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一 地球温暖化対策の推進について
（一）パリ協定に対する対応状況について
平成２７年、皆さんもご承知のとおり、１２月、パリ協
定が合意をされました。
ところがなかなか実効が上がらず、現在、南極の棚氷と
いうのが特に大量に溶け出したということで、いわゆる異
常気象が各地で頻発をしています。今日、たまたまヒアリ
ということが前段にご質問されました。貨物輸送を原因と
するヒアリについて問題とされましたけれども、昆虫をは
じめとして、アメリカ大陸のデータですが、昆虫学者や生
物学者の方たちを中心に、生物の北への移動が尋常じゃな
いぐらい激しくなっているということで、大変この気候変
動の問題が大きな課題になっているところです。
また、ヨーロッパを中心に移民、難民などの問題も、そ
の背景には気候変動による砂漠化などから、その移民、難
民、政治不安定などが生じている、大きな政治課題になっ
ているところで、改めて私たち人類の経済活動のあり方で
すとか消費行動に責任の大半があるこの気候変動に関し、
より危機意識を持って実効ある取組が求められていると、
改めてこの環境生活委員会に所属をさせていただきまして、
その認識を強くしているところであります。
このパリ協定を受けて、中央政府は昨年５月、新たな地
球温暖化対策計画を決定し、２０３０年度の温室効果ガス
排出量を２０１３年度比で２６％削減するという目標の達
成に向け、より一層の効果的な対策を推進することとした
ところです。北海道においても、先の第４回定例道議会に
おける知事答弁でも、国の削減目標を踏まえ、本道の優位
性や特性を勘案した新たな目標を定めるとともに、豊かな
再生可能エネルギーの導入促進や、家庭部門、運輸部門の
温室効果ガスの排出削減など、道民の皆さま、市町村、産
業界の方々と一体となって地球温暖化対策に積極的に取り
組むことが重要であるとの見解が示されたと承知をしてい
ます。
検討に当たっての視点をどのように考えられているのか、
また、現在の検討状況などについて伺います。
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（低炭素社会推進室参事）
北海道地球温暖化対策推進計画の見直しについてであ
りますが、国においては、昨年５月、パリ協定を踏まえ
た新たな地球温暖化対策計画を策定し、２０３０年度の
温室効果ガス排出量を２０１３年度比で２６％削減する
中期目標などを掲げ、その実現に向けて、省エネルギー
対策の徹底や再生可能エネルギーの最大限の導入、地球
温暖化防止のための国民運動の推進などに取り組むこと
としているところでございます。
道では、こうした国の動向などを踏まえ、昨年７月に
北海道環境審議会に調査審議を諮問するなど、推進計画
の見直しを進めているところであり、見直しに当たって
は、国の計画を踏まえた削減目標などの設定、本道にお
ける温室効果ガス排出量の推移やこれまでの地球温暖化
対策の実施状況、豊かな森林資源や再生可能エネルギー
など、本道の優位性を活かした施策の検討などが見直し
のポイントと考えております。
こうした点も踏まえ、審議会では、これまで、「道の総
合計画などに掲げた各種対策との整合性」、「気候変動に
関する最新の科学的知見の反映」、「バイオマスのエネル
ギー利用や二酸化炭素吸収源として森林のもつ機能の積
極的な活用」、「緩和策と適応策の位置づけ」など、幅広
いご意見を頂いているところであり、道としては、引き
続き、審議会でのご議論なども踏まえ、推進計画の見直
しを進めてまいる考えでございます。

今のご答弁のポイントでいきますと、国の動向を踏まえ
るということと、従前どおり北海道環境審議会に調査審議
を諮問しているということだというふうに思います。
こうした国の動向を踏まえるということの意義とですね、
私としては、北海道環境審議会に従前どおり調査審議を諮
問することで事足りるのかというようなことを、今後、こ
れからの質疑で少し質問させていただきたいというふうに
思います。
（二）地方公共団体実行計画などについて
まず、地方公共団体実行計画などについてご質問したい
というふうに思いますが、先程のパリ協定ですけれども、
米国大統領が、せっかくですね、アメリカと中国が協定に
やっと参加をした、これから本当に２℃以内に温度上昇を
とどめないと大変なことになるというところから、残念な
がら実効の上がっていないときに、先進国だとか途上国の
枠を超えて、アメリカと中国も参加する中で始まったパリ
協定から米国大統領が離脱したということは、非常に残念
でありましたけれども、一方で、アメリカではカリフォル
ニア州のブラウン知事をはじめ、米国内の多くの自治体や
各界の代表者から、私たちは、まだパリ協定の中にいると
いう宣言が即座に出されたことは、地球温暖化対策の世界
的な、これまで国だとか産業別の縦系だったものが、その
地域ということが大変重要になってきている大きな動きの
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１つと考えるところであります。
日本の環境省においても、「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」を改正し、従来の産業別対策などを超えて、地方
公共団体実行計画の共同策定や国民運動の更なる展開など
について規定し、地方からの地球温暖化対策の一層の基盤
強化を図ったと承知をしております。
１ 道内市町村における現行の温暖化対策計画の策定状
況などについて
（低炭素社会推進室参事）
そこで、まず、道内の市町村における現行の温暖化対策
市町村における地球温暖化対策についてでありますが、
の策定状況などについて伺いますが、パリ協定などの対応 道では、毎年度実施している推進計画の進捗状況の点検
以前に、道としては長いことやっている取組だと思います ・評価において、地球温暖化対策の推進に関する法律に
けれども、市町村の地球温暖化対策計画の策定状況をどの 基づく地方公共団体実行計画の策定状況や、施策の実施
ように把握し、どのように連携、協働してきたのか伺いま 状況を取りまとめており、平成２８年３月末現在では、
す。
市町村の自然的、社会的条件に応じた地球温暖化対策に
あわせて、市町村単位での温暖化対策を進めるにあたっ 関する実行計画は１５市町村で、また、市町村の事務事
ての課題をどのように把握してきたのか伺います。
業に関する計画は１５０市町村で策定されております。
また、温暖化対策を進める上での課題については、市
町村の担当者会議などにおいて、温暖化対策の取組状況
についての意見交換や、国や道の支援制度に関する情報
提供などを通じ、地域のニーズ、あるいは再生可能エネ
ルギー導入に関する知識の不足や資金面での不安などの
課題の把握に努めてきたところでございます。
さらに、地域との連携、協働については、家庭での省
エネ行動を促進するための事業や、エコドライブ推進な
どの普及啓発事業に連携して取り組んできたところであ
り、道としては、引き続き、地域の状況や課題などに応
じた地球温暖化対策を市町村と連携して進めてまいる考
えでございます。
【再質問】
今のご答弁で言いますと、今度、改めてお聞きしますけ
ど、実行計画というのは中核市とかを中心に１５市町村で、
市町村の事務事業に関する計画というのは、もう１０年以
上前からつくらなければいけないこととなっていると思い
ますけれども、１５０市町村ということで努力はされてい
ると思いますけども、２９市町村で策定されていないとい
うことを、どのように実態を把握されているのかというこ
とを、まず伺いたいと思います。
そして、市町村の担当者会議を開いてらっしゃるという
ふうにおっしゃっていらっしゃいましたが、そもそも私の
中では、その温暖化対策の担当者っていうのが、市町村に
いるのかいないのか、実際にいろんな部門の人たちが、現
実に市町村役場の実態として兼務しながら、そこにいらっ
しゃるというふうに思いますけれども、どういう状態の人
たちが会議に来てるかっていうことを、道として把握して
いないと実効が上がるような温暖化対策ができないかとい
うふうに思いますけれども、その辺の、２９市町村の状況
ですとか、市町村の担当者の状況について、どのように把
握しているのか伺いたいと思います。

（低炭素社会推進室長）
事務事業に関する市町村の実行計画の策定状況などに
ついてでございますけども、まず、法律ですべての市町
村が策定することとされております事務事業に関する地
方公共団体の実行計画につきましては、道内では、全市
町村の約２割に当たる２９の市町村で策定されていない
状況にあるということでございますが、国が全国を対象
にしている調査において約２割同様程度の傾向があると
いうふうに見られておりまして、その策定されていない
という主な理由といたしましては、「計画策定のための人
員がいない」ということ、また、「計画に盛り込む対策の
予算が確保されていない」ということなどが主なその理
由として挙げられているということでございます。
また、市町村の担当部署についてでございますが、道
におきまして、毎年度の年度の当初、市町村に照会する
などして、地球温暖化対策の担当部署を把握していると
ころでございますけども、規模の小さな町村におきまし
ては、総務や企画業務などを担当する部署が兼任してい
るところが多くなっている実態というふうに承知をして
ございます。

２ これまでの地球温暖化対策を進める人材や推進母体
の育成などについて
全国的にも、別にそんなに北海道は劣っていないよとご
答弁だったと思いますけれども、北海道は、やっぱり環境
に関しては、ぜひ全国的な平均より先んじていただきたい
と、強くまず指摘をさせていただきたいと思いますし、総
務のような担当が多いということは、ある意味で啓発活動
が道の施策の中心であったことの現れなのかなと、これは
また改めて分析をさせていただきたいというふうに思いま
すが、今のご答弁でもありましたように、道は市町村に働
きかけるわけですけれども、その市町村に働きかけても、
現実的にそれは市町村自身がお決めになることですから、
その担当者を置くか置かないかっていうのは、なかなか道
としてどうこう言えることでもないという状況の中でいく
と、その民間の方ですね、これまでの地球温暖化対策を進
める人材ですとか、推進母体の育成などについて、改めて
伺いたいと思いますけれども、先程申し上げましたように、
市町村自治体に関しては、地球温暖化対策のみならず、環
境政策そのものを推進する上での人材難も想定をされるん

（低炭素社会推進室参事）
人材の育成などについてでありますが、道では、地球
温暖化対策に関する普及啓発や省エネ行動のアドバイス
などを通じ、道民の皆さまや、事業者の方々の積極的な
取組をサポートするため、地球温暖化対策の推進に関す
る法律に基づき、公益財団法人北海道環境財団を北海道
地球温暖化防止活動推進センターに指定するとともに、
温暖化対策の推進に識見を有する方々を北海道地球温暖
化防止活動推進員として委嘱しております。
推進センターでは、気候変動などに関する最新情報の
収集や発信を行い、推進員の活動支援や、普及啓発事業
を担うスタッフの育成などに取り組んでいるほか、推進
員については、小中学校での学習会や民間事業者の研修
会での講演をはじめ、市町村と連携した環境イベントへ
の参加など、地域に身近に接し、活動の輪を広げながら
温暖化防止活動の普及に取り組んでいるところでござい
ます。
また、環境団体の把握については、毎年度実施してい
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ではないかなというふうに思います。
る進捗状況の点検・評価において、市町村を通じて地域
ＮＰＯなどの民間活力との連携も必要と考えるわけです での活動状況などを取りまとめているところでございま
けれども、道としては、どのように地球温暖化対策を推進 すが、課題としては、省エネルギーの取組や再生可能エ
する人材を育成し、具体的にどのような取組が地域で展開 ネルギーの導入に加え、気候変動による影響への適応な
されているのかを伺います。
ど、多様化する地球温暖化問題に対応する新たな視点を
また、協働で地球温暖化対策などを進める環境団体等の 含めた幅広い知識の普及や人材の確保などを挙げている
現状把握や連携などはどのように進めてきたのか、また、 ところであり、引き続き、推進員や推進センターなどと
今後はどのように進めていくべき考えか、さらに、取組を も連携し、地域における環境団体の活動の推進や人材育
進めるにあたっての課題とすべきところをどのように認識 成に取り組んでまいります。
しているのか伺います。
人材育成などについても、地球温暖化防止活動推進セン
ター、環境財団でもいろんな厳しい財源的な抑制のある中、
努力をされているというふうに思いますが、これは皆さん
の中でまたご検討いただきたいと思いますけど、例えば、
この２９市町村に対してですね、具体的に今までの道から
市町村に働きかけるということがだめなのであれば、何ら
かの形での人材育成ということをそこにきちんと絞って、
そこの中で、計画策定がすべてではありませんけれども、
何らかの２９市町村に対しての働きかけが必要なのではな
いかということも少し考えるところであります。ご検討い
ただければと思います。
３ 地方公共団体実行計画区域施策編についての考え方
について
（低炭素社会推進室参事）
次に、地方公共団体実行計画の区域施策編についての考
市町村における実行計画の策定についてでありますが、
え方について伺います。
地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県、政
地方における地球温暖化対策を進めるに当たっては、道 令指定都市及び中核市は、その区域の自然的、社会的条
民の中の気候変動問題に対する、残念ながら結局、地球温 件に応じ、温室効果ガス排出抑制等の具体的な目標や、
暖化対策って言うと暖かくなるからいいんじゃないかって 目標達成に向けた対策・施策を盛り込んだ地方公共団体
いうことも未だに言う方もいらっしゃいますし、北海道で 実行計画区域施策編を策定するものとされております。
ぶどうが採れるようになるからいいんじゃないかって言う
一方、その他の市町村には法律による策定義務はござ
方もいらっしゃったり、そういう変化をどういうふうに受 いませんが、道としては、その区域の実情に応じた実行
け入れるかっていうのはいろんなものがありますけども、 計画を策定することが地域の地球温暖化対策の推進につ
その気候変動問題に対する危機意識の高まりの不足や、道 ながるものと考えておりますことから、これまで、市町
庁においても大変著しいですが、自治体の厳しい財政制約 村担当者会議や、環境省と連携して開催した研修会を通
をはじめとして、その環境政策全体を推進するに当たって じ、実行計画の策定の重要性や手法などについて説明す
も多くの課題に直面していると認識をしています。
るとともに、本年３月に国が公表した「地方公共団体実
一方で、多くの地域において、少子高齢化、人口減少の 行計画策定・実施マニュアル」を周知するなど、市町村
進行、地域経済の先行きに対する懸念であるとか、一方で の計画策定を促してきたところであり、引き続き、国の
科学技術の急速な進歩などのさまざまな社会情勢に対応す マニュアルなどを参考に、地域の実情に応じた計画策定
ることも強く求められておりまして、従来の環境政策の推 に取り組むよう道内各市町村に働きかけしてまいりたい
進の仕方では逆に不十分ではないかというようなことが言 と考えております。
われています。
そうした中で、環境省としても、先程、最初のご答弁の
中で国の動向を踏まえるというふうにおっしゃってますけ
れども、環境省としても新たに、地方公共団体における地
球温暖化対策の、その実行計画、これまでの事務事業計画
とは別にですね、実行計画策定に関し、これからの地方に
おける地球温暖化対策のあり方として、「コベネフィットの
追求」、「努力の見えるＰＤＣＡ」、「戦略的なパートナーシ
ッブ」の３つを提唱しています。
これらについては、区域の温室効果ガス排出量の短期的
な増減や、過度に精密な技術的検討に一生懸命になること
よりも、むしろ、地球温暖化対策を通じた地域の利益の追
求や多様な課題への対応こそを優先すベきとしておりまし
て、関係部との関連施策ともより戦略的な連携を図りなが
ら、技術の発達や新たな仕組みの開発も含めて、地球の温
暖化対策の努力の結果が、地域で暮らす人にとってもわか
りやすい実効的な施策の展開を重点とするものであるとい
うことを、これは私が持論で言っているんじゃなくて環境
省が言っております。
道のこれからの地球温暖化対策、計画の見直しをする上
でも、非常に重要な視点だと考えますけれども、いわゆる
区域施策編への対応について、まず、道として、どのよう
に取り組む考えか、あわせて、市町村に対してある意味で
新たな視点としての計画策定になると思いますけども、市
町村に対して計画策定の支援をどのように進める考えか伺
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います。
４ コベネフィットの追求について
先ほど申し上げました、環境省が言っている「コベネフ
ィットの追求」、「努力の見えるＰＤＣＡ」、「戦略的なパー
トナーシッブ」の３点を提唱していることの中の一つ一つ
を伺っていきたいと思いますけれども、道の計画を見直し
していく考え方として、コベネフィットの追求についてで
すけれども、地域における地球温暖化対策は、温室効果ガ
ス排出の抑制を実現するだけではありません。地域活性化、
人口減少対策や産業振興、防災、健康面での多様な課題の
解決に貢献し、住民や地域の事業者の利益となる可能性を
秘めています。
道としても、低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイ
ルへの転換を打ち出されていますが、より戦略的に集中し
た政策の推進が重要ではないかと考えます。
例えば、コベネフィットに関して、バイオマス燃料の活
用促進と格差・貧困層対策をあわせて政策を推進する事例
などがあると聞くところですが、私としては、積雪寒冷地
でもあり、広域自治体の北海道における特徴的な地球温暖
化対策としては、持続可能な地域交通政策への貢献なども
展望し、必要な技術開発や規制緩和、または強化、あるい
はバイオマスであれば素材ごとに変わってしまう現在の担
当窓口などの整理統合なども含めて、早期に、かつ中長期
的に重点として取り組むことが将来の危機管理にも重要で
あると考えます。現時点でのコベネフィットに関しての認
識や、道としてすでに取り組んでいる事例があればお聞か
せいただくとともに、今後の検討に向けての展開について
の考え方を伺います。

（低炭素社会推進室参事）
温暖化対策におけるコベネフィットについてでありま
すが、国の計画策定・実施マニュアルでは、地域におけ
るこれからの温暖化対策のあり方として、「コベネフィッ
トの追求」、「努力の見えるＰＤＣＡ」、「戦略的パートナ
ーシップ」の３点を提唱しており、このうち、コベネフィット
については、経済、社会的な便益を含めて、地域における温
暖化対策を検討すべきとされているところでございます。
道の推進計画においても、計画策定の視点として、「環
境と経済の調和」を掲げているところであり、その具体
的な事例としては、環境面では、本道に豊富に賦存する
再生可能エネルギーを導入することで、温室効果ガスの
排出削減に寄与するとともに、経済的な面では、新たな
環境産業の創出や、社会的な面では、防災拠点等への自
立・分散型エネルギーシステムの導入による災害に強い
まちづくりなどにつながることが考えられるところであ
り、道としては、引き続き、本道の優位性を活かし、環
境と経済が調和した温暖化対策を進めてまいる考えでご
ざいます。

これは、本会議でも、私も数年前から議論していること
ですけれども、環境と経済の調和ではだめなので、もっと
文言は整理した方がよいかもしれませんけれども、環境政
策が牽引する持続可能な地域、経済政策という視点に行か
なければ逆にいけないのではないかと、私自身は何年も前
から本会議で議論させていただいたのですけれども、別に
私がやらなくても環境省が既にその方向に、数年前から立
っているのに、道庁としての対応が、私としては遅れてい
るのではないかなと思っています。
５ 努力の見えるＰＤＣＡについて
次に、「努力の見えるＰＤＣＡ」について伺いたいと思い
ますけれども、区域における温室効果ガス排出量は、さま
ざまな外的要因にも左右されるものであり、個々の取組に
よる削減効果が把握、あるいは実感しがたい場合もありま
す。経済部とともに取り組むことも重要であると考えます
が、市町村あるいは、地域単位での目標設定においては、
温室効果ガス総量削減量のみならず、最終エネルギー消費
量や、地域由来の再生可能エネルギー導入量等を計画目標
として、あるいはそれによって得するお金の額とかも加え
ることも有効であると考えます。
たとえば、私自身も議会議論でもこの間、事例として何
度か取り上げてきましたけれども、木質バイオマス活用で
先進的な下川町の調査によると、これはちょっと古い数字
にはなりますけれども、１年間に下川町全体で、３億円を
電力会社に、６億円をオイル会牡に支払いをしていること
で、この町の外に出ている９億円を町内で循環させようと
いうことで、いわばバイオマス活用、温暖化対策を展開し
ていることで、非常にわかりやすいと思います。
私が感銘したのは、この一つの物差しを、役場のトッブ
の人たちだけではなくて、古い話ですから数年前に下川の
現場にお邪魔したのですけれども、職員の人だとか町民の
人も同じ物差しを言うということが大変素晴らしい。この
ことが「努力の見えるＰＤＣＡ」につながるのではないか
というふうに思います。
広域な北海道においては、産業構造やポテンシャルもそ
れぞれ異なりますが、住民を含む地域のさまざまな関係者
の関心を盛り上げていくことや、取組の動機づけに向けて

（低炭素社会推進室参事）
目標や測定指標の見える化などについてでありますが、
道では、推進計画を着実に進めるため、毎年度、重点的
に取り組む事項を中心に、計画に基づく措置及び施策の
実施状況について、ＰＤＣＡにより進行管理を行ってお
りますが、道民の皆さまや事業者の方々の取組をさらに
促進するためには、施策の進捗状況を、指標や数値など
を活用して、わかりやすく示すことが重要であると認識
しております。
このため、道では、推進計画の点検・評価の実施にあ
たっては、定量的に把握が可能な部門別の温室効果ガス
の排出量や森林による二酸化炭素吸収量などの数値に加
え、定量的な把握が難しい普及啓発等の施策については、
クールビズに取り組む事業所数などを補完するデータと
して取り入れるなどして、分かりやすい点検・評価に努
めているところでございます。
また、道の地球温暖化防止対策条例では、推進計画に
基づく施策の実施状況について、定期的に学識経験者等
の評価を受けることとされていることから、毎年度の推
進計画の点検・評価について、条例に基づき外部の北海
道環境審議会に諮問し、それぞれ専門の立場から調査、
審議をいただくとともに、点検・評価の手法についても、
審議会のご意見を踏まえて毎年見直し・改善してきたと
ころであり、道としては、こうした取組を踏まえ、引き
続き、審議会における点検・評価を進め、着実な地球温
暖化対策の推進に努めてまいる考えでございます。
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目指す姿が、例えば、こういう下川の事例にように、より
可視化してわかりやすく伝えるコミュニケーションがＰＤ
ＣＡをまわす上でも重要かと考えますが、これについて如
何か伺います。
また、あわせて、議員提案による地球温暖化防止条例に
おいて、地球温暖化対策の推進について、外部による検証
ということを定めさせていただきました。現在は、既存の
審議会を、皆さんとしては外部の検証ということでなされ
ていますけれども、私としては、例えばヨーロッパなどの
世界の事例ですとか、環境のための環境政策ではなくて環
境経済学というか、経済を本当にこの北海道の持続的な未
来をつくっていくために必要な、そういう温暖化対策とい
うところに向けて、短期的でもいいのですけれども、より
専門的な、ヨーロッパなどとのさまざまな連携も含めて、
地球温暖化対策の検証のあり方について新たな形で行うべ
きだと考えますが、現時点での地球温暖化対策の検証のあ
り方について伺います。
「努力の見えるＰＤＣＡ」をまわしていくには、従来の、
別に今いらっしゃってる環境審議会の皆さんが悪いとか、
環境審議会がだめだということではなくて、新たな視点で
の環境政策を考える上で別の組み立てが必要ではないかと
いうことを、私としては指摘をさせていただきたいという
ふうに思います。
６ 戦略的なパートナーシップについて
続いて、環境省が、地域実行計画を定めるに当たって、
私ではなくて環境省が言っているんですよ、「戦略的なパー
トナーシップ」という方向性も出していますけれども、そ
れについて伺います。
地球温暖化対策は、環境部局のみならず、関係部局を含
む全庁的取組とし、庁外のステークホルダー、住民、事業
者、金融機関、民間団体、他の地方公共団体との参画、協
働が不可欠であるということです。
現在、道としては、地球温暖化対策推進本部が設置され
ていることは承知をしていますが、これも庁内の中だけに
とどまっています。
平成２２年に設置された地球温暖化対策本部で、毎年度
決定して進めている「ガイア・ＮＥＸＴプロジェクト」も
定められて推進されているとは承知していますけれども、
そこにおける成果と課題についてどのように認識している
のか、また、環境省の「戦略的なパートナーシップ」とい
う方向性を踏まえて、道としてはどのように対応する考え
か伺います。

（三）「地球温暖化対策のための税」の活用状況などについ
て
最後の質問になりますけれども、ちょっとご答弁は納得
はいっていませんけれども、今までの経過の中では、環境
生活部の皆さんは、財源も乏しい中で、努力をして工夫を
して、いろんな啓発事業などを中心にやってこられたと承
知をしていますが、「地球温暖化対策のための税」というの
が導入されました。その活用状況などについて、私自身も
関心を持ちたいですし、皆さん自身も関心を持って取り組
んでいただきたいと思いますけれども、この低炭素社会を
はじめとする、とにかく持続可能な社会の、目先の経済的
利益とかではなくて、持続可能な北海道のため、その社会
の実現のためには、あらゆる施策を総動員する必要があり、
税制というのはその有効な政策ツールであると認識してい
ます。
国の地球温暖化対策計画では、「環境関連税制等のグリー
ン化については、低炭素の促進をはじめとする地球温暖化
対策のための重要な施策である。このため、環境関連税制
等の環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・
体系的に調査・分析を行うなど、地球温暖化対策に取り組
む」こととされており、持続可能な社会の構築に向け、ち

（低炭素社会推進室長）
温暖化対策の推進体制についてでございますが、道に
おきましては、推進計画に示す施策を効果的かつ着実に
推進していくため、平成２２年度に北海道地球温暖化対
策推進本部を設置し、毎年度、各部が連携して進める施
策を３つの重点施策をもとに体系的に取りまとめ、全庁
が一丸となって地球温暖化対策に取り組んできたところ
でございまして、これまで、ＮＰＯなど地域の民間団体
が行う自主的な温暖化対策の支援や、市町村における再
生可能エネルギー設備の導入支援、道民や事業者による
協働の森づくりなどの吸収源対策等を実施してきたとこ
ろでございます。
国が先に公表いたしました計画策定・実施マニュアル
におきましては、庁内部局に加え、庁外のステークホル
ダーの参画、協働による戦略的なパートナーシップが不
可欠であるとしておりまして、道といたしましては、推
進本部を通じて、庁内横断的な取組はもとより、道民、
事業者、行政等からなります環境道民会議、また、推進
センター、活動推進員、市町村など、温暖化対策に関わ
るさまざまな方々と連携、協働しながら、本道における
温暖化対策を進めてまいる考えでございます。
（環境生活部長）
地球温暖化対策のための税の活用などについてであり
ますが、国では、平成２４年１０月から、石油や石炭な
どの化石燃料に対しまして、ＣＯ２排出量の割合に応じた
一定額を上乗せする「地球温暖化対策のための税」を導
入し、二酸化炭素排出抑制対策に充当しております。
道におきましての活用状況につきましては、再生可能
エネルギー等導入推進基金事業におきまして、道有施設
や市町村の防災拠点等への再生可能エネルギーを活用し
た発電設備や高効率省エネ機器の導入などによりまして、
災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを支援してまい
りましたほか、市町村におきましては、地域住民や民間
団体等と連携をして、地球温暖化対策を呼び掛ける普及
啓発事業やＬＥＤ照明などの省エネ機器の導入等に活用
してまいりました。
道といたしましては、温暖化対策を着実に進めていく
ため、今後とも、こうした国の支援制度の活用などを広
く市町村に対して周知するとともに、本道に優位性のあ
る再生可能エネルギーを活かした低炭素地域づくりなど
をさらに推進するよう、国に対し、税収の効果的な活用
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ょっと今、国会はごちゃごちゃしてあれですけれども、税 や地方公共団体への支援の充実を求めるなど、市町村な
制面からの一層の検討が求められていると承知をしていま どとの連携による温室効果ガス排出削減対策を進め、持
す。
続可能な北海道づくりに取り組んでまいります。
すでに、平成２４年から段階的な施行をしている「地球
温暖化対策のための税」ですが、平成２９年度からは２６
２３億円の税収が見込まれ、再生可能エネルギーの大幅導
入、省エネ対策の抜本強化等に活用されると承知をしてい
ますが、一応、環境省が所管でありますよね、北海道にお
いて、税導入後、この財源の活用状況はどのようになって
いるのか伺います。
また、こうした中央の財源を活用し、市町村と連携を図
りながら温暖化対策を進めていくのも、広域自治体の道と
して出来うることではないかと考えますが、見解を伺いま
す。
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