明したとおり、脱炭素社会の実現に向けた具体的な行動計画と位置づけています。 

 １－２の計画期間ですが、２０２０年から２０３０年までの１０年間と考えています。 

 また、２０５０年のあるべき姿を設定し、その実現に向けた２０３０年の目指す姿と主

な取組を示すという構成を考えています。 

 気候変動の現状と動向【第２章関係】についてご説明します。 

 気候変動の現状ですが、地球温暖化は疑う余地がなく、主な原因は人間活動の可能性が

極めて高いと言われています。 

 また、世界中で頻発している異常気象は、長期的な地球温暖化の傾向と一致すると言わ

れていまして、日本においては、米の品質の低下や熱中症の増加、台風等による洪水・土

砂災害など、様々な分野で気候変動の影響が既にあらわれていると言われています。 

 さらに、私たちが住んでいる北海道・札幌においては、世界や日本よりも早いペースで

気温の上昇が進んでいまして、これまでに経験したことがない気象現象が観測されている

状況となっています。 

 ２－２の気候変動の将来予測ですが、温暖化対策をとらなかった場合、２１世紀末の世

界の平均気温は上昇し、さらに気候変動の影響のリスクが高くなるという予測がされてい

ます。また、熱帯夜の発生や積雪量の減少などといった影響が生じると予測されておりま

す。 

 ２－３の気候変動対策に関する国内外の動向については、三つの大きな動きがあります。 

 一つ目は、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の採択です。 

 こちらは、持続可能な社会をつくるため、全ての主体（国、自治体、企業、個人）が取

り組む世界共通の目標となっています。 

 ＳＤＧｓのゴールは１７個あり、地球環境の持続可能性に対する国際社会の危機感があ

らわれている状況となっていて、右側の図２にあるように、「気候変動に具体的な対策を」

も１７のゴールの一つとして位置づけられています。 

 二つ目はパリ協定の採択・発効です。パリ協定においては、地球の平均気温の上昇を２

度より十分下方に抑えるとともに、１．５度に抑える努力を追求することなどが目的とさ

れています。 
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 この目的を達成するため、今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることが

目標とされています。 

 三つ目として、ＩＰＣＣの１．５℃特別報告書が公表されています。気候変動に関する

政府間パネル（ＩＰＣＣ）では、２０１７年時点で世界の平均気温が既に約１度上昇して

いるとされていて、現在のペースで地球温暖化が進むと、早ければ２０３０年、遅くても

２０５０年までの間に１．５度の気温上昇に達する可能性が高いということが示されてい

ます。 

 また、パリ協定の目的である１．５度と２度の気温上昇の間には、生じる影響に有意な

違いがあると言われています。 

 加えて、１．５度の気温上昇に抑えるためには、２０５０年前後には世界のＣＯ２排出を

実質ゼロに、２０３０年までには２０１０年比で約４５％削減する必要があることが示さ

れています。 

 ２－４の気候変動対策に関する自治体、企業、国の動向ですが、国内外の自治体が気候

非常事態を宣言していて、２０５０年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにすることを表

明しています。 

 また、企業に対して気候変動に関するリスクやチャンス、その対応について情報開示を

求める動きが加速化しており、既に多くの大手企業が化石燃料から再生可能エネルギーへ

の転換を進めている状況となっています。 

 国においては、２０１９年６月に、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を

策定し、最終到着点として脱炭素社会を掲げていまして、可能な地域・企業から、２０５

０年を待たず脱炭素の実現を目指すこととしています。 

 資料１の③をご覧ください。 

 ３の札幌の地域特性【第３章関係】ですが、地球温暖化対策については、国の法律上、

地域の自然的・社会的条件を踏まえることとなっていますので、そのような視点から地域

の状況を整理しています。 

 分野ごとに札幌の地域特性を載せていますが、これから札幌で起こるであろう大きな変

化としては、例えば、人口動態については、今後、札幌の人口は減少に転じ、少子高齢化

が急速に進むという予測となっています。 

 また、都市構造については、計画的な都市づくりをこれまで行ってきている一方で、都

市基盤や公共施設の老朽化が進んでいて、今後一斉に更新時期を迎えるといった状況とな

っています。 

 エネルギーについては、北海道全体では全国でも類を見ない多種多様で豊富な再生可能

エネルギーが賦存していることや、道内各地で水素サプライチェーンを構築するための実

証事業が行われています。 

 一方で、東日本大震災以降、原発に依存しない社会の実現に向けた取組を進めていると

ともに、北海道胆振東部地震を受けて、非常時における電源の確保が課題となっています。 
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 ３－２の温室効果ガスの排出状況と旧計画の進捗・評価については、札幌市の温室効果

ガス排出量は２０１２年をピークに減少している状況です。 

 最新実績である２０１６年の温室効果ガス排出量は１，２０８万トンとなっていて、こ

れから現行計画の中期目標を達成するためには、２０１６年比で約４２％の削減が必要と

なっています。 

 これまでの計画を総括しますと、今後の目標達成に向けては、住宅建築物の高断熱・高

気密化や再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組の強化、特にハード対策をやってい

かなければいけないと考えています。 

 ４の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（第４章関係）に

ついてご説明いたします。 

 ４－１ですが、今回、パリ協定採択後の脱炭素社会の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

年の将来像などを踏まえ、札幌を取り巻く豊かで素晴らしい環境を将来に引き継いでいく

ため、そして、国際社会として責任を果たしていくため、２０５０年の姿を下に示すよう

に設定しようと考えております。 

 ４－２の温室効果ガスの削減目標については、先ほどご説明しましたＩＰＣＣの１．５℃

特別報告書を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標を設定しようと考えていまして、２

０５０年については温室効果ガス排出量を実質ゼロ、２０３０年については２０１６年比

で５６％削減といった削減目標を掲げることを考えています。 

 続いて、資料１の④をご覧ください。 

 ４－３については、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

イメージということで示しています。 

 環境保全協議会においては、これまで家庭部門や業務部門、運輸部門といった部門別の

議論をさせていただきましたが、今回については、省エネルギー、再生可能エネルギー、

移動、資源、行動といった施策の分野ごとで整理をしています。 

 省エネルギーについては、ＺＥＨの普及やＺＥＢの普及を、再生可能エネルギーについ

ては、市内の再生可能エネルギーの普及拡大や自立分散型エネルギーシステムの普及など

をイメージとして示しています。 

 移動については、歩いて暮らせるまちと公共交通利用の普及と電気自動車・燃料電池自

動車の普及を、資源については、廃棄物の削減と資源循環の普及、森林の保全と道産木材

の最適利用、行動については、環境配慮行動の定着、環境を重視した事業活動の定着をイ

メージとして示しております。 

 ４－４の施策の方向については、札幌市内から排出されている温室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という点を踏まえて、無駄なエネルギー

消費を減らして効率よく使うエネルギーの有効利用と、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たいと考え
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ています。 

 一方で、札幌市内だけで十分な再生可能エネルギーを確保することは困難なことから、

道内の再生可能エネルギーも活用していくことを考えています。 

 ４－５の施策推進の視点は三つあります。 

 一つ目は多様な主体と連携しながら、環境、経済、社会の統合的な向上を目指していく

ことを考えています。 

 二つ目は道内連携ですが、国が目指している地域循環共生圏の創造にもつなげていきた

いと考えています。 

 三つ目は２０５０年を見据えた取組として、住宅建築物の省エネルギー化と再生可能エ

ネルギーの導入拡大に向けた取組を強化していこうと考えています。 

 資料１の⑤をご覧ください。 

 ５の２０３０年目標の達成に向けた取組（市民・事業者編）【第５章関係】については、

徹底した省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入拡大、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を進めていこうと考えています。 

 図では、削減内訳を施策分野ごとに示したものと部門ごとに示したものがありますが、

こちらについては、内容を精査中であるため、今後、内訳が変わる場合がありますが、途

中段階での報告ということになっています。 

 下の表では、分野ごとに２０３０年の目指す姿を示していて、それに向けた主な取組と

してＺＥＨ、ＺＥＢの推進や、住宅・建築物・地域への再生可能エネルギー導入の推進、

ゼロエミッション車、公共交通利用、コンパクトな都市の推進、自然循環、森林等の保全・

創出・活用の推進、情報発信、ライフスタイル・ワークスタイル転換、パートナーシップ

強化やイノベーション創出の推進を図っていこうと考えています。 

 ６の２０３０年目標の達成に向けた取組（市役所編）（第６章関係）についてご説明い

たします。 

 改定計画では、市役所の温室効果ガスの削減目標についても掲げることとしています。 

 市役所については、市域の温室効果ガス排出量の約６％を排出している市内最大級の排

出事業者であるということも踏まえて、率先して取り組む必要があるというところから、

２０５０年目標として温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることと、２０３０年目標につ

いても、２０１６年比で６６％削減という削減目標を掲げることを考えています。 

 ６－２の基本方針と主な取組ですが、建築物のＺＥＢ化、上下水道や清掃工場等の省エ

ネ化、再エネ導入を進めていくとともに、民間事業者と連携を図りながら、さらなる再エ

ネの導入拡大を進めていこうと考えています。 

 資料１の⑥についてご説明いたします。 

 ここまでご説明した資料は、温室効果ガスを削減するという、いわゆる緩和策の内容で

したが、温室効果ガスを減らしたとしても、温暖化の影響を受けてしまう状況となってい

ますので、既にあらわれている、または、将来予測される気候変動の影響に市民、事業者、
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行政が柔軟に適応していくことを目指す適応策の考え方についてまとめています。 

 こちらは、国や北海道の影響評価の結果や、各分野の庁内の所管部署等の意見を踏まえ

まして、七つの分野について影響評価を行い、取組を推進していくことを考えています。 

 七つの分野については、農業や水環境・水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・

経済活動、都市生活ということで、既にあらわれている影響、また、将来予測される影響

に対する取組の例を記載しています。 

 ８の各主体の役割と進行管理【第８章関係】ですが、８－１として、各主体の役割やパ

ートナーシップの充実強化を考えています。 

 こちらの役割については、国の法律や国の計画等を踏まえて、連携する主体として、資

料に掲げているような方々と連携を図っていきたいと考えています。 

 また、様々な枠組を活用しながら、札幌市内での連携に加え、道内や国内・国際連携に

よる気候変動対策を進めていこうと考えています。 

 最後となりますが、８－２の進行管理については、温室効果ガス排出量の削減目標や２

０３０年の目指す姿の達成状況等によって行うとともに、法律に基づいて、毎年１回、計

画の進捗状況をホームページで公表することや、札幌市環境審議会や札幌市環境保全協議

会において計画の進捗状況をご報告し、意見や提案をもらうといった形を考えています。 

 また、市役所内部における計画の推進については、札幌市環境マネジメントシステム等

によって行うことを考えています。 

 計画の改定については、国内外の動向や計画の進捗などを踏まえて、おおむね５年ごと

に計画の見直しの必要性について検討していくことを考えています。 

 以上、簡単ではありますが、計画の概要についてご説明させていただきました。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 これから、今の説明についての質疑や議論をさせていただくことになりますが、説明に

あったとおり、全体の構成図が資料１の①に出ていますけれども、今日は、第４章、第５

章のところを中心に議論いただきたいというのが事務局の思いでございますので、そこの

ところに一番時間をかけて議論をすることにしたいと思います。もちろん、それ以外の部

分につきましても、何かあればご意見をいただければと思います。 

 まず、第４章のあるべき姿の前に、第１章から第３章について簡単にご説明いただきま

したが、この点に関して質疑がございましたらお願いいたします。 

 １点だけ、第２章の気候変動の現状と動向というところですが、最近、国の中での動き

としては、気候変動×防災というような、気候変動対策を行うことは結果的に防災にも資

するという考え方で、補正予算などを含めてかなり動きが出ているようです。今の動向と

しては、現状の動向の中には、そういったレジリエンスと気候変動対策のようなところに

も注目しているというようなことは現状の評価として加えていいのではないかという気が

いたします。 

 それでは、第４章について少し時間をかけて議論させていただきたいと思います。 
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 まず、削減目標というものが出てきています。これまでにないような高いレベルで、Ｉ

ＰＣＣの議論を踏まえて策定されたということですが、この削減目標等についていかがで

しょうか。 

○皆川委員 まず、４－１の札幌が目指す２０５０年のあるべき姿ということで、仮とし

て３点挙げられていますが、これは、２０５０年のあるべき姿を端的にイメージづけるキ

ャッチフレーズやスローガンですね。これだけを見ても、札幌市は何を目指しているのか

が全くわからないので、これが示すものを平易な文章で端的に書く必要があると思います。 

 ２点目は、４－２の削減目標ですけれども、第４章のタイトルを２０５０年のあるべき

姿と位置づけるのであれば、２０５０年の目標という考え方は少し違うと思います。 

 炭素ゼロの世界を目指しますと言っていて、そこに排出量ゼロという５０年の目標とい

う書き方をするのはちょっと違和感を持ちます。 

 それから、第４章というのは、２０５０年のことだけに集約したほうがいいと思います。

２０３０年の目標がここに載っていますけれども、この数字は第５章以下にまとめたほう

がいいのではないかと思います。 

 以上、資料１の③の右側について３点ほど意見です。 

○柴田会長 ありがとうございます。これについてはいかがでしょうか。 

○事務局（山西調査担当係長） ご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 まず、１点目の姿については、分かりにくいところがあるということでした。資料２に

は具体的なイメージという形で記載していますが、この姿を皆さんと共有して、具体的に

ＣＯ２排出ゼロの世界を目指していくということがわかるように、記載内容を検討させてい

ただければと思います。 

 ２点目についても、恐らく、表現上の分かりにくさではないかと思いますので、検討さ

せていただきたいと思っております。 

 また、３点目については、第４章は２０５０だけを示しておいて、第５章に２０３０の

話を持っていったほうがいいだろうというご意見ですが、そこは事務局側でも非常に悩ん

だところであります。章を分けてしまうと、２０５０と２０３０のつながりが少しわかり

づらいという考えがあったのですが、きちんと分けたほうがいいというご意見をいただき

ましたので、出し方、見せ方、表現の仕方を検討させていただければと思います。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

 こちらの資料は、かなりはしょった形でつくられているので、これだけではなく、資料

２が計画の本体という理解でいいですね。 

○事務局（山西調査担当係長） はい。たたき台とはなっているのですが、こちらをベー

スにご議論いただいて反映すべきところ、分かりにくいところ、追加したほうがいいとこ

ろについてご意見をいただければと思っています。 

○柴田会長 そういう資料の見方をしていただきたいと思います。 

 何かございますでしょうか。 
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○名本委員 資料１の③の関係で２点ほど教えていただきたいと思います。 

 まず、４－１の札幌が目指す 2050 年のあるべき姿についてです。 

 このキャッチフレーズは大変わかりやすいと思うのですけれども、札幌ならではのとい

うところを考えると、これはどこの都市でも通じるキャッチフレーズかと思いますので、

札幌ならではという言葉をどこかに入れたほうがいいと思います。 

 ちょっと驚いたのは、札幌は、世界で最も速いペースで気温上昇をしています。資料１

の②にありますように、１００年当たりの年平均気温の上昇（観測実績）の世界平均が約

０．７３度であるのに対し、北海道は約１．６度ということはとんでもない話だと思って

びっくりしたのですが、これが課題なのであれば、札幌は、例えば、「世界で最も速いペ

ースの気温上昇の対策に挑戦し、１．５度＆ゼロカーボン」のように、最初に札幌なりの

課題ということを前面に出す案もあるのかなと考えました。 

 それから、４－２についてです。 

 設定された目標値については私も異存はないのですけれども、２０３０年までに、今ま

でよりもかなりハイペースで削減するということで、このグラフでは、２０１６年の１，

２０８万トンを２０３０年までに５３７万トンまで減らすためには、４５％、６６４万ト

ン減らす必要があると書いてあります。しかし、これを計算してみると、この引き算であ

れば５３７万トンにならないので、この辺の計算の違いはどこから出てくるのかというこ

とです。 

 また、このグラフで２０１６年と２０３０年の数値を直線式で結ぶと、急速に減少する

ことになり、２０３０年から２０５０年と比べると、倍ぐらいハイスピードでいかなけれ

ばならないのです。そういうことで言うと、いかに目標といえども、この辺をどのように

達成するのか、姿勢だけでもいいので、説明を加えたほうが良いと思います。 

○事務局（山西調査担当係長） ありがとうございます。 

 まず、数字につきましては、計算が間違っています。正確には、２０３０の目標の数字

が合っているので、１，２０８から５３７を引きますと、６７１万トンを減らしていかな

ければいけないということになります。そして、２０５０については、１，２０１万トン

削減と書いているのですが、これは１，２０８万トンの削減となります。 

 ご指摘のとおり、これからの削減ペースは、現状のペースに比べてかなり速くしていか

なければならないため、どうやって減らしていくかという点が重要となります。 

 減らし方については、色々な考え方がありますが、北海道は暖房エネルギーとして化石

燃料である灯油を多く使っているという特徴があります。 

 資料２の９ページをご覧いただきたいのですが、図５－４では、通常の灯油の暖房機器

から、高効率な灯油暖房機器や高効率な都市ガス暖房機器などへ更新した場合の CO2 排出

量の削減効果を載せていますが、化石燃料である灯油などを使う機器から、ガスや電気な

ど、ＣＯ２排出の少ない機器に変えていく対策が必要と考えています。 

 ただし、機器の更新には、それなりのコストがかかりますが、機器の耐用年数は通常１
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５年程度と言われていますので、機器を更新するタイミングでいかにＣＯ２排出の少ない機

器に更新していくかが重要と考えています。 

 また、北海道内の電気については、石炭火力の割合がかなり大きくなっていますが、一

方で、道内の電力会社は天然ガスを使用する高効率な電源にシフトしていますので、それ

らの削減の効果も見込めると考えています。 

 いずれにしても、自動車や家庭での暖房については、化石燃料からできるだけＣＯ２排出

の少ないもの、さらには再生可能エネルギーに転換を図っていくことが対策の肝になると

思っています。 

 また、一般家庭では、家電の買替えは比較的大きな効果が得られると考えています。例

えば、１０年以上使っている冷蔵庫の買替えは、電気の消費量を大きく削減できますので、

家電の買替えによる省エネもＣＯ２排出削減に寄与すると考えています。 

 それから、１点目のご質問の札幌ならではの言葉というご意見ですが、札幌は、１１年

前に「環境首都・札幌」宣言を行っていまして、それを踏まえて札幌ならではの環境首都

という表現を使用しています。 

 また、札幌については、札幌のシティプロモートという視点から、ＳＡＰＰ‿ＲＯのマー

クを使っています。 

 ただ、いただいたご意見も踏まえ、もう少し違った表現ができないか、引き続き検討し

ていければと考えています。 

○名本委員 どうもありがとうございます。 

 ただ１点だけ、私の言い方が悪かったのかもしれませんけれども、２０３０年の削減目

標はわかります。ここはさらっと流すのではなくて、この１０年が勝負だよというぐらい

の気持ちを込めて市民にわかっていただく必要があると思います。１０年でやれなかった

らその先はないというような感じでお願いします。 

○柴田会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。 

○武部委員 最終段階に入ったと思うのですが、排出量を実質ゼロというのはすごく大変

なことです。ネット・ゼロではなくて実質ゼロですよね。ネット・ゼロというのは、例え

ば、太陽光で言えば半分を太陽光で発電して創り出すから、その分を差し引きしてゼロと

いう考えですが、実質ゼロというのは全くゼロということですから、すごく大変なことだ

と思うのです。 

 ですから、ぱっと考えると、難しいのではないかと思います。ただ、国際的にも言って

いるし、国も言っているから札幌市もということではなくて、札幌市はもっと野心的にや

るということは評価できますが、あと１０年で４５％と国際的に言っています。しかし、

実質的にこれをどうやって減らしていくのかというのは、１年ごとに分野別計画の数値目

標を立てながらやっていかないと、とても無理だと思います。 

 ちなみに、我々住宅をやっている分野で言えば、ここにＺＥＨのことを書いていますが、

ＺＥＨというのはネット・ゼロのことを言っているのです。 
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 ですから、このあたりもきちんと読み込んでやっていかなければ、１０年間で４５％削

減というのは非常に難しいです。分野ごとに抽出して、何ができるのかということを１年

刻みぐらいで数値目標を掲げ、それをどう具現化していくのかということをやっていかな

ければ、２０５０年で実質ゼロというのは本当大変なことで、計画倒れになってしまう可

能性があると思います。 

 資料１の②の一番下に、国際的に掲げているもの、日本が掲げているもの、各企業が掲

げているものがあります。各企業と各自治体では２０５０年以前に前倒しするという地方

自治体も企業もあるわけです。札幌市はその一角を担っていこうという意気込みだと思う

のですが、それであればなおさら、今言った実質ゼロをどうやるかというのは、本当に具

体的な部分が必要になってきます。 

 繰り返しになりますが、住宅に関しては、ＺＥＨを達成したらゼロではないということ

です。それはネット・ゼロですから、実質、ゼロにするためには、もっともっと札幌型住

宅の新築と改修をしていくということです。 

 我々地域の工務店で、札幌市で活動している北海道ビルダーズ協会の企業に関して言え

ば、太陽光発電をたくさん載せて差し引きゼロではなくて、建物そのものが住宅で消費す

るエネルギーを最小限にするという方向に施策を向けていくということです。太陽光発電

をたくさん載せる、高性能設備機器を大量に入れる、そういうところで持っていくのでは

なくて、建物の軀体性能を上げて、消費するエネルギーを最小限にして、それを太陽光発

電でまかなうというように明確にいかなければ、ただ単にＺＥＨというだけでは先ほど言

った具体的な数字につながっていかないと思います。 

 ですから、市民から見て、本気度が試されるのではないかと思います。我々から見ても、

本気なのか、それであればこうやってほしい、住宅に関しては今言ったとおりです。 

○柴田会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○田原委員 北海道再生可能エネルギー振興機構の田原です。 

 今回、高い削減目標を出されました。国が２０３０年の電源構成を２２％～２４％再エ

ネとし、削減量も低いところでかなりの高い目標です。すばらしいと思いましたし、皆さ

んおっしゃるように、実効的な、具体的な取組が必要になってくるのだろうと感じました

ので、当機構も一緒に頑張っていきたいと思っております。 

 キャッチフレーズについて、札幌市ならではというものを作るのもいいと思いますが、

ゼロカーボンシティ宣言や気候非常事態宣言を出されている自治体があります。国も意識

をしているところがあると思いますので、対内外的にも他の自治体と一緒になって盛り上

げていくことで、意思を示していく方法もあるのではないかと思いました。 

○柴田会長 今、実行するにはかなり厳しい計画ではないかというご意見がありましたが、

その辺はいかがでしょうか。 

○事務局（山西調査担当係長） 現在、様々な施策の効果によるＣＯ２削減が進んでいて、

現状ペースでは今後これぐらいＣＯ２削減が進んでいくだろうという予測をしていますが、
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現状の取組の延長では目標達成は難しいと感じているところです。 

 ですから、先ほど武部委員からもご指摘があったとおり、具体的にこれからどうやって

取組を進めていくかが非常に大事になると思っています。 

 そのため、速報版として公表している札幌市のまちづくり戦略ビジョンのアクションプ

ラン２０１９においては、すぐに手を打たなければならない具体的な取組を盛り込んでい

ますが、取組の実効性を高めるため、どこが課題となっているのかを一つ一つしっかりと

分析しながらやっていきたいと思っています。 

○武部委員 組合が進めているＺＥＨ、ＺＥＢは、先ほどから言っているようにネット・

ゼロなのですが、このネット・ゼロを達成するのも非常に大変な状況です。 

 ＺＥＨをまず言い出したのは経産省です。国交省は住宅政策を取り仕切っている省庁で、

それと環境省があります。経産省だけではＺＥＨの進行はとてもいきません。国交省は国

交省で省エネ基準を出しています。環境省は環境省でやっているのですが、今、ＺＥＨに

関しては３省連携でやっています。 

 縦割り、縦割りと言われていますが、国も本気になってやろうとして、そのようにまと

めました。今、それに林野庁もくっついています。 

 札幌市でも住宅政策、経済、農業の連携をとっていかなければ、先ほど言ったように、

計画はできたけれども、結局、達成できなかったということになるのではないかという懸

念があります。野心的なものを出すのはすごくいいと思うのですが、札幌市で部署別の連

携をとってやられているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 北海道ビルダーズ協会としては、住宅政策ですから、建設の方などともどうやったらい

いのかという具体的な話をしていきたいし、以前、北海道でＺＥＨをどう進めるかという

要望書も出させていただいた経緯もあります。 

 行政側の連携プレーは必須だと思いますので、ぜひ具体的な施策を進めていただければ

と感じました。 

〇皆川委員 今の話は、２０３０年断面なのか、２０５０年断面なのかというのがわかり

づらいところがあります。私は２０５０年断面に限定してお話ししたいと思うのですけれ

ども、２０５０年のあるべき姿を考えるに当たって、外部要因として設定するものが必要

だと思うのです。私が思う外部要因というのは、系統電力の排出係数がほぼゼロになって

いるということで、これは再生可能エネルギーが１００％ではないかもしれないけれども、

火力発電所にしてもＣＯ２の分離回収というシステムが付加されたり、原子力も動いてい

るか動いていないかわかりませんけれども、外部要因として系統電力の排出係数はゼロだ

と仮定した上での計画です、まずそこを整理するということです。そうすれば、２０５０

年の断面で、全て電化になっていれば排出量はほぼゼロですね。そういった組み立てをし

ていけば、２０５０年のゼロというのは十分書き込めるのではないかと思います。 

○高橋委員 イワクラの高橋です。 

 今、各委員から出ていますように、かなり高い目標が出ていますので、それをいかに実
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施するかというのは、具体策を出して実施して、実績を上げて、評価して、反省して、ま

た対策という形でやるのだと思います。 

 あとは、この対策、解決のために、行政主導でやるものと、市民レベル、団体レベル、

各組織で連携しなければならないこと、それから、２０５０年には間違いなく私は死んで

いると思いますので、若い世代にいかに引き継いでもらうかということが重要だと思いま

す。今、２０代の人はその環境に置かれるものですから、市のほうも、我々がやっている

ことを継続していくために、若い世代の育成、若い人たちの協力、それから、若い世代の

意見を聞くことも非常に重要だと思っております。我々の世代とは考え方がちょっと違う

と思いますので、そういうものを取り入れてもらえればと思います。 

○里見委員 非常に野心的というか、かなり高い目標ということです。 

 今、少しご議論いただいていたように、この数字でゼロというのはかなり刺激的ですが、

排出がゼロということでしょうか。パリ協定は、実質ゼロで、吸収ということも考えてゼ

ロということなのです。というのは、ゼロというのは本当に難しいので、これは現状の排

出だけの数字だろうと思っていますが、それだけでゼロを目指そうとするのか、吸収を考

えるかというところは明確にしておいた方がよろしいと思います。 

 もう一つは、排出というのは、ＬＣＡは入れていない数字を使っておられると思います

が、ＬＣＡまでして本当にゼロを目指すとなると、やっぱり吸収も含めてやらないと無理

ではないかと思っております。再生可能エネルギー中心でも、発生をゼロにするのはまず

難しいのではないかと思います。地域的にはあるかもしれませんけれども、世界的には難

しいです。 

 その辺で高い目標を掲げられているのですが、その根拠となるところを少し明確にして

おいた方が、色々な議論のところで混乱しないでいいと思いました。その辺のお考えをお

聞きしたかったのです。 

○事務局（山西調査担当係長） 資料２の最初のページでは０と記載していますが、下の

ところに米印で、２０５０年目標と２０３０年目標のいずれにおいても、市域内の森林に

よるＣＯ２吸収分も含むという記載をさせていただいております。世界的にはゼロと言われ

ているのですけれども、実質ゼロということで、森林での吸収も含む目標としています。 

 自治体によっては、市域に森林がなくて森林吸収も見込めない中で削減目標を掲げてい

るところもありますが、札幌市においては、市域の４割近くが森林に囲まれているという

こともありますので、その森林を適正に管理しながらＣＯ２吸収源として見込んでいくこと

を考えています。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

○小池田委員 前回は欠席してしまっていますので、流れから外れたようなことを言うか

もしれませんが、２０３０年、２０５０年に向けて、自分の周りにちょっとお話を聞きま

した。そうすると、これに事業者として参加している場合に、２０３０年、札幌でＣＯ２を

使うことを経済活動の妨げになってしまってはならないと思いますし、人口が減り、会社
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が減り、だったら減るよというＣＯ２の削減目標は矛盾があるし、目標にすべきではないと

思っていました。 

 ただ、今、里見委員からもお話が出ましたが、ＣＯ２のゼロという物の捉え方です。私た

ちはアジアに色々行くわけですが、札幌の友好都市の瀋陽の近くまで行くことが多いので

す。あの地域でＣＯ２を削減させたいという気持ちはあるのですが、技術がないのです。札

幌のこういう地域の方々は、ＣＯ２を抑制したり、高気密の住宅の技術だったり、様々な技

術を持っています。こういった技術を使って国際貢献するというのも、これは世界全体で

の話ですが、経済活動を促進しながらＣＯ２を削減していくという方法もあると思うので

す。ＣＯ２ゼロの言葉の定義を余り限定的にし過ぎてしまうと、経済活動がしにくいことも

出てくると思います。 

 ですから、ＣＤＭのようなものですね。それに余り傾き過ぎて、地域の中でＣＯ２はやら

ないで外でやればいいという話になるのはよくないと思いますが、経済活動を停滞させな

いためのＣＯ２ゼロの捉え方を加えられないかと感じておりました。 

○柴田会長 ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

○事務局（松本環境計画課長） 今、小池田委員からご指摘のあった経済活動の妨げにな

らないというのは、私どももＳＤＧｓの考えで環境、経済、社会それぞれの効果の同時達

成といいますか、そうならなければいけないと思っております。ＣＯ２削減、脱炭素によっ

て、経済も、我々の生活も豊かになっていくということが計画を読んだ人にわかるような、

誤解されないような形で位置づけていきたいと考えております。 

 先ほど高橋委員からご指摘がございました、これからの札幌を担う、２０５０年にまさ

に社会で活躍される若者たちに向けてですけれども、参考資料２にも市民ゼミ・ワークシ

ョップというところがあります。昨年から市民ゼミ・ワークショップを８回開催しており

ますが、こちらは、中・高・大学生、さらに市内の事業者の方にも参加していただいてい

ますが、気候変動の現状を理解いただくのと同時に、何ができるのか、自分たちが将来に

向けてどんなことをやっていけば気候変動に対応していけるのかということを考えていた

だいております。 

 ですから、実際にこの計画を作って、若者だけではなく、市民、事業者の方々にもご理

解いただいて、札幌市全体で取り組んでいく、特に若い世代の人たちに中心になっていた

だくということが必要と考えているところでございます。 

○柴田会長 今、２０５０年のあるべき姿とそれに向けた具体的な削減目標というところ

を議論いただいております。 

 私、個人的には、今までの環境政策の延長線上で削減が達成できるとは思えないのです。

ある意味、非連続な新しい発想とか新しい取組を導入しないとこの目標を達成できないと

思っていますので、ある意味、政策の大きな方向転換といいますか、今までやってきた対

策から一歩踏み出すというところをもうちょっとアピールするということが必要です。 

 また、あるべき姿のビジョンを示さなければ、それに向かって追求できないということ
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になると思いますので、やっぱり、あるべきビジョンは高めに設定して、そこに向かって

みんなで追求していって、新たな投資や新たなイノベーションを生み出していくという原

動力にするという意味では、高い目標を立てていただくというのは、ある意味、非常に効

果があると思っております。 

 いずれにしても、先ほど名本委員がおっしゃったように、並大抵のことでは達成できな

いというところを計画の中に強くアピールするということは必要だと思います。 

 また、２０５０年のあるべき姿を示すときに、ＣＯ２を減らさなければいけないと言われ

ると、何となく将来が暗くなるというイメージがあるので、２０５０年に向かって将来に

希望の持てる明るい脱炭素社会ができるということも盛り込まなければいけないと思いま

す。非常に窮屈なところに向かっていくというのもなかなか希望が持てないので、２０５

０年の姿を描かれるときには、もう少し希望の持てる明るい社会、決して暗い社会ではな

いですというところがもうちょっと出るといいなと思いました。 

○高橋委員 我々、イワクラは林業関係なものですから、林業の立場で言いますと、森林

環境贈与税もありますが、森林がＣＯ２を固定化するということです。森林も、ある程度の

年数が経つとＣＯ２を余り吸収しなくなります。北海道も豊かな森林資源を持っています

ので、森林を活用していただいて、利用していただいて、必ず植林をしていただくという

ことです。早生樹がＣＯ２を一番吸うものですから、環境保全ということでは、森林の育成

ということが大事になります。森林環境税も含めて、森林資源を有効活用していただいて、

必ず植えるということです。 

 また、一部誤解されるのですが、木を切ることイコール環境破壊というイメージを持た

れることがあります。これは、植えて、育成時にＣＯ２を一番吸って、ある程度の年数が経

つとＣＯ２を余り吸わなくなりますので、そういう意味で、切って利用して、植えるという

循環でやらなければいけないということを、一言、言っておきます。 

○石村委員 温暖化の危機管理につきましては、皆さんと共有しているつもりでございま

す。 

 そこで、市の本気度をお尋ねしたいのですが、いわゆる新年度の市の一般会計予算が１

兆円を超えたと思いますが、その中で環境に占める予算はどのように運用されていくのか、

その辺をお尋ねしたいと思います。 

○事務局（松本環境計画課長） 一般会計の中で環境費が占める割合はそれほど多くない

です。環境費は全体で１７８億円ですが、環境局の予算は清掃やごみ収集など大きなもの

も含まれた数字なので、いわゆる環境保全施策としては数億円程度かと思います。 

 一方で、アクションプランの実質的な初年度が令和２年度になりますけれども、そこで

は、今回のＣＯ２削減、温暖化という観点では、ＺＥＢ、ＺＥＨの普及に向けた設計支援、

再生可能エネルギーの普及、市有施設への民間資金を活用した太陽光発電を増やしていく

とか、そういった施策を令和２年度、来年度予算に盛り込んでおります。 

 ですから、今回、２０３０年に向けた施策ということで、２０３０年には５６％削減さ
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せていくための今後何年間かはやらなければならない、特に今から手をつけなければなら

ない建物系などについては、２年度、３年度、４年度の予算で計上できるように考えてい

るところでございます。 

○名本委員 あるべき姿のところで２点ほど質問と意見があります。 

 まず、４－３の省エネルギーの部分で、下から二つ目の丸のエネルギーの面的利用の普

及という中で、都心部などは地域熱供給エリアとなっていますが、都心部というのは、あ

くまでも札幌市の一部でございますので、そこについては、コンパクトな都市再生という

視点からも、これを強力に推進しながら、より面的な再エネを活用した地域熱供給を促進

するという全市的な視点が必要だと思うのです。ここのＺＥＨなりＺＥＢも大切なのです

が、面的な地域熱供給システムを促進するということがあってもいいと思います。 

 また、先ほどもありましたが、資源のところで、森林の保全と道産木材の最適利用とい

うこと、森林を適切に保全し…と書かれていますが、もう少し具体的に、自然の保全や緑

の創出によって温室効果ガスの発生を抑制するという目標を掲げたほうがいいのではない

かと思います。 

 先ほど、コンパクトな都市再生というお話をしましたが、これは環境行政サイドだけで

は物が進まないところがあると思いますので、例えば、取組の方向になるかもしれません

が、プロジェクトチームを結成しますとか、ある一定の集中的なもので議論しますという

ことがあってもいいという感じがします。 

 また、市民ゼミ・ワークショップを８回開いているということですが、そこで出た貴重

な意見、若い方の意見があると思いますので、そういうものも外に向けて、こんな意見が

出ました、こういうことを考えていますということをもう少しアピールしてもいいと思い

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。 

○鈴木委員 コープさっぽろの鈴木です。 

 ２０５０年のあるべき姿のところでゼロカーボンと言い切るのは、私はとてもいいこと

だと思います。現状、難しかったとしても、それをしないと次世代に迷惑がかかりますし、

これはあるべき姿なので、現状では難しいということではなくて、まずは、２００万人近

い都市の責任としてゼロカーボンをやるのだということをきちんと明言するということは

とても大事ですから、私はとてもいいことだと思います。 

 ちょっと教えていただきたいのは、２０１６年の札幌市のＣＯ２の排出量１，２０８万ト

ンといろいろなところに出てきますが、１，２０８万トンをエネルギー別で言うと、電気

などというくくりで言うと、どんな感じなのでしょうか。 

 ちなみに、コープさっぽろの場合だと、９割くらいが電気由来のＣＯ２なので、まずは電

気のところに着手するというアプローチをとるのですが、エネルギー別のパレット図を描

いたときに、どこから手をつけるべきかというストーリーが見えなくて、総花的になって

いるので、課題の重要度が見えるような感じでまとめられると、より良いと思いました。 
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 もしわかれば、どのくらいのパーセントなのか、教えていただけますか。 

○事務局（山西調査担当係長） 札幌市内から排出される温室効果ガスについては、２０

１７年時点でＣＯ２が９７．７％、その他のメタンなどが２．３％となっています。 

 そのＣＯ２のエネルギー種別の内訳ですが、電力が４９％であり、約半分が電力です。そ

して、灯油が１３．４％であり、１割強となっています。ガソリンが１３．８％であり、

主に乗用車の燃料となっています。次に軽油が７．８％であり、主にディーゼル自動車や

トラック等の燃料となっています。 

 さらに、都市ガスが７．７％、重油が４．３％、ＬＰガスが２．２％と続いています。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

 電気が半分くらいしかないということで、そうなると、車両のところにもっと重きを置

いたほうがいいと思いました。エネルギー別のアプローチがもうちょっと見えるとよろし

いかと思います。 

○事務局（山西調査担当係長） エネルギー別のアプローチですが、例えば、電力であれ

ば、石炭や石油、再生可能エネルギーなど様々な方法で作られていて、徐々に再生可能エ

ネルギーの割合が増えてきています。一方、ガソリンや軽油、灯油については、バイオデ

ィーゼル等の取組もありますが、再生可能エネルギーの導入がなかなか進んでいない状況

です。これらエネルギーを電力に転換していくと、再生可能エネルギーによる削減効果も

見込めることになりますので、エネルギー転換の視点は重要と考えています。 

○菊田副会長 北大の菊田です。 

 委員の皆さん方のお話を聞いていて、すごく納得した部分がございました。 

 只今、鈴木委員が第５章のほうに入ったと思うので、聞きたいことがあります。第４章

とも関わるのですが、我々は色々な研究の中である条件のもとで試算を行います。そのと

きに、表に出せる数字と裏で持っておく数字があります。出せる数字がこの資料になって

いて、義務ではないけれども、達成しなければいけないというノルマを課せられる形にな

るので、示したくないというのは何となくわかります。 

 例えば、分野ごとの主な取組の中で、順番があります。例えば、資料を見たときに、一

番上に書いている項目が重要なのかということがあります。その分野が省エネや再エネに

またがったときに、同じく一番上に書かれているものがどれくらい重要なのかが本当はわ

からなければいけないのです。つまり、何が重要かという優先順位を示せる範囲で示さな

いと、議論のしようがないです。 

 当然、先ほど武部委員が言ったように、ある建築物に対して太陽光発電や高効率な設備

を導入するのか、あるいは断熱して負荷を小さくするのかといったように、優先順位は非

常に大切です。つまり、優先順位によってはそれぞれの主効果や交互作用効果にも影響し

ますし、単純な積み上げによる評価はできません。 

 ですから、交互作用効果は難しいのですけれども、少なくても優先順位ぐらいは示して、

主効果としてこれくらいの削減を見込めるということが示されていると、項目の羅列だけ
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ではなくて、２０３０年、２０５０年、どういうところで頑張らなければいけないのかと

いうことがわかると思いますので、可能な範囲で示していただければと思います。 

○柴田会長 今の件について、いかがですか。 

○事務局（山西調査担当係長） 取組については、優先順位があると考えています。でき

るだけ早めにやっていった方がいい取組もありますし、切り替えのタイミングでやってい

く取組もあります。一方で、これから札幌のまちは建物を中心にリニューアルの時期を迎

えますので、そういったタイミングでやっていかなければいけない取組もあると思います。

それは、優先順位というよりもタイミングの問題かもしれませんが、今建て替わるものを

ＺＥＢにする、ＺＥＨにすることをしていかないと、将来、改修しようとすると、さらに

そこでコストがかかってしまうということもございます。そういうやり方をしっかりやっ

ていかなければいけないと思っています。 

 また、ＺＥＢについても、建物と設備の耐用年数を考えていくと、長く持つ躯体はでき

るだけ早めにしっかりとしたものを作っておいて、どうしてもＺＥＢにできないという状

況であったとしても、設備更新の段階でＺＥＢにしていくという考え方も重要ではないか

と考えています。 

 建物によっては設備の将来スペースを確保していないために設備更新がしにくいという

状況も出てくると思っていますので、設備更新のしやすさなど、新しい技術を入れやすい

状況にしておくということも必要と考えています。 

 菊田副会長からご指摘いただいた優先順位をどういうふうに見せられるかということは、

中で少し検討させていただければと思います。 

○柴田会長 ありがとうございます。他にありませんか。 

○皆川委員 ４－３と４－４と４－５について質問があります。 

 まず、４－３の省エネルギーの欄に、コジェネレーションシステムという記載がありま

す。また、地域熱供給という記載があります。さらに、コジェネレーションシステムと地

域熱供給について、燃料は化石燃料を使わないので、このエネルギー源は何を考えている

のか、教えてください。 

 また、４－４と４－５に、施策の方向、施策推進の視点と書かれているのですが、この

施策というのは何を指すのか、その２点を教えてください。 

○事務局（山西調査担当係長） まず１点目のコジェネレーションシステム等のエネルギ

ー源ですが、現状では、再生可能エネルギー由来の水素や、札幌市内でも地域熱供給で使

われている木質バイオマスを想定しています。 

○事務局（松本環境計画課長） ２点目の施策については、４－３のところで２０５０年

のあるべき姿のイメージとして、例えば、ＺＥＨの普及で新築、建て替え、改修により、

全ての住宅が高断熱・高気密になっているというのがありますが、そういったイメージを

実現するため、このあるべき姿を実現するための方向として４－４とか４－５を書いてい

るという意味合いです。 
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○皆川委員 第５章、第６章に書かれている主な取組みたいな具体的な項目とはリンクし

ていないという考え方でいいのですか。 

 ちょっとこだわり過ぎなのかもしれないけれども、ここで言っている施策というのはど

こに書いているのですか。書いていないのなら書いていないでいいのですが、そこを教え

てください。 

○事務局（松本環境計画課長） ２０５０年のあるべき姿を実現するためにこういった方

向でということで書いていました。ただ、今、皆川委員からご指摘があるように、ここを

誤解されないように、用語についてはこれから検討します。 

○皆川委員 私が思うに、４－４と４－５に書いてある施策の方向性というのは、第５章

の頭のところに、２０５０年のあるべき姿を目指すための取組の方向性という形で整理し

たほうがすっきりすると思うのですが、そういう意味合い以上に、５０年のあるべき姿と

強くリンクするのだという思惑があるのであれば、その説明をお願いします。 

○事務局（山西調査担当係長） これについては、別の会議体の環境審議会で議論させて

いただいたときに、２０３０年の視点としてだけではなく、先ほど柴田会長からもお話が

あったように、明るい未来や、様々な効果があるということは、２０５０年に向けても必

要なのではないかというご意見をいただきました。そのことを踏まえて、この資料では、

２０５０年に向けてあるべき姿を設定して、その姿の実現に向けてこういった考え方でや

っていきますという記載の仕方にさせていただいています。 

 ですから、２０５０年についても、２０３０年についても、この施策の方向や、施策推

進の視点は関わってくる考え方であると考えています。 

○柴田会長 多分、施策のもうちょっと上のレベルの大きな方向の考え方みたいなものが

施策の方向と視点ということで、２０３０年までに取り組む施策も２０５０年までに取り

組む施策も全て包括した大きな方向性だと理解したほうがいいのだと思います。そして、

次の議論は、とりあえず２０３０年までに向けて具体的にどんな取組をしていきましょう

か、大きな方向性の中で２０３０年までにどんな政策をという理解でいいのですね。 

 それでは、時間がなくなってきましたので、次のページの２０３０年度の目標達成に向

けた取組について少し議論をしたいと思います。これについてご意見をいただければと思

います。 

○宮内委員 北洋銀行の宮内です。 

 僕はあまのじゃくでして、これを見ていると、すごく理念で、削減とか回収ということ

が前面に出ているのですが、むしろＣＯ２を利用するという観点はないのですか。 

 つまり、ＣＯ２を活用するようなイメージです。今、技術的に色々と進んでいるので、科

学的に利用するとか、人工的な光合成でＣＯ２を吸収するとか、そういったこともあってし

かるべきではないかと思っております。その辺のところについて、お考えをお聞きしたい

と思います。 

○柴田会長 なかなか難しい質問ですね。 
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○事務局（山西調査担当係長） 例えば、ＣＯ２をある程度高濃度にしてハウス栽培に利用

することや、水素とＣＯ２から天然ガスの主成分であるメタンをつくるメタネーションとい

う技術があると考えています。ただし、メタネーションについては、まずは、水素を再生

可能エネルギーでつくって、サプライチェーンをつくっていくというところが順番として

は先ではないかと考えています。その次に、都市ガスに水素やメタネーションで製造した

メタンを混ぜていくことで、ガスを低炭素化、脱炭素化していくことになるのでは、と考

えています。 

○柴田会長 カーボンリサイクルというのが今のような考え方なのですが、まだまだ大き

な動きに至っていないという感じでしょうか。 

○事務局（松本環境計画課長） 恐らく、２０５０年にはいろいろな技術が実用化されて、

二酸化炭素を単純に削減、回収だけではなくて、それを利活用していくということが現実

的になっていくと思いますが、それについて計画の中で具体的な記述は難しいと思うので

すけれども、コラムのような形で、今、ＣＯ２に関するこんな技術が実証実験されていて、

将来は活用も期待されるみたいなことは検討していきたいと思っています。 

 行政計画として、はっきりと利用できる段階にないものはなかなか書けないのですが、

柴田会長からもお話がありましたように、２０５０年の明るい未来といいますか、将来に

向かって脱炭素をしていくことは、経済が縮小するわけではなく、我々の生活が豊かにな

っていくということをコラムのような形で見せられればいいかなと思っています。 

○柴田会長 施策的な取組についてですが、いかがですか。 

○武部委員 先ほど、第５章のほうまで踏み込んでしまったと思いますが、ここを見ると、

優先順位ということを言えば、省エネで、その中の家庭部門です。これが大きなウエート

を占めています。国レベルでもそうですけれども、京都議定書があって、ＣＯＰ２１、パ

リ協定ということで、ずっと見てきますと、ＣＯ２が減っている部門です。例えば製造とか

運輸は多少減ってきているのですが、住宅部門に関しては逆に二十何％増えてきています。

ですから、ここでも省エネ部門、家庭部門を優先的に置いて、ここを潰していこうという

ことだと思います。 

 ＣＯ２に関して言えば、あらゆる政策分野に共通していくわけですが、先ほど言った農業

もそうですし、とりわけ建築はそうですね。ですから、その部分で、今、計画を作って、

審議会にかけて決定した後に行動、政策を打っていくという順番だと思いますけれども、

計画段階で、どういう施策をやって、どういう行動していくということも含めて計画の中

に盛り込まなければならないと思って先ほど言ったのですが、ここで作った計画は、ＣＯ

２ですから、札幌市でやっている色々な施策に共通して入っていきます。そのときには、こ

の計画が司令塔のような形になると思いますが、先ほど言ったように、部を超えた部分で

すね。連絡会議から始まって実行できるような、そして、そこで各部門から出たものを吸

い上げて、住宅に関してはこうやる、木に関してはこうやる、運輸に関してはこうやると

いうことを計画の中に盛り込んでいかなかったら、１０年なんてすぐだと思うのです。３
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０年といっても、１０回くらいの計画を具体的に進めないと５６％減らないということで

すから、本気度を示すためには、具体的にやるというところも計画の中にぜひ入れて、審

議会にかけていただいて、決定したら各部署に回して、部署横断的な組織をつくってやっ

ていくというところまでお考えいただければと思っています。 

○柴田会長 市を挙げてという趣旨のご発言だったと思います。 

○事務局（松本環境計画課長） ご意見をありがとうございます。 

 今までも、庁内に関しては、札幌版次世代住宅基準などを都市局が所管していて、そこ

で何かしらの計画を改定するときに、我々環境部局としてもＣＯ２削減という観点からこ

ういった取組ができないか、あるいは、こういう成果指標を置けないかということで、個

別にと言ったら変ですけれども、個々の計画に対して意見を言ってきました。 

 今回、新たな計画で、現行計画にはない適応ということもあり、その適応に関して検討

する中では、庁内のほぼ全ての部署に対して、気候変動が既に表れていて、これから表れ

るであろうことに関して、各部局の施策にどういう影響があるかということも照会をかけ

て検討してもらっているところです。 

 今後、この計画ができた時点で、札幌市全体でＣＯ２削減、温暖化対策、気候変動対策を

進めていかなければならないということに関しては、事務局として力を入れてやっていき

たいと考えております。 

○柴田会長 環境省の小泉大臣が、環境の政策を見直そうということで、集中と選択とい

うポイントで検討を立ち上げたというニュースが出ていました。まさに、施策をもう一度

洗い直していただいて、集中させるべきところとして何をやっていかなければいけないか、

要らないところは落としていくような、集中と選択的な取組が今後は重要になってくるの

かなと思いました。 

○名本委員 今の話に関連しますが、私は市営企業調査審議会に参加しており、その中で

下水道のビジョンを検討していますが、都市計画のほうもそうだと思いますが、これから、

無炭素といいますか、ゼロというキャッチフレーズが出されると思うのですけれども、他

部門では依然として低炭素という発想が生きていて、どこでそれをゼロにするのかという

のは市として統一されたほうがいいと思っています。 

 また、取組の中で２点ほどあったのですが、省エネの目指す姿のところで、新築住宅建

築物の１００％がＺＥＨなりＺＥＢを目指すとしていますが、新しく作るものはやらなけ

ればならないのは当然ですが、既存住宅というのはやっぱり残ると思うのです。３０年先

であれば今の木造建築だって十分残ります。そう考えると既存住宅という言葉も入れたほ

うがいいと思います。 

 ここでは、あえて集合住宅だけを住宅として取り上げていますが、戸建住宅というのは、

この上の省エネ性能ということで説明しているのか、集合住宅をここに入れた理由かわか

らなかったので、そこを教えていただきたいと思います。 

 それから、建築物の中には建設物が入らないのかと思うのです。橋も道路も下水も上水
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もみんなそうなのですけれども、今、更新時期に来ていまして、何か災害があると、別々

に壊れて、また何回も土を掘るみたいな話があります。例えば、この辺を共同化するとか、

使う材料を考えるとか、その辺で省エネしていくということも考えられるのではないかと

思っています。建造物の省エネ化という言葉も入れたほうがいいと思っています。 

○事務局（山西調査担当係長） 戸建住宅の改修ですが、札幌市内で建つ建物は１年間に

４，０００軒から５，０００軒程度ですが、既存住宅はそれ以上にある状況です。これか

らの住宅施策は、長寿命化を図っていこうという流れになっているので、今後は既存建物

の対策が残っていくのではないかと考えています。 

 ですから、ストック全体としての目指す姿を出せるか、検討させていただきたいと思い

ますが、まずは新築からやっていかなければいけないと考えています。まずは新築建物の

性能をしっかり確保した上で、既存住宅についても、改修の市場を大きくしていく取組も

していかなければいけないと感じています。 

 集合住宅だけを取り上げている点については、戸建住宅については、札幌版次世代住宅

として札幌市でも取り組んでいるところですが、集合住宅についてはなかなか取組が進ん

でいないことや、特に札幌市内の建物の内訳を見ますと、マンションや賃貸住宅のボリュ

ームがかなりありますので、集合住宅に対してしっかりアプローチしていかなければいけ

ないとの考えによるものです。 

 また、集合住宅については、分譲マンションの場合は売主であるディベロッパーと買主

である市民との関係、賃貸住宅の場合は建主であるオーナーと施工者であるハウスメーカ

ーの関係など、戸建住宅とは構造的な違いがありますので、そのような点も意識しながら

検討していかなければいけないと考えて、あえて集合住宅という記載をさせていただきま

した。 

 橋や道路といったインフラ系については、第６章の市役所編の中で記載しようと考えて

いるところです。 

 第５章については、市民・事業者編ということで、市民、事業者に取り組んでいただき

たい、皆さんとやっていかなければいけないというところを重点的に記載していますので、

ご意見としていただいた上で、整理したいと思います。 

 また、低炭素から脱炭素への変更についてですが、環境部局としては既に脱炭素に移っ

ていかなければいけないと考えていますが、庁内的な議論を行い、改定計画の策定に合わ

せて、札幌市全体として脱炭素を目指していく方向に舵を切っていきたいと考えています。 

○柴田会長 大内委員、いかがですか。 

○大内委員 グリーン購入ネットワークの大内と申します。 

 ２０３０年、２０５０年に向けての取組を様々出されていると思います。細かいことに

ついては、どこまでできるのか、いろいろと疑問のあるところもありますが、当初から皆

さんから出ていますとおり、高い目標を持って進めていくというのは私も大賛成です。 

 当然、最初から計画の中にもありますとおり、ＳＤＧｓの視点で進めていくということ
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ですが、ＳＤＧｓを進めていくことで、最初といいますか、一番手っ取り早いのはトップ

ダウンだと言われているのはご存じだと思いますので、２０５０年にゼロ、２０３０年に

５６％という目標を市長がどんどん発信して宣言していくということはお考えなのでしょ

うか。 

 また、市長が宣言し、札幌市民なり色々な方々の理解が進むことで、色々な情報発信が

できるようになることによって、札幌市の都市としての価値が高まっていけばいいなと個

人的には思っています。その価値の成果として、良いか悪いかわかりませんが、２０３０

年に札幌オリンピックを目指しているということもあります。賛否はありますが、それが

価値だと思えば価値につながることですし、世界的な都市間競争の中で、低炭素、ゼロに

近づけている都市というのは、やっぱり価値が高いのです。色々なイベントを誘致するに

しても、そういう場所が選ばれますし、場所と同時に、そういう活動をしている企業、施

設、建物が選ばれているという流れになっています。 

 ですから、私は、次へ進めるとともに、情報発信をたくさんしてほしいと思います。 

 また、資料２に載っていますし、この間の新聞にも載っていましたが、札幌市がアメリ

カでＬＥＥＤ（リード）認証のプラチナ認証を取ったということは、私は個人的にすごく

うれしいです。リード認証は色々ありまして、他の認証もありますが、色々な施設や建物、

企業も取れる認証ですので、札幌市自体が取ったということで、そういうことも含めて広

めていければいいなと個人的に思っております。ぜひ、目標達成に向けて頑張っていただ

きたいというのが現時点での私の思いです。 

○柴田会長 時間がだんだん迫ってきていますが、今まで議論したあるべき姿、削減目標、

取組全般にわたってご意見等がございましたらお願いいたします。 

○皆川委員 具体的な取組として、今までの会議の中で、例えば、ロードプライシングと

か、駐車場の利用制限とか、政策らしいなと思われるアイデアが残念ながら反映されてい

ないと思うのです。そういったことを検討するというレベルでもいいから、何か書き込め

ないかと思うのです。その点については、どういう考えで入ってないのかを教えてくださ

い。 

 それから、これは２０３０年なのか、２０５０年なのか、両方に共通するかもしれない

のですけれども、水素利用という話は記載されていて、再生可能エネルギーと蓄電池の組

み合わせは記載されてないのです。リチウムイオン電池でノーベル賞を取られた吉野先生

が、ゼロエミッション国際共同研究センターのトップに就任されたということで、私は水

素以上に再生可能エネルギーと蓄電池の組み合わせが排出量ゼロに向けて物すごくいい武

器になるのではないかと思うのです。 

 この辺の記載があえてされてないのでしょうか。私はぜひ入れていただきたいと思うの

ですが、これが記載されていないのはどうしてなのか、教えてください。 

○事務局（山西調査担当係長） １点目については、特に第２回に運営部門の中で意見を

いただいたと思っています。 
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 交通体系については、札幌の社会インフラを大きく変えていくものになると考えていま

す。カーシェアリングでＣＯ２が減るという考え方は十分承知していますが、カーシェアリ

ングを進めていった場合、赤字路線が多い札幌の公共交通の需要を妨げる可能性がありま

すし、自動車需要を掘り起こしてしまう可能性もあります。 

また、札幌のまちは、これから人口減少、高齢化社会が進んでいくと言われている中で、

どういう交通体系が望ましいかを考えながら、例えばカーシェアリングはこうあったらい

い、例えば、朝の通勤時間帯にＥＶがバスレーンを通れたほうがいいなどを、総合的に考

えていく必要があると考えているため、具体的な取組としては落とし込めていませんが、

資料２の１７ページに記載のとおり、交通モード間の連携に向けた検討を進めていくこと

としています。 

 二つ目の再生可能エネルギーと蓄電池の組み合わせについては、資料２の１２ページを

ご覧ください。 

 基本方針の一番下に、蓄電池や電気自動車、水素などの需給調整機能の活用を進めるこ

とを記載しています。また、家庭における省エネ、再エネ、蓄エネ機器導入に対する補助

制度も取組の一つとして記載しています。 

 種類によって変動がある再生可能エネルギーの活用方法の一つとして蓄電池があります

が、蓄電池は長期間電気を保存しておくことができないという特徴があります。一方、水

素は方法によっては長期間にわたってエネルギーを保存できますので、冬場の暖房エネル

ギー消費の大きい北海道にとっては、水素で冬季の暖房エネルギーを賄うという視点も重

要と考えています。 

 蓄電池の必要性は認識しているところですが、色々な選択肢を活用する視点が重要と考

え、こういう記載としています。 

○柴田会長 他にいかがでしょうか。 

 それでは、私から一言申し上げます。 

 先ほど話がありましたけれどもレジリエンスというところの記載です。これから、温暖

化の対策として、防災にはならないかもしれませんが、災害時でのエネルギー確保という

ところでも適応策として十分考えられると思います。今後、気候変動プラス防災というと

ころも少し書くことによって、皆さんの取組のインセンティブといいますか、何かあった

ときにＺＥＢとかＺＥＨということで、数年前のブラックアウトのときに札幌市内のＺＥ

Ｂを達成した有我さんのビルは電気がついていたという例もよく紹介されています。結果

的に、温暖化の対策をすることと災害に備えるということがイコールになっているという

ところをもう少し書き込んでおく、例えばコラムなどで具体的にそういう事例があったと

いうことで表現するのも一つの方法かもしれませんが、そういうところも織り込まれたら

どうかと思っています。 

 他によろしいですか。 

○高橋委員 最後に、私からの配付資料について説明いたします。 
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 北海道木質ペレット推進協議会というものがありまして、４０社ぐらい入っているので

すが、私はそこの事務局長をしています。 

 この推進協議会は、札幌市に大分協力をいただいているのですが、初めてペレット・薪

ストーブ、再生可能エネルギーを使った住宅、店舗のデザインコンクールをしました。 

 当初、応募数が余りないのではないかと心配したのですけれども、６０件ありました。 

 １枚めくっていただきますとわかるのですが、６０名のうちの５７名が２０代、２０代

未満という若い人です。基本的なコンセプトを見ると、再生可能エネルギーと書いている

方もいますが、再生可能エネルギーの他に、薪とか、ペレットの持つ炎とか、温かみだと

か、その辺のコンセプトを入れています。かたい意味でのＣＯ２削減という大義名分もあり

ますが、若い世代には、それ以外の魅力的な言葉で、ＣＯ２削減に協力できればいいのかな

と思っています。 

 市町村でいくと、大都市もありまして、札幌市は４４名というように大規模で応募して

います。最後には、優秀作品が１９点並びまして、今週の火曜日に選定して、９作品を選

びました。３月中旬にチ・カ・ホで優秀作品のパネル展とペレットストーブ、薪ストーブ

の展示をしますので、ご興味のある方はお願いします。 

 もう一点、同じく北海道木質ペレット推進協議会では、ペレットストーブと薪ストーブ

の本当に基本的な考えなのですけれども、施工ハンドブックを作りました。本来、皆さん

に配りたいのですが、この会合がある前に、エコエネルギー推進課に２０部置いてきたの

で部数が足りないのです。全部９００部作ったのですけれども、会員と建築士事務所協会

の各支部に配布しまして、残りが余りないのですが、今、手元９部ぐらいありますので、

もし興味のある方があればお渡ししたいと思います。 

 最後はお願いです。よろしくお願いします。 

○柴田会長 ありがとうございました。 

 

  ３．そ の 他 

○柴田会長 それでは、事務局から何か連絡事項はありますか。 

○事務局（松本環境計画課長） 本日は、貴重なご意見をありがとうございました。 

 本日のご意見、それから、これまでもいただいたご意見を踏まえまして、引き続き計画

策定作業を進めてまいりたいと思いますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 次回の第７回会議ですが、参考資料２のスケジュールでも示しておりますが、６月頃に

開催したいと考えております。内容としましては、計画の最終案の確認と意見交換という

ことになるかと思います。 

 日程につきましては、改めて担当からご連絡させていただきますので、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。 
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  ４．閉  会 

○柴田会長 それでは、以上で第１１回札幌市環境保全協議会第６回会議を終了させてい

ただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


