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ゼロカーボン×デジタル：ポストコロナ時代の都市の脱炭素化
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1.5℃の実現に向けた

京都市の挑戦

京都市 地球環境・エネルギー担当局長

猪田 和宏
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May. 11, 2019

Kyoto City1.5℃を目指す京都アピール

2019年5月IPCC京都総会

2050年CO2排出量正味ゼロを宣言
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京都市の地球温暖化対策の歩み

本格始動は，COP3開催地決定

温室効果ガス排出量を

1990年度比15%削減し，目標達成！

IPCC第49回総会

COP3

1997年 COP3・京都議定書誕生，市地球温暖化計画 策定

2004年 市地球温暖化対策条例 制定（日本初）

2009年 環境モデル都市選定

2010年 条例全部改正

2015年 SDGs，パリ協定 低炭素から脱炭素へ

2017年 京都議定書誕生20周年

・持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言

地球温暖化対策計画改定 「プロジェクト“０”への道」

2018年 IPCC1.5℃特別報告書

2019年 IPCC総会京都市開催

1.5℃を目指す京都アピール

日本の首長で初めて「2050年CO2排出正味ゼロ」を表明
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エネルギー消費量ピーク時から28％減少

19971990 2018

ピーク

この間の

・人口はほぼ横ばい（147万人）

・訪問者数 3,000万人台 ⇒ 5,000万人台

【京都市のこれまでの取組結果】
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市民ぐるみでごみ半減！

【市民１人１日当たりの家庭ごみ量】
京 都 市 ：３９９グラム（2018年度）

政令指定都市平均：５５５グラム（2017年度）

（万トン）
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ごみ処理費用も154億円（市民一人当たり１万円以上）削減

367億円（2002年ピーク時）→ 213億円（2017年）

ごみ処理施設（クリーンセンター）数も削減 ５→３施設

【京都市のこれまでの取組結果】
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交通手段分担率マイカーで京都を訪れる人の割合

8割減

2割減

3割増

自動車 鉄道，バス

人と公共交通優先の「歩くまち・京都」
【京都市のこれまでの取組結果】
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再エネの市内生産量は4.7倍に
【京都市のこれまでの取組結果】
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平成30年度猛暑
祇園祭の行事の一つ
「花傘巡行」の中止

●文化や観光への影響

地球温暖化に伴う環境の変
化やシカの食害などにより、
• 葵祭で飾りとして使わ

れるフタバアオイ
• 祇園祭の粽に使われる

チマキザサ

→ 生息数減少

気候危機：京都でも顕在化する気候変動の影響

●市民生活への影響

平成25年台風18号
嵐山・床上浸水

令和2年7月豪雨
高雄・倒木通行止め
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未来に対する責任 を果たす

京都の役割 を果たす

覚悟 を持って取り組む

１．５℃を目指す京都アピール ＩＰＣＣ京都ガイドライン

パリ協定の実行を支える日本の自治体初

2050年
へCO2排出量正味

ゼロ

～地球の気温上昇1.5℃ 以下に～京都の挑戦

３ つ の 決 意

c:eo光チャンネル
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■ 市民，環境団体・事業者等から構成される

京(みやこ)のアジェンダ21フォーラムからの提言

2050年ゼロの表明によって生まれた動き
■ 未来を担う世代の参画

＜1.5℃を目指す将来世代職員フューチャーデザインチーム＞

(C) Fridays for Future Kyoto

＜大学生との意見交換＞

■ 事業者・研究機関等の京都市をフィールドとした事業・研究への協力

（2019年5月） （2019年11月）

京都市版Google EIE(※)

※ Environmental Insights Explorer
Googleのテクノロジーを用い，建物や交通からの温室効果
ガス排出量，太陽光発電の導入による削減ポテンシャル等に
ついて可視化するツール。京都市との協働で日本での運用開始
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2020年12月10日条例改正案 成立

改正・京都市地球温暖化対策条例

議第135号「京都市地球温暖化対策条例の一部改正」

全会派一致で可決，2020年4月1日施行

■「気候危機」の時代に入り，これと戦うこと抜きに，これまで築き上げてきた生活も，
文化も，存続させることができないという危機感の下，京都市の都市経営の根幹に据える
地球温暖化対策を再構築する必要。

諮問文全文

◼ 子や孫たちの世代に「なぜ，1.5℃を目指さなかった のか」と嘆かせることのないよう
「未来に対する責任」を果たしていかなければならない。

（京都市長から市環境審議会への諮問文より）

2019年7月審議会での議論開始，2020年9月市民意見募集，11月市会での議論・・・
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プラスアクション現在

2030
温室効果ガス

▲40%以上
（2013年度比）

プラスアクション

・イノベーションの促進
・担い手の育成
・CO2吸収源対策
・気候変動適応策の推進

2050年
CO2排出量正味

ゼロ

２．対策を常に進化

2050年CO2排出量正味ゼロの
実現に向けた取組の進め方

改正・京都市地球温暖化対策条例

CO2を排出しないことが標準となる仕組
みの構築や新たな技術や制度導入の土壌
作りが必要

行動の１０年

３．地球温暖化対策を通じて
京都を豊かに

生活の質の向上と経済発展の同時
実現も必要

1. あらゆる主体の自主的・積極的
な行動により実現

ゼロに向けて全ての人がそれぞれの立場
で自主的かつ積極的な行動を進める必要
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2050ゼロ達成への道筋 ①危機感・覚悟の共有

基本理念の新設

●脱炭素社会の実現は，良好な地球環境を将来世代へ引き継ぐ

ための我々の責務であることを共有し，あらゆる主体が自主的・

積極的に取り組み，オール京都で対策を推進

●地域の多様な資源を有効活用しつつ，地域課題を解決し，

豊かな社会の形成や経済発展に貢献する地球温暖化対策を推進

責務の強化

現行 改正案（追加又は改正内容）

市民・事業者
・地球温暖化対策の取組実施
・他の主体の取組への協力 など

・自主的，積極的に取り組み，主体的な役割を果たすこと
・環境配慮製品，サービスの提供等により他の主体の取組を積極的に推進

京都市
・計画の策定，実施
・市民，事業者等の取組の促進 など

・社会的気運を醸成し，あらゆる主体の自主的かつ積極的な取組を推進
・対策の進化のため，大学，研究機関，国，他の自治体との連携促進

観光旅行者等 ・他の主体の取組への協力 ・地球温暖化対策の取組実施

エネ供給事業者
・必要な情報の提供
・他の主体の取組実施に積極的な役割

・再生可能エネルギーの割合向上

削減目標の明記

⚫ 2050年CO2排出量正味ゼロの
達成と生活の質の向上や経済
発展が同時に実現された

「脱炭素社会」を目指す

⚫ 2030年度までに温室効果ガス
排出量を40％以上削減
（2013年度比）
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• 再エネ電気を供給す
る電力プランへの切
替えなど再エネの選
択拡大の推進

• 分散型エネルギーシ
ステムの構築に向け
た調査・研究

エネルギー ビジネス ライフスタイル モビリティ

2050ゼロ達成への道筋 ②４つの分野を転換

• 地球温暖化対策と
地域活性につなが
るコミュニティ単
位の取組の推進

• 時間・場所にとらわ
れない事業活動及び
働き方の普及

• 地球温暖化対策と経
済発展につながる新
たなビジネスの創出
と振興

• MaaSなど新たな交
通システムの構築に
向けた調査・研究

※箇条書き：重点的に施策を進める分野
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転換に向けて必要となる事項を条例へ

事業者関連

大規模排出事業者 ⚫ 事業者排出量削減計画書制度の強化
・目標削減率を引き上げ
（現行：3年平均で運輸▲1%，産業▲2%，業務▲3%）

・再エネ電気の選択などを評価対象とするなど，多様な取組を促す仕組みへ強化

⚫ 新車購入時のエコカー導入義務の強化
現行：新車導入時の50％以上エコカー（本市設定の燃費基準等を満たす自動車）
→エコカーの基準を強化＋導入割合を引上げ

中規模排出事業者 ⚫ エネルギー消費量等の報告制度の新設
一定の延床面積以上の事業用建築物の所有者に，エネルギー消費量
や地球温暖化対策の取組状況等の報告義務を課すとともに，本市が
報告内容を分析し，フィードバックを行う制度を新設

＜新たに追加する努力義務＞

• 時間及び場所にとらわれない事業活動及び働き方の推進

• 地球温暖化対策と経済発展につながる，新たなビジネスの創出や産業の振興

• 環境に配慮した事業活動や新たなビジネスへの金融支援 など
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建築物関連

再エネの導入義務の強化

建築士による再エネ導入に係る説明義務の新設

＜新たに追加する努力義務＞

• 所有する建築物への再エネ設備の設置

• 建築物を借りる際の省エネ性能の高い建築物
の選択

• 施主や仲介事業者等による顧客への建築物の
省エネ性能に関する説明

• 駐車場への電気自動車充電設備の設置
など

現行：延床面積2,000㎡以上の新増築建築物に，
再生可能エネルギーの導入義務
（一律で太陽光発電3.2kW相当程度）

建築士が，施主に対して再エネの導入によるメリット
や設置可能な容量等を説明する義務を新設

地域産木材の利用範囲の拡大

2,000㎡以上の新増築建築物へ課している一定量以
上の地域産木材の利用義務について，利用可能場所
を建築物本体のみから敷地での利用も可能とする。

転換に向けて必要となる事項を条例へ

→ 延床面積に応じて導入義務量が上がる仕組みへ
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2021年4月“行動の10年”スタート

・意見者数：278人

・意見数：462件

環境審議会（2019年７月～2020年９月）

市民意見募集（2020年９月～10月）

進 化 中

進 化 完 了

次期「京都市地球温暖化対策計画」

京都市地球温暖化対策条例（平成16年制定）

京都市地球温暖化対策計画

改正「京都市地球温暖化対策条例」

（2021-2030）（2011-2020）

2021年
4月

施行

2021年
3月

策定
（予定）

• 11月市会にて条例改

正案審議・可決

• 2021年4月1日施行
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2020年に生まれた行動


