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第５章 計画立案・推進体制・進捗管理 

 

１ 市民・事業者・市の役割と行動 

 

（１）市民・事業者・市の役割 

 

 地球温暖化対策を進めるうえで，市民，事業者，市のそれぞれが，自らの日常生活や事

業活動を再点検するとともに，自らの役割や行うべきことを再認識し，行動することが必

要となります。 

 ここでは，温室効果ガス排出量の削減に向けた市民，事業者，市の役割を示します。 

 

市民の役割 

・ 環境への関心を持ち，できることから行動します。 

・ 省エネルギー，省資源につながる環境にやさしい行動を実践します。 

・ 市，事業者，市民団体等が行う地球温暖化対策に関する取組などへ積極的に参加します。 

 

事業者の役割 

・ 会社全体で従業員への環境教育を行い，環境意識の浸透を図ります。 

・ 環境負荷の低減に向けた事業活動を推進します。 

・ 市，事業者，市民団体等が行う地球温暖化対策に関する取組などへ積極的に参加します。 

・ 事業者として市民等に省エネルギーで高効率なものを提案します。 

 

市の役割 

・ 市民，事業者へ地球温暖化防止に関する情報を発信し，温室効果ガスを削減する取組の

普及啓発を行い，低炭素地域づくりに取り組みます。 

・ 市民，事業者が行う地球温暖化対策の活動に積極的に協力します。 

・ 省エネルギー機器や新エネルギー設備の普及促進を図ります。 

・ 市の事務事業について，自ら率先して地球温暖化防止の取組を推進します。 
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（２）市民・事業者・市の行動 

 

 地球温暖化対策として行うべき行動の主なものは，「省資源，省エネルギーに努める」こ

とにより，温室効果ガスの排出量を低減することです。ライフスタイルやビジネススタイ

ルを変えることは簡単ではありませんが，温室効果ガス排出量を削減するためには，まず

一人ひとりが小さなことから行動することが重要です。 

 このことから，環境問題を意識し，無理なく自分にできるところから行動を始め，徐々

に行動の広がりや効果を拡大することを基本とし，市民，事業者，市が取り組むべき行動

を示します。 

 

 

基本方針 １）地域の特性を生かした再生可能エネルギーの利用促進 

 

行動１ 再生可能エネルギーの積極採用 

 

・ 太陽光発電システムの更なる普及を促進するとともに，バイオマスや小水力などの再生

可能エネルギーによる発電を推進する。 

 固定価格買取制度について 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は，再生可能エネルギーで発電された電気を，その地域の電力

会社が一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。 

電力会社が買い取る費用を電気の利用者全員のみなさんから賦課金という形で集め，今はまだコストの高い

再生可能エネルギーの導入を支えていきます。 

この制度により，高い発電設備の設置コストも回収の見通しが立ちやすくなり，より普及が進みます。 

出典：再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック（経済産業省資源エネルギー庁） 

 

 地域で利活用する方法（マイクログリッド，スマートグリッド）の事例紹介 

太陽光発電，小水力発電，バイオマス発電等の複数の分散型電源を組み合わせて，全体を制御・運用し，電

力の供給と需要を合わせて特定の地域で運用する配電線網をマイクログリッド（スマ－トグリッド）といい，

すでに青森県八戸市が太陽光・風力・バイオガス，HEMS，BEMS などのエネルギーマネジメントシステ

ムを組み合わせて，電力の特定地域供給実証実験を行い，最近では，神奈川県横浜市が，太陽光・未利用熱

エネルギーを利用して，みなとみらい地区の企業・病院などに電力を供給する特定電気事業を計画していま

す。 

 

・ 地域の特性を生かした雪氷冷熱や地中熱などの熱利用を積極的に進める。 

・ 木質バイオマス燃料である薪やチップ，ペレットを活用したストーブやボイラーなどの

導入を促進する。 
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・ 廃棄物バイオマスエネルギーの利用を促進する。 

・ 太陽熱，太陽光等を採取して，エネルギーの有効利用を促進する。 

 

 再生可能エネルギーに関する補助制度の相談窓口 

【旭川市】   環境部新エネルギー推進課               電話：0166-25-9724 

【経済産業省】 北海道経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課 電話：011-709-1753 

 

 

基本方針 ２）環境にやさしいライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

（省エネルギーの促進・代替フロン） 

 

行動２ 消費エネルギーの削減 

 

① 効率のよいエネルギーの利用 

・ 自らのライフスタイルを点検し，温室効果ガスの排出に対する意識を高める。 

・ 深夜の活動を控えて，自然と調和した生活を目指す。 

・ 無駄なエネルギーを削減し，環境にも家計にもやさしい生活を目指す。 

 環境にも家計にもやさしい生活の事例（年間の二酸化炭素削減量，節約額） 

省エネ行動例 
二酸化炭素 

削減量 
節約額 

暖房時の室温は２０℃を目安に 

（外気温 6℃，使用時間９時間） 

エアコンの場合 18.6kg 1,170 円 

石油ファンヒーターの場合 25.4kg 820 円 

54W の白熱電球を 12Wの電球型蛍光ランプに取り替える。 29.4kg 1,850 円 

プラズマテレビ(42V)の画面輝度を最大から中央に調節する。 53.2kg 3,340 円 

冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にする。 21.6kg 1,360 円 

入浴は間隔をあけずに（２時間放置後に追い炊きする場合） 87.0kg 5,270 円 

温水洗浄便座を使わないときはフタを閉める。 12.2kg 770 円 

出典：家庭の省エネ大事典 2012 年版（一般財団法人省エネルギーセンター） 
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・ 効率の良いエネルギーを選択する。 

 燃料別の温室効果ガス排出量は 

家庭の暖房として一般的に利用されている灯油，都市ガス，電気について，同じ熱量（GJ）でどれだけ温

室効果ガスが発生するかを比較すると， 

灯油：67.8kg-CO2/GJ，都市ガス：49.8kg-CO2/GJ， 

電気：188.9kg-CO2/GJ（排出係数 0.680kg-CO2/kWh として） 

となります。これだけだと都市ガスが地球温暖化対策には一番効果的であると見えますが，暖房機器の効率

を考慮すると，その順番も変わるかもしれません。 

 

・ 室温は，夏季 28℃，冬季 20℃を目安に設定する。（クールビズ，ウォームビズ） 

・ カーテンやブラインドなどを上手に利用し，室温を調整する。（冷暖房の節減） 

・ 使用していない電化製品はコンセントから外し，部屋や廊下の照明はこまめに消す。 

・ エレベーターの利用を控え，階段を利用する。 

・ 昼休みの事務室の消灯や時間外の部分点灯，OA機器のスイッチオフを行う。 

・ 燃費管理，アイドリングストップを実践する。 

・ 運転の際には，急発進，急ブレーキ，急加速などを控え，エコドライブを実践する。 

 エコドライブとは 

エコドライブとは，一言で言うと「環境に配慮した自動車の使用」のことです。 

具体的には，やさしい発進を心がけたり，無駄なアイドリングを止める等をして燃料の節約に努め，地球温

暖化に大きな影響を与える二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量を減らす運転のことです。 

出典：エコドライブ普及推進ポータルサイト 

 

 エコドライブによる削減効果（年間のガソリン消費量，CO2削減量，節約額） 

エコドライブ行動例 ガソリン消費量 CO2 削減量 節約額 

ふんわりアクセル「e スタート」 

（5 秒間で 20km/h 程度に加速） 
83.57L 194.0kg 11,370 円 

加減速の少ない運転 29.29L 68.0kg 3,980 円 

早めのアクセルオフ 18.09L 42.0kg 2,460 円 

アイドリングストップ 17.33L 40.2kg 2,360 円 

出典：家庭の省エネ大事典 2012 年版（一般財団法人省エネルギーセンター） 
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② エネルギー消費量の軽減 

・ 地元で生産された食べ物等を購入し，消費する地産地消を進めることで，輸送に係るエ

ネルギーを軽減する。 

 地産地消を通した温室効果ガス削減の可能性 

日常の食事において，輸入食材を全て国内産に切り替えたと仮定した場合，１食あたりの CO2 削減量は

45.8g-CO2 と試算されます。これを旭川市民３５万人が年間の半分の食事を国内産にこだわった場合， 

350,000 人×３食×365 日÷2×45.8g-CO2＝約 8,776t-CO2 の削減効果に匹敵するようです。 

地域の新鮮な農産物を食べて，おいしい温暖化対策に取り組みましょう。 

参考：公益財団法人北海道環境財団ホームページ（一村一品応援プロジェクト） 

 

 地材地消（輸送エネルギーの削減（ウッドマイレージ CO2）） 

40 坪の一般的な木造戸建て住宅の場合，

全て地域の木材を使用した地域材住宅（産

地と消費地の距離は 150km と仮定），全

て国産材を使用した国産材住宅（国産材の

国内平均輸送距離），一般住宅（輸入材も

含めた国内平均輸送距離），欧州材住宅（全

て欧州材），という木材産地の異なる 4 つ

の住宅を比較すると，木材の輸送過程排出

CO2 に明快な差が出ます。 
 

出典：一般社団法人ウッドマイルズフォーラムホームページ 

 

・ 住宅や建物の新築，増改築の際には，高断熱化・高気密化を進める。 

 住宅に係る補助事業について（平成 26 年度） 

補助事業名 概要 問い合わせ先 

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）

支援事業 

住宅の省エネルギー化を推進するため，建売住宅も

含め，高性能建材や高性能設備機器等の組合せによ

るシステムの導入費用の一部を支援 

経済産業省 

既築住宅・建築物における高性能

建材導入促進事業 

既存住宅・建築物の抜本的な省エネルギー化を図る

ため，既築住宅・建築物の改修において，一定の省

エネルギー性能を満たす高性能な断熱材や窓等の

導入費用の一部を支援 

経済産業省 

 

 スマートハウスとは 

一般的には，①断熱・高気密な戸建・アパート・マンションで，②省エネ性の高い設備や太陽光発電等の創

エネ設備を採用し，③家庭向けのエネルギー管理システムにより，家電や太陽光発電，蓄電池，電気自動車

等を一元的に管理し，エネルギー制御を行う 住宅のことを指します。 

出典：旭川市スマートコミュニティ戦略 
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 住宅性能評価における Q値，C 値とは 

Q 値とは熱損失係数のことで，家の断熱性能を示す指標です。家の内部と外気の温度差を 1℃としたときに，

家の内部から外へ逃げる時間当たりの熱量を床面積で割ったもので，この数字が小さいほど断熱性が高いと

いえます。 

C 値とは隙間相当面積のことで，家の気密性（隙間がどのくらいあるか）を示す指標です。家全体にある隙

間面積（cm2）を延べ床面積（m2）で割ったもので，この数字が小さいほど気密性が高いといえます。 

住宅を高断熱・高気密化することで，暖房に用いるエネルギー消費を抑制することができ，CO2 の削減に

つながります。 

 

・ 省エネ法の目標（エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均１％以上低減させるこ

と）に目指した取組を推進する。 

・ 自動販売機等の設置を自粛し，エネルギー消費量を軽減する。 

 

③ 省エネルギー機器の導入 

・ 家電製品や給湯暖房，冷房機器の購入・買い替え時には，エネルギー効率の高いものを

選択する。 

 給湯器や暖房機は，高効率な省エネ型の製品を。 

【電気】エコキュート 

（給湯） 

ヒートポンプシステムにより，空気の熱も利用してお湯を沸かします。電気

の使用料と CO2 排出量は，電気温水器の半分以下です。 

【ガス】エコジョーズ 

（給湯・暖房） 

ガスを使い，これまで捨てていた排熱を再利用する省エネボイラー。従来型

に比べ年間約 12%の CO2 排出量を削減できます。 

【灯油】エコフィール 

（給湯・暖房） 

灯油を使い，これまで捨てていた排熱を再利用する省エネボイラー。従来型

に比べ年間 100L 以上の灯油節約が可能になりました。 

出典：実践！おうちで省エネ（経済産業省北海道経済産業局） 

 

 節電・省エネ事例“虎の巻”のご紹介 

経済産業省北海道経済産業局では，北海道内の企業・団体等が節電・省エネに取り組み，成果を上げている

事例をウェブサイト上で紹介しています。事例は，「業種」「運用改善／設備導入」「対象設備」「サポート事

業者」で検索できますので，皆様の節電・省エネの取組の参考としてご活用ください。 

参考 URL：http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/setsuden/index.htm 

 

・ 特に，省エネ法に定める特定エネルギー消費機器については，トップランナー基準を達

成した製品を優先的に選択する。 

・ 家電製品，設備の新設や買い換え時には，できるだけ買い換え前と同規模のものを選定

するなど，買い換え前より電力消費が大きくならないようにする。 

・ 照明器具や街路灯については，より消費電力の少ない照明（Hf 蛍光ランプ，高効率HID
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ランプ，LED など）を積極的に採用する。 

・ HEMS や BEMSなどのエネルギー管理システムを導入して，需要電力を抑制する。 

 エネルギー管理システムとは 

建築物等の設備の運転管理やエネルギー使用状態を監視・制御するシステム。設置したセンサーにより，建

築物等の電力使用量，燃料消費量，熱量供給量，室内温湿度などのデータを計測・監視し，効率的な設備の

運転管理に活用。 

住宅では HEMS（Home Energy Management System），ビル等の建物では BEMS（Building Energy 

Management System）など，ジャンル別の呼称がある。 

参考：自然エネルギーと環境の事典（NPO 法人北海道自然エネルギー研究会編） 

 

・ 熱と電気を有効利用できるコージェネレーションシステムを導入する。 

 ガスコージェネレーションシステムとは 

ガスを使って電気と熱を取りだし，利用するシステムのことです。 

ガスで発電すると同時に，廃熱を給湯や空調，蒸気などの形で有効に活用するので無駄がありません。クリ

ーンな都市ガスを利用するので環境性に優れているほか，省エネ性にも優れています。 

ガスエンジン方式，ガスタービン方式，燃料電池方式の 3 つの方式があります。 

 

出典：一般社団法人日本ガス協会ホームページ 
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基本方針 ３）緑あふれるコンパクトなまちづくりの推進 

      （面的対策（公共交通機関の利用促進と都市機能の集積， 

        エネルギーの面的利用，緑地保全等）） 

 

行動３ 温室効果ガス排出量の少ない交通，運輸手段への移行 

 

① 公共交通の利用促進と自動車利用の見直し 

・ 近くへの移動には，できるだけ自家用車の使用を控え，徒歩や自転車を利用する。 

・ 遠くへの移動には，バスなどの公共交通機関を利用する。 

 エコ定期券 

旭川市内の路線バスにおいて，バスカードで通勤定期契約をしていて，有効期限内の土曜，日曜，祝日に一

般路線バスを利用する場合，割引運賃が適用されます。 

詳細は，各バス事業者にお問い合せください。 

 

・ 自家用車による通勤から，バスなどの公共交通機関や自転車の利用への転換を促すエコ

通勤の取組を実施する。 

 低炭素な移動・輸送 

一人が 1km 移動する時の CO2 排出量は，マイカーでは 170g，バスでは 51g，鉄道では 21g，自転車

や徒歩は 0g と，移動手段により大きく異なります。これからは状況に応じた最適な移動方法を選択するこ

とにより，環境負荷を削減する「スマートムーブ（smart move）」が重要です。例えば，公共交通機関が

発達している地域では，公共交通機関や徒歩の積極的な利用，そうでない地域では自動車の利用方法の工夫

（エコドライブの実践など）や，カーシェアリング，コミュニティサイクルなど，さまざまな手段からベス

トミックスで地球にやさしい移動を選ぶことが望ましいといえます。 

出典：平成 26 年度版 環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省） 

 

 移動を伴わないテレワークとは 

テレワークとは，情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した，場所

や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。  

テレワークの効果のひとつとして，通勤減少，オフィスの省力化による，電力消費（量），CO2 排出量の削

減という環境負荷の軽減が挙げられます。 

総務省の試算では，テレワークの導入に伴うオフィス勤務人員の減少・オフィススペースの工夫による照明

の削減，空調使用時間の削減等により，オフィス自体の電力消費量は一人当たり４３％削減可能。テレワー

ク導入による家庭の電力消費量の増加を考慮しても，オフィス・家庭全体で電力消費量は，一人当たり１４％

削減可能。ただし，オフィスだけでなく家庭での節電努力も必要です。 

参考：一般社団法人日本テレワーク協会ホームページ 
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・ 自動車の購入の際には，ハイブリッド自動車をはじめ，電気自動車などの低燃費型の次

世代自動車を積極的に導入する。 

 次世代自動車とは 

低炭素社会づくり行動計画（平成 20 年 7 月閣議決定）において，次世代自動車は「ハイブリッド自動車，

電気自動車，プラグインハイブリッド自動車，燃料電池自動車，クリーンディーゼル車，CNG 自動車等」

と定義されています。 

 

 自動車種別の温室効果ガス排出量の比較 

 
出典・参考：水素・燃料電池戦略協議会ワーキンググループ（第 3 回） 

配布資料２（資源エネルギー庁燃料電池推進室，平成 26 年 3 月 4 日） 

「総合効率と GHG 排出の分析報告書」（財団法人日本自動車研究所，平成 23 年 3 月） 

【用語】 

FCV：燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle）。水素を燃料とした燃料電池で発生した電気を活用。 

PHV：プラグインハイブリッド自動車（Plug-in Hybrid Vehicle）。 

外部電源から充電可能なハイブリッド自動車。 

EV：電気自動車（Electric Vehicle）。電気モーターで駆動する車。 

 

 低公害車の普及促進 

低公害車，次世代自動車の普及のため，各種補助制度や税制優遇制度が設けられています。詳細は環境省の

ホームページをご覧ください。 

参考 URL：http://www.env.go.jp/air/car/lev/index.html 

 

② 効率的な交通・物流システムの活用 

・ コンビニエンスストア等での宅配物一時預かり等の制度を活用して，再配送の軽減によ

り，消費エネルギーを減らす。 

・ 輸送手段を温室効果ガス排出原単位の小さい鉄道や船舶に転換する。 

・ カーシェアリング，レンタカーの有効活用により，用途に応じた車両を選択するなど，

効率の良い利用を心がける。 

・ 環境に考慮した都市開発を推進する。 
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行動４ 緑化・森林整備の推進 

 

・ 地域の緑化活動に参加するほか，身近な場所の緑を増やす。 

・ 地域木材の利用促進により，森林整備を推進し，二酸化炭素の固定化を進める。 

 カーボンニュートラルについて 

産業活動などで排出される二酸化炭素量と植物が成長過程で吸収する二酸化炭素量が同じであること。植物

は大気中の二酸化炭素を取り込み，水と太陽光によって光合成を行い自身の体を作っている。植物を利用し

て最終的に燃焼や分解などで二酸化炭素を排出しても，その二酸化炭素はもともと大気中にあったものであ

るから，大気中の二酸化炭素量増減はないという性質のことである。 

出典：自然エネルギーと環境の事典（NPO 法人北海道自然エネルギー研究会編） 

 

 

基本方針 ４）ごみの減量化や３R 推進による循環型社会の形成 

      （廃棄物の発生抑制，循環型社会の形成） 

 

行動５ ごみ減量，リサイクルの推進 

 

① 廃棄物の発生抑制（リデュース） 

・ マイバックを持参し，レジ袋削減に取り組む。 

・ マイ箸，マイボトルを持参し，ごみを削減します。 

 廃棄物分野における地球温暖化対策 

廃棄物の発生抑制・排出抑制・再使用は，廃棄物の処理量・運搬量を減らし，焼却や最終処分等に伴う温室

効果ガス排出や，運搬に伴うエネルギー起源 CO2 排出を削減します。 

参考：廃棄物分野における地球温暖化対策（平成 26 年 11 月 12 日 WG 資料） 

（環境省廃棄物・リサイクル対策部） 

 

・ 過剰な包装を断るほか，詰め替え商品を購入して容器を削減します。 

・ トレーなどの使用を抑制するため，食品，家庭用品の量り売りを推進する。 

・ 製造事業者等は，過度な包装とならないように簡易包装に努める。 

 

 容器包装リサイクル法制定の背景と課題 

わが国の経済は，「大量生産・大量消費」により，目ざましい発展を遂げてきました。しかし，それと同時

に生み出される廃棄物の量も膨大なものとなり，増大の一途をたどっています。 

最終処分場がひっぱくし，焼却設備の立地がますます困難な状況となる中，生産者として，消費者として，

どのように廃棄物処理の問題に対応していくかが，将来に向けた良好な環境の維持と，わが国経済の持続的

な発展にとって，重要な課題となっています。 
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このような背景の中，容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」）は，家庭から出るごみの約 6 割（容積比）を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築すること

により，一般廃棄物の減量と，資源の有効活用の確保を図る目的で，平成 7 年に制定されました。 

容リ法による一定の成果が得られたと認められた一方で、第 42 回 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部

会において、次のような課題もあげられています。 

1. 容器包装廃棄物の発生抑制・排出抑制等が不十分である 

2. 市町村の分別収集コスト、事業者の再商品化コストが増大している 

3. 市民の環境意識のより一層の向上に取り組むべきである 

4. 最終処分場制約への対応が引き続き必要である 

参考：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ 

 

・ 食べ物をなるべく残さないようにする。 

・ 生ごみを排出するときは，よく水を切るとともに，自宅での堆肥化に努める。 

 生ごみの堆肥化，水切りの必要性について 

家庭から出る生ごみは，家庭で堆肥化することで再生利用され，ごみの排出抑制につながります。また，排

出する場合も，生ごみのおよそ 80％が水分であるため，水切りをすることにより 10～20％の水分を削減

できることから，燃やせるごみの処理に伴って発生する温室効果ガスを削減できるとともに，焼却に要する

エネルギーを減らすこともできます。 

 

・ 製造工程からの廃棄物の発生を抑制する。 

・ 使い捨ての製品より，長く使えるものを積極的に選択するよう心がける。 

・ 道具・製品などは，適切にメンテナンスして，長く大切に使う。 

 省エネ機器への切替施策との整合性は・・・ 

製品のライフサイクルコスト（生産から使用，廃棄までの全体的に係る経費のこと）を考慮し，例えば省エ

ネ機器への切り替えなどで，エネルギー使用量の大幅な軽減が見込める場合は，必要に応じた機器更新も検

討しましょう。特に電気使用量の多い家電製品は買い換えた方が将来的にお得になる場合もあるかもしれま

せん。ただし，使用済み製品の適正処理は忘れずに。 

 

・ 自分に不要となったものを捨てずに他人に譲ったり，フリーマーケットやリサイクルシ

ョップなどを利用する。 

・ 一時的に必要なものはレンタルショップを利用する。 
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② 製品の再使用（リユース） 

・ お祭りなどのイベントでリユース食器を利用する。 

・ 使用済みの製品から，利用可能な部品を取り外し，再利用する。 

 

 あさひかわエコショップ認定制度 

あさひかわエコショップ認定制度は，２Ｒ（Reduce：ごみの発生抑制，Reuse：再使用）等に積極的に取

り組む事業所（店舗）を「あさひかわエコショップ」として認定し，エコショップの活動を広く市民に周知

することにより，利用の推奨及び２Ｒ等の意識の醸成を図ることを目的としています。 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kankyoseisaku/gom/eco-shop/es-index.html 

出典：旭川市環境政策課ホームページ 

 

③ 再資源化（リサイクル） 

・ 家庭ごみや，事業系廃棄物の分別を徹底することにより，資源化を図る。 

・ 紙の使用量を削減するほか，古紙のリサイクルを推進する。 

・ リサイクル製品やグリーン物品など環境にやさしい製品を優先的に購入する。 

・ 環境に配慮したリサイクルがしやすいものづくりを推進する。 

 事業所や家庭でもグリーン購入に取り組みましょう 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷が

できるだけ少ないものを選んで購入することです。 

グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に

環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。 

参考 URL：http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/index.html 
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基本方針 ５）市民，事業者，市の協働による温室効果ガス削減に向けた行動の推進 

 

行動６ 地球温暖化対策の普及啓発 

 

・ 家具や建設資材として，積極的に木材を使用する。 

・ 省エネ機器の導入による温室効果ガスの削減を進め，J-クレジット制度の活用により，

更なる取組を推進する。 

・ ISO14001 や北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES）等の環境マネジ

メントシステムの導入に努める。 

 

 あさひかわ太陽光倶楽部の取組 

あさひかわ太陽光倶楽部とは，御自宅に太陽光発電システムを設置した市民を対象とした任意団体であり，

倶楽部の運営･管理は市が行います。 

会員の皆様が太陽光発電システムで発電した電力のうち，御自宅で自己消費した電力により削減した CO2

の削減効果を倶楽部で取りまとめさせていただき，CO2 を削減したい企業等と取引させていただきます。 

この取引で得られた収入については，「旭川市環境基金」に積み立て，市民還元を目的とする市が行う環境

保全事業の原資として活用させていただきます。 

CO2 を削減したい企業等と取引に当たっては，国が進める「J-クレジット制度」を活用し，実施いたしま

す。 

 

出典：旭川市新エネルギー推進課ホームページ 
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 J－クレジット制度とは 

中小企業等が大企業等から資金等の提供を受け，協働で CO2 排出削減に取り組み，その CO2 削減分を売

却できる仕組みです。 

「あさひかわ太陽光倶楽部」では，市民の皆様の太陽光発電において発電した電力のうち，御自宅で使用さ

れた電力相当分の CO2 削減分をクレジット化し，大企業等へ売却することで得られた資金を市の事業に使

用させていただくものです。 

出典：旭川市新エネルギー推進課ホームページ 

 

 

２ 計画立案手順・進捗管理方法 

 

 本計画の策定については，旭川市環境基本条例第 32 条に基づき，本市の環境行政に関す

る附属機関であります，旭川市環境審議会において計画策定の審議や進捗管理を進めます。 

 

 

３ 庁内の推進体制 

 

 温対法第 20条の 3 第 1 項に規定する，市の事務及び事業に関し，温室効果ガスの排出

の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（地方公共団体実行

計画（事務事業編））に基づいて策定した，旭川市役所地球温暖化対策率先実行計画「エっ

コらしょ」により，庁内の温暖化対策を推進します。 
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４ 地域内の推進体制 

 

 温対法第 26 条により，本市，地域地球温暖化防止活動推進センター，地球温暖化防止活

動推進員，事業者，市民その他地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者が，日常

生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するた

めに組織された，地球温暖化対策地域協議会を地域内の推進体制のひとつと位置付け，地

域内の温暖化対策を推進します。 

 地球温暖化対策地域協議会では，市民や事業者の皆様に向けて，地球温暖化対策に資す

る様々な普及啓発などの事業を推進します。また，市民や事業者との協働による協議会活

動を通じて，地域の地球温暖化防止活動の拡充を目指します。 

 

  

 

構成員 

 

旭川市環境審議会 

地域協議会 

計画策定・進捗管理 

地域内推進体制 

市民・事業者等 

市 

協議会へ参画 

普及啓発事業等の実施 

（エコ診断，セミナー，

イベント，環境教育等） 

「エっコらしょ」 

庁内推進体制 

地球温暖化対策 

実行計画 

事務事業編に基づく 

率先行動 

市民・ 

事業者等 

体制の充実 

地球温暖化防止活動の拡充 

推進員・推進センター 

動機付け 
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