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はじめに 

 
 

人の活動に伴い排出された大気中の温室効果ガスの増加により、

地球温暖化の懸念が危惧されて久しいにもかかわらず、我が国の

2000 年度における二酸化炭素排出量が、1990 年と比較し 8％増加し

ました。我が国が、1997 年の地球温暖化防止「京都会議」で定めら

れました排出量の1990年比6％削減を大きく越える数値であります。 

本ビジョンでは、市域全体のエネルギー消費量及び二酸化炭素排

出量が明らかとなりましたが、これまでの人口及び産業の伸びがあ

るとはいえ、2000 年度の排出量が 1990 年比で約 1.7 倍増という結果

は、大量生産・大量消費・大量廃棄という、経済成長重視の 20 世紀

型生活様式から脱却することがいかに難しいかを物語るものでしょ

う。 

そのなかでも、自動車と家庭系の占める割合が高いことは、積雪・

寒冷で、交通手段をマイカー等の自動車に依存する本市の特徴をも

あらわすものです。このまま推移しますと、市では 2010 年には、基

準年に較べ 2 倍近くにも二酸化炭素排出量が増加するとの結果が予

測されております。私たちが、便利で快適に暮らしていく上で、経

済活動は非常に大切な問題です。しかし、「環境」を損なっては私た

ちの生活は成り立ちません。 

本ビジョンでは、総合的かつ計画的に省資源・省エネルギー施策

を推進し、「環境」と「経済」が調和した「石狩市」を目指して参り

ます。 

 

最後に、専門的かつ適切なご意見等をいただき、短い期間の中で

ビジョンをまとめられた策定委員会及び関係の方々にお礼を申し上

げます。 

 

平成 15 年 2 月 

石狩市長 田 岡 克 介 
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ビジョン策定の背景と目的 

 

 
エネルギー起源による二酸化炭素等の温室効果ガスが、地球温暖化に大きな影響を及ぼし

ており、わが国では1997年12月の「気候変動枠組条約京都会議（ＣＯＰ3）」において義務

づけられた温室効果ガスの6％削減を目標に各種取り組みを進めることとしている。 

しかし、平成14年６月の「京都議定書」の締結決定はあるものの、エネルギー起源の二

酸化炭素の排出量は予想を超える状況となっている。 

このような中、家庭や事業所の省エネルギー対策に関する広報、マスコミ報道等を受けて、

市民、事業者、学校教育関係者等においても省エネルギーに関する意識が日々高まってきて

いる。 

省エネルギーに関連する情報が氾濫する中で、多くの市民、事業者にとっては、省エネル

ギーのための具体な方策やメリットが曖昧となっており、具体の行動に支障をきたしている。 

石狩市においては、石狩湾新港地域が産業活動の礎としての役割を果たし、市民生活にお

いては、著しい冬季の暖房エネルギー需要と自動車利用に依存した交通環境等、地域特有の

エネルギー使用形態があり、省エネルギーに取り組んでいくためには、地域全体を視野に入

れた省エネルギー推進マスタープランが必要不可欠である。 

また、石狩市は、札幌市に隣接し、道央圏の中核都市としての発展も期待されており、こ

のまま推移すれば地域のエネルギー消費の増加も予想され、国の施策として進めている省エ

ネルギー型社会の形成に逆行しかねない状況にある。 

このようなことから、平成24年度（2012年度）を目標年度とした地域ぐるみの省エネル

ギービジョンを策定し、平成13年度に策定した「石狩市環境基本計画」の地球環境保全に

関する省エネルギー施策の具体的な行動計画として、自発的な省エネルギー行動が可能とな

る環境づくりを目指すものである。 
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