
本村における地球温暖化対策関連事業経過

Ｈ18
年度
(2006) 6月 猿払村地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例制定 猿払村地域新エネルギービジョン策定検討委員会設置要綱制定

平成18年６月19日条例第41号 平成18年６月19日訓令第10号

諮問

・新エネルギービジョン策定の提言等 ・諮問案作成
・新エネルギービジョン策定の進行管理について助言

8月

10月

11月

12月

2月

重点プロジェクト
①「水産系バイオマス」によるエネルギーとマテリアル生産事業 ⑤「草本バイオマス」による液体燃料と諸マテリアル生産事業
②「ウェットバイオマス」によるエネルギー生産事業 ⑥「役場周辺公共施設群コージェネレーション事業」
③「村営牧場・堆肥センター」のエネルギー生産事業 ⑦「その他新エネルギー導入追跡検討事業」
④「風力発電」によるエネルギーとマテリアル生産事業

Ｈ19
年度
(2007) 6月 猿払村地域新エネルギービジョン推進検討委員会条例制定 猿払村地球温暖化対策庁内検討委員会設置要綱

平成19年６月19日条例第30号 平成19年６月28日訓令第32号

10月

諮問

・新エネルギービジョンに基づく重点プロジェクト等の計画的 ・諮問案作成
 推進に関すること
・ウェットバイオマスによるバイオガス生産事業に関すること
・バイオマスタウン事業に関すること
・その他、新エネルギーに関すること

11月

3月

具体的利活用方法
①「水産系バイオマス」によるエネルギーとマテリアル生産事業 ④「草本系バイオマス」によるマテリアル生産事業
②「畜産系バイオマス」によるエネルギーとマテリアル生産事業 ⑤役場周辺公共施設群コージェネレーション事業
③「草本系バイオマス」によるエネルギー生産事業

Ｈ20
年度 5月
(2008)

10月

12月

温
暖
化
対
策
地
域
推
進
計
画
策
定
業
務

温
暖
化
対
策
実
行
計
画
策
定
業
務

猿払村地域新エネ

ルギービジョン策

定委員会

猿払村地域新エネ

ルギービジョン策

定検討委員会

猿払村地域新エネ

ルギービジョン推

進検討委員会

猿払村地球温暖化

対策庁内検討委員

会

猿払村地域新エネルギービジョン
スローガン『北のてっぺんから地球環境に貢献』

（平成19年2月策定）

猿払村地域バイオマスタウン構想
スローガン『海と里の地域バイオマス資源の高度利用を目指して』

（平成20年3月策定）

○啓発ｾﾐﾅｰ 12/11

「亜臨界水処理装置で地域活性化の可能

性について」

新
エ
ネ
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
調
査

バ
イ
オ
マ
ス

等
未
活
用
事
業
調
査

○啓発ｾﾐﾅｰ 10/10

○先進地調査 10/26 大阪府堺市

「亜臨界水プラント（ホタテウロ）」

○先進地調査 11/13～14

①「バイオマスプラント（牛糞尿）」鹿追町

②「カドミウム除去施設（ウロ）」興部町

○先進地調査 10/22～23 恵庭・千歳

「バイオガス精製充填から流通までの形態調査」

任期 H19.10.04

地球温暖化対策防止をはじめとする環境問題の

解消や、新エネルギーの有効活用による地域産業

の活性化・雇用の創出などを図る

地域のバイオマスの総合的・

効率的な利活用を図る

◇第１回検討委員会5/30

◇第２回検討委員会10/9

◇第３回検討委員会12/9

◇第１回策定委員会8/23

◇第２回策定委員会10/13

◇第３回策定委員会11/24

◇第４回策定委員会12/25



1月

2月

3月

Ｈ21
年度 4月
(2009)

6月

7月

9月
猿払村地球温暖化対策地域協議会条例 猿払村地球温暖化対策推進規則

平成21年９月制定 H21.10.4施行 平成21年９月制定 H21.10.4施行
↓ ↓
新エネ条例を廃止 庁内検討委要綱を廃止

10月

・新エネルギービジョンに関すること ・実行計画の推進に関すること
・バイオマスタウンに関すること
・温暖化対策地域推進計画に関すること
・その他温室効果ガス排出抑制に関すること ・課内職員への周知

新エネルギー部会 ・温室効果ガス排出量のデータ収集

・その他実行計画に関すること

・バイオマスの導入に関する部会
・排出者の声等情報収集及び課題、問題点の整理検討
・その他バイオマスに関する検討

省エネルギー部会

・住民生活等に直接関わるごみ減量に関する部会
・その他省エネルギーに関する検討

11月

・地域協議会の設立
・部会構成の検討

12月
部会員募集、構成調整

・庁内推進会議設置について
・削減取組みについて検討

・実行計画に基づく取組み実態調査結果の検討
・具体的な削減取組み事例

務

猿払村地球温暖化対策地域推進計画
地域に応じた温室効果ガスの排出抑制に向けた対策を総合的・効果的に推進

（平成21年3月策定）

猿払村地球温暖化対策実行計画
温室効果ガスの排出抑制、グリーン調達の推進、事務経費の削減等

猿払村地球温暖化

対策地域協議会
猿払村地球温暖化

対策庁内推進会議

全体

水産系バイオマス部会

酪農系バイオマス部会

推進会議

各課スタッフ

○温暖化対策実行計画職員説明会

4/21 ＊データ収集依頼

○温暖化対策推進計画及びバイオマス利

活用動向説明会 4/21 水産加工協

○温暖化対策推進計画及びバイオマス利

活用動向説明会 4/27 酪農振興会

○バイオマス利活用説明会

2/3 酪農振興会
○バイオマス利活用説明会

2/10 水産加工協

バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
事
業
可
能
性
（
Ｆ
Ｓ
）
調
査
委
託

温室効果ガス排出量削減目標

基準年である平成２年(1990年)に比し、

平成24年度(2012年度)までに村民一人当り10％削減

－計画期間平成21(2009)年度から平成24(2012)年度－

林業系バイオマス部会

公共施設等の温室効果ガス排出量削減目標

基準年である平成19年(2007年)に比し、

平成21・22年度の２年間で10％削減

クリーンエネルギー部会

省エネルギー部会

ごみ減量化部会

○「温暖化対策推進計画」 「温暖化対策

実行計画」を議会で行政報告 6/25

○「温暖化対策推進計画」概要版住民配布

7/29

◇第４回検討委員会1/14

◇第５回検討委員会3/24

◇第１回検討委員会7/10

◇第２回検討委員会8/25

◇第３回(最終)検討委員会10/2

◇第１回地域協議会11/2

◇第１回庁内推進会議12/9

◇第２回庁内推進会議12/28

委員委嘱 H21.11.1～H23.10.31



1月

2月

・部会構成決定
・講和「地球温暖化の現状と取組みについて」
・Ｈ22事業計画
・Ｈ21ＦＳ調査中間報告

3月

Ｈ22
年度
(2010)

4月

・事業計画決定
・Ｈ21ＦＳ調査報告

5月

6月

7月

・Ｈ21事業報告
・実行計画進捗状況

－1.75％削減達成（Ｈ22目標 ー8.25％削減）
・Ｈ22事業計画

9月

・ファミリーエコ実態調査中間報告
・温暖化防止環境教育セミナー開催結果報告
・村内事業所訪問事業提案
・地球温暖化防止標語審査実施

10月

12月

・ファミリーエコ実態調査結果報告
・各部会活動報告

◇第２回地域協議会2/18

○「ＮＯマイカーデー」スタート 1/8

＊毎週金曜日

○地球温暖化に係る職員勉強会 2/25

役場会議室

「バイオマス利活用ＦＳ調査」完了

○温暖化防止環境教育セミナー 2/25

浅茅野小学校・浜猿払小学校・芦野小学校

【事業計画】

○地域協議会・・・猿払村地球温暖化対策地域推進計画に位置付けられている施

策体系に基づき、住民・事業者・行政が協働の下に、啓発事業を中心に事業展開

を行う。

○部会・・・分野ごとの活動テーマ等について、個別にあるいは地域協議会と連携

※「バイオマス利活用ＦＳ調査」結果に基づく検討

※小中学生対象セミナー

※ 〃 標語募集

※ファミリーエコ実態調査

※事業所啓発訪問

○温暖化防止環境教育セミナー 4/25

鬼志別小学校

◇第１回地域協議会 4/27

◇第１回庁内推進会議7/12

○温暖化防止環境教育セミナー 5/20

知来別小学校・浜鬼志別小学校・拓心中学校

○ファミリー・エコ実態調査（１回目） 6/1～7/5

＊全戸回覧により

○地球温暖化防止啓発標語募集 6/1～7/16

＊（交通安全・防犯標語と共催） 全戸回覧により

◇第２回地域協議会 9/1

○地球温暖化防止啓発標語表彰

＊各学校において該当者への表彰実施

○村内事業所啓発訪問 10/4～10/8

＊６部会それぞれ５～６事業所訪問（会長 or 副会長同行）

◇第３回地域協議会 12/3

○ファミリー・エコ実態調査（２回目） 10/1～10/20

＊全戸回覧により

省エネルギー部会 ＬＥＤ街路照明省エネ化検証成果 等



・平成23年度取組事業検討

3月

・猿払村地球温暖化対策実行計画（第2期）策定について

Ｈ23
年度
(2011)

・事業報告（ﾌｧﾐﾘｰｴｺ実態調査、小中学生対象啓発セミナー、標語募集、事業所啓発訪問）
・H23事業計画決定
・部会活動内容検討

5月

6月

7月

8月

・Ｈ22事業報告
・第１期実行計画達成状況

－0.78％削減達成
・第１期実行計画点検・評価
・第２期実行計画策定
・Ｈ23事業計画

・標語審査及び各表彰者決定

9月

10月

（公共施設等における）温室効果ガス１０％削減達成年度

省エネルギー部会 ＬＥＤ街路照明省エネ化検証成果 等

＊６～10月設置の水銀灯との比較データ分析

ごみ減量化部会 廃棄物処理施設視察 等

＊５月 南宗衛生施設組合・村下水処理場・最終処分場

クリーンエネルギー部会 活動テーマ絞り込み協議 等

＊住宅エコポイント制度・太陽光補助制度等学習

酪農系ﾊﾞｲｵﾏｽ部会 堆肥から発生する臭いとＣＯ2の関係について 等

＊視察先及びデータ収集検討

水産系ﾊﾞｲｵﾏｽ部会 ほたて貝殻とＣＯ2削減効果について 等

＊８月 道立総合研究所視察調査等

林業系ﾊﾞｲｵﾏｽ部会 活動テーマ絞り込み 等

＊勉強会により現状把握等

◇第２回庁内推進会議3/18

※ノーマイカー通勤・エコ運転啓発事業（事業所訪問）

※家（ウチ）エコ診断事業

※事業所エコ（省エネ）診断事業

※小中学生対象地球温暖化防止標語募集

※海岸３地区街路照明ＬＥＤ化工事

◇第１回地域協議会 4/26

○部会会議 8/5

＊先進地視察調査研修会について協議

○部会会議 8/22

＊先進地視察調査研修会視察先及び日程、参加者決定

◇第２回地域協議会 8/29

○地球温暖化防止啓発標語募集 6/1～7/15

＊（交通安全・防犯標語と共催） 全戸回覧により

○村内事業所啓発（エコ運転・ノーマイカー通勤）訪問 5/25～26

＊部会それぞれ５～６事業所訪問（事務局同行）

○省エネ診断・家エコ診断募集 6/1～6/30

＊事業所通知及び回覧により

○部会先進地視察研修 9/26～28

＊鹿追町・士幌町 バイオガスプラント等

◇第３回地域協議会 10/28

○家エコ診断・事業所省エネ診断 9/12

＊４個人、３事業所

◇第１回庁内推進会議 8/8



・家エコ診断、事業所省エネ診断報告
・調査研修報告

1月

・H24事業の検討
・猿払村廃棄物減量等推進審議会委員の推薦

Ｈ24
年度
(2012) 温室効果ガス１０％削減達成年度

◇第４回地域協議会 1/25 委員委嘱 H23.11.1～H25.10.31


