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第１章

計画策定の背景

第1章 計画策定の背景
１ 地球温暖化の概要
(１) 地球温暖化とは
地球の周囲表面には窒素や酸素などの大気が取り巻いています。地球に届いた太陽光は地
ふく

表での反射のほか，地表面を温める輻射熱となり，最終的に宇宙に放出されますが，大気が
存在するので，急激な気温の変化が緩和されています。とりわけ大気中の二酸化炭素は約
0.04％とわずかですが，地表面から放射される熱を吸収し，地表面に再放射することにより，
地球の平均気温を 14℃前後に保つのに大きな役割を果たしています。こうした気体は温室効
果ガス＊と呼ばれ，二酸化炭素＊の他，メタン＊，一酸化二窒素＊，フロンなどがあります。
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC＊）」の第 3 次評価報告書（2001 年）によると，温
室効果ガス別の地球温暖化への寄与は，二酸化炭素 60％，メタン 20％，一酸化二窒素 6％，
オゾン層＊破壊物質でもあるフロン類＊とハロン類＊14％，その他 0.5％以下となっています。
産業革命以降，社会・経済活動の拡大に伴って石油などの化石燃料を大量に使うようにな
ったことから，二酸化炭素などの排出量が急激に増加しました。大気中の二酸化炭素濃度に
着目すると，産業革命が始まったころは 280ppm でしたが，現在は約 1.4 倍の 380ppm に上昇
しています。
このような社会・経済活動により，大気中の温室効果ガス濃度が高まり，地球から熱が放
出されにくくなった結果，地球の平均気温が上昇するようになりました。この現象を地球温
暖化といいます。

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

図 1-1

二酸化炭素濃度安定化のイメージ
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(２) 地球の平均気温
IPCC の第 4 次評価報告書（2007 年）によると，1906 年～2005 年の 100 年間で，地球の平
均気温は 0.74℃上昇しました。また，過去 50 年間の傾向を見ると，10 年当たり 0.13℃（0.10
～0.16℃）の上昇になっています。これは過去 100 年の傾向の 2 倍近くになります。
温室効果ガス濃度の上昇の結果，2100 年の気温は 1990 年の気温を基準として，温室効果
ガスの排出量が最も少なく抑えられた場合でも平均 1.8℃（予測の幅は 1.1～2.9℃）の上昇，
最も多い場合は 4.0℃（予測の幅は 2.4～6.4℃）の上昇と予測されています。

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

図 1-2

世界の平均気温の状況
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２ 地球温暖化による影響
約 2 万年前の最終氷期＊極大期には現在より気温が 5℃程度低く，その後約 1 万年かけてほぼ現
在の気温まで上昇したと言われています。これは，100 年あたりに 0.05℃の気温が上昇したこと
に相当します。これと比較すると，過去 100 年間の 0.74℃上昇がいかに急激で異常な変化である
ことかがわかり，生態系や人の健康，農業，社会基盤に多大な影響を及ぼすことが予想されます。
健康への影響
IPCC の第 4 次評価報告書によると，
地球温暖化は，人々の健康に様々な影
響を及ぼすと予測されています。世界
中に猛威をふるっているマラリア＊は，
地球温暖化が進むと感染リスクの高い
地域が広がり，2080 年頃にはリスク人
口は 2 億 2 千万人～4 億人になると予測
されています。いくつかのアジア諸国
では，2030 年までに栄養不良が増加し，
カナダでは 2080 年までにライム病＊の
媒介生物の存在域が 1,000km 北にまで
拡大すると予測されています。

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

図 1-3 地球温暖化が人の健康に及ぼす影響例

食料への影響
IPCC の第 4 次評価報告書によると，中
緯度から高緯度の地域では，地球の平均
気温が 1～3℃までの上昇の場合，作物に
よっては生産性がわずかに増加すると予
測されています。しかし，低緯度地域，
特に乾季のある熱帯地域では，地域の気
温が 1～2℃上昇するだけでも作物の生
産性が減少し，これにより飢餓のリスク
が増えると予測されています。世界全体
でみると，地域の平均気温が 3℃を超え
て上昇すると，潜在的食料生産量は低下
出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

すると予測されています。

図 1-4 気温上昇時の収穫変化率

生態系への影響
温暖化によって，気候帯が北上します。IPCC の第 4 次評価報告書によると，2100 年までに
地球の平均気温が 3～4℃上昇した場合，日本では気候帯が 4～5km/年のスピードで北上すると
予想されています。しかし，生態系の基礎である樹木は，それほど早くは分布域を移動させる
ことができないため，枯れたり，生育できなくなる可能性があります。
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水への影響
IPCC の第 4 次評価報告書によると，
21 世紀後半には，世界中で河川の年
間流出量が変化すると予測されてい
ます。年間流出量が減る地域は渇水等
の影響を受け，年間流出量が増える地
域は洪水の危険性のほか，季節毎の降
雨パターンの変化に伴い，利用可能水
量が必要なときに得られない可能性
があります。
また，日本では，近年，降水量の年

※日本列島を覆う格子（100km×100km 程度）のうち 1 つでも日降水

変動や豪雨の回数が増加する傾向に

量が 100mm を超えれば，豪雨 1 日と数えた。広い面積の平均を基

あります。温暖化が要因ということは

にしていることから，絶対値は観測データと直接比較できない。
相対的な変化のみが重要となる。

明らかにされていませんが，今後温暖

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

図 1-5 日本の夏期の豪雨日数の変化

化が進むと，このような傾向が強くな
ると考えられています。気象庁の異常
気象レポート(2005 年)によると，21
世紀末には，夏期の降水量が現在より
も 20%増加し，豪雨日数も温暖化の進
行とともに増加すると予測されてい
ます。
沿岸域への影響

温暖化が進んだ場合，海面が上昇し，さらに熱帯低気圧の強度増加や集中豪雨の増加等の異
常気象も加わり，沿岸域では高潮や浸水等による被害の危険性が高まります。日本の場合，特
ぜい

に沿岸域に人口・産業が集中している地域が多く，これらの地域は温暖化に対する脆弱性が高
いと言われています。
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３ 国内の温室効果ガスの排出状況
(１) 国内の排出状況
国内の温室効果ガス排出量の推移を図 1-6 に示します。2007(平成 19)年度の総排出量は，13
億 6,700 万 t-CO2 であり，京都議定書＊の規定による基準年（二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），
一酸化二窒素（N2O）は 1990(平成 2)年度，ハイドロフルオロカーボン＊（HFC），パーフルオロ
カーボン＊（PFC），六フッ化硫黄＊（SF6）は 1995(平成 7)年）の総排出量と比べると 8.5%増加
しています。
部門別の二酸化炭素排出量の推移を図 1-7 に示します。2007(平成 19)年度の構成比は，産業
部門の占める割合が 36.1％と最も大きく，次いで運輸部門 19.1％，民生業務部門 18.1％，民
生家庭部門 13.8％となっています。1990(平成 2)年度の排出量と比較すると，産業部門と工業
プロセス部門＊では減少しているものの，それ以外の部門は増加しています。
二酸化炭素（CO2）
一酸化二窒素（N2O）
パーフルオロカーボン（PFC）

メタン（CH4）
ハイドロフルオロカーボン（HFC）
六フッ化硫黄（SF6）
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独立行政法人国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ」をもとに作成

図 1-6 国内の温室効果ガス排出量の推移
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図 1-7 国内の部門別二酸化炭素排出量の推移
日本の二酸化炭素排出量は全世界の排出量の 4.5％を占め，アメリカ・中国・ロシアに続い
て第 4 位となっています。また，国民 1 人当たりでみると世界で第 8 位となっています。

出典：環境省「STOP THE 温暖化 2008」

図 1-8 二酸化炭素の国別排出量と国別 1 人当たりの排出量（2005 年）
(２) 北海道の排出状況
2007(平成 19)年度の北海道の温室効果ガス排出量は 7,242 万 t-CO2 であり，1990(平成 2)年
度の排出量 6,366 万 t-CO2 に比べて 13.8％の増加となっています。また，温室効果ガス排出量
の中で二酸化炭素の排出の割合が最も大きく，2007（平成 19）年度で,全体の約 90％となって
います。
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出典：北海道地球温暖化対策推進計画

図 1-9 北海道の温室効果ガス排出量の推移
二酸化炭素排出量を 1 人当たりに換算すると，積雪寒冷で冬季の暖房が欠かせないことや，
広域分散型の地理的条件のもとで自家用自動車の利用が多いことなどに起因して，北海道は
11.6t-CO2/人と全国の 10.2t-CO2/人の約 1.1 倍になっています。
部門別の二酸化炭素排出量は，産業部門からの排出量が最も多くなっています。全国の構成
比と比較すると，民生家庭部門，運輸部門の割合が高く，一方で，民生業務部門の割合が低く
なっています。

出典：北海道地球温暖化対策推進計画

図 1-10 北海道と全国の部門別二酸化炭素排出量の割合
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４ 地球温暖化対策に係る国内外の動向
(１) 国際的な取り組み
1992(平成 4)年の「地球サミット＊」（ブラジル・リオデジャネイロ）において「気候変動に
関する国際連合枠組条約＊（気候変動枠組条約）」が採択されており，この条約の目的は「気候
系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならないレベルに大気中の温室効果ガス濃度を安
定化させること」とされ，1994(平成 6)年に発効しています。
気候変動枠組条約の具体的な取り組みを議論する場として，1995(平成 7)年に「気候変動枠
組条約第 1 回締約国会議（COP1）」
（ドイツ・ベルリン）が開催され，その後，1997(平成 9)年
に京都で開催された「気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）」では，気候変動枠組条約の
究極的な目的を達成するための長期的・継続的な排出削減の第一歩として，先進国における温
室効果ガス削減に関して法的拘束力をもって約束する「京都議定書」が採択されています。
京都議定書が発効された 2005(平成 17)年のカナダ・モントリオールでの「気候変動枠組条約
第 11 回締約国会議（COP11）」および「京都議定書第 1 回締約国会合（COP/MOP1）」では，将来
の目標に関する議論が開始され，2013(平成 25)年以降の目標に関する検討の準備をすること，
そして長期的な気候変動問題に関する議論の場を設置することが決められました。2007(平成
19)年のインドネシア・バリ島での「気候変動枠組条約第 13 回締約国会議（COP13）」および「京
都議定書第 3 回締約国会合（COP/MOP3）」では，新たにアドホック・ワーキング・グループ＊（AWG）
を設置し，2013(平成 25)年以降の枠組を 2009(平成 21)年までに合意を得て採択することなど
に合意しています。
対象ガス

二酸化炭素（CO2），メタン（CH4），一酸化二窒素（N2O），
ハイドロフルオロカーボン（HFC），パーフルオロカ
ーボン（PFC）
，六フッ化硫黄（SF6）

吸収量の
取扱い

1990 年以降の新規の植林や土地利用の変化にともな
う温室効果ガス吸収量を排出量から差し引く

基準年

1990 年（HFC，PFC，SF6 は 1995 年とすることができ
る）

第一約束
期間

2008 年から 2012 年（5 年間の合計排出量を基準年排
出量の 5 倍に削減約束を乗じたものと比較）

約束数値

先進国全体の対象ガスの人為的な排出量を基準年よ
り少なくとも 5％削減する
国別目標（日本 6％，アメリカ 7％，EU8％など）

排出量
取引

先進国が割り当てられた排出量の一部を取り引きで
きる仕組み

共同実施

先進国同士が共同で削減プロジェクトを行った場合
に，それで得られた削減量を参加国の間で分け合う
仕組み

クリーン
開発メカ
ニズム

先進国が途上国において削減・吸収プログラムを行
った場合に，それによって得られた削減量・吸収量
を自国の削減量・吸収量にカウントする仕組み

対象ガスなど

削減約束

京都メカニズム

図 1-11 京都議定書の概要
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2008(平成 20)年 7 月に開催された北海道洞爺湖サミット＊では，2050（平成 62）年までに世
界全体の排出量を少なくとも 50％削減する長期目標について採択を求めること，野心的な中期
の国別総量目標を実施することなどを盛り込んだ首脳文書がとりまとめられています。また，
2008（平成 20）年 12 月にポーランドのポズナンで開催された「気候変動枠組条約第 14 回締約
国会議(COP14)」および「京都議定書第 4 回締約国会合(COP/MOP4)」では，2009 年末の次期枠
組みへの合意に向けて，作業スケジュールの決定を行い，交渉の本格化に向けた共通基盤の整
備を行っています。
2009(平成 21)年 12 月にデンマークのコペンハーゲンで開催された「気候変動枠組条約第 15
回締約国会議(COP15)」および「京都議定書第 5 回締約国会合(COP/MOP5)」では，世界 115 か国
からなる，初の首脳級会合が開催されました。30 近くの国・機関の首脳レベルの協議・交渉で
「コペンハーゲン合意」が作成されており，世界の気温上昇を産業革命以前と比較して 2℃以
内に抑えること，各国が行う削減目標や削減行動の測定・報告・検証の重要性，途上国の温暖
化対策支援のための資金援助額等が示され，条約締約国会議として「同合意に留意する」と決
定しています。日本は，全ての主要排出国が参加する公平で実効性のある枠組みの構築と野心
的な目標の合意を前提として，「2020(平成 32)年までに，1990(平成 2)年比で 25％削減」を目
標とし，同合意への賛同を表明しています。
2010（平成 22）年 12 月にメキシコのカンクンで開催された「気候変動枠組条約第 16 回締約
国会議(COP16)」においては，京都議定書の 2012（平成 24）年の第一約束期間後に空白期間が
生じないようできるだけ早い協議完了を目指すことや，途上国支援のための基金の創設，コペ
ンハーゲン合意に基づく各国が示した温室効果ガス排出削減の目標・行動に気候変動枠組条約
締約国全体が留意することなどについて合意しています。
(２) 国内の取り組み
1990(平成 2)年に，国は「地球温暖化防止行動計画」を策定し，地球温暖化対策を計画的・
総合的に推進していくための政府方針と今後の方向性を示しました。その後，1997(平成 9)年
に京都で開催された「気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）」を受け，同年に「地球温暖
化対策推進本部」を内閣に設置し，1998(平成 10)年に京都議定書の目標年次に向けて緊急に実
施すべき対策を掲げた「地球温暖化対策推進大綱＊」を決定しています。
同年，国・地方公共団体・事業者・国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠
組みとして「地球温暖化対策の推進に関する法律＊（地球温暖化対策推進法）」を制定し，さら
に 2002(平成 14)年に地球温暖化対策推進大綱の改定および地球温暖化対策推進法の改正を行
うなど，国内体制を整え京都議定書を批准しています。
2005(平成 17)年の京都議定書の発効を受け，国は削減目標の着実な達成に向け，同年「地球
温暖化対策推進大綱」を引き継ぐ「京都議定書目標達成計画＊」を策定しました。この達成計画
は，2008(平成 20)年に改定されています。
2008(平成 20)年に，
「地球温暖化対策推進法」が改正され，温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度の見直し，事業者の排出抑制等に関する指針策定，地方公共団体実行計画の策定事項
の追加等が定められています。
さらに，「ポスト京都議定書」に向けた動きとして，2020（平成 32）年までに 1990(平成 2)
年比 25％の温室効果ガスの削減を目標として掲げ，より一層の取り組みを行おうとしています。
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*

*

出典：環境省ホームページ

図 1-12 京都議定書目標達成計画（2008（平成 20）年改定）

温室効果ガスの排出削減を目指して現在実施されている主要な施策として，化石燃料の代替
エネルギーとして期待される太陽光発電の導入普及を目的に，国は 2009（平成 21）年 11 月か
ら，太陽光発電の新たな買取制度を開始しています。この制度では，太陽電池を使って家庭な
どで作られた電力のうち余剰電力を 10 年間電力会社に売却することができます。電力会社の買
取りにかかる費用は電気利用者全員で負担するため，
「全員参加型」の制度が大きな特徴となっ
ています。
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出典：経済産業省ホームページ

図 1-13 太陽光発電の買取制度の概要（2010（平成 22）年度）
さらに省エネルギー＊対策では，2009(平成 21)年 5 月から，環境省，経済産業省，総務省の
合同事業として，
「エコポイント＊の活用によるグリーン家電普及促進事業」が実施されており，
省エネ性能の高いエアコン，冷蔵庫，テレビを購入された方に対して，様々な商品との交換が
可能となる家電エコポイントを発行しています。また，2010(平成 22)年 3 月から国土交通省，
環境省，経済産業省の合同事業として，
「住宅エコポイント」が実施されており，省エネ法のト
ップランナー＊基準などを満たすエコ住宅を新築された方や，窓や外壁の断熱改修などのエコリ
フォームをされた方に対して，様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる
住宅エコポイントを発行しています。
(３) 北海道の取り組み
北海道では，1996(平成 8)年に地球環境問題を含む今日の環境問題に適切に対応していくた
めの基本理念や行政・道民・事業者の責務，施策の基本方針など，道の環境政策の枠組みを示
す「北海道環境基本条例」を制定しています。
この条例に基づき，1998(平成 10)年に「北海道環境基本計画」が策定され，この中で，地球
温暖化問題は特に重要な事項として位置づけられ，翌 1999(平成 11)年に財団法人北海道環境財
団を地球温暖化対策推進法に基づく地域地球温暖化防止活動推進センター＊として全国で初め
て指定し，道民・事業者への普及啓発や活動の支援を始めることとなりました。
また，温暖化対策を総合的・計画的に推進することにより，道内において人為的に排出され
る温室効果ガスの排出量の削減を図ることを目指して，2000(平成 12)年に「北海道地球温暖化
防止計画」を策定しました。
2001(平成 13)年には，冬季の暖房用のため石油依存度が全国平均を上回っている北海道の地
域事情を踏まえて「北海道省エネルギー・新エネルギー＊促進条例」を施行し，省エネルギーや
新エネルギーの開発・導入を促進する施策を総合的・計画的に推進することとし，翌 2002(平
成 14)年には，この条例に基づき「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」を策定
しました。
2009(平成 21)年 3 月には，2008(平成 20)年の北海道洞爺湖サミットを契機として，環境に調
和した持続可能な発展を可能とする社会の実現を目指し，地球温暖化防止に積極的に貢献する
観点から「北海道地球温暖化防止対策条例」を制定しました。この条例などに基づき 2010（平
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成 22)年 5 月に策定された「北海道地球温暖化対策推進計画」では，計画期間を 2010(平成 22)
すう

年度から 2020(平成 32)年度の 11 年間とし，削減目標については，現状趨勢における 2020(平
成 32)年度の排出量 6,816 万 t-CO2 に対して，当面 738 万 t-CO2 の削減量を見込み，今後，国の
地球温暖化対策税や国内排出量取引制度の導入などの新たな政策や森林吸収量の算定ルールが
明らかになった段階で削減効果を再算定し，削減目標を見直すこととなっています。
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〈背景〉2008 年に開催された北海道洞爺湖サミットでは，温室効果ガス削減に係わる長期目標を達成するため，世
界全体で地球温暖化防止を取り組む必要があるとの認識で合意し，国際社会の協調により対策をすすめることが
極めて重要であることが，世界の国々の人類一人ひとりに提示された。
このサミットを契機として，世界自然遺産・知床をはじめとする豊かな環境を有する本道から，環境に調和した持
続可能な発展を可能とする社会の実現を目指し，地球温暖化防止に積極的に貢献する必要がある。

出典：北海道庁ホームページ

図 1-14 北海道地球温暖化防止対策条例の概要
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５ 函館市の取り組み
本市は，1999(平成 11)年 9 月に，良好な環境の将来の世代への継承および持続的に発展する社
会の構築などを基本理念とした「函館市環境基本条例」を制定し，地球温暖化対策を含む様々な
環境対策に取り組んでいます。

函館市環境基本条例 第3条（基本理念）
第3条 環境の保全および創造は，市民が健康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，これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行われなければな
らない。
2 環境の保全および創造は，本市に集うすべての人々が自らの活動と環境とのかかわり
を認識し，環境に十分配慮することにより，環境への負荷が少なく，持続的に発展す
ることができる社会を構築することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全および創造は，市民，事業者および市がそれぞれの責務を自覚し，自主的
かつ積極的に取り組むとともに，相互に協力し，連携することにより推進されなけれ
ばならない。
4 地球環境保全は，市民，事業者および市が自らの課題としてとらえ，それぞれの事業
活動およ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。

(１) 函館市環境基本計画の推進
「函館市環境基本条例」の基本理念の着実な実現に向け，環境の保全および創造に関する施
策を総合的・計画的に推進することを目的として，2000(平成 12)年 3 月に，21 世紀半ばを見据
え，目標年次を 2009(平成 21)年とする「函館市環境基本計画」を策定し，環境施策に取り組ん
できました。
この間，戸井町，恵山町，椴法華村，南茅部町との合併により市域の状況が変化し，また，
地球環境問題が国際的な重要課題として取り上げられるなど，本市を取り巻く社会情勢の変化
に対応するため，これまでの計画目標達成状況を踏まえながら，今後の施策の方向性を示すた
め，目標年次を 2019（平成 31）年度とする「函館市環境基本計画〔第 2 次計画〕
」を 2009（平
成 21）年度に策定し，市民，市民団体，事業者，市などが協働しながら，各分野で環境保全の
ための取り組みを推進しています。
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函館市環境基本条例
基本理念

函館市総合計画

基本方針

環境関連分野が含まれる各種計画
緑の基本計画

一般廃棄物処理基本計画

新エネルギービジョン

森林整備計画

下水道整備計画

その他

環境分野

環境分野

環境分野

環境分野

環境分野

環境分野

環境分野

環境分野

景観計画

都市計画マスタープラン

函館市環境基本計画

・行動計画

・環境教育・環境学習推進基本方針

・公共事業環境配慮指針

・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

・水環境・水循環指針

図 1-15 函館市環境基本計画の位置づけ
(２) 函館市都市計画マスタープランの推進
「函館市都市計画マスタープラン」は，都市計画法に基づく土地利用の規制・誘導や都市施
設の整備，市街地開発事業などを実施するうえでの，総合的かつ具体的なまちづくりの指針と
して，1998(平成 10)年 3 月に策定されたものです。
マスタープラン策定後 10 年以上が経過し，人口減少や少子高齢化，地球温暖化の進行など，
まちづくりを巡る新たな課題への対応が求められていることから，現在，「歩いて暮らせるコ
ンパクトなまちづくり」などを目標として位置づけるとともに，市街地の拡大抑制や都市機能
の集約化，公共交通の維持・充実への取り組みなどを盛り込んだ新たなマスタープランの策定
作業を進めています。
(３) 函館市緑の基本計画の推進
本市は，1974（昭和 49）年に制定した「函館市緑化条例」を基本に，「函館市緑化推進計画
（1974（昭和 49）年）」および「函館圏緑のマスタープラン（1984（昭和 59）年）」に基づいて，
市民と行政が一体となって緑化を推進してきました。
2001（平成 13）年には，本市における将来の「緑」のあるべき姿とそれを実現するための施
策を総合的・体系的に明らかにする「函館市緑の基本計画」を策定し，水と緑に包まれたうる
おいのあるまちづくりを推進しています。
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(４) 函館市交通事業経営計画の推進
健全な交通事業の経営を図るため，2000（平成 12）年度からの 10 か年を計画期間として「函
館市交通事業経営計画」を策定し，各種対策を実施してきました。
引き続き 2009（平成 21）年度に 2010（平成 22）年度からの 10 か年を計画期間とした「函館
市交通事業経営計画（第２次）」を策定し，環境面での社会に対する負荷軽減の観点などから，
全市的なエコライフの推進により，公共交通機関の利用促進に努めています。
(５) 函館市農業振興地域整備計画の推進
函館市農業振興地域整備計画は 1974(昭和 49)年に策定され，その後，1980(昭和 55 年），
1991(平成 3 年），1999(平成 11 年)に改定しています。
本計画では，農用地の利用計画や農業生産基盤の整備開発計画のほか，農地保全や農村地域
の生活環境の整備などについての方針を示し，農村環境の確保に努めています。
(６) 環境に関する主な取り組み
環境に関する主な取り組みを示します。
ア はこだてエコライフのすすめ（市民編・事業者編）の配布
市民・事業者による二酸化炭素排出削減行動の実践を目的に作成したリーフレットです。市
民編については，1 日の生活の中で朝・昼・夜の時間帯ごとの省エネルギー行動を記載し，そ
れらを実践することによって得られる効果を金額や二酸化炭素削減量で表示しています。事業
者編については，パソコンや照明器具，自動車の運転などオフィスにおける省エネルギー行動
を記載し，それらを実践することによって得られる効果を金額や二酸化炭素削減量で表示して
いるほか，グリーン購入＊や，省資源，廃棄物の減量などについても記載しています。
市民，事業者に対しては，出前講座や出張講座などの機会に配布し，省エネルギー行動等に
関する普及啓発を行っています。
イ エコワット体験モニター＊事業の実施
2007(平成 19)年度から市民を対象としたエコワット体験モニター事業を実施しています。
2009(平成 21)年度は，電気ポット，電気炊飯器，テレビ，電気冷蔵庫，その他家庭で使用して
いる機器について 21 世帯に取り組んでもらい，全体で 94.8kWh の使用電力量，二酸化炭素に換
算して 50.2kg と，省エネルギーを行わない場合と比較して 11.8％削減することができました。
ウ 函館市環境配慮率先行動計画（Ⅱ）
（函館市地球温暖化対策実行計画（事務事業編））の推進
「函館市環境配慮率先行動計画（Ⅱ）」は，2002(平成 14)年に「函館市環境基本計画」にお
ける行動計画として，環境マネジメントシステム＊の考え方を取り入れ，市の事務事業における
環境への負荷を低減し，地球環境保全のための施策を総合的かつ継続的に推進するために策定
した函館市環境配慮率先行動計画を見直し，計画期間を 2007(平成 19)年度からの５年間とした
計画です。また，「函館市環境配慮率先行動計画（Ⅱ）」は，「函館市地球温暖化対策実行計
画（事務事業編）」として位置付けしており，2011(平成 23)年度の事務事業における温室効果
ガス排出量を 2005(平成 17)年度比で 10％削減することを目標として，省エネルギー対策を始
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めとした率先行動に取り組んでいます。
エ 環境教育・学習の実施
「函館市の環境」や「地球規模の環境問題」をテーマとした出前講座のほか，町会，学校等
に出向いて行う「温暖化防止出張講座」，外部講師による講演会や施設見学を行う「市民環境
講座」，温暖化防止に関する講演会を行う「温暖化防止市民講座」を実施しています。また，
市の環境の状況等を紹介する「環境パネル展」のほか，「こどもエコクラブ＊体験学習会」，「環
境ふれあい教室」，「スクールエコニュース」，環境教育副読本の配布などの児童生徒を対象
とした環境教育にも取り組んでいます。
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