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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
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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）
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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。


