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「環境家計簿」の平成２４年度試行結果の報告

名

～工事現場におけるＣＯ２削減量の見える化～

お知らせ内容
地球規模での温暖化対策、自然との共生、循環型社会の実現が求められている中、北海
道開発局では社会資本整備実施段階において、先駆的に環境対策に取り組む「北海道エコ・
コンストラクション・イニシアティブ」を推進しています。（別紙１参照）
この中で、地球温暖化ガス削減に向け、工事現場におけるＣＯ２排出削減を推進するた
め、受注者と発注者が協働でＣＯ２削減量を見える化する取り組みとして「環境家計簿」
を実施しており、平成２４年度の試行結果を取りまとめましたので、お知らせします。
○平成２４年度「環境家計簿」試行結果の概要（別紙２参照）
対象工事数：３８５工事（北海道開発局１，７０４工事の２３％）
ＣＯ２削減量（試行工事の全体）
：１，８８０ｔ-CO2
（スギの年間吸収量の約１３８，０００本分に相当）
ＣＯ２削減率（試行工事の平均）：９．０％
なお、工事毎の結果（ＣＯ２排出量・削減量等）や、集計方法・取り組み例をまとめた
「環境家計簿の手引き（案）」を、北海道開発局のホームページに掲載していますのでご参
照ください。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/gijyutu/kankyokakeibo.html
北海道開発局 >> 防災・技術・機械・電気通信 >> 環境家計簿
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北海道エコ・コンストラクション・イニシアティブの推進

（別紙１）

社会資本整備の分野において、自然共生型社会の形成 循環型社会の形成 低炭素型社会の形成に向けて取り組むべき課題
社会資本整備の分野において、自然共生型社会の形成・循環型社会の形成・低炭素型社会の形成に向けて取り組むべき課題
は数多くあります。北海道エコ・コンストラクション・イニシアティブは、これらの課題解決に向けて、北海道の優れた資源・特性を活
かしつつ、発注者・受注者・地域と連携し、建設現場において先駆的・実験的取組を推進していくものです。

背

主な取組

景

○「自然共生社会」「低炭素社会」「循環型社会」の実現に向けた政府方針。
・２１世紀環境立国戦略（H19,6）
・地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画（H20,7）
○北海道の特性と地域課題
・産業廃棄物の約５割が動物の糞尿（全国では約５割が汚泥）
産業廃棄物の約５割が動物の糞尿（全国では約５割が汚泥）
（年間20,400千ﾄﾝ、十勝5,140千ﾄﾝ、根室3,120千ﾄﾝ、網走3,020千ﾄﾝ）
・水産系廃棄物のホタテ貝殻は全国の９割が北海道。
（年間180千ﾄﾝ、網走71千ﾄﾝ、宗谷55千ﾄﾝ、渡島41千ﾄﾝ）
・環境モデル都市に帯広市、下川町が選定。
人あたり CO 排出量は 国 .3倍、産業廃棄物排出量は .0倍。
・１人あたりのCO2排出量は全国の1.3倍、産業廃棄物排出量は2.0倍。

取組のポイント
自然共生型社会の形成
 環境保全を目指した資材・工法の採用等、
建設現場における生態系保全の推進
 チップ材・間伐材の利用、景観との調和、
チ プ材 間伐材の利用 景観との調和
緑化活動等への参加など

●ポイント①地域と連携した先駆的・実験的取組
北海道の優れた資源・特性を活かした農水産業などの地域産業と建設工事が連携した取組や、地
域と連携した建設現場でのCO2削減のための先駆的・実験的な取組を推進しています。

旭川市浄水場から発生する浄水汚泥
(2,000m3/年)とリン等栄養分が豊富
な地元家畜農家からの糞尿堆肥を混
合し、法面植生基材へ有効利用。

全道の河川堤防において地元自
治体や農協と協力し、堤防刈草
を地元酪農家の家畜飼料等に有
効利用しています。

札幌商工会議所（新エネルギービジ
ネス研究会）と連携し、CO2削減に
向けた新たな技術（エコディーゼ
ル）について、現場のフィールドを
活用した試行を行っています。
活用
試行を行
す。

●ポイント②優れた取組を支援する制度・仕組みの構築
全道各地の優れた資源・特性を活かし
先駆的・実験的な取組を推進
ポイント①：地域と連携した
先駆的・実験的取組
ポイント②：優れた取組を支援する
制度・仕組みの構築

循環型社会の形成
 家畜堆肥・刈草・ホタテ貝殻など
の建設副産物対策
 建設発生木材・土砂等の
建設リサイクルの推進など

低炭素型社会の形成
太陽光・雪冷熱・バイオマス等、
自然エネルギー等の活用など

○建設現場からのCO2を見える化する「環境家計簿」の実施
→施工段階において、工法の選定や運搬計画、機械車両の配置等によるCO2削減効果を定量
的に把握する「環境家計簿」を試行しています。
○建設現場から発生する土砂の地域内利用を促進する「土砂バンク」の実施
→建設現場から発生する土砂の地域内利用を促進するため、発生場所、発生量、土質などを
登録した「土砂バンク」を公開し、資源の地域内循環・コスト縮減を徹底しています。
○環境に関する法令遵守と現場関係者の意識向上を目的とした「エココン手帳（仮称）」の作成
→現場関係者が利用することにより、環境に関する最低限の法令を遵守するとともに、一層の
環境対策の推進と現場関係者の意識向上を目的とした「エココン手帳（仮称）」の作成・試行を
行っています。

平成24年度 環境家計簿の試行結果

～土木建設現場におけるＣＯ２削減量の見える化～

環境家計簿の概要
地球温暖化ガス削減に向け 社会資本整備の実施段階においてもＣＯ２排出量の削減の取り
地球温暖化ガス削減に向け、社会資本整備の実施段階においてもＣＯ
組みが求められています。土木建設現場におけるＣＯ２排出削減を推進するため、受注者と発
注者が協働で“ＣＯ２削減量を見える化”する取り組みとして「環境家計簿」を平成２１年度から試
行しています。
環境家計簿の試行工事件数の推移

目的：土木建設現場でのＣＯ２削減量の見える化による
ＣＯ２削減活動の促進、ＣＯ２削減意識の向上
方法： ①工事実施前に発注者・受注者協働で、
①
現場に応じたＣＯ２削減方策を検討
②工事実施段階においてＣＯ２削減活動を実施
③調査表等により、ＣＯ２削減量を集計

施工方法の工夫など先進的取組によるＣＯ2削減活動事例
骨材運搬管理システムによる削減

ＩＣＴ（情報化）施工による削減

骨材運搬用のダンプトラックに非接触式電子的情報交換シ
ステムを搭載し、管理することにより各設備付近での待機時
間を短縮することで、サイクルタイムの短縮を図り、CO2排
出量削減に寄与する

ICT（情報通信技術）を利用し、施工効率の向上、施工時間
の短縮により、CO2排出削減に寄与する

ICタグ

通信装置

（※独自の工夫によるＣＯ２削減活動は別途、削減量を算出)

（バックホウによる法面整形）

⇒平成２４年度は、３８５の試行工事において実施
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H24 ：総CO2削減量：約33t-CO2（1工事）

平成２４年度の試行結果（３８５工事
平成２４年度の試行
結果（３８５工事）
）
ＣＯ2排出の削減量・削減率
◆削減量（試行工事の全体）
１，８８０ｔ-CO2
（スギの年間吸収量の
約１３８，０００本分に相当）
◆削減率（試行工事の平均削減率）
９．０％

CO2削減率の推移
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省ｴﾈ運転など

◆アイドリングストップ、省燃費運転講習、
ソーラーパネルの利用の上位３取組で全体
の５３％を占める。
を占める

1位：アイドリングストップ （370t-CO2）
2位：省燃費運転講習の実施 （320t-CO2）
3位：ソーラーパネルの利用 （300t-CO2）
4位：重機車両の適正整備 （260t-CO2）
5位：機械のハイブリッド化 （110t-CO2）
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アイドリングストップ
省燃費運転講習
ソーラーパネルの利用
重機車両の適正整備
機械のハイブリッド化
その他

すき取り物の利用による削減

運搬経路の短縮による削減

「すき取り物（草本類の根）」を、現場内で利用することにより、
廃棄物量及び運搬に要する燃料を削減し、CO2 排出量削
減に寄与する

残土（建設発生土）、廃棄物、雪等を場外に運搬する際に、
より近い処分場や雪捨て場等の利用、運搬ルートの最適化
等により 運搬に要する燃料を削減し CO2排出量削減に
等により、運搬に要する燃料を削減し、CO2排出量削減に
寄与する

H23
H24
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H23：総CO2削減量：約1t-CO2（2工事）
↓
H24 ：総CO2削減量：約10t-CO2（5工事）
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○CO2削減量が大きかった取組

（ブルドーザによる敷き均し）

H23：総CO2削減量：約21t-CO2（8工事）
↓
H24 ：総CO2削減量：約23t-CO2（24工事）

H24

150 CO2削減率別の工事件数

・取組の浸透により、削減率が２．８%増加
取組 浸透 より 削減率が
増加
・特に施工方法など現場独自の工夫による
削減量が大きく伸びている

（別紙２）
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○試行工事担当者に実施したアンケート結果
◆８７ ％の受注者がＣＯ２削減に対する意識が
受 者
減
す
識
向上又はやや向上と回答
◆ ７５％の受注者が取組を継続したい又は
内容が改善されれば継続したいと回答
（取組による意識の変化）
1% 1%
11%
28%

（取組の継続意志の有無）

（ 残土運搬距離の短縮 ）

（ 排雪距離の短縮 ）

H23：総CO2削減量：約65t-CO2（10工事）
↓
H24 ：総CO2削減量：約19t-CO2（9工事）

バイオ燃料の利用による削減

自然エネルギーの利用による削減

重機やダンプトラック等の燃料としてバイオ燃料を利用する
ことにより、軽油の使用量を削減し、CO2 排出量削減に寄
与する

事務所や標識等で使用する電力に風力や太陽光などの自
然エネルギーを利用することで、電力や発電機に要する燃
料を削減し、CO2排出量削減に寄与する

16%
48%
9%

27%

59%

意識が向上した 28%
やや向上した 59%
あまり変化なし 11%
変化なし 1%
わからない 1%

継続して取り組みたい 48%
内容改善ならば取り組みたい 27%
今年度限りにしたい 9%
その他 16%

（ 風力による事務所の発電 ）

H23：総CO2削減量：約30t-CO2（6工事）
↓
H24 ：総CO2削減量：約64t-CO2（8工事）

（ 太陽光による事務所の発電 ）

H23：総CO2削減量：約121t-CO2（73工事）
↓
H24 ：総CO2削減量：約304t-CO2（128工事）

