
29　　第2章　環境の状況

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　人間を含むすべての生物にとって、水は、その生存に欠かせ
ないものです。
　水は、太陽放射などの自然のエネルギーにより、河川・海や
陸から蒸発し、雨や雪となって地表に降り注ぎ、土壌水や地下
水として保持され、地表に湧出した後、川を下り、海に注ぎ、
蒸発して再び雨になるという、自然の中で大きな循環を繰り返
しています。
　この水循環は、熱や物質の運搬、水利用とふれあい、水質浄
化、さらには多様な生態系の維持といった機能をもっており、
その過程において私たちは様々な恩恵を享受しています。
　しかし、都市化の進展によって、雨水の不浸透域の拡大や森
林・緑地などが減少し、自然の水循環が部分的に損なわれ、河
川水量の減少や自然の浄化能力の低下、水質汚濁などの問題が
発生しています。
　このため、市民・事業者・行政が協働して、水資源の適正な
利用などにより都市活動による水環境への負荷を極力抑制し、
水循環の維持・回復を図るとともに水質・水量・水生生物・水
辺地や周辺の自然環境を含めた総合的な取組を計画的に推進す
るため、平成15年（2003年）10月に札幌市環境基本計画に基づく
実行計画としての「札幌市水環境計画」を策定しました。

ア　水環境の現状
　
　札幌の市域には、大小約590本の河川があり、これらの河川は、
豊平川、茨戸川、新川、星置川及びその支流河川に大別されま
す。
　河川水質は、公共下水道の普及・整備、高度処理技術の導入
や工場・事業場の監視・指導に伴い、全体的には改善されてい
ますが、一部の河川ではその水量の多くを下水処理水が占めて
おり、これらの河川の水質や水量は下水処理水に大きく左右さ
れています。
　また、市内の北東部や北西部地域のかんがい用水として利用

されていた中小河川では、河川水量が減少しています。
　近年は、河川水質の改善と相まって、水辺や緑とのふれあい
など自然との共生に対する要望が高まっています。
　このような現状から、水源かん養林や都市周辺の緑地などの
かん養域の保全、地下水かん養の推進、雨水や下水処理水など
の有効利用を図り、地下水を保全するとともに、下水処理にお
ける高度処理技術の導入による処理水質の向上などを推進し、
公共用水域へ排出される汚濁物質量を削減していくことが必要
です。さらに、これらの対策を推進するにあたっては、多様な
生物を守り育てる水辺環境を保全することも重要な課題です。

ア　監視測定
　すべての公共用水域には、「人の健康の保護に関する環境基
準」（以下「健康項目」という。）が設定されています。また、河
川にはその利用目的等に応じた類型が指定されており、「生活
環境の保全に関する環境基準」（以下「生活環境項目」という。）
が設定されています。さらに、これまでの人の健康と生活環境
を保全するという観点の基準に加え、平成15年（2003年）11月に
は、水生生物の保全という新しい観点の基準が追加されました。
　河川の水質は、公共下水道の整備、水質汚濁防止法、同法に
基づく北海道上乗せ条例及び札幌市開発行為等における汚水放
流の指導要綱により排水に対する監視・指導の強化を行い、着
実に改善されてきました。
　水質保全の行政目標は、環境基本法に基づく環境基準を達成・
維持することです。
　札幌市では、測定計画に基づき、環境基準点15地点、環境基
準補助地点11地点の計26地点において、常時監視を実施してい
ます。
　環境基準補助地点は、環境基準点の間に流入する河川や、複
数河川の合流地点などの状況把握として新川、月寒川などの河
川に設定し、環境基準点を補完しています。また、類型指定は
されていないが水道水源となっている星置川などに設定し、水
質等の状況把握を行っています。

4　良好な水環境を保全する都市の推進

【基本目標】
○ 　かん養域の保全、地下水かん養の推進、水資源の有効利用などにより、健全な水循環の保全・回復を推進します。
○ 　水道水源の保全、監視体制や指導の強化、生活排水対策、水質浄化対策などを総合的に推進し、公共用水域への水質汚濁
物質の排出量を削減し水質の保全を推進します。
○ 　地域の自然的、社会的特性を踏まえた水環境に係る取組を市民・企業・活動団体との協働により推進します。
【定量目標】
○ 　公共用水域における水質汚濁に係る環境基準を達成し維持します。
○ 　平成12年（2000年）度の地下水揚水量約3,900万㎥を基準として、平成29年（2017年）度までに年間揚水量を約700万㎥削減します。
○ 　多自然川づくりの整備延長を、当面平成22年（2010年）度に5.5㎞とすることを目標とします。平成18年（2006年）度以降の
目標については、達成状況に基づき新たに設定します。
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イ　環境基準等の達成状況
ａ　健康項目
　平成21年（2009年）度の健康項目に関する調査は、環境基準点
及び環境基準補助地点の合計26地点について実施しました。調
査結果は、全ての地点で環境基準に適合しました。
ｂ　生活環境項目
　平成21年（2009年）度の生活環境項目に関する調査は、環境基
準点、環境基準補助地点の合計26地点について実施しました。
　調査結果は、有機性汚濁の代表的な指標であるBOD（生物化
学的酸素要求量）についてみると、環境基準点15地点のうち望
月寒川望月寒鉄北橋において、環境基準を超過しました。この
原因は、上流部に位置する集合住宅の排水管が破損したことに
よる影響と考えられます。（表２－８）。
　環境基準補助地点のBODについてみてみると、月寒川東栄
橋、野津幌川野津幌川七号橋、伏籠川茨戸橋で高い濃度でした
（図２－29）。この原因は、上流に位置する水再生プラザなどの
影響によるものと考えられます。
ｃ　要監視項目
　平成21年（2009年）度は、環境基準点において、全27項目のう
ちイソキサチオン、ダイアジノン等の17項目について、調査を
実施しました。いずれの調査地点においても、指針値（ｐ100参
考資料参照）の超過はありませんでした。

ウ　各流域の状況
ａ　豊平川
　豊平川は、札幌市の発展に重要な役割を果たしてきており、
「母なる川」と呼ばれています。
　その流れの源は小漁岳に発し、札幌市を代表する豊かな自然
に包まれている豊平峡などの山地、定山渓温泉や市街地を貫流
し、真駒内川、厚別川などの支流河川が合流したのち、石狩川
に注いでいます。
　上流域は、その大部分が支笏洞爺国立公園や国有林野内にあ
り、緑豊かで大小様々な動物が生息する山地です。その水質は、

清浄で水量も豊富であることから市民の貴重な水道水源となっ
ています。
　中流域では、豊平川の伏流水を利用した「豊平川ウォーター
ガーデン」が設けられており、水遊び場として多くの市民に利
用されています。
　下流及び下流域の支流河川は、自然の状態に近い形状で残っ
ており、釣り場として多くの市民が利用しています。
　環境基準の適合状況は、有機性汚濁の代表的指標である
BODについてみると、望月寒川望月寒鉄北橋において、環境
基準を超過しました。（図２－30、31）
ｂ　茨戸川
　市域の茨戸川流域は、水源を豊平川から取水する鴨々川に発
し、都心を南北に貫流する創成川、発寒川及び伏籠川から成り
立っており、茨戸川に注いでいます。
　市民が親しめる良好な水環境を創出することを目的として、
多自然川づくりなどの河川改修と併せて創成川水再生プラザで
高度処理された処理水を安春川・屯田川・東屯田川及び茨戸耕
北川に導水し、修景水路の整備など市民がうるおいと安らぎを
感じる水辺環境の保全・創出事業を推進しています。
　環境基準の適合状況は、BODについてみると全ての環境基
準点で適合しています。（図２－32）
ｃ　新川
　新川は、手稲山を源流とする琴似発寒川に発し、中の川など
の支流河川と合流し、石狩湾に注いでいます。
　琴似発寒川上流は、豊平川上流と同様に、緑豊かで貴重な生
態系を有している山地を流下しており、清浄であることから水
道水源となっています。琴似発寒川や支流河川においても、水
辺の生物と親水性に配慮した川づくりを行い、親水護岸、遊歩
道、魚道の整備を進め、うるおいと安らぎを確保する施策を推
進しています。
　下流域は、釣りを楽しむなど、多くの市民が利用しています。
　環境基準の適合状況は、BODについてみると、全ての環境
基準点で適合しています。（図２－33）。

表2－8　BODの環境基準適合状況（平成21年（2009年）度）

水域 河　　川 環境基準点
類型※及び

環境基準（mg/L）
測定値（mg/L） 平成21年度

環境基準適否
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度（適○・否×）

豊　

平　

川　

水　

域

豊 平 川
白 川 浄 水 場 取 水 口 Ａ 2 1.8 0.6 0.8 0.7 <0.5 ○
東 橋 Ｂ 3 1.6 0.6 0.6 0.8 <0.5 ○
中 沼 Ｂ 3 2.3 1.5 2.4 2.4 0.9 ○

南 の 沢 川 川 沿 橋 Ａ 2 1.5 0.8 1.4 0.8 0.5 ○
北 の 沢 川 北 の 沢 橋 Ａ 2 1.5 0.8 1.9 0.8 <0.5 ○
真 駒 内 川 五 輪 小 橋 Ａ 2 1.7 0.7 1.3 0.8 <0.5 ○
精 進 川 精 進 川 放 水 路 分 派 前 Ａ 2 2.0 0.8 1.4 0.8 <0.5 ○
望 月 寒 川 望 月 寒 鉄 北 橋 Ａ 2 2.7 1.4 1.8 1.5 3.1 ×
月 寒 川 月 寒 鉄 北 橋 Ａ 2 3.0 1.3 1.8 1.6 0.9 ○
厚 別 川 厚 別 鉄 北 橋 Ａ 2 1.6 0.7 1.4 1.0 0.5 ○
野 津 幌 川 水 恋 橋 Ｂ 3 2.5 1.2 1.9 1.2 0.7 ○

水　

域

茨
戸
川

創 成 川 北　  　16　　  条　  　橋 Ｂ 3 1.9 0.8 0.6 0.5 <0.5 ○
茨 戸 耕 北 橋 Ｂ 3 3.1 2.9 2.5 1.8 1.4 ○

水
域
新
川

琴似発寒川 西 野 浄 水 場 取 水 口 Ａ 2 1.4 0.9 <0.5 0.6 <0.5 ○
新 川 第 一 新 川 橋 D 8 4.1 2.2 2.2 2.2 1.9 ○

（注）類型とは、河川の利用目的に応じて指定されている区分であり、その類型ごとに環境基準が定められている。 （資料）札幌市環境局



31　　第2章　環境の状況

ｄ　星置川
　星置川は、奥手稲山を源流とし、市域内の滝の沢川などの支
流河川と合流後、小樽市との市界を流下し石狩湾に注いでいま
す。
　また、緑豊かで貴重な生態系を有している山地を流下してお
り、汚濁源も少なく清浄であることから水道水源となっていま
す。
　星置川は、類型の指定がされていませんが、環境基準補助地
点として調査している宮町浄水場取水口での調査結果を本市の
水道水取水河川で指定されているＡ類型の環境基準と比較する
と、良好な水質を維持しています。

年度昭49 19 211610 1374161585552
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図2－30　BODの経年変化（豊平川）

（資料）札幌市環境局

図2－29　札幌市内のBOD（平成21年（2009年）度）
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図2－32　BODの経年変化（茨戸川水域）
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図2－31　BODの経年変化（豊平川支流）
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イ　水質汚濁防止対策
　
ア　工場・事業場等の監視指導
ａ　水質汚濁防止法等の基準
　水質汚濁防止法では、人の健康や生活環境に被害を生じるお
それのある汚水を排出する特定施設を設置する工場・事業場（特
定事業場）に対し、公共用水域への排出水の水質について全国
一律の排水基準が定められています。
　水質汚濁防止法の一律排水基準は、カドミウム、全シアンな
どの健康項目については、全ての特定事業場に適用され、
BODなどの生活環境項目については、１日の排水量が50㎥以
上の特定事業場に適用されます。
　また、知事が必要に応じて定める一律排水基準より厳しい「上
乗せ排水基準」があります。この上乗せ排水基準は、豊平川流
域、茨戸川流域及び新川流域に立地する特定の業種に対し適用
されます。
　さらに、札幌市の「開発行為等における汚水放流の指導要綱」
により、事業場等に対し排水基準を定めるなど厳しい指導を
行っています。
ｂ　届出状況
　水質汚濁防止法に基づく届出事業場数は、平成21年（2009年）
度末現在で78事業場です。
　また、開発行為等における汚水放流の指導要綱に基づく届出
事業場数は、平成21年（2009年）度末現在で106事業場です（表２
－9、10）。
ｃ　監視指導状況
　平成21年（2009年）度は、水質汚濁防止法対象事業場に対して
延べ84件の立入検査を実施し、また、開発行為等における汚水
放流の指導要綱対象事業場に対しても延べ78件の立入検査を実
施しています。
　立入検査の結果は、法の排水基準を超えた特定事業場が延べ
３事業場、要綱の排水基準を超えた事業場が延べ３事業場あり、
これらの排水基準を超えた事業場に対しては、排水処理施設の
適正な維持管理の徹底等を指導し改善させています（表２－９、
10）。
 

イ　鉱山・ゴルフ場農薬の監視指導
ａ　鉱山
⒜　豊羽鉱山
　豊羽鉱山は平成17年（2005年）度末をもって採掘等を休止しま
した。北海道産業保安監督部が鉱害防止等の監視指導を行って
いますが、鉱山からの排出水による河川への影響が懸念される
ため、札幌市においても水道水源の保全を図る観点から、公害
防止協定を締結し、排出水の水質、公害防止設備の改善・管理
等について監視指導を行っています。
　平成21年（2009年）度の監視結果は、全ての項目で協定値の水
質基準に適合していました。
⒝　旧手稲鉱山
　旧手稲鉱山は、昭和46年（1971年）に閉山しました。北海道産
業保安監督部が鉱害防止について行政指導を行っており、本市
においても、鉱害防止に関する協定を締結し、これに基づき定
期的に排出水の水質調査等を行い、監視を行っています。
　平成21年（2009年）度の排出水調査結果は、全ての項目で、協
定に基づく水質基準に適合していました。
ｂ　ゴルフ場農薬
　ゴルフ場で使用される農薬等による周辺環境の汚染を防止す
る観点から、農薬散布による排出水及び河川水への影響を調査
しています。また、ゴルフ場事業者に対し、農薬散布量の削減、
低毒性農薬への転換、排出水の自主検査を指導しています。
　農薬使用量は、本市の指導が始まった平成２年（1990年）当時
から年々減少してきましたが、近年ではほぼ横這い状態で推移
しています（表２－11）。

ウ　公共下水道の整備
　札幌市の下水道普及率は、平成21年（2009年）度末現在で
99.7％に達しており、今後とも公共下水道の整備を進めるとと
もに、処理水等の水質改善も進めていきます（図２－34）。
　河川水質をより改善するため、創成川水再生プラザ（※平成
19年（2007年）度より、「処理場」から「水再生プラザ」に名称
変更。以下、同じ。）、伏古川水再生プラザ及び東部水再生プラ
ザで高度処理を行っています。
　また、整備区域の約60％を占める合流式下水道の処理区では、

年度昭49 19 211610 1374161585552
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図2－33　BODの経年変化（新川水域）

（資料）札幌市環境局

表2－9　水質汚濁防止法対象特定事業場施設立入状況
（平成21年（2009年）度末現在）

規制対象
事業場数

未 規 制
事業場数 合　計 立入件数 基準不適合

事 業 場 数
42(13) 36(12) 78(25) 84 3

（注） （　）内は「開発行為における汚水放流の指導要綱」対象事業場数。
（資料）札幌市環境局

表2－ 10　汚水放流指導要綱届出事業場数及び立入状況
（平成21年（2009年）度末現在）

届出事業場数 立 入 件 数 基準不適合
事 業 場 数

106 78 3
（資料）札幌市環境局
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降雨時や融雪期に河川に放流される汚濁負荷を削減するため、
降雨時初期の特に汚れた未処理下水を一時貯留する雨水貯留施
設の整備を行っており、また、合流式の吐口（河川への放流口）
から流出するきょう雑物（下水中のごみ類）を削減するため、ス
クリーンの設置を行っています。
　現在までに、茨戸、創成川、伏古川の３処理区に雨水貯留施
設を整備し、21か所の吐口にスクリーンを設置しています。創
成川、伏古川の雨水貯留施設は冬季に融雪管としても利用して
います。
　これらの施策に伴い、創成川、伏籠川、茨戸川等へのBOD
の汚濁負荷は軽減され、水再生プラザ下流において水質及び水
環境の改善が図られています。
　また、平成26年度の完成を目指し、豊平川処理区でも貯留管
の建設を行っています。今後とも、合流式下水道の改善につい
ては逐次、他の処理区においても事業を進める予定です。
　なお、創成川水再生プラザの高度処理水の一部を、平成４年
（1992年）度から安春川へ、平成10年（1998年） 度からは、屯田川、
東屯田川および茨戸耕北川へも送水しています。

エ　生活排水対策
　「生活排水」は台所・風呂及び洗濯排水等の「生活雑排水」
と「し尿」に大別されます。下水道の未整備地区では、生活雑
排水は、未処理のまま排出されることが多いため、河川等を汚
濁する可能性があります。
　浄化槽を新設する場合には、生活雑排水とし尿を併せて処理
する合併処理浄化槽を設置しなければなりません。
　合併処理浄化槽を設置すると、河川等に排出されるBOD負
荷量を大幅に削減することが可能になります（表２－12）。

ａ　し尿処理
　札幌市のし尿処理は、人口増加に伴うし尿量増加に対応しな
がら処理施設の整備増強が進められ、昭和41年（1966年）に
100％衛生処理が達成されましたが、その後の下水道の普及に
伴うし尿処理量の減少により、し尿処理場は全て廃止されまし
た。現在は、処理能力100㎥／日（最大150㎥／日）のし尿下水道
投入施設「クリーンセンター」により処理を行っています。
　下水道普及率の上昇に伴い、し尿処理量は今後さらに減少す
る見込みですが、市街化調整区域の未水洗化家屋、工事現場や
イベント会場の仮設便所等から収集されるし尿や浄化槽汚泥に
ついて、今後も処理する必要があります。
ｂ　浄化槽
　下水道計画区域外の地域には水質汚濁防止の観点から合併処
理浄化槽の普及が必要であるため、平成20年（2008年）３月に「札
幌市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理部門）」を策定し、
下水道の計画区域外の生活排水処理対策を行っています。また、
平成５年（1993年）度からは専用住宅を対象に合併処理浄化槽の
設置補助、平成16年（2004年）度から融資あっせん事業を行って
います。
 
オ　水辺環境の保全と活用に関する啓発
　市民が河川に関心を持ち親しむことは、水質保全の大切さを
理解するうえで有意義なことです。
　このため、水生生物観察会などの水辺の活動に対して、環境
教育リーダーの派遣や、調査用品の貸出しを行い支援している
ほか、活動の情報・意見交換の場として水辺の活動発表会を開
催しています。
　今後とも、水辺環境の保全と活用に関する市民意識の啓発に
努めるとともに、人々が水辺とふれあい、親しむことの出来る
地域を広げていく活動を推進していきます。

カ　苦情・通報等
　平成21年（2009年）度に発生した苦情・通報等の件数は、川で

 表2－11　18ホール当たりの平均使用量の経年変化 （単位：㎏）
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

除草剤 8 26 12 6 10
殺虫剤 4 7 5 4 5
殺菌剤 274 316 314 329 301
合　計 287 349 330 340 316

（資料）札幌市環境局

図2－34　BOD環境基準適合率と下水道普及率の推移
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（資料）札幌市環境局

表2－12　浄化槽設置基数及び浄化槽人口の推移（各年度末現在）
年　度 浄化槽基数 浄化槽人口
17 337基 2,128人
18 343基 2,137人
19 348基 2,130人
20 341基 1,168人
21 349基 1,168人

（国勢調査ベース）
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の発泡などによる水質汚濁が27件、油の流出事故が93件ありま
した（表２－13）。
　特定事業場及び油を貯蔵している事業場が油の流出事故を起
こした場合、事業者は、直ちに被害の拡大を防止するとともに、
札幌市に報告することが義務づけられています。
　近年、家庭用ホームタンクや事業場の貯油施設から油が流出
する事故が多発しており、燃料タンクや配管に異常がないかの
点検を促す普及啓発を行っております。
 
ウ　水辺環境の保全と創出

　都市化の進展に伴い、河川水量の減少が進行するとともに、
治水対策としてのコンクリートによる護岸整備などにより、水
辺地の河畔林や生物の種類や数が減少して自然環境が喪失し、
人と自然のつながりが少なくなっていました。
　このため、人が水とふれあい、親しむことのできるよう河川
の水量確保や水質改善を図り、多様な生物の生息に配慮した川
づくりが求められてきており、うるおいと安らぎのある良好な
水辺環境の保全・創出が必要となっています。

ア　多自然川づくり
　河川改修にあたって、良好な水辺空間を円滑かつ積極的に形
成するため、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮ら
しや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生
物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出す
る「多自然川づくり」を進めています。

イ　札幌市河川環境指針
　これからの札幌市の河川環境について、目指す姿や方針、事
業の基本的な進め方を示し、今後の河川事業にその考え方を反
映させていくものとして「札幌市河川環境指針～『自然』・『人』・
『まち』をつなぐ川づくり～」を平成21年３月に策定しました。
川が人々の日常にとけこみ、四季の表情や魚をはじめとした生
き物の姿、そして元気に遊ぶ子どもたちの姿がある、豊かな川
の風景を目指すため、これからの川づくりは、「川を『つくる』
から川と『共に生きる』」を基本とし、「自然」・「人」・「まち」
の関係を考えて、その川にふさわしい関係がつくられるように
します。

ウ　河川愛護運動の推進
　貴重な水と緑の空間としての河川の役割が高まるに従い、河
川と地域の関係を取り戻そうとする気運も高まっています。良

好な河川環境を形成・維持していくためには河川管理者の取組
だけでなく、地域のみなさんの参加が必要です。札幌市では、
多くの市民に河川への関心をもってもらうために、河川環境モ
ニター制度や地域住民との協働による河川清掃活動等を行って
います。また、良好な水辺環境が保全されることを目的として、
平成17年（2005年）度より、河川美化活動の支援を実施していま
す。

エ　水と緑のネットワークの形成

　河川は、都市にうるおいをもたらす重要な要素であり、緑を
つなぐ軸線として貴重な空間となっています。しかしながら、
都市化の進展などにより、水量の減少、湧水の枯渇などが生じ
ています。
　特に、本市の北部地区（中央区、北区、東区）の河川では、水
源を持たないため、平常時に流れが停滞したり、枯渇してしま
うことが多い状況にあります。
　このため、豊平川などの水を導水し、これらの河川に豊かな
水辺環境を創出することにより、水環境の改善を図る「水と緑
のネットワーク事業」を進めています。

オ　地盤環境

　地盤沈下は、主に地下水の過剰な汲み上げが原因となって発
生し、また泥炭地や粘土・シルト層といった軟弱地盤層の圧密
収縮※によっても発生します。沈下は緩慢に進行するもので、
いったん沈下が進行してしまうと回復は困難な公害です。

　※圧密収縮
   　外部からの力によって土粒子の骨格構造が変化して、体積が収縮する現象
であり、地盤沈下の原因となる。

ア　地盤沈下の現状
　札幌市内では、昭和40年代後半から50年代にかけて、泥炭や
粘土・シルト層が分布する低地部を中心に、広い範囲で地盤沈
下が見られました。
　地盤沈下の実態を把握し、地盤沈下対策を行うために、北海
道開発局、北海道立地質研究所、札幌市では地盤沈下及び地下
水位の定点観測を継続して行っています。現状においては、沈
下域・沈下量は減少しており、地下水位は概ね横ばい傾向にあ
ります。

イ　札幌市の地盤沈下に関する調査
　地盤沈下の状況を把握するため、昭和48年（1973年）度から、

表2－13　苦情等の件数の推移
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

油の流出 105 71 100 71 93 
水質汚濁 22 24 30 30 27 
魚のへい死 4 0 1 0 0 
その他 5 13 4 11 6 
合　　　　　　　　　計 136 108 135 112 126 

（資料）札幌市環境局
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水準測量を行っており、平成17年（2005年）度からは、市域を６
分割して、６年間で全市域を調査する方式により水準測量を実
施しています。
　平成21年（2009年）度の水準測量では、北区篠路町福移の水準
点で軟弱地盤の圧密収縮により、年間最大沈下量1.92cmの沈下
が測定されました（表２－14）。
　また、地盤沈下の一因である地下水の揚水について、毎年、
揚水量調査を実施して実態の把握を行っています。
　平成21年（2009年）度の事業場系の年間揚水量は約3,346万㎥
で、平成12年（2000年）度と比較すると約560万㎥減少していま
す（図２－35）。また、揚水事業場の数は、1,534件でした。
　用途別では、主にビルの冷房、雑用水等で使用される建築物
用が全体の約78％を、製造業などで使用される工業用が約22％
を占めています（図２－35）。
　区別では、中央区が全体の約36％を占め、特に、ＪＲ札幌駅
から中島公園にかけての地域に集中しています（図２－36）。さ
らに、地下水の揚水には、事業場によるもの以外に、地下掘削
工事や排水工法等による工事に伴うものがあります。
　平成21年（2009年）度の工事に伴う年間揚水量は約107万㎥で
したが、今後も工事の規模によって揚水量が大きく変化します
（図2－37）。
 
ウ　地盤沈下防止対策
　地盤沈下の主因の１つである地下水の過剰な汲み上げを抑制
するため、昭和63年（1988年）に「札幌市地盤沈下を防止するた
めの地下水節水指導要綱」を定めて、工場・事業場への節水指
導を行ってきました。
　しかし、地下水位が依然として低下傾向にあることなどから、
平成15年（2003年）２月に施行した「札幌市生活環境の確保に関
する条例」において、地下水揚水量の削減と地下水かん養の推
進に向けた取組を次のとおり強化しました。
○　市民・事業者に対し、地下水の節水や雨水の有効利用など
かん養に努めるよう、広く求めています。
○　一定規模以上の地下水揚水施設を設置する事業者に対して

は、事前に届け出ることとし、施設ごとに算出して定められた
地下水採取基準水量の遵守を新たに義務付けています。さらに、
毎月の地下水採取量の測定･記録、年間採取量の報告も義務付

表2－14　水準測量実施状況及び沈下量

観測点数
路線距離

沈　下
地点数

内　　　　　　　　訳
年間最大沈下量、地点1.0

未満
1.0以上
2.0未満

2.0以上
3.0未満

3.0
以上

平成17年度 42
65.4km 36 33 3 － － 1.37cm 注1 北区屯田町

平成18年度 44
65.6km 43 42 1 － － 1.70cm 注2 東区北14条東1丁目

平成19年度 42
70.8km 36 35 0 1 － 2.97cm 注3 北区篠路町福移

平成20年度 51
89.8km 43 34 8 0 1 4.40cm 北区篠路町福移

平成21年度 58
108.9km 21 20 1 0 0 1.92cm 北区篠路町福移

注1　累積沈下量の年平均値（3年間：平成14～17年）
注2　累積沈下量の年平均値（2年間：平成16～18年）
注3　累積沈下量の年平均値（4年間：平成15～19年） （資料）札幌市環境局
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　また、農業用については平成19年（2007年）度に北海道で行っていた統計が廃止さ
れたため、平成19年（2007年）度より対象からはずした。

図2－35　用途別揚水量の推移

（資料）札幌市環境局

図2－36　区別揚水量（平成21年（2009年）度）
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け、規制指導を強化しました。
○　地下掘削工事について、地下水のゆう出を伴う一定規模以
上の工事の施工者に対し、事前の届出と毎月の地下水ゆう出量
の報告を新たに義務付けるとともに、周辺地盤や地下水位等に
影響を与えないような工法の採用など、必要な措置を講じるよ
う求めています。

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　様々な人間活動の影響によって、多様な生物の生息する豊か
な自然環境の破壊が地球全体で急速に進みつつあります。森林
などの自然環境の減少は野生生物の減少を招き、自然生態系に
大きな影響を及ぼしています。
　また、それまで森林に吸収・固定されていた二酸化炭素が大
気中に放出されて地球温暖化を加速する原因となるほか、森林
がもつ水源のかん養や土壌の保全などの機能が損なわれるなど
地球環境に様々な影響を及ぼしています。
　札幌市は、都市における生活行動や産業活動に伴う自然環境
への負荷を低減するとともに、都市を包む自然環境を積極的に
保全することにより、自然生態系が健全に維持され機能するよ
うに努め、自然と共生する都市づくりを進めています。

ア　自然の現状

ア　地形
　地形は、その地域に特徴的な自然景観を示すとともに、地域

の土地の成り立ちを示すものでもあります。
　札幌市とその周辺地域の地形は、大きく山地、丘陵地、台地、
低地の４つに区分することができ、地域内には大小の河川や湖
沼、河川によって形成された渓谷、扇状地、低地に広がる湿原、
日本海に開ける海岸などが見られ、極めて変化に富んでいます。
　南西部に広く分布する山地は古い時代の火山活動で作られた
もので、その大部分が都市を取り囲む貴重な森林地帯となって
います。
　丘陵地は、山地につながって南東部に広がり、これも大部分
が森林となっています。
　台地は南東部から東部にかけて広がっています。この台地は、
主に火山噴出物によって形成されたものです。
　低地は石狩川とその支流を中心とする地帯に広がっていま
す。低地部はさらに低地、扇状地、砂丘地に分けることができ、
札幌市の中心部は、豊平川が作った扇状地上に発展して来まし
た（図２－38）。

イ　地質
　札幌市域で最も古い地層は、中生代三畳紀からジュラ紀（１億

【基本目標】
○ 　自然環境の現状や特性、動向の把握・評価を行い、保全及び活用すべき地域の区分などによる位置づけを明確にして、自
然性の高い森林を将来にわたって保全するための施策を計画的に推進します。
○ 　市街地近郊の森林などを、市民が自然とふれあう場としての活用を図り、市民・企業・行政の参加と協働による身近な自
然環境の保全と育成のための活動を推進します。
○ 　自然性の高い森林を保全し、野生生物の生息・生育環境の保全を図るとともに、野生生物の現状の把握と評価に基づく適
切な保護や育成を推進します。

図2－37　市内の工事による揚水量の推移
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（資料）札幌市環境局

5　 豊かな自然環境に包まれた都市の実現
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数千万年前）の薄別層と呼ばれる地層で、豊平川支流の薄別川
下流付近で地表近くに見ることができ、これが札幌の基盤を形
成する地層となっています。
　南西部の山地には、新生代新第三紀から第四紀更新世始め
（2400万年前～170万年前）の地層の分布が見られます。この地
層は、主に火山岩や火山砕せつ岩からなり、南西部山地が活発
な火山活動を経て形成されたことを示しています。
　台地や扇状地、低地には第四紀の地層が広く分布しています。
南東部の台地は、約４万年前の支笏カルデラ形成に伴う大量の
支笏軽石流が流下して形成されました。南区石山などに見られ
る札幌軟石（凝結凝灰岩）は、この時の高温の火砕流堆積物が固
結してできたものです。
　豊平川扇状地、発寒川扇状地などの扇状地群と石狩沖積平野
は、最終氷期が終わる約１万年前から並行して形成されました。
扇状地の地質は砂や小石、粘土からなる安定した地盤で、豊富
な地下水に恵まれています。その北方の低地では、気候の変化
による海進と海退で形成された砂丘地や、湿地植物の遺体が堆
積してできた泥炭地が広く分布しています。

ウ　気候
　札幌市の気候は、日本海型気候に属し、夏季は一般にさわや
かで、冬季は積雪寒冷を特徴としており、鮮明な四季の移り変
わりが見られます（図２－39）。
　札幌市と緯度をほぼ同じにする姉妹・友好都市の気候の概要
を表２－15に示します。
　札幌市は、諸外国の北方都市と比べ、降雪量が多く、札幌市
のひと冬の降雪量は５ｍ前後にもなり、人口190万人を超える
都市の中では世界的にもまれにみる雪の多い都市です（図２－
40）。
 
エ　森林・緑地
　札幌市の森林面積の割合は60％以上と市域の非常に大きな部
分を占め、その大部分が山地部に集中しています。

　札幌市とその周辺地域の平地部では石狩湾に沿った防風林や
北海道大学のキャンパス、野幌森林公園等、いくつかの拠点的
な緑地がありますが、連続性やまとまりに欠け、山地部に偏在
した分布となっています。
　札幌市の市街地（市街化区域）に限ってみると、樹林地の割合
は8.2％、草地は7.6％、農地は2.3％と緑被率は18.1％にすぎず、
市街地の緑が少ないことが分かります（図２－41）。
　また、森林面積の推移は図２－42のとおりです。
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図2－38　地形骨格図

図2－39　札幌市の月別平均気温・降水量（平成21年（2009年））
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表2－15　姉妹・友好都市の概要

項目 緯度 経度
平均気温（℃） 人口（万人）

（※注） 面積（㎢）
１月 ７月

ポートランド市 45゜31'N 122゜40'W 4.3 20.1 55.0 347
ミュンヘン市 48゜08'N  11゜34'E -1.7 17.5 135.1 310
瀋　 陽　 市 41゜48'N 123゜25'E -11.4 24.6 720.0 12,980
ノボシビルスク市 54゜57'N   83゜06'E -19.0 19.0 139.2 500
札　 幌　 市 43゜03'N 141゜21'E -1.3 19.7 190.4 1,121

注：札幌市は2009年10月現在、ミュンヘン市は2007年現在、ポートランド
は2007年推計値、瀋陽市は2007年現在、ノボシビルスク市は2007年現在

（資料）札幌市政概要平成21年度版、気象庁
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オ　植物
ａ　植生
　札幌市周辺の現存植生の内訳は図２－43のように報告されて
います。
　札幌市とその周辺地域の平地部は冷温帯（ミズナラ－ブナク
ラス域）に属し、エゾイタヤやシナノキを代表とする落葉広葉
樹林によって特徴づけられます。
　山地部では標高が高まるにつれてエゾマツやトドマツ等の常

緑針葉樹が多くなり亜高山帯へと移行します。
　南西部に広く分布する亜高山帯の自然林は地域の面積のほぼ
４分の１を占め、地域の水源として重要な役割を果たしている
ほか、動物の生息地としても大切な地域となっています。
　南西部の余市山系の稜線部の一部には面積は極めて限られて
いますが、ハイマツ等の分布する高山系の植生も見られます。
平地部へと続く山地部には、落葉広葉樹林の自然林が残ってい
ます。これらの自然林は、地域の自然風土を色濃く残しており、
いわゆる郷土の森として重要な役割を担っています。
　石狩川水系流域の平野部や扇状地、野幌・島松に代表される
丘陵地の多くは耕作地や宅地としての土地利用が進んでいるた
め、旧来の自然の姿はなく、特に石狩平野の泥炭地植生は、そ
の姿をほとんど消しています。
ｂ　自然植生の割合
　札幌市の自然植生（原植生）の割合は、全国水準に比べると非
常に高い状況にあり、北海道全体に比べても高いと報告されて
います（図２－44）。
　しかし、札幌市全体では自然植生の割合は高いものの、各区
毎にみてみるとその違いが顕著です。図２－44に示すとおり、
平地部に位置する北区、東区、白石区、厚別区にはほとんど自
然の植生が残っていないのに対して、南区と西区では高い割合
で残っており、自然性の高い地域は南西部の山地に偏っている
ことが分かります。
ｃ　植物種
　札幌市とその周辺地域の植物の分布は、各種文献によると
1,365種の高等植物（維管束植物）が報告されています（図２－
45）。
　これは、道内に生育している植物種の約62％、全国の植物種
の約23％を占めており、植物種は非常に豊富であると言えます。
　この理由として、この地域が冷温帯と亜高山帯の移行部分に
位置しており、南方系と北方系の植物が混在しているためと考
えられます。
ｄ　着目される植物群落
　札幌市とその周辺地域に分布している各種の植生の中で、特
に着目されるものとして14件の植物群落が報告されています
（図２－46）。

図2－40　札幌の降雪量と積雪量

（資料）気象庁
（注）降雪量は、前年10月から当年5月までの数値
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図2－41　札幌市の市街化区域の緑被率（平成19年（2007年）度）

緑
被
率
（
％
）

30 

20 

10 

0 

農地率 
草地率 
樹林率 

中
央
区

北
区

東
区

白
石
区

厚
別
区

豊
平
区

清
田
区

南
区

西
区

手
稲
区

全
市

（資料）札幌市域緑被現況等調査（札幌市みどりの推進部）

図2－42　札幌市の森林面積
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図2－43　札幌市周辺の現存植生
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　これらは、主に原生林やそれに近い自然林、南限や北限など
植生分布限界となる群落や個体群、特殊な立地に生育するもの、
郷土景観を代表するもの、貴重種などです。

カ　動物
　札幌市とその周辺地域の動物の生息状況は、各種文献による
と図２－47の動物種が報告されています。南西部の山地には自
然性の高い地域が多くあり、各種動物の良好な生息域と考えら
れることから、大都市近郊にもかかわらず、動物種が豊富な地
域と考えられます。
ａ　ほ乳類
　７目12科40種が札幌市周辺で確認されています。これは、北
海道内で確認されているほ乳類の約67％にあたります。
ｂ　鳥類
　札幌市周辺では北海道内で確認されている鳥類405種のうち、
約68％の18目47科275種が報告されています。
　北海道では、南方系の鳥の北限や北方系の鳥の南限にあたる
鳥も多く、また、渡りのコースにもなっており、鳥類が豊富で
す。札幌市周辺は、北海道南西部の特徴を示し、天然記念物の
クマゲラが市街地近郊で営巣していたり、同じく天然記念物の
マガンやヒシクイの渡りのコースになっています。

ｃ　は虫類
　北海道は気候等の理由から全国的にはは虫類の少ない地域で
す。札幌市周辺では北海道で確認されている11種のうち２目５
科８種が報告されています。
ｄ　両生類
　は虫類と同じく北海道は両生類の少ない地域です。札幌市周
辺では北海道で確認されている種のうち、釧路湿原など特定の
地域でしか確認されていないキタサンショウウオと移入種で道
南地方で確認されるウシガエルを除く２目３科６種が報告され
ています。

図2－44　札幌市の自然植生

（注１）植生自然度９、10の割合。
（注２）清田区は豊平区に含まれる。
（資料）第２・３回自然環境保全基礎調査・植生調査（環境庁）
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図2－45　札幌市周辺の植物
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（資料）植物目録1987（環境庁、昭和63年）
　　　　北海道高等植物目録（たくぎん総合研究所、昭和60年～平成６年）ほか

図2－46　札幌市周辺の特定植物群落位置図

（資料）第3回自然環境保全基礎調査・自然環境情報図（北海道　胆振・石狩・空知）（環境庁）

番号 群　落　名 番号 群　落　名
1 　支笏地方ササ群落 8 　定山渓天狗岳植物群落
2 　札幌月寒羊ヶ丘自然林 9 　余市岳高山植物群落
3 　野幌自然休養林 10 　無意根山大蛇ヶ原湿原植生
4 　札幌藻岩山天然林 11 　空沼岳万計沼針葉樹林
5 　札幌円山天然林 12 　輪厚付近コナラ林
6 　石狩海岸砂丘林 13 　島松～千歳市コナラ・ミズナラ林
7 　手稲星置の滝自然林 14 　支笏湖畔自然林

図2－47　札幌市周辺の動物
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　　　　生態学からみた北海道（東正剛、北海道大学図書刊行会、平成５年）ほか
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ｅ　淡水魚類
　札幌市とその周辺地域からは９目14科46種が報告されていま
す。これは全国の15％ですが、北海道内で報告されている淡水
魚類71種のうち、約65％にあたります。
ｆ　昆虫類
　札幌市とその周辺地域からは16目257科2,902種が報告されて
います。これは、北海道内で報告されている昆虫類の約30％に
あたります。
　札幌市とその周辺地域は山地から平野部、海浜、河川や湖沼
まで多様な生息環境が存在し、また、寒地系と温帯系の昆虫類
が混在しています。
　なお、（オ）植物（カ）動物は平成８年（1996年）及び平成９年
（1997年）札幌市環境基本計画策定基礎調査によります。

イ　自然環境の保全

　貴重な自然を将来にわたって保全するため、各種の法律や条
例などに基づく保護地域制度の活用などを推進するとともに、
市民が自然とふれあう場づくりを進めています。

ア　保護地域制度
ａ　国立公園・道立公園
　自然公園法に基づき、優れた自然の景勝地を保護し、その利
用の増進を図るために指定されるもので、市内では南西部の一

部が支笏洞爺国立公園に、また、北海道立自然公園条例に基づ
き、厚別区の一部が道立野幌森林公園に指定されています。
ｂ　環境緑地保護地区
　北海道自然環境等保全条例に基づき、市街地及びその周辺地
の環境緑地として維持することが必要な樹林地や水辺地、良好
な自然景観地、学術的に重要な動植物の生息地等の保護のため
に指定されているもので、市内では環境緑地保護地区12カ所、
自然景観保護地区６カ所、学術自然保護地区１カ所が指定され
ています。
ｃ　天然記念物
　登山などで札幌市民になじみ深い藻岩山と円山は、文化財保
護法に基づき、国の天然記念物に指定されています。都心近く
に、このような原始林が残されているのはとても珍しく、今後
とも大切に守り伝えていかなければなりません。
ｄ　鳥獣保護区
　野生鳥獣の保護繁殖を図るため、森林性鳥獣の生息地、都市
の生活環境改善のため野鳥などを誘致する地域等が設定されて
おり、市内では９カ所が鳥獣保護区に指定されています（図２
－48、表２－16）。
 
イ　自然とのふれあい
ａ　都市環境林
　市街地の背後に位置する山並みの緑については、街の中から
望見できる身近な郷土風景であり、積極的に保全を図るため、

図2－48　鳥獣保護区の位置図

この地図は建設省国土地理院発行の二十万分の一地勢図を縮図使用しました。
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相続・転売等により特に保全上支障をきたす場合には、計画的
に公有化しています。平成21年（2009年）度末までに、38地区
1692.5ha の都市環境林のうち、31地区、449.4haを公有化しま
した。
　これらの都市環境林のうち、大正２年（1913年）からの歴史が
あり、札幌市の発展とともに歩んできた西山造林地（現在の白
旗山都市環境林）では、保育等維持管理を続けながら、森林資
源の培養を図り、多目的でかつ公益的な森林機能の発揮に努め
るとともに、森林レクリエーションや自然環境学習等の場とし
て開放するなどの整備を行っています。
⒜　ふれあいの森（白旗山都市環境林内約120ha）
　自然とのふれあいや木工作・陶芸等を通じて森林の理解を深
める場として利用できます。
⒝　自然観察の森（白旗山都市環境林内約85ha）
　森林浴や動植物の生態観察など自然の中でレクリエーション
や学習の場として利用できます。
⒞　有明の滝自然探勝の森（有明の滝都市環境林内約83ha）
　白旗山都市環境林と国営滝野すずらん丘陵公園とを結ぶ位置
にあり、良好な広葉樹林や滝を巡る林間探勝路として利用でき

ます。
ｂ　市民の森
　都市近郊の民有林について、所有者から森林を借り、散策路
など最小限の整備を行うことにより自然とのふれあいの場を提
供し、併せて所有者に森林整備を奨励して良好な都市近郊の緑
の育成を図っています。平成21年（2009年）度末までに６カ所
420.9haが指定されています（表２－17）。
c　自然歩道
　札幌市では、市街地周辺の自然環境に恵まれた森林に、自然
とのふれあい、レクリエーション、健康増進などのために、老
若男女を問わず体力に応じて利用できる８ルート、総距離75.0
㎞を設定しています。（表２－18）。
d　豊平川さけ科学館
　札幌市の母なる川である豊平川のサケ回帰事業を通じて、広
く生物や自然環境に関する知識の普及啓発を目的として、昭和
59年（1984年）に開館しました。サケのふ化と成長過程を観察す
ることができるほか、自然環境の保全に関する資料などを展示
しています。

表2－16　鳥獣保護区の設定状況

区　　　分 名　　　称 指定面積（ｈａ）
森 林 鳥 獣 生 息 地 ① 定 　 　 山 　 　 渓 1,654

② 円 山 ・ 藻 岩 335
③ 羊 ヶ 丘 白 旗 山 2,337
④ 手　　　　　　　　稲 2,218
⑤ 野　　　　　　　　幌 2,048

身 近 な 鳥 獣 生 息 地 ⑥ 真 駒 内 緑 ヶ 丘 143
⑦ 藤 　 　 の 　 　 沢 7
⑧ 北 　 大 　 簾 　 舞 32
⑨ 北 大 一 の 沢 62

（資料）札幌市みどりの推進部

表2－17　市民の森の指定状況

名　　称 所在地 面積（ｈａ） 指定年月日
盤渓市民の森 中央区盤渓447－１他 88.2 平元．6．27他
白川市民の森 南区白川1814－１他 133.7 平3．8．1
南沢市民の森 南区南沢1885－１他 22.0 平5．6．1
豊滝市民の森 南区豊滝195－１他 64.0 平7．3．1他
西野市民の森 西区西野1006－7のうち他 60.8 平9．12．1他
手稲本町市民の森 手稲区手稲本町593－８のうち他 52.2 平13．10．1他

計６ヶ所 420.9
（資料）札幌市みどりの推進部

表2－18　自然歩道のルートと距離
ルート 距離（㎞）

円山ルート 2.7
藻岩山ルート 12.5
三角山～盤渓ルート 4.6
中の沢～小林峠・源八沢ルート 14.9
西岡～真栄・有明ルート 16.4
西岡レクの森ルート 4.5
平和の滝～手稲山ルート 5.5
手稲山北尾根ルート 13.9

計 75.0
（資料）札幌市みどりの推進部
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　札幌の市街地はかつて、周囲の森を貫いて流れる大小の河川
や樹林地が数多く存在し、様々な生物の生息・生育地となって
いました。こうした身近な自然は、日常生活や余暇活動など様々
な場面で人々にうるおいと安らぎをもたらしていました。
　しかし、都市化の進展により身近な自然は徐々に姿を消し、
さらに残った自然についても人の手が加えられて本来の姿を失
いつつあり、自然が醸し出すうるおいや安らぎの恩恵を享受す
ることが困難になっています。
　このため、市街地をとりまく豊かな自然とのつながりに配慮
して、市街地の緑や水辺環境の保全・回復などによる水と緑の
ネットワークの形成などを行い、うるおいと安らぎのある都市
づくりを推進します。

ア　市街地の緑の保全と創出

　札幌は、市域の60％以上を森林が占めていますが、その大部
分が南西部の山地に集中し、平地部では北海道大学構内や野幌
森林公園などいくつかの拠点的な緑はあるものの、連続性やま
とまりに欠けており、緑の偏在した都市となっています。
　市街化区域に限ってみると緑被率は約18％で、市街地の緑は
少ない現状にあり、行政区別では山地部を多く持つ区では高く、
平地部が多い区では低くなっており、自然性の高い地域も山地
部に偏っています。
　一方、札幌の公園緑地の整備が着実に進められ、市民１人あ
たりの都市公園面積が示すように量的には国内でも比較的高い
水準に達しています（図２－49）。
 　今後は、引き続き公園緑地の整備を推進するとともに、市

街地に残された緑を保全し、まとまりのある緑地の創出や地域
の緑化活動などにより、市街地における緑の回復を図り、市街
地と森林地域とのつながりに配慮した緑のネットワークを形成
していくことが課題となります。
　札幌市では平成11年（1999年）６月に、これからの新しい時代
に向けた、環境保全、防災、景観形成、レクリエーションといっ
た緑がもつ様々な機能を十分に発揮させながら、次代の札幌の
緑を保全・創出していくための指針となる「札幌市緑の基本計
画」を改定しました。

【基本目標】
○ 　市民が自然と身近にふれあうことのできる緑と水辺環境の保全と創出、野生生物の生息・生育が可能な空間の確保を図る
とともに、それらを総合した取組による水と緑のネットワークの形成を推進します。
○ 　多様な機能を複合・集積する土地利用の更新などによって公共的な空地を計画的に確保し、緑地空間や交流空間などとし
て利用するとともに、冬は堆雪空間として活用できるようなゆとりある都市空間形成を推進します。
○ 　地域の歴史や固有の風土に根ざした都市の形成を推進するとともに、地域固有の風土や文化を将来にわたって保存・活用
していくための取組を推進します。

【定量目標】
○ 　平成29年（2017年）度における市民1人あたりの公園緑地面積を40㎡にすることを目標とします。当面は平成22年（2010年）
度に28㎡にすることを目標とします。
○ 　多自然川づくりの整備延長を、当面平成22年（2010年）度に5.5㎞とすることを目標とします。平成22年（2010年）度以降の
目標については、達成状況に基づき新たに設定します。（再掲）
○ 　市民との協働等による植樹本数を、当面平成22年（2010年）度まで毎年70,000本とすることを目標とします。平成22年（2010
年）度以降の目標については、達成状況に基づき新たに設定します。
○ 　身近なみどりの満足度を、当面平成22年（2010年）度に50％とすることを目標とします。平成22年（2010年）年度以降の目標
については、達成状況に基づき新たに設定します。

図2－49　主要都市1人当たりの都市公園面積
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（資料）都道府県別1人当たり都市公園等整備現況（平成22年（2010年）3月31日現在）

6　 うるおいと安らぎのある都市の実現
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　この計画では、市民と手を携えながら豊かな自然と調和した
札幌のまちづくりを進めていくことを理念としており、「市民
参加でみどりを育てよう」、「いまあるみどりを次代に残そう」、
「身近なみどりを増やそう」の３つの基本方針と、それらに基
づく７つの柱と26の推進プログラムを掲げています（図２－
50）。

ア　市街地の緑の保全
ａ　特別緑地保全地区
　都市緑地法に基づき、街の中の良好な自然環境を形成する緑
を保全することを目的として、都市景観上・環境保全上、ある
いは歴史的・文化的観点から保全する必要性がある樹林地等が
指定されるもので、平成21年（2009年）度末で23地区48.2haが指
定されています（表２－19）。
ｂ　保存樹等
　都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律及
び札幌市緑の保全と創出に関する条例に基づき、由緒ある大木
等、街の中の美観風致を維持するために保護する必要のある樹
木、樹林地について指定するもので、平成21年（2009年）度末で
35カ所、63本、122,255㎡が指定されています。
ｃ　風致地区
　都市計画法に基づき、都市における良好な自然的環境の維持
を目的として指定された地区で、平成21年（2009年）度末で12地
区、3,597.2haが指定されています。札幌市緑の保全と創出に関
する条例により、地区内での建築や宅地造成、樹木の伐採等の
行為を規制しています（表２－20）。
    

イ　公園・緑地
　札幌市の都市公園は、平成３年（1991年）に全国に先がけて
2,000カ所を超えました。平成21年（2009年）度末の数は2,662カ
所で、これに里塚霊園や野幌森林公園など都市公園に準ずるも
のを加えた公園・緑地の数は、2,779カ所になります。総面積
は5,386.8haで、市民１人当たりでは、28.5㎡に相当します（図
２－51）。
　公園整備にあたっては、区ごとの整備水準を考慮しながら、
札幌の風土特性を生かし、地域の個性や利用者の年齢に応じた
特色ある公園づくりを体系的に進めています。

ウ　道路緑化
　緑豊かで潤いのある街づくりに街路樹は欠かせません。市内
の街路樹の総本数は、平成21年（2009年）度末で72万5,753本、
市民100人当たりで38.1本となっています。樹種別（高木）では
ナナカマドが３万5,432本と最も多く、以下イチョウ、ニセア
カシアの順となっています。街路樹本数と植栽道路延長の推移
は図２－52のとおりです。
　街路樹は、歩道幅3.5ｍ以上の道路に植栽を進めていますが、
四季を通じて緑のある道路景観を目指し、常緑樹を取り入れた
植栽や沿道へのます花壇の設置、道路の緑地帯を美しい花で飾
るフラワーロードの造成など、地域の特色を生かした道路緑化
を推進しています。

エ　市民との協働による緑づくり
　緑豊かな街づくりは、行政の力だけではなく、市民、企業、
行政が一体となって、緑を守り育て、さらに緑豊かな美しい街

図2－50　札幌市緑の基本計画の体系図
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❶みどりを介した市民活動の推進と支援
❷みどりに関する多様な情報の発信
❸市民活動を支える拠点施設の整備

柱その1
市民活動を応援する

❹みどりに親しむ機会や場の充実
❺身近な自然情報の収集と発信
❻家庭や学校、地域における自然教育の普及や展開

柱その2
みどりを学び広める

❼みどりに関わる基金の運用
❽みどりに関わる定期的な基礎調査の実施
❾緑の基本計画市民モニター

柱その3
みどりづくりの基礎を整える

10みどりにつつまれた美しい風景の保全
11街から見える山並みの保全
12開発に伴うみどりの減少の抑制
13街中や農地のみどりの保全
14市民参加によるみどりの保全活用

柱その4
いまあるみどりを守る

15新たなみどりのシンボルづくり
16効果的な建築物緑化の推進
17都心部緑化の推進
18重点的に緑化を推進する地区の指定
19みどりのリサイクルの推進

柱その5
みどりを感じる街並みをつくる

20環状グリーンベルト構想の推進
21道路緑化の推進
22自然性豊かな河川をいかしたみどりの連続化

柱その6
みどりをつなぐ

23公園緑地の配置方針
24公園緑地の種別配置計画
25市民に親しまれる公園緑化をめざして
26利用者とともに育っていく公園緑地をめざして

柱その7
魅力ある公園を増やす

計画の理念 計画の基本方針 7つの柱と26の推進プログラム

▲
▲

▲

▲
▲

▲

（資料）札幌市みどりの推進部
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づくりを進めています。
ａ　緑保全創出地域の現状変更行為等の規制
　敷地面積が1,000㎡以上で建築物の建築や土地の形質の変更
行為等を行う場合に一定の緑化の確保を図り、緑豊かな都市環
境を保全及び創出することを求めています。
ｂ　緑化推進地区
　住民組織と札幌市の協働で地域の緑化水準の向上を図るた
め、集中的に緑化を進める地区を指定しています。
　平成21年（2009年）度末までの指定地区は４地区862haです
（表２－21）。
ｃ　緑の協定制度
　緑の街並みをつくるため、町内会等と札幌市が地域の緑化に

ついての協定を結び、苗木の助成等を行っています。平成21年
（2009年）度末までの協定締結の実績は41団体、区域面積
3,858.3ha、植栽本数155,178本です。
ｄ　市民植樹祭
　森づくりに関心のある市民の参加により市民植樹祭や札幌水
源の森づくりを行っています。
ｅ　記念樹プレゼント
　新築や結婚、出産などの家庭内の慶事を記念して、毎年春と
秋に１慶事につき１本の記念樹をプレゼントしています。［㈶
札幌市公園緑化協会が実施］
ｆ　さっぽろタウンガーデナー
　花や緑に関するボランティア活動を行う市民を公募して登録

表2－19　特別緑地保全地区の指定状況 （平成21年（2009年）度末）
名　　　　　　称 面積（ｈａ） 場　　　　　　　　　　　　所

東月寒特別緑地保全地区
月寒東特別緑地保全地区
天神山特別緑地保全地区
平岸特別緑地保全地区
清田特別緑地保全地区
清田第二特別緑地保全地区
清田真栄特別緑地保全地区

北野坂の上特別緑地保全地区
真栄特別緑地保全地区
三里塚特別緑地保全地区
柏ヶ丘特別緑地保全地区
柏ヶ丘第二特別緑地保全地区
真駒内桜山特別緑地保全地区
澄川特別緑地保全地区
澄川南特別緑地保全地区
中の沢特別緑地保全地区
八垂別特別緑地保全地区
発寒特別緑地保全地区
西野特別緑地保全地区
手稲富丘特別緑地保全地区
上野幌特別緑地保全地区
常盤特別緑地保全地区
円山西町特別緑地保全地区

0.3 
1.0 
0.9 
0.5 
2.2 
1.1 
4.6 

0.6 
1.3 
6.2 
3.6 
4.6 
0.6 
0.5 
0.8 
0.3 
8.4 
0.5 
1.0 
1.2 
7.3 
0.4 
0.3 

豊平区月寒東４条18丁目
豊平区月寒東４条19丁目
豊平区平岸２条18丁目
豊平区平岸６条10丁目
清田区清田
清田区清田１条３丁目
清田区清田４条４丁目、５条４丁目、６条４丁目、９条３丁目、
真栄４条１丁目、６条１丁目
清田区北野３条５丁目
清田区真栄５条５丁目、美しが丘５条５丁目
清田区里塚３条７丁目、里塚緑ケ丘12丁目
南区真駒内柏丘９丁目
南区真駒内柏丘12丁目
南区真駒内東町１丁目
南区澄川４条７丁目
南区澄川６条11丁目
南区川沿２条６丁目
南区南沢１条１丁目、南沢及び川沿町
西区発寒６条９丁目
西区西野11条８丁目
手稲区富丘４条５丁目
厚別区厚別町上野幌
南区常盤３条２丁目及び真駒内
中央区西山西町２丁目

計23地区 48.2

（資料）札幌市みどりの推進部

図2－51　公園緑地整備水準の推移

（注）各年度末現在
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図2－52　街路樹本数・植栽道路延長の推移（各年度末現在）

（注）街路樹本数及び植栽道路延長は、国道を除く。

80

60

40

20

0

2000

1500

1000

500

0
昭
61
62 63平

元
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2120

年
街路樹本数

街
路
樹
本
数（
万
本
）

植
栽
道
路
延
長（
km
）

植栽道路延長

（資料）札幌市みどりの推進部



45　　第2章　環境の状況

する制度で、個人や団体の情報共有やネットワークづくりを支
援し、札幌市のみどり豊かなまちづくりを推進しています。
ｇ　一家庭一植樹運動推進事業
　家庭での植樹の推進のため、地域や緑化行事参加者等を対象
に、家庭で植える苗木等の支援を行っています。
ｈ　マイタウン・マイフラワープラン事業
　歩道美化等における花苗を市民が種から育てる活動の支援を
行っています。
ｉ　コミュニティガーデンプラン
　地域による未利用公有地などでの花壇づくりに取り組み、地
域の美化やコミュニティの醸成を目指しています。
ｊ　札幌市緑化植物園
　札幌市では、市民の庭づくりや園芸の普及振興を目的に、昭
和54年（1979年）にオープンした豊平公園内の緑のセンターをは
じめ、平岡樹芸センター、百合が原緑のセンターを開設してい
ます。
　定期的に開催される講習会や展示会には季節を問わず多くの
市民が訪れるとともに、園芸相談は、年間５万件近くを数える
ほどで、市民の園芸への関心の高さがうかがえます。
　また、ユニークな制度として豊平公園緑のセンターでは、家
庭で不要な樹木などを希望者に斡旋するグリーンデータバンク
を実施しています。
　各施設の概要は、以下のとおりです。
⒜豊平公園緑のセンター（7.4ha）
　・緑の相談所  緑の相談コーナー、講義室（60人収容）、別館

講義室（70人収容）、ガラス展示温室、みどり
の図書コーナー

　・見本園  針葉樹見本園、庭園、樹木園、生け垣、花木
園、野草園、池

　・管理温室　　239㎡

⒝平岡樹芸センター（2.9ha）
　・庭木相談所  相談コーナー、講義室（60人収容）、展示室、

図書コーナー
　・見本園  日本庭園、刈り込み物広場、ロックガーデン、

寄付樹木保存園
　・芝生広場、苗畑
⒞百合が原緑のセンター（25.4ha）
　・温室  （無料スペース）事務室、休憩ホール、図書コー

ナー、緑の相談コーナー、花の売店
   （有料コーナー）大温室（ツバキ、ミモザ、プ

ロテアなどを主体とした屋内ガーデン）、中
温室（鉢物展示、展示会開催などのフロア）、
小温室（鉢物展示、各種講習会など開催フロ
ア）

　・見本園  ロックガーデン（約600種類の高山植物・野草
など）、ローズウォーク（オールドローズ、イ
ングリッシュローズ）、ライラックコレクショ
ン、ボーダーガーデンなど

　・管理温室 560㎡
 
イ　都市景観の形成

　美しい札幌を実現するためには、市民、事業者及び市が協力
し、豊かな自然、歴史や文化などを大切にしながら、創意と工
夫により景観形成に取り組むことが重要です。
　このため、平成９年（1997年）「札幌市都市景観基本計画」を
策定するとともに、平成10年（1998年）「札幌市都市景観条例」
を定め、様々な都市景観施策を実施してきました。
　しかし、法的根拠をもたない自主条例による景観誘導の限界
が全国的にも指摘されるようになり、平成16年（2004年）景観法
が施行され、より実効性のある規制誘導が可能になりました。

表2－20　風致地区の指定状況 （平成21年（2009年）度末）

名　　　称 面積（ｈａ） 場　　　　　　　所
大通風致地区
豊平川風致地区
天神山風致地区
藻岩山風致地区

北海道神宮風致地区

発寒川風致地区
新川通風致地区
創成川上風致地区
創成川下風致地区
東月寒向ケ丘風致地区

羊ケ丘風致地区
ポプラ通風致地区

34.8
328.8
18.6
959.4

880.0

46.1
46.8
12.4
46.0
129.3

1,067.5
27.5

中央区大通西13丁目～大通東6丁目、南1条東1～7丁目
東区・白石区豊平川雁来大橋北側～南区藻岩上の橋南側
豊平区平岸1条18･19丁目、平岸2条16～18丁目他
南区藻岩下、藻岩山、中央区界川、旭ケ丘、双子山、円山
西町、伏見、南9条西23丁目他
中央区双子山、円山西町、宮ケ丘、宮の森、円山、西区山
の手、小別沢他
西区山の手7条6丁目～新川合流点
西区八軒10条東4丁目、北区北24条西14丁目～発寒川合流点
中央区南6条西1丁目･東1丁目～北2条西1丁目･東1丁目
北区太平2条3丁目、屯田3条1丁目～伏篭川合流点
豊平区月寒東1･2条12～14丁目、月寒東3条11･15丁目、
月寒東4条15丁目、月寒東5条13～15丁目
豊平区羊ケ丘
北区新琴似12条1～13丁目、屯田1条1･2丁目、屯田2
条3～5丁目、屯田3条6～8丁目、屯田4条9丁目

計12地区 3,597.2
（資料）札幌市みどりの推進部

表2－21　 緑化推進地区の指定状況
（平成21年（2009年）度末）

緑化推進地区 面積（ｈａ）
東区伏古緑化推進地区
（昭和60年5月指定） 120

北区新川緑化推進地区
（平成2年5月指定） 145

西区発寒北緑化推進地区
（平成6年6月指定） 247

東区札苗緑化推進地区
（平成10年4月指定） 350

計 862
（資料）札幌市みどりの推進部
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　そこで札幌市では、平成19年（2007年）12月に景観法に基づく
「札幌市景観計画」を策定し、一定のルールを定めると同時に、
「札幌市都市景観条例」を全面的に改正し、平成20年（2008年）
４月から、次にかかげる景観施策を展開しております。　

ア　景観法に基づく届出制度
　地域の景観形成に大きな影響を与える大規模な建築物等につ
いて、植栽などによる外構の配慮や「札幌の景観色70色」によ
る色彩基準など、デザインのルール（行為の制限）を定め、届出
を義務付け、周辺と調和した景観形成を図っています。
　また、市内の特に良好な景観を形成する必要がある区域を「景
観計画重点区域」として指定し、区域ごとに行為の制限を定め、
地域特性に応じた都市景観の形成を図っています。現在、「大
通地区」、「札幌駅前通北街区地区」、「札幌駅南口地区」、「札幌
駅北口地区」の４地区が指定されています。

イ　景観重要建造物等の指定
　地域の歴史や文化を物語る建造物や樹木は、個性豊かな景観
形成に欠かせない大切な景観資源です。これらの資源をまちづ
くりに活かすため指定を行い、保存と活用を図っていきます（平
成21年（2009年）度現在29件指定）。

ウ　景観に関する普及啓発
　・都市景観に関する市民や事業者の意識の高揚を図ることを
目的に、優れた都市景観の形成に寄与した建造物等を表彰
する「都市景観賞」を隔年で実施してきました。

　・市民や事業者による景観づくりの取組を支援するため、
「都市景観アドバイザー」を設置し、専門的な立場から助言、
指導を行っています。

 
ウ　文化財の保存と活用

　札幌には、先人が残してくれた貴重な文化財が多数あり、札
幌の歴史と文化を理解する上で欠かすことのできないもので
す。
　札幌の街にうるおいや安らぎを与え、歴史を思い起こさせて
くれる文化財は市民共有の財産であり、その保存と活用を図る
ことは、将来の札幌の文化の発展のために、また、先人が築い
てきた札幌の歴史的環境を良好な状態で伝えるためにも、とて
も重要なことです。

ア　指定文化財
　現在、市内には、国指定文化財15件（本市所有４件）、道指定
３件（同２件）、市指定10件（同８件）の計28件（同14件）の指定文
化財があります（表２－22）。
　札幌市所有の文化財14件については一般公開するとともに、
施設等の維持管理、修復等を行っています。
　また、伝統芸能である丘珠獅子舞やアイヌ民族のアシリ
チェップノミ（新しい鮭を迎える儀式）の保存伝承を図るため、
実施団体への助成を行っています。

イ　埋蔵文化財
　埋蔵文化財とは、地中に埋もれている土器、石器、貝塚、住
居跡、墓跡などの文化財のことをいい、これらを包蔵している
土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
　札幌市では、埋蔵文化財の保護と調和のとれた都市づくりを
図るため、保護指導と発掘調査体制を整備するとともに、市内
の埋蔵文化財の分布調査を実施し、現在約500カ所の包蔵地を
確認しています。
　埋蔵文化財包蔵地は、現状のまま保存することが原則ですが、
宅地造成等の各種開発行為により現状保存が困難な場合には、
発掘調査による記録保存を行っています。
　また、平成３年（1991年）に開設した札幌市埋蔵文化財セン
ターは、埋蔵文化財の保護・指導や調査研究、市民の学習・研
修の場として活用されています。

第14回札幌市都市景観賞受賞作品
六書堂　新社屋「ときの杜」

札幌景観資産
第29号「岩佐ビル」
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種　　　類 名　　　　称 所在地・電話 所有者 指定年月日 摘　　　　　　　要

国　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定

重要文化財 八窓庵
（旧舎那院忘筌）

中央区中島公園1番
531－0029 札幌市 昭25.8.29 江戸初期の茶人小堀遠州（1579～1647年）の晩年の作

と伝えられる草庵風の茶室。

〃 豊平館 中央区中島公園1番20号
511－0985 札幌市 昭39.5.26 明治13年に開拓使が建てた洋風建築物で明治初期の

ホテル建築の貴重な遺構。

〃 北海道庁旧本庁舎
（赤レンガ庁舎）

中央区北2・3条西5・6丁目
231－4111 北海道 昭44.3.12 明治21年に建てられた米国風ネオ・バロック様式の官

庁建築物。

〃
北海道大学農学部
（旧東北帝国大学農科大学）
第2農場

北区北18・19条西7・8丁目
北海道大学構内
716－2111

北海道大学 昭44.8.19 明治42年から本道酪農の模範農場として造られた耕
馬舎、穀物庫等全9棟。

〃 旧札幌農学校演武場
（時計台）

中央区北1条西2丁目
231－0838 札幌市 昭45.6.17 米国中西部建築様式の影響を受けた実用的な建物で

明治11年に開拓使が建築。

〃 北海道大学農学部
植物園・博物館

中央区北3条西8丁目
北海道大学植物園内
221－0066

北海道大学 平1.5.19
明治15年建築の博物館本館、同33年建築の博物館事
務所、同17年建築の博物館倉庫、同44年建築の植物
園門衛所など。

〃 太刀銘国俊 ― 個人所有 昭8.1.23
加賀百万石の城主前田家に伝えられたもの。刃文は
華美ではないが鍛えが優れており、古来名刀として
名高い。

〃 刀無銘伝来国行 ― 個人所有 昭31.6.28 無銘であるが、作風と優れた技量からみて来派の作
と鑑定されるもので、国行の作と見られる名刀。

〃 箱館奉行所文書
中央区北3条西6丁目
北海道立文書館内
204-5077

北海道 平16.6.8
安政元年に締結された神奈川条約に基づいて設置さ
れた箱館奉行所及び出先機関で作成・受理された一
群の文書。

重要有形民
俗 文 化 財 アイヌのまるきぶね 北海道大学植物園　北方民族

資料室内　221－0066 北海道大学 昭32.6.3 シイク・トヨタリケ氏によって、大正末期に製作。

史　　　跡 開拓使札幌本庁本庁舎跡及び
旧北海道庁本庁舎

中央区北2・3条西5・6丁目
231－4111 北海道 昭42.12.15 明治6年10月に建築された開拓使札幌本庁舎跡を指

定。

〃 琴似屯田兵村兵屋跡 西区琴似2条5丁目
621－1988 札幌市 昭57.5.7 明治7年に建設された北海道最初の屯田兵村の兵屋

跡で兵屋番号133番。

重要無形民
俗 文 化 財 アイヌ古式舞踊

南区小金湯27
札幌アイヌ文化交流センター
（保護団体事務局）596-1610

札幌ウポポ保
存会

平6.12.21
（保護団体
  指定）

北海道に居住しているアイヌの人々に伝承されてい
る芸能。

天然記念物 円山原始林 円山
563-6111（石狩森林管理署） 林野庁 大10.3.3 海抜226ｍの山で390種の植物分布が見られる。

〃 藻岩原始林 藻岩
563-6111（石狩森林管理署） 林野庁 大10.3.3 414種の冷温帯の豊富な植物分布がある。海抜531ｍ。

道　
　

指　
　

定

有形文化財 琴似屯田兵屋
西区琴似1条7丁目
琴似神社境内
621－5544

琴似神社
（ 管理：琴似
屯田保存
会）

昭39.10.3
明治8年に入植した北海道最初の屯田兵村の兵屋の
1棟で、兵屋番号140番の遺構。

〃 札幌市Ｋ－446
遺跡出土の遺物

中央区南22条西13丁目
札幌市埋蔵文化財センター
512－5430

札幌市 昭55.8.12 擦文時代初期（約1,200年前）の土器、土製支脚、紡錘
車の合計17個。

〃 旧永山武四郎邸 中央区北2条東6丁目
232－0450 札幌市 昭62.11.27 第2代北海道庁長官永山武四郎の私邸で、明治10年

代に建築の和洋折衷の住宅。

市　
　
　
　
　
　
　
　
　

指　
　
　
　
　
　
　
　
　

定

有形文化財 清華亭 北区北7条西7丁目
746－1088 札幌市 昭36.6.7 札幌最初の公園「偕楽園」に明治13年貴賓接待所と

して建築。

〃 新琴似屯田兵中隊本部
北区新琴似8条3丁目
211－2312
（文化財課）

札幌市 昭49.4.20
明治19年に新琴似屯田兵村の本部として建築された
もので、週番所（中隊本部）としては札幌に残る唯一
のもの。

〃 旧黒岩家住宅
（旧簾舞通行屋）

南区簾舞1条2丁目
596－2825 札幌市 昭59.3.28

明治5年に有珠新道の交通の要所となるミソマップ
（簾舞）に建築されたもので、札幌における通行屋の
唯一の遺構。

〃 木造日蓮聖人坐像
中央区南11条西9丁目
豊葦山妙心寺
511－7634

豊葦山
妙心寺 昭56.7.21 彩色寄木造りで、僧日住が厄除けのため寛文6年

（1666年）に造立させたもの。

無形文化財 丘珠獅子舞 東区丘珠（保持団体住所） 丘珠獅子舞
保存会 昭49.10.25 明治25年に富山県からの移住者によって伝えられ、

伝承してきた獅子舞。

史　　　跡 手稲山口バッタ塚 手稲区手稲山口324－308 札幌市 昭53.8.21 明治16年にトノサマバッタの大群を駆除するため
に、大量の卵のうを埋めた畝状の塚跡。

有形文化財
及 び 史 跡

札幌村・大友亀太郎関係
歴史資料及び史跡

東区北13条東16丁目
札幌村郷土記念館
782－2294

札幌市 昭62.2.20
慶応2年（1866年）、札幌村は大友亀太郎によって開
拓が進められ、その後、玉葱栽培の先進地として発
展した。これらの歴史資料及び住宅跡。

表2－22　指定文化財一覧



　第2章　環境の状況　　48

（１）　環境基本計画の目標

（２）　現況
　
　札幌市は、これまでに冬期間の暖房に伴う大気汚染や自動車
によるスパイクタイヤ粉じん問題、生活排水による河川の水質
汚濁などの生活環境問題に直面してきました。これらの問題に
ついては、規制の強化や下水道などの整備のほか、市民・事業
者の積極的な協力により克服してきました。
　しかし、自動車公害や一部の河川での水質汚濁、悪臭、地下
水汚染など、依然解決すべき問題が残されており、さらには地
下水位の低下による地盤沈下や有害化学物質による環境汚染も
懸念されています。
　このため、これらの生活環境問題の解決と未然防止のための
一層の取組を進めています。

ア　大気環境

ア　変遷
　札幌市における大気汚染問題は、表２－23のとおり、暖房に
よるばいじんや自動車によるスパイクタイヤ粉じんなどから、
自動車からの二酸化窒素へと変遷してきました。
　また近年、ダイオキシン類、ベンゼンなどの有害大気汚染物
質及びアスベストなどが、新たな問題として取り上げられてお
り、札幌市でも対策に取り組んでおります。

イ　現状
ａ　代表的な汚染物質

【基本目標】
○ 　近隣自治体も含めた広域的な取組により、大気環境監視対策や大気汚染発生源対策などを推進し、大気汚染物質の排出量
の抑制を図ります。
○ 　広域的な地下水管理の観点から、地下水の使用抑制などによる地盤沈下の防止対策、重金属や化学物質による土壌汚染や
地下水汚染の防止対策などを推進します。
○ 　騒音・振動・悪臭の発生を防止するとともに、快適な音環境の保全などにより、地域特性に応じた良好な生活環境の確保
を推進します。
○ 　ヒートアイランド現象や光害などの環境問題の緩和と防止に取り組み、生活環境の保全を図ります。
【定量目標】
○ 　大気環境に係る環境基準を達成し維持します。
○ 　有害大気汚染物質指針値を達成し維持します。
○　地下水の水質汚濁に係る環境基準を達成し維持します。
○　土壌汚染に係る環境基準を達成し維持します。
○ 　有害物質取扱事業場における新たな地下水汚染を０件とします。
○　騒音に係る環境基準を達成し維持します。

種　　　類 名　　　　称 所在地・電話 所有者 指定年月日 摘　　　　　　　要

市　

指　

定

有形文化財 旧琴似川流域の竪穴住居跡
分布図

中央区南22条西13丁目
札幌市埋蔵文化財センター
512－5430

札幌市 平16.8.25 明治27、28年ころに高畑宣一氏によって作成された
市内の擦文時代の竪穴住居を記録した分布図。

〃 札幌市Ｎ30遺跡出土品
中央区南22条西13丁目
札幌市埋蔵文化財センター
512－5430

札幌市 平16.8.25 Ｎ30遺跡から発見された縄文時代後期から晩期まで
の土器、石器や土偶、サメの歯、琥珀などの遺物群。

（資料）札幌市観光文化局

表2－23　主な大気汚染問題の変遷
時　　　　　　期 原因物質等 発　　生　　源 主な対応策
昭和30年代 ばいじん（黒煙） 石炭暖房 燃料の重油への変更
昭和40年代 二酸化硫黄 重油暖房 重油中の硫黄分の規制

昭和50年代 粉じん（車粉） スパイクタイヤ 脱スパイクタイヤ運動
スパイクタイヤの規制

昭和60年代～現在 二酸化窒素 自動車 低公害車の普及・アイドリングストップ運動
近年 ダイオキシン類 焼却炉 焼却炉の構造基準及び管理に対する規制
近年～現在 アスベスト 解体工事 除去作業に対する規制
近年～現在 有害大気汚染物質 塗装工場、印刷工場 揮発性有機化合物の排出の規制

（資料）札幌市環境局

7　 健康で安心して生活できる都市の推進
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　大気汚染の原因となる物質は数多くありますが、代表的なも
のは表２－24にある８種類です。このうち、アスベスト以外の
７物質には環境基準が設定されています。
ｂ　測定体制
　札幌市では、市内16カ所にある測定局に自動測定器を設置し、
大気汚染の状況を24時間測定しています（図２－53）。一般環境
大気測定局は主に住宅地の中に置かれ、大気汚染の全体的な傾
向や地域による違いを測定しています。一方、自動車排出ガス
測定局は交通量の多い道路沿に置かれ、自動車排出ガスの影響
を測定しています。これらの測定結果は自動的に市役所12階の
環境情報センターに設置するデータ収集用パソコンに転送、一
元化され、市内の大気汚染状況を瞬時に把握できる体制になっ
ています。また、この測定結果の速報値は環境省が管理してい
る大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」で確認できま
す（URL:http://soramame.taiki.go.jp/）。
ｃ　環境基準等の達成状況
　一般環境大気測定局での測定では、光化学オキシダントを除
くすべての測定項目で環境基準を達成しています（図２－54～
58）。なお、自動車排出ガス測定局の結果については16ぺージ
の自動車環境対策をご覧ください。
　光化学オキシダントについては、全国的に環境基準を達成で
きない状態が続いておりますが、大気汚染の状況が比較的良好
な札幌市においても環境基準を達成できていないことから、上
空オゾンの降下や、国外からの越境移流が主な原因として考え
られています。
　また、平成21年（2009年）度における大気中のアスベスト濃度
の測定結果は、表２－25のとおりで良好な状況にあります。

ウ　固定発生源対策
　大気汚染物質を排出しているものには大きく分けて、ボイ
ラーや焼却炉などの固定発生源と、自動車や航空機などの移動
発生源があります。ここでは、固定発生源対策について説明し
ます（なお、移動発生源対策は、16ページの自動車環境対策を
ご覧ください）。
　固定発生源は、「大気汚染防止法」、「北海道公害防止条例」
及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」で規制しており、
硫黄酸化物、窒素酸化物やばいじんなどを出すばい煙発生施設、
土砂や岩石を扱う一般粉じん発生施設の２種類があります（表
２－26）。

　これらの施設には排出基準、構造基準、管理基準や燃料中の
硫黄分の規制があり、一定規模の施設の設置前に届出が義務付
けられており、札幌市では、提出された届出書を審査して、基
準に適合しない場合には改善するよう指導しています。また、
維持管理状況を確認するために、立入検査を実施しているほか、
必要に応じて自主測定結果を徴収しています。
　アスベストについては、現在、新規の使用は一部の例外を除
き全面的に禁止されているため、市内には、アスベスト製品を
製造・加工等を行う工場はありません。
　しかしながら、過去に建設された建物の中には吹付けアスベ
ストなどが使用されているものも多く、これらの解体・改修工
事が行われる際に、アスベストなどが大気中に飛散することの
ないように、大気汚染防止法で除去作業時の作業基準が設けら
れております。
　札幌市では法の定める基準どおりに作業が行われる計画に

表2－24　代表的な汚染物質
物質名 主な発生源 影　　　響

二酸化硫黄 ボイラー 酸性雨、喘息の悪化
一酸化炭素 自動車 神経機能の低下
二酸化窒素 自動車 酸性雨、喘息の悪化
浮遊粒子状物質 自動車、土壌 慢性呼吸器疾患
微小粒子状物質 自動車 呼吸器疾患、循環器疾患
光化学オキシダント 上空オゾンの降下及び国外からの越境移流 植物の生長阻害、粘膜の刺激
有害大気汚染物質 塗装工場、印刷工場 ガン、中枢神経障害
アスベスト アスベストを含む建物の解体 肺ガン

（資料）新・公害防止の技術と法規2010　大気編

表2－25　大気中のアスベスト濃度（平成21年(2009年)度）
地点名 アスベスト濃度

札幌市役所

定量下限値未満

中央区山鼻
北区篠路
豊平区月寒東
西区発寒
手稲区山口

※単位：本／Ｌ、：定量下限値は0.1本／Ｌ （資料）札幌市環境局

表2－26　法律や条例で規制される施設
種　　　　類 具　体　例 施設数

ばい煙発生施設 ボイラー、焼却炉 6,408
粉じん発生施設 ベルトコンベア、堆積場 614
※平成22年（2010年）3月31日現在 （資料）札幌市環境局

表2－27　吹付けアスベスト除去等工事届出件数
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

大 気 汚 染
防 止 法 36 34 147 294 169 149 100
条例・指針 12 12 70 － ‒ - -
条例・指針：札幌市では、法対象規模未満の除去工事等につい
ても、条例や指針で届出を指導していましたが、平成17年の大
気汚染防止法の改正により、すべての除去工事等が法対象とな
り、条例等による届出は廃止されました。

（資料）札幌市環境局
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なっているか届出を審査するとともに、除去工事現場等への立
入検査を行っています（表２－27）。
　また、除去作業完了後に、条例により完了報告を求めており、
適切な作業が行われたことを確認しております。

エ　苦情
　札幌市に寄せられた大気に関する苦情件数は、表２－28のと
おりです。

　苦情件数は、気温などに左右される傾向がありますが、市民
の環境に対する意識は年々高まっていることから、事業者に対
し、付近住民の生活環境により一層配慮するよう指導していま
す。
ａ　ばい煙
　ばい煙の苦情は、ダイオキシン類が社会問題化した影響で平
成10年（1998年）度以降増加が見られましたが、平成15年（2003
年）度頃から減少し、平成21年（2009年）度は過去７年間で最少

測定局舎 測定器

図2－53　大気汚染測定局配置図
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●：一般環境大気測定局
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

センター局 北１条西２丁目（市役所）
西局 二十四軒２条３丁目
東局 北18条東５丁目
篠路局 篠路４条９丁目
発寒局 発寒５条７丁目
東月寒局 月寒東４条18丁目
手稲局 前田２条12丁目
厚別局 厚別中央４条３丁目
北白石局 菊水元町８条３丁目
南局 石山２条８丁目
山鼻局 南23条西13丁目

○：自動車排出ガス測定局
①
②
③
④
⑤

北１条局 北１条西２丁目（市役所）
南14条局 南14条西10丁目
月寒中央局 月寒中央通７丁目
北19条局 北19条西２丁目
東18丁目局 北33条東18丁目

（資料）札幌市環境局※平成22年（2010年）３月31日現在
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の件数となりました。苦情内容については依然として焼却炉や
固体燃料ボイラーや事業場のストーブからの煙が大部分を占め
ています。今後とも事業場への立入指導を行うとともに簡易焼
却炉等に対する指導を継続していきます。
ｂ　粉じん
　粉じんの苦情は、主に土砂等の堆積場や建築現場・解体現場

などで発生しています。この場合、防じんシートを張ったり、
散水を十分行うようにするなどの指導をしています。

イ　土壌・地下水環境

ア　土壌・地下水環境の現況
ａ　土壌環境の現況
　市街地の土壌汚染については、平成15年（2003年）２月から「土
壌汚染対策法」が施行され、有害物質を使用する工場等を廃止
した場合などに土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施し、報
告することが義務付けられました。調査の結果、土壌汚染が判
明した場合は、当該土地は指定区域に指定されます。
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図2－54　二酸化窒素濃度の経月変化（平成21年(2009年)度）

（資料）札幌市環境局

図2－55　二酸化窒素濃度の経年変化
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（資料）札幌市環境局

図2－56　二酸化硫黄濃度の経年変化
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（資料）札幌市環境局

図2－57　浮遊粒子状物質濃度の経年変化

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2120 年度

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

（注1）日平均値の２％除外値
（注2）東局の測定は平成20年度で終了

（mg/㎡）

センター
東
篠路

環境基準環境基準

（資料）札幌市環境局

図2－58　光化学オキシダント濃度の経年変化
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（資料）札幌市環境局

表2－28　苦情件数の推移
ばい煙 粉じん

平成15年度 87 37
平成16年度 60 23
平成17年度 71 59
平成18年度 69 100
平成19年度 72 46
平成20年度 51 33
平成21年度 44 22

（資料）札幌市環境局
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　平成21年（2009年）度末現在で、市内１箇所が指定区域に指定
されています。
ｂ　地下水環境の現況
　札幌市では、昭和57年（1982年）から全市域について地下水調
査を実施しており、平成21年（2009年）度までに行った調査の結
果、地下水の環境基準を超過した井戸は、札幌市内39地域で確
認されています（表２－29、30）。
　平成21年（2009年）度は74井戸について調査を行いましたが、
33井戸で地下水の環境基準を超過しています（表２－31）。

イ　土壌・地下水対策
ａ　地下水の常時監視・飲料水対策
　地下水の常時監視を継続して実施し、環境基準の超過が確認
された井戸の飲用者については、保健所と連携して市上水道へ
の切り替え、煮沸、曝

ばっき

気などの飲用指導を行っています。
ｂ　土壌汚染判明時の指導
　土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査などにより土壌汚
染が判明した場合、土地所有者等に汚染の除去等の必要な措置
を講じるよう指導しています。
ｃ　土壌・地下水汚染の未然防止
　有害物質を使用する工場等に対し、水質汚濁防止法や札幌市
生活環境の確保に関する条例などに基づき立入調査を実施し、
排水基準の遵守、有害物質の地下浸透の禁止、構造基準の遵守
などを指導しています。
ｄ　土壌汚染対策法の改正
　「土壌汚染対策法」が平成22年（2010年）４月１日に改正施行

され、土壌の調査契機の増加や搬出汚染土壌の適正管理などの
規制が拡充されました。このため、札幌市では、関係規定の整
備などに取り組んでいます。
ｅ　自然由来重金属への対応
　札幌市では、自然由来重金属を含む地質が定山渓付近の山地
や手稲山付近に存在するほか、定山渓温泉地区においてはヒ素
を含む温泉水が河床から自噴するなどヒ素の供給源が存在する
ことから、自然由来によるヒ素を含む土壌が広範囲に分布して
いるという地域特性があります。
　そこで、札幌市では、平成20年（2008年）度に学識経験者から
構成される「札幌市自然由来重金属検討委員会」を設置し、札
幌市の地域特性を反映した合理的な土壌対策を検討していま
す。
　平成20年（2008年）度については、全３回の委員会における検
討の結果をふまえ、「札幌市における自然由来ヒ素の判定方法
について」を定めました。
　また、平成21年（2009年）度については、委員会で全３回の検
討を行い、札幌市における自然由来重金属を含む建設発生土の
取扱いのあり方について答申を受けています。

ウ　騒音・振動・悪臭

ア　騒音問題の変遷
　札幌市では昭和40年代頃から都市化が進み、住居と工場や工
事現場が隣接するようになり、騒音や振動が問題になってきま
した（表２－32）。

表2－29　環境基準超過井戸が存在する地域（ヒ素以外）（平成21年（2009年）度末現在）

区 地域名※1
基準超過物質※2

テトラ トリ シス 四塩炭 窒素 ふっ素

中央
本府、東北、苗穂、桑園 ○ － － － － －

曙 ○ － － ○ － －

北
鉄西 ○ － － － － －

新川、新琴似 － － ○ － － －

東 鉄東、伏古本町、苗穂 ○ － － － － －

白石
白石 ○ － － － ○ －

東札幌、菊水、北白石 ○ － － － － －

厚別 厚別西 － － － － ○ －

豊平

豊平 ○ － － ○ － －

美園、平岸 ○ － － － － －

月寒 － － － － ○ －

中の島 － － － ○ － －

南
真駒内 － － － － － ○

藤野 ○ － － － － －

西

西町 ○ － － － － －

西野 ○ ○ ○ － － －

八軒中央 － ○ ○ － － －

※1　地域名は連合町内会単位で表示しています。
※2　基準超過物質の略字の意味　
【テトラ】テトラクロロエチレン、【トリ】トリクロロエチレン、【シス】シス-1,2-ジクロロエチレン、【四塩炭】四塩化炭素、
【窒素】硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

※3　５年以上連続して環境基準に適合した地域は除いています。 （資料）札幌市環境局
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　工場や事業場からの騒音・振動は、「騒音規制法」、「振動規
制法」や「北海道公害防止条例」及び「札幌市生活環境の確保
に関する条例」による規制などにより改善が進んでおりますが、
近年は、生活騒音や営業騒音など、法や条例の規制対象以外の
問題が増加する傾向にあります。
　この背景には、夜間に活動する人が増えたなど、生活様式の
多様化があげられます。

イ　騒音・振動の発生源対策
　騒音や振動の原因になるものは大きく分けて、工場などの事
業場、建物の建設解体などの建設作業、拡声放送などの営業騒
音、そして生活騒音があります。札幌市ではそれぞれに応じた
防止・低減策の指導や助言をしています（なお、自動車騒音に
ついては18ページをご覧ください）。
ａ　事業場
　送風機や空気圧縮機、丸のこ盤などの騒音が発生する施設等
を設置している事業場は、「騒音規制法」、「振動規制法」、「北
海道公害防止条例」及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」
で施設の設置前に届出が義務付けられているとともに、騒音・
振動の大きさについての規制を受けています（表２－33）。
　札幌市では、提出された届出書を審査して指導するほか、立
入検査を実施しています。
　また、住宅地にある資材置場の重機から発生する騒音が問題
となることがあったため、市条例の施行に伴い、平成15年（2003
年）２月から音量の基準が設けられました。

 ｂ　建設作業
　バイブロハンマなどのくい打機、さく岩機・ブレーカーなど
の重機を使う作業は「騒音規制法」、「振動規制法」により規制
されています（表２－34）。
　これらの機材を使用する作業を行う場合、事前の届出が必要
であるとともに、作業時間や騒音・振動の大きさについての制
限があります。
　しかし、建設作業は住宅地で行われることが多く、法律の規
制だけでは十分ではないことから、札幌市では独自に「建設作

表2－31　地下水質調査結果（平成21年（2009年）度）

調査区分 調査井戸数 環境基準項目
超過井戸数 環境基準超過項目

概況調査※１ 23 0
汚染井戸周辺地区調査※２ 0 0

継続監視調査※３ 51 33
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、シス－１,
２－ジクロロエチレン、ヒ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒
素、ふっ素

その他調査※4 0 0

合　　計 74 33
※ 1　地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査
※ 2　概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するための調査
※ 3　汚染井戸周辺地区調査等により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実施する調査
※ 4　概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査以外の札幌市が独自に行った調査

（資料）札幌市環境局

表2－32　主要な騒音問題
特に問題になった時期

拡声放送 昭和30年代～現在
採石場 昭和50年代

建設工事の騒音
工場からの騒音 昭和40年代～現在

生活騒音
深夜営業の騒音 昭和60年代～現在

（資料）札幌市環境局

表2－33　法律や条例により届出された事業所
具体例 事業所数

騒
音

空気圧縮機
送風機、丸のこ盤 2,676

振
動

空気圧縮機
印刷機械 731

※平成22年（2010年）3月31日現在 （資料）札幌市環境局

表2－30　自然由来のヒ素による環境基準超過井戸が確認された地域（平成21年（2009年）度末現在）
区 地域名※

中央 桑園
北 幌北、北、新川、新琴似、新琴似西、麻生
東 栄東
白石 北白石、北東白石、菊の里
清田 北野
西 西野
手稲 手稲鉄北、前田、富丘西宮の沢、稲穂金山、星置

※　地域名は連合町内会単位で表示しています。 （資料）札幌市環境局
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業に係る指導の基本方針」を策定し、この方針に基づいて、騒
音・振動の発生が少ない工法の採用や、法律よりも厳しい時間
制限、法律に基づく届出の対象にならない作業についての報告
書の提出等について指導しています。
ｃ　営業騒音
　拡声機を使う放送は「札幌市生活環境の確保に関する条例」
で、音量や放送時間、連続放送等について規制しています。
　また、住居系地域における深夜（午後11時から午前６時まで）
の営業については、市条例で、カラオケを使用する場合は音が
外にもれないように、ガソリンスタンドやゴルフ練習場など屋
外での営業については敷地境界での音量について規制を設けて
います。
ｄ　生活騒音
　ピアノやボイラーの音、集合住宅における上階の歩く音など
の生活騒音について相談が寄せられることがあります。生活騒
音についての問題が大きくなる背景には、近所づきあいの希薄
化や、モラルの低下があると考えられます。札幌市では当事者
間で問題を解決できるように助言をしています。

ウ　悪臭防止の取組
　札幌市は工場や事業場などからの悪臭を規制する「悪臭防止
法」の規制基準として、平成10年（1998年）７月に臭気指数によ
る規制を法の規制としては、全国で２番目に導入しています。
　臭気指数による規制は、人の嗅覚を利用した規制方法である
ことから、従来の特定悪臭物質の濃度による規制に比べ、複数
の悪臭原因物質が複合した臭いにも的確に対応できるなど、住
民の悪臭被害感覚に近い結果を得ることができるという特徴が
あります。

エ　苦情
　札幌市に寄せられた騒音・振動及び悪臭に関する苦情件数は、
表２－35のとおりです。過去７年間において、悪臭苦情件数は
最も少なく、騒音・振動による苦情件数を含めても減少傾向に
あります。
　近年、住居地域にある飲食店の排気口からの騒音や調理によ
る悪臭について苦情が寄せられます。このような苦情を未然に
防止するために、営業をはじめる事業者に対して、近接住居に
配慮した設計にして頂くようにホームページやパンフレットで
案内しています。

エ　化学物質による環境汚染

ア　ダイオキシン類
ａ　概要
　ダイオキシン類は主にごみの焼却過程で発生する物質で、大
きな社会問題となりました。
　このため、国は、平成12年（2000年）１月に「ダイオキシン類
対策特別措置法」を施行し、耐容１日摂取量の設定、大気・土
壌・水質等の環境基準の設定、廃棄物焼却炉等の排出ガスや排
出水の基準の設定等により削減対策を推進してきました。
　そのため、日本のダイオキシン類総排出量は平成９年度に比
べて、平成20年度には約97%削減されています。
　札幌市でも、「札幌市生活環境の確保に関する条例」の施行
に伴い、法律等で規制されない小型の廃棄物焼却炉や固体燃料
ボイラーなどに対し、構造基準や管理基準を適用し、総合的な
ダイオキシン類対策を進めてきたため、近年環境中においては
低い濃度で推移しています。
　平成21年（2009年）度の札幌市のダイオキシン類濃度は環境基
準を下回っています。測定を開始した平成10年（1998年）度以降、
環境基準に比べて低濃度で推移しています（表２－36～38）。
ｂ　発生源対策
　ダイオキシン類の発生源は、「ダイオキシン類対策特別措置
法」などで規制される廃棄物焼却炉や製鋼用電気炉、条例によ
り規制される小型焼却炉があげられます。
　札幌市は、これらの施設を設置している事業者等に対し、立
入調査を行い、法や条例に基づく燃焼管理の徹底、設備の改修
等の指導を行っており、また、事業者による定期的な排出ガス
及び灰並びに排出水中のダイオキシン類濃度測定結果を確認し
ています。平成21年（2009年）度中に事業者が実施した自主測定
結果は、全ての施設で規制基準が遵守されていました。
　また、札幌市が設置する清掃工場でも同様に規制基準への適
合が確認されています（表２－39）。
　なお、家庭のごみ焼きなどを含め、基準を満たさない焼却炉
による廃棄物の焼却は、法律で禁止されています。

イ　有害大気汚染物質
　有害大気汚染物質とは、長期間吸い続けると健康を損なうお
それがある物質で大気汚染の原因となるものをいいます。環境
省では、このうち健康リスクが特に高いと考えられる22物質を

表2－34　法律で規制される建設作業（平成21年（2009年）度）
使用する機械 届出数

騒 

音

くい打ち機・くい抜き機 75
さく岩機 386
バックホウ・その他 84

振 

動
くい打ち機・くい抜き機 83
ブレーカー・その他 204

（資料）札幌市環境局

表2－35　苦情件数

騒音・振動 悪　臭
平成15年度 222 99
平成16年度 273 122
平成17年度 333 95
平成18年度 345 96
平成19年度 269 111
平成20年度 267 91
平成21年度 226 70

（資料）札幌市環境局
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優先取組物質として設定しています。
　札幌市では、市内４地点で、優先取組物質のうち19物質（ダイ
オキシン類は別途実施。また、西清掃事務所は16物質）を対象に
大気中の濃度を測定しています。この内４物質については環境
省により環境基準が定められ、その他７物質についても平成18
年（2006年）度までに同省により指針値が定められています。
　測定の結果、下表の全ての地点で環境基準を下回っており、
指針値についても下回っています（表２－40）。
　なお、ガソリン等に含まれ、排気ガスとして大気中に排出さ
れるベンゼンなどの揮発性有機化合物（VOC）については、光
化学オキシダントや浮遊粒子状物質の発生原因にもなっていま

す。平成16年（2004年）度の大気汚染防止法の改正により、一定
規模以上のVOC発生施設には、排出基準が適用され、設置の
前には届出が義務付けられました。
　札幌市では、提出された届出書を審査し、指導するほか、立
入検査を実施し自主測定結果を確認しています。
　
ウ　内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）
　内分泌かく乱化学物質とは、動物の生体内の内分泌作用をか
く乱する物質の総称で、貝や魚の生殖や発生・成長などに悪影
響を及ぼす可能性が指摘された経緯があります。その有害性な
どについては未解明な部分が多く、国の関係府省が連携して調
査研究を実施していますが、人の健康への影響は現在のところ
確認されていません。
　札幌市では、平成21年（2009年）度に豊平川、新川、伏籠川の
６地点で河川水の汚染状況を調査しました。

エ　化学物質による環境汚染防止への対策（PRTR制度）
　毎日の暮らしや事業活動では、多くの化学物質が利用され、
大気や水、土壌といった環境中へ排出されています。これらの
化学物質がどこからどれくらい環境に排出されたかを把握する

表2－36　大気環境中のダイオキシン類濃度（平成21年（2009年）度）
単位：pg-TEQ/㎥

調　査　地　点 年平均値

一　

般　

環　

境

伏古川処理場
　　　　　東区伏古8条1丁目

水道局配水センター
　　　　　豊平区西岡2条2丁目
西局
　　　　　西区二十四軒2条3丁目

0.028

0.012

0.0094

沿
道

北1条自排局
　　　　　中央区北1条西2丁目 0.044

発
生
源
周
辺

発寒清掃工場周辺
　　　　　西区発寒15条2丁目
　　　　　手稲区新発寒5条4丁目
駒岡清掃工場周辺
　　　　　南区石山1条2丁目
　　　　　南区常盤2条2丁目
最終処分場
　　　　　手稲区手稲山口364番地
　　　　　厚別区厚別町山本1065番地

0.013
0.016

0.0094
0.0098

0.011
0.015

環境基準値；　年平均　0.6　　（平成20年度全国平均　0.036）

（資料）札幌市環境局

表2－37　土壌環境中のダイオキシン類濃度（平成21年（2009年）度）
単位：pg-TEQ/g

調　査　地　点 測定値

発
生
源

周　

辺

篠路清掃工場周辺
　　　　　東区中沼240番地 0.033

駒岡清掃工場周辺
　　　　　南区石山１条２丁目
　　　　　南区常盤２条２丁目

0.034
0.051

白石清掃工場周辺
　　　　　東区東苗穂10条３丁目
　　　　　白石区東米里2124番地
　　　　　白石区東米里2172番地

0.0024
0.21
0

環境基準値；　1,000　　（平成20年度全国平均　2.8）

（資料）札幌市環境局

表2－38　水環境中のダイオキシン類濃度（平成21年（2009年）度）

調　査　地　点 測定値（水質）
（pg-TEQ/L）

測定値（底質）
（pg-TEQ/g）

河
川
水

豊平川　　　中沼 0.015 0.097

伏籠川　　　茨戸橋 0.018 4.6

新川　　　　第１新川橋 0.015 1.1

平成20年度全国平均 0.20 7.2
地
下
水

西区西町南６丁目 0.062 －

平成20年度全国平均 0.048 －

環境基準値 1 150

（資料）札幌市環境局

表2－39　清掃工場の排出ガス中の
ダイオキシン類濃度（平成21年（2009年）度）

名　　　称
ダイオキシン類濃度
測定値 規制基準値

発寒清掃工場 1号炉 0.047

1

2号炉 0.00079

篠路清掃工場 1号炉 0.025
2号炉 0.11

駒岡清掃工場 1号炉 0.085
2号炉 0.0083

白石清掃工場
1号炉 0.0000019

0.12号炉 0.0000015
3号炉 0.0029

白石清掃工場
灰溶融施設

1号炉 0.081
1

2号炉 －
※単位：ng-TEQ/㎥N
※規制基準値は施設を設置した年月日及び処理能力によってそれぞ
れ異なります。 （資料）札幌市環境局

表2－40　環境基準が設定されている
有害大気汚染物質の年平均値(平成21年（2009年)度）

※単位：㎍／㎥
調査地点 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン

北1条自排局
中央区北1条西2丁目 1.7 0.13 0.44 5.9

南保健センター
南区真駒内幸町１丁目 1.2 0.046 0.19 5.9

西清掃事務所
西区発寒15条14丁目 1.3 0.11 0.32 5.4

篠路局（篠路小学校）
北区篠路4条9丁目 1.2 0.033 0.13 3.9

環境基準値 3 200 200 150
（資料）札幌市環境局
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仕組み（PRTR制度）を導入した「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法と略）」
が、平成11年（1999年）７月に公布されました。この法に基づき
平成21年（2009年）４月～６月に平成20年（2008年）度把握分の届
出が行われました。
　札幌市内の事業所から届出られた大気や公共用水域などへの
排出量、および下水道や廃棄物への移動量を集計した結果、合
計は620トンでした。その内、届出排出量（大気、公共用水域）
が446トン、届出移動量（下水道、廃棄物）が175トンでした。大
気への排出や廃棄物への移動では塗料に含まれるトルエン、公
共用水域では下水などに含まれるほう素及びその化合物などが
多くを占めていました（表２－41）。
　札幌市では、これらの集計結果と化学物質による環境リスク※

の情報などを盛り込んだパンフレットを作成するなど、市民・

事業者・行政が情報を共有し、意志疎通を図ること（リスクコミュ
ニケーション）に努めています。
　さらに、札幌市生活環境の確保に関する条例では、化学物質
の環境への排出抑制や化学物質による事故の未然防止の観点か
ら、化学物質を取り扱う事業者に対し、化学物質の適正な管理
について規定をしています。この条例では、化学物質自主管理
マニュアルの作成や、法の対象事業者よりも小規模な事業者か
らも化学物質の排出量等の報告を義務付けています（表２－
42）。
　※環境リスク
　　 化学物質の有害性の程度と、呼吸、飲食、皮膚接触などの
経路でどれだけ化学物質に接したか（曝露量）で決まり、概
念的に表すと次のように示されます。

　　化学物質による環境リスク＝化学物質の有害性×曝露量

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　都市・生活型公害や地球環境問題に代表される現在の環境問
題を改善していくには、物質的豊かさや利便性を求める生活か

ら省資源・省エネルギー、ものを大切にするなど環境を大事に
しようとする価値観に基づいた生活に替えていく必要がありま
す。

 表2－41　届出排出量・移動量（平成21年（2009年）度届出分） 単位：t /年
排　出　量 移　動　量

合計
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 下水道 廃棄物 合計

届出分 226 169 0 51 446 6 169 175 620 

（資料）札幌市環境局

（小数点以下四捨五入）

表2－42　届出等件数（平成21年（2009年）度届出分）
化管法 札幌市生活環境の確保に関する条例

届出排出量等 排出量等報告 自主管理マニュアル提出（累計）
431 668 208

（資料）札幌市環境局

【基本目標】
○ 　子供から高齢者まで幅広い市民が、身近な地域の環境問題から地球環境問題まで、様々なテーマの環境問題について学習
する場と機会を広げるため、家庭、学校、地域、企業などにおける具体的な行動に結びつく環境教育・学習プログラムの充
実と人材養成を推進します。
○ 　市民に対して的確な環境情報を提供・発信するため、環境情報の調査・収集・分析体制の整備や、行政・大学・研究機関
などの連携を図り、様々な情報手段を活用した開かれた情報提供・発信・受信のシステムづくりとネットワークづくりを推
進します。

【定量目標】
○ 　環境教育への取組を評価するため、学校における「エコライフレポート」の提出枚数を平成22年（2010年）度に54万枚とす
ることを目標とします。
○ 　環境教育・学習への札幌における取組状況を的確に把握・評価するための手法や体制等を次期計画改定までに確立します。

第3節　環境保全・創造活動の推進

1　環境教育・学習活動の推進
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ウ　環境教育・学習事業

ア　総合的環境教育・学習事業
a　 人材派遣事業（環境保全アドバイザー制度、環境教育リー
ダー制度）

　学校の環境学習や市民等の自主的な環境教育・学習を支援す
るため、市が委嘱した環境保全アドバイザーや環境教育リー
ダーを派遣しています。

　平成21年（2009年）度の環境保全アドバイザーの派遣回数は26
回（利用者数2,024人）、環境教育リーダーの派遣回数は44回（利
用者数2,311人）でした。
ｂ　札幌市環境教育プログラム
　「札幌市環境教育基本方針」に基づき、学校・地域・家庭・
職場における環境教育を効果的に行うための手引きとして、
各種環境教育プログラムを作成しました。

　これを実践していくには、市民一人一人が環境問題について
理解を深め環境保全を進める主人公であることを認識していか
なければならず、また、広く市民、事業者、市民団体、学校教
育、行政が各々の立場で積極的・主体的に取り組んでいくこと
が求められています。
　そのためには、環境に関する教育や学習が様々な場面で行わ
れ、環境を大切にしようとする意識が広く浸透していくことが
大変重要であり、このような認識のもと、札幌市では様々な事
業の展開を進めています。

ア　札幌市環境教育基本方針

　札幌市では、今日的課題である地球環境問題に焦点をあて、
環境教育をより実効性のあるものとし、一層の推進を図るため、

平成19年（2007年）３月に「札幌市環境教育基本方針」の改定を
行いました。
　本方針では、環境教育の基本的な考え方や、環境教育の進め
方として、家庭・学校・地域・職場におけるそれぞれの場の役
割と取組の柱について示しています。
　さらに、「地球環境問題」を重点化するテーマとし、この問
題に対応するための重点行動として「省エネルギー」、「ごみ減
量・リサイクル」、「水とみどり」の３つを定めました。また、
重点化する対象を「子ども」とし、学校における環境教育を重
視することとしました。

イ　主な環境教育・学習拠点施設

　札幌市では、環境教育のより一層の推進を図るために、環境教育・学習拠点施設をはじめとした環境教育関連施設同士の連携を
深めることで、効果的な環境教育の場を提供することを目指しています（表２－43）。

環
境
プ
ラ
ザ

施設概要 　身近な環境問題から地球規模での環境問題を考えることができる展示コーナー、環境に関する講座・研修・会議など、多目的に利用できる
研修室、ミーティングルーム等

主な事業

情報収集・情報提供事業 　環境に関する解説集や環境データ掲載地図などの環境情報をホームページ等で提供している。また、環境関連の書籍、雑誌、ビデオ、DVD
の貸し出しを行っている。

広報・啓発事業 　展示コーナーにおいて、隔月でテーマを決め、来場する市民へ環境情報を提供している。

環境保全活動支援事業 　小中学校の環境学習の施設見学の受け入れや、各種環境関連講座の開催、人材派遣事業、こどもエコクラブ支援事業、自然観察に必要な機
材の貸し出しを行っている。

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

施設概要 宮の沢… リサイクル家具等の展示コーナー（23日から月末前日までは市民交流広場）、情報提供コーナー、資源回収コーナー
二十四軒サテライト…市民工作室、食器洗浄車アラエール号等

主な事業

リサイクル品展示・提供事業 　再使用を希望して大型ごみ収集センターに申し込まれ、発寒工房で修理した木製家具、自転車等を展示、安価で提供している。

ごみ減量活動支援事業 　市民交流広場、各種教室講座等の開催、エコキッズスクールの実施の他、施設見学・総合学習への対応等を通し、市民のごみ減量活動を支
援している。

情報収集・提供事業 　ごみ減量に係る情報展示、関係図書・ビデオの閲覧・貸し出しの他、情報紙「ごみニュケーションさっぽろ」の発行、ホームページでの情
報提供を行っている。

リ
ユ
ー
ス
プ
ラ
ザ

施設概要 　リサイクル家具等を展示販売している屋内展示場、情報展示などを行っている事務室、市民工作教室を開催する工房、屋外イベントスペース、
厚別地区リサイクルセンター（資源回収拠点）など。

主な事業

リサイクル品展示・提供事業 　リサイクルプラザと同様に、再使用を希望して、大型ごみ収集センターに申し込んだ家具等を簡易修理を施した後、即売形式により安価で
提供している。なお、自転車のみ抽選による販売。

ごみ減量活動支援事業
　廃材を利用した木工工作教室など各種教室講座の開催を始め、環境への取組に関する内容のエコイベント、地域住民や市民団体などとの協
働によるイベントの開催の他、各種のイベント参加等を通し、市民のごみ減量活動を支援している。
  また、さまざまな資源物を１カ所に持ち込むことが可能な拠点として「厚別地区リサイクルセンター」を併設しており、再資源化への市民参
加促進を行っている。

情報収集・提供事業 　ごみ減量に係る情報展示の他、ホームページでの情報提供を行っている。

円
山
動
物
園

施設概要 　北方地域に生息する動物及び絶滅の危機に瀕した動物を含む多くの動物の飼育・展示、動物との触れ合いができるこども動物園、感動体験
型コーナー等

主な事業
（取組）

展示の工夫 　動物とのふれあいを通じた感動体験型の展示、地元の身近な動物を飼育下ではなく野性として園内に生息している姿そのものの解説に配慮
することにより、北海道の自然に対する学習機会を提供し、入園者が自発的に環境行動をとる動機付けの場となるよう取り組んでいる。

教育プログラム 　入園者に命の大切さや環境問題について学んでもらうための取組の一つとして、園内動物病院にて、治療見学や骨格標本解説等を行っている。

情報提供 　総合学習の場として動物園を利用していただくために、ブログ、インターネット動画等の配信を行っている。

表2－43　主な環境教育・学習拠点施設

　これらの施設のほかに、豊平川さけ科学館、水道記念館、下水道科学館、北方自然教育園などの施設があります。
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イ　小中学校対象環境教育・学習事業
ａ　総合的環境副教材
　札幌市では、「総合的な学習の時間」に対応して総合的環境
副教材（１・２年生用、３・４年生用、５・６年生用の３種類）
を作成し、市内全小学校新１、３、５年生の全児童に配布して
います。
ｂ　校外学習用バス貸出事業
　学校における環境教育を効果的なものとするために、環境関
連施設の見学や自然体験など、環境教育に関する校外学習を行
う小学校向けに校外学習用バスの貸出を行っています。平成21
年（2009年）度は69校（バス利用台数：152台）の貸出を行いまし
た。
ｃ　環境教育クリック募金事業
　環境保全活動に取り組む参加企業のバナーに対するクリック
数に応じて、企業より寄附を募り、札幌の子どもたちの環境教
育教材を寄贈する企業の社会貢献活動の仕組みであります。平
成21年（2009年）度は、希望のあった市立小学校28校に環境教育
の教材を寄贈しました。
ｄ　さっぽろこども環境コンテスト
　札幌市では、「環境首都・札幌」を目指した環境を守るため
の取組をしている小学生・中学生の発表と優秀な取組の表彰を
行いました。平成21年（2009年）度は札幌エルプラザ公共４施設
ホールにおいて開催し、小学生の部４団体、中学生の部５団体
による取組の発表・表彰を行いました。
ｅ　こどもエコクラブ支援事業
　小中学生がグループ単位で自主的な環境学習を実施するこど
もエコクラブに交流会の開催や環境情報の提供などの支援を
行っています。平成21年（2009年）度は、夏と冬の２回交流会を

開催しました。
ｆ　出前教室
　小学生から高校生を対象に、ごみ処理やリサイクルの仕組み
とごみ減量化の取組について理解を深めるため、平成17年（2005
年）度から、従来の「清掃学級」に替えて「出前教室」を実施
しています。平成21年（2009年）度は、４回実施しました。

ウ　環境に関わる講座、見学会関係事業
ａ　豊平公園内自然観察会
　身近な植物への理解を深めてもらうため、豊平公園の植物や
鳥などを観察する散策会を実施しています。
ｂ　環境情報収集発信事業
　市民や事業者に対し、環境に関する情報が得られる機会を数
多く提供するため、市内で開催される様々な環境に関する講座・
イベントの情報や、環境活動団体の紹介、環境局からのお知ら
せ等を掲載した環境情報紙「えこぽろ」を毎月発行し、区役所
等で配布するとともに、ホームページでも広報しています。平
成21年（2009年）度は、市が独自に行う講座・イベントを含めた
795件を集約・広報し、参加者は228,364人に上っています。
ｃ　その他事業
　清掃施設見学会の実施、さけの採卵実習などを行っています。

エ　地域における環境教育・学習
　札幌市では、各区において「元気なまちづくり支援事業」を
進めるなど、地域における各種活動の支援を進めています。
　たとえば、白石区の「自然とのふれあい事業」、清田区の「子
ども向け区ビジョン普及事業」、西区の「琴似発寒川の稚魚放流」
など、環境教育・学習活動を行っています。

2　市民・企業・活動団体等の環境保全・創造活動の推進
⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　今日の環境問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済
社会システムに基づく市民生活や事業活動それ自体が原因であ
るとされ、すべての市民や事業者が被害者であると同時に加害

者でもあるという特性をもっています。したがって、これまで
の産業公害に対してとられてきた、特定の発生源への防止対策
や規制措置のみでは解決が困難であり、市民生活や事業活動の
あり方を環境影響の少ない方向へ転換していかなければなりま

【基本目標】
○ 　地球環境の保全や身近な地域の環境改善をめざした市民の環境保全・創造のための具体的な行動を積極的に支援・促進し
ます。
○ 　企業の環境保全・創造のための具体的な活動を支援・促進するとともに、事業活動に関わる自主的な環境マネジメントシ
ステムの導入や環境影響評価制度の運用を推進します。

【定量目標】
○ 　エコライフ行動レポートの集計に基づき試算されるCO₂排出削減量を、平成22年（2010年)度に４万トンとすることを目標とし
ます。
○ 　環境保全行動に取り組む、環境に配慮した事業所数を、平成22年（2010年）度に2,000件とすることを目標とします。
○ 　市民・企業・活動団体等における環境保全・創造活動全般を総合的に支援するための情報提供の仕組みや市民・企業・活動
団体等の環境コミュニケーションの状況を的確に把握・評価するための情報収集の体制等を次期計画改定までに確立します。



59　　第2章　環境の状況

せん。
　そのためにも、市民や事業者のそれぞれが主体となって、家
庭や地域、学校、企業などの身近なところで環境保全・創造活
動を進めることが求められています。

ア　市民・事業者・活動団体等の環境保全・創造活動

ア　市民及び活動団体等の活動
　市内には自然保護団体、リサイクル団体、消費者団体、町内
会など様々な団体があります。各団体では廃品や古紙の回収、
河川水質調査、環境教育・学習行事などの活動を行っていて、
会報誌を発行している団体もあります。札幌市では、これらの
団体に対する連携と支援を通じて環境保全活動の推進に努めて
います。

イ　事業者の環境保全活動
ａ　環境マネジメントシステムの普及
　平成８年（1996年）に環境マネジメントシステムの国際規格
（ISO14001）が発行されてから、認証取得する事業者数は年々
増加しています。この規格は事業活動や製品・サービスにおい
て直接又は間接的に環境に配慮した活動に対して認証するもの
で、一般の取引などで、認証取得を要求されるケースもあり、
この規格を取得することで、企業のイメージアップになること
から、取得する事業者が増えています。
　また、札幌市では、平成15年（2003年）２月に札幌市生活環境
の確保に関する条例を施行し、市内で一定規模を超える施設、
車両等を保有する事業者に対して、簡易的な環境マネジメント
システムへの取組を義務付けております。
　さらに、平成16年（2004年）度より環境省のエコアクション21
や北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES）など
様々な環境マネジメントシステムの取組が始まっています。
　札幌市において環境マネジメントシステムを導入した事業所
は、平成21年（2009年）度までに986件に達しています。
ｂ　事業者の活動
　市内の事業者も、日常の事業活動において、省エネルギーや
自動車の適切な使用、省資源とごみ減量、良好な環境創出など
に取り組み、環境への負荷を低減するための工夫を行っていま
す。
　また、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき、市内で
エネルギー使用量が多いなど施設規模の大きな事業者は環境保
全行動計画を、業務用車両を多数使用する事業者は自動車使用
管理計画を策定し、二酸化炭素の排出など事業活動に伴う環境
への負荷を低減するための自主的な取組を実施しています。平
成21年（2009年）12月に札幌市生活環境の確保に関する条例を改
正し、対象事業者の拡大など、一部変更を行いました（平成22
年（2010年）４月より施行）。
　平成21年（2009年）度までの計画書の提出状況は、環境保全行
動計画が206件、自動車使用管理計画が105件となっています（図
２―59）。

ウ　事業者への取組支援
ａ　さっぽろエコメンバー登録制度
　環境に配慮した取組を自主的に行っている事業所を本市独自
の基準により３段階で登録し、その内容を広く市民等に紹介す
る「さっぽろエコメンバー登録制度」を平成20年（2008年）に創
設し、平成21年（2009年）度までに、計1,225件の登録がありま
した。
b　環境経営シンポジウム
　平成21年（2009年）11月に環境経営シンポジウムを開催しまし
た。基調講演のほか、専門家・事業者の方に環境配慮活動の事
例や成果について議論していただきました。
ｃ　環境報告書展
　平成22年（2010年）２月に環境報告書展を大通地下街で開催し
ました。85社の企業協力を得、87点の環境報告書と45点のポス
ター展示を行いました。
ｄ　サッポロECOメニュー
　札幌市生活環境の確保に関する条例届出支援の一つとして、
業種別環境活動ガイドブック「サッポロECOメニュー」（全９
種類）を配布しています。
ｅ　EMS等運用アドバイザー派遣制度
　札幌市が経費を負担し、環境マネジメントシステムの専門家
が事業者の現場に出向いて、受ける側のニーズに合わせ「環境
マネジメントシステムとは？」から「業務改善やコスト削減に
よる有益な環境目標を設定する事例や考え方」など、申込時に
ご相談いただいた内容に沿ったアドバイスを行っています。

イ　札幌市の環境保全・創造活動

ア　市民活動・企業活動の支援・促進
ａ　環境月間と環境の日
　昭和47年（1972年）に開催された国連人間環境会議の勧告を受
け、同会議の開会日である６月５日を「世界環境デー」に指定
することが国連総会で決められました。
　わが国では、「環境の日」である６月５日からの１週間を「環
境週間」と定め、また、６月を「環境月間」とし、国や地方公
共団体、各団体などによって様々な行事が行われています。
　札幌市においても、６月には市民団体と共催でエコロジカル
フェスティバルを開催しています。

図2－59　環境保全行動・自動車使用管理計画提出事業者数
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ｂ　環境広場さっぽろ2009
　「環境広場さっぽろ」は、市民・企業・行政がそれぞれの立
場から環境保全活動の取組を紹介し、交流することを目的とし
て平成10年（1998年）から毎年開催しています。「環境広場さっ
ぽろ2009」では『守ろう！　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ（トゥモロー）（明
日を）』をテーマに、個人や家庭でできる日常生活の中での取
組（エコアクション）や、企業での取組（エコビジネス）を紹介し
ました。
　この事業は市民団体・企業・札幌市などが連携し実行委員会
を設立して運営を行うもので、平成21年７月31日より８月２日
までの３日間、アクセスサッポロを会場に、129社・団体が出
展し、29,931人が来場しました。環境展示のほか、ステージイ
ベント、環境フォーラム、エコ体験イベント、エコカー展示・
試乗会等の催しを開催しました。
ｃ　さっぽろキャンドルナイト2009
　「さっぽろキャンドルナイト」は、夏至の日に消灯し、電気
の大切さや環境のことを市民の皆さんに考えてもらうためのイ
ベントです。市民団体・企業・行政で構成される実行委員会が
中心となり、観光名所や事業所、家庭での消灯を呼びかけ、平
成21年（2009年）度は201社・団体の参加協力を得ました。
　また、市内で開催される各種関連行事をパンフレット等で広
報しました。
ｄ　地域の環境保全・創造活動への支援
　札幌市の各区では、市民の皆さんの環境保全・創造活動など
の各種活動を支援するまちづくり事業を行っています。
ｅ　地球に優しいまちづくり支援事業（環境推進区）
　西区は、平成16年（2004年）度から市内唯一の環境モデル区（平
成19年（2007年）度からは環境推進区）として、地域住民、企業、
行政などからなる「地球に優しいまちづくりを進める西区民会
議」を推進母体に、区民と行政が一体となって環境活動に取り
組んでいます。
　平成21年（2009年）度は、「地球に優しいまちづくりを進める

西区民会議」の下部組織である「テーマ部会」を中心とする自
主的な各種環境活動を支援したほか、子どもたちが西区の自然
や環境活動を紹介する「さんかくやまベェかるた」を作成し、
わかりやすい情報の提供や環境活動への参加促進を図りまし
た。また、全国初となる「電気自動車による公用車のカーシェ
アリング」の実施や、地域が主体となった廃食油回収の推進な
ど、環境負荷低減の新たな環境活動手法に取り組みました。

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　地球環境保全の時代の都市づくりを進めるにあたっては、積
雪寒冷地・北方都市である札幌ならではの環境技術やシステム

の研究開発が必要です。また、環境技術の研究開発を推進しな
がら、新しい技術の普及拡大を担う地域産業を育成することが
もう一つ重要な課題です。

3　環境保全・創造に寄与する産業や技術の振興

大通公園でのキャンドルナイトイベントの様子

「さんかくやまベェかるた」を作成したこども西区民会議委員

【基本目標】
○ 　エネルギーの効率的な利用やゼロエミッションシステム、都市交通システム、自然再生技術など、環境への負荷を低減す
るための都市づくり技術の研究開発を推進します。
○ 　多雪・寒冷地において森林を保全・育成するための研究開発や国際的な研究協力関係の形成を推進します。
○　環境技術を基盤とする地域産業を育成するため、産学官共同による研究開発を推進します。
【定量目標】
○　札幌独自の環境関連製品やリサイクル技術等の認定制度を次期計画改定までに整備します。
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　そのためには、産学官共同による研究開発プロジェクトを積
極的に展開するとともに、環境技術に関する国際的な研究交流
や情報交流、人的交流を促進し、札幌の特性を生かした地球環
境保全の時代の都市づくりに関する先駆的な研究開発や実験事
業などを進めています。

ア　産学官の共同研究の取組

　札幌市では、平成10年（1998年）度から大学等の持つ技術を有
効に活用して地元企業の技術・製品開発を支援していくため、
産学官共同研究を推進するモデル事業を実施し、産学官連携の
組織や体制づくりの基礎を固めていきました。モデル事業とし
ては、「冬期路面の解氷技術に関する研究」を北海道大学に委
託し、平成12年（2000年）度には地元企業を加えた研究成果の事
業化を進め、更に平成13年（2001年）度には、「踏むだけで容易
に雪氷を砕くゴムマット」の実用化を図りました。
　また、平成14、15年（2002、2003年）度には、「食品残さを利
用した低廉・安定的な飼料・堆肥製造装置の開発」についての、
実用化に向けた支援を行いました。
　平成17年（2005年）度より北海道大学と共同研究で、地中の熱

を暖房に利用する｢地中熱ヒートポンプシステム｣を札幌市立大
学桑園キャンパスに導入し、実証評価を行いました。
　また、平成17年（2005年）度より平成21年（2009年度）は産業技
術総合研究所、市立大学との共同研究で、マイクロガスタービ
ンコージェネレーションシステムと蓄熱暖房を組み合わせたシ
ステムを札幌市立大学芸術の森キャンパスで実証実験を経て本
稼働をしています。また、札幌市役所本庁舎においても、流動
抵抗低減剤による冷暖房システムの省エネルギー実証実験後、
本稼働をしています。

イ　事業者の取組

　札幌市内でもカーシェアリング事業、産業廃棄物となったヒ
トデから消臭剤の開発、廃食油を自動車燃料（バイオディーゼ
ル燃料）に再利用するなどのエコビジネスに積極的に参入して
いる事業者があります。
　札幌市では、カーシェアリングにおける新課金システムの開
発や寒冷地対応バイオディーゼル燃料の開発に対して補助金に
よる支援をしています。

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　札幌は北方圏の拠点都市としての都市づくりを目指してお
り、地球規模の環境悪化が問題となっている現在、冬のエネル
ギー消費量の削減や雪対策など北方圏諸都市に共通する環境特
性や課題に対応した技術交流や共同研究を推進し、地球環境の
保全に積極的に取り組んでいかなければなりません。
　また、開発途上国の多くは急激な工業化や都市化及び人口増
加などにより、大気汚染や水質汚濁などの産業公害や開発に伴
う自然破壊、上下水道の未整備による生活環境の悪化など、様々
な環境問題を抱えています。
　このような、開発途上国における環境問題や地球温暖化、酸
性雨などの国境を越えた地球規模の環境問題の解決のためには
国際的な取組が必要であり、科学的手法による現状把握、人材
の派遣や育成、資材・機材の供与などの国際協力を推進してい
くためにも、世界各国・各都市とより緊密な連携・協力関係を

形成することが必要となっています。

ア　ＪＩＣＡによる国際協力推進

　日本は、深刻な環境問題に直面している開発途上国に対し政
府開発援助（ODA）による資金援助や技術協力などを行ってお
り、札幌市においても国際協力機構（JICA）と協力して海外研
修員の受け入れを行っています。
　JICAを通じた海外研修員の受け入れ事業としては、本市の
環境分野の知識と技術を活用して環境行政や廃棄物処理行政、
上下水道の整備などに関する５コースの研修を実施していま
す。開発途上国から毎年約40～50名の研修員を受け入れており、
途上国の人材育成を通じて、環境保全の推進や、生活環境の改
善を支援しています（表２－44）。
　

【基本目標】
○ 　北方圏諸都市との連携を促進し、冬のエネルギー消費量の削減対策や雪対策など、北方都市特有の環境問題の解決をめざ
した技術交流や共同研究などを推進します。
○ 　近隣諸国や開発途上国との交流を促進し、工業化に伴う環境問題の改善と地球温暖化や酸性雨の防止をめざした技術協力
や人材派遣などを推進します。
○ 　オゾン層の保護や森林資源の保全など、地球環境問題の改善に向けた国際的な取組に積極的に参加します。

4　地球環境保全に向けた国際的連携・協調関係の形成
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イ　世界冬の都市市長会における連携推進

　世界冬の都市市長会は、積雪寒冷地にある世界の冬の都市が
共通の都市課題を話し合うことを目的に、札幌市が提唱し、設
立されました。昭和57年（1982年）に札幌で第１回会議が開催さ
れて以来、市長会議が２年に１度開催され、環境保全関係を含
め、様々なテーマについて話し合われてきました。
　平成６年（1994年）からは、各会員都市の行政実務者がテーマ
に基づいて調査研究を行う小委員会を設け、前掲の市長会議の
ほか、準備会議として毎年開催している実務者会議で調査結果
に基づく意見交換を行っています。
　平成18年（2006年）１月に中国長春市で開催された第12回市長
会議では、冬のエネルギー消費量の削減及び環境への負荷の少
ない都市活動を実現するため、各会員都市が最大限の知恵と工
夫をもって取り組むことを宣言した「長春宣言」が採択されま
した。その後、平成20年（2008年）のグリーンランド・ヌーク市
における第13回市長会議では「北極圏における気候変動」を、
平成22年（2010年）のエストニア・マールドゥ市における第14回
市長会議では「北の都市における環境保全の特性」をそれぞれ
主要テーマにし、地球温暖化対策等の環境問題について意見交
換を行いました。
　また、第12回市長会議の際に設置された「冬の都市環境問題
小委員会」（事務局：札幌市）では、各都市の環境への取組を調
査したほか、平成21年（2009年）２月と11月に節電や環境保護啓
発の会員共通キャンペーンをそれぞれ実施しました。同小委員
会は第14回市長会議をもって４年間の活動を終え、その調査及
び活動を報告書にまとめています。

ウ　ＩＣＬＥＩへの参加

　「ICLEI－持続可能性をめざす自治体協議会」は、地球環境
の保全を目指す地方自治体の国際的なネットワークです。平成
２年（1990年）９月、国連の主催で開催された「持続可能な未来
のための世界会議」（ニューヨーク）の席上、参加した42カ国200
以上の自治体と国連環境計画（UNEP）などの国際機関の提唱で
設立されました。
　札幌市では、地球環境問題の解決に向けて世界の自治体との
協力関係を促進するとともに、開発途上国との環境保全事業の
協調のため、平成８年（1996年）８月にICLEIに加盟し各種情報
の収集及びネットワークの強化に努めています。平成16年（2004
年）８月にはイクレイ日本との共催により、「さっぽろ世界環境
都市ミーティング」を開催するなど、市民の環境意識の向上を
図っています。
　また、平成21年12月にデンマークで行われた気候変動枠組条
約締約国会議（COP15）に設置された「自治体ラウンジ」にお
いて、イクレイ日本で自然エネルギーの利用促進等に関する自
治体の役割の重要性をまとめた「東京宣言」に賛同し、各国政
府に必要な枠組みの設置に関する呼びかけを行いました。

表2－44　平成21年(2009年)度海外技術研修員の受入状況（環境保全分野）

コース名 受　　入　　国

中南米廃棄物処理技術及び
３Ｒコース

ボリビア１名、コロンビア１名、コスタリカ１名、ドミニカ共和国１名、エクアド
ル１名、エルサルバドル１名、ホンジュラス１名、ニカラグア１名、パナマ１名、
パラグアイ１名、ペルー１名

11名

都市生活型の環境問題コース
ボツワナ１名、コロンビア２名、エジプト１名、エチオピア１名、ガポン１名、ジ
ンバブエ２名

８名

水道技術者コース
ブラジル１名、ジャマイカ２名、ラオス１名、ペルー１名、イラク１名、ジンバブ
エ１名、東ティモール１名

８名

コーカサス・東アジア地域寒
冷地水道コース

アルメニア３名、モンゴル１名、アゼルバイジャン１名、ウズベキスタン２名 ７名

下水道維持管理コース アルバニア１名、ブラジル１名、マラウイ２名、ジンバブエ１名、スリランカ２名 ７名

計 22カ国 41名

　




