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はじめに

室蘭市は太平洋に面した美しい断崖絶壁が続く半島部と、北部

の自然豊かな丘陵地帯により形成され、古くから工業港湾都市と

して発展してきましたが、大気汚染や水質汚濁などの産業公害が

社会問題となり、市民運動の高まりとともに、公害防止協定の締

結など市民、事業者、市が一体となって公害の低減に努め、環境

は大きく改善されました。

しかしながら、近年の私たちを取り巻く環境は、日々の生活が

要因となる都市・生活型公害などの身近な問題から地球温暖化や

気候変動に伴う異常気象、プラスチックごみによる海洋汚染など地球規模の環境問題と多

様化しています。

こうした問題の多くは、人々の生活や経済活動によるものとされており、これらの解決

のためには私たち一人ひとりが環境とのかかわりを考え、日常生活からの環境負荷を低減

する必要があります。

特に地球温暖化に関しては、２０２０年１０月に行われた首相所信表明演説において、

２０５０年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指

すと宣言がなされたことから、今後、脱炭素化社会の実現に向けてさらなる取組を進めて

いく必要があります。

本市では、「室蘭市環境基本条例」の基本理念を実現するため、平成２１年３月に「室蘭

市環境基本計画」を策定し、様々な環境施策を進めてまいりました。計画の策定から約１

０年が経過し、計画の見直し時期を迎えるとともに、国の動きや社会情勢の変化、本市の

環境に関する現状と課題を踏まえた上で、計画の見直しを行い新たに「室蘭市環境基本計

画」を策定いたしました。

計画の推進にあたっては、市民、事業者、市が協働して取り組んでいくことが重要です。

皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました

室蘭市環境審議会の委員の皆様、また、アンケートなどにご協力いただいた皆様に心より

感謝申し上げます。

令和３年３月

室蘭市長 青山 剛
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第１章 環境基本計画の概要

１－１．計画策定の背景

室蘭市では、1960年代に大気汚染や水質汚濁などの環境汚染が大きな問題となり、「大気
汚染対策懇談会※」や「室蘭市公害対策委員会※」の設置、事業者との「公害防止協定※」の

締結などにより、環境改善に取り組んできました。

また、2006（Ｈ１８）年３月には、環境負荷の少ない持続可能な社会を実現するため、「室
蘭市環境基本条例」を制定し、2009（Ｈ２１）年３月に本条例に基づいた「室蘭市環境基
本計画」を策定し、本計画の下、環境施策を進めてきました。

この間、社会情勢は大きく変化しており、国際的には、「国連気候変動枠組条約第 21回
締約国会議（ＣＯＰ２１）※」において、新たな気候変動対策に関する法的文書として「パ

リ協定※」が採択されるとともに、国連総会では持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）※を中核

とする「持続可能な開発のための 2030アジェンダ※」が採択されています。

国内においても、ＳＤＧｓの考え方も活用した「第五次環境基本計画※」が 2018（H３０）
年４月１７日に閣議決定、パリ協定を踏まえた「地球温暖化対策計画※」や、温暖化に伴う

気候変動の適応に対応する「気候変動適応計画※」が策定されており、新たな対応が求めら

れています。

「室蘭市環境基本計画」の策定から約１０年が経過し、計画の見直し時期を迎えるとと

もに、こうした社会情勢の変化に対応するため新たな室蘭市環境基本計画を策定しました。

出典：国連広報センター

※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で

す。17 のゴールと 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ます。
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１－２．計画策定の基本方針

室蘭市環境基本条例第７条で規定する次の基本方針に基づき、施策を総合的かつ計画

的に行うものとします。

（１）市民の健康の保護及び生活活動の保全が図られ、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。

また、計画策定にあたっては持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点も踏まえたもの

とします。

１－３．計画の位置づけ

環境基本計画は、第６次室蘭市総合計画※を環境面から補てんし、本市の環境に関連す

る個別計画や環境施策の基本となるもので、これらの計画や施策との整合・調整を図り

ながら策定しました。また、これらの個別計画の見直しを行う場合も、本計画との整合・

調整を図ります。
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１－４．市民・事業者・市の役割

環境基本計画は、室蘭市環境基本条例第４条～第６条に基づき、「市」のみではなく、

「市民」・「事業者」についても取り組む主体としています。また、旅行者や滞在者につ

いても協力を求めます。

１－５．計画期間

2021（Ｒ３）年度～2030（Ｒ１２）年度の１０年間とします。
なお、計画期間内においても、社会情勢、技術革新等により必要に応じて見直しを行

うものとします。

１－６．計画の対象地域

室蘭市全域を対象地域とし、地球環境や広域的な環境についても考慮しながら施策を

展開します。
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第２章 室蘭市の現況

２－１．室蘭市の概要

（１）沿革

室蘭市は、明治時代に北海道における工業・港湾の拠点として開発が進められ、

製鉄・製鋼の二大工場が操業を開始してからは、北海道工業の中心都市として発展

してきました。

その後、造船業や石油精製業などとともに、戦後の高度経済成長期の中で発展を

続け、世界情勢の変化や産業構造の転換などの影響を受けましたが、近年は、成長

産業への新規参入、新エネルギー分野への取組など、工業都市として発展してきた

素地を生かした新分野への挑戦のほか、工場群と豊かな自然で構成される景観が注

目されるなど、様々な面で魅力あるまちづくりに取り組んでいます。

（２）位置・地勢

室蘭市は北海道南西部の噴火湾に面し、西に向かって突出した馬蹄形の半島の懐

に天然の良港を抱く工業都市です。1998（Ｈ１０）年には室蘭港をまたぐ白鳥大橋
が開通し、市内を一円できるサークル都市となりました。北東部は鷲別川を境に登

別市、北西部はチマイベツ川を境に伊達市と隣接しています。



5

（３）気象

室蘭市は、夏は涼しく冬は温暖な気候です。北西寄りの風が多く、冬期間の風が

強いのが特徴となっています。

こうした自然条件を活かして、市内には発電用の風車が設置されています。

■室蘭市の月平均気温と月平均降水量（2010～2019 年の平均）

出典：気象庁

■風配図 ■月平均風速（2010～2019 年の平均）

出典：気象庁 出典：気象庁
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（４）人口

人口は 1990（Ｈ２）年の約 11万 8千人から、2015（Ｈ２７）年には約 25%減少
し約 8万 9千人となっています。
世帯数についても人口同様減少傾向となっています。

（５）産業

室蘭市の産業別従業者数は、第３次産業が 72.9%を占め、続いて第２次産業が
26.1%、第１次産業は 1.0%となっています。また、第２次産業のうち、基幹産業で
ある製造業は 15.1%となっています。
室蘭市の製造品出荷額等は、2014（Ｈ２６）年まで 1兆 2千億円台で推移してい

ましたが、2016（Ｈ２８）年には社会情勢等の影響により 6千億円台に減少してい
ます。2017（Ｈ２９）年の製造品出荷額等の内訳としては、鉄鋼業が 42.1%を占め
ています。

■室蘭市の人口・世帯数の推移

出典：国勢調査
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出典：国勢調査

■室蘭市の産業別従業者数（2015(H27)年）

第 1次産業：農林水産業

第 2次産業：鉱業・建設業・

製造業

第 3次産業：サービス業

■室蘭市の製造品出荷額推移

出典：工業統計調査

■室蘭市の製造品出荷額の構成（2017(H29)年）

出典：工業統計調査
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２－２．現状と課題

（１）大気環境

○大気汚染の常時監視

室蘭市は 1974（Ｓ４９）年に「大気汚染防止法の政令市」に指定されたことから、
「大気汚染常時監視テレメータシステム※」により、大気の状況を常時監視しています。

現在、市内６ヵ所の測定局で６つの大気汚染物質（二酸化硫黄※、二酸化窒素※、浮

遊粒子状物質※、光化学オキシダント※、一酸化炭素※、微少粒子状物質※（PM2.5））と
風向・風速等のデータを収集・監視をしており、光化学オキシダント、微小粒子状物

質以外の測定項目については、近年すべての測定局において環境基準※を下回っていま

す。

■測定局配置図
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※「○」は測定機器の設置個所を示しています。

○有害大気汚染物質※

ベンゼン、ニッケル化合物、マンガン及びその化合物について、継続して測定して

おり、ベンゼンについては輪西地区で 2003（Ｈ１５）年度まで環境基準を超えていま
したが、企業の削減努力により 2004（Ｈ１６）年度からは環境基準以下で推移してい
ます。特に汐見地区、御前水地区、白鳥台地区では低い数値で推移しています。

ニッケル化合物は、2015（Ｈ２７）年度以降、御前水地区測定局において指針値※

を超過しています。

マンガン及びその化合物は、2017（Ｈ２９）年度以降、輪西地区測定局において指
針値を超過しています。

なお、環境基準や指針値が設定されている他の有害大気汚染物質については、過去

に調査を実施しており、いずれも環境基準や指針値と比較して十分に低い値でした。

また、2005（Ｈ１７）年に室蘭地域の環境保全の取組を推進することを目的に事業
者、北海道、室蘭市の３者による「室蘭地域環境保全連絡会議」を設立し、有害大気

汚染物質等の調査や対策等を進めています。

測定項目

測定局名

状況
御
前
水
地
区

輪
西
地
区

汐
見
地
区

東
地
区

陣
屋
地
区

白
鳥
台
地
区

二酸化硫黄

（ＳＯ２）
○ ○ ○ ○ 環境基準を達成

二酸化窒素

（ＮＯ２）
○ ○ ○ 環境基準を達成

浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）
○ ○ ○ ○ ○ ○ 環境基準を達成

光化学オキシダント

（ＯＸ）
○ ○ ○ 環境基準を超えることがある

一酸化炭素

（ＣＯ）
○ 環境基準を達成

微小粒子状物質

（ＰＭ2.5）
○ 環境基準を超えることがある

■大気汚染の測定状況

出典：室蘭市
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○ダイオキシン類

ダイオキシン類については、1998（Ｈ１０）年から国や北海道と連携して調査を実
施していますが環境基準より大幅に低い値で推移しています。

■ベンゼンの年平均値の経年変化

出典：室蘭市

■ダイオキシン類の年平均値の経年変化

出典：北海道

■ニッケル化合物の年平均値の経年変化 ■マンガン及びその化合物の年平均値の経年変化

出典：室蘭市 出典：室蘭市
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○降下ばいじん※

降下ばいじんについては、市内各所に設置している北大式デポジットゲージ※を用い

て測定しています。

降下ばいじんのうち、不溶解性成分（粉じん成分）の平均値は 2.5t/㎢/月程度で推移
しています。なお、降下ばいじんには環境基準が定められていません。

大気汚染の常時監視については、近年の大気汚染の状況を踏まえ、測定項目・測定

局の適正化を行い基準値内の項目も含めて、引き続き調査・監視を継続する必要があ

ります。

なお、微小粒子状物質については、市内において比較的高濃度となる日が年に数日

あるため、市民に対し注意喚起等適切に情報提供を行う必要があります。

有害大気汚染物質については、指針値を超過している項目があり、引き続き・監視

を継続する必要があります。

ダイオキシン類については、引き続き国や北海道と連携して調査を継続していく必

要があります。

降下ばいじんについても引き続き調査・監視をしていく必要があります。

■降下ばいじん量（不溶解性成分）年平均値の推移

出典：室蘭市

【課題等】
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（２）騒音・振動・悪臭環境

○騒音・振動

騒音については、一般地域環境騒音について市内４ヵ所で定点測定を継続実施、自

動車騒音については、市内の国道、道道及び４車線以上の市道を対象に５年間で対象

路線を一巡するように調査を実施しており、測定結果等を基に周辺の各住居の騒音レ

ベルを推計し環境基準の達成状況を評価（面的評価）しています。

近年の測定結果では、一般地域では全ての地域において環境基準を下回っています。

自動車騒音については、国道周辺で一部環境基準を超えることがありました。

なお、騒音規制法に基づく公安委員会などへの要請限度は超えていません。

また、振動については、定点観測は行っていませんが、工場・事業所や交通等に伴

う苦情があり、都度事業者等への対応を行っています。

○悪臭

事業所を対象にアンモニアなどの悪臭物質を測定していますが、悪臭防止法に基づ

く規制基準値を下回っています。

騒音について、自動車騒音で一部環境基準を超過することがあるため、継続して調

査を行う必要があります。

【課題等】
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（３）地球環境

○地球温暖化

地球温暖化は石油や石炭など化石燃料の消費に伴い生じる二酸化炭素やメタンなど

「温室効果ガス※」が増大したことが要因とされています。

2014（Ｈ２６）年に発表された「気候変動に関する政府間パネル（IPCC※）」の第５
次報告書では世界の平均気温は２１世紀末には最大で 4.8℃上昇すると予測していま
す。

このまま温暖化が進むと、海面の上昇、異常気象の発生、食料の生産や生態系への

影響などの問題が生じることが懸念されています。

○地球温暖化への対応

地球温暖化対策については、温室効果ガスの排出抑制を行う「緩和」と気候変動の

影響に対して被害を回避・軽減をする「適応」の２つの考え方があります。

「緩和」については、省エネルギーや再生可能エネルギー※の導入などを着実に実施

していくことが重要です。

一方で、既に現れ始めている気候変動に伴う災害の増加や農作物・水産物への影響

など中長期的に避けられない影響・被害を回避・軽減するための対策が「適応」であ

り、適応についても理解を深め取組を進めていくことが必要となります。

○パリ協定と日本の取組

2015（Ｈ２７）年に、「国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP21）」が開
催され、新たに気候変動対策に関する国際条約として「パリ協定」が採択されました。

これを受け、日本の温室効果ガス排出量の中期削減目標について、「温室効果ガス排出

量を 2030（Ｒ１２）年度に 2013（Ｈ２５）年度比２６%減の水準とすること」が示さ
れるとともに、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されています。

国の計画では、２６％削減の目標に対し、特に業務その他部門（商業、事業所など）・

家庭部門においては約４０%の大幅削減を必要としており、国内対策の着実な推進に向
けて、地方自治体や地域・家庭の果たす役割が大きくなっています。

なお、直近の温室効果ガス総排出量は１２億９１００万ｔで基準年度比８．４％の

減少となっています。
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○室蘭市役所エコオフィスプラン

室蘭市では、市の事務事業に関し環境負荷の低減を図るとともに、市民や事業者に

対し、自主･積極的な取組を促すことを目的とした「室蘭市役所エコオフィスプラン（室

蘭市環境保全率先実行計画）」を 2002（Ｈ１４）年２月に策定しました。
見直しを行いながら取組を続けており、温室効果ガス排出量の削減や、環境保全に

関する取組を推進しています。

また、この計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「地方公共団体

実行計画」に位置付けています。

■第 4期室蘭市役所エコオフィスプランにおける温室効果ガス排出量の推移

出典：室蘭市

■日本の温室効果ガス排出量の推移

出典：環境省
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○エコライフの推進

室蘭市では、国が推進する、省エネ・低炭素型の製品やサービス、ライフスタイル

を選択するという国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）※」に賛同し、街頭啓
発などあらゆる機会を通じ周知活動を実施しています。

また、小学５年生を対象とした「交通エコロジー教室」を実施し、公共交通機関の

利用や、家庭の省エネの取組を考えるカードゲームなどを実施し、子ども世代の環境

意識の向上を図っています。

市で作成・配布している「環境家計簿」は、家庭で使用される電気、ガスなどのエ

ネルギー使用量から、二酸化炭素排出量を簡単に計算できるようになっており、月ご

との環境テーマに沿って、楽しみながらエコライフを実践できる仕組みになっていま

す。

○むろらんノーマイカーデー

室蘭市職員の通勤時における公共交通機関の利用促進と二酸化炭素排出量の削減を

図る通年の取組です。９月の強化月間では、バスや鉄道等の公共交通機関の積極的な

利用を目指します。

地球温暖化を防止するためには、「業務その他部門」と、「家庭部門」における二酸

化炭素排出量を削減することが重要です。そのためには、一人ひとりが温暖化の現状

を理解して、省エネ等を進めることが必要です。

【課題等】
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（４）環境・エネルギー産業

○室蘭市成長産業振興ビジョン

「室蘭市成長産業振興ビジョン」（2020（Ｒ２）年２月策定）では、「環境・エネル
ギー産業の推進」を基軸の一つとしており、温室効果ガスの排出削減に資するため、

港湾を利用し水素エネルギーに関連した産業の誘致に取り組むことで新たな産業の振

興を目指すとともに、環境に優しい街づくりを目指すこととしています。その方向性

として、「グリーンエネルギー※を活用した環境にやさしい街」、「港を活用したエネル

ギーの拠点形成」、「産学官連携による、エネルギー関連技術の集積」を掲げ取組を進

めています。

○新エネルギー事業

室蘭市は風況の良さから、日本有数の風力発電適地とな

っており、祝津地区と入江地区には風力発電所が設置され

ています。

また、小中学校や入江運動公園温水プールなどの公共施

設に太陽光発電設備が設置されているほか、民間企業によ

り学校跡地などを活用した太陽光発電所の整備が進んでい

ます。

さらに、下水汚泥を活用したバイオガス発電や、パーム

ヤシ殻を燃料とするバイオマス発電所が整備されています。

○リサイクル（資源循環）事業

室蘭市では、プラスチック製容器包装や下水道汚泥、石

炭灰等の廃棄物、石油精製過程の副生物などを再利用するリサイクル事業が進められ

ています。

プラスチック製容器包装は発電用燃料や製鉄所でのコークス製造用原料炭の一部代

替、プラスチックの原料等として、下水道汚泥や石炭灰等の廃棄物はセメント原料や

代替燃料として再利用されています。

石油精製過程の副生物である硫黄は、耐酸性や強度に優れた素材にリサイクルされ、

耐酸性が求められる温泉設備や下水道等の土木・建築資材として活用されています。

○有害物質処理事業

室蘭市では、「中間貯蔵・環境安全事業㈱（JESCO）」により、PCB※廃棄物処理事
業を行っています。

本事業では、2008（Ｈ２０）年５月から操業を開始した当初施設において、北海道、
東北、北関東、甲信越及び北陸の１道１５県の高圧トランス・コンデンサ等の電気機

器や PCB油の処理、2013（Ｈ２５）年９月に操業を開始した増設施設では、１道１５

祝津地区の風車
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県に南関東の１都３県を加えた１道１都１８県の安定器及び汚染物等の処理を行って

います。

また、道民・事業者・行政の信頼関係に立脚した処理事業の推進を図るため、北海

道及び室蘭市が連携して、学識経験者や各種団体委員、公募委員などで構成する「北

海道 PCB廃棄物処理事業監視円卓会議」を設置し、処理事業を監視しています。
円卓会議の内容は「PCB円卓会議だより」で情報提供されており、PCB廃棄物の処
理状況等は PCB処理情報センターで公開されています。

環境・エネルギー産業を推進するため、国や関係機関、企業などと連携し取り組む

必要があります。

【課題等】

JESCO 北海道 PCB 処理事業所
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（５）自然環境

○森林

室蘭岳山麓や絵鞆半島南側などに緑地が広がっており、それらの森林は行政区域面

積の約４２％を占め、本市の緑の骨格を形成しています。また、都市計画区域の緑被

率は６５％、市街化区域は約３０％となっています。（「室蘭市緑の基本計画」より）

○河川・海

市内には４つの二級河川（鷲別川、チマイベツ川、知利別川、ペトトル川）、５ つ

の準用河川（ポロペケレオタ川、本輪西川、コイカクシ川、知利別川（一部）、ペトト

ル川（一部））と２９の普通河川がありますが、環境基準の指定はされていません。参

考までに知利別川と本輪西川の水質を環境基準と比較すると、両河川のＢＯＤ※は環境

基準（Ｃ類型）を下回っています。

また、海域の水質は、北海道と室蘭市が毎年調査を行っており、室蘭港内のＣＯＤ※

等は環境基準を下回っています。

■市内河川のＢＯＤの推移

出典：室蘭市※「＜0.5」は 0.5 未満を示す。
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森林には災害防止のほか、野生生物の住みかになる、地球温暖化の原因である二酸

化炭素を吸収するなど様々な機能があり、河川や海等の水環境は生活や産業になくて

はならない大切な資源です。良好な緑と水を守るために、森林の適切な管理や水質汚

濁の防止を図ることが必要です。

なお、海域の水質調査については、室蘭港内１１か所で毎年調査を実施しています

が、近年すべての測定項目において環境基準を下回っており、測定個所及び測定項目

の見直しを行った上で調査を継続します。

【課題等】

※年間の平均値

■室蘭港内（Ｃ類型地点）のＣＯＤの推移

出典：北海道・室蘭市
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（６）生態系

○希少野生生物

北海道では絶滅の恐れのある希少野生生物の情報を取りまとめた「北海道レッドデ

ータブック※」を作成しており、室蘭市に生息している希少野生生物では、オオタカや

ハヤブサなどの鳥類（６種）、ウスユキソウなどの植物（９種）が記載されています。

種名 名称 ＲＢＤランク

鳥類

オオタカ

絶滅危急種（Ｖｕ）

カンムリカイツブリ

クマゲラ

ハイタカ

ハヤブサ

ミサゴ

植物

ウスユキソウ

シラネアオイ

フクジュソウ

エゾヤマコウボウ

希少種（Ｒ）

オクエゾサイシン

コジマエンレイソウ

コハマギク

ヒエガエリ

ヒロハハナヤスリ

■「北海道レッドデータブック」に掲載されている室蘭市の野生生物

出典：北海道
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○外来生物

北海道では生態系等への影響が懸念される外来種の情報を取りまとめた「北海道ブ

ルーリスト※」を作成しており、室蘭市に生息している外来種は、アライグマやニホン

イタチなど動物（１１種）、オオハンゴンソウやセイヨウタンポポなどの植物（１５９

種）が掲載されています。

種名 名称 カテゴリー区分

ほ乳類
アライグマ Ａ１

ニホンイタチ Ａ２

鳥類 キジ Ａ３

両生類 ニホンヒキガエル Ａ３

無脊椎動物 ムラサキイガイ Ａ３

植物

ウラジロハコヤナギ Ａ３

ハイチミヤナギ Ａ３

エゾノギシギシ Ａ３

ハリエンジュ Ａ２

シロツメクサ Ａ２

イワミツバ Ａ２

ハラオオバコ Ａ２

アメリカオニアザミ Ａ２

フランスギク Ａ２

オオハンゴンソウ Ａ２

セイヨウタンポポ Ａ２

キショウブ Ａ２

■「北海道ブルーリスト」に掲載されている室蘭市の外来生物（抜粋）

出典：北海道
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○有害鳥獣

北海道が取りまとめた野生鳥獣被害調査によると、農林業被害は増加傾向ではない

ものの、高い水準で推移しています。室蘭市でも、エゾシカやアライグマ、カラス等

による生活環境被害が確認されています。

生態系の保全と、生活環境等への被害を防止するため、希少な野生生物の保護とと

もに、生息数の増えているエゾシカやアライグマなどの有害鳥獣による生活環境被害

の抑制が喫緊の課題です。このため、北海道など関係機関と連携・協力し、適切な対

策を進めることが必要です。

【課題等】

アライグマ

■有害鳥獣等捕獲数推移

出典：室蘭市※市により捕獲した数
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（７）快適空間

○緑や水辺とのふれあい

室蘭市の市民一人当たりの都市公園の面積は 44.9㎡/人となっており、北海道では
39.3㎡/人、全国では 10.5㎡/人となっています。（2017（Ｈ２９）年度末時点）
市内の主な公園である室蘭岳山麓総合公園（だんパラ公園）では、四季を通して楽

しめます。潮見公園内には子どもたちが生き物と触れあえるビオトープ※が設置されて

います。また、絵鞆臨海公園では海水と直に触れあえる親水緑地が整備されています。

○景観

絵鞆半島側は、広大な太平洋と断崖絶壁が続き、絵鞆岬や金屏風・銀屏風、マスイ

チ浜、地球岬、トッカリショなど雄大な景勝地が広がっています。

また、室蘭港の入口には周囲約 700ｍの大黒島があります。夜は室蘭港内を取り巻く
工場群や測量山のライトアップ、白鳥大橋などの灯りが水面に映えて美しく輝き、見

る場所によってさまざまな表情を見せてくれます。これらは室蘭八景と呼ばれ、室蘭

の特徴的な景観となっています。

種別 箇所数 面積（ha）

街区公園 92 20.3

近隣公園 13 26.1

地区公園 2 13.7

総合公園 4 54.1

運動公園 1 17.6

風致公園 1 10.9

墓園 1 12.8

都市緑地 7 239.0

■都市公園の設置状況（2017（Ｈ２９）年度末時点）

出典：室蘭市

地球岬
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○歴史・文化

東蝦夷地南部藩陣屋跡モロラン陣屋跡、名勝ピリカノカ絵鞆半島外海岸は、国の指定

文化財に指定されており、旧室蘭駅舎は登録有形文化財になっています。また、市独

自にも室蘭神楽をはじめ１３件を市指定文化財として指定しており、その保存に努め

ています。

また、「むろらん港まつり」や、「室蘭音頭」などは、地域文化として定着し、継承

されています。

今後も人口減少、少子高齢化が予想されることから、利用者のニーズの変化に対応

し、既存ストックを有効活用した緑のマネジメントが必要です。

一方で、公園はコミュニティ活動の場や避難場所など防災の面においても重要な機

能を有することから良好で安全な管理を行うことが必要です。

また、室蘭の美しい景観を守り・活用していくこと、培われてきた歴史的・文化的

遺産の継承、新たな文化の創造など、快適に暮らせるまちづくりを進めていくことが

必要です。

区分 名称

国の指定文化財
史跡 東蝦夷地南部藩陣屋跡モロラン陣屋跡

名勝 ピリカノカ絵鞆半島外海岸

国の登録有形文化財 室蘭市旧室蘭駅舎

市の指定文化財

輪西屯田兵旧火薬庫

輪西屯田兵記念碑

輪西屯田兵関係資料

仙台藩角田領添田家関係資料

室蘭神楽

御供獅子舞

日本製鋼所室蘭製作所製造複葉機エンジン「室0号」

瑞泉鍛刀所の鞴(ふいご)

白鳥大橋海底部等出土の材化石及び貝化石の標本

石川家不動明王像

南部藩陣屋跡出土砲弾

胆振国室蘭郡全図

友情人形（青い目の人形）

■室蘭の文化財

出典：室蘭市

【課題等】
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（８）廃棄物

○一般廃棄物

2018（Ｈ３０）年度の一般廃棄物の排出量は家庭系・事業系を合わせて 31,713tとな
っています。このうち、家庭系は 16,077tで市民１人１日あたり 527gとなり、室蘭市一
般廃棄物処理基本計画の目標値（2019（Ｒ１）年度 479g以下）と比較して約２３％多い
数値となっています。

■１人１日あたりのごみの排出量の推移（家庭系）

出典：室蘭市

■一般廃棄物（家庭系・事業系）の排出量の推移

出典：室蘭市
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○資源回収

空き缶、空きビン、ペットボトルなどの分別収集を実施しており、2018（Ｈ３０）年
度の回収量は約 4,400tで市民１人１日あたり 145gとなっています。これは室蘭市一般
廃棄物処理基本計画の目標値（2019（Ｒ１）年度 160g以上）と比較して約９％少ない数
値となっています。

■資源回収量の推移

出典：室蘭市

■１人１日あたりの資源回収量の推移

出典：室蘭市



27

○使用済み小型家電の回収

使用済みとなった小型家電の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目

的に、2014（Ｈ２６）年５月より市内８か所に回収ボックスを設置し、家庭で使用済み
となった小型家電の無料回収を開始しました。回収した小型家電は、再生事業者に引渡

し、金属等を回収し、新たな製品へと再利用されています。2018（Ｈ３０）年度は約４
３ｔの小型家電を回収しました。

■使用済み小型家電回収量の推移

出典：室蘭市
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○不法投棄

ごみステーションや観光道路などで、年間約７０件程度の不法投棄がみられ、市職員

や市民団体などによる監視パトロールの実施や不法投棄の多い場所への警告看板の設置、

警告シールの貼付、広報紙などによる啓発活動を行っています。

廃棄物の発生抑制、資源の有効活用を図るためには、市民・事業者・市が協働して

取組を行い、５Ｒ※（リフューズ、リデュース、リユース、リペア、リサイクル）を推

進する必要があります。

【課題等】

■不法投棄件数の推移

出典：室蘭市
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（９）環境保全活動

○市民団体などによる環境保全活動

室蘭市には、市民団体やＮＰＯ法人、企業など積極的に環境保全活動を進めている

団体が数多くあり、ノーレジ袋運動の推進、植樹など様々な活動に取り組んでいます。

また、市民協働の一環として始まった「まち「ピカ」パートナー※事業」は、登録団

体数も年々増加しており、2018（Ｈ３０）年度末時点で 221団体、7,500人が登録し
ています。

○環境啓発活動

室蘭市では、６月５日の環境の日に合わせ、環境意識啓発のため、市内大型店など

で街頭啓発等を実施しており、環境意識の向上を図ってます。

また、市民活動センターには、率先的に環境保全活動を実践している市民団体等が

利用登録し、活動の中で環境学習等も実施しており、市でも廃棄物や地球温暖化など、

環境に関する出前講座などを実施し、情報の発信や、環境意識の向上を図ってます。

多くの市民や事業者が積極的に環境保全活動に取り組んでいますが、様々な主体

が協力・連携した取組を推進するため、環境学習などによる意識向上、情報の共有

化を図り、環境保全活動に結び付けていくことが必要です。

【課題等】

道の駅「みたら」で実施した啓発活動
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「未来につなぐ環境と産業を育てるまち むろらん」

第３章 施策の方向

３－１．長期的目標

次世代の子どもたちが、安心して暮らせる環境を残し、環境に貢献する産業を育てる室

蘭市を目指し、

を長期的目標とします。

３－２．基本目標・基本施策

長期目標の下には各分野に応じた、４つの基本目標を設定し、各基本目標の中に基本施

策として、計画の進捗状況等を評価する上での目安となる指標を設定します。

基本目標 A

健康で安心して生活できるまち

基本施策

１．大気環境対策

２．騒音・振動・悪臭対策

基本目標 B

地球にやさしい暮らしと産業のまち

基本施策

１．地球温暖化対策・適応策

２．環境・エネルギー産業の推進

基本目標 C

自然・資源を大切にし、

快適に暮らすまち

基本施策

１．自然環境の保全

２．生態系の保全

３．快適な生活空間の形成

４．廃棄物対策

基本目標 D

みんなで環境に取り組むまち

基本施策

１．自主的・協働した取組の推進

２．環境意識の形成と情報の

共有化の推進
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基本目標Ａ 健康で安心して生活できるまち

基本施策Ａ－１．大気環境対策

日常生活や事業活動から排出される大気汚染物質等の監視や対策を行い、良好な大気環

境を守ります。

≪市の施策≫

○大気汚染常時監視テレメータシステムを運用し、大気環境を監視します。

○大気環境に関する状況について、市民や事業者に情報提供します。

○北海道と連携し、ダイオキシン類などを調査します。

○事業者と連携し、有害大気汚染物質等の調査や対策等を進めます。

○アスベスト※については、関係機関と連携・協力し、解体工事等から大気環境への飛散

防止の徹底を図ります。

○日常生活や事業活動から排出される大気汚染物質等の削減を啓発します。

○大気汚染物質の排出が少ない低公害車※の普及に努めます。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

二酸化硫黄

環境基準を達成 環境基準以下を維持
二酸化窒素

浮遊粒子状物質

一酸化炭素

光化学オキシダント 環境基準を超過 環境基準の達成

微小粒子状物質 環境基準を超過 環境基準の達成

有害大気汚染物質
環境基準を達成

一部指針値を超過

環境基準・指針値の

達成

ダイオキシン類 環境基準を達成 環境基準以下を維持

降下ばいじん

（不溶解性成分）

市内平均 2.6t/㎢/月

（各測定点により差異あり）

各測定点において

現状より減
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≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

▲事業活動から排出される大気汚染物質等を削減します。

▲解体工事等からのアスベスト等の飛散防止対策に努めます。

■野焼きなど、廃棄物等の不法な焼却は行いません。

■大気汚染物質の排出が少ない低公害車の利用や導入に努めます。

基本施策Ａ－２ 騒音・振動・悪臭対策

騒音・振動・悪臭を監視し、良好な生活環境を守ります。

≪市の施策≫

○騒音・振動・悪臭防止のための監視・啓発に努めます。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●騒音・振動・悪臭により、周囲に迷惑をかけないよう配慮し、良好な生活環境を守り

ます。

▲事業活動に伴う、騒音・振動・悪臭を低減します。

▲建設・解体作業の際は近隣住民等に配慮し、低騒音・低振動機器の使用に努めます。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

騒音（一般環境） 環境基準を達成 環境基準以下を維持

騒音（自動車） 環境基準を達成 環境基準以下を維持

悪臭 規制基準以下 規制基準以下を維持



33

基本目標Ｂ 地球にやさしい暮らしと産業のまち

基本施策Ｂ－１．地球温暖化対策・適応策

省エネルギーや省資源などのエコライフの推進や、再生可能エネルギー、未利用エネル

ギー※の活用を進め、温室効果ガスの削減に努めるとともに、気候変動に伴う異常気象等

に対応できる取組を進めます。

≪市の施策≫

○室蘭市役所エコオフィスプランに基づき、市の事務事業からの温室効果ガス排出削減

を進めます。

○環境に配慮した製品を優先して利用する、グリーン購入※を推進します。

○エコドライブや公共交通機関の利用を推進します。

○COOL CHOICEの取組や環境家計簿などを通じて市民のエコライフの普及を進めます。
○太陽光や風力など再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利用・普及に努めます。

○気候変動に伴う異常気象に備え防災関係機関等と連携した災害対策を図り、防災体制

の充実を推進します。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●日頃から節電・節水などの省エネルギーに取り組むとともに、省資源、省エネルギー

に関する新たな工夫や、情報の収集に努めます。

●家電製品等の買い替えの際は省エネルギー性能の高い機器の導入に努めます。

▲事業活動における省エネルギーや省資源を進めます。

▲太陽光・風力などの再生可能エネルギーや廃熱などの未利用エネルギーの利活用に努

めます。

■環境に配慮した製品の購入やサービスの利用に努めます。

■エコドライブや公共交通機関の利用に努めます。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

室蘭市役所エコオフィスプラン

に基づくＣＯ２排出量
30,681t-CO2

目標の達成

（基準年度より５％削減）



34

基本施策Ｂ－２．環境・エネルギー産業の推進

高度な技術基盤や人材、大学等の研究開発機能等を活かし、産学官が連携し環境・エ

ネルギー産業の推進を目指します。

≪市の施策≫

○産学官が連携して新エネルギーである水素に関連する産業の創出に取り組みます。

○リサイクル事業や有害物質の処理事業、新エネルギー事業等を事業実施主体と連携し、

環境関連法令に則って適正に推進します。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

▲環境・エネルギー産業の推進にあたっては、事業の安全性の確保や情報の公開等に努

めます。

▲環境に配慮した製品の開発やサービスの提供に努めます。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

地域エネルギー資源を利用した

事業数
４事業 現状より増
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基本目標Ｃ 自然・資源を大切にし、快適に暮らすまち

基本施策Ｃ－１．自然環境の保全

室蘭の豊かな緑や良好な水環境を保全し次世代に引き継ぎます。

≪市の施策≫

○植樹などの市民意識の向上に努め、森林保全に努めます。

○河川や室蘭港内の水質調査を実施します。

○公共下水道を適正に管理し、水洗化率の向上に取り組みます。

○単独処理浄化槽は合併処理浄化槽※への切り替えを促進し、適正な管理を啓発します。

○日常生活や事業活動から排出される水質汚濁物質の削減を啓発します。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●油や調理くずなどの水質汚濁の原因となるものを流しません。

▲事業活動にあたっては、自然環境の保全に努めます。

▲事業活動から排出される水質汚濁物質を削減し、排水等の管理を徹底します。

■植樹などの森林保護活動に積極的に参加・協力します。

■公共下水道の利用や水洗化に努めます。

■単独処理浄化槽は合併処理浄化槽に切り替え、適正に管理します。

■農薬等を適正に使用します。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

ＢＯＤ
知利別川 <0.5mg/ℓ

本輪西川 <0.5mg/ℓ
現状を維持

ＣＯＤ
環境基準を達成

（C類型地点）
環境基準以下を維持

公共下水道水洗化率 95.8％ 現状を維持

生活排水処理基本計画に基づく

生活排水処理率
95.4％

99.0％

（2025（R７））
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基本施策Ｃ－２．生態系の保全

生態系を保全するため、希少動植物の保護や外来種の適正管理及び有害鳥獣の対策に

努めます。

≪市の施策≫

○国や北海道などと連携し、希少動植物の保護や外来種の適正管理に努めます。

○有害鳥獣等の生活環境被害を防止するため、必要に応じて罠の設置等を行います。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●希少な野生動植物を捕獲・採取しません。

●外来種を飼育・栽培する際は適正に管理を行います。

▲事業の実施にあたっては、生態系の保全に努めます。

基本施策Ｃ－３．快適な生活空間の形成

緑や水辺と触れあえる空間の創出や、景観の保全、歴史的・文化的遺産を活かしたま

ちづくりを推進します。

≪市の施策≫

○市街地の緑化の保全を図るとともに、公園の整備等においては、市民ニーズを踏まえ

機能集約等を行い、利便性の向上に努めます。

指標
現状

（2017（Ｈ２９））
目標

市民一人当たりの都市公園面積 44.88 ㎡/人 44.88 ㎡/人以上
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○緑や水辺などを活用した快適な生活空間の形成に努めます。

○公共建築物等は周囲の景観に配慮します。また、豊かな景観の形成に努めます。

○ごみ拾いなどの美化活動を推進します。

○文化財等の保全に努め、室蘭の歴史・文化を伝えていきます。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●公園などの緑や水辺とのふれあいを大切にします。

■庭や事業所内の緑化に努め、適正に管理します。また、緑化活動に積極的に参加しま

す。

■建築物は周囲の景観に配慮したものにします。

■所有する空き家・空き地は適正に管理します。

■美化活動に参加・協力します。

■文化財等の保全に努め、室蘭の歴史・文化を継承していきます。

基本施策Ｃ－４．廃棄物対策

循環型社会の形成に向けて、５Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リペア・リ

サイクル）を推進します。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））

目標

（2025（Ｒ７））

一般廃棄物処理基本計画に

基づくごみの排出量

家庭系廃棄物
1人 1日あたり

527g

1 人 1 日あたり

479g 以下

事業系廃棄物
1人 1日あたり

513g

1 人 1 日あたり

445g 以下

同計画に基づく資源回収量
1人 1日あたり

145g

1 人 1 日あたり

160g 以上
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≪市の施策≫

○５Rの推進に向けて、情報発信を行います。
○各種団体や事業者と連携を図り、過剰包装の抑制、マイバッグの推進などを行います。

○「ものを大切に使う」「ものを長く使う」など、ごみの減量に向けた取組・実践例を情報

発信します。

○ごみ・資源の正しい分別の啓発、資源化団体等の活動への支援・協力などを行います。

○食品ロス※削減に向けた取組を推進します。

○自然環境・生態系等の保全に向けて、プラスチックスマート※の推進のほか、ポイ捨てや

不法投棄の防止を図るとともに、ごみの適正処理を推進します。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

●レジ袋や過剰包装を断り、マイバッグを利用するなど、リフューズ、リデュースに努め

ます。

●ごみや資源物の排出ルールを守ります。

●過剰な買物や期限切れ等による食品の廃棄を減らし、食品ロスを削減します。

▲ノーレジ袋運動やマイバッグの推奨、過剰包装の抑制などのリデュースに努めます。

▲食品ロスに関する法令等に基づき、業種ごとの役割を理解し、食品ロス削減に向けて取

り組みます。

▲廃棄物の適正分別を図り、適正処理を行います。

■詰め替え等の再使用可能な商品の製造・販売・購入などリデュース、リユースに努めま

す。

■ごみ、資源物を正しく分別し、リサイクルを進めます。また、リサイクル製品を積極的

に利用します。

※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ます。
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基本目標Ｄ みんなで環境に取り組むまち

基本施策 Ｄ－１．自主的・協働した取組の推進

市民や事業者など、さまざまな主体が自主的かつ協力・連携しながら環境保全活動を

推進します。

≪市の施策≫

○市民活動センターの拠点機能を活かした普及啓発や団体等への支援、様々な主体との

連携促進を図ります。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

■環境保全活動に積極的に取り組みます。

■地域の環境保全活動などには積極的に参加します。

■さまざまな団体等が協力・連携した環境保全活動を進めます。

指標
現状

（2018（Ｈ３０））
目標

市民活動センター登録団体数

（環境・自然）
13 団体 現状より増

まち「ピカ」登録団体数
221 団体

7,500 人
現状より増
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基本施策 Ｄ－２．環境意識の形成と情報の共有化の推進

環境学習や環境に関わる情報の共有化などを通して意識の向上を図り、環境に優しい

行動を広げていきます。

≪市の施策≫

○「環境白書（年次報告書）」を通して、市民や企業等への情報提供を進め、情報の共有

化を図ります。

○環境学習や講演会を通して、市民や次世代を担う子どもたちの環境意識の向上を図り

ます。

○環境保全活動を実践している個人や団体と連携し、環境教育や環境学習を推進します。

≪市民・事業者の取組≫

●：市民 ▲：事業者 ■：市民・事業者

▲環境報告書等を通して、環境に関わる情報の発信に努めます。

▲従業員への環境教育や環境学習の場の提供に努めます。

■環境に関わる講演会や学習会には積極的に参加し、環境保全行動に結び付けていきま

す。
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第４章 計画管理

４－１．計画の推進体制

環境基本計画を実行性のあるものとし、確実に推進するために、室蘭市環境保全推進

会議や室蘭市環境審議会で計画管理を行います。

■室蘭市環境保全推進会議

室蘭市環境保全推進会議は、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的に庁内に設置しています。

推進会議は、計画の進捗状況の把握や点検・評価を行います。

■室蘭市環境審議会

室蘭市環境審議会は、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、

室蘭市環境基本条例第３０条の規定に基づき設置しています。

学識経験者や各種団体、公募委員で構成され、計画の策定や見直し、進捗状況等につ

いて意見や提言を行います。

４－２．計画の進行管理

本計画に基づく、施策の進捗状況や本市の環境の現状については、環境白書（年次報

告書）を作成し、環境審議会に報告するとともに、一般に公表し市民や事業者の意見を

求め、計画に反映させながら推進していきます。

計画の指標の達成状況等については、PDCAサイクルに基づき進行管理を行います。
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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



58

● 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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