
（別記第２号様式 道民意見提出手続の意見募集結果） 

北海道地球温暖化対策推進計画（第３次）（素案）についての意見募集結果 

    令和４年（2022 年）３月 30 日 

 

北海道地球温暖化対策推進計画（第３次）（改定素案）について、道民意見提出手続により、

道民の皆様からご意見を募集したところ、10 人、１団体から、延べ 122 件のご意見が寄せられま

した。 

   ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 

 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

 「2050 年に向けて～北海道の実質ゼロ表明～」

(P.1)は、議会に対する答弁であり道民に対する意

思表明でないことに加え、この議会答弁は今回の

計画改定が依拠する「地球温暖化対策推進法」改

正以前のものであり、適切といえないのではない

か。冒頭に掲げるものでなく参考事項ではないか。 

 昨年３月に本計画を策定し、2050 年までのゼロカ

ーボン北海道の実現に向けた取組を開始しておりま

す。その後の国の「地球温暖化対策計画」の改定など、

計画策定後の情勢変化を踏まえ、今回改めて削減目標

などを見直すこととしたものです。 

  Ｄ 

 「はじめに」(P.2)に、世界の地球温暖化対策を

議論しアピールした「2008 年北海道洞爺湖サミッ

ト」についても触れてはどうか。 

 北海道洞爺湖サミットについては、資料編 4ページ

に記載しております。 

  Ｂ 

 はじめに(P.2)の「世界に誇る北海道の創造」は

抽象的で何を言いたいのかわからないので削除

し、計画策定趣旨から「気候変動問題の解決に向

けて」だけで充分ではないか。 

 2050 年のめざす姿として、温室効果ガス排出量を

実質ゼロとする脱炭素化のみならず、経済活性化や持

続可能な地域づくりを同時に進めることとしており、

環境と経済・社会が調和した、道民が健康で快適に過

ごし、真に豊かで誇りを持てる社会の創造を目指して

いくこととしております。 

 Ｄ 

 改定にあたって(P.2)に脱炭素に向けた動きが

ますます高まりとあるが、動きが加速し、気運が

ますます高まり、などとしてはどうか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 はじめに(P.2)に「ゼロカーボン北海道」を「実

現」しますと断言できるのか。「目指す」「実現

を目指す」が適当ではないか。 

 取組を進めることによりゼロカーボン北海道が実

現するという趣旨の記述となります。ゼロカーボン北

海道の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。 

  Ｄ 

 改定にあたって(P.2)に重点的取組として官民

の LED 化を記載してはどうか。 

 本計画では、エネルギー効率の高い設備・機器の導

入による徹底した省エネの促進などを重点的取組に

位置づけ取組を進めることとしております。 

  Ｂ 

 SDGｓの 17 目標の図(P.3)が小さくて文字が読

めない。半ページ程度の大きさにに拡大してはど

うか。 

 ご意見を参考に、図を修正させていただきます。 

  Ａ 



 気候変動の影響(P.4)の「IPCC」の略語は相当環

境問題に関心のある人でなければ理解できない。

（ ）で日本語を示すか、注記する必要があるの

ではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 「温室効果ガスの濃度」(P.4)は、世界だけでな

く日本、北海道でも同様であることを個別データ

がなくともはっきりさせることがわかりやすいの

ではないか。 

 ご意見を踏まえ、資料編の 2 ページに日本の二酸化

炭素濃度の経年変化のグラフを追加させていただき

ます。 

    Ａ 

 「道内の気候の長期変化と将来見通し」(P.4)

の表中「年降水量の大きな変化はない」は１行下

げて将来見通しと同列とすることで関係がわかり

やすくなるのではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

    Ａ 

 北海道の温室効果ガス排出(P.5)、図の構成だけ

でなくだけでなく、（３）として「北海道の動向」

を記述してはどうか。 

 これまでの道の取組については、資料編 8ページに

記載しております。 

    Ｂ 

 48％という国よりも高い目標(P.6)を掲げてく

れたことに感謝。国からどんどん予算をもらって

北海道を潤して欲しい。 

 目標値については、国の野心的な削減目標を踏ま

え、2050 年までの「ゼロカーボン北海道」の実現に

向け、より意欲的で挑戦的な目標として、2030 年度

に 2013 年度比 48％削減を目指すこととしています。

いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせていた

だきます。 

  Ｃ 

 削減イメージ(P.6)の排出量と吸収量を、積み上

げグラフにするのは、正しくないのではないか。 

 グラフについては積み上げは行っておらず、軸の高

さが排出量を示し(水色と緑色)、そこから吸収量を差

し引き(緑色の部分)、吸収量を差し引いた実質排出量

(〇)の 3つの要素を示しています。ご意見を踏まえ、

グラフの凡例を修正させていただきます。 

  Ａ 

 実質ゼロのイメージ(P.6)、排出量が多様である

ように森林等による吸収量だけでなく多様な削減

があることを見せたほうが良い。7ページ及び 14

ページとの整合性が必要ではないか。 

 吸収源のわかりやすいイメージとして森林の図を

記載しております。 

  Ｄ 

 「再生可能エネルギーの道外への移出」とある

が(P.6)、北海道の CO₂ になるのか疑問。他のも

のを例示したほうが良いのではないか。 

 北海道に豊富に賦存する地域資源である再生可能

エネルギーを道外にも移出し、国全体の脱炭素化に貢

献していくこととしております。なお、道外に移出し

た再生可能エネルギーについては、削減目標の算定に

は算入しておりません。 

  Ｄ 

 「ICT などを活用したスマート工場」(P.7)をど

うするといいたいのか。「増やす」「拡大する」

ではないか。 

 スマート工場・農水林業への ICT 導入を拡大する記

述となっております。 

    Ｂ 



 スタイルの転換(P.7)の例示に「食品ロスの削

減」を加えたほうが良いのではないか。 

 脱炭素型ライフスタイルへの転換には、食品ロスの

削減といった行動変容も含んでおります。道民の皆様

にわかりやすいイメージとするため、代表的な項目を

例示しております。いただいたご意見は、今後の取組

の参考とさせていただきます。 

 

  Ｃ 

 「現時点では実装されていない脱炭素技術・普

及を進める」とあるが(P.7)、実現性を遡及できな

い施策よりも現実に確実に実現可能な LED 化を例

示記載してはどうか。 

 当該箇所の記述については、国が定める「パリ協定

に基づく成長戦略としての長期戦略」の中で 2050 年

カーボンニュートラルに向けた現時点で社会実装さ

れていない脱炭素技術についての説明となります。い

ただいたご意見は今後の取組の参考とさせていただ

きます。 

  Ｃ 

 イメージ図(P.7)の社会システムの脱炭素化の

例示に LED 化を記載してはどうか。 

 LED 照明の導入イメージについては、22 ページの家

庭部門に記載しております。 

  Ｂ 

 イメージ図(P.7)やイラスト(P.20)などがわか

りやすい。道民に積極的に公開してもらいたい。 

 イメージ図などについては、道民や事業者の皆様に

分かりやすい計画とし、「ゼロカーボン北海道」に向

けた認識の共有や機運の醸成を図ることなどを目的

として記載しているものです。引き続き、計画などに

ついて積極的な周知を図ってまいります。 

  Ｂ 

 あらゆる社会システムの脱炭素化への挑戦

(P.8)は「省エネルギーの拡大」が最大ではないか、

例示に加えたほうが良いのではないか。 

 社会システムの脱炭素化に向けては、北海道に豊富

に賦存する再生可能エネルギーの最大限の活用を推

進することとしておりますが、省エネ設備の拡大など

についても引き続き取り組んでまいります。いただい

たご意見は、今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

  Ｃ 

 基本的な考え方(P.8)の 1 つめの○について、一

つの文の中に「めざし」が 2回あるのは文章とし

て違和感がある。2つの文に分けるか、削除した

方が良いのではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 基本的な考え方(P.8)の 2 つめの○について、ゼ

ロカーボン北海道の認識の共有や意識を醸成とあ

るが、誰との共有か、誰の意識を醸成するのか具

体的に記載してはどうか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

    Ａ 

 基本的な考え方(P.8)の 3 つめの○について、災

害や災害からの復興、感染症などによりとしては

どうか。 

 記述の修正を検討しましたが、災害からの復興に災

害自体も含まれると考えており、素案のとおりとさせ

ていただきます。 

  Ｄ 



 ３つのＣ(P.8)の革新的なイノベーションの例

示に「AI の活用」を加えてはどうか。 

 ICT や AI 等の未来技術を最大限活用し、脱炭素化

に資する効率的な社会システムの実現に向け、引き続

き取り組んでいまります。いただいたご意見は、今後

の取組の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 基本的な考え方(P.8)の「経済の活性化、レジリ

エンス向上」について、全道官民の LED 化による

投資による地域経済活性化と国内で最も高い電気

料金を照明分野で▲70％以上削減する経営効果を

記載してはどうか。 

 LED 導入による CO₂ 削減量やコスト削減効果につ

いては、23～24 ページの省エネ行動の実践例に記載

しております。 

  Ｂ 

 基本的な考え方(P.8)のレジリエンス向上につ

いて、LED 化は今後、大規模災害に備える自家発

電装置の燃料の削減に直結し、避難所の調光によ

る快適化も可能となるのではないか。 

 本計画では、地域の脱炭素化と経済の活性化、レジ

リエンスの向上の同時達成を目指すこととしており

ます。いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせ

ていただきます。 

  Ｃ 

 多様な主体との協働による社会システムの脱炭

素化(P.9)の各項は前ページの「３つのＣ」と関連

性をはっきりさせた方がわかりやすいのではない

か。 

 ３つのＣは北海道の優位性を最大限に活用してい

くためのキーワードとして示しており、あらゆる施策

に関連するものと考えております。いただいたご意見

は、今後の取組の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 次世代自動車の導入拡大に向け機運を醸成とあ

るが(P.9)、何の機運を醸成するのか。 

 道民や事業者の次世代自動車導入に向けた機運を

醸成してまいります。 

  Ｅ 

 3R・2R の普及啓発(P.9)について、NPO・NGO 等

が意識を高められる立場になっていることに違和

感がある。また、普及啓発や環境教育をともに推

進するパートナーは、市町村だけではなく、NPO

・NGO や地域団体・消費者団体等もあるのではな

いか。 

 ご指摘のとおり、NPO・NGO 等については、環境保

全活動や地域での環境教育などの自主的な活動、行政

との協働が期待されておりますことから、ご意見を踏

まえ、記述を修正いたします。 

  Ａ 

 ゼロカーボン北海道推進協議会やタスクフォー

ス等と連携して幅広く道民・事業者へ脱炭素の取

組を呼びかける(P.9)とあるが、環境道民会議や北

海道地球温暖化防止活動推進員等も明記した方

が、脱炭素に向けた取組を行うさまざまな主体が

あることを広く示せるのではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 地産地消の推進(P.9)について、「排出抑制にも

貢献する」のではなく、「排出抑制に貢献する」

が正しいのではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 農業の脱炭素化(P.9)について、「飼料」などに

よるは飼料をどうするのかの手法がなければ正確

でないのではないか。 

 メタンの排出を抑制する家畜飼料や飼育手法など

の技術開発や普及を推進することとしております。 

  Ｂ 



 脱炭素型ライフスタイルへの転換(P.9)に、道民

運動としての LED 化 100％を記載してはどうか。 

 本計画では、エネルギー効率の高い設備・機器の導

入による徹底した省エネを促進することとしていま

す。 

  Ｄ 

 「道自らが率先して」(P.9)の例に道有施設の

100％LED 化を記載してはどうか。 

 道有施設の設備の高効率化などは、「道の事務・事

業に関する実行計画」に基づき、新築・改修時におい

て実施することとしております。 

  Ｄ 

 ＺＥＢ、ＺＥＨ(P.10)は一般的ではないので、

かっこ書きでゼロエネルギービル、ゼロエネルギ

ーハウスを表示する必要があるのではないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を追加させていただきます。 

    Ａ 

 市町村への「ゼロカーボンシティの表明」の呼

びかけ(P.10)において、具体的に実現可能な方策

として、どの自治体にとっても全施設、街路灯の

LED 化が可能であることを位置付けてはどうか。

試算では、町村で年間数百トン、市では年間数千

トンの CO₂ 削減が可能であり、これを全道市町村

に通知、説明することで、ゼロカーボンシティの

表明自治体が増加するものと考える。 

 市町村の脱炭素化の推進にあたっては、地域の特性

に応じた支援が重要と考えており、市町村の取組状況

に応じた支援施策を整理・提示などを行っていくこと

としております。 

    Ｄ 

 2030 年に向けた取り組みの補助指標(P.12)は、

FCV だけでなく普及が大きい EV の現状と 2030 年

の見通しを加えるべきではないか。 

 補助指標は、個別施策の進捗や温室効果ガス排出量

の評価を補足し、今後の施策の方向性などの分析に活

用するため、庁内の関係計画の目標値などを引用して

おりますが、EV については目標値が設定されており

ません。いただいたご意見は参考とさせていただきま

す。 

    Ｃ 

 廃棄物系バイオマス・未利用バイオマスの利用

率(P.12)が現状から上がらないのは間違いでない

のか。施策の展開と矛盾するので確認を要するの

ではないか。 

 当該指標は、北海道循環型社会形成推進基本計画で

定める目標値を引用していますが、設定目標を直近の

実績が上回っている状態にあるため、関連計画の改定

に併せ目標値は柔軟に見直すこととしております。 

  Ｅ 

 再生可能エネルギーの活用(P.13)について、日

本では、火力発電所による二酸化炭素の排出量が

多いので、自然エネルギーの利用を増やす発電を

進めていますが、日本列島には火山が多く、地熱

発電等を利用すれば、火力発電所を廃止しても、

電力は充分賄えると考える。  

 本計画では、本道に豊富に賦存する地域資源を活用

した再生可能エネルギーへの転換を促進することと

しております。いただいたご意見は、今後の取組の参

考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 地域特性を活かしたエネルギーの地産地消

(P.13)の展開にウエイトの大きい「太陽光発電」

を加えるべきでないか。 

 施策に記載の再生可能エネルギーに太陽光発電を

含んでおります。 

  Ｂ 



 取組の補足データ(P.15)をできるだけ 2020 年

に揃えられないか。 

 現時点で最新の実績値・統計値を記載しておりま

す。 

  Ｄ 

 2030 年に向けた取組の補足データ(P.15)につい

て、LED 交通信号機の整備状況がデータ化されて

いるが、自治体の公共施設、街路灯の LED 化率な

どを参考データ化してはどうか。道有施設のどれ

だけが LED 化していて今後どのように進めていく

かなど指標が必要ではないか。 

 補足データは、個別施策の進捗状況の把握や目標の

達成状況の評価のため、庁内の関係計画の目標値など

を引用しておりますが、道内自治体の公共施設や街路

灯についての目標値が設定されておりません。いただ

いたご意見は参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 基盤的施策の主な対策・施策(P.17)は「環境関

連産業の育成と振興」にした方が良いのではない

か。 

 道内企業による新エネ技術や製品開発への支援や、

環境・エネルギー産業への参入促進など、環境関連産

業の振興に引き続き取り組んでまいります。いただい

たご意見は、今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

    Ｃ 

 分野横断的な施策の社会システム関連(P.17)の

一項目として 100％LED 化の推進を記載してはど

うか。 

 省エネ設備の導入については、エネルギー起源二酸

化炭素の排出削減対策に記載しております。 

  Ｂ 

 オンサイト PPA のコラム(P.19)について「初期

投資ゼロ」の代表事例は LED 導入であり、▲70～

80％の削減電気料金の中から LED 化投資費用を分

割払いしていくモデルは全国で普及しており、LED

化の促進のために事例を紹介してはどうか。 

 太陽光発電設備の導入例については、国において、

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可

能エネルギーの主力電源化・最大限の導入を掲げてお

り、そのための基盤的重点対策として自家消費型太陽

光発電設備の導入を推進していることを踏まえ、新し

いビジネスモデルの一例としてコラムで紹介してお

ります。 

  Ｂ 

 2050 年ゼロカーボン北海道のイメージ図(P.20)

の省エネ家電の横に LED 照明を図示してはどう

か。 

 LED 照明の導入イメージについては、22 ページの家

庭部門のイラストに記載しております。 

  Ｂ 

 2050 年ゼロカーボン北海道における各部門のイ

メージ(P21～22)について、全部門に 100%LED 化を

記載してはどうか。 

 LED 等の省エネ設備については、極限まで省エネル

ギー化した設備・機器の最大限の普及という表現に含

まれると考えております。 

  Ｂ 

 家庭での省エネ行動の実践例(P.23)について、

たとえば、記載順を削減効果の高いものからにす

る、もしくは、実践率の多い順にするなどの工夫

があった方が良いのではないか。 

 ご意見を踏まえ、種別ごとに記載を整理させていた

だきます。 

  Ａ 

 市町村の役割(P.25)に「地方公共団体実行計画」

の策定が求められる市町村の実行計画に市町村施

設の 100％LED 化を位置付け、各施設の既存照明か

ら LED 照明への転換による CO₂ 削減量の積上げ想

定値を目標値としてはどうか。 

 市町村の事務・事業における排出削減に関しては、

地域の自然的・社会的特性などを踏まえ、市町村にお

いて対策・施策を定めることとされております。 

  Ｄ 



 庁内の推進体制(P.26)に、道庁においても全施

設の LED 化の実施状況を調査し、100%LED 化のた

めの費用試算、CO₂ 削減量を数値化してはどうか。

現状では道庁本庁舎はほとんど LED 化されておら

ず、官民の本としてすぐに調査試算をしてはどう

か。 

 道有施設の設備の高効率化などは、「道の事務・事

業に関する実行計画」に基づき、新築・改修時におい

て実施することとしております。 

    Ｄ 

 産業部門(対策・施策編 P.1)に LED 照明化を記

載してはどうか。 

 LED 照明等の導入については、省エネルギー型の機

械や機器の導入に含まれるものと考えております。 

  Ｂ 

 「省エネルギーの徹底」を謳いながら、大量に

電気を消費する ICT の活用(対策・施策編 P.1、6)

を掲げるのは、論理が完全に破綻している。「ICT

の活用」を削除するべきではないか。 

 本計画では、生産性向上に向けた ICT 活用などの動

きも踏まえつつ、省エネルギー型の機械や機器の導入

や作業工程の効率化などにより省エネルギーの徹底

を図ることとしております。 

  Ｄ 

 「燃料や生産資材の使用量を削減するスマート

農業技術の導入」(対策・施策編 P.1)は意味が不

明である。スマート農業とは、トラクター以外に

大量の電気や電子機器の利用を前提としており、

「燃料や生産資材の使用を削減する」どころか、

むしろ燃料や生産資材の使用量を増加させるので

はないか。減少する農業従事者を増やすことの方

が率先して取り組むべき施策ではないだろうか。 

 スマート農業の推進については、ロボットや AI、

IoT 技術を活用したロボットトラクターやドローン

による農薬散布などの活用により、農作業の効率化・

最適化を図り生産性を高めつつ、燃料等の使用量を削

減することとしております。 

  Ｄ 

 「事業者温室効果ガス削減等計画書等の提出・

公表」(対策・施策編 P.1、3、5、6)を削除すべき

ではないか。温室効果ガス削減等についての計画

書を提出させる意味が不明である。そんなことで

はなく、事業者には節電を求めるのが筋ではない

だろうか。 

 温室効果ガスを多量に排出する事業者に対し、排出

量の報告や削減計画の提出を求める制度であり、事業

者において排出抑制対策の計画を立案し取組を講ず

ることにより、排出削減を促進することとしておりま

す。 

  Ｄ 

 業務部門の既設建築物の省エネルギー改修によ

る効果(対策・施策編 P.2)に LED 化を追記しては

どうか。 

 LED 設備の導入については、既設建築物の省エネル

ギー改修に含まれるものと考えております。 

  Ｂ 



 設備の効率的な制御(対策・施策編 P.2)とあり

ますが、現状として多くの事業所が設備管理を委

託しており、単年ごとの契約では将来にわたる管

理が出来ると思いません。ビル管理会社の多くで

は、未経験者を低賃金で採用しているような状況

であるため、建物に BEMS が備えられていても、適

切な分析・管理は困難と考える。また、エコチュ

ーニングを紹介とありますが、先導すべき道の設

備が改善されておらず、省エネの意識も低く感じ

ます。専門家から見るとエネルギーの垂れ流しと

言わざるを得ない状況。道の庁舎管理委託につい

て、複数年契約として消費エネルギーの削減計画

を提案してもらい、その結果を評価し契約を継続

するなどの手法を取り入れてはどうか。道自らが

何もせずに、エネルギー削減を民間に求めるのは

筋違いではないか。エネルギー削減計画の提案・

実施をビル管理会社に求めるのは困難であるた

め、そのための経費を用意し、専門技術を持つ企

業に依頼する仕組みが必要と考える。また、技術

者を育成する仕組みも必要。講習会等の教育の義

務付けや賃金アップが不可欠ではないか。 

 いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

  Ｃ 

 道における率先的取組(対策・施策編 P.3)に「関

連試験研究の拡充」を加えた方が良いのではない

か。 

 気候変動に係る研究の推進については、15 ページ

の基盤的施策に記載しております。 

  Ｂ 

 家庭での省エネ・新エネ導入の一文(対策・施策

編 P.3)が長すぎて意味が分かりづらい。必ずしも

意義を理解した上で、ライフスタイルの実践をす

るということではなく、意義は理解せずともライ

フスタイルの実践を促す事は可能だと考えるた

め、最初の 2行はなくても良いのではないか。も

しくは、別の項目とした方がわかりやすいのでは

ないか。 

 ご意見を踏まえ、記載を修正させていただきます。 

    Ａ 

 再生可能エネルギーの導入促進(対策・施策編

P.3)について、悪質業者を避けるための情報提供

など、道として目配りをしていくことの記載があ

った方が良いのではないか。 

 不当取引事業者等については、特定商取引法に基づ

き行政措置・情報提供を実施しております。いただい

たご意見は、今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

    Ｃ 

 道における率先的な取組(対策・施策編 P.3)に

ついて、道有施設の 100％LED 化を記載してはどう

か。 

 道有施設の設備の高効率化などは、「道の事務・事

業に関する実行計画」に基づき、新築・改修時におい

て実施することとしております。 

    Ｄ 



 「2050 年度までの『ゼロカーボン北海道』を目

指す」、「ゼロカーボンの達成」(対策・施策編

P.3、11)を削除すべきではないか。そもそも「ゼ

ロカーボン北海道」を目指す目的がわからない。

地球温暖化を防ぐために「ゼロカーボン北海道」

を目指しているようだが、CO₂ が地球温暖化の原

因だとする説は単なる仮説にすぎない。気温上昇

の半分以上が人為的起源によると結論付けた IPCC

の温暖化説の合意は 97%に達したと言われてきた。

しかし、2015 年に英国元首相の科学顧問だった人

物がその主張を再調査した結果、論文 1万 1944 篇

のうち、論文要旨が合意に合っていたのは 64 篇

（0.5%）しかなかった。論文本体で温暖化の原因

を考察したものでも、合意に合っていたのは 4014

篇のうち 1%にすぎなかったことが判明した。地球

温暖化の原因が CO₂ であると断定できない以上、

地球温暖化を防ぐために「ゼロカーボン北海道」

を目指すという論理は破綻している。CO2 地球温

暖化説は IPCC が言っているから正しいというの

では全く根拠にならない。地球温暖化の問題は科

学的根拠に依拠すべきではないか。 

 本計画は、「地球温暖化対策推進法」及「パリ協定

を踏まえた地球温暖化対策の取組方針」に基づき策定

された、国の地球温暖化対策計画に即して定めている

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｄ 

 「家庭用太陽光発電設備等の導入」(対策・施策

編 P.3)を削除すべきである。太陽光発電は、パワ

ーコンディショナーからは極低周波と半径 100m

にラジオ周波数の高周波が出ていると指摘されて

いる。また、小規模のパネルでも設備寿命後は有

害廃棄物になる。たくさんの家から一斉に不安定

な電気が逆潮流すると、電圧が上昇して電気機器

の故障や停電等の危険があり、周囲に悪影響があ

るとの指摘もある。家庭用太陽光発電設備等の増

加は電磁波問題に加えて、電力供給の妨げになる

可能性があるのではないか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしており、自家

消費型をはじめとした太陽光発電設備等の導入を促

進することとしております。 

  Ｄ 

 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、電気自動車(EV)の充電器が採算が取れず

に、設置契約満了に伴い撤去が相次いでいる。EV

充電器の40倍の設置費用が掛かるFCV水素スタン

ドでは、最初から採算が絶望視されているが、無

駄な補助金のバラマキは、税金の浪費に過ぎない

ので「ゼロカーボン北海道」は断念すべきではな

いか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、ガソリン車より電気自動車の方が生産時

の 1 台当たりの CO₂ 排出量が多いのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。いた

だいたご意見は参考とさせていただきます。 

  Ｃ 



 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、EV の火災発生率はガソリン車の 2倍であ

り、かつ EV は深刻かつ大規模リコールが多く、メ

ーカーに大きなダメージを与えていると聞く。消

費者にとっては車両コスト高、任意保険の高騰な

ど負担増になるのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、地下駐車場の場合、車が全滅するだけで

無く、爆発炎上の連鎖が早い為に、逃げ遅れて大

惨事にも繋がる。有毒ガスも発生する恐れがある

のではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、走行中の大型バスの場合、燃え広がり方

が早い為に、逃げ遅れた乗客が車内で多数焼死す

る事になるのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 次世代自動車の導入促進(対策・施策編 P.4)に

ついて、道庁の駐車場で、外国車の EV 車が 1 台爆

発炎上すると、周囲の車両にも連鎖爆発炎上し、

その炎が道庁本庁舎の建物に類焼し、本庁舎の職

員全員が避難を余儀なくされる。本庁舎全焼も有

り得るのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 道路交通流対策(対策・施策編 P.4)について、

「高度道路情報システム(ITS)」の運用には膨大な

電力の消費を要する。「高度道路情報システム

(ITS)」の運用時の必要総電力量を明示出来なけれ

ば、省エネルギーに逆行する疑いが濃厚ではない

だろうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 信号灯器の LED 化(対策・施策編 P.4)について、

長野県長野市でフラット型信号機が雪に覆われ、

まったく用を成さなくなる事例もあったと聞く

が、この点についてはどう考えているか。 

 道民の皆様の安全・安心な暮らしに向けた環境整備

などに引き続き取り組んでまいります。 

  Ｄ 

 自転車の利用促進(対策・施策編 P.4)について、

自転車専用レーンや自転車＆遊歩道の整備も進ん

でいない中で、自転車へのモーダルシフトは、歩

道上での歩行者との衝突事故を多発させる。自転

車保険も義務化されていないし、数千万円単位の

損害補償金支払い判決や、死亡事故も多発してい

る。「歩道上では歩行者側が絶対優先である。」

道路交通法も浸透しておらず、歩道上を爆走する

自転車が後を絶たない。 

 自転車の利用促進については、自動車依存型のライ

フスタイルの見直しや公共交通の利用などと併せ普

及啓発に取り組むこととしております。 

  Ｄ 



 住宅の省エネ化(対策・施策編 P.4)に住宅の LED

化を記載してはどうか。 

 住宅への LED 設備の導入については、ZEH の普及や

性能向上リフォームの促進など含まれるものと考え

ております。 

  Ｄ 

 燃料電池自動車と電気自動車の導入促進(対策

・施策編 P.4)はやめるべきではないか。前者につ

いては、電気をわざわざ水素に変換するのであれ

ば、電気自動車を走らせた方がましな上、水素は

爆発しやすく非常に危険である。しかし後者であ

ればよいというこにはならない。後者についても、

電気を発生させるためには化石燃料の使用は避け

ることができない。化石燃料で電気を作り、それ

で車を走らせるよりもガソリン車の燃費性能を高

めて化石燃料で車を走らせることが理にかなって

いる。結局、水素も電気も自動車の燃料として使

うという発想が間違っているのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標どを踏まえ、次世代自

動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 「海外からの輸入に依存する化石燃料から、本

道に豊富に賦存する地域資源を活用した再生可能

エネルギーへの転換の促進」(対策・施策編 P.5)

を削除すべきではないか。「本道に豊富に賦存す

る地域資源を活用した再生可能エネルギー」とは

何なのか明示されておらず、どのようなエネルギ

ーを想定しているのかわからない。また、化石燃

料からエネルギー源を転換すれば海外にエネルギ

ーを依存しないですむかのような記載になってい

るが、それは間違っている。仮に再生可能エネル

ギーが風力発電や太陽光発電を示しているとして

も、エネルギーを海外に依存していることに変わ

りはない。なぜならば、太陽光パネルや風車を純

国産で製造することが不可能である以上、風力発

電や太陽光発電を国産エネルギーとは言えないの

ではないか。 

 本計画では、長い海岸線での風力や森林・畜産由来

のバイオマスなど、本道に豊富に賦存する再生可能エ

ネルギーの最大限の活用により、排出量の削減を目指

すこととしております。 

  Ｄ 

 洋上風力発電の開発・促進(対策・施策編 P.5)

は削除すべきではないか。石狩湾岸や石狩湾新港

の洋上に大型風車を設置する計画が次々と持ち上

がっているが、「石狩湾岸の風力発電を考える石

狩市民の会」などからなる「石狩湾洋上風車建設

反対道民連絡会」が、健康被害・景観・環境破壊

などの観点から洋上風力発電に反対している。海

の生態系を壊すことについては、英国沖の北海で

すでに問題になっている。地域住民の意向を無視

して、業者が自社の利益のために風車の設置をゴ

リ押しすることによって、地域住民と業者との間

に軋轢が生まれている。洋上風力発電の開発・促

進ではなく、住民の理解を得る仕組みを構築する

のが先決ではないか。 

 洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギー

の導入に向けては、住民や漁業者などの理解促進のた

めの説明会や勉強会の開催などにより、関係者の機運

を醸成することとしております。 

  Ｄ 



 エネルギー転換部門(対策・施策編 P.6)に、LED

の導入を記載してはどうか。 

 LED 設備の導入については、省エネルギー・新エネ

ルギー設備導入の普及などに含まれると考えており

ます。 

  Ｂ 

 プラスチック代替素材の普及(対策・施策編 P.7)

にはプラスチックの削減から考えるべきではない

か。 

 バイオマスブラスチックなどの代替素材の普及に

より、現在流通しているプラスチック製品を代替し、

化石燃料由来のプラスチックの削減や焼却される廃

棄物の排出抑制に取り組んでまいります。 

  Ｂ 

 「プラスチック代替素材の普及」(対策・施策編

P.7)を削除すべきではないか。化石燃料由来の

CO₂ 排出量を削減するとしているが、バイオマス

プラスチックでもすべてが自然界で分解されるこ

とはないので、マイクロプラスチック化を避ける

ために焼却しないといけない。すると、化石燃料

でプラスチックを作ろうが作らなかろうが、CO₂

が排出される。逆に、CO₂ が排出されるから焼却

しないという選択をしても、今すでに社会問題化

している行き場を失ったプラスチックによる海洋

汚染がさらに深刻化する。プラスチック代替素材

の普及は環境破壊を助長することになりかねず、

その課題を精査する方が先決である。「プラスチ

ック代替素材の普及」は時期尚早ではないか。 

 バイオマスブラスチックなどの代替素材の普及に

より、現在流通しているプラスチック製品を代替し、

化石燃料由来のプラスチックの削減や焼却される廃

棄物の排出抑制に取り組んでまいります。 

  Ｄ 

 温室効果ガスには、二酸化炭素のほかに、メタ

ン、亜酸化窒素等(対策・施策編 P.7、8)がありま

すが、二酸化炭素とメタンガスの影響が一番大き

いと考える。 

 メタンガスなどの温室効果ガスの削減についても

取組を進めてまいります。 

  Ｂ 

 森林吸収源対策(対策・施策編 P.9)について、

森林は、二酸化炭素と水から炭酸同化作用で、太

陽のエネルギーにより、光合成で二酸化炭素をつ

くり、肥料となり森が育ちます。剥げ山には、国

を挙げて植林を進めて頂きたい。 

 本計画では、二酸化炭素吸収源の確保のため、森林

づくりや都市緑化の推進、自然環境の保全などの取組

を積極的に推進していくこととしております。いただ

いたご意見は参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 「森林吸収源対策」(対策・施策編 P.9)の中に、

陸上風力発電所の排除を規定すべきではないか。

CO₂ を吸収する森林を破壊しておきながら、CO₂

対策として陸上風力発電所を建設するというのは

支離滅裂である。CO₂ を吸収する森林を保護する

ため、陸上風力発電所を排除すべきではないか。 

 本計画では、二酸化炭素吸収源の確保のため、森林

づくりや都市緑化の推進、自然環境の保全などの取組

を積極的に推進していくこととしております。いただ

いたご意見は参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 ブラックアウトの経験も踏まえ(対策・施策編

P.10)とあるが、避難所の LED 化による自家発電機

の稼働能力の拡充を記載してはどうか。 

 災害時も含めた電力の安定供給の確保については、

省エネ設備や新エネ発電設備、蓄電池を組み合わせ

た、需給一体型の分散型エネルギーシステムや地域マ

イクログリッドの構築を促進することとしておりま

す。 

  Ｄ 



 「水素社会実現に向けた取組の推進」(対策・施

策編 P.10)を削除すべきではないか。水素を作る

ために電気を作るのであれば、電気そのものをエ

ネルギーとして使う方が効率的である上、水素は

爆発の危険性が高い。そして、水素エネルギーは

利用段階だけではなく、生成の全過程（水素の生

成施設や貯蔵施設の建設や維持管理、廃止など）

で見れば、CO₂ 排出量が化石燃料を使用した時よ

りも抑制できる証拠がない。しかも、太陽光や風

力で水素を製造すれば CO₂ 排出量をさらに削減で

きるとしているが、何の根拠あってそのようなこ

とを言っているのか。太陽光パネルには鉛・ヒ素

・カドミウム・レアアース・化石燃料が多く使わ

れている。太陽光は不安定であるため、太陽光パ

ネルを無数に配置する必要があるので、どれだけ

の化石燃料が使われるか分からないし、太陽光パ

ネルを廃棄する際にもエネルギーを消費する。風

力発電にしても、風車に使う資源調達から風車廃

棄・再利用までの全工程で大量の化石燃料を使用

している。風頼みの不安定な電源であるため、風

車を林立させる必要がある。ナセル（風車の動力

部分）に利用するレアアースやレアメタルは、開

発途上国の環境破壊という犠牲のもとに調達され

ており、森林吸収を阻害している。太陽光発電や

風力発電が CO₂ 排出量を発電の全工程を通じて減

らすことを証明できないにもかかわらず、水素・

太陽光・風力を推すのは誤りではないか。 

 本計画では、利用段階で二酸化炭素を排出しない水

素について、道内に豊富に賦存する再生可能エネルギ

ーによる製造などにより、温室効果ガスの排出抑制を

推進することとしております。 

  Ｄ 

 道の率先した取組(対策・施策編 P.11)について、

100％LED 化を記載してはどうか。 

 道有施設の設備の高効率化などは、「道の事務・事

業に関する実行計画」に基づき、新築・改修時におい

て実施することとしております。 

  Ｄ 

 「ICT や AI、ロボット等の未来技術を最大限活

用し、脱炭素に資する効率的な社会システムを実

現する」(対策・施策編 P.11)を削除すべきではな

いか。どれも電気を大量に浪費し、環境を破壊す

る。電気を大量に浪費するこれらを活用して、脱

炭素に資することなどあり得ない。特に 5G の普及

には、携帯電話基地局の大量増設が必要であるた

め、電力消費量が格段に増えるばかりで環境に良

くない。しかも、電子機器は災害による停電に脆

弱である。機械に投資するのではなく、農業に従

事する人材を最大限活用すべきである。そのこと

が食糧自給率向上に貢献するし、最良の経済対策

である。 

 広大な自然などの本道の強みを伸ばし、広域分散型

などの特徴をより一層活かすためには、エネルギー、

モビリティ、デジタル化等の分野を超えた革新的なイ

ノベーションが重要と考えております。 

  Ｄ 



 脱炭素型ビジネススタイルへの転換(対策・施策

編 P.12)として、省エネルギーの徹底を図るとし

ているが、自動販売機の削減、携帯電話基地局の

削減、深夜の TV 放送の抑制など事業者に求める節

電の具体策を盛り込むべきではないか。北海道地

球温暖化対策推進計画（第３次）（改定素案）で

は、電力をいかに生み出すかという観点に偏って

おり、限られた電力をいかに有効活用するのかと

いう視点が欠如している。地球環境を本気で保全

する気があるのであれば、無駄な電力消費を洗い

出し、その削減を事業者に求めるべきである。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

 

 

 

  Ｄ 

 「温暖化防止行動の促進」と「ゼロカーボンの

達成や再生可能エネルギーの導入をめざしなが

ら」(対策・施策編 P.12)を削除すべきではないか。

「ゼロカーボンの達成や再生可能エネルギーの導

入」すれば、「温暖化防止行動の促進」できると

断定することはできない。CO₂ が地球温暖化の原

因だとする説は単なる仮説にすぎないからであ

る。気温上昇の半分以上が人為的起源によると結

論付けた IPCC の温暖化説の合意は 97%に達したと

言われてきた。しかし、2015 年に英国元首相の科

学顧問だった人物がその主張を再調査した結果、

論文 1 万 1944 篇のうち、論文要旨が合意に合って

いたのは 64 篇（0.5%）しかなかった。論文本体で

温暖化の原因を考察したものでも、合意に合って

いたのは 4014 篇のうち 1%にすぎなかったことが

判明した。渡辺正氏（東京大学名誉教授）や広瀬

隆氏も、その著書の中で CO₂ 温暖化説に異論を唱

えている。地球温暖化の原因が CO₂ であると断定

できない以上、地球温暖化を防ぐためにゼロカー

ボンを目指すという論理は破綻している。CO₂ 地

球温暖化説は IPCC が言っているから正しいとい

うのでは全く根拠にならない。地球温暖化の問題

は科学的根拠に依拠すべきである。 

 本計画は、「地球温暖化対策推進法」及「パリ協定

を踏まえた地球温暖化対策の取組方針」に基づき策定

された、国の地球温暖化対策計画に即して定めている

ものです。 

  Ｄ 

 COOL CHOICE(賢い選択)(対策・施策編 P.13)の

具体策として、政府は、ゼロカーボンアクション

という表現を多用しており、旧来のものよりも、

内容が幅広になり、新しい取組も加わってきてい

るので、そのことにも触れておいた方が良いので

はないか。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 

 3R・2R の普及啓発(対策・施策編 P.13)について、

本編と同様に、環境道民会議や北海道地球温暖化

防止活動推進員等も明記した方が良いのではない

か。 

 ご意見を踏まえ、記述を修正させていただきます。 

  Ａ 



 「教育的施策による理解の促進」(対策・施策編

P.13)を削除すべきではないか。地球温暖化の原因

を CO₂ であると決めつけており、そのような結論

ありきの人材育成は単なる洗脳と言われても仕方

がない。科学的に自分の頭で考える人材の育成を

妨げることになり、有害でさえあるのではないか。 

 本計画では、環境教育の取組は非常に重要と考えて

おり、行政、学校、事業者、地域社会などが主体とな

って取り組むさむざまな学習の場において、持続可能

な未来づくりや地球温暖化対策などに関する研修や

人材育成に取り組んでまいります。 

  Ｄ 

 IPCC 第 6 次評価報告書の図（ホッケースティッ

ク曲線）(資料編 P.2)を IPCC 第 1 次評価報告書の

図に差し替えるべきではないか。 IPCC 第 1 次評

価報告書の図では、過去千年間の地球の温度変化

を示されており、中世の温暖期と小氷河期を正し

く読み取ることができる。地球温暖化について重

要な示唆となる事実を隠すのはいかがなものだろ

うか。 

 当該図表については、最新の評価報告書を引用して

おります。 

  Ｄ 

 「18 世紀後半に起こった産業革命（工業化）以

前の温室効果ガス（二酸化炭素）の濃度は 280ppm

程度」(資料編 P.2)を削除して、過去には現在よ

りも二酸化炭素濃度が高かった時期があることを

明記すべきではないか。太古の地球では現在の 5

倍の CO₂ 濃度だったこと、氷河期には現在の 10

倍の CO₂ 濃度である時期があったことから、「18

世紀後半に起こった産業革命（工業化）以前の温

室効果ガス（二酸化炭素）の濃度は 280ppm 程度」

という記載は誤りではないか。 

 いただいたご意見は、今後の参考とさせていただき

ます。 

  Ｃ 

 用語集(資料編 P.16～22)に LED の記載を追記し

てはどうか。日本が発明した発光ダイオード技術

により画期的な省エネを実現した高効率照明。

2020 年カーボンニュートラル政府行動計画で

2030 年での政府施設 100％LED 化が決定された。 

 ご意見を踏まえ、用語集に説明を追記させていただ

きます。 

  Ａ 

 自動車関連企業等とも連携し、車のフルモデル

チェンジを行わず、自動車部品の長期安定供給体

制を確立させれば、古い車を 30 万キロ以上乗り続

けることが出来て、一番の省エネルギーであり、

低コストで実現できるのではないか。 

 本計画では、2035 年までの乗用車新車販売におけ

る電動車 100％とした国の目標などを踏まえ、次世代

自動車の導入促進に取り組むこととしております。 

  Ｄ 

 省エネルギー設備の普及とエネルギー利用の効

率化の促進について、役所・事務所内では、有線

LAN を極力用い、無線 LAN の使用を極力控えるよ

うに、道が広報、テレビ・ラジオ CM 等で啓発する

だけで OA 機器の使用電力を 10 分の 1に削減でき

るのではないか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 



 建築物の省エネ化について、昔の百貨店や各商

店舗は、窓が大きく自然光を取り入れた造りだっ

たが、今では窓の無い店舗・テナントが多すぎる

のではないか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 一般家庭で NET での長時間動画視聴は、有線 LAN

を極力用い、無線 LAN の使用を極力控える様に、

道が広報、テレビ・ラジオ CM 等で啓発してはどう

か。 

 家庭部門での省エネルギー設備の普及については、

家計負担への軽減効果を示すなどして普及に取り組

むこととしております。 

  Ｄ 

 都市部に無駄な自販機が多すぎる。コンビニ、

スーパー、百貨店、キオスクの多い都心部に、清

涼飲料水の自販機が多すぎるのは無駄な電力の浪

費ではないか。ビールや発泡酒、等の酒類自販機

は、ホテル旅館の宿泊施設以外は、禁止している

自治体も多い。欧米人が理解できないタバコの自

販機は全廃すべきではないか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 冬場にロードヒーティングを細目にオン・オフ

する習慣を徹底してはどうか。雪が溶けた昼間に

歩道のロードヒーティングが付けっぱなしをよく

見かける。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 都心部の広告ネオンを規制し、省エネ型に切り

替えてはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 オール電化住宅の CMを禁止してはどうか。  本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 民放の地上波デジタル TV の深夜から早朝で、同

じ通販番組を複数チャンネルで、同時・繰り返し

放送しているのは、電力の無駄なので、持ち回り

・リレー方式へ集約した規制を行ってはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 家電量販店、等で、大型テレビを常時、数十台

も付けっ放しでの販売方法を改める様に、道が指

導を行う。また、過度に不要な店内の電飾が多す

ぎるのを、道が指導して削減してはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 電力を無駄に大量消費する、パチンコ店やゲー

ムセンターを削減してはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 



 電力を無駄に大量消費する、IR カジノ施設誘致

計画を道の計画書から削除してはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 自動車会社、携帯会社、電力会社のテレビ CMが

多すぎるので規制してはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 携帯基地局の使用電力のうち通話に使われるの

は 2％程度。残り 98％は位置確認の為に使われる。

必要の無い時は、携帯スマホの電源を切る習慣を

つける。スマホの長時間使用は避けるべきではな

いか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 携帯スマホで不要な長電話をしない。長電話し

たい時は、固定電話同士で行うように、道が広報

テレビ・ラジオ CM 等で啓発してはどうか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 温排水を大量に放出し続ける、泊原発を全機廃

炉すべきではないか。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 フル MOX 燃料で核暴走し易く、温排水を大量に

放出し続ける、青森県大間原発の建設を中止させ

るべきではないか。 

 本計画では、本道の温室効果ガスの削減を目標とし

ております。 

  Ｅ 

 温排水を大量に放出し続ける、青森県大間原発

の廃炉を要請する。 

 本計画では、本道の温室効果ガスの削減を目標とし

ております。 

  Ｅ 

 動植物が生きて行くうえで、欠く事の出来ない

食物、肥料は、直接、間接的に、炭水化物が必要

になっています。炭水化物は、二酸化炭素(CO₂ )

と水と太陽のエネルギーにより、光合成から生成

されるもので、二酸化炭素は、大変重要な要素で

はないか。 

 本計画では、温室効果ガス(二酸化炭素)の人為的な

排出量と森林等の吸収量が一致した状態を目指すこ

ととしております。いただいたご意見は、今後の取組

の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 地球温暖化の原因で一番大きいのは、世界各所

で起きている、火山噴火と海底火山噴火の熱発散

だと私は考えている。 

 いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

  Ｃ 

 私はゼロカーボンより、緑葉植物と森林を増や

そうをスローガンにしたいと思います。自然界で

は、二酸化炭素濃度は減少し、酸素濃度の多い大

気となり、地球平均温度は 1.5℃に保て、良い環

境になるのではないか。 

 本計画では、二酸化炭素吸収源の確保のため、森林

づくりや都市緑化の推進、自然環境の保全なども積極

的に取組を推進していくこととしております。いただ

いたご意見は、今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

  Ｃ 



 地球温暖化対策については 1997 年の COP3 京都

議定書からさまざまな省エネ、再生エネ対策が建

築分野、産業分野、民生分野などで取組がなされ、

特に北海道は「2008 年北海道洞爺湖サミット」の

開催地として最新技術によるゼロカーボンに向け

ての取組と広大な大地という地域資源の活用によ

る太陽光、風力、高気密住宅などの先進地域と言

える。しかしながら、今回の 2030 年で▲48％とい

う大きな目標は、現実的な投資対効果だけではそ

の実現可能性を積み上げることも困難な目標であ

る。こういう厳しい目標を達成する第一歩として、

誰でもあらゆる分野でいますぐに取り組むことが

できるのが「照明分野の LED 化の徹底」である。

2011 年の東日本大震災の時には原子力発電所の全

面停止による未曾有の電力危機が起こり、政府は

2020 年を目標とする国民的 LED 化運動である「あ

かり未来計画」を閣議決定した。この政府計画の

もとに 2019 年には既存照明施設の生産は終了し、

2020 年には水俣水銀条約の発効による水銀灯の生

産販売が禁止になっている。昨年 10 月の政府のカ

ーボンニュートラル行動計画にも「2030 年での政

府施設の 100%LED 化」が明確に宣言されている。 

 LED 化は消費電力量の削減による電気料金削減

額による短期間の省エネ投資回収ができる、ごく

まれな省エネ対策であり、削減電気料金の範囲内

で分割リース手法により投資負担もなく取組むこ

とで、財政メリットを生み出す取組み事例も多く

の自治体で実現している。いままでの「省エネ精

神論としての LED 化」ではなく、個別施設の積み

上げ積算による CO2 削減量の見える化、目標化、

実績把握が可能である。しかるに、今回の北海道

地球温暖化対策推進計画(第三次素案)には、この

全分野で、道民すべてがいますぐ取り組むことが

できる LED 化の評価と計画への具体的記載が極め

て少ない。東日本大震災時の節電を関東、関西圏

のように LED 化を推進することなく、間引き点灯

を中心に取り組んだ北海道では、その取り組みの

余地は全国でも大きいので、行動計画の中に全国

にも増して大きな位置づけをするべきである。ち

なみに東京都23区の杉並区全施設のLED化の基礎

調査では LED 化率は 12%という結果が出ている。

北海道のカーボンニュートラルの実現可能な計画

として照明 LED 化のポテンシャル評価から行うべ

きと提言する。 

 本計画では、省エネルギー設備の普及とエネルギー

利用の効率化や、省エネ意識や行動の定着などに取り

組むこととしております。 

  Ｄ 



 ノーカーボン北海道宣言の有効性を担保するた

めに、道は北海道の全市町村に同宣言を行うよう

働きかけているところであるが、自治体の首長に

とっては、それを補填するだけの材料もなく知識

もない。政府の行動計画、北海道の行動計画を具

体化した方策ごとの費用と CO2 削減確保モデルを

提示すべきである。太陽光発電を導入した場合の

ケースごとの費用と CO₂ 削減額、電動自動車を導

入した場合の費用と CO₂ 削減額、再生エネルギー

由来の電力契約に切り替えた場合の CO₂ 削減額。

これらの中でも特に LED 化については実質予算が

なくても CO₂ が大きく削減できる唯一とも言える

方策である。自治体のすべての施設を LED 化する

ことで町村では数百トン、市単位では 1000 トンか

ら万トン単位の CO₂ 削減ができることが実績とし

て試算されている。このような情報を自治体に提

供することにより現実的な成果を見込んだ上での

カーボンニュートラル宣言が可能となると考え

る。 

 市町村の脱炭素化の推進にあたっては、地域の特性

に応じた支援が重要と考えており、市町村の取組状況

に応じた支援施策を整理・提示していくこととしてお

ります。 

  Ｄ 

 道民に温室効果ガス排出量削減を求める前に、

道庁自身が民間に課す目標を大幅に上回る数値を

達成する道筋を具体的に示すべきである。道庁自

身が範を示して行動せずに道民に求めるのは道職

員の驕りではないのか。他人に要求する前にまず

自らが行動して成果を出すべきではないか。 

 道が実施する事務及び事業に関し、「道の事務・事

業に関する実行計画」に基づき、温室効果ガス排出抑

制等のための施策を率先して実施していくこととし

ております。いただいたご意見は、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

  Ｃ 

 道自身がどれだけ無駄に温室効果ガスを排出し

ているか自覚があるのか。道が保有する劣悪な公

共施設や道営住宅・官舎の数々、地方の出先機関

を温存して道職員を劣悪な地方に転勤で飛ばすこ

とによる引越しやよそ者職員の帰省・遠距離通勤、

このゼロカーボンも含めて妄想レベルの紙切れ資

料や、イベント実施が目的化して本来の目的など

何も達成されていない無駄な事業の数々など道が

排出するムダな温室効果ガス排出こそ率先して削

減すべきである。現状がどうでどうすれば道が掲

げる目標以上に削減できるのかすべて洗い出して

試算し具体的数値を公表すべきではないのか。行

動変容すべきは道自身ではないか。 

 道では、2050 年までの「ゼロカーボン北海道」の

実現に向け、道自ら率先して温室効果ガスの排出抑制

を図ることとしております。いただいたご意見は、今

後の取組の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 



 温室効果ガス排出量削減のため、道は地方の出

先機関を学校警察も含め大胆に削減すべきであ

る。施設の分散は無駄なエネルギー消費の温床で

あり、施設の大幅削減が温室効果ガス排出量削減

のために道自らが実践できる有効な手立てだと考

えないのか。鉄道が環境負荷が少ないと言われる

中、北海道では経営困難の故に存続が問われる状

況なのは環境面からは逆行にしか見えないが、エ

ネルギー効率の悪い道の出先機関を維持するより

鉄道を残して出先機関を廃止した方が環境負荷が

低減し地域交通の維持に有益であるなら、出先機

関廃止という痛みを地域が負うことと引き換えに

鉄道に補助して存続させることも検討すべきでは

ないか。 

 道では、2050 年までの「ゼロカーボン北海道」の

実現に向け、道自ら率先して温室効果ガスの排出抑制

を図ることとしております。いただいたご意見は、今

後の取組の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 先程も地震があったが、原発は危ないので、原

発に頼らないで欲しい。 

 本計画では、電力由来の二酸化炭素について、省エ

ネの徹底に加え、再生可能エネルギーの最大限の活用

により、排出量の削減を目指すこととしております。 

  Ｄ 

 電気自動車や LED 電球を買いたいが、お金がな

いし、高すぎる。国や道が補助すべきではないか。 

 国などにおいて電気自動車等の導入に係る支援策

を実施しております。いただいたご意見は、今後の取

組の参考とさせていただきます。 

  Ｃ 

 

  ※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 
 
 
 
 

 
問い合わせ先 

環境生活部ゼロカーボン推進局 

気候変動対策課（計画調整係） 

 電話０１１-２３１-４１１１ 

    内線 ２４－２１２ 


