
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 

本市は、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、本市では、21 世紀に向けて真に豊かで快適な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 

本市は、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とす

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られなければならない。 

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。 

  



 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が、この中で、省エネルギーについて

は、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、取り組むこととしている。 

 

 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） 

・温室効果ガス排出量削減 

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

取り組み。 
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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 

 

 

 

 

  



（３）地域特性を考慮したビジョンの策定 

本市の地域省エネルギービジョンの策定においては、気候条件等の自然特性、産業集積度

や生活行動様式等の社会的特性、アンケート調査における市民・事業者の省エネルギーに関

する問題・課題等、石狩市の地域特性に留意する必要がある。 

 

 

 ① 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 

本市は日本海に面する都市であるため、一年の気候は、春から夏にかけては温暖であるも

のの、冬は積雪寒冷であり、1月には 1ｍ前後の積雪となる。また、冬期間には、シベリアか

らの季節風が吹くため、吹雪が発生する風の強い都市であり、このような自然特性を考慮し

たビジョンの策定が求められる。 

 

 

 ② 石狩湾新港地域が立地し、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 

本市には、石狩湾新港地域が立地し、物流業、製造業、ガス供給施設等多くの事業所が立

地している。これらの事業所から道央圏各都市への物資輸送のためのトラック等の自動車交

通量が多く発生しているという、社会的特性を踏まえたビジョンの策定が求められる。 

 

 

 ③ 市民、事業者に対する省エネルギーに関する情報不足を考慮した取り組み 

市民、事業者へのアンケート調査では、省エネルギー対策に、多くの世帯・事業所におい

て取り組む意向があるものの、省エネルギーに関する情報が不足しており、どのように進め

ればよいかわからないという意見があり、実施上の問題・課題を考慮したビジョンの策定が

求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



６-２ 目標・方針 

 

（１）目標 

省エネルギービジョンの位置づけ、策定上の留意事項を踏まえ、本市の省エネルギー活動

において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 

本市には、港湾、エネルギー供給、流通、製造、建設、廃棄物処理などの広範な業種が集

積する石狩湾新港地域が立地し、道央圏における物流の中枢的機能を有している。 

これら集積する様々な技術・物資を活用した、横断的な異業種間連携を推進し、新エネル

ギー・省エネルギー技術の開発・導入、製造に伴う原料の省資源化、廃棄物の再資源化・エ

ネルギー化など、資源循環型社会を担う環境調和型産業の振興・育成を図る。 

 

 ② 省エネルギー、省資源型のライフスタイルへの移行 

省エネルギー、省資源型行動は、「節約・我慢する行動」ではなく、適正な環境での生活に

より、今まで以上に経済的、効率的で快適な生活を送れるということであり、このことを市

民に理解してもらう必要がある。 

本市では、省エネルギービジョンを通して、市民レベルで「スマートライフ」を実践し、

札幌圏での新たなライフスタイルを提示するような取り組みを進める。 

 

 ③ 地域に根ざした、市民・事業者の省エネルギー行動の育成 

アンケート調査でみられたように、省エネルギー行動の推進においては、本市が省エネル

ギーに関する適切な情報提供とモデル的な取り組みによる市民・事業者の牽引が求められて

いる。 

このため、市は、率先して省エネルギー行動を実践するとともに、市民参加による組織の

育成と活動を支援し、得られる省エネルギー情報の市民への普及を進めることにより、地域

に根ざした省エネルギー行動を育成する。 

 

  



（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」のためには、方針

に基づき、行政、市民、事業者それぞの実施主体毎に実効性のある省エネルギー行動を展開

していく必要がある。 

このため、以下の 5つの柱にもとづく施策の展開を行い、省エネルギーの実現化を図る。 

 

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り組みの推進 

 

 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 

市民・事業者が省エネルギーの具体的な取り組みを進めるために求めている事項のひとつ

として、省エネルギー行動・対策・方法に関する情報提供があげられる。 

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、ソフト面での取り組みを進める

ことにより省エネルギー化を推進する。具体的には、以下の事項に取り組むこととする。 

 

 イ）地球温暖化防止計画の策定（行政） 

気候変動枠組条約京都会議（ＣＯＰ3）にもとづく温室効果ガスを削減するため、地球温暖

化防止計画を策定し、本市が目指す省エネルギー目標（値）、施策を明確に提示するとともに、

市民・事業者への意識啓発を進める。 

 

 ロ）省エネルギー行動の実践（行政） 

市は ISO14001 により大きな省エネルギー効果を上げたが、これらを市民レベルでも実践で

きるよう、省エネナビの導入や学校における省エネルギー教育を推進し、行動を具体に実践

できる環境づくりを進める。 

 

 ハ）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） 

市民、事業者が求める省エネルギー行動等に関する情報を広く収集し、それを提供するこ

とで、迅速に省エネルギー行動を実践できる環境づくりを進める。 

  



 ニ）省エネルギー診断の促進（行政、事業者） 

事業者が省エネルギー診断を受けることで、ESCO 事業を導入するきっかけをつくり、適切

な省エネルギー行動が実施できる環境、支援づくりを進める。 

 

 ホ）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） 

市民、事業者が適切な省エネルギー行動を実践し、環境家計簿等で自らの行動をチェック

できるような施策を進める。 

 

 ヘ）エコイベントの開催（行政） 

省エネルギー機器の展示や省エネルギー効果を間近に体験できるエコイベントの開催を通

じて、市民、事業者への省エネルギー行動の意識啓発を図る。 

 

 ト）省エネルギー実践指導者の育成（行政） 

市民、事業者自ら省エネルギー行動を実践できるよう、環境市民会議等を通して省エネル

ギー実践指導者（リーダー）を育成し、行政と市民の橋渡し的な役割を持つ人材の育成を図

る。 

 

 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年々開発されており、これらの活用に

よる省エネルギー化の推進が期待される。 

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ルギー技術の導

入等、ハード面における省エネルギー施策の展開を図り、省エネルギー化を推進する。 

 

 イ）公共施設における省エネルギー化の推進（行政） 

今後、新たに建設される「八幡下水処理場」、「緑のセンター」、「花川南複合施設」等にお

いて、高効率機器、力率改善、ヒートポンプ導入、自然エネルギー利用等の実施により、省

エネルギー技術を積極的に導入した施設を整備し、行政における省エネルギー化を推進する。 

 

 ロ）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） 

既存施設における省エネルギー化を推進するため、コージェネレーションシステムの導入

等について検討するとともに、事業者への有効性のＰＲに努める。 

 

  



 ハ）避難施設の非常用電源における太陽光発電の活用 

本市には、地域防災を目的とした避難施設が数多くあり、これらの施設では、災害等で電

力等のエネルギーが途絶えた時の非常用エネルギーが必要なことから、非常用電源における

太陽光発電の活用を図る。 

 

 ニ）省エネルギー型住宅の建築促進（市民） 

今後、新たに建設する住宅においては、国が示す「次世代型省エネルギー基準」にもとづ

く高気密・高断熱住宅の建築を進める。また、既存の住宅においては、リフォーム等を契機

に、断熱性の高い外壁や窓の設置、省エネルギー効果の高い電気機器を設置する。 

 

 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 

省エネルギー化の推進における行政の役割のひとつとして、省エネルギー行動を具体的に

示すことにより、市民・事業者が省エネルギー行動に容易に取り組める環境をつくることが

必要である。 

現在、市では ISO14001 による市役所本庁舎における省エネルギー行動により大きな成果を

上げていることから、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ルギー化を進める。 

 

 イ）環境関連法令の遵守（行政） 

環境関連法令に遵守した取り組みを庁内で徹底することにより、省エネルギー化への意識

を高める環境をつくる。 

 

 ロ）石狩市環境マネジメントシステム（ISO14001）の展開 

平成 13 年度より市役所本庁舎で取り組んでいる ISO14001 を、隣接する図書館や保健福祉

センター等でも展開することで、既存公共施設における省エネルギー化を推進する。 

 

 ハ）公共事業における環境への配慮 

公共事業においては、建設に伴う残土や廃棄物等を再生資源として有効活用することによ

り、廃棄物の減量や資源の有効活用に努める。 

 

 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 

日本における事業活動は、全消費エネルギーの 5 割近くを占めており、ここで省エネルギ

ー化を進めることで大きな効果が期待できる。 

  



石狩湾新港地域は、道央圏の製造・物流拠点となっており、工場での動力使用やトラック

等の自動車利用等において、積極的に省エネルギー化を進めることが求められる。 

また、省エネルギー化に結びつくエネルギーリサイクル事業や水素エネルギー供給事業等

の環境産業を支援し、ひいてはそれが本市の産業振興にも寄与する取り組みを進める。 

 

 イ）未利用エネルギーの利用促進（行政、事業者） 

市には、豊富な地下水や風力等の自然エネルギーや、事業所で発生する廃油・排熱等、現

時点では活用されていない未利用エネルギーが存在する。このため、未利用エネルギーの活

用方策等について、事業者間で検討することにより、省資源・省エネルギー化につながるよ

うな取り組みを進める。 

 

 ロ）モーダルシフトへの取り組み（事業者） 

石狩湾新港地域は、港湾を有することから、自動車輸送主体の輸送体系からモーダルシフ

トによる船舶を活用した輸送体系への転換等を進める。 

 

 

 ハ）物流の情報化、高度化（事業者） 

石狩湾新港地域には、多くの物流企業が集積していることから、共同集配・帰り荷情報提

供システム等、物流の情報化、高度化について事業者間で連携し、省エネルギー行動への意

識を高める。 

 

 ニ）自家用車利用の通勤等の自制（行政、事業者、市民） 

市での一世帯あたりの乗用車保有率（2000 年 107.1％）は全道平均(2000 年 89.3％)を上回

るものであり、ノーマイカーデーの実施等を通して自家用車利用の通勤等の抑制を図る。 

 

 ホ）コージェネレーションシステムの導入促進（行政、事業者） 

省エネルギー化の牽引役として、多くの事業所等で導入されているコージェネレーション

システムについて、その効果、有効性等について、行政でのモデル実施等を踏まえながら、

事業者等への展開を図る。 

 

 ヘ）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） 

エネルギーの有効活用と省エネルギー化を目的として、石狩湾新港地域において廃油、生

物資源性廃棄物、排熱等を活用した発電プラントの立地について事業者との連携を図りなが

  



ら、検討を進める。 

 

 ト）新しいエネルギー技術開発への取り組み（行政、事業者） 

今後、新たなエネルギー源として期待される「燃料電池」を普及するための水素供給イン

フラ（水素スタンド等）について、サハリンー北海道間で調査が進められている天然ガスパ

イプライン整備計画の進展に合わせながら、その実現化方策等の検討を進める。 

 

 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 

情報提供のほかに、行政が市民・事業者と連携し、具体な省エネルギー行動への取り組み

が生まれる環境づくりを進める。 

 

 イ）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） 

市民団体等への省エネルギー行動の支援等により、市民、事業者等に省エネルギー行動の

普及を図る。 

 

 ロ）省エネルギー型機器（トップランナー機器）、エコカーの導入（行政、市民、事業者） 

国では、トップランナー方式の導入により、省エネルギー効果の高い機器に関する情報提

供や利用促進を進めている。 

市では、省エネルギー型機器やエコカー等の情報提供等を通して、市民、事業者が省エネ

ルギー行動を実践できるような取り組みを進める。 

 

 ハ）エコドライブの実践（行政、市民、事業者） 

省エネルギーを意識できる環境づくりとして、自動車を利用する際、不必要なアイドリン

グや急発進、急加速をしない等の「エコドライブ運動」を推進する。 

 

 ニ）ESCO 事業の活用（行政、市民、事業者） 

エネルギー需要マネジメントシステムの普及による省エネルギー化を進めるため、事業所

等におけるESCO事業を実施し、省エネルギー効果の実証による事業者等への意識啓発を図る。 

  



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 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、緑のセンター、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】 

●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】 

●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】 

 （石狩市エネルギー特区構想、水素エネルギー貯蔵・供給モデル地区構想）

●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事例、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 
が一体と

シップに

 

的施策（ビジョン策定後 5 年以降）、   ：重点省エネルギープロジェクト

 

期的施策（ビジョン策定～5 年）、○：中長期
●：短
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