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1 (4) A

2 (4) B

H28

H29

H30

330,790

76,155

平成30年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策目標

・　温室効果ガス排出削減に向けた低炭素型のライフスタイルやビジネススタイルへの転換やフ
ロン類の管理の適正化を促進する。
・　太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入や、使用時に二酸化炭素を排出
しない水素エネルギー利活用の取組を推進する。
・環境教育の充実や環境保全を担う人材の育成などにより、環境への負荷が少ない行動の定着
を図り、環境に配慮した社会の実現を目指す。
・　気候変動による影響への適応策についての検討を進める。

・本道は、積雪寒冷・広域分散型の地域特性から暖房や自動車の使用などにより民生（家庭)
部門、運輸部門の温室効果ガス排出割合が高く、道民一人当たりの排出量は全国平均よりも
高い。
・また、全国トップクラスの再生可能エネルギ-賦存量を有しているが、系統連系の課題等があ
り、ポテンシャルを十分に活用できていない。
・このような状況を踏まえ、道民･事業者等のライフスタイル・ビジネススタイルの転換や、再生
可能エネルギー導入拡大に向けた取組を推進する必要がある。
・環境に配慮した行動を行う人は増加しているが、引き続き環境教育の機会の充実、協働取組
の推進などにより、環境に配慮したライフスタイルの定着を図ることが必要である。

環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築

施 策 名
照   会   先

環境生活部所 管 部 局

環境政策課、気候変動対策課

地球温暖化対策の推進と環境に配慮する
人づくり

施策の
推進体制
（役割・取組等）

66,507

施策コード作成責任者 環境生活部長　渡辺　明彦

中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性）

【再エネの導入促進、水素エネルギーの利活用】
〔道〕導入促進に向けた情報提供、取組支援　など
〔国〕設備導入補助、実証事業の実施、技術開発　など
〔市町村〕設備の率先導入　など

【ライフスタイル・ビジネスタイルの転換、フロン類適正管理】
〔道〕取組の促進に向けた普及啓発、フロン排出抑制法、温対条例に基づ
く事務の実施　など
〔国〕取組の促進に向けた普及啓発、省エネ機器導入補助　など
〔市町村〕率先的な取組　など

1(4)A

2(4)B

北海道創生総
合戦略

A3512
北海道

強靱化計画

総合計画の指標

生活・安心

経済･産業

新・北海道
ビジョン

C03406、C03501、C03603、C08705、C08708、C09609

１　目標等の設定

政
策
体
系

環境政策課環境企画Ｇ 24-222
気候変動対策課温暖化対策G　24-231

低炭素型ライフスタイルの促進や水素エネルギーの活用など地球環境保全の取組促進 温室効果ガス排出量

新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進 新エネルギーの開発・活用促進や環境・エネルギー産業の創造 新エネルギー導入量(設備容量、発電電力量、熱量）

役割等

【環境に配慮する人づくり等の推進】
〔道〕①人材の確保及び育成　②環境教育の機会及び場の提供　③普及啓
発　④関係団体の協働による環境保全活動の促進
〔市町村〕環境教育の推進、地域の環境保全活動の支援　など
〔民間〕自主的な環境配慮活動の実践　など

1(4)A

政策体系役割等 施策の予算額

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野）

B4111、B4131

政策体系

1(4)A

特定分野別
計画等

北海道環境基本計画［第２次計画］改定版、北海道地球温暖化対策推進計画、北海道水素社会実現戦略ビジョン、北海道環境教育等行動計画

【適応策の検討】
〔道〕情報収集、適応策の検討　など
〔国〕地方公共団体の取組支援　など

現状と
課題

1(4)A



【再エネの導入促進、水素エネルギーの利活用】
◎再生可能エネルギーの導入促進に向け、市町村への情報提供などの取組を実施。
◎二酸化炭素削減に有効な水素の利活用を促進し、水素社会の形成を加速するため、
普及啓発支援などの取組を実施。

1(4)A

【適応策の検討】
〇適応に係る調査や普及啓発の実施
〇取組の基本的な考え方を示す「基本方針」の策定に向けた検討

1(4)A

【ライフスタイル・ビジネスタイルの転換、フロン類適正管理】
◎北海道地球温暖化防止活動推進員の講習会等講師としての派遣等による地球温暖
化防止行動の普及啓発を実施。
◎省エネ３Sキャンペーンによる民生家庭部門を対象とした省エネの取組の推進やエコ
アンドセーフティ事業の推進
◎「フロン排出抑制法」に基づく、フロン類の大気中への排出抑制対策の推進。
◎「地球温暖化防止対策条例」に基づく報告書制度による事業者の取組促進。
◎庁内の地球温暖化対策に資する取組を取りまとめ総合的に推進。
◎関係機関や事業者と連携した普及啓発の実施。
◎市町村会議を実施し情報共有や取組促進。

1(4)A

【環境に配慮する人づくり等の推進】
○環境教育や普及啓発に関する事業の実施
○環境教育指導者等の育成
○道民などの自主的な環境学習への支援
○環境に貢献した事業所認定制度の運用
○教育関係者や道民、民間団体、学識経験者等からなる懇談会を開催

今年度の取組

今年度の
取組

今年度の取組政策体系 政策体系

1(4)A

2(4)B



各部局の対応（H30年3月末時点）

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）

施策

前年度付加意見

事務事業

事務事業
整理番号

前年度付加意見 各部局の対応（H30年3月末時点）

事務事業名 前年度付加意見

事務事業
整理番号

事務事業名

0216 環境保全対策推進費（基金事業）事務事業

基金設置時からの社会経済情勢等の変化やこれまでの事業実績などを
踏まえ、事業を実施する必要性・意義を改めて検討すること。なお、事業を
継続する場合には、成果指標の設定及び事業内容の見直しについて検討
すること。

　本事業は、北海道環境基本計画の目標である、環境に配慮したライ
フスタイルの定着などの達成に必要な施策の一つとして実施している
が、環境配慮活動実践者の割合が、H18年の44％からH25年の
76.8％に増加しているものの、同計画の目標である80％に達しておら
ず、本事業の継続実施が必要であるところ。
　今後は、より効果的な事業のあり方を検討するため、本事業と関連
のある団体を対象としたアンケート調査を平成30年度内に実施し、そ
の結果を踏まえ、事業内容の見直しを行う。



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果
（１）取組の実績と成果

政策体系 実績と成果等

関連する計画等

備　考北海道創生総
合戦略

北海道強靱化
計画

新・北海道ビ
ジョン

1(4)A

【ライフスタイル・ビジネススタイルの転換、フロン類適正管理】
◎地球温暖化防止活動推進員を配置し、地域での学習会等に派遣するとともに（H29派遣回数48回）、地球温暖化防止
フォーラムを開催するなど（H29に2回）道内各地で普及啓発を実施し、地球温暖化防止行動の更なる促進を図った。
◎省エネ３Sキャンペーン
・北海道地球温暖化防止対策条例に定められた「北海道クールアース・デイ（7月7日）」を中心とする期間に、赤れんがガイ
アナイトをはじめとした地球温暖化防止行動を促す取組を集中的に実施するとともに（H29に11件）、市町村や団体等が行
うリンケージイベントの情報発信を行った。
・道が率先してナチュラルクールビズやウォームビズを実施することで、道民・事業者の取組を促すとともに、省エネ活動を
行う事業者を登録する「北海道クールあいらんどキャンペーン」（H29に3,635事業所が参加）、「北海道あったまろうキャン
ペーン」（H29に3,707事業所が参加）を実施し、事業者の取組を促進した。
◎業務用冷凍冷蔵機器等からのフロン類漏えい防止等を図るため、機器の管理者や販売業者、フロン類充填回収業者等
で構成する「北海道フロン類適正管理推進会議」を開催し、関係機関との情報共有を行ったほか、訪問による機器の管理
者等への管理実態のヒアリングを通じた普及啓発を行うなど、フロン類の適正な管理の促進を図った。

－ － C03603

1(4)A

◎庁内各部において、地球温暖化対策に資する事業を推進（H29は56事業）

－ － C03603

1(4)A

◎関係機関や事業者との連携
・省エネや水素に関する展示イベントを開催するとともに、道の包括連携事業者の協力を得て省エネ等の普及啓発を実施
した。 － －

1(4)A

◎市町村等地球温暖化対策推進会議を開催し、国や市町村等との情報共有等を行った。

－ －

1(4)A

◎自動車からの温室効果ガス削減と交通事故抑制対策の取組として、エコアンドセーフティドライブの普及啓発を実施する
とともに（H29イベント9回）、エコドライブ推進校（道が登録した自動車教習所）等と連携した出前講座を実施し（H29、5回）、
エコドライブ行動の促進を図った。 － － C03603

1(4)A

◎北海道地球温暖化防止対策条例に基づき、特定の事業者に、事業活動に伴い排出される温室効果ガスの削減計画書
や、再生可能エネルギー供給の計画書等の提出を求め、事業者の活動の促進を図った。 － － C03603

C03603

C03603

1(4)A

2(4)B

◎水素のエネルギー利用の普及を図るため、各地域のイベントに水素・燃料電池普及キャラバンとして出展（H29、22回）。
◎勉強会の開催等により水素エネルギーの現状や今後の展開、先進事例等を周知し、水素社会形成への気運醸成を
図った。
◎「道央圏ＦＣＶ普及促進戦略会議」を立ち上げ、燃料電池自動車（ＦＣＶ）の着実な普及に向けた道央圏の市町村との連
携強化を図った。また、ＦＣＶ１台を率先導入し（H29年7月）、公用車として利用するほか各種普及啓発事業にも活用した。

A3512
B4111

B4131

C03406

C03501

C03603

C09609



（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

・水素の活用など低炭素社会づくりの推進、再生可能エネルギーの導入や省エネの取組など
の低炭素社会づくりに対する支援の充実（H30.7 国費全庁要望）

施策に
関する

道民ニーズ

　日高総合開発期成会（H30.7要望）などから低炭素社会の実現に向けた取組への支援、措置の
拡充について要望があったことから、これらの意見を踏まえ、水素の活用など低炭素社会づくりの
推進に係る支援の充実について、国への要望を実施した。

1(4)A

【環境に配慮する人づくり等の推進】
○環境教育や普及啓発に関する事業の実施
・H30.2に企業と協定を締結し、子ども向け環境情報誌において協力して情報発信を行っている。
○環境教育指導者等の育成、道民などの自主的な環境学習への支援
・環境の村事業により親子体験プログラム、人材育成ワークショップ、環境教育セミナー等を開催予定、ｅｃｏ－アカデミア事
業では住民団体等が開催する環境学習講座に講師を派遣することで、環境教育の推進、環境教育指導者等の育成、自主
的な環境学習への支援を図っている。
○環境に貢献した事業所認定制度の運用
・環境保全に貢献している事業所等の取組を認定・登録する北海道グリーン・ビズ認定制度では56事業所を認定、1,669事
業所を登録した。
○教育関係者や道民、民間団体、学識経験者等からなる懇談会を開催
・環境教育等推進懇談会を開催し、道内での環境保全活動や環境教育の取組について情報共有・意見交換を行った。
北海道ｅ-水プロジェクトにより水辺の環境保全活動に取り組む９団体等への助成やフォーラムを開催した。

－ －
C08705

C08708

1(4)A

【適応策の検討】
本道における「適応」の取組の方向性を示す「基本方針」の策定に向けて検討を開始するとともに、環境省等との共催によ
るセミナーの開催等を通じて、気候変動による影響への適応について普及啓発を行った。 － － －



03 ― 03

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

水産林務部　道有林課、森林活用課、
森林整備課、林業木材課

企業局　発電課

-

・庁内の関連する取組を取りまとめ総合的に推進
・経済部と連携した省エネ・節電の普及啓発や水素社会形成に向けた取
組

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

平成30年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

政策体系
関係部・関係課施策コード

地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり 施策コード

連携内容
連携先

N0512

N1001

N0707

経済部　産業振興課、環境・エネルギー
室

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果

・北海道地球温暖化対策推進本部（幹事会）を開催し、庁内関係部による情
報共有を図るとともに、地球温暖化対策に資する庁内の取組を取りまとめ、
全庁的に推進した



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

企業が発行する環境情報誌を活用した環境情報の発信に連携・協力して取り
組み、環境教育を推進する。 (株)アドバコム

連携内容

本道の環境保全に貢献を希望する企業の資金を、（公財）北海道環境財団が
実施している地球温暖化防止啓発事業「地球温暖化ふせぎ隊」への支援に結
びつけ、財団との連携、協力を図りながら、地球温暖化防止に関する環境教
育を推進する。

関連事業者、団体

関連事業者

（公財）北海道環境財団

取組の実績と成果

（公財）北海道環境財団において、本道の環境保全に貢献を希望する企業
の支援を受け、小学校や児童会館、環境教育施設等と連携して地球温暖化
防止テーマとした環境教育プログラム「地球温暖化ふせぎ隊」を実施してお
り、本道の地球温暖化防止に関する環境教育の推進が図られている。

フロン類の適正管理に向け、関係事業者（フロン類を使用する機器の管理者
や整備業者、充塡回収業者）等と情報共有を図るとともに、普及啓発を実施
した。

H29.10開催　出席者11名（道出席者１名を含む。）

水素社会の形成に向け、関連事業者（エネルギー関連企業、自動車メー
カー、金融機関、プラントメーカー）等と情報共有を図るとともに、普及啓発を
実施した。

H29　１回（６月）

平成３０年２月に協定を締結し、平成３０年４月発行分の子ども向け環境情報
誌から協力して情報発信を行っており、環境教育の推進が図られている。

連携先

(株)サッポロドラッグストアー

関連事業者、団体で構成する「北海道フロン類適正管理推進会議」を開催し、
フロン類の適正管理に関する情報共有を進めるとともに、構成団体の協力を
得て普及啓発等を実施

関連事業者等で構成する「北海道水素イノベーション推進協議会」を開催し、
水素社会の形成に向けた情報共有を進めるとともに、構成団体等の協力を得
て普及啓発を実施

水素の利活用に対する道民の意識・理解の向上を図るため、各地の自治体や
事業者と協力しながら「水素・燃料電池普及キャラバン」を実施する。 関連事業者・団体

自治体や団体が主催するイベントに参加しＦＣＶ等の展示を行ったほか、道
が主催したイベントにおいても関連事業者・自治体と協力をしながら効果的
な普及啓発を実施した。
平成２９年度 ２２回（水素・燃料電池普及キャラバン）



03 ― 03

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

〔指標の説明〕
道内の新エネルギー発電設備の設備容量を
示すもの
H32に目標を達成し、以降それ以上をめざす
こととしている

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画
新エネルギー導入拡大の基
本方向

2(4)B 増加 (実績値／目標値)×100

主③ 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度の 目標 最 終 目 標

新エネルギー導入目標
発電分野：発電電力量（百万
kW）

基準年度 H24 年度 H30 最終年度 H37

基 準 値 5,866 目標値 7,553 最終目標値 8,115以上

〔指標の説明〕
道内の新エネルギー発電設備の設備容量を
示すもの
H32に目標を達成し、以降それ以上をめざす
こととしている

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画
新エネルギー導入拡大の基
本方向

2(4)B 増加 (実績値／目標値)×100

主② 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度の 目標 最 終 目 標

新エネルギー導入目標
発電分野：設備容量（万kW）

基準年度 H24 年度 H30 最終年度 H37

基 準 値 149 目標値 248.8 最終目標値 282以上

〔指標の説明〕
道内の温室効果ガスの年間排出量を二酸化
炭素換算で示すもの
H32に目標を達成し、以降それ以下をめざす
こととしている
※今年度目標は、経過率としての参考値

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画
北海道地球温暖化対策推進
計画

1(4)A 減少
((基準値-実績値)／(基準値－目標値))
×100

主① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度の 目標 最 終 目 標

温室効果ガス排出量（万t-CO2）
基準年度 H2 年度 H30 最終年度 H37

基 準 値 6,582 目標値 6,132 最終目標値 6,099以下

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり 施策コード

達成率 0.0% 0.0% 87.3%

達成度合 A 評価年度 H28
達成度合の分析　ほか

・経済部とこの指標を共有しており、当施
策は地球温暖化対策の観点から関与
・再生可能エネルギーの固定価格買取
制度の導入（平成２４年７月）を契機に太
陽光や風力の導入が進んでおり、H28年
度においては、大規模太陽光発電設備
が複数新設されたことや大規模バイオマ
ス発電施設の新設などにより実績値が
大きく伸びた。

年    度 H28 H29

達成度合 D 評価年度 H27
達成度合の分析　ほか

　温室効果ガスの排出量は、北海道地球
温暖化対策推進計画において、目標年
である平成32年に 6,099 万ｔ-CO2 として
おり、途中年の目標は参考値としてい
る。
　本道は積雪寒冷、広域分散の地域特
性などから、家庭部門と運輸部門の排出
割合が高く、指標が低調となっており、平
成29年10月の北海道環境審議会の答申
においては「排出量は近年減少傾向にあ
るが基準年に比べ増加しており、削減目
標の達成に向け、引き続き、重点施策を
中心とした取組を推進していくことが必
要」とされている。

年    度 H26 H27 進捗率

目 標 値 (6,196) （6,180） 6,099

実 績 値 7,046 6,984 6,984

進捗率

目 標 値 215.5 - 282.0

実 績 値 271.0 - 271.0

達成率 125.8% - 96.1%

達成度合 A 評価年度 H28
達成度合の分析　ほか

・経済部とこの指標を共有しており、当施
策は地球温暖化対策の観点から関与
・再生可能エネルギーの固定価格買取
制度の導入（平成２４年７月）を契機に太
陽光や風力の導入が進んでおり、H28年
度においては、大規模太陽光発電設備
が複数新設されたことや大規模バイオマ
ス発電施設の新設などにより実績値が
大きく伸びた。

年    度 H28 H29 進捗率

目 標 値 6,991.0 - 8,115.0

実 績 値 7,693.0 - 7,693.0

達成率 110.0% - 94.8%



● 本施策に成果指標を設定できない理由

〔指標の説明〕
道民意識調査において、「日常の生活におい
て環境に配慮した行動をどの程度行ってい
ますか」の問いに「十分」または「少し」行動し
ていると回答した割合

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道環境基本計画［第２次
計画］改定版 1(4)A 増加 (道民意識の調査結果）

〔指標の説明〕
道内の新エネルギー発電設備の設備容量を
示すもの
H32に目標を達成し、以降それ以上をめざす
こととしている

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画
新エネルギー導入拡大の基
本方向

2(4)B 増加 (実績値／目標値)×100

他① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度の 目標 最 終 目 標

環境配慮活動実践者の割合
基準年度 H25 年度 H30 最終年度 H32

基 準 値 76.8% 目標値 79.1% 最終目標値 80.0%

主④ 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度の 目標 最 終 目 標

新エネルギー導入目標
熱利用分野：熱量（TJ）

基準年度 H24 年度 H30 最終年度 H37

基 準 値 12,257 目標値 18,164 最終目標値 20,133以上

●　達成度合について

達成度合 A B C D -

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

達成度合の分析　ほか

・経済部とこの指標を共有しており、当施
策は地球温暖化対策の観点から関与
・エネルギー地産地消の取組支援などに
より、バイオマスを中心に地域の特性を
活かした熱利用が着実に増加している。

年    度 H28 H29 進捗率

目 標 値 16,195.0 - 20,133.0

実 績 値 14,227.0 - 14,227.0

達成率 87.8% - 70.7%

－

達成率 － － －

達成度合 C 評価年度 H28

達成度合 － 評価年度 -
達成度合の分析　ほか

H25年以降調査がなく算定不可である。
道民意識調査での把握実施に向けて努
力しているが、平成25年度以降未実施
（項目未採択）となっており、近年の状況
が把握できていない。引き続き調査実施
に向けて努力する。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 － － －

実 績 値 － －



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 03 ― 03

Ｐｌａｎ

0401 1(4)A 北海道グリーン・ビズ認定制度 環境保全に貢献している事業所等を認定する制度を運用するための業務
気候変動対
策課

0 0 0.5 0.3 0.8 6,424

0213 1(4)A
環境保全活動推進費（情報システム
分除く）

環境基本条例に基づく年次報告の作成のほか、環境道民会議等の運営や
インターネット等による情報提供のためのシステム整備など環境基本計画
の推進を図る業務

環境政策
課・気候変
動対策課

3,349 1,349 2.0 2.3 4.3 37,878

0214 1(4)A
環境保全活動推進費（情報システム
分）

環境情報収集提供システムの運用経費 環境政策課 2,924 2,924 0.1 0.0 0.1 3,727

0215 1(4)A
環境に関する国際交流と北海道気候
変動観測ネットワーク

ロシア極東３地域等との環境情報の交換など環境交流を推進するとともに、
道内で温暖化関連の観測を行っている研究機関等と連携し、道民へ解りや
すい情報を提供するため、北海道気候変動観測ネットワークを形成

環境政策課 0 0 0.1 0.0 0.1 803

0216 1(4)A 環境保全対策推進費（基金事業） 地域における環境保全等の各種普及啓発等を実施するための業務 環境政策課 3,000 0 0.2 0.9 1.1 11,833

0402 1(4)A 民間企業との協働に関する事務 民間企業とのパートナーシップ協定の締結や協定に基づく事務
気候変動対
策課

0 0 0.4 0.3 0.7 5,621

0217 1(4)A 北海道環境財団補助金
本道における環境保全活動の促進を目指し、環境に関する情報や学習機
会の提供、環境保全活動への支援などに関する事業を実施する北海道環
境財団に対する経費の助成

環境政策課 54,901 54,901 0.2 0.0 0.2 56,507

0218 1(4)A 環境の村事業費 環境の村において、参加・体験型の環境教育を実施するための経費 環境政策課 1,067 1,067 0.2 0.0 0.2 2,673

0219 1(4)A キッズISO14000プログラム事業
環境教育プログラムを、企業等の支援を受け、国際芸術技術協力機構と共
同で、道内の小・中学校において実施

環境政策課 0 0 0.1 0.0 0.1 803

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

地球温暖化対策の推進と環境に配慮する
人づくり

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0403 1(4)A ストップ・ザ・温暖化推進事業費 地球温暖化防止活動推進員の派遣など温暖化防止に関する普及啓発
気候変動対
策課

1,266 1,266 1.0 0.1 1.1 10,099

0404 1(4)A エコアンドセーフティ推進事業費
省エネ運転と安全運転を実践する「エコアンドセーフティドライブ」の普及啓
発

気候変動対
策課

0 0 0.5 0.2 0.7 5,621

0405
1(4)A

2(4)B
水素社会推進事業費 水素社会の実現に向けて、気運醸成・理解促進を図るための普及啓発等

気候変動対
策課

0 0 3.4 0.0 3.4 27,302

0406 1(4)A フロン排出抑制法に関する事業 フロン類の適正管理に関する普及啓発や充塡回収事業者の登録等
気候変動対
策課

0 0 0.5 0.1 0.6 4,818

0407 1(4)A 気候変動対策課総合調整等業務 内部管理、企画調整、広報、予算要望等
気候変動対
策課

0 0 2.5 0.0 2.5 20,075

0408 1(4)A

北海道地球温暖化防止対策条例及
び地球温暖化対策推進計画に関す
る事務

条例に基づく計画書等の提出・公表、推進計画の進捗管理・点検評価等
気候変動対
策課

0 0 3.6 0.0 3.6 28,908

0409 1(4)A
省エネ3Sキャンペーン等普及啓発事
務

地球温暖化防止に係るキャンペーンの展開
気候変動対
策課

0 0 0.5 0.2 0.7 5,621

0410 1(4)A 適応策に関する事務 気候変動等に関する情報収集や適応に関する考え方の検討
気候変動対
策課

0 0 1.0 0.0 1.0 8,030

0 66,507 61,507 16.8 4.4 21.2 236,743計



―

(1)成果指標の分析

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり 施策コード 03 03

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価　一次評価結果（各部局等による評価）　
5  一次評価結果

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B C D

D指標あり

＜温室効果ガス排出量（万ｔ－ＣＯ２）【D】＞
　本道は積雪寒冷、広域分散の地域特性などから、家庭部門と運輸部門の排出割合が高く、指標が低調となっており、平成29年10月
の北海道環境審議会の答申においては「排出量は近年減少傾向にあるが基準年に比べ6.9％の増加であり、削減目標の達成に向
け、引き続き、重点施策を中心とした取組を推進していくことが必要」とされている。
　今後も引き続き、道民参加型普及啓発イベントの開催やエコドライブの普及促進など、道民・事業者のライフスタイル・ビジネススタイ
ルの転換に資する取組を推進するとともに、省エネルギーや再生可能エネルギー導入に係る国及び道の助成制度の周知、水素利活
用の普及促進などの低炭素社会の形成に向けた取組を推進することが必要である。

＜環境配慮活動実践者の割合【－】＞
・H25年以降調査がなく算定不可である。

２（４）Ｂ 2 1 C指標あり

＜新エネルギー導入目標　発電分野：設備容量（万ｋＷ）【Ａ】＞
・経済部とこの指標を共有しており、当施策は地球温暖化対策の観点から関与
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入（平成24年7月）を契機に太陽光や風力の導入が進んでおり、H28年度において
は、大規模太陽光発電設備が複数新設されたことや大規模バイオマス発電施設の新設などにより実績値が大きく伸びた。

＜新エネルギー導入目標　発電分野：発電電力量（百万kW）【Ａ】＞
・経済部とこの指標を共有しており、当施策は地球温暖化対策の観点から関与
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入（平成24年7月）を契機に太陽光や風力の導入が進んでおり、H28年度において
は、大規模太陽光発電設備が複数新設されたことや大規模バイオマス発電施設の新設などにより実績値が大きく伸びた。

＜新エネルギー導入目標　熱利用分野：熱量（TJ)【Ｃ】＞
・経済部とこの指標を共有しており、当施策は地球温暖化対策の観点から関与
・エネルギー地産地消の取組支援などにより、バイオマスを中心に地域の特性を活かした熱利用が着実に増加している。

１（４）Ａ 1 1

-

-

-

-

D指標あり

5
計

2 0 1 1 1



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
北海道地球温暖化対策推進計画や北海道水素社会実現戦略ビジョン等に基づき、ライフスタイル、ビジネススタイルの転換、フロン類適正管理、再エネ
の導入促進、水素エネルギーの利活用、環境に配慮する人づくり等の推進、適応策の検討に関して、効果的な取組を推進していることが認められる。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

対応しているとする理由

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携による成果を確認できるか

○
北海道地球温暖化対策推進本部（幹事会）を開催し、庁内関係部による情報共有を図るとともに、地球温暖化防止対策を全庁的に推進しており、関係部
と連携した成果が確認できる。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

○
本道の環境保全への貢献を希望する企業の資金を、環境保全団体が学校、地域施設等と連携して取り組む環境教育への支援に結びつけており、地
域・民間と効果的に連携した成果が確認できる。また、省エネ、フロン、水素等に関し、関連事業者等と連携した普及啓発を実施している。

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか

○ 再生可能エネルギーの導入促進や水素社会の実現などに向け、必要な要望を国等に対し実施しており、状況の進捗が認められる。

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○ 地域の期成会からの要望を受け、水素のエネルギー利用の普及など、低炭素社会の形成に向けた施策の推進に役立てていることが確認できる。

D指標あり a 課題等はあるが引き続き推進

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定
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03平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり 施策コード 03

対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　１次評価結果（各部局による評価）　

６　施策・事務事業の翌年度に向けた対応方針

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

事務事業名 視点
北海道創生
総合戦略

北海道強
靱化計画

新・北海道
ビジョン

ストップ・ザ・温暖化推進事
業

C03603

② 1(4)A

北海道環境教育等行動計画に基づき、環境教育や普及啓発における取組を強化する。

施策推進に
向け改善

0216
環境保全対策推進費（基金
事業）

① 1(4)A

国の地球温暖化対策の動向や社会情勢等を踏まえ、国や市町村など関係機関と連携しながら、温室効果
ガス排出削減等に向けた取組を実施していく。 施策推進に

向け改善
0403

③ 2(4)Ｂ

国の食料産業・６次産業化交付金を活用し、道内市町村のバイオマス利活用の取組を支援する。

施策推進に
向け改善

0416
地域バイオマス利活用促
進事業費

事務事業評価　前年度評価結果への対応状況など（評価時点）

視点

１　成果指標の達成度を高めていく必要がある

0216 環境保全対策推進費（基金事業）
基金設置時からの社会経済情勢等の変化やこれまでの事業実績などを踏まえ、事業を実
施する必要性・意義を改めて検討すること。なお、事業を継続する場合には、成果指標の設
定及び事業内容の見直しについて検討すること。

より効果的な事業のあり方を検討するため、本事業に関連する団体（市町
村、企業、ＮＰＯ団体等）を対象としたアンケート調査を実施中であり、その結
果を踏まえ事業内容の見直しを行う。

２　更に取組が必要な事項がある

３　より一層の成果発現に向け、取組を強化する必要がある

４　より効果的・効率的に取り組む必要がある

事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）



03 － 03

対応方針
番号

①

②

③

対応方針
番号

対応方針
番号

（３）事務事業への反映状況

0416 地域バイオマス利活用促進事業費 拡充

0403 ストップ・ザ・温暖化推進事業 拡充

0216 環境保全対策推進費（基金事業） 改善

3

整理番号 事務事業名 次年度の方向性

終　　了 合　　　計
次年度新規事業
（予定）

反 映 結 果
2 1

方　向　性 拡　　充 改　　善 縮　　小 統　　合 廃　　止

事務事業

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞
事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

施策

事務事業

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 地球温暖化対策の推進と環境に配慮する人づくり 施策コード

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

８　評価結果の反映

（１）一次評価結果への対応

対 応

＜新たな取組等＞
・民生家庭部門からの温室効果ガス排出量削減に向け、国が進める国民運動（COOL　CHOICE）と連動し、市町村や関係団体と連携した啓発活動を強化する。
・運輸部門からの温室効果ガスの排出削減に向け、使用時に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車による啓発を道内各地で開催するほか、非常時における電源確保の有効性についても、環境関連行事以外への出展
により啓発を強化する。
（ストップ・ザ・温暖化推進事業）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

＜新たな取組等＞
環境教育や普及啓発における取組の強化に向けて、より一層の普及啓発が必要な分野を調査し、取組内容を見直すとともに、環境配慮行動等をテーマに住民団体等が主催する環境教育講座への講師派遣や市町村、民
間企業・団体等と協働して行う環境教育の提供機会を充実する。
　(環境保全対策推進費（基金事業）)

＜新たな取組等＞
・バイオマス利活用の取組を促進するため、市町村が抱える課題のヒアリングや最新情報の提供、利活用施設の整備に取り組む市町村への助言や指導など、市町村支援の取組の強化。
・国の「食料産業・6次産業化交付金」を活用し、バイオマスの活用可能性調査や施設整備を支援する。
（地域バイオマス利活用促進事業）


