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１．室蘭市の環境に関する市民アンケート調査結果（概要）

※アンケート結果の詳細については市のホームページに掲載しています。

１．調査目的

「室蘭市環境基本計画」の次期計画策定にあたり、市民・事業者等の様々な環境問題へ

の関心や意識、現状に対する満足度等を把握し、次期計画への基礎資料として活用するこ

とを目的に実施した。

２．調査対象及び回収結果等

市民・中学生及び事業者への調査概要は以下のとおり。

（１）市民アンケート・中学生アンケート

（２）事業者アンケート

市民アンケート 中学生アンケート

調査対象 15歳以上の市民から無作為に抽出 中学2年生（市内各校1クラスずつ）

調査人数 2,000 人 204 人

調査期間 令和元年 6月 28日～8月 9日 令和元年 6月 26日～8月 1日

調査方法 郵送配布・郵送回収（無記名） 各校に配布・回収（無記名）

回答数 550 人 204 人

回収率 27.5％ 100％

調査対象 市内の事業所から無作為に抽出

調査数 300 事業所

調査期間 令和元年 7月 23日～8月 30 日

調査方法 郵送配布・郵送配布（無記名）

回答数 117 事業者

回収率 39％
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３．調査結果（概要）

（１）室蘭市の環境問題について関心のあること（市民・中学生・事業者）

市民・中学生アンケートでは「地球温暖化、気候の変動」、事業者アンケートにおいて

は「廃棄物の処理やごみ減量化・リサイクルなどの問題」が最も高くなった。

全体的に「地球温暖化に関すること」、「廃棄物に関すること」、「有害物質に関するこ

と」について関心が高くなった。

市民アンケート 中学生アンケート 事業者アンケート

１ 地球温暖化、気候の変動 地球温暖化、気候の変動
廃棄物の処理やごみ減量化・リ

サイクルなどの問題

２
廃棄物の処理やごみ減量化・リ

サイクルなどの問題
エネルギーの有効活用 エネルギーの有効活用

３
人体に有害な物質や化学物質の

問題

廃棄物の処理やごみ減量化・リ

サイクルなどの問題
地球温暖化、気候の変動

４
生活環境の清掃・美化、良好な

景観の保全
森林の保全

生活環境の清掃・美化、良好な

景観の保全

５ エネルギーの有効活用
人体に有害な物質や化学物質の

問題

人体に有害な物質や化学物質の

問題

（単位：％）
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（２）環境に関する各分野の評価（市民・中学生）

市民・中学生アンケート共に、「黄砂や PM2.5 に関すること」、「川や海のきれいさに関

すること」、「街角のごみに関すること」、「空家・空地に関すること」について、満足度

が低く、今後の重要度が高くなっており改善が求められている。

※1）満足度（重要度）に対する評価について

「満足である」「重要である」＝2 点、「やや満足である」

「やや重要である」＝1点、「やや不満である」「あまり重

要でない」＝-1点、「不満である」「重要ではない」＝-2点

として、合計を回答者数で除しています。

※2）グラフについては、「満足度」の平均値（横軸）、「重要

度」の平均値（縦軸）を中心としてます。
市民アンケート結果

中学生アンケート結果

設問内容
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（３）今後市が力を入れていくべき環境施策（市民・中学生）

「ごみの減量化、リサイクルの推進」や「身近な生活環境の保全」など日常生活に関

すること、「暮らしの中の省エネ、CO2 削減の推進」、「新エネルギー、再生可能エネルギ

―の活用、地産地消」の地球温暖化に関することについての割合が高くなった。

（４）市の環境への取組に期待すること（事業者）

「環境に関する情報の収集、提供」、「環境保全につながる産業の振興」、「環境保全に向

けた市民・事業者・市の協力体制の整備」など、様々な場面での市の役割が期待されてい

る。

（単位：％）

（単位：％）
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２．室蘭市環境基本計画改定経過

年月 検討内容等 備考

Ｒ１．５ ○室蘭市環境審議会開催（第１回） （諮問）環境基本計画の改定について

Ｒ１．６～８ ○室蘭市の環境に関する市民アン

ケート調査実施

・市民：2,000 名

・中学生：204 名

・事業者：300 者

Ｒ２．２ ○室蘭市環境審議会開催（第２回）

Ｒ２．７ ○室蘭市環境審議会開催（第３回）

Ｒ２．８ ○室蘭市環境保全推進会議開催

Ｒ２．１１ ○室蘭市環境審議会開催（第４回）

Ｒ３．１ ○パブリックコメント実施

Ｒ３．２ ○室蘭市環境審議会開催（第５回） 書面開催

（答申）環境基本計画の改定について
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３．室蘭市環境審議会委員名簿

（敬称略）

◎：会長 ○：副会長 （Ｒ２．１１．１現在）

区分 氏名 職業（役職）等

学識経験者
◎中野 博人 室蘭工業大学くらし環境系領域 教授

○亀田 正人 室蘭工業大学ひと文化系領域 准教授

関係行政機関
吉田 修一 室蘭地方気象台 次長

田中 稔 北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課 主幹

各種団体

氏家 義太郎 室蘭商工会議所 副会頭

渡辺 京子 室蘭消費者協会 副会長

真壁 浩一 室蘭市リサイクル協働市民協議会 副会長

立野 斉 環境ネットむろらん 幹事

市民公募

山内 ふみ

西畑 常夫

石田 敏博
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４．室蘭市環境基本条例

○室蘭市環境基本条例

平成 18年 3月 24日

条例第 8号

目次

前文

第 1章 総則(第 1条―第 6条)

第 2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等

第 1節 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第 7条―第 9条)

第 2 節 環境の保全及び創造に関する施策(第 10 条―第 22 条)

第 3 節 民間団体等の行動を促進する施策(第 23 条―第 27 条)

第 4 節 地球環境保全及び国際協力(第 28条・第 29条)

第 3章 環境審議会(第 30条・第 31条)

附則

私たちのまち室蘭市は、北海道の南西部に位置し、太平洋に面して美しい断崖が続く半

島部と北部の丘陵地帯からなっており、室蘭岳をはじめ地球岬や測量山周辺等には貴重な

動植物などが見られ、豊かな自然に恵まれています。

また、明治 5年に開港し、国際拠点港湾に指定されている「室蘭港」と、その周辺部に

立地する製鉄、製鋼、造船、石油精製などの基幹産業を軸に北海道屈指の「工業港湾都市」

として発展してきました。

一方では公害が社会問題化し、市民運動の高まりや国の法整備等を受けて、公害防止協

定を締結するなど市民、事業者、市が一体となって公害の低減に努めてきました。

しかしながら、今日の社会は、豊かさや利便性が向上した反面、私たちの日常生活や経

済活動により、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会を生み出し、これらによる環境への

影響は、地域のみならず地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で広がりを見せ、

今や、人類の生存する基盤としての地球環境を脅かすまでに至っています。

私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を等しく享受できる権利

を有するとともに、現在と将来の世代が共有する環境を、良好で快適かつ希望の持てるも

のとして次の世代へ引き継がなければなりません。

このため、私たちは、環境に大きな負荷を与えている現在の生活様式や経済活動を見直

し、先人の知恵や歴史に学びながら、環境に配慮した行動を心がけて良好な環境の保全と

快適な環境の維持及び創造に努めるとともに、本市でこれまで培われてきた技術等を活用

して地球的視野からの環境保全への取組を進めることが大切です。

このような認識のもとに、私たちは、互いに協力しながら責任と役割を果たし、人と自

然が共生する豊かな環境を守り、育んでいくことにより、環境への負荷の少ない持続可能

な社会を実現するため、ここに、室蘭市環境基本条例を制定します。
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第 1章 総則

(目的)

第 1 条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保

全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を

明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めること

により、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響

であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾ

ン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範

な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献すると

ともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の

活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は

水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採

のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の

生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環

境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第 3 条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な

環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として適切に行われなけれ

ばならない。

2 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展が可

能な社会の構築に向けて、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を認識し、自ら又は協

働して積極的に取り組まなければならない。

3 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、地域の環境が地球全体の環境と深

く関わっていることから、地域の取組として積極的に推進されなければならない。

(市民の責務)

第 4 条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、資源及び

エネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施

する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第 5 条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止又

は自然環境の適正な保全のため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物

が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷が低減されるよう努めるとともに、
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その事業活動において、資源及びエネルギーの有効利用並びに環境への負荷の低減に資

する原材料、役務等の利用に努めなければならない。

3 前 2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に

努め、及びその事業活動に係る環境の保全及び創造に関する情報の自主的な提供に努め

るとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市の責務)

第 6 条 市は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者と協働して

取り組むよう努めなければならない。

3 市は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷の低減に努めなければなら

ない。

第 2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等

第 1節 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第 7 条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画

的に推進するものとする。

(1) 市民の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現

するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。

(2) 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保、野生生物

の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等におけ

る多様な自然環境を保全すること。

(3) 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、身近な緑や

水辺との触れ合いづくり等を推進すること。

(4) 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するた

め、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及

びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進すること。

(環境基本計画)

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなけれ

ばならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を

反映できるよう必要な措置を講ずるとともに、第 30条に規定する室蘭市環境審議会の意

見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
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5 前 2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第 9 条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実

施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。

第 2節 環境の保全及び創造に関する施策

(規制等の措置)

第 10条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれが

ある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。

(経済的負担)

第 11条 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民又は事業者

に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。

(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)

第 12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に

資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利

用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第 13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するととも

に、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切か

つ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効

な利用に努めるものとする。

3 市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努

めるものとする。

(環境への負荷の低減に資する産業の振興)

第 14条 市は、環境への負荷の低減に資する研究、技術及び製品の開発、役務の提供等を

行う産業の振興が図られるよう努めるものとする。

(自然環境の保全等)

第 15条 市は、野生生物の多様性を損なうことがないよう適正に保護するため、その生息

環境の保全に努めるものとする。

2 市は、人と自然が共生する緑豊かな環境の確保を図るため、森林及び緑地の保全、緑

化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水

循環及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(快適な生活空間の形成)

第 16条 市は、心の豊かさが感じられる快適な生活空間の形成を図るため、身近な緑や水
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辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な景観の形成、美化の推進、歴史的遺産及

び文化的遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究、監視等)

第 17条 市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるととも

に、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努め

るものとする。

2 市は、特に人の健康を損なうおそれがある物質等について、調査研究、監視その他の

必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第 18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。

(協定の締結等)

第 19条 市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると

きは、事業者との間で環境の保全等に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努め

るものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第 20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協

力して、その推進に努めるものとする。

(滞在者等の協力)

第 21条 市は、旅行者その他の滞在者等に対し、市の実施する環境の保全及び創造に関す

る施策への協力及び環境への負荷の低減を求めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第 22条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に

関する施策を推進する体制を整備するものとする。

第 3節 民間団体等の行動を促進する施策

(民間団体等の意見の反映)

第 23条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者又はこれらの者の組織

する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の意見を反映するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見について配慮するものとする。

(環境学習の推進)

第 24条 市は、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な活動を

行う意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境学習」

という。)を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒に対する環境学習を積極的に推進する

よう努めるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第 25条 市は、民間団体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するた

め、助成その他の必要な支援に努めるものとする。

(情報の収集及び提供)
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第 26条 市は、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを民間団体等に適切に提

供するよう努めるものとする。

(事業者の環境管理の促進)

第 27条 市は、事業者がその事業活動を行うに当たり、その事業活動が環境に配慮したも

のとなるよう自主的な管理を行うことを促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

第 4節 地球環境保全及び国際協力

(地球環境保全の推進)

第 28条 市は、地球温暖化防止その他の地球環境保全に資するため、民間団体等と協働し

て施策の積極的な推進に努めるものとする。

(地球環境保全に関する国際協力の推進)

第 29条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環

境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第 3章 環境審議会

(室蘭市環境審議会)

第 30条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、室蘭市環境審議会

(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述

べることができる。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項

(組織等)

第 31条 審議会は、委員 15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会の委員は、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 前 3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 3章及び次項の規定は、規則で定める

日から施行する。

(平成 20 年 8 月規則第 37号で、同 20年 11月 1日から施行)

(室蘭市公害対策審議会条例の廃止)

2 室蘭市公害対策審議会条例(昭和 41 年条例第 33 号)は、廃止する。

附 則(平成 23 年 5 月 31 日条例第 11 号)

この条例は、公布の日から施行する。
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５．用語解説

【あ行】

● ＩＰＣＣ

「気候変動に関する政府間パネル」の略称。1988（Ｓ６３）年に世界気象機関と国

連環境計画の共同により設立された気候変動に関する情報提供を目的とした組織。

● アスベスト

石綿ともよばれ、天然に存在する繊維状の鉱物で、耐熱・対摩耗性に優れており、

断熱材や被覆材として使用された。一方で、繊維が極めて細かく、人が吸入すると肺

に突き刺さり、肺がんや中皮腫の原因となるため、現在では、原則製造等が禁止され

ている。

● 一酸化炭素

燃料等の不完全燃焼により発生する物質。血液中のヘモグロビンと結合しやすい性

質を持つため、血液の酸素運搬能力の低下等の影響を及ぼす。

● 温室効果ガス

地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす気体

のこと。温室効果ガスには二酸化炭素のほか、メタンや一酸化二窒素、フロンなどが

ある。

【か行】

● 環境基準

環境基本法に基づき政府が定めた、大気汚染や騒音などに係る環境上の条件につい

て、それぞれ、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望まし

い基準。

● 気候変動適応計画

気候変動適応法に基づき政府が策定した計画。気候変動の影響による被害を防止・

軽減するため、各主体の役割や分野ごとの適応に関する取組について記載している。

● グリーンエネルギー

二酸化炭素や窒素酸化物といった有害物質を出さないエネルギー、あるいは出した

としても極めて少ないエネルギーのこと。

● グリーン購入

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負

荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

● COOL CHOICE（クールチョイス）

2030（Ｒ１２）年度の温室効果ガスの排出量を 2013（Ｈ２５）年度比で 26％削減す

るという目標達成のために、日本の省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、

温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動のこと。
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● ５Ｒ

廃棄物削減の重点行動である「Reduce(リデュース)（排出抑制）」、「Reuse(リユース)

（再使用）」、「Recycle(リサイクル)（再生利用）」、「Refuse(リフューズ)（拒否）」、

「Repair(リペア)（修理）」の頭文字をとったもの。

● 光化学オキシダント

工場や自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素が紫外線を受けて光化学反

応を起こし生成される物質。光化学オキシダントが高濃度となり、白いもやがかかっ

た状態になることを「光化学スモッグ」と呼び、目や呼吸器に影響を及ぼすことがあ

る。

● 公害防止協定

地方公共団体と事業者との間で、公害防止のために事業者がとるべき措置等を相互

の合意によって取り決めたもの。室蘭市では 2020（Ｒ２）年度末時点で 9者と公害防

止協定を締結している。

● 降下ばいじん

物の燃焼等により発生したすす等の固体粒子のうち、重力や雨によって地上に降下

したもの。

● 国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）

1992（Ｈ４）年の国連環境開発会議（地球サミット）で採択された｢国連気候変動枠

組条約｣の締結国が集まり、地球温暖化対策等を協議する会議。第 21 回締約国会議は

2015（Ｈ２７）年にフランス・パリで開催された。

【さ行】

● 再生可能エネルギー

太陽光や風力、地熱などエネルギー源として永続的に利用することができるエネル

ギー。石炭や石油などの化石燃料とは異なり、エネルギー源が枯渇することなく、二

酸化炭素など温室効果ガスの排出を抑えられる。

● ＣＯＤ

化学的酸素要求量の略称。水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤

の量を酸素量に換算したもの。水質環境の指標として環境基準に用いられている。

● 指針値

環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図

るための指針となる数値。環境基本法に基づき定められる環境基準とは性格及び位置

付けが異なる。

● 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

2015（Ｈ２７）年の国連サミットで採択。先進国を含む国際社会全体の開発目標と

して、2030（Ｒ１２）年を期限とする包括的な 17の目標を設定した。
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● 持続可能な開発目標（SDGs）

2015 年 9 月の国連サミットで「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載

された国際目標。17のゴール（目標）と 169 のターゲットで構成されており、2030 年

を目標達成年としており、気候変動やエネルギー問題など環境に関する項目が多く含

まれている。

SDGs の目標

目標１ あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる

目標２
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業
を促進する

目標３ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

目標４
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を
促進する

目標５
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行
う

目標６ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

目標７
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する

目標８
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

目標９
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る

目標10 国内及び各国家間の不平等を是正する

目標11
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する

目標12 持続可能な消費生産形態を確保する
目標13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

目標14
持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用
する

目標15
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する

目標16
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々
に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明
責任のある包摂的な制度を構築する

目標17
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する
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● 浄化槽

微生物の働きなどを利用して汚水を浄化する設備で、家庭や事業所の敷地内に埋設

されていることが多い。水洗トイレからの汚水のみを処理する「単独処理浄化槽」と

台所や浴室等から出る生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」がある。

● 食品ロス

売れ残りや食べ残しなど本来は食べることができたはずの食品が廃棄されること。

【た行】

● 大気汚染常時監視テレメータシステム

大気汚染物質等の状況を市内 6ヵ所に設置した測定局で 24時間監視し、1時間ごと

に各物質の濃度や風向・風速等のデータを収集するシステム。収集したデータは環境

省や北海道等に提供し、ホームページを通じて公表している。

● 大気汚染対策懇談会

1965(Ｓ４０)年に室蘭市や胆振支庁（現在の胆振総合振興局）などの行政機関、商工

会議所、市内の各企業が参加し、産業との調和の中で大気汚染対策の基本的なことを

協議するために設置された会議

● 第五次環境基本計画

環境基本法に基づき、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を政府

が定めた計画。1994（Ｈ６）年に最初の基本計画が策定されて以降、約６年ごとに計

画の見直しを行っており、第五次計画では「パリ協定」の発効や「持続可能な開発目

標（SDGs）」の内容を盛り込んだものとなった。

● 第６次室蘭市総合計画

室蘭市の将来あるべき姿を展望し、まちづくりの長期的ビジョンを示した計画。第

６次計画では人口減少に伴う様々な課題に向き合う時代であっても、将来にわたって

住み続けたいまちを目指すための指針として策定された。

● 地球温暖化対策計画

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき政府が策定した計画。温室効果ガスの

排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する基本的な事項、目

標達成のために、国・地方公共団体が講ずべき施策等について記載している。

● 低公害車

大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れているなど

の環境性能に優れた自動車。エコカーとも呼ばれる。

【な行】

● 二酸化硫黄

硫黄を含む燃料などが燃焼するときに発生する物質。鉄鉱石や銅鉱石にも硫黄が含

まれるため、製鉄、銅精錬の工程からも発生する。高濃度になると呼吸器に影響を及

ぼす。
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● 二酸化窒素

高温で燃焼すると発生するほか、石油や石炭など窒素を含む燃料を燃焼した場合に

発生する物質。高濃度になると呼吸器に影響を及ぼす。

【は行】

● パリ協定

ＣＯＰ21 において、2020（Ｒ２）年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな

国際枠組みとして採択された。世界共通の目標として、産業革命前からの平均気温上

昇を 2℃より十分下方に保持することや、すべての締約国が削減目標を 5年ごとに提

出・更新することなどが盛り込まれている。

● ＢＯＤ

生物化学的酸素要求量の略称。水中の有機物が微生物によって分解されるときに消

費される酸素量のこと。水質環境の指標として環境基準に用いられている。

● ビオトープ

本来その地域に住むさまざまな野生生物が生息できる空間のこと。近年では工業の

進展や都市化などにより失われた生態系を人工的に復元したものを呼ぶことが多い。

● 微小粒子状物質

大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径が 2.5μm(1μm＝1mmの千分の 1)

以下の非常に小さなものを指す。発生原因は SPMや OX同様だが、粒子が非常に小さ

いため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器への影響や肺がんのリスクの上昇が懸念

される。

● ＰＣＢ

ポリ塩化ビフェニルの略称で人工的に作られた主に油状の化学物質。水に溶けにく

い、熱で分解しにくい、電気絶縁性が高いなどの特性があるため、電気機器用の絶縁

油などに使用されてきた。一方、生体に対する毒性が高いため、現在は製造・輸入が

ともに禁止されている。

● 浮遊粒子状物質

大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径が 0.01 ㎜以下の小さなものを指す。

工場のばい煙や、自動車排出ガスなどのほか、火山灰や森林火災など自然由来で発生

することもある。粒子が小さいため、気管支や肺胞まで吸い込まれると呼吸器疾患の

原因となる。

● プラスチックスマート

環境省が 2018（Ｈ３０）年に立ち上げたキャンペーン。世界的な海洋プラスチック

問題の解決にむけて、ポイ捨ての撲滅や不必要な使い捨てプラスチックの排出抑制な

どプラスチックとの賢いつきあい方を全国的に推進している。

● 北大式デポジットゲージ

降下ばいじんを採取するための器具。
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● 北海道ブルーリスト

2004（Ｈ１６）年に北海道が作成した、外来種の導入経緯や生態学的特性、その影

響をなどをとりまとめたリスト。種毎に外来種の導入や定着の状況や影響の有無など

によりカテゴリーをＡ～Ｋに区分。

● 北海道レッドデータブック

2001（Ｈ１３）年に北海道が作成した、絶滅の恐れのある野生動物の情報をとりま

とめたもの。危険度の高い順に次のとおり区分されている。

【ま行】

● まち「ピカ」パートナー

道路や公園といった公共の場のごみ拾い、除草、草刈りなどの清掃活動をする団体。

町会・自治会、各種市民団体、企業などが登録している。

● 未利用エネルギー

有効に利用できる可能性があるにも関わらず、これまで利用されてこなかったエネ

ルギーの総称。工場の排熱利用や、海水や雪氷を利用した温度差エネルギーが代表的。

● 室蘭市公害対策委員会

1966（Ｓ４１）年に公害防止対策を進めるために設置された委員会。2008（Ｈ２０）

カテゴリー

（Ａのみ）

説明

Ａ１ 緊急に防除対策が必要な外来種

Ａ２ 北海道の生態系に大きな影響を及ぼしており、防除対策の必要性に

ついて検討する外来種

Ａ３ 北海道に定着しており、生態系等への影響が報告または懸念されて

いる外来種

高

↑

絶滅種（Ex） すでに絶滅した考えられる種または亜種

野生絶滅種（Ew） 本道の自然界ではすでに絶滅したと考えれているが、飼

育等の状態で生存が確認されている種または亜種

危

険

度

絶滅危機種（Cr） 絶滅の危機に直面している種または亜種

絶滅危惧種（En） 絶滅の危機に瀕している種または亜種

絶滅危急種（Vu） 絶滅の危機が増大している種または亜種

希少種（R） 存続基板が脆弱な種または亜種（現在のところ、上位ラ

ンクには該当しないが、生息・生育条件の変化によって

容易に場にランクに移行する要素を有するもの）

↓

低

地域個体群（LP） 保護に留意すべき地域個体群

留意種（N） 保護に留意すべき種または亜種（本道においては個体群、

生息生育ともに安定しており特に絶滅のおそれはない）
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年室蘭市環境審議会の設置に伴い廃止となった。

【や行】

● 有害大気汚染物質

低濃度ではあるが長期暴露によって人の健康を損なうおそれのある物質としてリス

ト化されたもの。「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として 248 物質、

その中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考え

られる物質として 23 物質がリスト化されている。
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