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計画策定にあたって

　私たちが日常生活で消費する食品や製品には、地球が永い時間をかけてつくり上げた貴重な資源や
エネルギーが多く費やされています。
　また、これらは最終的にごみとして処理するため、多くのエネルギーを消費するとともに温室効果
ガスを発生させます。
　つまり、私たちがものを使うことにより、地球環境に少なからず負荷を与えていることになります。
　近年になり、世界各地で異常気象による洪水や干ばつが頻発しているほか、森林伐採による砂漠化
の進行や、氷河や極地の氷が溶け出すことによる海水面の上昇など、既に多くの環境問題が顕在化し
ています。
　私たちがものを大切にし、できるだけごみを出さない生活を送るという身近な行動は、身近な生活
環境だけでなく、こうした地球環境問題の解決にもつながっていきます。
　これまでも私たちは前計画に基づきごみの減量・リサイクルに関わる多くの取組を進めてきまし
た。その結果、市民や事業者の高い環境意識により、大幅なごみの減量が達成され、4か所あった清
掃工場の 1つを削減するという、大きな成果をあげることができました。
　札幌市一般廃棄物処理基本計画「新スリムシティさっぽろ計画」は、今後 10年間の札幌市や社会
の情勢を見据え、ごみの減量・リサイクルと適正処理に関する方向性を定める計画です。
　本計画は、環境首都・札幌を宣言した都市として、これまで築きあげてきた市民・事業者・行政の
協働、関係団体との連携によるごみの減量・リサイクルの取組を一層推進して「ごみのいちばん少な
いまち」を目指し、地球環境に貢献することを計画の理念とします。

2018 年（平成 30年）3月
札　幌　市


