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令和３年決算特別委員会（第１分科会）開催状況

開催年月日 令和３年１１月１０日（水）
質 疑 者 民 主 ・ 道 民 連 合 広田 まゆみ 委員
答 弁 者 ゼロカーボン推進局長 山田 哲史

気候変動対策担当局長 竹本 広幸
気候変動対策課長 阿部 和之
気候変動適応担当課長 本田 晃

質 疑 要 旨 答 弁 要 旨

一 地球温暖化対策について
（一）取組の推進状況について （気候変動対策課長）
取り組みの推進状況についてうかがいます。 取組の推進状況についてでありますが、道では、道民や

事業者の省エネ行動を促進し、温室効果ガスの排出削減の
ため、ライフスタイルやビジネススタイルの転換を図る「省
エネ３Sキャンペーン」の展開や温室効果ガスの削減と交
通事故の抑制を両立する「エコ＆セーフティドライブ」の
普及、環境･防災関連のイベントやセミナー、パネル展に
おいて、FCVやエネファームの展示など、水素社会や脱炭
素社会に向けた機運の醸成や理解の促進を図ってきたとこ
ろでございます。
また、地域特性を活かしました再生可能エネルギーの導

入などを推進するため、施設整備などに対する道の補助や
国の交付金の活用などにより省エネ･新エネ関係設備等の
導入促進やバイオマス利活用の推進を図ってきたところで
あり、１０月末現在、地域の取組として、石狩市、古平町、
鹿追町など２１の市町村が、「ゼロカーボンシティ」を目
指すことを表明し、再エネ１００％の電力供給を目指す工
業団地などのまちづくりやエネルギー消費を抑えた、いわ
ゆる「ZEB」による役場庁舎の整備、家畜ふん尿由来のバ
イオガスから水素の製造･輸送･利用を行う実証事業など、
道内各地域で、様々な地域資源を活用した取組が進められ
ているところでございます。

（二）温室効果ガス排出量の目標達成状況等について （気候変動対策課長）
令和２年の政策評価において改善が指摘されておりまし 目標の達成状況などについてでありますが、道の温室効

た、 温室効果ガス排出量及び新エネルギー導入量におい 果ガス排出量は、国が示したマニュアルの算出方法を基本
ても、目標が達成されていないことについて、どのように とし、「都道府県別エネルギー消費統計」などの数値を用
認識し、今後どのように対応していく考えかうかがいます。 いて算出をしておりますが、昨年１２月から今年４月にか
また、道としての果たすべき役割をどのように考えてい けて、国の「都道府県別エネルギー統計」及び「総合エネ

るのか、また市町村自治体に求める役割をどのように認識 ルギー統計」の数値が１９９０年度まで遡及して修正が行
しているのかうかがいます。 われたところでございます。

修正後の数値等を用いて道内の排出量を再度算出いたし
ますと、基準年度であります１９９０年度の排出量が６２
３万トン上昇し７,２０５万トン、２０１７年度の排出量
は７,０６４万トンとなり、１９９０年度比では約２％削
減となる見込みとなり、２０２０年度の目標である７％削
減には、さらに３６３万トンの削減が必要な状況でござい
ます。
こうした国の統計数値の修正等に伴う過去の排出量の算

出方法や評価などについては、先月２５日に環境審議会温
暖化対策部会へ諮問しており、今後、有識者のご意見等を
伺いながら、基準年度の排出量やより直近の数値を確定し、
速やかに公表する予定でございます。
また、排出量削減に向けました道及び市町村の役割につ

いでありますが、道としては、実行計画の策定や計画に基
づく主体的な取組のほか、道民や事業者、市町村に対する
意識の涵養、目標の共有、連携･協働した取組の推進、さ
らには、市町村等の取組への支援などがあり、市町村にお
いては、国や道の計画などで示す方向も踏まえ、地域の特
性に応じて地域資源の有効活用による地域の活性化や地域
課題の解決に資する形での温室効果ガス削減の取組が期待
されているものと認識しております。
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（三）市町村地域計画の策定などについて （気候変動対策課長）
統計的な何かご説明はあったのですけれども、道の取組 市町村の地域計画などについてでありますが、地球温暖

の評価について、何もなかったということはちょっと課題 化対策推進法に基づき、その区域の自然的、社会的条件に
だと思いますので、この後の質問のなかで条例事項に基づ 応じて、温室効果ガスの排出抑制等の推進に関する実行計
く取組がどうだったかということについて、伺っていきた 画を策定している市町村は、道の調べでは、令和３年３月
いと思うのですけれど。 末現在で２１市町村あり、市町村の事務及び事業に関する
もう一つ、その道と市町村自治体の役割が計画の策定な 実行計画については１５８市町村で策定をされておりま

どに基づく主体的な取組ということを挙げられていたので す。
すが、令和２年時点で、旧地球温暖化対策法に基づく、地 市町村による計画策定は、その区域の実情に応じた計画
域計画が、市町村レベルでじゃあどの程度策定されている の策定が地域の地球温暖化対策の推進につながる重要なも
のかということをうかがいます。で、この間その地域計画 のと考えており、毎年、道が主催いたします市町村担当者
の策定、市町村に対して重要性をどのように認識し、どの 会議などにおいて、計画策定の意義等について説明をして
ように取り組まれてきたのか伺います。 いるほか、道の計画の説明や道内自治体の策定事例を紹介
あわせて、令和２年までに、独自に地球温暖化防止対策 するとともに、国の策定マニュアルの周知などを通じて、

条例などを策定している自治体の数と、特徴的な事例につ 策定を促してきたところであり、引き続き、道内市町村に
いてうかがいます。 対して、地域の実情に応じた計画策定に取り組むよう、働

きかけてまいる考えであります。
また、道内では、札幌市において独自に条例を制定して

おり、その主な内容といたしましては、道と同様に一定規
模以上の事業者に対し、温室効果ガスの排出の抑制などに
取り組むための計画策定と状況報告を求め、それらを市長
が公表する制度などが盛り込まれているところでございま
す。

（指摘）
今までの働きかけだけではなく、低炭素から脱炭素へと

いう流れの中で、地域戦略をどうやっていくのかというこ
とが十分検討されるよう指摘をしておきます。

（四）事業者の温室効果ガス削減等計画書の作成等について （気候変動適応担当課長）
事業者の温室効果ガス削減等計画書の作成等についてう 削減等計画書の作成についてでありますが、条例では、

かがいます。 事業活動に伴い多くの温室効果ガスを排出する特定事業者
道としては、地球温暖化防止対策条例に基づき、二酸化 を対象に、排出状況を自ら把握し、計画的に削減等を図っ

炭素排出量などの報告を求め、それを公表してきました。 ていただくため、計画書や実績報告書の作成、提出を義務
地球温暖化対策条例第１３条に規定する特定事業者の対 付け、それらを知事が公表することとしております。

象数と、実際に報告をうけてきた実績をうかがいます。 道内の特定事業者の数は、同様の報告制度を有する「エ
また、特定事業者以外も、その取り組みを任意で報告で ネルギーの使用の合理化等に関する法律」における提出事

きることとなっているが、その実績についてもうかがいま 業者数からは、５７０社程度と推計されるところ、道へは、
す。 年間平均約３７０社から提出を受けてきており、また、特
その報告書から、道内の温室効果ガス削減等の事業者の 定事業者以外からは､これまで７社から提出があったとこ

取り組みをどのように把握し、どんな傾向があり、どのよ ろであります。
うな課題があると分析されているのかうかがいます。 提出された実績報告書では、ＬＥＤ照明器具など省エネ

型設備の導入や、アイドリングストップ、エコドライブ、
クールビズなど省エネ行動の実践に取り組まれる事業者が
多く見られるところであり、今後、さらなる脱炭素化に向
けて、省エネ・高効率機器や、次世代自動車、再エネ由来
電力の導入などより一層の効果的な取組が期待されるとこ
ろであります。

（五）公共交通機関等への利用転換等について （気候変動適応担当課長）
条例第１８条に定める公共交通機関等への利用の転換等 公共交通機関等への利用転換についてでありますが、条

について、令和２年までの道内での実施事例はどのような 例では、自動車使用に関する温暖化対策として公共交通機
ものがあるかうかがいます。 関や自転車の利用推進について規定しております。
私としては、インセンティブをともなうノーカーデーや、 これまで道内では、札幌市中心部で「ポロクル」や、江

冬季間やラッシュ時における都市部、あるいはリゾート地 別市で「のっちゃり」といった自転車共同利用サービスが
におけるマイカーの乗り入れ規制などが講じられるべきと 進められてきたほか、中頓別町や天塩町では、地域の足の
考えます、脱炭素時代に向けて必要性についての認識をう 確保などを目的としてライドシェア（相乗り）が行われ、
かがいます。 十勝地域では、公共交通機関による移動の効率化をめざし

た、混雑情報の見える化やＱＲコード決済の導入、交通機
関共通で利用できるパスの販売などのMaaS実証実験など、
公共交通機関の利用促進の取組が行われているところであ
ります。
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道といたしましては、今後とも、ゼロカーボン北海道の
実現に向けて、自動車依存型のライフスタイル・ビジネス
スタイルの見直しや、地域の実態に応じた徒歩、自転車、
公共交通機関の利用促進、さらには、再エネ電力を活用し
た「ゼロカーボンドライブ」の普及やカーシェアリングの
推進など、移動・輸送の脱炭素化を進めていくことが重要
であると認識しております。

（六）温室効果ガスの排出の量が少ない自動車の使用等 （気候変動適応担当課長）
条例第２１条に規定する、温室効果ガス排出量の少ない 自動車の使用についてでありますが、条例では、温室効

自動車の使用等はどの程度進んでいるのか、道としてどの 果ガスの排出量が少ない自動車の使用を進めていくため、
ように把握をしているのかうかがいます。 自動車販売事業者に対し、新車販売に際して、温暖化防止

に関する性能情報の説明を求めているほか、自動車を購入
しようとする者は、温室効果ガスの排出量が少ない自動車
を購入するよう努めることなどが規定されております。
道では、北海道運輸局による統計資料を基に、道内の全

自動車登録台数に占める電気自動車や燃料電池自動車など
次世代自動車の導入割合などを把握し、「地球温暖化対策
推進計画」に基づく施策の実施状況等で公表しており、平
成３０年度の次世代自動車の保有台数は約２６万９千台
で、全登録台数約２２９万７千台に対する割合は１１．７
％となっており、平成２６年度からの５年間で約１２万１
千台、５．２ポイント増加しております。

（七）建築物環境配慮計画について （気候変動適応担当課長）
次に条例第２４条に関連して、建築物配慮計画について 建築物の環境配慮についてでありますが、建築物は、エ

伺います。 ネルギー消費を通じて温室効果ガスの排出に長期にわたり
特定建築主等への対象はどの程度あって計画書の提出の 影響を与えますことから、条例では、一定規模以上の建築

状況はどのようになっているのかうかがいます。 物の新築、改築、増築などを行おうとする者を対象に、建
また、道としては、建築物の新築、増築、改築、修繕又 築物における熱の損失防止や建築設備に係るエネルギーの

は模様替えを行う際に、建築物に係るエネルギーの使用の 効率的利用等の温暖化防止の措置について、計画的に取り
合理化、地球温暖化防止対策に資する措置が、講じるよう 組んでいただくため、配慮計画書や完了届出書の作成と提
にということになっておりますが、この措置が適切に講じ 出を求め、それらを知事が公表することを規定しておりま
られていると判断しているのか、うかがいます。 す。

対象となる建築につきましては、建築基準法に基づく申
請制度では、条例の対象床面積である2,000㎡を区切りと
する統計数値がないため、把握が困難でありますが、令和
２年度末までに、３０８件の環境配慮計画書の提出を受け
ております。
建築主から工事完了後に提出される届出書では、断熱性

の向上、照明のLED化、インバータ空調やヒートポンプの
導入等によるエネルギーの効率的利用などの実施例が多く
報告されており、エネルギー使用の合理化や地球温暖化防
止対策に資する措置が一定程度講じられているものと考え
ております。

（八）再生可能エネルギー計画書について （気候変動適応担当課長）
特定エネルギー供給事業者の数と報告の実績。その評価 再生可能エネルギーの供給についてでありますが、条例

と課題についてうかがいます。 では、道内へのエネルギー供給事業者を対象として、再生
可能エネルギーの供給量の割合を拡大させるため、目標や
基本方針、講ずる措置等に関する計画書や実施状況の報告
書の作成と提出を義務付け、それらを知事が公表すること
を規定しております。
条例の対象となる事業者は、電気事業法に基づく小売電

気事業者などであり、経済産業省が取りまとめた北海道に
供給予定のある電気事業者一覧では、本年１０月時点で、
２４事業者となっております。
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これまでに、条例に基づく計画書や報告書の提出があっ
た事業者は３４事業者であり、多くの報告書において、再
エネ供給量の拡大に関する目標が達成されており、今後、
ゼロカーボンの実現に向けて、再エネ由来の電力拡大に向
けた発電設備や送電網の増強など供給面の整備とともに、
電力需要者による利用拡大などにより、再エネ供給量のさ
らなる拡大が期待されるところであります。

（指摘）
全会派一致でやった議員提案の条例によって道民の皆様

に特別に努力義務でありますけれども、道庁にデータの提
出してくれとお願いしているわけですよ。そのことが全く
把握も不十分、そして、分析もほぼしていないと言っても
等しいと私は感じます。
今、突然これお話議論させていただいた訳じゃなくて、

２年間ほど私待ちましたけれども全く改善されていない。
残念ながら道庁内部の努力では、道民の皆さんから頂い

たデータを活かせてないということを厳しく認識しなきゃ
いけないと思います。地球温暖化防止対策条例のなかに、
温暖化対策推進計画に基づく施策について、定期的に学識
経験者による評価を受けてくださいという項目を入れ込み
ました。現状では残念ながら審議会の評価を受けるという
ことに留まっているのですけれども、例えばですよ、道内
の大学ですとか再エネ関係に実績があるシンクタンク・研
究所などにしっかりですね、このデータの取り方も含めて
どうあるべきかしっかり分析してもらうよう、そういう時
期になっているんじゃないかなというふうに、予算措置も
含めると思いますけれども、そこを検討していただくよう
しっかり求めていきたいと思います。

（九）食産業や観光業に関する取組について （気候変動対策担当局長）
次に食産業や観光に関する取組について伺いたいという 食産業や観光業などに関する取組についてでございます

ふうに思うのですが、このデータの収集ですとか、再エネ が、条例では、観光旅行者による温室効果ガス排出抑制へ
化を新エネ化を進めていく、温暖化対策を進めていくとい の協力について規定しているほか、レンタカー業者による
うところで、私としては、北海道の強みを活かすために、 利用者への温暖化防止性能の説明や、食品製造・販売・提
食産業、観光業に関連し、集中的にゼロカーボンを進める 供業者などによる地産地消の促進などを規定しておりま
べきと再三議会議論でもご提案させていただいたところで す。
ありますけれども、これまで質問してきたデータ集約の方 また、条例により特定事業者に義務づけている温室効果
法やその活用など、業種に特化して、働きかけをし、実績 ガス排出量報告書などの提出・公表制度におきましては、
をですね、例えばRE100リゾート、例えばRE100食産業など これまでに、６７の食品製造業者、２４の宿泊事業者から
広く道内外にアピールするような取組も重要だと考えます 提出を受けているところでございます。
が、見解をうかがいます。 ゼロカーボンの実現に向けては、食品関連産業や観光業

も含め、さまざまな業種において、生産から加工、流通、
利用・消費、廃棄等に至るまでの各段階において、脱炭素
の視点を盛り込んだ取組の拡大が重要であると考えており
まして、現在、条例見直しのあり方を諮問している環境審
議会の審議等の中で、排出量の算定、公表の促進の観点か
らも意見交換してまいりたいと考えております。

〈指摘〉
意見交換していただくということですので、是非、誰の

ための何のためのゼロカーボンなのかっていうそういうと
ころで、環境審議会の枠だけでは無く、経済の部分ですと
か、観光の分野ですとかそういったところともしっかり連
係して北海道の付加価値を高めるゼロカーボンの実現に努
力いただきたいと指摘をさせていただきます。
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（十）北海道クールアースデーについて （ゼロカーボン推進局長）
北海道クールアースデーは、条例において７月７日と 北海道クールアース・デイについてでございますが、道

定められています。これまでどのような取り組みがあり、 では、毎年７月７日を「北海道クールアース・デイ」と
令和２年の取り組みはどうだったかうかがうとともに、私 定めまして、この日及びこれに近接する期間に、温暖化
としては、具体的に、地球温暖化に資する、道民の関心を 防止に関する環境フォーラムのほかキャンドルアート、
高めるような取り組みをすることも必要だと考えますが、 コンサートなどのイベントを市町村や関係団体と連携し
見解をうかがいます。 て取り組んでございます。

令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染
拡大の影響等によりまして、庁舎や広場でのイベントが
実施できなかったため、過去のクールアース・デイを紹
介する動画等を活用した広報や、子ども環境教育情報紙
「エコチル」の全道の小学校への配布、ＳＮＳなどを通
じた環境配慮行動の呼びかけといった「クールアース・
デイ２０２０」の取組を実施したほか、振興局におきま
しては、家庭用のキャンドル配布や身近な公共施設での
パネル掲示などの普及啓発を行ったところでございます。
道といたしましては、地球温暖化の防止に向けた道民

の関心を一層高めることが重要と考えておりまして、こう
したイベント等の取組と併せて、行動変容の促進による環
境に配慮したライフスタイル、ビジネススタイルへの転
換やスケールメリットによる価格低減が図られることを
消費者へＰＲする太陽光発電共同購入事業など、温暖化
対策に資する取組の推進に努めてまいります。


