
平成 25年度 第 1回稚内市環境審議会 概要録 

 

1．日時  ：平成 26年 3月 28日(金)  10：00～11：00 

2．場所  ：稚内市役所 3階 市長会議室 

3．出席者 ：委員 11名中 9名出席  

 

4．会議の議事録 

(1)開会 

〈事務局〉 

ただ今より、「平成 25年度 1回稚内市環境審議会」を開催いたします。 

まず初めに、政策調整部長よりご挨拶させていただきます。 

部長、よろしくお願いいたします。 

 

<部長> 

環境基本計画等の推進に各委員の理解と協力に対して深くお礼を申し上 

げます。 

経済産業省で予算付けがされている風力発電に係る送電網の敷設調査が行

われている。 

平成 25 年度には 250億円が予算付けされ、平成 26 年にも調査費が予算付

けされている。 

送電網整備事業が実現すると総額 1200億円を超える事業となる。 

送電線、北本連系が増強されることで稚内市が再生可能エネルギー供給基

地としての体をなしていくことになり、早い段階での実現を望んでいる。 

稚内市風力発電ガイドラインについて、現在見直しを実施している。 

 

(2)議事 

〈事務局〉 

それでは、議事に入りたいと思います。議事の進行は、会長にお願いいたし

します。会長よろしくお願いいたします。 

 

〈会長〉 

  それでは、議事を進めてまいります。 

「（1）稚内市環境基本計画年次報告（平成 24 年度の状況）について」事務局

より説明をお願いします。 

    

 



<事務局> 

まず、はじめに、環境審議会と環境基本計画について概要を説明させていた

だきます。 

 

〇稚内市環境審議会について 

「稚内市環境審議会」は、稚内市環境基本条例（平成 15年 3月施行）に基づき、

環境の保全に関する基本的な事項について、調査・審議するため設置していま

す。 

審議会委員は、「学識経験を有する者」、「関係行政機関の職員」、「関係団体

を代表する者」、「一般公募による者」からそれぞれ 3名以内、合計 12名以内で

構成し、環境基本計画（平成 18年 2月策定）に基づく各種環境施策、について、

専門的な立場から審議を行うとともに、広い見識を持って提言や助言を行って

いただきます。 

 

〇稚内市環境基本計画について 

「稚内市環境基本計画」は、平成 18 年 2 月に策定され、その計画期間は平成

18年度から 27年度までの 10年間となっております。 

この計画は、稚内市環境基本条例に基づき、長期的視点に立ち環境に対する

基本的な方針と市民、事業者、市の各主体が担う具体的な取り組みを示す総

合的計画として策定しております。 

環境基本計画策定ワークショップ会議が主体となって、計画の素案を策定し、

市の庁内検討委員会で検討調整後、環境審議会に諮問、答申を経て決定され

ました。 

5 ページですが、環境基本計画の中では、「海と緑が美しく、歴史・文化を大切

にし、健康で安全に暮らせる まち」を稚内市の望ましい環境像として設定して

います。 

6 ページ、7 ページとなります。この望ましい環境像を実現するために、自然環

境、生活環境、社会環境、地球環境及び環境保全からの 5 つの基本目標を掲

げ、16の個別目標、42の施策の大綱で展開します。 

28ページですが、計画の推進体制について記載されております。 

庁内における環境基本計画推進組織として、関係部局で構成する「庁内推進

会議」を平成 18年度に設置、「環境施策の体系」に基づき実施された事業につ

いて、各担当課より報告を受け、年次報告書として取りまとめております。 

また、平成 22年度には市民・事業者等で構成される「環境づくり会議」が設置さ

れ、稚内市全体として計画を推進するための具体的な取り組みを、検討、実施

しています。 



それでは、議事「（1）稚内市環境基本計画年次報告（平成 24年度の状況）につ

いて」説明させていただきます。 

この報告書は、稚内市環境基本条例第 9 条の規定により、環境の状況、環 境

基本計画に基づいて実施された施策の取り組み状況などを明らかにするため

の報告書として作成し、公表するものであります。 

本市では、風力、太陽光といった再生可能エネルギーの導入を推進、また、

温室効果ガスの排出抑制に向け、市内全域を対象とした二酸化炭素排出量の

削減目標を定めた「稚内地球温暖化対策実行計画」や、市の事務・事業から排

出される二酸化炭素削減量の削減目標を定めた「稚内市地球温暖化対策実行

計画（事務・事業編）」を策定しております。 

また、先ほどもお話しさせていただきましたが、平成 22年度には市民・事業者

等で構成される「環境づくり会議」が設置され、再生可能エネルギーの導入推進、

二酸化炭素排出削減に向けた取り組みだけではなく、稚内市全体として計画を

推進するための具体的な取り組みを、検討、実施しています。 

 

資料 4 ページですが、先ほども説明させていただきましたが、環境基本計画

の施策の体系は、5 つの基本目標と、それを達成するための 16 の個別目標と

42の施策の大綱により構成されております。 

 

この 42 の施策の大綱に基づいた環境の取組みについて 5 ページ以降に記

載しております。 

本資料については、昨日、委員の皆様に事前に配布させていただいておりま

すので、際しい説明は省略させていただきますが、ほとんどのものが継続事業

でありますので、新たに平成 24 年度に実施された施策を報告させていただきま

す。 

6ページ 1-2緑とふれあう機会の創出の部分 ･･中段となりますが、「⑩人権の

花事業」 

主に小学生を対象とした啓発運動である「人権の花運動」を 5月28日に実施し、

花苗を市内 14小学校へ配布した。 

 

16ページ 12-1省エネルギーの推進の部分について 

②節電説明会の実施（環境共生課） 

市民の節電を促すため、一般財団法人省エネルギーセンターより省エネルギ

ー普及指導員を招聘し、市民を対象とした節電説明会を夏季と冬季の計 2回

実施した。 

 



③節電の街頭啓発の実施（環境共生課） 

市民の節電を促すため、稚内市、環境づくり会議、北海道電力株式会社、宗

谷総合振興局の職員が街頭で節電啓発用ティッシュの配付を夏季と冬季の

計 2回実施した。 

④節電チャレンジコンテストの実施（環境共生課） 

市民の冬期間の節電を促すため、「節電チャレンジコンテスト」を実施し、 

平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月までの電気使用量を前年同月比で 7%以

上削減した世帯を対象に粗品を贈呈した。 

⑤スマートコミュニティ―について（環境共生課） 

「環境都市・稚内におけるスマートコミュニティ事業調査」において、稚内市に

おけるスマートコミュニティシステムの導入可能性調査を実施した。 

 

17ページ 12-3 新エネルギーの開発と有効利用の部分 

⑤再生可能エネルギー推進稚内大会～第 16回全国風サミット in わっかない

～の開催（環境共生課） 

再生可能エネルギー推進稚内大会において、再生可能エネルギーの普及拡

大やエネルギーの地産地消による低炭素化社会の実現目指すことを目的に

開催した。 

 

これ以外の実施施策は平成 24年度以前からの継続事業であります。 

議事「（1）稚内市環境基本計画年次報告（平成 24 年度の状況）について」の報

告は、以上です。 

 

<副会長> 

17ページ 12-3において、民間企業、大学の記述が多くある。 

稚内市のこれらとの機関との関わり合いについて教えていただきたい。 

 

<事務局> 

きょうもく（株）の事業と市との関わりはない。 

この報告書の報告内容は、稚内市庁内推進会議に照会をかけたものとなって

いる。 

環境基本計画は稚内市全体を対象とした計画のため、事務局として担当課で

把握している事業者の実施事業についても、とりまとめた報告書を作成したい。 

風車の事業についての取組も記述している。 

今後は環境づくり会議（民間や事業者が主体）において、各事業者が行ってい

る事業の報告を行いたい。 



 

<副会長> 

副会長自身も大学において、近い取組を行っている。 

 

<委員> 

16 ページ 12-1 ④節電チャレンジコンテストについて、24 年度において 7%以

上節電された世帯の割合はどのようになっているか 

 

<事務局> 

107件の応募があり、応募された中からランク付けを行い、粗品を贈呈している 

 

<委員> 

住民が参加でき、いい取組だと思う。 

来年、再来年も実施する予定か。 

 

<事務局> 

はい 

 

<会長> 

昨年度の庁内の削減率は何パーセントか。 

 

<事務局>  

平成 24 年度において庁舎内では、平成 23 年度と比較して削減率 15%以上と

なっている。 

今年度も実施しており、平成 23年度と比較して 15%以上削減している。 

 

<委員> 

17ページ12-3 ⑤風サミットについて、平成24年度の風サミットは、風力発電等

の説明があり、稚内が再生可能エネルギーの街と印象づけられたサミットだった

と思う。 

 

<会長> 

   続きまして、「（2）稚内市地球温暖化対策実行計画 平成 24 年度実施状況に

ついて」、事務局より説明をお願いします。 

 

 



<事務局> 

続きまして、議事「（2）稚内市地球温暖化対策実行計画 平成 24年度実施状

況について」説明させていただきます。 

 

〇稚内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（温暖化対策推進法、温対法などとも 

呼ばれている）第20条において、“地方公共団体は、その区域の自然的社会的

条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施

策を策定し、及び実施するように努めるもの”とされております。 

本市では、市内全域を対象として二酸化炭素排出量の削減を目指す「稚内 

市地球温暖化対策実行計画」を平成23年2月に策定しており、本計画は、市内

全域を対象とした実行計画の目標を達成するため、市役所としての目標や具体

的な取組を示したものとなっております。 

 

計画期間は、2011年度（H23年度）～2020年度（H32年度）の10年間で、1990年

（平成2年）と比較してCO2排出量25%削減を目標とする計画となっております。 

 

市内全域におけるCO2排出量は、各種統計資料を基にして算出します。その統

計資料が2年程度遅れで公表されるため、まだH24年度の結果は纏まっておりま 

せん。 

現在、H23年度分を集計しているところであり、結果については今後の審議会で

報告させていただきます。 

 

〇稚内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）について 

温対法第20条の3において、“地方公共団体は、当該地方公共団体の事務・

事業に関し、温室効果ガス排出量の削減等の措置に関する計画を策定するも

の”とされております。 

 

「第1次稚内市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」は、平成16年度の排

出実績を基準として、平成22年度までに二酸化炭素排出量を6%削減すること

を目標として取り組みを進めてまいりました。 

市の主な施設（本庁舎、図書館、保健福祉センター、科学館、水族館、エネル

ギーセンター、文化センター、自然の家、消防本部）9施設を対象に取り組み、

CO2排出量は、（H20年度には5.96%とほぼ6%削減を達成しましたが）単年度で

の6%削減を達成できず、H18年度～22年度の5年間の平均でも3.3%の削減と、

目標達成はできませんでした。 



 

これに続いて H23.4 に策定したのが「第 2 次稚内市地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）」であります。 

計画の3ページですが、市の主な施設12施設（本庁、図書館、保健福祉セン

ター、科 学館、水族館、エネルギーセンター、消防本部、保育所（白樺・港）、

学校給食センター、市立稚内病院、こまどり病院）を対象としています。 

対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素をはじめ 6種類ありますが、この計画

では市全域を対象としている実行計画と同じく、二酸化炭素（CO２）を対象物質

としております。 

計画期間についても市内全域を対象とした実行計画と同様、H23 年度～H32

年度の 10 年間としており、この 10 年間で CO2排出量 53 万 8,000kg、率にして

7.3%削減を目標としております。 

 

目標達成には、抜本的にエネルギーシステムの見直し等をしなければ難しい

数値ではありますが、市内最大の事業所としての責務から、高い目標を掲げ、

今後も職員に協力をお願いしながら、目標達成に向け取組を行っていきたいと

考えております。 

 

3ページの H24年度の実績についてですが、18年度比 0.2%の減となってい

ます。 

 

4ページでは、CO2排出量の推移をグラフで表しております。 

基準年の平成 18 年度以降の推移でありますが、19、20、21 年度までは減少し

ておりますが、22年度は 0.8%の増加、23年度から減少傾向にあり、H24年度は

0.2%の減となっています。 

 

5 ページ、6 ページは、対象施設ごとのエネルギー使用量と二酸化炭素排出

量を記載しております。黄色で塗りつぶしているところは、平成 18 年度と比較し

て増加しているものです。 

増加の要因の分析が最も難しいところだが、最も重要なところでもあるので、

その要因をまとめた。 

 

まず、本庁舎ですが、水道、ガソリンが大きく増加しております。これは、平成

19 年に分庁舎が廃止され、本庁舎の職員数が増えていることが要因はではな

いかと思われます。 

ガソリンについては、公用車の入れ替えにより、軽油のクルマが減ってガソリン



車が増えたこと、公用車出張が増えていること（これまで宗谷バスが運行してい

たバス路線を廃止し、市で天北・増幌地区、更喜苫内地区に乗り合いタクシー

を走らせており、約 10,000 リットル使用していること）が要因と考えております。 

H24 年度は夏・冬の 2 回、節電目標を持った節電が要請されたこともあり、ほ

とんどの施設で電気使用量が減少、本庁全体では 1.3%の減となっております。 

 

図書館については、平成 22 年度から開館時間を延長したことにより、水道の

使用量増えている。また、以前は電気・熱のコジェネを利用しておりましたが、平

成 24年度内に使用を止めたため、電気使用量が大きく減少、代わって、A重油

の使用が始まり、施設全体としても 5割以上の増加となっております。 

 

科学館、水族館については、イベント等によりエネルギー使用量が各年度で増

減はありますが、施設全体としては減少しております。 

  

エネルギーセンターについては、冬の寒さが厳しかったこともあり、暖房に係る

A重油及び送風等に使用する電気の使用量が増加した。 

エネルギーセンターの CO2排出量が全体の 4 割程度を占めており、中でも、エ

ネルギーセンターにおける A 重油の使用量が大きく影響します。施設全体で

5.2%増加しており、これは、全体の約 2%に相当しております。 

  

消防については、ガソリンの使用量が増えておりますが、これは救急車につい

て、H22までは軽油使用車両だったが、H23にガソリン使用車に入れ替えたため、

ガソリン使用量が増加、また、管外への搬送や救急出動の回数が増加しているこ

とも要因です。灯油については、ボイラーを更新したこともあり、大幅な減となって

おります。 

 

6 ページの白樺・港の両保育所については、こまめな消灯やストーブ温度を管理

することで電気、灯油ともに減、施設全体でも減となっております。 

 

給食センターの A 重油については、学校の授業時間の増加や、学校により春・

夏・冬休み期間が異なっていたため、稼働日数が多くなったことが要因と考えられ

ます。 

 

市立病院の電気については、H23に外来冷房設備を導入し、契約容量も 850kWか

ら 875kWへ引き上げており、冬季も著しい降雪により、ラジエターロードヒーティングと

歩道ロードヒーティングの稼働が増加したことにより増加しております。 



こまどり病院については全てのエネルギー使用量が減、施設全体での排出量も

減少しております。 

 

エネルギー使用量がかなり減少している施設もあり、その取組内容が、他の 

施設のエネルギー使用量の減少につながる可能性があることから、各施設での

取組みについて情報共有を図っていきたいと考えております。 

 

7、8 ページに施設別と排出要因別の二酸化炭素の排出量及び削減率の推移を

載せています。施設別では、図書館、エネルギーセンター、給食センター、市立

病院で増加傾向にあります。排出要因別では A 重油とガソリンの使用量が増え

ているという状態となっている。 

 

9、10 ページ 公用車の状況 レギュラー70 台、ハイオク 2 台、軽油 38 台、電気

自動車 2台 延べ計 112台の公用車を使用しております。 

 

レギュラー70 台のうち、3 台がハイブリッド車で、普通のレギュラー車やハイオク、

軽油と比較し、燃費の良いものを導入している。 

 

11ページでは、平成24年度の全課取組状況について、各課に地球温暖化防止

推進員を配置し、28の項目について各課の取組み状況を「○」、「△」、「×」で毎月

報告させております。 

○を 100点、△を 50点、×を 0点で点数化しており、ほとんどの項目で 90点以上と

なっ ております。22、23、24 番の取組については若干低いので、重点的に取り

組みたい。 

 

7.3%削減という目標達成に向けて、省エネ設備や、ハイブリッド車などの導入を

進めていく必要がある。今後も、目標である 7.3%削減に向けて、職員に協力をお

願いしたい。 

 

<会長> 

庁内各課の公共施設のエネルギー使用量についての報告について意見、感

想はありますか。 

 

<委員> 

9 ページの公用車のハイブリッドの平均燃費は 12.69km となっており、このハ

イブリッド車の平均燃費はこの程度か。 



<事務局> 

市で所有しているハイブリッド車はエスティマ 2 台、プリウス 1 台となってい 

る。 

エスティマが長距離を走っているため、この程度の燃費になる 

 

<委員> 

これからハイブリッド車を増やす予定はあるか。 

 

<事務局> 

これから入れ替える車についてはハイブリッド電気車を導入していきたい。 

補足として、ガソリンの使用量が多くなっているのは、義務的な要素である乗り

合いタクシー、スクールバスが影響している。 乗り合いタクシー、スクールバ

スの利用は、庁舎における職員の取り組みと異なる要素であるため、乗り合い

タクシー、スクールバスの要素を除いた結果を提示する予定である。 

給食センターの稼動日数については、長期休暇の始行式と終業式の日がず

れないように平成 24年度に教育委員会から申しいれている。 

 

<会長> 

計画と実績との対比について、計画を見直す形での変更か、実績を計画に

合わせて変更することか 

 

<事務局> 

計画に沿った実績に近づけていく努力をする。 

近い段階での計画の見直しは予定していない。 

 

<会長> 

実績の表し方を調整するということか。 

 

<事務局> 

はい 

 

 

 

 

 

 



<委員> 

長期休業における給食センターの稼働日が多いとこのような結果となることを

初めて知った。 

稚内市として CO2 排出量削減の計画の関係から、学校関係の協力をしなけ

ればならないことをもとっと強く言っていただいて良かったのではないか。 

札幌市内では終業式始業式は統一されている。 

稚内市は現場重視で、学校の裁量に任せる部分が大きいと思う。 

平成 26 年度では始業式終業式は各学校のズレはなくなっている。始業式終

業式の日程がずらさなければ排出量がプラスにならないようになるのではな

いか。 

 

<委員> 

各施設へ実績を報告して、協力を促していると思うが、このことについて工夫

していることはあるか。 

 

<事務局> 

庁舎全体の会議を開き、情報交換し、意見を頂き、反映させている。 

照明の間引き、エレベーターの稼動停止、などのこまめな努力に取り組んで

いる。 

市民の皆さんに不便をかけないように努力していきたい。 

 

<委員> 

5 ページについて、図書館については新しい施設のためこのような数字にな

っている。 

節電、地球温暖化対策についての広報が重要になると思うが、一般的な PR

をしていく予定はあるか。 

 

<事務局> 

行政の取り組みを紹介する出前講座を実施している。町内会、事業所、市民

の皆さんに計画等を発信していきたい。節電チャレンジコンテストについては

浸透しており、これらの事業を継続して取り組んでいきたいと考えている。 

 

<委員> 

8 ページの灯油使用量の使用量が減少していることや電気の使用量につい
ては変化がないことから、熱源の燃料を灯油から電気に変更しているのか。そ
れとも、室温設定を低くしたか、チップボイラー等の非灯油ボイラーを導入し
たためにこのようになっているのか。 



<事務局> 

チップボイラー等は導入していない。暖房で使用している灯油、重油等を対

象としている。ボイラー等の更新については、省エネルギータイプのものの導

入を考えていきたい。 

電気の使用量が変化せず、灯油の使用量が減少している理由は、まとめ切

れていない。今後、要因等をまとめていきたい。 

 

<会長> 

最終的には CO2換算がなされるため、どのエネルギー源の使用により CO2排

出量が増えたかがわからなくなっている部分がある。今後、事務局より実績の

比較を行うとの話があったので、情報開示がなされるとよいのではないか。 

 

<副会長> 

9ページの公用車について、ハイオクタンの車種はどのようになっているか。 

 

<事務局> 

消防施設保有の車と庁舎で保有している黒塗りの車である 

 

<副会長> 

今後の導入方針について、燃費、CO2 排出量、コスト等の要素があるが、どの

ようなことを優先的にして導入していくつもりか。 

 

<事務局> 

新車での入れ替えでは、燃費又は、環境負荷の少ないもの等を選択する。使

用目的等を鑑みながら、クリーンディーゼルまたは電気自動車のどちらがよい

のかを検討する。 

中古車については市の保有している公用車の大半は中古車が多い。現状に

おいて、全体的には CO2対策が十分になされていない車がある。今後は、中

古車についても CO2対策がなされた自動車を選定していく。 

 

<副会長> 

公用車の導入について、対外的なアピールを優先するのか、実勢的なことを

優先するのか。 

 

 

 



<事務局> 

電気自動車を販売されてからすぐに導入している。このため、電気自動車の

向き不向きな用務等を把握できている。 

電気自動車の導入については、目的を考えなければならない。 

しかしアピールする視点にたつと、公用車の更新があるので、電気自動車の

導入は視野に入れている。 

 

<副会長> 

稚内市温暖化対策実行計画（事務事業編）の 5 ページ、7 ページの用紙や

OA 機器について、ペーパーレスオフィス等に取り組んでいるか。取り組んで

いる際の実情はどうなっているか 

 

<事務局> 

以前からペーパーレス化に取り組もうとしていた。実現しづらいため、コピー用

紙の再利用、両面コピーの奨励を行っている。平成 26 年度の庁内の検討会

議等においては、タブレット等を導入して取り組む。 

ペーパーレス化においては、手元に資料がないことの不便さがあるため、この

課題をどのように解決していくかを平成 26年度に研究していく。 

 

<会長> 

2番目の議案についてはこれで閉じたいと思います。 

    

（3）その他 

<会長> 

3番目 その他について、事務局から何かございますか。 

  

<事務局> 

平成 25 年度に、稚内市風力発電ガイドラインの見直しについて、ご意見をい

ただく予定であったが示せなかったことをお詫び申し上げます。 

最終取りまとめを行っており、新年度の早い時期に、見直し案を示して、意見

をいただきたい。 

 

(4)閉会 

<会長> 

以上をもちまして、平成 25 年度第一回稚内市環境審議会を閉じさせていた

だきます。 


