
























































































５.省エネルギー技術・手法について 
ここでは、石狩市に適用可能な各部門毎の省エネルギー技術・手法を抽出し、その概

要等を紹介する。 

 

５-１ 産業部門における省エネルギー技術・手法 

石狩市における産業部門のエネルギー消費は、一次換算で全体の２割強を占めており、

国の重点的な取り組み施策が、市の産業においても実施されるものと考えられることか

ら一定の省エネルギー推進が期待される部門である。 

（１）エネルギーの適正管理の推進 

省エネルギーを行うためには、まず、エネルギー消費の実態を把握することが重要で

あり、その実態に対して施策を展開し

ていくことが有効である。 

国では「エネルギーの使用の合理化

に関する法律」（省エネ法）で、すべ

ての工場に対してエネルギー消費機

器ごとのエネルギー消費量の測定や

管理標準の設定等によるエネルギー

の適切な管理を義務づけている。 

また、工場等におけるエネルギー管

理の進め方として、国は図 5.1.1 に示

すようなフローが示しており、石狩市

においても工場等における省エネル

ギーとしてエネルギーの適正管理が

重要であり、具体的な施策として、以

下の３つが挙げられる。 

①エネルギー消費機器毎のエネル

ギー消費量の測定 

②エネルギー消費機器の管理標準

の設定によるエネルギーの適切

な管理 

図 5.1.1 エネルギー管理の進め方 

＜出所＞(財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
③操業の改善 
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（２）省エネルギー技術・手法の導入 

石狩市の産業構造は、組立加工が主体であるため、以下に挙げる省エネルギー技術お

よび手法の導入が有効と考えられる。 

 ① 産業機械等の待機時消費電力削減 

省エネルギーセンターのパンフレットの省エネルギー改善提案事例をみると、ある一

般機械器具製造業において、非生産時の消費電力を 30％削減した場合、年間で約

1,700MWh の電力消費が削減でき、金額にすると約 15 百万円と試算されており、大きな

効果が期待される。 

 ② 高効率生産プロセスの技術開発 

国では工場における省エネルギー推進上の課題の一つとして、省エネルギー技術の導

入を掲げており、高効率設備や新製法（プロセス）等の先導的技術の開発と普及につい

て、助成措置の強化が図られている。 

 ③ 照明の効率化 

広い面積を有する工場や倉庫における照明用エネルギー消費の削減は、一定の省エネ

ルギー効果が期待され、照明器具を高効率機器とすることや、センサー制御、タイムス

ケジュール制御による自動消灯システムの採用等により電力消費の削減が図られる。 

また、石狩市にも立地がみられる低温の冷凍倉庫では、低温域蛍光灯（0℃～-20℃用

など）の使用により省エネルギーが可能である。 

（３）エスコ（ESCO）事業の実施 

エスコ（ESCO）事業とは、Energy Service Company の略称で、工場やビルの省エネル

ギーに必要な技術・設備・人材・資金などを包括的に提供する事業者のことである。ESCO

事業の特徴は、建物を省エネルギー改修することによる効果を保証し、改修に要した投

資・金利返済・ESCO に関わる経費等の全てを省エネルギーによる経費削減分で賄われる

ことにある（図 5.1.2）。 

(財)省エネルギーセンターホームページによると、2001（平成 13）年 6 月に ESCO 推

進協議会の会員（44 社）を対象として実施した事業実績アンケートでは、2000（平成 12）

年度で、件数で約420

件、売上額で約 83 億

円と対前年比でそれ

ぞれ 1.8 倍、1.5 倍

の成長を示しており、

年々増大傾向にある

が、潜在市場規模に

比べるとまだ微々た 図 5.1.2 ESCO 事業の経費と利益配分 

＜出所＞(財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
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るものであるとのことである。 

工場での導入例として、表 5.1.1 に示すような事例が挙げられる。 

 

表 5.1.1 工場における ESCO 事業実施例 

NO 
ESCO 導入事例名 

／所在地  
採用した省エネ手法  

建物全体

に対する

削減率 

(％) 

CO2 ガス削減

量 

(t-CO2/年) 

ESCO 事業

者名 

1 

(株)小松製作所 小山

工場／栃木県小山市 

・ディスプレースメント空調の導入 

・熱電可変型復水抽気ﾀｰﾋﾞﾝ発電機の導入

・排熱回収ガスタービン発電機の導入 

9.3％ 4,950 (株)日立

製作所 

2 

日立化成工業(株)山

崎事業所における

ESCO 事業／茨城県日

立市 

・ディーゼルエンジンコージェネ 

・脱臭炉排熱回収装置 

4.5％ 3,680 (株)日立

製作所 

3 

グンゼ株式会社 守山

工場／ 

滋賀県 

・コージェネレーションシステムの導入

・生産設備のインバータ制御 

・流動層熱交換器 

13.0％ 3,384 (株)ファ

ーストエ

スコ 

4 

石川島芝浦機械(株)

松本工場／長野県 

・コージェネレーションシステムの導入

・ボイラ最適運転制御 

11.0％ 3,267 (株)ファ

ーストエ

スコ 

5 

東洋タイヤコード

(株)／愛知県 

・コージェネレーションシステムの導入

・力率改善用低圧コンデンサの導入 

・燃糸機用インバータ制御 

12.0％ 3,164 (株)ファ

ーストエ

スコ 

6 

サッポロビール(株)

北海道工場、仙台工場

ESCO 事業／北海道恵

庭市、宮城県名取市 

・高効率ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備（蒸気・

温水回収）の導入 

・既設ﾀｰﾎﾞ冷凍機のｲﾝﾊﾞｰﾀ化設備 

31.2％ 

27.5％ 

2,300 (株)日立

製作所 

7 

明治乳業(株)群馬工

場／群馬県 

・ガスタービン発電機の導入 

・微量鉄触媒活用リサイクルシステム 

・アンモニア吸収冷凍機 

・過冷却水中解除方式製氷システム 

・モニタリングシステム 

9.0％ 2,141 (株)ファ

ーストエ

スコ 

8 

九州グンゼ(株)宮崎

工場／宮崎県 

・ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの導入 

・排熱回収ボイラ 

・温水利用汚泥乾燥システム 

14.0％ 1,943 (株)ファ

ーストエ

スコ 

9 

アラコ(株)猿投工場

における ESCO 事業／ 

・ガスタービンコンバインドサイクル 

・蒸気焚ジェネリンク・データマイニング

による高効率運用 

7.7％ 1,530 (株)日立

製作所 

10 

(株)リコー やしろ工

場／兵庫県 

・動力インバータ制御 

・冷却塔濾過装置改善 

・フリークーリング空調 

・ｴﾈﾙｷﾞｰﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入 

6.0％ 1,445 (株)ファ

ーストエ

スコ 

＜出所＞(財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
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（４）工場等における新エネルギーの導入 

新エネルギーとは、従来使っていた石油、石炭、原子力、天然ガス、水力などのエネ

ルギーに対し、今後、研究開発・導入が図られる太陽光発電、太陽熱、風力発電、廃棄

物発電、クリーンエネルギー自動車、未利用エネルギー、コージェネレーション、燃料

電池などの新規開発エネルギーをいう。 

石狩市に適した新エネルギーとして、①風力エネルギー、②太陽光発電、③地下熱利

用（地下水からの採熱）などが挙げられる。 

 

５-２ 民生部門における省エネルギー技術・手法 

石狩市における民生部門のエネルギー消費量は、全体の約 30％を占めており、また、

経年的に増加傾向にあり、重点的な省エネルギー施策の導入が必要である。 

（１）家庭における省エネルギー 

家庭における省エネルギー手法としては、暖房および給湯に関わるエネルギー消費、

照明などの電力消費に関わるものが挙げられる。 

 ① 暖房用エネルギーの削減 

近年、断熱性および気密性の高い住宅が普及してきているが、暖房面積の拡大等によ

り、暖房用エネルギー消費が減少しない結果となっている。そこで、さらに省エネルギ

ーを図るためには、一層の住宅の高断熱・高気密化が必要になる（図 5.2.1）。また、住

まい方として、暖房室温を下げることや、使用していない部屋の温度を低めに設定する

ことなどが重要である。 

さらに、建設年度の古い住宅の断熱、気密改修や、戸建て住宅から暖房用エネルギー

消費の少ない集合住宅への住み替えなどが省エネルギー施策として挙げられる。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 5.2.1 暖房面積と灯油消費量（もっとも寒い時期の計算結果） 
＜出所＞北海道・(社)北海道建築士会・(財)北海道建築指導センター「北の家をデザインする 温熱環境

編」（1994 年） 
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 ② 家電製品に関する省エネルギー 

家庭で使用する家電製品に関する省エネルギー手法として、電気製品を使っていない

ときにも消費されている待機時消費電力の削減（図 5.2.2）、エネルギー消費効率の高い

機器を採用する、テレビなど見ないときは電源を切るなど無駄な使い方をしないことが

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機時消費電力の小さい製品が増えてきている。  

近年、待機時消費電力が削減された電気製品が増えてきてい

ます。 VTR の場合、10 年前の製品と最近の製品を比較する

と、平均の待機時消費電力が半分以下になっています。また、

テレビやVTRでは待機時消費電力が1W以下という非常に省エ

ネ性能が優れた製品も出てきています。現在、家庭で使用さ

れている主要な電気製品が、最近発売された待機時消費電力

の少ない製品に置き換わったと仮定すると、製品時消費電力

量は約 43％削減されるとの試算結果もあります。機器を購入

する際は、待機時消費電力もチェックしましょう。 

使い方に気をつけよう。  

待機時消費電力が大きい製品でも、使い方を工夫すれば消費電力量を削減できます。 

ステップ 1 使っている時

だけ電気スイ

ッチをオンに

し、使わないと

きは電源スイ

ッチをオフに

すると待機時

消費電力を約

24％削減でき

ます。 

ステップ 2 使っていないときに

機器のプラグをコン

セントから抜いても

機能的に問題が無い

テレビや洗濯機など

の機器について、使

わないときにプラグ

を抜くようにすると

待機時消費電力を約

42％削減できます。 

 

 

図 5.2.2 家庭における待機時消費電力の現状と削減方法 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 
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 ③ 照明に関する省エネルギー 

照明は生活する上で必要不可欠なものであるが、それ故に多量な電力を消費しており、

高効率機器の採用やこまめな消灯といった使い方が省エネルギーにとって重要である。 

例えば、蛍光灯は白熱電球に比べ寿命が長く、消費電力も少ない。60Ｗの白熱電球を、

同じ明るさの 13～15Ｗの電球型蛍光ランプに替えると、電気代は約 1/4、寿命は６倍に

もなる。 

 ④ 給湯・風呂に関する省エネルギー 

給湯に関わるエネルギー消費は、給湯量と給湯温度によって決まる。したがって、給

湯用エネルギー消費を削減するためには、使用量を減らすこと、支障のない範囲で給湯

温度を低くすることが重要である。 

具体的な省エネルギー行動としては、給湯温度の低下、風呂の効率的利用、お湯の節

約などが挙げられる。 

 ⑤ 新エネルギーの導入 

家庭における新エネルギー利用として、太陽光発電、太陽熱利用、風力発電などが挙

げられる。特に、太陽光発電は、３ｋＷ程度の出力で、４人家族が一年間に使用する電

力量の６～８割を発電することが可能である。 

また、次世代の家庭用エネルギーシステムとして、燃料電池システムの開発と普及が

期待される。 

 

（２）業務系建物における省エネルギー 

石狩市では、事務所等の業務系建物におけるエネルギー消費は全体の１割強と推計さ

れている。 

この分野での省エネルギ

ー対策は、建物のエネルギ

ー消費の 30～40％を占める

空調用エネルギー消費、そ

れとほぼ同じ比率を占める

照明・コンセント用エネル

ギー消費（図 5.2.3）が主た

る対象となる。 

 

図 5.2.3 事務所の用途別エネルギー消費率 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 
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 ① 空調用エネルギー消費の低減 

事務所建物におけるエネルギー消費のおおよそ３割を占める空調用エネルギー消費を

削減するためには、まず、建物自体を高断熱、高気密化し、空調負荷を低減する必要が

ある。「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）では、2,000 ㎡以上のホ

テルもしくは旅館、病院もしくは診療所、物品販売業を営む店舗、事務所、学校または

飲食店、の６つの用途の建物について、新築時に建物の熱的性能および設備性能が一定

以上の性能を確保するように規定している。 

空調用エネルギーを削減するためには空調負荷を低減する必要があり、建物性能にお

ける具体的な方策として、前述の建物の高断熱、高気密化、建物形態、方位の最適化、

日射負荷の低減などが挙げられる。 

 ② 照明用エネルギー消費の低減 

空調用とともに照明用エネルギー消費は建物のエネルギー消費の大きな部分を占める。

照明用エネルギー消費の低減は、それ自体の低減であると同時に、冷房用空調エネルギ

ー消費を低減することになり、建物全体のエネルギー消費削減に与える影響は大きく、

重点的な取り組みが必要である。 

照明用エネルギーの削減施策としては、高効率照明器具の採用、昼光利用、窓際消灯、

昼休み消灯などが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   自然光照明：照明負荷の大幅な軽減 

    ・窓とアトリウム両面からの採光 

    ・ライトシェルフによる直射日光の遮蔽と反射光の利用 

 

図 5.2.4 北海道立北方建築総合研究所における自然光利用 

＜出所＞北海道立北方建築総合研究所ホームページ 
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 ③ 設備システムの高効率化 

建物におけるエネルギー消費を削減するためには、設備システムの高効率化を図る必

要がある。 

具体的には、送風機やポンプなどの搬送動力のインバーター制御等の導入による省エ

ネ化、熱源機、搬送機器などへの高効率機器の採用、外気給排気の熱交換器による熱回

収システムの採用、搬送動力の削減に有効な大温度差空調方式の採用などが挙げられる。 

 ④ 運用・保守 

エネルギー消費削減のためには、現状での運用の実態を把握する必要があり、エネル

ギー消費機器の定期的な計量と管理目標の設定を行うことが、無駄なエネルギー消費を

省くうえで有効である。 

また、夏期に時計を一時間進め、日照時間の有効活用を図るサマータイム制度の導入

も、照明用エネルギーの削減に寄与するものと考えられるため業務系建物の省エネルギ

ーに有効である。 

 ⑤ エスコ事業の実施 

国では業務系建物における ESCO 事業による省エネルギー効果を、原油換算で 100 万ｋ

ｌと推計している。これは、京都議定書の目標達成のための民生部門の省エネルギー量

約 510 万ｋｌの２割に相当する量である。 

業務系建物における導入例として、表 5.2.1 に示すような事例が挙げられる。 

表 5.2.1 業務系建物における ESCO 事業実施例 

ESCO 導入事例名／ 

所在地  
採用した省エネ手法  

削減率 

(％) 

CO2 ガス 

削減量 

(t-CO2/年) 

ESCO事業者名

平塚ステーションビル／神奈

川県 

・空調機のインバータ化 

・冷却水ポンプのインバータ化 

・冷温水ポンプのインバータ化 

（35.0％）

対改修設備 
289 

山武ビルシス

テム（株） 

リゾートホテル ESCO 事業省エ

ネ改修工事／静岡県熱海市 

・照明の高効率化 

・動力のインバータ化 
13.0％ 281 

（株）省電舎

札幌国際ビル省エネルギー改

修工事／北海道札幌市 

・空調用動力のインバータ化 

・照明インバータ安定器の採用 

・BEMS の導入 

16.1％ 244 

山武ビルシス

テム（株） 

ホテル日航東京／東京都港区 ・照明の高効率化 

・動力のインバータ化 

・蒸気配管の効率化 

4.2％ 226 

（株）省電舎

日立総合病院における ESCO 事

業／茨城県日立市 

・ボイラ設備の高効率改修による省エ

ネ（３台） 

・照明設備の高効率改修による省エネ

（９６６灯） 

12.4％ 224 

（株）日立製

作所 

伊勢丹相模原店／神奈川県相

模原市 

・冷却水ポンプのインバータ制御 

・駐車場系統 給排気ファンの間欠運転 2.3％ 188 

日本ファシリ

ティ・ソリュ

－ション（株）

＜出所＞(財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
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 ⑥ 新エネルギーの導入 

業務部門における新エネルギーの導入として、需要地において電気と熱を同時に生産

するエネルギー利用効率の高いコージェネレーションの導入、太陽光発電や、次世代型

エネルギー供給システムとして期待される燃料電池システムの導入が考えられる。 

 

５-３ 運輸部門における省エネルギー技術・手法 

石狩市における運輸部門のエネルギー消費量は、全体の約 35％を占めており、今後と

も、増加傾向が予想されており、民生部門とともに、重点的な省エネルギー施策の展開

を図る必要がある。 

石狩市の運輸部門における省エネルギー施策として、物輸送に関しては船舶などの効

率の良い輸送手段へのシフト、乗用車に関しては大量輸送機関への乗り換え、低公害車

の導入、エコドライブの実施などが挙げられる。 

 

（１）効率の良い大量輸送機関の利用 

石狩市の運輸部門のエネルギー消費の大部分が自動車における消費であるため、自動

車利用から輸送効率およびエネルギー効率の高い大量輸送機関への転換が有効な施策と

して挙げられる。 

また、石狩湾新港地域には流通産業の集積があり、港を有することから、トラック等

による陸送だけでなく、効率のよい船舶の利用もエネルギー消費削減に有効である（図

5.3.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネ

 

(a)一人を１ｋｍ運ぶのに消費するエ

ルギー比較（1995 年度） 
 

 ＜出所＞国

エネ
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(b)１トンの荷物を１ｋｍ運ぶのに消費

するエネルギー比較（1995 年度） 
図 5.3.1 旅客および貨物のエネルギー比較（1995 年度） 

土交通省総合政策局（旧運輸省運輸政策局）編「平成９年版 運輸関係

ルギー要覧」 



（２）低公害車の導入 

石狩市の運輸部門におけるエネルギー消費量は自動車のウェイトが高いため、低公害

車の広範囲な導入が運輸部門のエネルギー消費の削減に有効である。 

低公害車には、天然ガス自動車、電気とガソリンを効率よく使い分けるハイブリッド

車、電気自動車、開発が進められている燃料電池車を総称するクリーンエネルギー自動

車と、従来のガソリン車ではあるがクリーンエネルギー自動車に劣らない環境対策を施

した低公害車の２種類がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2 首相官邸における燃料電池車納車式 

＜出所＞Ｈ社ホームページ 

  

（３）エコドライブの実施 

国では、2002（平成 14）年に地球温暖化対策の見直しを行い、その中で特に運輸関連

におけるエネルギー消費量の削減推進が求められている。 

これに応えるためには、自動車の運転者のひとり一人が、急発進・急加速（図 5.3.3）、

不要なアイドリング、空ぶかしを行わないなど、省エネルギー運転（エコドライブ）へ

の取り組みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5.3.3 急加速・急減速の燃料消費量増加量（１日当たり）

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ  
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５-４ 普及・啓発、市民活動の育成 

省エネルギー効果を確実なものとするためには、市民の広範な取り組みが欠かせない。

市民の取り組みをしっかりとしたものにするうえで、市民への情報提供や市民活動の育

成、普及、啓発は、重要な役割を果たす。 

 

（１）市民の意識啓発、普及 

市民の省エネルギー意識の啓発や普及を進めるために、省エネルギーに関するイベン

トの開催や、市の広報誌を利用した情報提供を行うことが重要である。 

(財)省エネルギーセンターでは、地域の省エネルギー活動を支援するため、学校、地

域消費者団体、ＮＰＯ等の市民団体による省エネルギー実践活動を促進するグループで

設立される「省エネ共和国」に対して、支援・情報提供を行っている。 

また、同センターでは、地方自治体への省エネルギー情報、資材、機材の提供あるい

は人材の派遣、自治体相互の情報交流を支援するネットワークを構築するとともに、自

治体の行う省エネルギーに関するイベントなどについての支援も行っている。 

 

（２）省エネルギー教育の実施 

将来を担う若い世代への省エネルギー教育は、省エネルギー活動の継続性を保持する

うえでも重要な位置づけにある。 

(財)省エネルギーセンターでは、このような若い世代の省エネルギーを学び、実践す

る能力を養うため、省エネルギー教育を実践する小中学校を対象に「省エネルギー教育

推進モデル校」として、省エネ学習の実施に必要な教材や機器などの支援を行っている。 

また、一般市民への省エネルギー教育を実施するに当たっては、生涯学習プログラム

への組み込みなども考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4.1 省エネルギー教育の推進 

＜出所＞(財)省エネルギーセンターホームページ 
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（３）市民活動の育成 

省エネルギーへの取り組みを広げていくためには、市民団体、ＮＰＯ等の市民活動の

育成が欠かせない。しかし、それらの団体を育成するためには、まず、その核となる実

践的な指導者、リーダーを育てなければならない。 

また、市民活動が継続して普及していくためには、市民、事業者、行政の一体となっ

た支援の仕組みを確立していく必要がある。 



６.石狩市地域省エネルギービジョン 
 

６-１ 位置づけ・役割 

（１）「石狩市総合計画」（新総合開発計画）における環境保全、快適都市環境づくりの位置づけ 

石狩市は、市の総合計画である「新総合開発計画」において、市民の環境保全への問題意

識が地域から地球規模に高まる中、都市と自然が共生し、水と緑豊かな住環境を創出するこ

とが重要な要素になりつつあるとしている。 

これを踏まえ、石狩市のまちづくりでは、21 世紀に向けて真に豊かで快適な石狩市の環境

の実現に努めていくため、6つの基本目標を定め、まちづくりを進めるとしている。 

基本目標のひとつである「豊かな自然をいかした石狩」では、自然環境の保全・活用や、

人口の増加、企業進出による地球的規模での環境問題への影響を考慮した、環境資源の保全・

創造による快適な都市環境づくりを進めるとしている。 

 

（２）「石狩市環境基本条例」、「石狩市環境基本計画」での具体的位置づけ 

 ① 石狩市環境基本条例 

石狩市は、総合計画で示す社会的背景、環境に関するまちづくりでの基本目標を実現する

ため、平成 12 年に「石狩市環境基本条例」を制定し、さらに、平成 13 年には、条例に示す

基本理念を実現するため、市、事業者、市民が連携・協力し、環境施策を総合的、計画的に

推進する「石狩市環境基本計画」を策定した。 

 

石狩市環境基本条例 第 3 条 基本理念 

第 3条 環境の保全及び創造は、市民が健康かつ安全で文化的な生活を営む上で必要

する良好な環境を確保し、これを将来の世代に引き継ぐように適切に進めら

れなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民がそれぞれの役割に応じた責務

を自覚し、三者の協働の下に自主的かつ積極的に進めなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、人と多様な動植物との共生を基調とし、生態系を適

切に保全するとともに、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社

会の形成に向けて適切に進められなければならない。 

4 地球環境保全は、人の活動による環境への負荷が地球規模に及んでいること

を市、事業者及び市民が自らの問題として認識し、それぞれの事業活動及び

日常生活において積極的に推進されなければならない。 
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 ② 石狩市環境基本計画 

環境基本計画では、「みんなでつくる水と緑につつまれたまち 石狩」を目指す環境の全体

像として、以下に示す 6つの環境の目標を定めている。 

この中で、省エネルギーについて、資源を大切にする循環型社会を実現するための施策と

して、また地球環境に配慮し、地球を大切にする施策として位置づけている。 

 

 イ.循環型社会をめざしたまち（循環） 

・資源エネルギーの有効利用による循環型社会の実現 

 

 ロ.地球を大切にするまち（地球環境保全） 

・二酸化炭素排出量削減 

・省資源、省エネルギーの事業活動、市民生活への普及・推進、公共施設から率先した取

り組み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地球環境に配慮す

る暮らし 

①資源・エネルギー

を大切にする暮らし

地球を大切にするまち 

循環型社会をめざしたまち 

みんなが参加して取り組むまち 

うるおいと安らぎのあるまち 

豊かな自然と共生するまち 

安心して暮らせるまち 

みんなでつくる水

と緑につつまれた

まち 石狩 

 

 

図 6.1.1 石狩市の目指す環境像と省エネルギー活動の位置づけ 
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（３）地域特性を考慮したビジョンの策定 

・石狩市の省エネルギービジョン策定に当たり、以下に示す地域特性を考慮して取り組む

ものとする。 

 

 イ.日本海に面する、日本海型気候という自然特性を考慮した取り組み 

・冬季の積雪は札幌に比べて少ないものの、強い季節風が吹く 

 

 ロ.石狩湾新港が立地し、多くの自動車交通量が発生する社会的特性を踏まえた取り組み 

・石狩湾新港地域には、石狩湾新港の整備や既に立地している物流業、製造業、ガス供給

施設等多くの企業が立地し、道央圏の産業骨格道路である国道 231 号、337 号が通っており、

多くの自動車交通量が発生する。 

 

 ハ.市民、事業者に対する省エネに関する情報不足を考慮した取り組み 

・アンケート調査において、省エネに対する取り組み意識はあるものの、省エネに関する

情報が不足しているという意見への考慮。 

 

 ニ.市民、事業者、行政のパートナーシップを深める取り組み 

・市民、事業者がどのような省エネ活動を取り組めばよいかわからないことを踏まえた、

市民、事業者、行政のパートナーシップの強化を図る取り組み。 
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６-２ 目標・方針 

 

（１）目標 

・以上のような、位置づけ、特性等を踏まえ、石狩市の省エネルギー活動により目指す目

標像を以下のように設定する。 

 

資源・エネルギーを大切にし、 

環境と調和したまち 

「石狩」の実現 
 

（２）方針 

 ① 環境調和型産業の振興・育成による省エネルギーの促進 

・石狩市は、石狩湾新港地域が立地し、道央圏における物流、エネルギー供給の拠点とな

っており、環境に与える影響が大きい。 

・産業面において、環境調和型産業をモデル的に振興することにより、道央圏の省エネル

ギーへの取組を先導的に進めることで、地球環境への配慮のみならず、21 世紀の新たな産業

シーズとして、石狩市の地域振興に結びつく省エネルギー活動を促進する。 

 ② 省エネルギー、省資源型のライフスタイルへの移行 

・市民にとって、省エネルギー行動は、「我慢をする生活、辛抱する生活」という認識を持

ちやすい。しかしながら、本来の省エネルギー、省資源型行動は、いままで以上に経済的、

効率的で快適な生活をおくれ、その上で地球環境への影響も少ないライフスタイルの実現で

ある。 

・札幌市に隣接する都市として、このような「スマートライフ」への移行をめざした取組

を、より多くの人々が石狩市に魅力を感じ、生活を求めるようになることにより、地域振興

につながる取組を進める。 

 ③ 地域に根ざした、市民・事業者の省エネ活動の育成 

・アンケート調査でもあるように、具体の省エネ活動の推進には、適切な情報提供とモデ

ル的な取組による牽引が求められる。 

・また、地域の省エネルギー活動は、地域の自然特性等により独自の取組等も考えられる。 

・市民、事業者と一体となり、地域に根ざした省エネ活動を育成し、すべての市民、事業

者が容易に省エネ活動を実践できる環境づくりを目指す。 
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（３）展開施策 

・「資源・エネルギーを大切にし、環境と調和したまち「石狩」の実現」においては、実施

主体毎に実効性にある省エネ行動を継続的に実施することが求められる。 

・このため、省エネ活動の具体的な展開施策については、行政、市民、事業者それぞれの

部門に対応する実施主体毎の行動を支えるような支援、施策の展開を図ることが必要である。 

・そこで、石狩市においては以下の 6 つの柱にもとづく施策の展開を行い、省エネの実現

化を図る。 

 

①市民・事業者への情報提供、意識啓発の促進、省エネルギー教育の推進 

②施設・設備への省エネルギー技術の積極的な導入 

③市の事務・事業における環境マネジメントシステムの着実な推進 

④事業活動における省エネルギーの推進、環境産業の育成 

⑤市民・事業者・行政が一体となったパートナーシップによる取組の推進 

 

 ① 市民・事業者への情報提供、意識啓発の促進、省エネルギー教育の推進 

・アンケート調査でもみられたように、市民・事業者が具体の省エネ取組を進めるにあた

って求めていることの 1 つして、省エネルギー対策・方法に関する情報提供に関する方法・

技術についての知識・情報の提供があげられる。 

・そこで、施策の柱の 1 つとして、行政が市民・事業者に対して、省エネルギー行動に対

する情報提供、意識啓発の促進、省エネルギー教育の推進等、ソフト面での取組を進めるこ

とによる省エネ化を推進する。具体的には、以下の通りである。 

 i.地球温暖化防止計画の策定（行政） 

 ii.省エネルギー行動の実践（行政） 

 iii.省エネルギー情報の収集と市民・企業への提供による意識啓発（行政） 

 iv.省エネルギー診断の促進（行政、事業者） 

 v.行動計画及び環境家計簿による普及・啓発（行政、事業者、市民） 

 vi.エコイベントの開催（行政） 

 vii.省エネ実践指導者の育成（行政） 

 

 ② 施設・設備への省エネルギー技術の積極的な導入 

・技術の進展により、省エネルギー型の施設や設備が開発されており、これらの活用によ

る省エネ化の推進が期待される。 

・そこで、行政、市民、事業者において、今後新たに建設される施設における省エネ技術

の導入、ハード面における省エネ施策の展開により、省エネ化を推進する。 
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 i.公共施設における省エネルギー化の推進（行政） 

 ii.公共施設におけるコージェネレーションシステムの導入促進（行政） 

 iii.避難施設の非常用電源におけるコージェネレーションシステムの導入促進 

 iv.省エネルギー型住宅の建築促進（市民） 

 

 ③ 市の事務・事業における環境マネジメントシステムの着実な推進 

・省エネ化の推進における行政の役割のひとつとして、省エネ活動を具体的に示すことに

より、市民・事業者が省エネ行動を容易に取り組める環境をつくることがあげられる。 

・現在、石狩市ではＩＳＯ14001 による市役所庁舎における省エネ活動に取り組み、平成

13 年度においては、大きな成果を挙げている。 

・そこで、行政の事務・事業における環境マネジメントシステムを着実に推進することに

よる省エネ化を進める。 

 i.環境関連法の遵守（行政） 

 ii.石狩市環境マネジメントシステム（ＩＳＯ14001）の展開 

 iii.公共事業における環境への配慮 

 

 ④ 事業活動における省エネルギーの推進、環境産業の育成 

・産業活動は、省エネルギー化において大きな役割を果たすものである。 

・特に石狩市は石狩湾新港が立地し、道央圏の製造・物流拠点のひとつとなっており、製

造や物流面において、積極的に省エネ化を進めることが求められる。 

・これまでは、省エネ法に基づく大規模な工場等において、省エネ化が義務づけれ、取り

組まれていたところであるが、今後は、すべての事業者が、事業活動における省エネ活動に

取り組むことができるよう施策を進める。 

・また、環境産業を石狩市に産業地域振興にも寄与するよう、環境産業の育成面での施策

の展開を図る。 

 i.未利用エネルギーの利用促進（行政、事業者） 

 ii.モーダルシフトへの取り組み（事業者） 

 iii.物流の情報化、高度化（事業者） 

 iv.自家用車利用における通勤の自制（行政、事業者、市民） 

 v.コージェネレーションシステムの導入促進（行政、事業者） 

 vi.循環資源利用―エネルギーリサイクル構想の推進（行政、事業者） 

 vii.新しいエネルギー技術開発への取り組み（行政、事業者） 

 

 ⑤ 市民、事業者、行政が一体となったパートナーシップによる取り組みの推進 

・省エネ型ライフスタイルへの転換に向けた施策については、従来から行政による情報提

供や広報活動が行われてきた。 

・今後は、情報の提供から具体の行動に結びつくよう、市民・事業者との連携が生まれる

取組を進めることにより、さらなる省エネ行動の推進、省エネ化を推進する。 

 ６-6



 ６-7

 i.石狩市におけるパートナーシップの取り組み（行政、市民、事業者、ＮＰＯ） 

 ii.省エネ型機器（トップランナー機器）、エコカーの導入（行政、市民、事業者） 

 iii.エコドライブの実践（行政、市民、事業者） 

 iv.エネルギー需要マネジメント（ESCO、ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ）の展開（行政、市民、事業者） 

 



６－３ 施策の体系 
 

 

（地域省エネルギービジョンの目標） （目標実現のための基本方針） （ 展 開 施 策 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策（ビジョン策

市民・事業者への情報提供、

意識啓発の促進、省エネルギ

ー教育の推進  

環境調和型産業の振興・育成

による省エネルギーの促進 

 

資源・エネルギーを大切にし、

環境と調和したまち「石狩」の

実現 

（目標年次平成 24 年） 

 

施設・設備への省エネルギー

技術の積極的な導入 

市の事務・事業における環境

マネジメントシステムの着

実な推進 

事業活動における省エネル

ギーの推進、環境産業の育成

市民・事業者・行政

なったパートナー

よる取り組みの推進

●地球温暖化防止計画の策定【行政】 

●省エネルギー行動の実践【行政】 

（省エネナビの導入、学校・家庭における省エネルギー教育の推進） 

●省エネルギー情報の収集と市民・企業への提供による意識啓発【行政】 

○省エネルギー診断の促進【行政、事業者】 

●行動計画及び環境家計簿による普及・啓発【行政、事業者、市民】 

○エコイベントの開催【行政】 

○省エネルギー実践指導者の育成【行政】 

●公共施設における省エネルギー化の推進【行政】 

（八幡地区新下水処理場、（仮称）緑のセンター、（仮称）花川南複合施設） 

○公共施設におけるコージェネレーションシステムの導入促進【行政】 

○避難施設の非常用電源における太陽光発電の活用 

●省エネルギー型住宅の建築促進【市民】 

●環境関連法の順守【行政】 

●石狩市環境マネジメントシステム（ISO14001）の展開【行政】 

（ｸﾞﾘｰﾝ購入・ｴｺﾏﾃﾘｱﾙの使用、ｴｺｵﾌｨｽ・ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝへの取り組み） 

●公共事業における環境への配慮【行政】 

○未利用エネルギーの利用促進【事業者】 

○モーダルシフトへの取組み【事業者】 

○物流の情報化、高度化【事業者】 

●自家用車利用による通勤の自制【事業者、市民】 

○コージェネレーションシステムの導入促進【事業者】 

●石狩市におけるパートナーシップの取り組み【行政、市民、事業者、ＮＰＯ】

 （市民参加による取り組み、今後の方向性） 

●省エネ型機器（トップランナー機器）、エコカーの導入【行政、市民、事業者】

●エコドライブの実践【行政、市民、事業者】 

○ＥＳＣＯ事業の活用・展開【行政、市民、事業者】 

 

地域に根ざした、市民・事業

者の省エネ活動の育成 

 

省エネルギー、省資源型のラ

イフスタイルへの移行 

●循環資源利用－エネルギーリサイクル構想の推進【行政、事業者】 

（再生油利用、バイオガス利用のエネルギーリサイクル） 

●新しいエネルギー技術開発への取り組み【行政、事業者】 

 （水素エネルギー貯蔵・供給モデル地区構想） 
が一体と

シップに

 

定～5 年）、○：中長期的施策（ビジョン策定後 5 年以降）、   ：重点省エネプロジェクト 

６－８  
●：短期的施
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