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令和３年６月１日 環境生活委員会開催状況 

 

                                開催年月日 令和３年６月１日（火） 

                                質 疑 者 民主・道民連合 広田 まゆみ 委員 

                                                         答 弁 者  環境生活部長      森  隆司 

                                      グリーン戦略担当局長  竹本 広幸 

                                      気候変動対策課長    阿部 和之 

                                      ゼロカーボン担当課長  奈良 華織 

質     疑     要     旨 答     弁     要     旨 

一 ゼロカーボンの実現について 

私の方からゼロカーボンの実現に向けて、何点かご質問

したいと思います。 

５月24日に、北海道地球温暖化対策推進本部改め、気候

変動対策推進本部が設置をされ、第１回目の会議が、テレ

ビ会議ということですが、開催されたと伺っています。 

ゼロカーボン北海道の実現に向けて、庁内関係部局等が

連携して取組を進めるために環境生活部長が全体コーデ

ィネーターとしてゼロカーボン推進プロジェクト、赤レン

ガ脱炭素化推進プロジェクト、そして気候変動の適応推進

プロジェクトの３つのプロジェクトを動かすということ

が示されています。 

今後、より具体の検討がされるものと思いますが、検討

にあたっての視点や方向性に関して現時点での見解を伺

っていきたいというふうに思います。 

 

（一）ゼロカーボン実現と地域循環共生圏の推進について 

まず、環境生活部として定められました環境基本計画の

中に大きく取り扱われております「地域循環共生圏」の推

進と、このゼロカーボン実現の関係性について、私は非常

に大事だと思っているわけですけども、そこについて伺っ

ていきたいと思います。 

まず、環境省においては、ゼロカーボン推進の動きを待

つまでもなく2018年に、第５次環境基本計画を策定し、各

地域が自立・分散型の社会を形成するとともに地域資源な

どを補完して支え合う「地域循環共生圏」の創造を目指し

て、環境・経済・社会の統合的向上に向けた取組を進めよ

うとしてきています。 

つまり、私の認識では、従来の環境基本法というか、環

境省の枠を超えて、経済のあり方だとか、社会のあり方と

いうところまで組み合わせていかなければ、地球環境とい

うか環境保全を守れないというようなスタンスになって

いったんじゃないかと思うんです。 

道においても、先ほど申し上げましたけれども、令和３

年３月に策定した北海道環境基本計画のなかで、「循環と

共生を基調とし環境負荷を最小限に抑えた持続可能な北

海道」というのを掲げまして、2050年にめざす姿として「地

域循環共生圏」についても言及されております。 

この地域循環共生圏の実現のためには、地域の交通政策

や観光、経済政策など、繰り返しになりますけれども、従

来の環境政策をこえた施策展開が重要であると考えます

し、そのためにも独自の規制強化や緩和、それに連動して

税制のあり方なども含めた持続可能な地域経営戦略も、併

せて重要だと思っています。 

私は個人的には、環境生活部長にはこの点においてご自

身の強みを発揮していただきたいと個人的には思ってい

るわけでありますけれども、ところが現状では、総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境生活部長） 

ゼロカーボンの実現に向けました施策の推進について

でございますが、地域循環共生圏は、地域の特性や強みを

活かして自立分散型の社会を形成しつつ、地域資源を補完

し、支えあう社会をめざすものであると同時に、地域の脱

炭素化にもつながる考えであるというふうに認識をして

おります。 

この３月に策定をしました「地球温暖化対策推進計画」

におきましても、目指す姿であります「ゼロカーボン北海

道」の実現に向けまして、豊富な再生可能エネルギーなど

本道の地域資源を最大限に活用した「地域循環共生圏の創

造」の促進などに取り組むこととしており、この計画を推

進する庁内横断組織でございます「気候変動対策推進本

部」におきまして、こうした認識を共有してまいる考えで

ございます。 

また、道の総合計画の見直しにおきましても、カーボン

ニュートラルに向けた動きに的確に対応した検討が必要

であるというふうに考えておりまして、「地球温暖化対策

推進計画」を重点戦略計画に位置づけをし、必要な見直し

を行うなど、庁内一体となって、ゼロカーボン北海道の実

現に向け、取り組んでまいります。 
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全体の指標を含めた見直しの方向性がまだ見えなく、今ま

でと同じような成長、発展のものさしのままでは、ゼロカ

ーボンの推進ということでいろいろな旗振りをされてい

ますけど、ゼロカーボンのためのゼロカーボン、ゼロカー

ボンの掛け声の中で、例えば蓋を開けたら得をするのは一

部の道外の大企業であるなど、本当に地域に暮らす道民の

皆さんのためのゼロカーボンの実現にならないという危

険性も、この間の北海道の開発を振り返る中で、非常に危

惧するところです。 

私としては、この皆さん自身が環境基本計画で定めた地

域循環共生圏の考え方を、個別計画のなかにある一つの概

念という位置づけではなく、アフターコロナ、ウイズコロ

ナの持続可能な北海道の新しい発展のスタイルとして、知

事及び道庁全体に、より重要な共通認識として、共有いた

だくことが重要だと考えています。 

地域循環共生圏についての認識、そしてゼロカーボン実

現との関連性を、施策を進める上でどのようにお考えなの

か、さらに、ゼロカーボン実現にむけて全体コーディネー

トを進められる環境生活部長として、道全体の総合計画の

指標の見直しがどうあるべきと考えられるのか、見解をう

かがっていきたいと思います。 

 

地球温暖化対策推進計画を重点戦略計画に位置づけ、庁

内一体となって進んでいくということで、組織として決定

されたことではあると思うんですけれども、私としてはず

っと主張していますけど、これでは弱いと思っているんで

すね。 

各部に対して、環境生活部長がリーダーシップをとられ

る、まとめ役をされるということですけれども、従前の地

球温暖化対策で、地球環境の問題なので、環境問題として

啓発を促す、ＣＯ２の削減だけの指標を出すという従来の

対策、啓発を促すということではなくて、やはり地域経営

の問題として位置づけ直すということが、私としては非常

に重要だと思っているんです。 

 

（二）ゼロカーボン推進ＰＴのあり方について 

１ 外部との連携について 

細部のところはまだまだ具体のところにどう踏み込ま

れるのかというのが書いていないので、これからの方向性

ということになりますけれども、このゼロカーボン推進の

令和３年度のテーマの１つが、地域の特性を活かした再エ

ネ導入に向けた連携というふうには書いているんですね、

そこまでは。 

先ほど前段の質問で、私は、ただのＣＯ２削減という環

境問題としての啓発だけじゃなくて、新たな経済政策も含

めたものさしの共有というのが必要ではないかというこ

とでうかがいましたけれども、あまり明確なお答えは今時

点ではなかったと思うのですが、ただ確実に言えること

は、ゼロカーボンの実現については、まさに、道庁組織の

外との連携なくしては実現はしないということは明らか

だと思います。 

そこで、例えばまずは、基礎自治体ですとか、地域の金

融機関、エネルギー関連事業者はもとより、第一次産業も

含めて、道内のあらゆる産業との連携や協議も必要になり

ます。まだこれからだとおっしゃるのかもしれないんです

けれども、そうした外部組織との連携に関して、それをど 

 

（気候変動対策課長） 

外部組織との連携についてでございますが、「ゼロカー

ボン北海道」の実現に向けては、庁外の幅広い関係者と合

意形成を図り、連携・協働して取組を進めていくことが重

要であると考えており、経済団体や農林水産などの産業団

体、金融機関、エネルギー関連事業者、市長会・町村会な

どの関係者による協議の場について、６月中の設置を目指

し、現在、準備作業を進めているところでございます。 

この協議の場においては、地球温暖化対策に幅広い見識

を持つ学識者に座長としてご参画いただき、関係者が脱炭

素化に向けた課題や推進方策などを共有しながら、それぞ

れの行動の促進や連携した取組につなげていく考えでご

ざいます。 
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ういうふうにマネジメントしていくのかということに関

して、今回の本部会議資料には全く言及されていないわけ

です。 

今後、どのように、どんな団体と連携をしていく考えか、

現状での認識をうかがいたいと思います。 

あわせて、そうした金融機関とか経済団体とか、そうし

たところとの厳しい調整だとか、いろいろな意見交換とか

に対しても、そういう外部との連携についても、同じよう

に環境生活部長がコーディネートすると想定されている

のかうかがいたいと思います。 

 

（再質問） 

６月中の設置を目指し、現在、環境生活部として動いて

いると。協議の場の座長については、地球温暖化対策に幅

広い見識を持つ学識者に参画をいただきたいという方向

性が示されたんですけど、そもそも認識が弱いと思うので

すよね。私自身、これはあなたの私見だと言われるのかも

しれないんだけれども、ゼロカーボンを実現するというの

は、まさに地域経営をどうするのか、持続可能な地域経営

をどうするのかという、ローカル SDGs とも言われるよう

なそういうテーマでもあるわけなんです。 

この協議の場の意義は、ある意味で従来の、例えば農業

これで良いのですかとか、漁業これで良いのですかとか、

経済の指標設定のあり方はこれで良いのですかという、そ

ういうところに切り込んでいく協議体になるというふう

に思うのですけれども、本当に環境生活部が頭を取って、

それを本当にやりきれるのですか。それをもう一度見解を

伺いたい。 

もしそうであるならば、そうであるような支援体制とか

やり方を道庁全体として組んでいかないといけないだろ

うし、そこの外部連携のところを、粛々と６月の設置を目

指し現在作業を進めておりますと、温暖化対策に幅広い見

識を持つ学識者に座長として参画いただくという程度の

認識だと進まないと思うのです。そこをもう一度見解をう

かがいたいと思います。外部との連携のあり方について。 

（気候変動対策課長） 

外部組織との連携についてでございますが、関係者によ

る協議の場は、環境生活部が事務局を担い全体の調整を図

ってまいりますが、取り組む内容につきましては、庁内横

断組織である気候変動対策推進本部やその下に設置いた

しますプロジェクトチーム、ワーキンググループなどを通

じて関係部局と共有し、必要な対応などを協議、調整して

いくほか、協議の内容に応じて、関係部にも会議に出席し

てもらうなど、関係部局の連携のもと庁内一体となって、

この協議の場の運営を進めてまいる考えでございます。 

（指摘） 

今日は指摘ということにしますけれども、私の言ってい

る意味がどういうことかというと、例えば広域分散型の本

道において、都市間移動はどうしても化石燃料で当面いか

なければならないとすると、小さな近距離のものは再生可

能エネルギーの移動でできるだけやっていくということ

にしても、現実的に都市間は化石燃料で動かすといった

ら、その化石燃料を使う分のカーボンクレジットはどうい

うふうにやるのかということを、交通政策と水産林務部の

計画と併せて協議させたり、あるいは農地とかでも、今は

なかなか再生可能エネルギーの設置が進んでいないので

すけど、例えばソーラーシェアリングだとかそういったこ

とで農業と並行して地域コミュニティに発電する場所を

作っていくとしたときに、例えば従来の農政部では、とり

あえず反収を上げればいいのだから、大規模型で。そうい

う意味の所得補償は北海道の農業では進まないよという

ふうに言われても、新しい形の気候変動に適応する新しい

農家の所得補償としてのあり方として、そういうことを農

政部とも切り込んでいかないといけないわけです。そこを 
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まとめた上で外部との連携をするのであれば良いのだけ

ど、必要に応じて各部の人を連れてきますといって、本当

にそこの業界の団体の人たちとかと協議ができるかとい

うことを、私は心配しているのです。それを、環境生活部

長だけが担うという位置づけで、本当に良いのですかとい

うことを私は心配しているのです。 

今回は指摘にとどめますけれども、そこの協議のあり方

というのが、知事・副知事含めてどういうことになるのか、

もうちょっと道庁組織の中でしっかり検討していただき

たいなということを、また改めて指摘をさせていただきた

いと思います。 

 

２ 地域、エリアごとの目標設定、進行管理などについて 

次に、地域、エリアごとの目標設定、進行管理などにつ

いてですけども、いま、外部組織との連携のところについ

て伺いましたけども、それとあわせて最も重要なのは、特

にパリ協定以降の世界の動きの流れでもそうなんですけ

ど、コミュニティ、自治体レベルでのゼロカーボン推進の

実現であります。 

コミュニティレベル、ゼロカーボンの施策っていうの

は、単純に脱炭素、エネルギー種別の転換だけではなく、

その地域につながりや豊かさ、雇用をもたらすものでなけ

ればならないと私自身は思っています。 

下川、ニセコなど、中央の財源の活用や、独自の専門家

による調査などを踏まえて、先進的にですね、持続可能な

地域経営を目指して進んでいる自治体はありますけれど

も、これまでの道の取組のように先進事例を紹介しますっ

ていうだけでは進んでいかないというふうに思うんです

よね。 

ゼロカーボン宣言自治体は、北海道を含む 14 自治体に

とどまっておりますし、現行の地球温暖化防止対策の事務

事業編は、ある程度皆さん役所の中で頑張ってるんですけ

ど、地域計画は約30程度しか作られていないんです。 

いずれにしても、道の地球温暖化防止対策計画がそうで

あったように、単にその二酸化炭素削減の数値を並べるだ

けだったら、例えばその、それも大事なことなんですけど、

電球をＬＥＤにしましたよとか、そういう数値を並べる計

画策定だけでは、残念ながら実効が上がってこなかったこ

とを踏まえれば、地域におけるゼロカーボンの推進を進め

るために、後押しにもなるようなその目標設定を、改めて

ですね、市町村自治体と共有していくことが必要だと考え

ています。 

ここでまた、その地域循環共生圏の方に戻るわけです。

戻るというか、私には関連しているわけですけども、その

地域循環経済分析、これも環境省の方でいろいろ示してい

るソフトみたいなものがあるというふうに思うんですが、

実際に化石燃料などの利用によるそのお金の域外流出な

どの見える化もしながら、情報共有して、地域ごとの取組

を推進すべきと考えますが、道として、そのゼロカーボン

を推進するための地域戦略をどのように考えるのか伺い

たいと思います。 

特に、地域ごとの現状把握と達成状況が、地域が豊かに

なる物差しとして、データとして見える化することも市町

村支援になると考えますが、見解を伺います。 

（ゼロカーボン担当課長） 

地域の取組の推進についてでありますが、ゼロカーボン

北海道を実現するためには、地域の特性を踏まえた脱炭素

のモデル地域づくりと全道的な拡大が重要と考えており、

本年度、地方都市型や中山間集落型などの地域構造別に脱

炭素化に向けた目標となる姿をビジョンとして示し、地域

の脱炭素モデルとして市町村と共有し、モデル地域の拡大

につなげていく考えでございます。 

また、より多くの市町村が取組を進めるためには、それ

ぞれの地域における温室効果ガスの排出状況や再エネ導

入のポテンシャル、森林吸収量のほか、脱炭素化に向けた

現状や取組状況などを客観的に把握できるようにするこ

とが重要でありますことから、本年度、それらの情報の整

理や可視化に取り組み、取りまとめた情報を提供するな

ど、市町村の脱炭素化への動きを促進してまいります。 
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（指摘） 

一応、指摘で確認しておきますけど、その可視化するデー

タっていうのは、ＣＯ２がどうのこうのじゃなくて、その

地域経営の視点で、ちゃんとその市町村が、何ていうのか

な、余裕がある、財政状況が豊かだからできる、できない

ではなくて、地域への視点でどうやって持続可能な地域を

守っていくかっていうところが共有できるようなデータ

の共有をぜひ、環境省のホームページとかにも事例出てる

んですから、ぜひやっていただきたいなと思います。 

プラスですね、道の皆さん真面目だから、それぞれのひと

つひとつの個別の市町村ていうところのターゲットで、い

まこうお話出てたわけですけれども、もしかすると振興局

じゃないかもしれないんですけど、ここは広域自治体の道

として、ちゃんとデータ分析しなきゃいけないんだけど、

エリアで特徴それぞれ違いますから、エリア単位の目標設

定っていうのを交通計画だとかいろんなとこも含めて個

別の基礎自治体に、もしかしたら本当は全部やれればいい

んだけど、できないことがあるとしたら、それを広域自治

体の道がどこのとこをやるのかっていうのは、その個別自

治体を追っていくっていうことはもちろんある意味大事

なんだけど、現実に30しかできてないんだから地域計画、

ていうことを考えるとエリア毎にきちんと広域自治体の

道としてデータを分析して、そこで戦略作っていくってい

う、そのデータを共有するっていうことでもいいと思うん

ですよ。そこはぜひ考えていただきたいということを指摘

をしておきたいと思います。 

 

３ 道の果たすべき支援のあり方について 

次に最後の質問になりますけれども、道の果たすべき支

援のあり方についてってことで、まず一つは先ほど申しあ

げたように情報の見える化、データの共有化っていうとこ

がまず大事だというふうに思うんですね。 

その上でですね、ゼロカーボンの実現のためには、これ

からは地域の住民の皆さんもエネルギーを利用する側だ

けでなく、自らエネルギーを発電する主体として参画でき

るような計画の策定や運用ですとか、道外企業だけに何の

条件や規制もなく、北海道の自然環境を利用されない地域

経済循環を重視した再エネ事業づくり、だまされない地

域、収奪されないっていうか、そういう再エネ事業づくり、

そのための適正な環境アセスメントだとか、土地開発規制

の強化あるいは緩和など、かなり専門的な助言が必要にな

るというふうに思うんです。 

この専門的な相談支援やそのための人材の育成、さらに

は具体的な派遣等の中間支援組織的な役割も、諸外国の事

例を見ると非常に重要だと考えております。 

現状において、そこは率直に見なきゃいけないと思うん

ですけど、各地域の振興局の職員がその役割を担えるのが

難しいとするならば、例えばですが、地域おこし協力隊だ

とか、あらゆる人材派遣や、環境省も含めた人材交流の制

度を駆使して、新たな人材配置の、エリアで例えば計画を

立てた段階で、エリアにちゃんと専門的な知識も含めてコ

ーディネイトできるようなそういう人材の配置の検討も

必要であるというふうに考えます。 

そこが現実的に難しいんであれば、最低限ですよ、道の

企業局だとか、地球温暖化防止運動推進センターである北 

（グリーン戦略担当局長） 

地域への支援についてでございますが、地域における主

体的な脱炭素を促進するためには、これまで以上に地域を

牽引する人材の確保を進め取組を加速していくことが重

要と認識しております。 

先月、拡充・改組した気候変動対策推進本部におきまし

ては、地域の特色を活かした取組をより一層進めるため、

各振興局長を構成員に追加したほか、本部の下で具体的な

検討・作業を行うワーキンググループには、関係する振興

局の担当者や道総研の研究者の方々なども参画いただく

こととしております。 

これらのほか、地球温暖化防止活動推進センターとして

の機能を担う北海道環境財団や知識の普及、対策の促進を

図る地球温暖化防止活動推進員とも連携を密にして、道民

や事業者、市町村の自主的な活動の支援や学習機会の提供

を行い、引き続き必要なアドバイスや情報の発信など人材

確保や地域の取組への支援に努めてまいります。 
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海道環境財団だとか、道総研、北海道再生可能エネルギー

振興機構など、現在ある組織の機能を資源として点検評価

して、使えるか、使えないか、その機能をしっかり分析し

た上で、強化するものは強化して、道段階で専門家の派遣

チームなどをプールして、それを要請に応じて地域にしっ

かり派遣していく、そういうことが必要ですし、それには、

動くための財源も必要になるというふうに思うんです。 

いずれにしても、ゼロカーボンを実現するには、その知

見や技術などを持った人材が必要不可欠だと考えますし、

そうした人材の確保っていうのが私は広域自治体の道と

して、まず、データの共有とやれることとしてすごい重要

なことだというふうに考えますが、その重要性と現状をど

のように認識しているのか伺います。 

 

（指摘） 

最後、指摘ということにしますけれども、今の御答弁も

丁寧にいろいろやっていくという答弁だと思うんですけ

ども、基本的に出来ないことは出来ないっていうふうにち

ゃんと見定めて、出来ないんであれば、環境生活部は協働

の推進方針を所管しているとこだというふうに思うので、

その外部連携をどうやっていくだとか、専門家をどういう

形で道庁組織のこれからの資源にもなるように連携して、

採用と、長野県型でいけば有識者を短期的に２年ぐらいか

何かそこでプロジェクトの推進のリーダーにして専門性

をもって、逆に外の視点でいろんな事業で切り込んでいく

とかっていうこともできると思うんですよね。 

だから、環境生活部長が全部背負わずに、出来ることは

出来る、出来ないことは出来ないっていう形で、このプロ

ジェクト、本当に推進していかないとゼロカーボン実現は

しないというふうに思いますし、ぜひコロナ禍で本当に厳

しい状況なので、50年後の子供たちにとって、あの時が分

岐点だったと言われるようなゼロカーボンの推進のプロ

ジェクト、あの時のスタートがあったから、いま私たち暮

らしていけてるんだなっていうような、ことになるような

推進をですね、ぜひ、していただきたいということを申し

上げまして、質問を終わります。 

 

 


