HOKKAIDO

北広島市

■ 地球温暖化とは
地球の表面には窒素や酸素などの大気が取り巻
いており、私たちが暮らしやすい気温に保たれて
います。現在、地球の平均気温は 14℃前後です
が、もし大気中に保温効果を持つ水蒸気、二酸化
炭素、メタンなどの温室効果ガスがなければ、マ
イナス 19℃くらいに低下してしまいます。
太陽から地球に降り注ぐ光は、地球の大気を素
通りして地面を温め、その地表から放射される熱
を温室効果ガスが吸収し大気を温めています。
近年、産業活動が活発になり、大気中に二酸化
炭素、メタン、フロン類などの温室効果ガスが大
量に排出されてきたため、大気の保温機能が高ま
り、気温が上昇し始めています。

(出典)全国地球温暖化防止活動推進センター

図 1 地球温暖化のメカニズム

■ 地球温暖化の現状
世界の平均気温は明治 39
（ 1906 ） 年 か ら 平 成 17
（2005）年までの 100 年間
で 0.74℃上昇しました。また、
最近 50 年の気温上昇は、過去
100 年の上昇速度のほぼ 2 倍
に相当し、近年になればなるほ
ど温暖化が加速していること
がわかります。このまま温暖化
が進むと、大雨の増加や海面上
昇など環境に重大な悪影響が

(出典)環境省「STOP THE 温暖化 2012」

図 2 世界の平均気温

及ぶ心配があります。

温室効果ガス排出量が増加した要因は、私たちの比較的身近なところにある家庭部門や業務部門に
おけるエネルギー消費量の増加にあります。そして、地球温暖化に対する効果的な対策を早急に講じ
る必要があることから、
「北広島市地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効果ガスの削減目標を掲
げ、省エネルギーや再生可能エネルギーの取組を一層推進することとしました。
北広島市の自然豊かな環境を、未来を担うこどもたちへ引き継いでいくために、今できることから
始めましょう。

■ 北広島市の二酸化炭素排出量の実態
平成 17（2005）年度から平成 23（2011）年度までの二酸化炭素排出量を部門別に推計しまし
た。北広島市の二酸化炭素排出量は、平成 17（2005）年度の 548.5 千トンから上昇し、平成 19
（2007）年度の 605.5 千トンをピークに、その後減少してきましたが、平成 23(2011)年度に再
び増加に転じています。
減少後、
再び増加！

図 3 北広島市の部門別二酸化炭素排出量の推移

■ 北広島市の二酸化炭素排出量の将来推計
新たな温暖化対策を実施せずに現状の活動を継続
した場合を想定し、二酸化炭素排出量の将来予測を

23.2 千トン増加！

行いました。
予測に際しては、北広島市の人口変化や近年の社

548.5

571.7

会傾向などを勘案して推計を行っています。
その結果、北広島市における二酸化炭素排出量は、
目標年度である平成 32（2020）年度には 571.7
千トンとなり、基準年度（平成 17（2005）年度）
に対し、23.2 千トン増加すると試算されました。
＜対象とする温室効果ガス＞
平成 23（2011）年度に北

メタン・フロン類等
3.4％

広島市で排出される温室効果
ガスの 96.6％が二酸化炭素
です。
このため、本計画の温暖化
対策等は、二酸化炭素を対象

二酸化炭素
96.6％

としました。

図 4 北広島市の二酸化炭素排出量の将来推計

■ 北広島市の短期目標
北広島市では、住宅用太陽光発電システムの導入に対する補助制度や生ごみのバイオガス化処理な
どのすでに取り組んでいる温暖化対策がありますが、更に、今後実施を予定している取組や、市の啓
発活動、市民・事業者の協力などによる削減量等を加え、北広島市の短期目標を設定しました。

図 5 北広島市における削減目標

■ 取組の基本方針と具体的な施策
目標達成に向け、４つの基本方針を定め、温暖化対策に効果的な施策を実行・検討します。

具体的な施策：エコドライブ等の普及促進、環境教育の充実、環境団体等との協働など

具体的な施策：市民の設置する太陽光発電システムの導入拡大、公共施設における率先した
取組（環境配慮型施設への更新・太陽光発電設備の導入等）など

具体的な施策：公共交通機関や自転車の利用促進、幹線道路の整備、公共用地の緑化推進など

具体的な施策：生ごみのバイオガス化処理、廃食油の回収、粗大ごみの再利用、資源回収団体
への支援など

■ 実施主体に期待される役割

北広島市

具体的な取組を行うため、北広島市をはじめ、市民・事業者のみなさま
それぞれに期待される役割があります。
北広島市の役割

市 民

事業者

①対策の推進：市民、事業者が行う地球温暖化防止の取組を支援します。
②情報の収集・提供：最新情報等を収集し、市民、事業者に提供していきます。
③環境教育の推進と人材の育成：市民・事業者等に対する環境学習を実施し、グリーンコンシューマー※
や、温暖化防止に協力する市民団体・環境団体の人材育成を支援します。
※ エコマークの付いた商品の購入、省エネルギー製品の積極的な選択など、環境に配慮した行動をする消費者のこと

④北広島市職員の意識の向上及び率先的な省エネ行動：温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、
温暖化の防止に関する施策を実行します。

市民の役割
①省エネ行動の実践：市民は、日常生活と温室効果ガスの排出との関係を理解するとともに、自主的に省
資源・省エネ行動を実践し、環境負荷の削減に努めます。
②地球温暖化対策活動への参加：地域や市民団体などの地球温暖化防止活動へ積極的に参加します。

事業者の役割
①環境配慮行動の実践：事業者は、事業活動中の省資源・省エネルギーの実践や従業員に対する環境教育、
環境負荷の少ない製品の開発や製造などに努めます。また、環境マネジメントシステムの積極的な導入
や省エネ設備等への投資など環境負荷の低減を意識した事業活動を行います。
②地球温暖化対策活動への参加：地域などの地球温暖化防止活動に積極的に参加・支援します。

北広島市全体における二酸化炭素排出量のう
ち約 25％が家庭部門から排出されています。
市民のみなさま一人ひとりが、ご家庭の身近
なところから取組をはじめることで、地球温暖
化対策につながります。

地球温暖化について
学びましょう

身近な省エネ行動に
取り組みましょう

正しい知識を身につけるために･･･
□ 地球温暖化のしくみを学ぶ
□ 市などが行う環境学習イベントなどに
参加する
□ 環境問題について興味を持つ
など

省エネ活動を地域や職
場・学校に広げましょう
省エネ活動を広げるために･･･

□ 家族や友人、職場内などで省エネ活動を
呼びかける
□ 職場で環境マネジメントシステムを導入
する
など

例えば

リビングで･･･
冷房の温度を 1℃高
く、暖房の温度を
1℃低く設定する

お風呂で･･･
シャワーの流しっ
ぱなしを減らす
エアコン

CO2 を
年間-29.1kg
(約-2,760 円)

CO2 を
年間-29.2kg
(約-1,840 円)

買い物で･･･
マイバッグを
利用する（レ
ジ袋を使わな
い）

CO2 を
年間-58kg

CO2 削減とともに、家計の節約にもつながります！！

こんな取組もあります！

CO2 削減量（節約効果）

□テレビのつけっぱなしに注意する ········································································ 年間-5.9kg（約 370 円の節約）
□プラグをコンセントから抜いて待機電力を 50％削減する ······················· 年間-60kg（約 3,400 円の節約）
□冷蔵庫は中身を詰め込みすぎないようにする ··········································· 年間-15.3kg（約 960 円の節約）
□食器を洗うときはガス給湯器を低温に設定する···································· 年間-20.0kg（約 1,210 円の節約）
□温水洗浄便座のふたを閉じる··········································································· 年間-12.2kg（約 770 円の節約）
□できるだけ間隔をあけずに入浴し、追い炊きを減らす ························ 年間-87.0kg（約 5,270 円の節約）
□家族が同じ部屋で過ごす（暖房と照明の利用を 2 割減らす） ··················年間-238kg（約 10,400 円の節約）
□自動車のアイドリングストップを実行する ······················································ 年間-40kg（約 2,360 円の節約）
※CO2 削減量等は 1 年あたりの「目安」の数値です。
【出典】全国地球温暖化防止活動推進センター：
「家庭でできる温暖化対策」、財団法人省エネルギーセンター：
「家庭の省エネ大事典」

普段からエコライフを実践していますか？
項 目
空調

リ
ビ
ン
グ

照明
テレビ
調理

キ
ッ
チ
ン

冷蔵庫

給湯器
ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ
洗濯

風呂

トイレ
その他

グリーン
コンシューマー活動

廃棄物・
リサイクル

緑化

エコドライブ

交通機関
環境活動

チェックをつけて確認してみましょう！

内
容
暖房は 20℃、冷房は 28℃を目安に適正な温度に設定する
フィルターの定期的な手入れにより稼働効率をアップする
天井から床までのカーテンを使用する（暖房効率アップ）
こまめに消灯する
電球を間引きする
長時間見ないときは主電源を切る
炊飯器、電気ポットは不必要な保温をしない
暖かいものは冷ましてから入れる
設定温度を下げすぎない
扉の開閉を少なく、開けっ放しにしない
物を詰めすぎない
使う目的に合わせた温度にする
食器を洗う時は汚れを拭き取ってから洗うなどお湯の使用量を減らす
炎が鍋底からはみ出さないように火力を調節する
濡れたままの鍋を火にかけない
洗濯はまとめて洗う
風呂水を再利用する
節水ゴマ等を設置する
節水シャワーヘッドに交換して、お湯の使用量を減らす
シャワー、洗顔時に水を流しっぱなしにしない
家族が連続して入浴し、追い炊きを行わない
使っていないときは暖房便座のふたを閉める
暖房便座の設定温度を低めにする
洗浄水の温度設定を低めにする
家電製品全般：使わないときはプラグをコンセントから抜く
マイバッグを持参してレジ袋を使わない
必要なものを必要な量だけ買う
再生品や詰め替え品を選ぶ（エコマーク商品等）
省エネタイプや長く使える製品を選ぶ
近くで生産されたものを選ぶ（地産地消）
近所への買い物は徒歩や自転車で行く
適量を調理し、食べ物を残さない
分別収集を徹底する
缶、ビン、ペットボトル、古紙・雑誌等の資源回収に協力する
リサイクル製品を積極的に利用する
コンポストを利用する（生ごみの堆肥化）
間伐材や木材資源を利用した製品を使用する
自宅敷地内の緑化を推進する
発進時にはふんわりアクセルの「e スタート」を行う
加速・減速の少ない運転をする
減速時には早めにアクセルを離す
カーエアコンを適正に使用する(温度、風量の調整等)
駐停車時のアイドリングをできるだけしないようにする
渋滞を避け余裕を持った行動をする
タイヤの空気圧をチェックする
不要な荷物を積載しない
走行の妨げとなる違法駐車をしない
自家用車の燃費を把握する
公共交通機関を積極的に利用する
自家用自動車をできるだけ使用しない
環境イベント等に参加する

ﾁｪｯｸ

家庭用高効率給湯器や LED 照明などの省エネ機器や太陽光発電システムなどの新エネ機器の
導入は、初期投資はかかりますが、長期的には電気料金やガス料金などの節約につながります。
例えば

CO2 冷媒ヒートポンプ給

ガスでお湯をつくる時の

湯器。大気中の熱を取り込ん

排気中に捨てられる排熱ロ

電気をつくり、その時の排熱

でお湯を沸かす、熱効率の高

スを抑えた潜熱回収型給湯

でお湯をつくって給湯や暖

い機器です。電力需要が少な

器。熱効率は、従来型給湯器

房を行う家庭用ガスコジェ

く割安な夜間電力を使用す

の約 80％ ⇒ 約 95％に向

ネレーションシステムです。

るので、給湯コストを大幅に

上しています。
（ガス使用量

1kW の発電で、同時に 2.5

削減できます。

と CO2 は年間約 12％削減）

kW の熱ができます。

自宅でガスを燃料として

※ 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の「エコフィール」や、家庭
用燃料電池で発電し、その排熱を給湯や暖房に再利用する「エネファーム」などもあります。

太陽光発電システムは、
「太陽電池」を使って、
太陽光エネルギーを電気に変換する発電方式です。
発電するときに地球温暖化の原因とされている
二酸化炭素を全く排出しません。
構造的にシンプルであるため、ほかの発電シス
テムに比べメンテナンスも簡単です。

