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つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一切

の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 
 

- 2 - 

要約 

今日地球温暖化は深刻化し、世界各国でその影響が出始めている。我々は地球温暖化が

いかに重大な問題であるかを認識し、早急に実効的な策を施す必要性に迫られている。1997
年 12 月に採択された京都議定書において、日本は基準年である 1990 年と比較して、2008
年から 2012 年の間に温室効果ガス排出量を 6 パーセント削減する義務を課されている。国

や地方自治体はその対策として温暖化対策活動に対する補助金制度を確立したり、森林保

全のための環境税を導入したりするなど、あらゆる策を行ってきた。しかし、環境省のデ

ータによると、1990 年以降温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、現状では京都議定書の

目標達成のためには、13.7 パーセントもの削減が必要となっている。 
 温暖化は地球規模で進んでいる問題であるため、一国や一部の地域の取り組みで解決で

きるものではない。したがって世界レベル、全国レベルで対策を行っていくことが望まし

いと考えられる。しかし実際にはそれは難しく、全国で足並みが揃っていない状態だとい

える。そこで、温暖化問題について考える上で重要になってくる個人の意識にもっとも近

く、アプローチしやすい地方自治体から温暖化対策の第一歩を踏み出し、全国へ発信して

いくことに大きな意義があるのではないかと考えた。そこでまずは自分たちの街からとい

うことで、本稿では北九州市における温暖化対策を提案していくこととする。 
 北九州市では、環境に配慮した街づくりを目指し、地球温暖化対策に限らずあらゆる環

境政策がなされてきた。「京都議定書目標達成計画」をうけて、2006 年には「北九州市地球

温暖化対策地域推進計画」が策定され、エネルギー消費量が増加傾向にある家庭部門、業

務部門、運輸部門における二酸化炭素排出量削減目標について明記された。その計画中に

おける「北九州市民環境パスポート事業」は、イクレイ日本～持続可能性を目指す自治体

協議会～において、2005 年度優秀事例となるなど、高い評価をうけた。また、北九州市は

2006 年度の第 6 回環境首都コンテストにおいても総合第一位を獲得するなど、本市の環境

政策は概して、一定の評価をされてきたといえよう。しかし私たちは、先に述べた環境パ

スポート事業をはじめとする北九州市の温暖化対策に、ある欠点を見出した。それは、市

の温暖化対策は市民の自主性任せだということである。環境パスポート事業は、カンパス

カードと呼ばれる ICカードに日常の環境活動や環境プログラムに参加することでポイント

が貯まっていき、そのポイントはエコ商品や指定ごみ袋などと交換できるといったように、

「頑張れば頑張っただけ得をする仕組み」となっている。しかし、これは裏を返せば頑張

らなくても不利益を被ることはなく、この事業に参加しない人、つまり自主的に取り組ま
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ない人にとっては何の効果ももたらさない政策だということである。また、北九州市が行

ったアンケート調査からは市民の環境意識が高いということがわかる。しかし、家庭部門

のエネルギー消費量が増加している現状を考えると、意識はあっても実際には行動に移せ

ていないということになる。実践が伴わないのであれば、全く意味がない。「自主性」とは

聞こえはいいが、果たしてそれだけでいいのだろうか。自主的な人のみの取り組みで温暖

化が解決するのだろうか。おそらくそれは不可能であろう。市民が一丸となって対策に取

り組まなければ、温暖化は解決しない。 
以上のように私たちは、これまで北九州市が行ってきた「自主性」や「自発性」に任さ

れた政策に問題意識を持ち、一部の人のみならず、すべての人が参加できる仕組みを持つ

政策を考える必要性を強く感じた。したがってまずは、市民が構成する家庭部門を中心と

した二酸化炭素排出量削減政策を考えていくこととする。また、業務部門における二酸化

炭素排出量もかなり増加していることから、同時にこの部門に対しても効果的な政策を考

えていく。 
 北九州市における家庭部門、業務部門（以下総称して民生部門とする）のエネルギー源

のデータをみると、どちらもその割合の一番多くを電力が占めている。北九州市内の電力

の供給は九州電力によって行われており、これらの電力はすべて火力発電所で発電された

ものである。北九州市に電力を供給している新小倉発電所は、LNG 火力であるため火力発

電の中では二酸化炭素排出量は少ないが、それでもやはり他の発電方式に比べて排出量が

多いということがいえる。よって、北九州市における民生部門のエネルギー源の多くが電

力であること、供給される電力は火力発電によるものであり、火力発電が温暖化へ及ぼす

影響が大きいということを踏まえ、私たちは電力に何らかの策を行っていくことが望まし

いと考えた。 
そこで求められる政策は、温暖化への意識が高められ実際に行動に移せるもの・実効性

を持つものである。そしてこれらの政策を実現させるためには、従来の自主性に任せられ

た政策では限界があると考えられることから、ある程度の強制力を持った経済的手法を用

いる必要があると考えた。そしてそのような政策を市民に納得してもらうためには、参加

による見返りがあるものでなければならない。 
 以上を踏まえ、北九州市において電力税を導入すべきであるという結論に至った。電力

税の目的は、①経済的手法を用いることで電力の使用量を削減するように働きかけ、省エ

ネを促進すること②自分たちの地域において、自分たちの排出した二酸化炭素を自分たち

で責任を持って対処していくという、責任負担をさせること③そのために行われる各種政

策の財源を確保することである。電力税のシステムは、北九州市における電力供給企業で

ある九州電力が、電力使用量に応じて電気料金に上乗せする形で民生部門から電力税を徴

収し、それを市に納める方式である。このようにして得られた税収は、温暖化対策の財源

に充てられることになる。その具体的な内容として以下の 4 つを提案する。 
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① 公共施設のクリーンエネルギー化 
北九州市役所の管轄する施設の二酸化炭素排出量の推移を見ると、他の項目と比べ、市民

利用施設部門からの二酸化炭素排出量の増加が圧倒的に多いということがわかる。そこで

これらの施設をクリーンエネルギー化することで、二酸化炭素排出量削減を図る。同時に、

市民の利用する施設へソーラーパネルを設置するなど、目に見える形で還元することで、

環境意識を高めてもらう意図もある。公平な還元という観点からも、公共施設への還元は

望ましいと考えられる。 
② ロードプライシング 
北九州市の都心部である小倉駅周辺への普通乗用車の乗り入れを制限・有料化する。本来

ロードプライシングは交通渋滞を緩和することが主な目的であるが、私たちの提案するも

のは、市民の日常の交通手段を、自家用車から公共交通機関へシフトさせ、自動車からの

二酸化炭素の排出量を削減することが狙いである。 
③ 温暖化防止協定(二酸化炭素排出量削減協定) 
北九州市は過去に公害を経験し、そこから再生した街である。その際に重要な役割を果た

したのが公害防止協定であり、そのときの経験を温暖化対策にも生かせるのではないかと

考えた。北九州市と企業等が温暖化防止協定を結び、一定の削減ができた企業に対しては、

省エネ製品などの購入を支援していくこととする。このようにして、企業による温暖化対

策を促進していく。 
④ 広報活動 
どれほどいい政策が行われたところで、それが人々にきちんと伝わっていなければ意味を

成さない。また、人々に政策を納得してもらうためにも、効果的な広報活動を行っていく

ことが重要だと考えられる。そこで、より多くの市民にこの政策を知ってもらい、同時に

環境教育の推進を図れるものはないかと考えた。そのための手段として、ホームページや

メールマガジンを提案する。 
 
経済的手法である電力税を軸とし、その税収を元に、公共施設のクリーンエネルギー化・

ロードプライシング・温暖化防止協定・広報活動という、総合的な温暖化対策を提案する。

地球規模で進む温暖化に対し、一地方自治体である北九州市が率先して対策を行っていく

ことにより、全国へ発信し、波及させていけたらというのが私たちの思いである。 
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はじめに 

地球レベルで温暖化が進む中、我々はその問題がいかに重大であるかを認識し、早急に

実効的な策を施す必要性にせまられている。2005 年、京都議定書が発効された。日本につ

いては、2008 年から 2012 年までの間に 1990 年の温室効果ガス排出量と比較して 6 パーセ

ント削減する義務を課されている。これを受けて 2005 年の 4 月に｢京都議定書目標達成計

画｣が策定された。しかし、上記義務付けにもかかわらず、現状は排出抑制が進まず、その

実現は困難だとされている。もちろん国や地方自治体は、これまで何の策も講じてこなか

ったわけではない。国は温暖化対策法や京都議定書目標達成計画に基づいて、地方自治体

や企業の温暖化対策活動に対する補助金制度を確立したり、森林保全等のための環境税を

導入したりするなど、あらゆる政策を行ってきた。しかしながら、環境省のデータを見る

と、京都議定書の基準年である 1990 年以降、その排出量が減少した年も見られるが、全体

として温室効果ガスは増加傾向にある。温暖化に対処するための政策が行われているにも

かかわらず、温室効果ガス排出量が増え続けるのはなぜだろうか。 

地球温暖化対策はその問題の広域性から考えて、世界や全国レベルで行っていくことが

望ましい。しかしながら、実際にはそれができていないのが現状である。全国的に足並み

を揃えて実効的な地球温暖化対策がなされない中で、地方自治体が全国への呼びかけとい

う形で率先して温暖化対策を行っていくことは、持続可能な社会を形成していく第一歩と

して大きな意義があるのではないだろうか。もちろん一つの自治体が行う温暖化対策は、

その二酸化炭素排出量削減・温暖化防止効果に限界がある。しかし、私たちは誰かが始め

るのを待っているのではなく、自らがあるべき温暖化対策を行っていくことが重要ではな

いかと考えた。したがって本稿では、私たちの住む北九州市が、温暖化対策先進地域とし

て全国に向けてどのような政策を示すことができるのか、また、その限界も考慮しつつ議

論していきたい。 
 
北九州市は過去に公害を経験した都市である。当時、製鉄所からのぼる煙は「七色の煙」

といわれ、それは産業の繁栄を示していた。しかし、その七色の煙は大気汚染をもたらし、

1960 年代、北九州地域は国内 悪の大気汚染を記録し、また、工場排水により洞海湾は死

の海と化すほどであった。しかしながら、官民あげた取り組みにより公害を克服し、現在

においては北九州市の取り組みは、国内外を問わず高い評価を得るまでに成長した。地球

温暖化対策についてもさまざまな政策がなされ、行政だけでなく NPO などとも連携した取
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り組みが行われている。これらについて、詳しくは第 1 章でふれていくことにする。また、

第 2 章では第 1 章で述べた北九州市の政策に対する問題意識について、第 3 章では政策提

言をするにあたり、どのような角度からアプローチしていくのかを述べる。第 4 章ではそ

れまでの内容を踏まえた上で、私たちからの政策提言を行っていく。総合的な温暖化対策

を行っていきたいと考え複数提案するが、それらを羅列するだけでなく、個々の政策につ

いて分析も加えた。 
先にも述べたとおり、地球温暖化を解決しようと思えば、北九州市がどれほど積極的に

取り組んだところで限界があることは承知である。しかし私たちは、自分たちの住む北九

州市が先頭に立って温暖化対策を行っていくことで、他の都市へ発信していけたらとの思

いからこのテーマを設定した。北九州市から全国へ、私たちの思いが届けば幸いである。 
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第1章 北九州市の概要 

第1節 公害のまちから環境首都を目指すまちへ 
 
現在の北九州市の人口はおよそ 100 万人の都市で、産業が盛んであると同時に、環境に

配慮した街づくりを目指し、環境問題に立ち向かうべくあらゆる政策を行ってきた。そも

そも、北九州地域は、1901 年、官営八幡製鉄所が創業してから、日本の 4 大工業地域とし

て重化学工業を中心に栄え、日本の近代化・高度成長の牽引役を果たしてきた。しかし、

重化学工業の発展とともに公害問題は深刻化し、1960 年代、北九州市の大気汚染は国内

悪を記録した。市はこの公害を克服するために、1971 年に「北九州市公害防止条例」交付、

1971 年には、市内 54 事業所との「北九州市公害防止協定」を締結するなどさまざまな取

組みを行った。市民・企業・行政の一体となった取組みにより、環境は急速に改善され、

1980 年代には、環境再生を果たした奇跡のまちとして国内外に紹介されるようになった。

1990 年代に入ると、市は、公害克服過程で蓄積された技術や経験をもとに、新たな「循環

型社会づくり」の取り組みを開始した。その主たるものが、北九州市エコタウン事業であ

る。エコタウン事業とは、「あらゆる廃棄物を産業分野の原料として活用し、 終的に廃棄

物をゼロにすること（ゼロエミッション）を目指し、資源循環型社会の構築を図る」もの

である。 
このように、公害からの回復を遂げた北九州市では、現在「世界の環境首都」を目指し

てさまざまな政策を行っている。その内容をここで軽く述べておきたい。 
まず、2000 年に「北九州市環境基本条例」が策定された。その後、2004 年に市民・企業・

NPO・行政が一体となった世界の環境首都づくりの実現に向けた活動ビジョンとして、さ

まざまな活動主体からの 1000 を越す意見をもとに「グランド・デザイン（未来への約束）」

が策定された。北九州市環境基本条例の下で、グランド・デザインが行政計画として具体

化されたものが、市のさまざまな環境政策の基になっている「北九州市環境基本計画」で

ある。北九州市環境基本計画はさらに部門別計画に分類され、その内容としては、北九州

市自然環境保全計画、北九州市環境人材育成総合計画、北九州市一般廃棄物処理基本計画

などがある。 
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また、市は環境教育の分野にも力を入れている。環境関連施設として、「北九州市環境ミ

ュージアム」・「水環境館」などがある。北九州市環境ミュージアムは、「市民のための環境

教育・交流総合拠点施設」であり、施設そのものも、自然・リサイクル素材を積極的に利

用したり、太陽光をエネルギーとして利用したりするなど環境に配慮した造りになってい

る。さらに、施設内では、インターﾌﾟリター（展示解説員）や市民ボランティアによって

構成されている「環境学習サポーター」が入場者の環境についての理解を深めるための活

動を行っている。水環境館は、「集い・学び・憩い」をテーマにした施設である。自然の大

切さや川についての情報を学べる。上に述べたエコタウンへの視察も可能であるから、エ

コタウンが市民の環境意識の啓発に与える影響も大きいと考えられる。他に、全国ではじ

めての年齢別「2環境教育副読本」を発行するなどしている。 
北九州市の環境政策に対する評価は高く、2006 年度の「第 6 回日本の環境首都コンテス

ト」において、総合得点 1020 点中 767 点という高得点を得て 1 位になった。 

第2節 北九州市の地球温暖化対策 
 
これまで述べてきたように、環境に関してさまざまな政策を実行し、高い評価を得てい

る北九州市であるが、地球温暖化に関する対策としては、2006 年｢京都議定書目標達成計画｣

を受けて、温室効果ガス削減のための具体的数値目標や政策をまとめた「北九州市地球温

暖化対策地域推進計画」が策定された。市では、京都議定書の基準年である 1990 年と比較

して、温室効果ガス排出量が「家庭部門」「業務部門」「運輸部門」で増加している。この

ため、市は計画において「家庭部門では世帯当たり」「業務部門ではビルの床面積当たり」

「運輸部門では自動車一台当たり」について 2002 年度から 2012 年度までに 10％削減する

目標をたてている。 

ここでは、この「北九州市地球温暖化対策地域推進計画」を基に、北九州市の現状と政

策について述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
2全国初の年齢別環境教育教材。幼児から中学生までの成長段階に合わせた５段階シリーズがある。 
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図表１は北九州市及び全国の二酸化炭素排出量内訳を示したものである。データは残念

ながら 2002 年までのものしか公表されておらず、市の担当部署に問い合わせたところ、

新版の出版は平成 19 年 12 月以降（未定）という回答を得たことを前もって述べておく。 
 
まずは、家庭部門について。北九州市の家庭部門の二酸化炭素排出量は、2002 年度で 109

万９千トンとなっており、1990 年度に比べ、16.5 パーセント増加している。市は、家庭で

の身近な取り組みや市民団体・NPO による取り組みを促進するとともに、環境教育を推進

する方向で動いている。主な事業を以下に挙げる。 
 
 
① 北九州市民環境パスポート事業 
北九州市民環境パスポート事業とは、電子エコマネーを用いたポイントプログラムである。

日常の3環境行動や環境プログラムに参加すると IC カードにポイントが付与され、貯まっ

                                                  
3 ここでは、環境ワークショップや環境イベント・空き缶やペットボトル回収などのことを指す。 
 

出典：北九州市地球温暖化対策地域推進計画

図表 1  「北九州市における部門別二酸化炭素排出量の推移」 

(千トン) 
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たポイントは市内 4 ヶ所に設置されたカンパスセンターでエコグッズに交換したり、指定

の団体に寄付したりすることができる。北九州市在住者または市内に通勤・通学する者で

小学生以上であれば誰でもこの事業に参加することができる。この事業の特徴として挙げ

られるのが、IC カードでポイントの流通を行うことによって、参加者個人の取引履歴を環

境行動の履歴として分析・集計し、「通知表」という形で参加者自身にフィードバックでき

る点である。北九州市民環境パスポート事業は、2004 年度に八幡東区で実証実験が行われ、

順次全区に拡大していっている。この実証実験への参加総数は 1127 人で、具体的二酸化炭

素削減量は 2901 ㎏であった。これは、1611 ㎡の森林が一年間に吸収する二酸化炭素に相

当する量である。なおこの事業は、イクレイ日本（持続可能性をめざす自治体協議会）に

おいて「教育・啓発」部門の優秀事例として取りあげられた。 
また並行して行われている取り組みとして、ノーレジ袋カンパスシール事業がある。市

内 276 店舗（平成 19 年 10 月 26 日現在）あるカンパスシール参加店で買い物をする際、

レジ袋を断ると、ポイントシール（カンパスシール）がもらえる。20 ポイント分集めると

参加店共通の 50 円分割引券として使用することができる。 
 
② 省エネラベリング4制度 
 北九州市では、地球温暖化防止の取り組みを推進するため、2005 年度より省エネラベル

キャンペーンに参加している。市政だよりや出前講座を活用するとともに、消費者団体へ

の PR も強化することで市民への周知を図る。 
 
③ エコライフの普及啓発 
 環境負荷を低減するライフスタイルを提案することによって、家庭からの二酸化炭素排 
出量を削減し、市民の環境保全活動へのより自主的な取り組みを促す。具体的な事業とし

ては、5環境家計簿の普及促進、環境家計簿コンテストの開催、6エコライフプラザの設置な

どが挙げられる。 
 
 
次に産業・業務部門について見ていきたいと思う。2002 年度の産業部門の二酸化炭素排

出量は、963 万 6 千トンとなっており、1990 年度と比較して 1.8 パーセント減少している。 
                                                  
4 全国省エネラベル協議会が、従来の「省エネ性マーク」に加え、家電製品の省エネ性能を 5 段階に相対評価し、消費

者に省エネ性能が一目で分かるように表示するもの。 
5電気・ガス・水道の使用量を月 1 回記入することによって、二酸化炭素排出量が分かり、無駄なエネルギーをどれだけ

省けるかをチェックできる。電気・ガス・水道の使用量を月 1 回記入することによって、二酸化炭素排出量が分かり、

無駄なエネルギーをどれだけ省けるかをチェックできる。 

6 エコ商品の展示・販売の他、『モノを大切にするココロ』を育むワークショップ、環境にやさしい消費者（グリーンコ

ンシューマー）のための情報提供など、「環境」をテーマに様々な活動を行っている施設。 
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一方、業務部門を見てみると、2002 年度の二酸化炭素排出量は 105 万 5 千トンとなってお

り、1990 年度比で 57.7 パーセント増加している。市は、特に業務部門における対策の強化

が必要であるとして、業務用建物のエネルギー消費の低減などを中心として対策を進める

方針である。そのほか、事業者間の連携や中小事業者の取り組みの促進も進めていく予定

である。主な事業を以下に挙げる。 
 
① まちのエネルギーシェイプアップ事業 
 省エネルギー法が適用されない中小規模の事業者は、省エネ機会に恵まれているとはい

えない。そこで、このような中小事業者に対して、アンケート調査や省エネアドバイザー

を派遣し、省エネ診断や設備改修などの提案を行う。 
 
② 北九州エコ・コンビナート構想の推進 
 産業間あるいは産業と生活圏の連携によって、地域レベルでエネルギーや資源使用の

適化を図る。具体的には、ある事業者から他の事業者へ工場排熱などのエネルギーを供給

することでエネルギーの有効利用を図ったり、廃棄物を他の事業者で原材料として利用し

たりすることが挙げられる。2005年度からは北九州エコ・コンビナート推進協議会を設置

し、構想の実現を目指している。 

 
③ 環境配慮型製品・サービスの普及 
市内産業界全体の環境配慮活動を促進し、環境ビジネスの振興を図る。これまで行われて

いる事業としては、市内で製造される環境配慮型製品7やエコサービス8を募集し、専門家の

審査によりエコ北九州プレミアムとして選定し、北九州市開催のエコ・テクノや東京での

エコプロダクツ展に出展するなどして普及啓発や、販売開拓支援に努めた。 
 

後に運輸部門について述べる。北九州市では、2002 年度の運輸部門における二酸化炭

素排出量が 163 万 9 千トンで、1990 年度に比べ 15.5 パーセントの増加という結果になっ

ている。このうち乗用車からの排出量が 54 パーセント増加しているため、乗用車からの二

酸化炭素排出量を削減することがこの部門における課題となってくる。主な事業を以下に

挙げる。 
 

①都市交通マスタープランの策定 
北九州市では、他の北部九州圏の県・市とともに、2005 年度から 2007 年度にかけて都

市圏の規模や抱える問題、交通実態を総合的に把握する「北部九州圏総合都市交通体系調

査」を実施している。この結果をもとに都市交通の実態や、将来交通需要を分析し、都市

                                                                                                                                                  
 
7 この場合、従来製品と比較して「省資源」「長寿命」「省エネルギー」など環境負荷削減効果が期待される製品。 
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の将来像、将来土地利用計画および将来交通計画から構成される都市交通マスタープラン

を策定する。 
 
②鉄道・モノレールなど公共交通期間の利便性向上 
 2005 年度に「北九州市公共交通促進研究会」を発足させ、環境問題に関する意識の高ま

りや少子高齢化社会に対応するため、マイカーから公共の交通機関への転換、交通弱者に

配慮した公共交通の推進などについて、協議を続けてきた。検討の結果、公共交通機関へ

のエレベーター・多目的トイレの設置などのバリアフリー化、その整備費用の補助、また

北九州都市モノレールにおいては、65 歳以上の市民を対象とした全区間均一料金「シルバ

ーパス」を販売するなど公共交通機関の利用促進を図っている。市が行っている施策以外

の、公共交通期間の利用促進に関する取組みとしては、西鉄バスが 2001 年から小倉都心部

を循環する「100 円周遊バス」を運行しているほか、北九州都市圏乗り放題の「得パス」を

ひと月 11000 円で販売している。 
 
④ パークアンドライドと自転車利用の促進 
 パークアンドライドとは、 寄り駅まで自動車でアクセスし、駅に近接した駐車場に駐

車し、公共交通機関に乗り換えて、目的地（通学先・勤務先）に向かう方法である。北九

州市では、市内 9 箇所の拠点を設け、パークアンドライドを促進している。また、街中や

近距離の移動に便利、環境にやさしいといった自転車の利点を見直し、都心部における回

遊性の向上、自転車利用の促進、駐輪マナーの向上などを目的に 2004 年社会実験を行い、

現在では NPO が 7 箇所 778 台の駐輪場を運営している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
8 環境負荷低減に寄与し、かつ新規性・独自性のあるサービス。 
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図表 2 「北九州市地球温暖化対策地域推進計画体系」 

出展：北九州市地球温暖化地域推進計画
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第2章 問題意識 

 
  
北九州市の人口は、1990 年の時点では 102 万 6455 人であったが、その後減少の一途を

たどり、2002 年には 100 万 6458 人となった（図表 3 参照）。一方世帯数はというと、1990
年は 36 万 7431 世帯であったのが 2002 年には 41 万 5622 世帯となり、その数が急増して

いる（図表 4 参照）。このデータから、北九州市における核家族化や、一人暮らし世帯が増

加していることがうかがい知れる。この世帯数の増加は、北九州市の家庭部門における二

酸化炭素排出量増加の一つの要因となっていると考えられる。 
 また別の要因としては、個人の意識の問題がある。『北九州市は市民参加型の政策をいく

つか行っているが、それに参加する人の顔ぶれはいつも決まっている』市に寄せたれた市

民からの意見の中にこのようなものがある。つまり、温暖化対策に積極的な人は一部の人

であり、その他の人は温暖化問題に関心がなかったり、実際には行動に移せていなかった

りするということになる。さらに、北九州市の電灯供給状況を見ると、それが年々増加し

ていることがわかる。その要因としては先にあげた世帯数の増加もあるが、各家庭で温暖

化対策が積極的に行われていないということも考えられるのではないだろうか。 
温暖化問題を解決しようと思うのであれば、もっとも重要になってくるのは個人の意識

であると私たちは考えている。温暖化対策を行うにあたり、これまで北九州市が行ってき

た自発性に任された政策では不十分であると考えられるため、この点について私たちは問

題意識を感じた。 
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北九州市統計年鑑より作成 
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図表 4 「北九州市の人口の推移」
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図表 3『北九州市の世帯数の推移』
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図表５・６で言う電灯とは、主に一般家庭で使用される電力の事を言い、電力とは業務用（ビルやデパート）、小口（工

場用で契約電力が 500kw 未満）、大口（大きな工場で契約電力が 500kw 以上）、その他（深夜電力、臨時電力）で使用

される電力を言う。 

また、図表５・６は九州電力株式会社北九州支店管内の中間市、遠賀町、水巻町、芦屋町の供給状況を含む。また、

1999 年 8 月からのデータには岡垣町も含む。 

 

北九州市統計年鑑より作成 

図表 5 「電灯供給状況 電力使用量（MWH）」 
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図表 6 「電力供給状況電力使用量（MWH）」 
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第3章 現状の把握と検討 

第1節 現状把握 
温室効果ガスとは具体的に、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等（ハイ

ドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄）のことをさす。 
 
 

 
 
 

出典：環境省ホームページ 

図表 7 「各温室効果ガス排出量の推移」
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各温室効果ガスのうち、1990 年から比較して排出量が増加しているのは二酸化炭素のみ

であること、総排出量に占める割合が、他と比べて圧倒的に高いということ(図表 7)、また、

もっとも馴染み深く身近であるということから、ここでは温室効果ガス排出量削減＝二酸

化炭素排出量削減として、議論を進めていくことにする。 
政府の行う地球温暖化対策の予算には平成 18 年の段階で一兆円規模が割かれ、様々な施

策がなされてはいるが、それらが実効性を持ったものと言えるかどうかは甚だ疑問である。

その たる証拠としては、依然として二酸化炭素の排出量の増加が進んでいるという状況

がある。京都議定書の目標である 90 年比の二酸化炭素排出から 6 パーセントの削減を実現

しようとすれば、現在の状況では全体の排出量の 13,7 パーセントもの削減が必要となる。 
 増加を続ける二酸化炭素排出量の内訳としては、産業部門が全体の 30 パーセントを占め

ているが（直接排出量）、産業部門の排出量は年々減少してきている。その一方で、民生部

門である家庭からの二酸化炭素排出量は 1990 年から 2002 年までの間に 129 百万トンから

166 百万トン（28.8 パーセント増）、同じく民生部門の業務その他の分野からの排出量は 144
百万トンから 197 百万トン（36.7 パーセント増）と両者とも著しい増加を見せていること

が分かる。 
民生部門のこの著しい増加には様々な要因があるのかもしれないが、国民の温暖化への意

識の低さ、そして、たとえ意識を持っていたとしても、温暖化対策を率先して行うには腰

が重たいという者が多いと言えるのではないか。二酸化炭素の直接の排出量が一番多いの

は産業部門であり、以下発電部門、運輸部門と続く。 
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出展：環境省ホームページ 

図表 8 「2002 年度の各温室効果ガス排出量の部門別内
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図表 9 「二酸化炭素の部門別排出量の推移」 

出典：環境省ホームページ

図表 10

出展：温室効果ガスインベントリオフィス 
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この三部門の二酸化炭素排出を促しているものは家庭部門を構成する我々の需要ではない

のだろうか。これには二つのケースが考えられる。 
 まずは一つ目として、実効的な省エネが率先して行われず、その分の電力需要が発電所

からの二酸化炭素排出を促していると考えられる。これは民生部門の家庭で特に起きてい

るものと推察される。 
 二つ目として、従来、自分が持っていたものを大切に扱うことをせずに次々と開発され

る魅力的な新商品に消費者の需要が集まることによって産業・運輸部門での電力・燃料の

需要の増加がおこり、結果として相当な量の化石燃料が燃やされることになり、二酸化炭

素の大量排出の大きな要因になっているものと推察される 
このように考えてみると、たとえ自分たちが直接排出したり、使用したりするエネルギ

ーの割合が少ないとしても、温暖化対策を真剣に考えるべきなのは家庭部門を構成する

我々ではないのか。民生部門の中でも、とりわけ家庭の分野を構成している我々は消費者

としての側面も持っているので、我々の行動如何によって他の分野に大きなインパクトを

与えることは間違いない。 
現状では京都議定書の目標達成は困難である。消費者たる我々国民が温暖化から目をそ

らし続けて、結果として自分たちの首を絞めるような行動をとっていることを実感し、一

人ひとりが温暖化対策に積極的に取り組む必要がある。 
北九州市においても現在、「北九州市地球温暖化対策地域推進計画」を始めとして約 70

もの施策がなされているが、市民全体への認知はまだまだ進んでいないと言えよう。実際

に、自分たちが調べてみてやっと北九州市がどのような温暖化対策を行っているのかとい

うことを知る場面が多くあった。市の二酸化炭素排出量は、その内訳の 65.8 パーセントを

産業部門が占めているが、これは全国と同様に年々減少する傾向にある。業務部門は 1990
～2002 年度の増加率が全国に比べ、著しい。(図表 1、図表 11) 
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民生部門の増加は全国的な傾向ではあるが、このまま産業部門だけが二酸化炭素排出抑

制の努力を続け、民生部門の努力が何もなされないのでは温暖化対策も意味をなさなくな

る。住民が率先して温暖化対策に取り組まないことには、本当の温暖化対策とは言えない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 環境首都を目指している北九州市においては、市が行ったアンケート調査から回答者の

多くが温暖化対策に高い意識を持っていることがわかる。しかし、実際に市民全体が積極

的な温暖化対策を行えているのかというと甚だ疑問が残る。市民が高い意識を持って実際

に温暖化対策を行えているのであれば、民生部門でのこれほどの増加率はないのではない

か。いくら温暖化に対しての高い意識を持っていたとしても実際の行動に移せていなけれ

ば何の意味もない。市民の環境意識の向上を目指す政策はたくさん行われてきたことは事

実である。しかしそれらの政策の決定的な問題点は、市民が自主的に取り組むものである

ということである。『自主的』とは聞こえはいいが、自主的に取り組まない人にとってはそ

れらの政策は何の効果も持たないということである。地球温暖化問題は、一部の人による

努力で解決できるほど簡単なものではない。より多くの人が一丸となって取り組む必要が

あるのである。 
 全国で足並みを揃えて実効的な温暖化対策が行われず、環境首都を目指している北九州

市においてもこのような調子では京都議定書の目標達成はもちろんのこと、循環型社会・

持続可能な開発の実現は到底不可能と言えないだろうか。 

出典：北九州市地球温暖化対策地域推進計画 

図表 11
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 したがって、二酸化炭素排出抑制の効果が確実にあり、国民あるいは市民が否応なく温

暖化に対する意識を高め、実行に移すことのできる温暖化対策の政策が必要になってくる。

また、業務部門の二酸化炭素排出量の増加率もかなり高い(図表 1)ことから、同時にこの部

門に対する政策も考えていく必要がある。 
北九州市における電力供給はすべて九州電力によって行われている。具体的には、九州電

力北九州支店のうち、小倉営業所と八幡営業所がその管轄である。これら二つの営業所エ

リアの供給設備は火力発電所である（新小倉発電所）。したがって北九州市の電力供給は、

すべて火力発電によってまかなわれていることになる(図表 12)。火力発電は他の発電方式

に比べて二酸化炭素排出量が多く、また、北九州市の民生部門においては、電力がエネル

ギー源の多くを占める(図表 13、図表 14)ことから、北九州市における二酸化炭素排出量削

減政策を考えるにあたり、電力へのアプローチがもっとも有効であると考えた。また、そ

の方法として、前述したように、市民の自主性だけに任せるだけでは温暖化対策の効果と

しては限界があるため、私たちとしてはある程度の強制手段もやむを得ないと考えている。  
 さらに、市民の一人ひとりが二酸化炭素の排出に対しての明確な責任を果たせていない

点が問題として考えられるため、その責任を公正に果たさせる制度も構築すべきである 
 
 
 
 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

図表 12 「発電方式による二酸化炭素排出量」



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

電力, 43%

都市ガス,
28%

LPG, 6%

灯油, 23%

図表 13 「家庭のエネルギー源構成」

出典：北九州市地球温暖化対策地域推進計画より作成 

 

電力, 50%
LPG, 11%

油類, 22%

都市ガス,

17%

図表 14 「業務用建物のエネルギー消費構成」
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第2節 電力税導入への流れ 
 
これまでの検討から導き出された①電力部門へのアプローチ、②強制力を持った温暖化対策

の推進、③市民の二酸化炭素排出の責任を問うという三点を踏まえ、あるべき温暖化対策に

ついて考察する。 
 ここでの強制力とは、省エネを行わないことに対して何らかのペナルティーを課すことを

いう。ペナルティーにはどのようなものがあるか。 
考えられるものとしては、市民が省エネを行わないことに対して行政が罰金を課したりす

るものである。果たして罰金という手段が市民による温暖化対策を促す手段として妥当だろ

うか。そもそも罰金というのは、予め定められている法規やルールに従わなかった者を罰し

たり、将来そういった者達が出てこないように抑止したりする手段である。これは、いわば

通常ならば誰もが守っている決まり事を守れなかった者に対して行われる強制手段であっ

て、市民の自主性に任されている省エネに関しては、新たに罰金を設けるのは難しいという

問題がある。 
 この他、完全に強制手段とはいえないが、省エネを達成できたことに対し、市民に何らか

の報奨を与えるという政策はどうであろうか。たとえば、省エネを行った各家庭にはクーポ

ン券のようなものを発行したり、省エネ設備の購入を支援したりするようなものである。 
これは、罰金よりは市民に受け入れられやすい政策といえる。しかしながら、この政策を

行うための財源をどこから持ってくるのかという問題がある。 
罰則は強制手段としては効果が高いが、各方面からの反発が大きいという欠点があり、報

奨による省エネ促進の政策は、財源の確保が困難であるという欠点のほか、市民が省エネを

行わなくても、何の不利益も被らないという欠点がある。よって、いずれにしても温暖化対

策の実効性は保障できない。両方の政策に共通して見られる問題点としては、省エネが行え

ているかどうかの判断基準の設定が困難であるという点と、省エネの実態を把握しようとす

れば、各世帯の調査に膨大なコストがかかってしまうという点がある。 
 したがって、市民の省エネを促進するための強制手段を考慮する上で重要となるのは、①

温暖化対策としての実効性を補完するためのある程度の強制力を持つ。②政策の財源が確保

できる。③膨大なコストのかかる省エネ調査を行う必要がない、ということである。そして、

ただ市民に省エネを強制するだけでなく、④市民の環境意識を高めることができる、⑤省エ

ネを行ったことに対して市民に何らかの見返りがある、という二つの要素を加えた政策が求

められる。  
  
それら全てをクリアできる政策として、私たちは電力税の導入と、それを財源とした各種

温暖化対策を選択した。 
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第4章 政策提言 

第1節 電力税の導入 
 
私たちは、電力税の導入とそれを財源とした各種温暖化対策を提言していく。電力税の導

入の目的としては、二酸化炭素排出量の増加する民生部門に対して、ある程度の強制力をも

って省エネルギーを促進すること、および、自分たちの住む地域で排出した二酸化炭素の排

出責任を公正に負担させること、そして温暖化対策の政策を行なうにあたっての財源を確保

することにある。 
電力税の導入にあたって考慮しなければならない問題として、電力税を目的税にするか普

通税にするかの問題がある。目的税というのは、税収の使途を文字通り特定の目的に使用す

るために設定される税のことで、普通税というのは、税収の使途を特定せずに一般財源に組

み込む形で徴収される税のことである。電力税を目的税ではなく、普通税として設定すれば、

環境政策だけではなく、福祉やその他の分野の政策の財源に回すことが可能である。北九州

市をより住み良い地域に変革していくために、福祉やその他の分野の一般財源が増えること

は望ましいことかもしれない。しかし、私たちは民生部門を中心とした、市民による二酸化

炭素排出量の削減を意図して電力税の導入を提言していくことを考えているので、電力税の

税収の使途が福祉やその他の分野の政策の財源として使用される普通税は、電力税の創設理

由と税収の使途との整合性を考慮すると、妥当なものであるとは考えにくい。したがって、

私たちは電力税を普通税ではなく、目的税として設定すべきと考える。 
そもそも、一自治体が温暖化対策を目的として電力税を課すことが出来るのだろうか。地

方税法は自治体が独自に定めることが出来る税制度として「法定外目的税」について定めて

いる。法定外目的税とは平成１２年４月１日施行の地方分権一括法による地方税法改正で創

設されたもので、特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法に定められていない

税目を各地方自治体が条例を定めて設ける税のことをいう。(地方税法第４条６項、第５条

７項、第 731 条 1 項)。条例によりその税制度の創設目的、課税対象、税率などを定めれば

創設が可能である。 
我々の提言していく電力税については、課税対象は税額計算の便宜を考慮して、九州電力

が北九州市に供給する 1kw あたりの電力とし、納税義務者は一般家庭と業務部門を構成す

る企業とする。 
ここで、産業部門の企業を納税者としないのは、大量の電力を使用する産業部門の企業に

対し、電力の使用量に応じて電力税の納税義務を負わせることは、彼らに莫大な税金の負担

を強いることになってしまうからである。そうすると、少数の企業で北九州市の GDP の三

割を占める彼らが、北九州市から撤退せざるを得ない状況になってしまい、北九州市の経済

が大きな損失をこうむる恐れがある。したがって、産業部門に関しては、温暖化対策を目的

とした電力税の適用は現実的でないといえる。産業部門の行える温暖化対策としては、省エ

ネを自主的に進めつつ、化石燃料を使わない発電方式によるエネルギーの調達を推進してい

くほかは無さそうである。北九州市において、産業部門は経団連の自主行動計画などにより
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省エネルギー化が進められ、2002 年度の時点では二酸化炭素排出量が 1990 年比で 1.8 パ

ーセント減少している(図表１)。そのため、産業部門に関しての温暖化対策は電力税の納税

義務を負わせることをせずに、彼らの自主性に任せていく、あるいはそれを支援する形で政

策を行っていくべきであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、電力税の徴収方法としては、地方税法に基づき、条例により九州電力を特別徴収義

務者と定める特別徴収という方法を採用することとする(地方税法第 733 条の 3、同 733 条

の 15)。具体的には、電力料金に電力税分を上乗せする形で、九州電力が課税された電力料

金の徴収を行い、その中から電力税分を北九州市に引き渡す方法である。 
九州電力が課税された電力料金を徴収する際に注意すべき点としては、徴収表などに電力

税分の金額を明記しておく必要があるということである。そうしなければ、市民はただ単に

電力料金の値上げが行われたようにしか見えないからである。 
電力税の税率の設定については我々では非常な困難を伴うが、設定する際には少なくとも

考慮すべき事項を以下で述べていく。 
電力税の税率を設定するにあたっては、まずは地域全体への経済の影響を考慮する必要が

ある。電力税の導入によって値上がりした電力料金は市内の電力需要を減少させ、電力起源

の二酸化炭素排出量を削減する効果がある。だが、電力なしで今の社会生活は成り立たない

ため、市内の電力使用が過度に制限されるほどの高い税率は「環境と経済の両立」という側

面から、妥当ではない。かといって、市民に対しての省エネ促進効果が望めないほどの低い

税率では電力税創設の目的の一つである「各種政策の財源確保」の側面しか達成できなくな

る。 
 
 
 

出典：北九州市の経済産業データより作成 

図表 15 「北九州市の GDP の産業別構成」 
（総額は 34,548 億円） 

 

3次産業,

73 .8%

1次産業, 0 .2%

2次産業 26%
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したがって、省エネ促進効果を維持しつつも、北九州市民の社会生活を破壊しない程度の

税率を見極めたうえで設定せねばならない。 
次に、あらゆるアクターに対しての経済的な影響を考慮する必要がある。すなわち、①九

州電力と西部ガスとの競合の問題、②北九州市内の業務部門を構成する企業と北九州市外の

企業との競争力の問題、③市内在住者と市外在住者の居住・移転の問題である。 
①「九州電力とその代替企業である西部ガスとの競合の問題」としては、電力税の導入に

より電力料金が値上がりすると、市民の九州電力への電力需要が強制的に抑えられるため、

捌け口を失った需要が利用料金の値上げが行われていない西部ガスへシフトし、市場が歪め

られるのではないかという懸念がある。分かりやすい例を挙げると、市民が電力税の導入に

よって値上がりした電力料金を嫌ったために、オール電化の需要が目に見えて下がってしま

ったというような現象である。このように、電力税の税率を考慮する上で、九州電力と西部

ガスとの間の競争を著しく歪めない程度の税率を考慮する必要がある。 
しかしながら、電力というのは戦後すぐから、地域への安定供給義務を負わされる代わり

として、その独占が電気事業法により保障されてきた。一般的には日本の電力料金は地域独

占によって世界有数の高価格であるといわれている。したがって、電力税によって電力料金

が実質的に値上がりし、管轄する地域での電力需要が影響を受けるということは、考えよう

によっては独占企業に対しての規制措置のように働くことにもなる。このことは電力の適正

な価格を決定していく上でも有効な措置ではないだろうか。 
②の「北九州市内の業務部門を構成する企業と北九州市外の企業との競争力の問題」とし

ては、電力税の導入によって値上がりした電力料金がコストとなり、地元の企業が他の自治

体へ移転してしまう事態や、「北九州市は他の自治体に比べて電気代のコストがかかる。」と

いうマイナスなイメージが生じることによって、企業誘致に影響が出るのではないかという

問題がある。それに加え、電力税のような「二酸化炭素の排出による地球温暖化に対しての

責任負担」を行っていない全国の企業と比較すると、今まででは考えられなかったコストが

生じるわけであるから、競争力の点において若干のハンディキャップを背負ってしまうとい

う事態が起こりうるという点は否めない。これは自治体主体で行う温暖化対策の限界点であ

るといえるだろう。 
しかし、これは中央政府が行う政策とリンクさせることで、ある程度状況を改善すること

ができるであろう。すなわち、電力税の導入されている北九州市で活動する企業に対しては

補助金を支給したり、「温暖化対策先進地域で活躍する企業リスト」を作成し、そこに掲載

したりすることで、一種のブランド効果を与え、企業イメージを向上させるような政策を取

り入れることによって、全国の企業との競争力のハンディキャップを埋め合わせすることが

できるであろう。 
③の「市内在住者と市外在住者の居住・移転の問題」としては市民が他の自治体に比べて

電気代が高いといって市外へ流出したり、新たに居住しようとする者が減少したりして北九

州市の人口が減少してしまうのではないかという問題がある。これはすなわち人口が減少し

てしまえば一般消費者や労働力人口が少なくなってしまうことで地域経済へ影響が及ぶと

いうことである。 
しかしながら、このような人口減少をもたらすほどの高額な税率を我々は想定していない。

難しいところではあるが、市民の省エネを促進する効果を保持しつつも、人口減少を引き起

こさない程度の税率を考えていく必要がある。 
したがって、電力税の税率の設定を行っていくにあたっては９西部ガスとの競合の問題や、

市内の企業の競争力への影響、市民がどこまで電力料金の値上げに耐えられるかなどの点も

十二分に考慮していくべきである。 
また、税率の設定に関して、徴税コストの問題がある。九州電力を特別徴収義務者として

                                                  
９都市ガスの製造、供給、販売、熱供給事業、液化天然ガスの販売及び冷熱利用に関する事業、ガス機械器具の製作、

販売、設置及びこれに関する建設工事などを事業内容とするガス会社。供給区域は、福岡市、春日市、大野城市、福

津市、熊本市、佐世保市、長崎市、島原市、北九州市など 3 県 16 市 17 町（平成 19 年 9 月末現在）である。 
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設定する以上、徴税の代行手数料は北九州市が負担すべきである。その財源としては電力税

が妥当であろう。よって、電力税によって得られる財源の額は、九州電力への徴税代行の手

数料を差し引いた上でなお、各種政策を行うための財源が確保できる税率を考慮しなければ

ならない。しかしながら、現時点では電力税の徴税コストがどれほどの額になるかは算定が

難しい。 
法律的な問題を解決できたとして、九州電力が実際に電力税の制度導入に賛同するのか、

全国に展開している他の電力 9 社の意向と関係なくこうしたシステムが構築可能なのかと

いう問題がある。この点に関して九州電力に問い合わせたところ、以下の返答があった。「租

税は、法律によらなければ課税することができません。北九州市が、この法律上の要件を満

たした上で、電力税を課税されるのであれば、所得税法に基づく当社が源泉徴収義務者とな

るように、電力税の徴収は可能かと思います。私どもは、税務の専門家ではありませんので、

一自治体が電力税の課税が可能かどうか分かりませんので、十分お調べいただきたいと思い

ます。」 
要するに、法律の要件を満たしたのであれば、九州電力は電力税導入に賛同するというこ

とである。九州電力の北九州支店の環境方針にも、「環境に関する法規制その他の要求事項

を遵守します。」とあるので、九州電力の賛同を得られるかどうかという点に関しては問題

ないと言える。 
後に、税収の使途は温暖化対策のための各種政策の財源に充てるべきであるということ

を提言していきたい。ただ単に温暖化対策のために使われると言われても具体性に欠け、市

民の目には「根拠の不明確な増税」としか映らないだろう。そこで、電力税を財源とした温

暖化対策はどうあるべきか、どういう点が必要かということを考えていく。 
まずは、当然のことだが、温暖化対策として有効なものである必要がある。有効なものと

はすなわち、民生部門を中心に、市民による省エネが促進され、電力起源の二酸化炭素排出

量が確実に削減されていくことである。次に、市民に対して、市の行う政策の周知徹底を図

る必要がある。民生部門を中心とした省エネの促進を実現させるためにも、北九州市は市民

に対して営業努力を行うべきである。市の政策を知らせるときでも、ただ単に「今度から電

力税が導入されます。省エネ頑張りましょう。」だけでは市民による政策への参加はおそら

く望めない。市は自分たちが行う政策を単に羅列して伝えるだけではなく、どのようにすれ

ば省エネができるか、省エネによって具体的にいくらの電気代と電力税を払わなくてよくな

るか、市民参加型の温暖化対策にはどのような意義があるのかなどにも力点を置いて伝えて

いくべきである。 
そして、市民に対して税収の使途の透明性をアピールしていく必要がある。温暖化対策を

目的とした電力税導入の必然性を市民に納得してもらうためにも、できる限り税収が市民の

目に見える形で使われていくことが望ましい。また、税収の公平な還元という観点も忘れて

はならない点である。 
以上を踏まえ、電力税を財源とした政策として、①公共施設のクリーンエネルギー化、②

温暖化防止協定、③ロードプライシング、④広報活動の四つの政策を提言していく。 
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第2節 電力税の使途 
 
（２－１）公共施設のクリーンエネルギー化 
 
 
 

区分 1999 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 
オフィス部門 18 18 18 19 

市民利用施設部門 47 55 59 69 
市民サービス事業部門 21 24 25 27 施設 

生活基盤インフラ部門 85 79 79 81 
 
 
 
市役所の管理する施設の二酸化炭素排出量の推移を見ると、市民利用施設部門からの排出

量がもっとも増加していることがわかる(図表 16)。そこで、この部門に徴収された電力税

を充当することで、二酸化炭素排出量削減を図る。具体的には１０市民利用施設への省エネ

設備やソーラーパネル等の設置費に充てることを考えている。これにより納めた税金が市民

の目に見えるものになるので、税収の使途の透明化のアピールになると共に、市民の環境問

題に対する意識の啓発にもなると考えられる。しかし、納めた税金がきちんと還元してもら

えているとの実感を持ってもらうためには、一般消費者に対し、直接、補助金を出すなどし

たほうが理想的かもしれない。公共施設への還元の仕方では、その施設を利用しない人は何

の利益も得られないという問題点があるからである。必ずしもすべての人がその施設を利用

するわけではないことを考慮すると、人々に省エネをするように促すためには、一般消費者

への還元の方が理想的であるといえる。しかし、一般消費者への還元は特に、所得の違いに

よって還元のなされ方に格差が生まれる危険性がある。つまり、低所得者層は省エネ製品等

の購入に際し、市がいくらかの補助金を出したところで、自らの支出する額でさえ大きな負

担となることから購入がはばかられ、結局はある程度の所得のある人にしか税収を還元でき

なくなってしまうということである。分かりやすく説明すると、省エネ製品購入にあたり、

市がその金額の半分を補助金として出したとする。残りの半分は市民が自ら負担することに

なるので、その負担に耐えうるだけの収入が無ければ、この制度を利用したくても利用する

ことが出来ないということである。このように考えていくと、より多くの人に還元するため

には、一般消費者への還元よりも公共施設への還元のほうがふさわしいといえるのではない

だろうか。また、現在北九州市ではすでに市民に対する補助金制度は確立しており、太陽光

発電・太陽熱利用システム補助事業、高効率ガス給湯器等設置補助金制度等がある。そのた

め、私たちの提案では、現在北九州市で行われている補助金制度を補完する機能を果たすも

のを採用することが望ましいと考えられる。また、金額に差はあったとしても自らの使用量

に応じて電力税を支払うことになるので、その負担は公平であるといえる。したがって還元

の仕方も公平でなければならない。その意味においても公共の施設への還元は望ましいとい

える。 
ここで、還元の順序について言及すると、『より多くの人に公平に』という観点から、市

民利用施設部門の中でも利用者の多い施設から投入していくこととする。 
 
 
 
 

                                                  
１０市民が利用する学校、市民センター、保健福祉などの施設。 

図表 16 「北九州市役所の二酸化炭素排出量の推移」    （千㌧

年

出典：北九州市地球温暖化対策地域推進計画より作成 
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（２－２）温暖化防止協定 
私たちは過去の北九州市の経験を活かした政策として、市と企業、また企業同士の協定を

提案する。 
官営八幡製鉄所を擁し、鉄のまちとして栄えた北九州市は、経済発展と引き換えに大気汚

染や海洋汚染などの公害に悩まされた。その公害への対策として、市は、各工場と公害防止

協定を締結し、市、県、当時の通産局等などと市内の企業 30 社からなる大気汚染防止連絡

協議会を設立した。この結果、企業側も、公害防止施設などを整備するとともに、生産プロ

セスの改善も進めることとなった。公害防止施設の整備、生産プロセス改善など、公害対策

に 20 年間で約 8000 億円が投じられた。しかし、この投資は結果として、北九州市に環境

をテーマにした新しいまちづくりを根付かせることになったのである。このときに北九州市

が結んだ協定は、主に煤塵による大気汚染を防止するための市と企業の協定であったが、現

在我々が直面している問題は地球温暖化であるため、私たちがここで提案する協定は地球温

暖化に対抗できる、従来のそれとは一線を画したものでなければならないことには注意が必

要である。しかし、官民を挙げて取り組む必要のある問題の解決において協定の果たす役割

は大きいのではないかと考えられる。 
また、協定を提唱するもうひとつの理由として CSR の考え方がある。CSR とは、企業の

社会的責任（Corporate Social Responsibility）のことである。従来、企業は自身の利益追

求を第一として活動してきたが、近年、あらゆる１１ステークホルダーの利益を意識し、そ

の利益を害さないように責任をもって活動することが求められるようになってきた。ステー

クホルダーの中には、顧客、株主、従業員、投資家、取引先はもちろんのこと、地域住民、

政府など、かなり多くの主体が含まれる。現代企業に求められる社会的責任は従来の経済

的・法的責任を大きく超えた概念に拡大し、具体的にいうと、積極的情報開示や環境への配

慮、社会活動への関与などがそれに含まれるようになってきた。地球温暖化防止のための二

酸化炭素削減協定を締結することは企業が「環境に対する配慮」という社会的責任を果たそ

うとしていることを市民、顧客などのステークホルダーに示すのに有効な手段だと思われる。

また、協定を締結するだけで終わりではなく、どの企業が継続的に社会的責任を果たしつづ

けているのかを、市が積極的に市民に伝えていくことが必要となるだろう。欧州では企業の

社会的責任=企業の競争力強化という考え方が一般的に広まりつつある。北九州市でも市民

の環境意識の高まりとともに、環境配慮責任をきちんと果たしている企業が評価され、競争

力向上にもつながっていくようになるのではないだろうか。 
このようなことを考慮した上、二酸化炭素削減につながり、かつ現代社会に対応できる協

定は以下のようなものであると考えられる。 
 
１．市が、市と市内の企業・事業所が二酸化炭素排出削減量を決め、その達成度に応じて省

エネ製品購入の補助を行う。しかし、この協定を実際に運用した場合、努力をする事業所・

企業と、そうでないところの差が開く可能性がある。すなわち、比較的に資金に余裕があり、

先端の性能の良い設備を導入することの出来る企業や事業所の一人勝ちとなってしまう

可能性が生じるということである。このように考えると、具体的な二酸化炭素削減数値設定

の際には、企業・事業所の規模や出資金、財政状況に配慮し、各企業・事業所にとって実現

可能な数値を設定しなければならない。それらの数値を決定する際には、行政中心ではなく

民間の NPO 団体などに調査・分析を委託してもよいだろう。また、市政だよりや、市の発

行している環境冊子において、企業に対して二酸化炭素排出削減量や省エネ設備などに応じ

たランク付けをして市民に発表する（ベスト企業だけでなくワースト企業の発表も行う）な

                                                  
１１ 企業の利害関係者のこと。金銭的な利害関係の発生する顧客や株主だけでなく、地域住民、官公庁、研究機関、金

融機関、従業員などもこれに含む。 
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どの工夫も必要ではないだろうか。 
 
２．市内にあるスーパーマーケットなどと一律に協定を結び、レジ袋や食品のパック包装の

簡易化もしくは廃止に努める。この場合、市内すべての事業所と協定を締結することにより、

公平かつ効果的に政策を進めることができると考えられる。レジ袋や食品パックを製造する

過程では二酸化炭素等が必然的に発生する上に、焼却処分する際にも二酸化炭素はもちろん、

その他の温室効果ガスが発生する。また、北九州市では前述のようなカンパスシール事業も

行っており、マイバッグ運動を推進する為にも、このような協定を結ぶ事を提案する。 
 
これらの協定は、北九州市環境基本条例の以下に掲げる条文により、締結可能であると考

えられる。 
（環境保全条例の締結） 
第12条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷を低減するためにその他この条例の目的を

達成するために必要があると認めるときには、事業者と環境への負荷の低減その

他の環境の保全に関する協定を締結することができる。 
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（２－３）ロードプライシング 
 
国土交通省のホームページによると、一人を 1km 運ぶ際の二酸化炭素発生量は、自家用

車 173ｇ、鉄道 19ｇ、乗合バス 54ｇとなっている。このことから、二酸化炭素排出量削減

のためには、自動車から公共交通機関、徒歩自転車利用へのシフトが必要不可欠であると考

えられるが、北九州市においては、公共交通期間の利用者数が減少傾向にある。また、北九

州市では、運輸部門においても、1990 年度と比較して、二酸化炭素排出量が 15.5％と大き

く増加している（図表１参照）。私たちの政策提言中、主たるものは電力税の提案であるが、

その財源をロードプライシングのシステム確立に充てることで運輸部門（自動車）の二酸化

炭素排出量削減対策も同時に行えるのではないかと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 17 「北九州市における交通機関別の利用者数と自動車保有台数の経年変
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ロードプライシングとは大都市中心部への過剰な自動車の乗り入れによる交通渋滞、大気

汚染などを緩和するために、都心の一定範囲内に限り、自動車の公道利用を有料化して、交

通量を制限する政策措置のことである。私たちの提案するロードプライシングは、二酸化炭

素排出量を削減することが目的であるため、いわゆる「環境ロードプライシング」であると

いえる。 
北九州市の都心部である小倉駅周辺では、西鉄バス・市営バスと二種類の路線バスのほか、

ほぼ 10 分ごとにモノレールが運行しているため、移動の際、不便を感じることは少ない。

また、小倉駅周辺部にて「100 円バス」が運行しているため、公共交通機関を使用する際の

交通費負担も少なくて済むと思われる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

出典：西鉄バスホームページ 

図表 18 「 西鉄バス：100 円バスエリア 」

出典：北九州市ホームページ 

図表 19 「市営バス：100 円バスエリア 」
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このように、小倉駅周辺地域の公共交通機関が比較的整備されているということ、100
円という低運賃のため気軽に公共交通機関利用へシフトできること、目的地が遠方の場合バ

スからＪＲなど他の公共交通機関への乗り継ぎも楽に行うことができること、などを根拠と

して、１２西鉄バスと市営バスの「100 円バス」の運行エリア重複区域においてロードプラ

イシングを行いたいと考えた。小倉駅周辺部では特に休日の交通量が多いこと、平日にロー

ドプライシングを行うと地域経済に支障をきたす可能性があることなどを考慮すると、土・

日・祝祭日などに行うことが望ましいと思われる。しかし、休日を中心にロードプライシン

グを行うことにすると、消費者の小倉離れが進む可能性がある。そこで、北九州市において

ロードプライシングを実行する際には、消費者の小倉離れが進まないよう、北九州市（小倉）

を消費者にとって魅力的な街にするための政策と並行する必要がある。ここで述べておきた

いのが、ロードプライシングによって徴収した料金の使途についてである。政策の終始一貫

性を重視すると、公共交通機関や歩道の整備に充てることが望ましいと考えられる。さらに

それが魅力的なまちづくりに繋がるものであれば理想的だろう。例えば、歩行者が歩いてい

て心地よいと感じる街並み（景観）の整備を行うことなどは、市民行動に働きかける（「自

動車から徒歩へ」という動きが強まる）可能性があり、かつ、魅力的なまちづくりにも通じ

ると思われる。 
他に、ロードプライシング実施区域内に住む市民への対応、ロードプライシングを行う際

に料金徴収過程（料金所周辺など）で混雑が生じる可能性があること、などが注意すべき点

といえるだろう。前者については、実施区域内に住む市民に対して、通行料金の一部免除な

どの配慮をすることなどが考えられる。また、後者については、近年における ETC の普及

を考えると、このようなシステムを活用することにより、混雑解消が可能になるのではない

かと思う。 
ここで、ロードプライシングの効果について、東京都が行ったアンケート調査を参考にし

て考えてみたい。東京都が行った「ロードプライシングが行われた際の値段の高低による転

換意向」についてのアンケートによれば、一般道において 500 円課金された場合 30 パーセ

ント強のドライバーが車の利用をやめると回答している。また、自動車の使用をやめると解

答した人の大多数が、移動手段をバス・鉄道など公共交通機関利用に切り替えると回答して

いる。東京都と北九州市ではロードプライシングを行う際の規模も大きく異なると考えられ

るし、500 円以下の課金ではどのような結果となるか定かではないが、相応の効果は期待で

きるのではないだろうか。 
北九州市でロードプライシングを行うのは非常に困難であると考えられるが、実施しよう

とする際には、「ロードプライシングを行うと仮定した際の消費者の意向に関するアンケー

ト調査」や、「価格の高低による転換意向」、などのアンケート調査に加え、道路の混雑率な

ども考慮し、様々な根拠をもって臨む必要があるだろう。 
とはいえ、市民は電力税を課税されることに加え、ロードプライシングによる料金も徴収

されることになる。さらに、諸外国と異なり道路料金が高額であること、道路交通法上の「道

路無料開放の原則」、などからもロードプライシングに対する反発は大きいと考えられる。

ここでは、あくまで提案のひとつに留めておきたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  
１２ 地域の生活を支える足として重要な役割を担う一般路線バス事業と、九州各県を中心に都市間をダイレ

クトに結ぶ高速バス事業など、九州を中心として幅広く乗り合いバス事業を展開している企業 
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出典：東京都ホームページ 

図表 20 「東京都：価格の高低による意向調
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（２－４）広報活動 
 
どれほどいい政策を考えたところで、それが人々にきちんと伝わっていなければ意味を成

さない。また、人々に政策を納得してもらうためにも効果的な広報活動を行っていくことが

重要だと考えられる。したがってより多くの市民にこの政策を知ってもらうことを第一の目

的とし、同時に環境教育の推進を図れるものはないかと考えた。 
 
図表 21 は、平成 18 年 7 月に家庭ごみ収集制度が見直された際、市民はごみの出し方に

ついてどのように情報を得たかをまとめたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
この表から、主にマスメディアによるものが大きな効果をあげていることがわかる。宣伝の

方法として、特に市政だよりやテレビ CM は他の項目と比べ圧倒的に割合が高い。市政だ

よりは各家庭に配布されておりテレビもほとんどの家庭に普及しているため、より多くの

出典：北九州市ホームページ 平成 18 年度市民意識調査 

問 さて、北九州市では 7 月からごみの出し方が変わりました。 
あなたはどんな情報でこのことをお知りになりましたか。次の中からいくつで

も選んでください。 
 

図表 21 
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人々に情報が行き渡り、両者の効果が高くなっていると考えられる。そこで私たちの政策を

広めていく場合においても、これら 2 つの方法を採っていくこととする。また、インター

ネットが普及していることからホームページも同様に効果があるのではないか。ホームペー

ジは政策を広く知ってもらうためだけでなく、温暖化対策に積極的な企業の宣伝の場として

も機能するようにしたい。 
図表 21 からもうひとついえることは、外で得られる情報よりも、家で得られる情報のほ

うが効果が高いということである。市民説明会や駅頭等でのチラシ配布の項目の割合と、市

政だよりやテレビ CM の項目の割合とを比較すればそれは明らかである。この傾向を踏ま

えて、私たちはメールマガジンの発行を提案する。このメールマガジンは政策を知らせるだ

けでなく、環境教育の推進のための役割も果たすようにしたいと考えている。シンポジウム

などが開催されても都合があわなかったり、会場が遠かったりとなかなか足を運びづらいの

が現状ではないだろうか。そこで、メールマガジンに環境についてさまざまなことを掲載し、

時間帯を気にせず家で読めるようにすることで気軽に環境教育を受けられるようにしたい

と考えた。 
また環境教育の方法として、学生が主体となった活動が望ましいのではないかと考えてい

る。現在北九州市ではさまざまな環境政策が行われているが、その政策に対する市民の認知

度は低い。その原因のひとつに市役所と市民との間に距離があるということが考えられる。

したがって、環境教育を行う際にも、市の職員ではなく学生が行うことで、市民により近く

なり、浸透しやすいのではないかと考えた。具体的なやり方としては大学生が主体となって

小学生や中学生に対して授業することを提案したい。そうすることで小中学生はもとより、

その保護者や教員にも効果が及ぶと考えられる。授業をする側である大学生への措置として

は、大学の講義に、環境問題等とその教育方法を学ぶものを取り入れ、小中学校への授業を

実習とし、それを行うことで単位を取得できるようにするといったものが考えられる。 
 
 
 
 
 私たちの政策提言をまとめ、図示すると以下のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

温暖化防止協定

ロードプライシング 

公共施設の 
クリーンエネルギー化 

電力税 

広報 

二酸化炭素排出量削減・意識の向上 

図表 22



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 - 16 -

参考文献・データ出典 

《参考文献》 
・寺西俊一（編）(2003)『新しい環境経済政策―サステイナブル・エコノミーへの道』 東
洋経済新報社 
・足立治郎 (2004)『環境税－税財政改革と持続可能な福祉社会』 築地書館 
・石橋春男 島田千秋 山本慶子 (2001)『環境経済学入門』 泉文堂 
・藤田香 (2001) 『環境税制改革の研究』 ミネルヴァ書房 
・佐和隆光 (1997) 『地球温暖化を防ぐ』 岩波書店 
・石弘光 (1999) 『環境税とは何か』 岩波書店 
・白引聡 有村俊秀 (2002) 『入門 環境経済学』 中央新書 
 

《データ出典》 
「九州電力」（http://kitakyushu.kyuden.co.jp/）（2007/11/05） 
「東京都」（http://www.metro.tokyo.jp/）(2007/11/05) 
「国土交通省」（http://www.mlit.go.jp/）(2007/11/05) 
「西部ガス」（http://www.saibugas.co.jp/）(2007/11/05)  
「北九州市」 

(http://www.city.kitakyushu.jp/file/26010500/tikyuuondanka/suisinkeikaku/final/ktott
sk_full.pdf)（2007/11/05） 
「環境省」(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/2005ghg.pdf) (2007/11/05） 
「JCCCA:全国地球温暖化防止活動推進センター 」(Japan Center for Climate Change 
Action)」 

(http://www.jccca.org/content/view/1045/814/)（2007/11/05） 
(http://www.jccca.org/content/view/1047/814/)（2007/11/05） 

「温室効果ガスインベントリオフィス」 
(http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html)（2007/11/05）   

「資源エネルギー庁」 
(http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2004/html/16012211.html)（2007/11/05） 

 
 
 


