
日要問質 要弁答

一 地球温暖化対策の取組について

私からは温暖化対策の取組について伺ってまいります。

今年の夏は例年とは違いまして、 9月 に入つてからも猛

暑が続いてお りました。私、気象庁のホームページで数え

てきたんですけれ ども、本年の道央で 30℃を超えたいわ

ゆる真夏 日は、 7月 で 5日 間、 8月 が 6日 間、 9月 が 8日

間となっていました。 9月 18日 には道内各地で今年の最

高気温を更新をしてお ります。これについては台風がもた

らしたフェーン現象などと要因の分析もされてお りますけ

れども、 9月 にはいつてからこんなに暑いのは、地球温暖

化による異常気象ではないかと話題になったのも記憶に新

しいところだと思ってお ります。

今夏は電力不足に伴 う節電要請 もありまして、道民の皆

さんも大変暑い中、過ごされたことと思いますけれども、

節電により高まつたエコ意識をさらに醸成をし、温暖化対

策に活かしていくことが求められると考えてお ります。以

下、道の温暖化対策について伺ってまいります。

(一 )プロジェク トについて

道においては、平成 22年 5月 に策定をした 「北海道地球

温暖化対策推進計画Jに基づき、重点施策を定め、「ガイア

・NEXTプ ロジェク ト」と称 して、温暖化対策に取 り組

んでいると承知 してお ります。プロジェク トの中で環境生

活部としてどのような事業を行つているのか伺います。

(二)効果について

カーボンオフセ ッ トの取組 を促進す るカーボンアクシ ョ

ン推進事業、エ コ ドライブを推進するエ コアン ドセーフテ

ィ推進事業な どに取 り組んでいる とい うことで したけれ ど

も、それ らの施策の効果、結果については どのよ うに提 え

ているのか伺います。

(地球温暖化対策室参事 )

「ガイア・ NEXTプ ロジェク ト」に係 る事業につい

てでございますが、道では、「北海道地球温暖化対策推進

計画」に基づきま して、「低炭素型ライフスタイルなどへの転

換」、「環境にやさしいエネルギーの導入等」、「森林の整備・保

全の推進 Jの 3つ を柱 とした重点施策を 「ガイア・NEX
Tプ ロジェク ト」 として掲げ、全庁一丸 となって取組 を

進 めてお ります。

本年度 における当部のプ ロジェク ト関連事業 といた し

ま しては、道民の皆様 に節電な どの省エネ行動の実践を

呼びかけます「ほつかいどう 。省エネ 3Sキ ャンペーンJ、

エ コ ドライブによるC02削 減 と交通事故防止 を推進す

るエ コア ン ドセーフテ ィ推進事業、カーボン・オフセ ッ

トの取組 を促進す るカーボンアクシ ョン推進事業な どを

実施 してお りますほか、市町村等に助成して、地域の再生

可能エネルギー資源を活用し、防災拠点となりうる公共施設等

に、災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導入を促進

する事業な どを実施す ることといた してお ります。

(地球温暖化対策室参事 )

施策の効果な どについてで ございますが、道では、推

進計画 に基づ きま して、施策の進捗状況について点検・

評価 し、 さらに北海道環境審議会による評価 を受 け、そ

の結果を公表 してお ります。

平成 23年度の施策に関す る道 としての点検・評価で

は、例 えば、カーボンアクシ ョン推進事業につ きま して

は、カーボン・オフセ ッ トの取組 を促進するため、相談

窓 回の設置や地域研修会を開催 してお り、平成 23年
11月 に実施 した道内企業に対す る実態把握調査結果に

よ ります と、約 8割 の企業がカーボン・オフセ ッ トにっ

いて 「知 っている」 と答えてお ります ことか ら、カーボ

ン・オフセ ッ ト制度 に対す る周知が図 られているとして

お ります。

しか しなが ら、道内では取組事例が少ないことか ら、

今後、取組 を一層促進するための仕組みづ くりの検討が

必要 といた しま した。 また、エ コアン ドセー フテ ィ推進

事業につきま しては、エコ ドライブを実践す ることによ
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(三)施策の成果について

カーボンオフセ ッ トについては、約 8割の企業が熟知 し

ているが取組事例が少ない、エコ ドライブについては、今

後 さらに対策 と普及啓発 を行 つてい くとい うことであ りま

す。 こ うした施策の成果 を定量的に捉 えるとい うのはなか

なか難 しい とは思いますけれ ども、取 り組んだ結果が どの

程度進 んだのか とい うことについては、ある程度、的確に

捉えていただきたいと思つてお ります。

昨年の東 日本大震災に伴 う福島原発事故によつて、全国

ほ とん どの原子力発電所が止まつてお り、電力の安定供給

への不安や火力発電所がフル稼働す ることによつて、温室

効果ガスが増加す るのではないか とい う懸念がある中、ガ

イア・ NEXTプ ロジェク トについて も、環境生活部 とし

て他部が行 う施策の効果、結果 も併せて把握 し、プ ロジエ

ク ト全体の成果 を捉 えてお く必要があると考えますが、見

解を伺います。

(四 )ライフスタイルの転換について

環境生活部の施策の一つであります 「ほつかいどう・省

エネ 3Sキ ャンペーンJでは、ライフスタイルの転換を掲

げ、自動車から自転車への転換を推進 していくとしており

ます。 自転車振興を行 うには、いま、札幌の北 1条通でも

試験的に自転車専用 レーンを設置 してお りますけれ ども、

そうした自転車専用道路や専用 レーンの明確化、駐輪場の

整備、安全運転やマナーの啓発、エコの観点からの意識向

上などが必要であると考えます。交通安全の推進やエコ意

識の向上については環境生活部の所管であると思いますが、

どのように取り組まれているのか伺います。

(五)全庁的な取組 について

自転車への転換 を例 にとつて も、その推進のためには環

境生活部のみな らず全庁的な取組が必要であると考えます。

環境生活部 として計画の推進 のために何が必要かを しつか

りと捉え、全庁会議に働 きかけるな どが必要 と思いますが、

見解 を伺います。

り約 3害1の 燃費改善が図られますことか ら、道民の皆様

が身近にエコ ドライブ講習が受けられますよう、全道の

自動車学校の教員を対象 といた しました、インス トラク

ターの養成に取 り組む とともに、ショッピングセンター

などで交通安全 と一体 となつた普及啓発キャンペーンを

実施 したところですが、今後は、自動車学校を活用 した

体制づくりを進めます とともに、交通安全運 tJ」 と連携 し

て、更なるエコ ドライブの普及啓発の取組が必要といた

しました。

(環境局長兼地球温暖化対策室長 )

プロジェク トの成果把握についてでございますが、推

進計画に基づく施策の実施状況等の点検・評価では、関

係部局が実施するプロジェク トに関する事業につきまし

てもその進捗状況や課題、成果などを把握 してきている

ところでございます。
23年度の施策に関する審議会からの評価では、温室

効果ガスの排出量の削減が、現時点で、概ね順調に推移

しているとの評価をいただくとともに、今後の施策の展

開にあた りましては、省エネルギーの取組や再生可能エ

ネルギー導入等に関する施策の強化が必要であるなどの

ご意見もいただいてお ります。

道 といたしましては、引き続き、施策の点検・評価を

通 じて、プロジェク ト全体の成果や課題などの把握に努

め、それ らの結果や環境審議会からのご意見などを適切

に施策に反映するとともに、関係部局が連携 して、東 日

本大震災以降高まつてお ります電力の安定供給に関する

懸念などを含めまして、道民の皆様の省エネ・節電意識

の定着に向けた取組や固定買取価格制度を契機に、再生

可能エネルギーの導入をさらに加速させるなど、温室効

果ガスの削減に向け取 り組んでまいる考えでございます。

(地球温暖化対策室参事)

自転車振興に向けた取組についてでございますが、本

道は広域分散型の地域特性から運輸部門からの二酸化炭

素排出量の割合が全国よりも高くなってお り、この改善

のためには、自動車依存型のライフスタイルやビジネス

スタイルを見直 し、公共交通機関の利用や自転車・徒歩

による移動を促進することが効果的と考えられます。

道では、これまで道のホームページや啓発資材を活用

いた しまして、自転車を中心としたライフスタイルヘの

転換などを呼びかけます とともに、自転車の安全利用促

進の観点から、4月 から10月 までの 「自転車安全 日J

などでの街頭啓発や 自転車の安全教室の開催などに取 り

組んでお ります。

今後は、引き続き交通安全に配慮 しながら、自転車に

よるエコ通勤や市街地での自転車の共同利用などといつ

た先進的な取組につきまして、ホームベージなどを活用

して情報提供を行 うとともに、道路の改良や運転マナー

の向上といった課題も合わせ、関係機関や庁内関係部局

との連携を図りながら、自動車から自転車への転換を促

進 してまいる考えでございます。

(環境局長兼地球温暖化対策室長 )

全庁的な施策の推進についてでありますが、道では、

推進計画に基づき、庁内に知事を トップとして、関係部

局の部長等を本部員とする 「地球温暖化対策推進本部 J

を設置 し、関係部局の連携のもと、計画に基づく施策の

着実な推進に向けて取 り組んでいるところでございます。

当部 としては、今後も、この推進本部において、施策

の実施状況等に関する点検・評価結果や今後展開すべき
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(六)温暖化対策の取組について

温暖化対策の最後に、 もう一度 、ライフスタイルの転換

とい うことに焦点をあてて質問を させていただきたい と思

いますけど、地球温暖化対策を推進す るにあた り、ライフ

スタイルの転換が必要であるとい うのはその通 りであると

思いますが、個人の意識改革 を進 めるだけではなかなか話

は進 まないのではないか とい うふ うに考えてお ります。 ラ

イフスタイルの転換 を実現す るために環境生活部 として何

が必要であ り、 どう取 り組むお考えなのか伺います。

くしくも今 日、国において、化石燃料への課税を強める

地球温暖化対策税、環境税ですけれども導入されました。

企業負担だけではなく、ひいては家庭への負担も懸念さ

れてお ります。
こうした増税の是非は別にしまして、C02削 減、地球

温暖化の対策というのは、世界的に避けられない課題でご

ざいます。

環境生活部におかれましても、道民の意識啓発、また、

いま部長におつしやつていただきましたように、その高ま

った意識を具体的な行動に結びつけるような施策の展開を

お願い申し上げます。

二 節電への取組について

次に、節電対策について伺ってまいります。

この夏の節電対策については、幸い計画停電には至らな

かったものの、節電 目標のマイナス 7%に対して、北電発

表の数値では家庭ではマイナス 5%と 日標の数値に届いて

おらず、業務用、産業用などを含めた全体としての結果、

日標値を達成 したということでありました。

(一 )これまでの道の取組について

まず、今年の夏、省エネ・節電対策 として、どのような

取組を行ってきたのか、伺います。

施策の方向性などを示 しながら、関係部局と協議・連携

して、温暖化対策をよリー層推進 してまいる考えでござ

います。

(環境生活部長 )

ライフスタイルの転換に向けた取組についてでありま

すが、ライフスタイルを低炭素型に転換 していくために

は、一人ひとりの意識を高め、その意識を具体的な行動

に結びつけていくことが重要でございま して、そのため

には、 日常生活の中での省エネ行動がどれだけのC02
削減につながるかなどをわか りやすくお示 しし、それを

ライフスタイルの転換に結びつける仕組みづくりなどに

取 り組むことがZ、要と考えているところでございます。

このため、道では、北海道環境財団や市町村などと連

携いた しまして、家庭での省エネの取組を呼びかけるキ

ャンペーンの実施や行動のきつかけづくりとして、照明

を消 してろうそくの灯 りのもとで過ごすガイアナイ トの

取組を全道で展開いた しますほか、経済的なメリットを

付与 して環境行動を促進するエコアクションポイン トの

取組の普及拡大などに取 り組んでいるところでございま

す。道 といたしましては、今後 とも、市町村や関係団体

など様々な主体 と連携 しながら、低炭素型ライフスタイ

ルヘの転換を促す効果的な対策に積極的に取 り組んでま

いる考えでございます。

(地球温暖化対策室参事)

今年の夏の取組についてでございますが、道では、夏

以降の電力需給状況も踏まえまして、 7月 から、「エネル

ギーをセーブ」、「省エネ製品をセ レク ト」、「省エネ生活

ヘシフ ト」の 3つ の『 S』 をキーワー ドといたしまして、

道民の皆様に家庭内での省エネの実践を呼びかけます「ほ

っかいどう。省エネ 3SキャンペーンJを展開 してお り

ます。
このキャンペーンでは、個々の家電製品の消費電力量

などを測定するワッ トメーターを各振興局に備え置いて

貸 し出 しますことやテ レビやラジオなどを活用いた しま

して省エネ対策を広 く発信するほか、多くの人が集まる

地域のイベン トにおきまして、省エネ・節電の取組をわ

か りやすく紹介 した り、リーフレッ トを配布するなどし

て、道民の皆様に対する周知を図つてきてお ります。
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(二)省エネ・節電の削減効果の周知方法について

道民の省エネ・節電の取組を進めるためには、個々の取

組がそれぞれどの程度の効果をもたらすかなど、省エネ行

動とその削減効果を具体的に示さなければならないと考え

ますけれ ども、キヤンペーンの中ではどのようにして取 り

組んできたのか、伺います。

(三)今年の冬に向けたキャンペーンの展開について

最後になりますけれ ども、この冬は暖房などによリエネ

ルギー消費量が増え、また、 1日 を通 して電力需要が高ま

ることから、より効果的な省エネ・節電の取組を進める必

要があると考えます。

冬場の家庭での取組を促進する上で、今後、具体的にど

のようなキャンペーンを展開していくのか、伺います。

ただいま、部長にもご答弁いただきましたけれ ども、節

電対策については、知事にも詳 しく伺ってまいりたいと思

いますので委員長の取 り計 らいをよろしくお願いいたしま

す。

(地球温暖化対策室参事 )

効果的な周知についてでございますが、今回のキャン

ペーンでは、例えば、テ レビを見る時間を 1日 1時間短

縮 した り、主電源を切ると、どれ くらい節電になるかな

ど、省エネ行動 とその具体的な効果をわかりやすく記載

した リーフレットを作成 し、道内各地で開催 したイベン

ト等で広 く道民の皆様に配布いた します とともに、自分

が取 り組 もうとする省エネ行動を選択すると、その削減

効果が一 日でわかる 「省エネシミュレーション」ソフ ト

をホームページで公開してお ります。

また、ワットメーターの貸 し出し時に、家電ごとに節

電メニューと削減効果を記載 したチェックシー トを配付

いたしまして、楽 しみながら、実際に沢J定 してその効果

を実感 していただくなど、より具体的な削減行動の促進

に向け取 り組んできてお ります。

(環境生活部長 )

今後のキャンペーンの展開についてでありますが、積

雪寒冷な本道では、暖房はもとより、融雪需要などによ

りまして、冬のエネルギー消費量が多くなることから、

夏よりもさらに厳 しい電力需給状況が見込まれていると

ころと認識 しております。

道 としては、今後明らかになる冬の電力需給状況等を

踏まえながら関係機関や団体などと連携するとともに、

この夏の取組結果も踏まえ、この冬に向けて家庭での省

エネ行動や節電によリー層積極的に取 り組んでいただけ

るよう効果的なキャンペーンを展開する考えでございま

す。
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