
北国から発信しよう！
自然エネルギーのある暮らし

「わたしたちが蒔くのはCO2削減の種」
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【ＣＯ2マイナス25％の背景】

ピークオイル

国際エネルギー機関（IEA、本部・パリ）の研究者が、

「世界の大油田の原油生産はすでにピークを過ぎ、

世界全体でも１０年後にはピークを迎える」と分析していること
がわかった。

世界の資源量の４分の３を占める８００以上の油田について分
析をしたとこ

ろ、多くが生産のピークを過ぎ、

５年以内に供給不足が起きて経済に大きな影響がでる可能性
があるという

（2009年朝日新聞の８月４日）





森林保全



持続可能なインフラの構築
（スマートシティー）

社会システムの変換

持続可能社会へ向けた合意形成



環境コミュニティーを形成環境コミュニティーを形成
二酸化炭素削減を実現します二酸化炭素削減を実現します

二酸化炭素削減

持続可能な社会づくり

実践

理解浸透

機会創造

イベントの実践

ラジオ番組

学習会環境教育

太陽と風のエコイルミネーション

てるてる発電所



大型イベントの自然エネルギー化を進める
「太陽と風のエコイルミネーション」



電気を使わない楽器のコンサート

「北風と太陽コンサート」
動員人数：350名

「僕の未来、わたしの未来」
メッセージ募集
参加者：200名



太陽光 + 風力発電
ハイブリッドシステム

(266W)

太陽光パネル１Kw

架台の内部に蓄電池、バックアップ用
との切り替え装置を内蔵。

2008年



2009年



イルミネーションゲートの点灯

※ 日中の太陽光による蓄電で点灯成功！

エコ・イルミネーション！！





グリーン化による効果（１）グリーン化による効果（１）

《太陽光発電導入拡大》

・2001年～2007年：２６６２６６WW
・2007年：１１,,２６６２６６WW、 → 2008年：３３,,２６６２６６WW

《LED導入普及促進》

・札幌ホワイトイルミネーションでは、2004年からLEDの導入が始ま
り、当初期間中の使用電力料金 ７４０万円７４０万円が昨年 ４００万円４００万円まで
節約が可能となった。

《イベントのエコ化》

・ 物販小屋で、ペレットストーブペレットストーブ、LEDLED照明照明の採用。
・ 啓発パネル展示啓発パネル展示（コンセプトボード、システム図等）。



● 新聞

１１／２８ 北海道新聞
「エコな光 楽しんで～自然エネルギー、LEDを一部利用」
写真付き

１１／２８ 読売新聞
「光る省エネ技術～ホワイトイルミネーション」

１１／２９ 北海道新聞
「エコな光 大通り包む～札幌でイルミネーション」
写真付き

１１／２９ 朝日新聞 「輝く光やってきた～ホワイトイルミネーション」
写真付き

● テレビ

１１／２８ ＨＢＣ 「ホワイトイルミネーション」
全体紹介の中で新エネ活用の取り組みを紹介

１２／２６ ＳＴＶ「どさんこワイド」
大通公園西３丁目「ホワイトイルミネーション」での
新エネ・グリーン電力の活用について紹介

グリーン化による効果（２）グリーン化による効果（２）



西3丁目会場の電力使用量は、LEDの導入拡大、PVの導入、ソーラーツリーの実
施により確実に減少！！

1919年度：年度：22,000kWh22,000kWh → 2020年度：年度：17,000kWh17,000kWh

グリーン化による効果（３）グリーン化による効果（３）

5,000kWh5,000kWhの削減の削減
まさにまさに

「エコ・イルミネーション」！「エコ・イルミネーション」！





市民太陽光発電所「てるてる発電所」





設置までのプロセス

◎シンポジウム開催
◎円山動物園来場者ポスター・コンテスト

◎学習会の実施 ◎イベント実施/参加

◎通電式



2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

活動の推移とシナジー

ソーラー
イルミネーション

太陽と風のエコ
イルミネーション

市民太陽光発電所
てるてる発電所

環境教育プログラム

・エコトレードゲーム
・ガバ・チョ
・セミナー
・バスツアー



環境教育ゲーム「ガバ・チョ」我が国の選択



ガバチョ・マスターガバチョ・マスター 人材育成研修プログラム人材育成研修プログラム

我が国の選択
わ く に せ ん た く

環境教育カードゲーム

ガバチョ！

学習の体験により「自己理解」「他者への気づき」「人間関係の相互作用」を経験し、集団形成や集団運営
のプロセスを体験する教育研修です。

【課題設定能力】
環境教育の目的や方針をよく理解して自分は何をやらなくてはならない
かを考えることができる力。

【職務遂行能力】
目的を達成するために、自分の任務を遂行する専門性を高め、終わりま
でやりとげる責任感を持つ力。

【対人能力】
チームワークを形成する能力や伝達する力、調整の力を育み組織効率を
考えて行動できる力。

【問題解決能力】
いろいろな困難を克服して、新しい展開を打開していく力。

【構想力】
先を見通しながら仕事の進め方の全体像を考える力。







《現場支援》

株式会社エスケーコンストラクション

池下電設株式会社

警備本部の皆様

札幌市民の皆様

観光客の皆様

正和電設株式会社

北海道太陽光発電普及協会

≪市民太陽光発電実行委員会≫

小林 久男 工藤 惣一 東本 利男
河瀬 隆 菅原 祐雄 澤田 貴文
北 聡 小山 誠 日野 佳子
清野 みどり 河口 友香里 古野 巧
鈴木 亨 渡部 恒久 西田 洋一
熊谷 繁幸 中川原 雅広 石塚 裕江
野坂 聡衣 松本 雅江 川本 亮
山田 晴夫 松井 伸吾 増田 望美
田村 文生 久連山 智子 志田 直子
高橋 克文 竹中 康進 梅原 藤勇
高松 誠 信濃 満枝 田中 久美子
東郷 典彰 伊東 千隆 新保 るみ子

朝日新聞社

北海道新聞社

≪市町村≫

留萌市

≪協力団体≫

札幌市観光協会

エー・アイ・エム株式会社
北海道NPOサポートセンター

循環ネットワ-ク北海道
地域支援クラブ

生活クラブ

浜頓別小学校
浜頓別中学校

旭川福祉専門学校
札幌市立白陽小学校

札幌市立手稲中央小学校
札幌市立山鼻中学校

北海道札幌平岸高校演劇部

三上 信幸 辻野 優子 今野 直人 中村 真由実
津田 和夫 広部 政勝 広部 久美子 後藤 優美子
中尾 真弓 山本 博子 八丁 幸一 高田 直子
吉田 玲子 布川 康行 工藤 真理江 北村 覚
元山 早苗 上野 けい子 戸田 智代 喜多 洋子
斉藤 りお 幡野 まゆみ 山田 澄子 杉山 逸子
櫛山 久美子 佐藤 典子 若松 みつの 加納 尚明
加藤 達矢 太田 ゆう子 佐藤 陽子 安藤 さおり
大沢 玲子 佐藤 美由起 田中 哲男 高橋 英子
森 公代 渡部 恒久 太田 美穂子 山口 たか
村上 紀美子 富塚 とみ子 北田 弥生 石川 佐和子
林 柚子 菱沼 美江子 坂 ひろみ 新発田 恵美子
薮下 直美 純 御用達 アンティパスト

キャリアバンク株式会社
有限会社フリーダム

有限会社スリーネットワーク
深川山路

ハウジングオペレーションInc   
北海道磁気印刷株式会社
株式会社日立製作所
株式会社中島電気

株式会社エール
有限会社三素

株式会社ラルズプラザ札幌店
佐藤水産株式会社サ-モンファクトリ-

ミニレストランじょじょ
イタリアンレストラン ティパサ

【平和幼稚園】
とんとんクラス ひよこ組 年少組 年中組 年長組

園長 長谷川右
高松摩衣 島田しおり 山内隆 たかはしみきや
石川泉 相馬恵一 松浦正樹 内藤圭夢・倫夢

藤村道子

≪市民太陽光発電協賛団体≫

特定非営利活動法人北海道グリーンファンド
北海道平和運動フォーラム

ワーカーズコレクティブえこふりい
NODE編集委員会

《市民太陽光発電寄附協力者》
（敬称略させていただきます。）

小林 宏 本山 節彌 杉山 さかえ 戸田 利正
伊藤 規久子 斉藤 裕子 葉石 恵美子 鈴木 重安
石川 信明 中川 仁樹 佐藤 克博 今江 昭恵
西田 洋一 出村 留里子 牛崎 喜好 小田嶋 恵子
工藤 恵美子 今中 文代 柏 陽太郎 千葉 優海
三好 そよ香 且井 典子 松村 耕一 加藤 純子
北清 昌代 柳田 美千代 時任 生子 清野 みどり
石井 陽太 藤田 寛 横川 ふさ 木原 拓
藤田 香織里 渡辺 克彦 吉原 しのえ 青木 繁明
菅原 里穂 鶴本 伸彦 木戸 拓史 吉村 八重子
小山 誠 久連山 洋 安藤 輝枝 安藤 譲
山田 一八 中島 正晴 本居 文男 高畠 久幸
黒岩 恵美子 高橋 美夏 四宮 陽子 能勢 美咲

≪市民太陽光発電協賛企業≫

京セラ株式会社
株式会社つうけん

平和幼稚園
北海道浅井学園大学

北海道浅井学園大学短期大学部
北海道浅井学園大麻幼稚園

北海道浅井学園第２大麻幼稚園
北海道ドレスメーカー学院

北海道浅井学園旭川調理師専門学校
株式会社サンクス
太陽電設株式会社

株式会社藤田工務店

野口観光株式会社

NHK札幌放送局
UHB北海道文化放送

北海道放送HBC
STV札幌テレビ放送
北海道テレビHTB
TVｈテレビ北海道

NHKラジオ第１放送
AIR‐G’FM北海道

FMアップル

北海道建設新聞社
自治ジャ-ナル

札歩路
道新オントナ
道新トゥディ
スポーツ日本
読売新聞社
毎日新聞社
札幌タイムス

≪後 援≫

札幌市環境局
札幌市教育委員会

環境省北海道地区環境対策調査官事務所
北海道環境財団

財団法人北海道環境財団環境保全活動支援助成金一部事業

《太陽と風のエコ・イルミネーション推進協議会》

２００８年

さっぽろホワイトイルミネーション実行委員会

ＴＭ & ＡＡ

札幌市環境局

陽気堂クリエート工業株式会社



ご清聴ありがとうございました
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