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スタートは、
Why？
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なぜ、何のために
実行計画を

策定し実施するのか？

3



脱炭素化地域づくりのため
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なぜ、何のために
脱炭素化地域づくりを

するのか？

5



気候変動対策のため
CO2削減が必要だから
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日本の夏季の豪雨日数予測

文部科学省「人・自然・地球共生プロジェクト」（地球シミュレーター予測）
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日本も他人事と言っていられない

観測史上初めての気象現象
50年に一度の大雨の頻発
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急上昇する自然災害

Re Group: （資料）Geo Topic Annual review Natural catastrophes 2005、Munich 10
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行政の使命

気候変動がもたらす脅威から
市民の生命、財産、健康をまもる

持続可能な発展をめざす

行政として責任と権限がある

12



CO2削減目標は
どう設定したらいいのか
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パリ協定における長期目標

・ 世界の平均気温上昇を産業革命以前
に比べて2℃より十分低く保ち、
1.5℃に抑える努力をする

・そのため、できるかぎり早く世界の温
室効果ガス排出量をピークアウトし
21世紀後半には、温室効果ガス排出量
と吸収量のバランスをとる

（出典）United Nations Framework Convention on Climate Change
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最終到達点としての「脱炭素社会」
・今世紀後半の早期実現を目指す
・2050年までに80％の削減に取り組む

ビジネス主導の非連続なイノベーションによる
「環境と成長の好循環」の実現、取組を迅速に実施

[要素：SDGs、共創、Society5.0、地域循環共生圏、課題解決先進国]

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」令和元年６月11日閣議決定
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（出典）主要国の約束草案（温室効果ガスの排出削減目標）の比較（経済産業省作成）

日本の温室効果ガスの排出中期目標：
2030年度に2013年度比で26％削減
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在庫・実績目録

これほど成果が
上がらない原因
はどこに？
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何が必要か（目標の設定）

何ができるか

できない壁

予算の壁
人・組織の壁
制度の壁
既得権益の壁

できることから実施

いつまでも達成できない目標
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１.危険な気候変動のレベルを回避

◆将来から現在の対策を考える

バックキャスティングの考え方を提起。

ＥＵは、気温上昇を２度以上に抑える事を目指し、
CO2を2050年までに60～80％削減（1990年比）

目標設定を社会に約束
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50年先から逆に戻って考えるのが必要

バックキャスティング
目標とすべき社会を 想定し、将来から現在の対策を考える
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脱炭素化できない
人類の破滅的終焉

持続可能社会へ

フォアキャスト

バックキャスト

20



地球温暖化対策の他の社会課題との違い

• 地球温暖化対策は、人類にとって、

解決しなければならない最大の課題

• できるできない論は無意味

“やらなければならない“という決意と気概が

成果を生む
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・フォアキャストからの目標
現実的目標
最終ゴールに至るのは困難

・バックキャストからの目標
志望目標（Aspirational Target）
達成が厳しい、不達成を責めない

(責めても意味がない)

二種類の目標がある
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実行計画の領域の考え方
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実行計画の事務事業編と区域政策編

事務事業編

A

区域施策編

B
C

事務事業と
区域施策を兼ねる
SDGs的取組

D 実行計画の社会的背景
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実行計画の領域ごとの事例

• A 事務事業編・・・環境省webサイト参照

• B 区域施策編・・・環境省webサイト参照

• C AとBを兼ねるもの・・・環境省webサイト参照

• D 実行計画実現を支援するもの
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https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/torikumi.html#tabBody_02

事 例 集
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事務事業編で30件の事例
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https://www.env.go.jp/earth/matome.pdf
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100を超える事例掲載
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東京都に見る施策手法分類 ◎条例、○予算、●やる気

◎ マンション環境性能ラべリング制度
◎ 大規模建築物・都市再開発再エネ検討義務付け
◎ エネルギー供給事業者の再エネ導入報告義務付け
◎ エネルギー供給事業者の再エネ計画報告義務付け
◎ 排出量取引におけるグリーンエネルギー活用（1.5倍カウント）
○ 中小企業再エネ等減税
○ 太陽エネ（太陽光・太陽熱）補助金
○ 基礎自治体向け再エネ等包括補助の実施
● オール太陽エネ付住宅展示場開設コーディネイト（協力要請）
● 八都県市再エネ等会議→国提案、八都連携プロジェクト
● 波力発電検討会実施（手弁当検討会）
● 都庁舎設計再エネ等ガイドラインの策定
● 環境金融・環境格付け実施：再エネ政策誘導評価
● 都庁舎における電気のグリーン購入実施
● 再エネ需給地域間連携プロジェクト（生グリーン電力活用）
● 太陽熱によるグリーン熱証書制度設計・実施

何故都はいくつもの
施策を作り出すこと
ができたのか？
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D 実行計画の実施を支える取り組み

事務事業編

A

区域施策編

B
C

事務事業と
区域施策を兼ねる

D 実行計画の社会的背景
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地球温暖化対策に関する世論調査（内閣府）
10年間に地球温暖化に対し「関心がある」が大幅減

関心のないところで実行計画の実現は
困難 32

https://survey.gov-online.go.jp/index.html


人間の関心と気候変動

気候変動

33



気候非常事態宣言 壱岐市2019.9.25日本初
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カナダ:ケベック州ほか448自治体
イギリス:ロンドンほか315自治体
ドイツ:ハイデルベルクほか37自治体
オーストラリア:シドニー市ほか35自治体
アメリカ合衆国:ニューヨーク市ほか22自治体
イタリア:ミラノほか17自治体
ニュージーランド:オークランド市ほか13自治体
スイス:バーゼル＝シュタット州ほか13自治体
アイルランド:12自治体
フランス:パリ市ほか9自治体
オーストリア:７自治体
ポーランド:ワルシャワほか4自治体
スペイン、日本:2自治体
オランダ、ベルギー、チェコ、フィリピン1自治体

スコットランド （2019年4月28日） [13]

イギリス （2019年5月1日）
ジャージー （2019年5月2日）
アイルランド共和国 （2019年5月9日）
マン島 （2019年6月18日）
ホーリーシー （2019年6月）
ポルトガル（2019年６月7日）
カナダ （2019年6月17日）
フランス共和国 （2019年6月27日）

気候非常事態宣言をした地方政府と国
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ビジネス主導の非連続なイノベーションによる
「環境と成長の好循環」の実現を迅速に実施

[要素：SDGs、共創、Society5.0、地域循環共生圏、課題解決先進国]

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」令和元年６月11日閣議決定

「事例を真似る」から「事例を創造」へ

とは
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・ICTの進化⇒社会経済構造が日々大きく変化

・既存の枠組みにとらわれない市場、ビジネスの登場

・「もの」から「こと」へ、価値の多様化

・大変革に対応するため

知識・価値の創造プロセスも変化

（オープンイノベーション＊の重視等）

●社会経済の大変革の時代の到来

出典：第5期科学技術基本計画 37



オープンイノベーションとは

オープンイノベーションとは、

民間企業や大学、地方自治体、社会起業家など

異業種、異分野が持つ技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、

知識などを組み合わせ、

革新的な、ビジネスモデル、製品開発、サービス開発、

組織改革、行政改革、地域活性化、

ソーシャルイノベーション等につなげる方法論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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②
再生可能
エネルギー転換

①
省エネ

現 在 2050年

① まず、エネルギー

自体の消費量を減らす

取組を徹底。

② 同時に、使用エネ

ルギーを、再生可能エ

ネルギーに転換。

CO２排出総量の削減の２つの方法
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省エネ経費節約を考えない会社はない

そして、問題点があることに気付いていることが多い
しかし、時間がなくて、それに集中してやることがあまりない

エコプロフィットは、それを実施するきっかけとなる

そのアイデアはすでに知っていたと言われる

魔法を使うのでなく、
みんな知っていることを取り組む気にさせる

取組めば様々な成果が見えてくる

エコプロフィットのイメージ

16
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“人がいない・予算がない”
で

どうすすめる

実行計画の実施

41



ライフサイクルコストの考え方は
コスト削減に加えC０2削減に有効

出展：https://www.daiwahouse.co.jp/column/lifestyle/life-cycle-cost/大和ハウス工業HPから 42

https://www.daiwahouse.co.jp/column/lifestyle/life-cycle-cost/


自治体におけるライフサイクルコストの取り組み

地方自治体におけるライフサイクル・コスト算定の現状と課題中島洋行明星大学経営学研究紀要 第13 号 2018 年
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政策・施策づくりの手法

１ 予算を伴わないことから始める
行政のあらゆる側面を活用

２ しくみづくりをめざす
課題解決のため社会のしくみをつくるのが権力行政の役割

３ 連携・オープンイノベーションで創造する
事業者、NPO等との信頼関係・参加意識をつくる
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もっとも大きな壁は
発想の壁
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組織内の協力をどう得るかは自治体の規模により変わる
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実行計画策定実施に向けて必要なもの

１ 関係者の気概・モチベーション

２ 法令制定権の活用

３ バックキャスティング

４ 政策パッケージ

５ 組織の動かし方
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本日のキー概念

• 気概とモチベーション醸成

• バックキャスティングと志望目標

• 人間の関心の特性と気候非常事態宣言

• オープンイノベーションによる実行計画創造

• 行政の責務と市民から預かった権力の活用

• 組織を上手に利用
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