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１．調査概要

1.1 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と実

施した。

1.2 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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２．調査結果

2.1 市民アンケート

問１ あなたのことについてお尋ねします。

（１）性別

全回答者数 550 人中、男性が 237 人（43.1％）、女性が 299 人（54.4％）、無回答が 14

人（2.5％）となった。

（２）年齢

40～49歳が111人（20.2％）と最も多く、次いで30～39歳と60～69歳が 95人（17.3％）

となった。

（単位：人）

（単位：人）
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（３）職業

会社員が 175 人（31.8％）と最も多く、次いで無職 106 人（19.3％）、家事専業 73 人

（13.3％）となった。

（４）家族構成

親子（２世代）の世帯が 254 人（46.2％）と最も多く、次いで夫婦（子どもなし）の世

帯が 136 人（24.7％）、単身世帯が 98 人（17.8％）となった。

（単位：人）

（単位：人）
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（５）暖房の燃料（主なもの）

暖房の燃料については灯油が 355 人（64.5％）と最も多く、次いで電気 108 人（19.6％）、

ガス 86人（15.6％）となった。

また、その他の意見として、薪（2人）や蒸気（2人）などがあげられた。

（６）所有している自動車の台数

所有自動車の台数については、1台所有が 242 人（44.0％）と最も多く、次いで 2台所

有 182 人（33.1％）、所有なし 81 人（14.7％）、3台以上所有 37人（6.7％）となった。

また、次世代自動車の所有状況については、25 名が所有していると回答し、所有台数

としては合計で 27 台となった。

※次世代自動車：ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、

燃料電池自動車（FCV）、クリーンディーゼル車など環境性能に優れた自動車

（単位：人）

（単位：人）
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（７）お住まいの住所（地区で集計）

居住地区については、中島地区が 134 人（24.4％）と最も多く、次いで東地区 94 人

（17.1％）、東明地区 73人（13.3％）となった。

港 南 地区 絵鞆、祝津、港南、増市、小橋内、築地

中 央 地区
緑、西小路、沢、幕西、海岸、中央、常盤、

清水、幸、本、栄、舟見、山手、入江

蘭 中 地区 茶津、新富、母恋北、母恋南、御前水、御崎

輪 西 地区 大沢、輪西、みゆき、仲

東 地区 東、寿、日の出

中 島 地区 中島、中島本、知利別、宮の森、八丁平

東 明 地区 高砂、水元、天神

本輪西 地区 高平、本輪西、港北、柏木、幌萌、神代、香川

白鳥台 地区 陣屋、白鳥台、崎守、石川

（単位：人）



6

問２ 現状の環境問題についてお尋ねします。

（１）室蘭市の環境問題で関心のあることは、どのような分野ですか。

（当てはまる項目 3つまで選択）

「地球温暖化、気候の変動」についてが 40.2％と最も多く、「廃棄物の処理やごみ減量

化・リサイクルなどの問題」39.1％、「人体に有害な物質や科学物質の問題」27.3％と続

いた。

設問の内容は変更しているが、前回アンケートにおいても地球温暖化の影響や廃棄物

に関することに高い関心が示されており、同様の傾向がみられた。

【参考】前回アンケート結果（平成 16 年 3月実施）

次の環境問題について、どの程度関心をお持ちですか。（各項目ごとに関心度を選択）

（単位：％）
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（２）お住まいの地区の環境に関する各分野について、あなたはどのように評価してい

ますか。

①身近な大気の環境

現状の満足度については、ほとんどの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60％

を超えており、「大気環境について全体的に満足」については 65.9％となった。

今後の重要度については、ほとんどの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 70％

を以上となった。

なお、「黄砂や、PM2.5 などは感じられない」については「満足」・「やや満足」と

の回答が 40.2％と低く、「重要」・「やや重要」との回答が 81.6％と高くなっており、

市民の関心が高い項目となっている。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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②お住まいの地区の水辺などの環境

現状の満足度については、全ての項目で「満足」・「やや満足」との回答が 50％を

下回った。多かった意見としては、水辺などに投棄されている「ごみ」に関する意

見が多くみられた。

今後の重要度については、ほとんどの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％

以上となり、特に「川の水がきれい、ごみが少ない」については 71.5％と高くなっ

た。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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③身近な音の環境

現状の満足度については、全ての項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60％を

超えており、「音の環境に全体的に満足である」については、75.0％となった。

今後の重要度については、全ての項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％以

上となった。

ただし、「車の走行に伴う騒音や振動が気にならない」については、音の環境に関

する他の項目と比べ「満足」・「やや満足」との回答が 61.1%と低く、「重要」・「やや

重要」との回答が 72.0％と高くなった。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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④お住まいの地区の緑の環境

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60％を

超えているが、「近くの公園が緑豊かで憩いの場となっている」（49.5％）・「近くの公

共施設や事業所の緑・花がきれい」（53.4％）について他の項目よりやや低い結果と

なった。「緑の環境に全体的に満足である」については、64.9％となった。

今後の重要度については、全ての項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％以

上となった。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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⑤住まいの周りの景観・美化

現状の満足度については、全ての項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60％を

超え、他の項目と比較しても比較的満足度が高くなった。

今後の重要度については、多くの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％以

上となった。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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（３）（２）の①～⑤の「快適環境」について、あなたは総合的にどのように評価していま

すか。

快適環境の総合的な評価としては、全体としては「満足」・「やや満足」との回答が 74.7％

となった。

地区別で見ると、全ての地区で「満足」・「やや満足」との回答が 60％を超えているが、

「蘭中地区」及び「東地区」で「やや不満」との回答数が割合が多くなった。

●現状の満足度

（単位：％）
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（４）室蘭市の資源循環・衛生環境について、あなたはどのように評価していますか

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60%を超えて

いるが、リターナブル容器の普及や、空家・空き地に関することについては他の項目よ

り満足度が低い結果となった。

今後の重要度については、多くの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 70％を超え

た。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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これまでの、（2）①～⑤及び、（4）のそれぞれの回答について「現状の満足度」と

「今後の重要度」の相関関係を以下に示す。

相関関係の特徴として、

１）現状の満足度において、特に満足度が低かったのは以下の 3項目となった。

⑤近くの屋外で黄砂や、PM2.5 などは感じられない（-0.25）

⑦近くの水辺に安心して触れあえる機会や場が多い（-0.34）

⑧川や海の水がきれい、ごみが少ない（-0.37）

２）今後の重要度において、特に重要度が高かったのは以下の 3項目となった。

⑤近くの屋外で黄砂や、PM2.5 などは感じられない（1.28）

㉛周りでごみの分別・収集が適切に行われている（1.19）

㊴健康を害する有害物質などが気にならない（1.18）

３）分野ごとにみると、

・「大気の環境」については、⑤を除き現状に概ね満足しているが今後の重要度は

高い。

・「水辺の環境」については、全体的に満足度・重要度共に低いが、⑧については

重要度が高い。

・「資源循環・衛生環境」については、多くの項目において今後の重要度が高い。

※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、合計を回答数者の「550」で除しています。

※2）グラフについては、「満足度」の平均値 0.55（横軸）、「重要度」の平均値 0.85（縦軸）を

中心としてます。
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問３ 環境保全・配慮の取組についてお聞きします

（１）より良い環境づくりのための取り組みについて、あなたはどの程度実施しています

か。

節電に関する取組や、ポイ捨てや分別などの廃棄物に関する取組など日常生活な中で

取り組める項目について、「いつも実践している」、「時々実施している」のと回答した割

合が高くなった。

前回のアンケートと比較しても同様の傾向がみられている。

【参考】前回アンケート結果

日常生活の中で環境をよくするために取り組んでいることについて



16

（２）地域の自然環境や地域環境を守るために、あなたはどんな活動に参加したいと思

いますか。（当てはまるものすべてを選択）

「リサイクルや資源回収活動」（41.5％）、「清掃活動」（41.1％）の割合が高く、次い

で「植樹などの緑化活動」（26.9％）となった。

（単位：％）
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問４ 今後室蘭市は、どんな環境施策に力をいれていくべきだと思いますか。

（当てはまる項目 3つまで選択）

「ごみの減量化、リサイクルの推進」（47.5％）、「身近な生活環境（大気、音、水質等）

の保全（42.7％）、「新エネルギー、再生可能エネルギーの活用、地産地消」（33.3％）の

割合が高くなった。前回アンケートと比較すると設問項目は違うが、廃棄物に関する取

組、新エネルギー・再生可能エネルギーに関する取組についての割合が高くなっている。

【参考】前回アンケート結果

市に特に期待することは何ですか。

（単位：％）

（単位：％）
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2.2 中学生アンケート

問１ あなたのことについてお尋ねします。

（１）性別

全回答者204人中、男性が100人（49.0％）、女性が96人（47.1％）、無回答が8人（3.9％）

となった。

（２）家族構成

2 世代の世帯が 150 人（73.5％）と最も多く、次いで 3世代の世帯が 35人（17.2％）、その他

7人（3.4％）となった。

（単位：人）

（単位：人）
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（３）暖房の燃料（主なもの）

灯油が110人（53.9％）と最も多く、次いで電気71人（34.8％）、ガス 18人（8.8％）となった。

また、その他の意見として、薪（2 人）などがあげられた。

（４）所有している自動車台数

2 台所有 112 人（54.9％）と最も多く、次いで 1 台所有が 51 人（25.0％）、3 台以上所有 27

人（13.2％）、所有なし 5人（2.5％）となった。

また、次世代自動車の所有状況については、7 名が所有していると回答し、所有台数として

は合計で 14台となった。

※次世代自動車：ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池

自動車（FCV）、クリーンディーゼル車など環境性能に優れた自動車

（単位：人）

（単位：人）
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（５）お住まいの住所（学校別で集計）

回答者の学校別については下表のとおり。

（単位：人）
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問２ 現状の環境問題についてお尋ねします。

（１）室蘭市の環境問題で関心のあることは、どのような分野ですか。

（当てはまる項目 3つまで選択）

「地球温暖化、気候の変動」についてが 46.6％と最も多く、次いで「エネルギーの有効活用」

21.6％、「廃棄物の処理やごみ減量化・リサイクルなどの問題」17.2％となった。

【参考】前回アンケート結果（平成 16年 3 月実施）

次の環境問題について、どの程度関心をお持ちですか。（各項目ごとに関心度を選択）

（単位：％）
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（２）お住まいの地区の環境に関する各分野について、あなたはどのように評価していま

すか。

①身近な大気の環境

現状の満足度については、全ての項目で「満足」・「やや満足」と回答したのが 70％を超

えており、「大気環境について全体的に満足」については 82.3％となった。

今後の重要度については、ほとんどの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％を超

えた。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果（平成 16年 3 月実施）

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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②お住まいの地区の水辺などの環境

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60％を上回っ

たが「川や海の水がきれい、ごみが少ない」の設問に関しては「満足」・「やや満足」との回

答が 46.1％に留まっており、「やや不満」・「不満」と回答した割合（48.1％）を下回った。

今後の重要度に関して、多くの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％弱であった

が「川の水がきれい、ごみが少ない」については 71.6％と高くなった。

多かった意見としては、水辺などに投棄されている「ごみ」に関する意見が多かった。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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③身近な音の環境

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 80％を超えてて

おり、「音の環境に全体的に満足である」については、79.4％となった。

今後の重要度については、多くの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 50～60％となっ

た。

ただし、市民アンケート同様、「車の走行に伴う騒音や振動が気にならない」については、

他の項目と比べ「満足」・「やや満足」との回答が 64.8%と低く、「重要」・「やや重要」との回答

が 65.7％と高くなった。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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④お住まいの地区の緑の環境

現状の満足度については、全ての項目で「満足」・「やや満足」との回答が 65％を超えて

ており、「緑の環境に全体的に満足である」については、80.8％となった。

今後の重要度については、全ての項目で「重要」・「やや重要」との回答が50～60％とな

った。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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⑤お住まいの周りの景観・美化

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 70％を超えて

ており、「周りの景観・美化について全体的に満足である」についても 81.9％となった。

今後の重要度については、多くの項目で「重要」・「やや重要」との回答が 50％程度とな

った。

ただし、「街角でごみが散乱せずきちんと片付けられている」については、他の項目と比

べ「満足」・「やや満足」との回答が 57.8%と低く、「重要」・「やや重要」との回答が 65.2％と

高くなった。
●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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（３）これまで答えて頂いた①～⑤の「快適環境」について、あなた総合的にどのように

評価していますか

全体としては「満足」・「やや満足」との回答が 75.0％となった。

学校別で見ると、多くの学校で「満足」・「やや満足」との回答が 70％を超えているが、「室蘭

西」及び「港北」で「満足」・「やや満足」との回答数が割合が少なくなった。
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（４）室蘭市の資源循環・衛生環境について、あなたはどのように評価していますか。

現状の満足度については、多くの項目で「満足」・「やや満足」との回答が 60%を超えているが、

空家、空き地に関する項目及びハエや蚊、ペットの糞に関する項目については他の項目と比べ

満足度が低い結果となった。

今後の重要度については、全ての項目で「重要」・「やや重要」との回答が 60％を超えた。

●現状の満足度

●今後の重要度

【参考】前回アンケート結果

お住まいの地域の環境について、普段どのように感じてますか。
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これまでの、（2）①～⑤及び、（4）のそれぞれの回答について「満足度」と「重要度」の相関

関係を以下に示す。

相関関係の特徴として、

１）現状の満足度において、特に満足度が低かったのは以下の 4項目となった。

⑦近くの水辺に安心して触れあえる機会や場が多い（0.32）

⑧川や海の水がきれい、ごみが少ない（0.02）

㊱近くでは空き家が見られない（0.38）

㊳ハエや蚊、ペットの糞などが気にならない（0.38）

２）今後の重要度において、特に重要度が高かったのは以下の 3項目となった。

③近くの屋外で工場・事業所からの煙などによる大気の汚れは感じられない（0.98）

⑤近くの屋外で黄砂や、PM2.5 などは感じられない（0.97）

⑧川や海の水がきれい、ごみが少ない（1.05）

３）分野ごとにみると、

・「大気の環境」については、②・⑤を除き、現状に概ね満足している。②以外の

今後の重要度は高い。

・「水辺の環境」については、全体的に満足度は低く特に⑧については今後の重要

度も高い。

・「資源循環・衛生環境」については、多くの項目で今後の重要度が高い。

と概ね市民アンケートと同様の傾向となった。

※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、合計を回答数の「204」で除しています。

※2）グラフについては、「満足度」の平均値 0.92（横軸）、「重要度」の平均値 0.65（縦軸）を

中心としてます。
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問３ 環境保全・配慮の取り組みについてお聞きします。

（１）より良い環境づくりのための取り組みについて、あなたはどの程度実施しています

か。

市民アンケート同様、節電に関する取組や、ポイ捨てや分別などの廃棄物に関する取

組など日常生活な中で取り組める項目について、「いつも実践している」、「時々実施して

いる」のと回答した割合が高くなった。

【参考】前回アンケート結果

生活している中で、環境について気をつけていることがありますか。（複数回答）

（単位：％）
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（２）地域の自然環境や地球環境を守るために、あなたはどんな活動に参加したいと思い

ますか。

「清掃活動」（39.7％）や「リサイクルや資源回収活動」（33.3％）の割合が高く、次いで「自然林

や野生生物等の保護管理活動」（29.9％）となった。

（単位：％）
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問４ 今後室蘭市は、どんな環境施策に力を入れていくべきだと思いますか。

「暮らしの中の省エネ、CO2 削減の推進」（41.2％）、「ごみの減量化、リサイクルの推進」

（38.2％）、「山林や水辺など、自然環境の保全」（31.9％）の割合が高くなった。

（単位：％）
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2.3 事業者アンケート

問１ 貴事業所のことについてお尋ねします。

（１）業種

全回答者１１７事業者中、サービス業が 29 事業者（24.8％）と最も多く、次いで建設業 21 事

業者（17.9％）、製造業 16 事業者（13.7％）となった。

（２）従業員数

10～29 名が 46事業者（39.3％）と最も多く、次いで 1～9名が 25 事業者（21.4％）、

30～49 名が 16 事業者（13.7％）となった。

（単位：者）

（単位：者）
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（３）車両台数

5 台以下が 49事業者（41.9％）と最も多く、次いで 5～10 台が 39 事業者（33.3％）、11～20

台 11 事業者（9.4％）となった。

また、次世代自動車の所有状況については、10 事業者が所有していると回答し、所有台数

としては合計で 57台となった。

※次世代自動車：ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池

自動車（FCV）、クリーンディーゼル車など環境性能に優れた自動車

（４）事業年数

20 年以上が 96 事業者（82.1％）と多くを占め、次いで 10～20 年が 12 事業者（10.3％）

となった。

（単位：者）

（単位：者）
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（５）事業所所在地（地区別）

東地区が 33 件（28.2％）、次いで中島地区 17 件（14.5％）、輪西地区 13 件（11.1％）

となった。

港 南 地区 絵鞆、祝津、港南、増市、小橋内、築地

中 央 地区
緑、西小路、沢、幕西、海岸、中央、常盤、

清水、幸、本、栄、舟見、山手、入江

蘭 中 地区 茶津、新富、母恋北、母恋南、御前水、御崎

輪 西 地区 大沢、輪西、みゆき、仲

東 地区 東、寿、日の出

中 島 地区 中島、中島本、知利別、宮の森、八丁平

東 明 地区 高砂、水元、天神

本輪西 地区 高平、本輪西、港北、柏木、幌萌、神代、香川

白鳥台 地区 陣屋、白鳥台、崎守、石川

（単位：者）
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問２ 室蘭市の環境問題で関心のあることは、どのような分野ですか。

「廃棄物の処理やごみ減量化・リサイクルなどの問題」が 42.7％と最も多く、次いで

「エネルギーの有効活用」（36.8％）、「地球温暖化、気候の変動」（35.9％）となった。市

民アンケート同様、地球温暖化の影響や廃棄物に関することに高い関心が示されている。

（単位：％）
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問３ 貴事業所で取り組んでいる環境保全や環境に配慮する行動についてお伺いします。

節電に関する取組や、製品等の長期使用やリサイクルの推進など日常的に取り組める

項目について、「実施している」と回答した割合が高くなった。前回のアンケートと比較

しても同様の傾向がみられている。

●現状の満足度

●今後の重要度
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【参考】前回アンケート結果
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問４ 貴事業所が環境保全や環境に配慮する行動に取り組まれている理由は何ですか。

（当てはまる項目すべて選択）

「企業の社会的責任から不可欠」（59.8％）と最も多く次いで「環境問題の重要性を感

じている」（55.6％）、「省エネやリサイクルはコスト削減につながる」（54.7％）となった。

前回アンケートと比較しても同様の傾向がみられた。

【参考】前回アンケート結果
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問５ 貴事業所が環境保全や環境に配慮する行動を進めるうえで、どのようなことが支障

になっていますか。（当てはまる項目すべて選択）

「人材の不足」（41.0％）と最も多く、次いで「ノウハウ不足」（35.0％）、「手間や時間

がかかる」（34.2％）となった。前回アンケートと比較すると、「人材の不足」と回答した

割合が多くなった。

【参考】前回アンケート結果
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問６ 貴事業所では環境の保全につながる事業に関心を持っていますか

「関心がある」との回答が全体の 70％と多くの事業者が関心を持っているが、「関心は

あるが、具体的な対応はしていない」との回答が 53.8％となっており、多くの事業者は

事業化までは至っていない状況がみえる。

前回アンケート比較しても同様の傾向となっている。

【参考】前回アンケート結果
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問７ 関心を持っている（事業化している）のは具体的にどのような事業ですか

（問６で「１～３」と回答した場合に回答）

「廃棄物処理・資源有効利用に繋がる事業」（24事業者）と最も多く、次いで「地球温暖

化対策につながる事業」（22 事業者）となった。

また、既に事業化されているものついての具体的な内容としては、

・環境汚染防止：工場の排水処理、排水処理設備の保全 など

・地球温暖化対策：ZEH 住宅の販売、風力発電設備のメンテナンス など

・廃棄物処理・資源有効利用：リサイクル事業 など

・自然環境保全：海水淡水化プラント部材の製造

※ZEH 住宅：住宅の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により

室内環境を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入

することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。

（ゼッチ）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

（単位：者）
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問８ 貴事業所の EMSの導入状況についてお伺いします。

9.4％の事業者が導入していると回答があったが、「関心はあるが導入は難しい」（29.9％）

と「導入する必要がない」（22.2％）と回答が多くなった。

※EMS（エネルギーマネジメントシステム）：ICT(情報通信技術）を用いて、電気、熱、ガスなどのエネ

ルギーの見える化や設備の最適運用などを実現するシステムのこと。

問９ EMS導入に関する障害は何ですか（問８で「１」以外を回答した場合に回答）

「多額の費用がかかること」（27.7％）が最も多く、次いで「情報等が不足しているこ

と」（26.9％）となった。

また、その他として「費用対効果不明瞭」との意見もあった。

（単位：％）

（単位：％）
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問 10 貴事業所では、環境への取り組みに関する報告書（環境保全に関する方針や目標、

環境負荷の低減に向けた取り組み状況等をまとめたもの）を作成していますか。

18.8％の事業者が作成していると回答しており、前回アンケートよりも作成している割合

は増加した。

【参考】前回アンケート結果

（単位：％）

（単位：％）
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問 11 貴事業所では、地域の自治会や団体等の環境保全活動に参加・協力したことはあり

ますか。

半数以上の事業者が「道路や公園の清掃、緑化活動への参加」について「参加・実施

したことがある」と回答しており、多くの事業者が地域の清掃活動に参加・協力してい

る。

【参考】前回アンケート結果
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問 12 室蘭市の環境を守り、より良いものにしていくために、市の環境への取り組みに期

待することはなんですか。

「環境に関する情報の収集、提供」（46.2％）と最も多く、「環境保全につながる産業の

振興」（35.9％）、「環境保全に向けた市民・事業者・市の協力体制の整備」（35.0％）とな

った。

【参考】前回アンケート結果

（単位：％）
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３．まとめ

3.1 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
廃棄物の処理やゴミ減量化・リサ

イクルなどの問題

２
廃棄物の処理やゴミ減量化・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

廃棄物の処理やゴミ減量化・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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3.2 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。
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3.3 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。

3.4 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：％）


