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資料６ 計画策定までの経過 

 

１ 実行計画策定体制 

 

地域内体制 庁内体制 

【旭川市環境審議会】 

構成：学識経験者，民間団体，公募市民等 

役割：実行計画案の確認 

【環境総合調整会議】 

構成：会長（副市長），委員（各部長） 

役割：実行計画策定方針の決定，実行計画案の確認 

【旭川市温暖化対策推進協議会】 

構成：事業者，団体，学識経験者，有識者 

オブザーバー：環境省，北海道 

役割：実行計画案の検討 

【地球温暖化対策実行計画庁内検討会議】 

構成：各庶務担当課，関係課の課長，係長等 

 

役割：実行計画案の検討 

 

 

２ 策定経過 

 

平成２６年 

 

   ９月 ８日 環境総合調整会議 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画の策定について 

(2) 計画策定の背景及び温室効果ガス排出量の現況について 

 

   ９月２２日 地球温暖化対策実行計画庁内検討会議① 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画の策定について 

(2) 温室効果ガス排出量の現況について 

(3) 温室効果ガス削減のための対策・施策について 

 

  １０月 ７日 旭川市温暖化対策推進協議会① 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画の策定について 

(2) 温室効果ガス排出量の現況について 

(3) 旭川市の地球温暖化防止に向けた取組の見直しについて 

 

平成２７年 

 

   １月２０日 旭川市温暖化対策推進協議会② 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画の構成について 

(2) 旭川市の地球温暖化防止に向けた取組の見直しについて 

(3) 削減目標達成のための対策・施策について 
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   ２月１０日 地球温暖化対策実行計画庁内検討会議② 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画の概要について 

(2) 削減目標達成のための対策・施策について 

(3) 削減目標の設定について 

 

   ３月２４日 旭川市温暖化対策推進協議会③ 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画素案の確認について 

 

   ３月２５日 地球温暖化対策実行計画庁内検討会議③ 

(1) 旭川市地球温暖化対策実行計画素案の確認について 

 

   ４月２４日 旭川市環境審議会① 

・ 旭川市地球温暖化対策実行計画（案）について 

 

   ５月 ８日 環境総合調整会議  

・ 旭川市地球温暖化対策実行計画（案）について 

 

   ５月１８日～ ６月１９日   パブリックコメント 

 

   ９月 １日 旭川市環境審議会② 

・ 旭川市地球温暖化対策実行計画（案）に対する意見提出手

続の結果について 

 

   ９月 ９日 環境総合調整会議 

・ 旭川市地球温暖化対策実行計画（最終案）について 

 

  １０月 ６日 公表 
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資料７ 用語集 

 

【 あ 】 

 

ＩＳＯ 14000シリーズ 

国際標準化機構（ISO）が定めた環境管理システム等に関する国際規格をいう。環境管理

システムでは，企業や行政など組織のあらゆる活動における環境への影響を評価・点検し，

環境負荷の低減を進めるための指針となっている。 

 

旭川市役所地球温暖化対策率先実行計画 （エっコらしょ） 

市役所も温室効果ガスを多く排出する事業所の一つであるとの認識のもと，率先して温

室効果ガスの削減に取り組むため，平成 13年に策定。地球温暖化対策の推進に関する法律

第 20条の 3第 1項に基づく実行計画に位置付け，職員・組織の取組を通じたエネルギー

使用量の低減や，グリーン購入（環境に配慮された製品等を優先的，選択的に購入するこ

と）の推進を通じ，温室効果ガスの削減に取り組んでいる。 

 

ウォームビズ 

職場での暖房の利用を減らすことで，二酸化炭素排出量を削減することを目的とした地

球温暖化防止に向けた取組の一つ。冬季の室内温度を 20℃に設定し，膝掛けや重ね着をす

ることで暖かく働きやすい工夫をするなど，暖房に頼りすぎない快適なビジネススタイル

を呼びかけている。 

 

オフセットクレジット（J-VER）制度 

「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20 年 2 月

環境省）を受け，環境省が創設した国内におけるプロジェクトにより実現された温室効果

ガス排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度。企業等が，自らの温室効果ガス

の排出量を把握して，主体的な削減努力を行うとともに，削減が困難な場合に，他の場所

で実現した排出削減・吸収量等を購入することにより相殺する「カーボン・オフセット」

の取組を促進するとともに，国内の排出削減対策等への資金還流が起こり，地球温暖化対

策が一層促進されることを目的としている。 

 

温室効果ガス 

太陽から地表に届いた熱を受けて，地表から放射される赤外線を吸収する作用の大きい

ガスの総称で，代表的なものとしては，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素などがある。

大気中のこれらのガスの濃度が上昇すると地表面からの熱放射が阻害され，地球温暖化が
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引き起こされるといわれている。 

 

 

【 か 】 

 

カーボン・オフセット 

自分の温室効果ガス排出量のうち，排出削減の努力をした上で，どうしても削減できな

い量の全部又は一部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)すること。 

 

カーボン・ニュートラル 

植物は光合成を行い，大気中の二酸化炭素を吸収して成長することから，これを燃焼し

二酸化炭素が発生しても，植物のライフスタイル全体で見ると大気中の二酸化炭素の増減

に寄与しない。この特性を，カーボン・ニュートラルと呼ぶ。 

 

カーボンフットプリント 

製品は，その製造課程から使用後に廃棄されるまでのライフサイクル全体を通じ，二酸

化炭素などの温室効果ガスの排出を伴うが，商品・サービスのライフサイクルの各過程で

排出された温室効果ガスの量を合算し，得られた全体の量を二酸化炭素量に換算して表示

する仕組み。カーボンフットプリントにより表示された製品の二酸化炭素排出量が低いほ

ど，環境への負荷が低い商品と言える。 

 

環境アドバイザー制度 

本市が平成 9 年度から実施している制度。市民や各種団体，学校等における自主的な環

境学習や環境保全活動等を人的に支援することを目的として，市にアドバイザーとして登

録されている市民の方々を派遣する制度で，地域における環境教育のサポートを行ってい

る。 

 

環境と開発に関する国際連合会議 （UNCED） 

地球サミットとも呼ばれ，UNCEDは United Nations Conference on Environment 

and Development の略。 

1992（平成 4）年，国際連合の主催によりブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催され

た，環境と開発をテーマとする首脳レベルでの国際会議。同会議では，温暖化防止のため

の気候変動枠組み条約等への署名がはじまるとともに，環境と開発に関するリオ宣言等が

合意された。 
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環境マネジメントシステム 

企業などが自ら企業経営の中でエネルギー消費量や廃棄物を減らすことなど，環境への

負荷を低減していくための計画（Plan）を立て，それを実施（Do）し，達成度などを評価

（Check）した結果を踏まえ，更なる改善を図る（Action）することにより取組を推進す

る，ＰＤＣＡサイクルを繰り返し行うことにより，継続的に環境負荷の低減が図られるよ

うな組織体制にするためのマネジメントシステム。代表的なものとして，ＩＳＯ14001や

北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES）などがある。 

 

気候変動に関する国際連合枠組条約 （UNFCCC） 

気候変動枠組条約とも呼ばれ，UNFCCC は United Nations Framework Convention 

on Climate Change の略。 

地球温暖化防止に関する取組を国際的に協調して行っていくため，1992（平成 4）年 5

月に採択。この条約は，気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準に

おいて，大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし，締約国に

温室効果ガスの排出・吸収目録の作成，地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実

施等の各種の義務を課している。 

 

気候変動に関する国際連合枠組条約 締約国会議 （COP） 

ＣＯＰは Conference of the Parties の略。 

気候変動に関する国際連合枠組条約の締約国による会議であり，1995（平成 7）年にド

イツ･ベルリンで第 1 回締約国会議（COP１）が開催されて以来，毎年開催されている。

1997（平成 9）年に京都で開催された COP3では，各国の温室効果ガスの削減目標を規

定した京都議定書が採択されている。 

 

気候変動に関する政府間パネル （ＩＰＣＣ） 

ＩＰＣＣは Intergovernmental Panel on Climate Change の略。 

世界気象機関（WMO）と国連環境計画 （UNEP）により 1988（昭和 63）年に設立

された国連の組織で，各国政府から推薦された科学者の参加のもと，地球温暖化に関する

科学的・技術的・社会経済的な評価を行い，得られた知見を政策決定者をはじめ広く一般

に利用してもらうことを任務としており，2007（平成 19）年に第 4次評価報告書を発表

している。 

 

京都議定書 

1997（平成9）年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）

において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある

数値目標が決定されるとともに，排出量取引，共同実施，クリーン開発メカニズムなどの
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新たな仕組みが合意された。 

 

クールビズ 

職場での冷房の利用を減らすことで，二酸化炭素排出量を削減することを目的とした地

球温暖化防止に向けた取組の一つ。夏季の室内温度を 28℃に設定し，ノーネクタイなど涼

しく働きやすい服装にするなど，冷房に頼りすぎない快適なビジネススタイルを呼びかけ

ている。 

 

工業プロセス部門 

セメント，生石灰などの鉱物製品や，アンモニアなどの化学製品を工業的に製造する際

に，物理的・化学的プロセスから排出される温室効果ガスを計上する部門。 

 

国内クレジット制度 

京都議定書目標達成計画において規定されている，大企業等の技術・資金等を提供して，

中小企業等が行った二酸化炭素の排出抑制のための取組みによる排出削減量を認証し，自

主行動計画等の目標達成のために活用する仕組み。中小企業等が削減した二酸化炭素を，

大企業に売却できる制度。 

 

 

【 さ 】 

 

再生可能エネルギー 

自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称で，化石燃料（石炭・

石油）や原子力といった枯渇の恐れがあるエネルギー資源と対比して用いられる。代表的

なものは，太陽光，風力，水力，地熱などの自然エネルギーであり，廃棄物の焼却で得ら

れるエネルギーもこれに含まれる。 

 

３Ｒ 

廃棄物等の発生抑制 (Reduce リデュース)，再使用(Reuse リユース)，再生利用

(Recycle リサイクル)のことで，それぞれの頭文字を取って３Ｒと表す。発生抑制は廃棄

物の発生を減らすこと，再使用は使用済みのものを繰り返し使用すること，再生利用は使

用済みのものを原材料等として再利用することを指す。 

 

ＣＯＰ  

冷暖房器具のエネルギー消費効率のことであり，ＣＯＰは  Coefficient Of 

Performance の略。 
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投入したエネルギーと出力されるエネルギーの比率を表す係数であり，数値が大きいほ

ど高効率であることを示している。 

 

雪氷冷熱 

雪や氷が持つ冷熱エネルギーのことであり，建物の冷房や農産物の冷蔵等の熱源として

利用することができる。冬期間の雪氷を有効利用でき，また，二酸化炭素の発生も伴わな

いことから，積雪寒冷地域における有効な再生可能エネルギーとしての活用が可能である。 

 

 

【 た 】 

 

代替フロン類 

オゾン層破壊への影響が強いとされた特定フロンに替わり，オゾン層を破壊しない物質

として生産されているフロン類。オゾン層は破壊しないものの，地球温暖化係数が二酸化

炭素よりもはるかに大きいことから，京都議定書でハイドロフルオロカーボン，パーフル

オロカーボン，六フッ化硫黄の３物質が削減の対象となっている。 

 

地球温暖化係数 

温室効果ガスであるメタン，一酸化二窒素，代替フロン等３ガスの温室効果に与える程

度を，二酸化炭素を１として相対値として表したもの。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

京都議定書により，日本に課せられた温暖化ガスの排出削減目標を達成するために策定

された法律。 

 

地中熱ヒートポンプシステム 

年間を通じ安定している地中の熱を熱交換を行うことにより活用するシステム。冬季は

地中から熱を回収し暖房･給湯に活用，夏季は地中に放熱することにより冷房として利用す

ることが可能である。 

 

低炭素社会 

化石エネルギーへの依存から脱却し，地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの一つで

ある二酸化炭素の排出量が少ない産業･生活システムを構築した社会。 
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【 は 】 

 

バイオマス 

光合成によってつくり出される再生可能な，生物由来の有機性資源で化石資源を除いた

ものを指し，廃棄される紙，家畜排せつ物，食品廃棄物，建設発生木材，製材工場残材，

下水汚泥などの廃棄物系バイオマス，稲わら・麦わら・もみ殻等の農業廃棄物や林地残材

（間伐材，被害木等）などの未利用バイオマスがある。大気中の二酸化炭素を吸収し生成

した資源であるため，トータルバランスとして使用により大気中の二酸化炭素濃度を高め

ないことから，利用の拡大が検討されている。 

 

フードマイレージ 

英国で提唱された「Food Miles」の考え方に基づき，農産物の輸送による環境負荷を数

値化するために考えられた指標のこと。農産物の輸送量に輸送距離を乗じて算出され，食

料の生産地から食卓までの距離が長いほど，輸送に要する燃料が増加（二酸化炭素排出量

の増大）を伴うため，この数値が高いほど環境に大きな負荷を与えていることになる。 

 

北海道環境マネジメントシステムスタンダード （HES） 

国際規格である ISO14001 を基本とし，多くの中小企業や各種団体などの多くの組織が

容易に取り組める環境マネジメントシステムとして，社団法人北海道商工会議所連合会が

中心となり構築された環境規格。 

 

 

【 ま 】 

 

見える化 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素が，日常生活のどのような場面でどのくらいの量を

排出し，その削減の方法や工夫，効果としてどの程度削減できるかを分かりやすく示すこ

と。 

 


