


札幌市環境白書の発行にあたって

　札幌市は、かつて都市化の進展の中で冬季暖房による大気汚染や水質汚濁、さらにはスパイ
クタイヤによる粉塵汚染などの様々な環境問題を経験しましたが、これらは規制の強化や社会
資本の整備のほか市民・事業者の皆様の積極的な協力により解決を図ることができました。
　しかし、近年、環境問題は地球温暖化問題を始めとして、オゾン層の破壊、酸性雨などの地
球規模での問題や、ダイオキシン類などの化学物質による環境汚染、騒音、アスベスト問題、
ごみ問題、みどりの減少や水辺の喪失など、複雑・多様化しています。
　本市は、このような環境問題に対応するため、「札幌市環境基本計画」を平成10年（1998年）
に策定し、さらに、市民・企業・行政による協働を実現するため、これらの主体の連携による
計画推進の強化を図るよう、平成17年（2005年）に改定いたしました。
　平成19年（2007年）3月には、「札幌市温暖化対策推進計画」を改定し、地球温暖化の進行によ
り拡大・深刻化する環境問題に対する新たな施策展開を図ってきました。また、環境低負荷型
資源循環社会（都市）の実現に向けて、ごみの減量や適正な処理をより一層推進するため、新た
な一般廃棄物処理基本計画「スリムシティさっぽろ計画」を平成20年（2008年）３月に策定いた
しました。
　平成20年（2008年）７月には、環境問題を主要の議題とした北海道洞爺湖サミットが開催され
ました。このサミットの機会をとらえ、本市では平成20年（2008年）６月に、「さっぽろ地球環
境憲章」及び「地球を守るためのプロジェクト・札幌行動」を制定し、市民一人一人が地球環
境保全に取り組んでいく決意として、「環境首都・札幌」宣言をいたしました。
　今後は、世界に誇れる「環境首都・札幌」の実現に向けて、関連する計画に掲げた様々な施
策を市民・事業者の皆様と行政が一体となって着実に実行してまいります。
　この白書では、本市の環境の状況と環境基本計画に基づく施策の進捗状況を掲載しておりま
す。
　本書が皆様に広く活用され、環境保全に関してさらに理解を深めていただくとともに、札幌
の「環境」について市民・事業者・行政が共に考え、共に行動するための一助となることを願っ
ております。

　　平成21年₁月
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○本書の構成について
　札幌市環境基本条例第９条において、環境白書は環境基本計画に基づき実施された施策の状況を公表するものとして
位置付けられています。第１章では、総合的な札幌市の環境行政についてまとめました。第２章では、環境基本計画の
施策体系に基づき、環境基本計画の目標、現況の概要をまとめました。第３章では、環境基本計画の施策体系に基づく
具体的な取組等をまとめました。
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第1 章

第1節　札幌市における環境問題の変遷
　札幌市は、明治２年（1869年）の北海道開拓使の設置に
より、北海道開拓の中心に位置づけられ、以来わずか百
数十年で人口190万人（平成20年（2008年）10月）を擁する
大都市となりました。この間、市民、事業者、行政が一
体となって計画的な都市づくりを進め、北方圏の拠点都
市へと発展してきました。
　反面、人口の増大と生産活動の拡大は、否応なく環境
への負荷を増大させ、大気汚染、水質汚濁などの都市生
活型の環境問題を発生させるとともに、周辺の自然環境
へも大きな影響を及ぼしてきました。
　特に、昭和35年（1960年）以降、高度経済成長期を経て
急速に都市化が進み、冬季暖房に起因する大気汚染、水
質汚濁、スパイクタイヤ粉塵汚染など著しい公害を経験

しました。これらの問題は、市民意識が高まる中、対策
技術の進歩や規制の措置、さらには環境保全関連の社会
資本の整備などにより、解決を図ることができました。
しかし、近年、都市・生活型の環境問題としての自動車
交通公害や廃棄物処理問題、自然環境の喪失、さらには
地球温暖化等の地球環境問題など、本市を取り巻く環境
問題は極めて多様化、複雑化しています。
　私たちは、札幌の良好な環境を保全し、これを将来の
世代に引き継ぐ責務を負っています。
　そのためには、これまでの生活のあり方などを見直し、
新たな価値観に基づく生活文化の創造や都市の形成を進
めていく必要があります。

　札幌市環境基本条例（平成7年（1995年）12月制定）は、環境の
保全に関する基本理念、市民・事業者（企業）・市（行政）の責務、
施策の基本的な事項などを定めており、本市の環境行政の基本
となるものです。この条例には、環境基本計画の策定や環境影
響評価の措置などを規定しているほか、市民・事業者などの立
場から環境の保全に関する協議を行う「札幌市環境保全協議会」

の設置など、市民参加の仕組みも規定しています。
　また、環境基本条例の基本理念を実現するための関係条例及
び計画は、図１－１のとおりです。これらの条例及び計画は相
互に役割分担しており、札幌市では、これらに基づき、環境の
保全及び創造に関する施策を総合的に進めています。
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図₁－₁　環境施策に関する主な条例・計画の体系図

７ 　地球環境保全に資する施策を積極的に推進す
ること 温暖化対策推進計画

６ 　エネルギーの有効利用、資源の段階的及び循
環的利用並びに廃棄物の減量を促進すること

５ 　環境に配慮した生活文化の形成を図ること

４ 　自然との豊かな触合いを確保するとともに、
潤いのある都市景観の創出及び保全並びに歴史
的文化的遺産の保存及び活用を図ること

３  　野生生物の種の保存その他の生物の多様性の
確保を図ること

緑の保全と創出に関する条例
緑の基本計画
水と緑のネットワーク整備構想

２ 　森林、緑地、水辺地等における多様な自然環
境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に
保全すること

１ 　市民の健康が保護され、及び生活環境が保全
されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自
然的構成要素を良好な状態に保持すること

生活環境の確保に関する条例
環境影響評価条例
水環境計画

環境基本条例

廃棄物の減量及び処理に関する条例
一般廃棄物処理基本計画
産業廃棄物処理指導計画

環境教育基本方針

都市景観条例
都市景観基本計画
文化財保護条例

（ 環境基本条例における施策の策定等に係る基本方針） （ 主な関連条例・計画）

環境基本計画

1　札幌市環境基本条例
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1 札幌市環境基本条例

⑴　計画の概要

　札幌市では、札幌市環境基本条例に基づき、地球環境を保全
し、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な都市
づくりを総合的・計画的に推進するため、平成29年（2017年）度
を目標年次とする「札幌市環境基本計画」を平成10年（1998年）
７月に策定しました（平成17年（2005年）３月改定）。
　この環境基本計画では、札幌がめざす環境都市像として、「環
境文化都市」を掲げ、その実現に向けて「循環型都市」「共生
型都市」「参加・協働型都市」の３つの環境都市像を設定しま
した（図１－２）。
　また、札幌がめざす環境都市像を実現していくため、地球温
暖化の防止など15の重点施策を示し、それぞれ市民・企業・行
政が協働で取り組む共通の目標（基本目標）や定量目標を掲げる
とともに、具体的な施策を提示しています。さらに、環境への
負荷を低減するため、市民・企業・行政などの行動指針を例示
しています。

⑵　計画の進捗状況

　環境基本計画に基づき平成19年（2007年）度に実施した主な事
業及び平成20年（2008年）度に実施する主な事業は、次のとおり
です。

ア　平成19年（2007年）度に実施した主な事業

ア　さっぽろごみプラン２１改定事業

　札幌市一般廃棄物処理基本計画「さっぽろごみプラン21」の
改定に向け、平成17年（2005年）度から札幌市廃棄物減量等推進
審議会を開催し、約２年間の審議を経て平成19年（2007年）３月
に答申が出されました。
　その後、答申をもとに改定作業を進め、パブリックコメント
や市民意見交換会などで寄せられた市民のみなさんからの意見
内容も踏まえ、平成20年（2008年）３月に新たな一般廃棄物処理
基本計画「スリムシティさっぽろ計画」を策定しました。

イ　ごみ減量アクションプログラム支援事業

　ごみ減量につながる具体的な行動を展開することを目的に、
「市民・事業者・札幌市」の協働による「さっぽろスリムネッ
ト（正式名称：ごみ減量実践活動ネットワーク）」を平成17年

（2005年）３月に設立しました。本市は、その一員として当該ネッ
トワークの活動に参加するとともに、行政の立場から活動の支
援を行っています。平成19年（2007年）度は、新規事業として、「生
ごみ堆肥の拠点回収」や市民団体と協働で「古繊維製品の資源
化に向けた回収実験」などに取り組むなど、ごみ減量事業の充
実を図っています。
　平成20年（2008年）度も引き続き、市の諸政策と緊密な連携を
持たせながら、市民・事業者と協働でごみ減量事業を展開して
いきます。

ウ　CO₂削減普及推進事業

　平成16年（2004年）度から３年間にわたり進めてきた“CO₂削

環　境　文　化　都　市

循　環　型　都　市 共　生　型　都　市 参加・協働型都市

重点施策※

1-⑵
2-⑷～⑹

重点施策※

1-⑴～⑷
2-⑴～⑺
3-⑴～⑷

⑴ 地球温暖化の防止
⑵ 森林機能の保全と育成
⑶ 酸性雨（雪）の防止
⑷ オゾン層の保護

※各都市像の実現のための重点施策を示しています。1-⑴は「1地球環境保全のための施策」の「⑴地球温暖化の防止」となります。

⑴ エネルギーを有効に利用する都市の実現
⑵ 環境低負荷型の交通網をもつ都市の実現
⑶ 廃棄物の少ない都市の実現
⑷ 良好な水環境を保全する都市の推進

⑸ 豊かな自然環境に包まれた都市の実現
⑹ うるおいと安らぎのある都市の実現
⑺ 健康で安心して生活できる都市の推進　

１ 地球環境保全の
　 ための施策 ２ 環境保全・創造のための都市づくり施策

推進

推進 推進

⑴ 環境教育・学習活動の推進
⑵ 市民・企業・活動団体等の環境保全・創造活動の推進

⑶ 環境保全・創造に寄与する産業や技術の振興
⑷ 地球環境保全に向けた国際的連携・協調関係の形成

３ 環境保全・創造活動の推進施策

環境保全・創造のための重点施策

実　現

めざす環境都市像

重点施策※

1-⑴～⑷
2-⑴～⑷、⑺

図₁－₂　環境保全・創造のための重点施策体系図

2　札幌市環境基本計画
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減アクションプログラム”を評価検証し、さらなる環境行動の
定着やCO₂の削減を目指すための普及啓発事業群として平成19
年（2007年）度に開始しました。
　具体的には市民のエコライフ推進に向けた①エコライフ行動
レポート事業（さっぽろエコ市民運動）②環境情報収集・発信事
業（環境情報誌「えこぽろ」発行）③市民環境活動支援事業（市
民環境提案等）④環境行動推進事業（さっぽろキャンドルナイト
等）⑤自動車環境保全推進事業（エコドライブコンテスト等）⑥
温暖化対策推進計画進行管理事業⑦環境保全活動への企業サ
ポーター募集事業（環境教育へのクリック募金）を実施しまし
た。

エ　「環境首都・札幌」宣言

　“ＣＯ₂削減アクションプログラム”などの取り組みにより、
市民に浸透してきた環境意識を、具体的な環境行動につなげて
いくため、「環境首都・札幌」宣言の策定を進めています。
　この宣言には、地球環境を守るために目指すべき市民像・都
市像を示した「さっぽろ地球環境憲章」と市民が取り組むべき
具体的な行動を整理した「地球を守るためのプロジェクト・札
幌行動～市民行動編」が掲げられており、市民公募委員４人を
含む15人の外部委員からなる環境首都札幌宣言市民会議によ
り、６回もの会議を開催し、エコライフレポートや“地球を守
るシンポジウム”を通して集めた市民の皆様の意見をもとに、

「環境首都・札幌」宣言の素案を作成しました。

オ　札幌市建築物環境配慮制度の導入

　住宅、オフィスビルなどの建築物について、その建築時から、
省エネルギー・省資源などの環境負荷の低減に関する取組を実
施することは、地球温暖化対策に大きな効果をもたらすもので
す。積雪寒冷地である本市の地域特性を踏まえ、「環境に配慮
した建築物」の普及・促進を図るため、「札幌市生活環境の確
保に関する条例」を一部改正し、「札幌市建築物環境配慮制度」
を平成19年（2007年）11月1日から導入しました。
　この制度は、一定規模以上の大規模建築物の新築等をする場
合、建築主がその建築物に係る環境に配慮した事項について自
ら評価を行い、その結果を本市に提出することを義務付けるも
のです。この評価を行うためのツール“CASBEE札幌”（建築
物総合環境性能評価システム）には、本市独自の地域特性を加
味した評価項目を盛り込みました。
　本市は、提出された評価結果等を市民に広く公表しており、
平成19年度には計20件の物件を公表しています。
　良質な建築物の普及により、良好な生活環境が確保された持
続可能な都市の実現を目指します。

カ　ESCO率先導入事業

　平成16年（2004年）、北海道・東北地方の自治体としては、初
めて、ESCO事業を市立札幌病院に導入しました。この事業で

は、シェアードセイビングス方式を採用し、民間の資金と技術
を活用した省エネ事業で、光熱水費の削減を一定以上保証する
ものです。平成18年（2006年）4月に運用開始、平成20年（2008年）
4月、2年間の事業成果がまとまり、着実に効果を上げているこ
とが分かりました。
　平成17年（2005年）には、区役所施設（北区役所・北区民セン
ター・手稲区役所）に導入され、本市としては２例目のESCO
事業として、平成19年（2007年）7月に運用が開始されました。
更に、民間事業者に対しても、ESCO事業の啓発を積極的に進
めています。

キ　�西区民・保健センターにおける下水排熱暖房利用実証試験

　本市では、エネルギーを有効に利用する都市の実現に向けて、
下水処理水排熱など都市排熱の有効利用について調査・検討を
進めており、この結果を受けて、平成18年（2006年）度に、琴似
流雪溝に送られている下水処理水を利用してヒートポンプを用
いて西区民・保健センターの暖房を行う実証試験に着手しまし
た。
　実証設備は、平成19年（2007年）度に完成し、平成22年（2010年）
度まで二酸化炭素排出削減効果、省エネルギー性などの検証・
評価を行います。
　この事業は、下水道施設、雪対策施設などの既存インフラを
効果的に活用して省エネルギーを図るものであり、今後、実証
試験の評価を経て、他の施設での実施についても検討を進めて
いきます。

ク　公共施設・民有地・道路緑化推進事業

　市街地のみどりを効果的に増やすために、市民・企業の緑化
活動への支援を重点的に取り組むこととして、札幌の木である
ライラックの植樹育成を進める「リラの花香る街づくり事業」
や、「一家庭一植樹運動推進事業」、「マイタウン・マイフラワー
プラン事業」を展開するとともに、フラワーコンテナの設置、
街路樹の複層化等を行う「みどりゆたかな都心づくり事業」な
どに取り組みました。
　このほか、学校をはじめとした各種公共施設の緑化普及に取
り組む「公共施設緑化推進事業」や、道路緑地帯等への植栽を
進める「道路緑化推進事業」、記念樹・ツタ苗配布、さっぽろ
ふるさとの森づくり植樹祭を実施し、みどりのボリュームアッ
プを図るほか、市民の緑化意識の高揚に努めました。

ケ　都心交通計画推進事業

　本市では、人と環境を重視した都心のまちづくり及び交通の
実現を目指し、様々な施策を展開しています。
　平成19年（2007年）度は、環境行動計画ＥＳＴ（環境的に持続
可能な交通）モデル事業の最終年度として、都心部の交通状況
調査の結果を基に、交通施策展開による環境改善効果を整理し、
ＥＳＴモデル事業の成果として取りまとめ、ホームページを作
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成し、市民に向けて分かりやすくＰＲしました。
　また、社会実験を契機に、一部の事業者により路外荷さばき
施設から荷物を配送する取り組みが始められるなど、一歩ずつ
取り組みの成果が現れ始めているところです。

コ　北海道の野生動物復元プロジェクト

　円山動物園は、円山原始林、円山川、円山公園などの周辺環
境も含めた円山エリア全体の環境保護・生物多様性の確保を行
い、市内全域・北海道全体の自然環境についてのメッセージを
世界に発信することを目的に「北海道の野生動物復元プロジェ
クト」を実施し、「オオムラサキ・プログラム」と「オオワシ・
プログラム」に取り組みました。
　「オオムラサキ・プログラム」では、オオムラサキやニホン
ザリガニが住む札幌の原風景の復元を目的に市民、企業、大学
等他の研究機関と連携してビオトープ協議会を設立し、オオム
ラサキ園内生息調査を行いました。また、円山動物園の森観察
会を実施し市民の皆さまに円山動物園の自然について理解を深
めて頂きました。
　「オオワシ・プログラム」は、北海道に生息する希少動物で
あるオオワシやシマフクロウを、他の研究機関と連携しながら
動物園の繁殖技術で復元し、鷹匠技術により飛行訓練を行い、
自然界に野生復帰させるもので、オオワシの繁殖地であるロシ
ア政府（サハリン州）や環境省などと意見交換、調整を行い平成
20年（2008年）６月にオオワシ国際シンポジウムを開催し円山動
物園の取り組みを世界に発信しオオワシ放鳥に向けて関係国間
での協力体制を構築しました。

イ　平成20年（2008年）度に実施する主な事業

ア　スリムシティさっぽろ計画推進事業

　平成20年（2008年）3月に策定した「スリムシティさっぽろ計
画」について、計画の概要を分かりやすくまとめた冊子を作成
して積極的に配布するとともに、計画に掲げた施策の概要を「広
報さっぽろ」に掲載するなど、幅広い周知に努めます。
　また、家庭ごみの有料化や新たな分別、収集体制の導入など
に伴って変更される排出ルールについて、新聞やテレビなどの
マスメディア、清掃ホームページなどの様々な方法による情報
発信や、町内会や各種団体など地域毎の細かな説明会の開催な
どにより、市民の理解と協力を求めながら、計画に掲げた施策
を確実に実施していきます。

イ　CO₂削減普及推進事業

　さらなる環境行動の定着やCO₂の削減を目指すため、平成19
年（2007年）度に開始した普及啓発事業群です。
　具体的には市民のエコライフ推進に向けた①さっぽろエコ市民
運動②環境情報収集発信事業③環境行動推進事業④エコドライ
ブ推進事業⑤札幌市温暖化対策推進計画の進行管理⑥環境教育

教材支援事業⑦環境教育推進事業を本年度も実施していきます。

ウ　「環境首都・札幌」宣言

　札幌市では、“地球環境問題への対応”を市政の最重要課題
の一つと位置づけ、様々な事業を通じて市民の環境意識が高ま
るよう働きかけてきました。
　そして、平成20年（2008年）に、北海道洞爺湖サミットの開催
を契機と捉え、市民一人一人がこれまで以上に地球環境保全に
取り組んでいく決意をし、世界に誇れる環境都市を目指すため、

「さっぽろ地球環境憲章」及び「地球を守るためのプロジェクト・
札幌行動～市民行動編」を掲げた「環境首都・札幌」宣言を策
定します。
 さらに、平成20年（2008年）6月25日（水）に札幌コンサートホー
ルKitaraで開催する市民式典にて、世界共通言語である音楽を
通じて「環境首都・札幌」を宣言し、世界へ発信していきます。

エ　環境総合展２００８

　環境問題が主要テーマとなる北海道洞爺湖サミット開催を契
機として、豊かな自然環境に恵まれた北海道から、日本の最先
端の環境技術や北海道における環境への取り組み等を世界に向
けて発信するため、北海道洞爺湖サミット記念「環境総合展
２００８」を開催します。
　この事業は、北海道が中心となり札幌市をはじめ民間企業、
大学などが連携し、実行委員会を立ち上げ運営を行うもので、
会期は平成20年（2008年）6月19日（木）より21日（土）までの3日
間、札幌ドームを会場に、期間中は約6万人の来場者を見込ん
でいます。
　札幌市においては、開催会場である札幌ドームとの連絡調整
や、環境広場さっぽろで10年間培ってきたノウハウを提供し、
実施に向けて全面協力を行います。

オ　こども環境サミット札幌

　平成20年（2008年）7月に開催される「北海道洞爺湖サミット」
の記念行事として、世界中から集まったこどもたちが地球環境
の未来について学び、共に考え、その成果を世界へ向けて発信
するため｢こども環境サミット札幌｣を開催します。
　平成20年（2008年）6月27日（金）から29日（日）までの3日間、札
幌市が世界に誇れる芸術的緑地空間であるモエレ沼公園をメイ
ン会場に、こどもたちが「地球の未来へ、いま、僕たち・私た
ちにできること」を開催テーマに、さまざまなプログラムを通
じて地球環境を守ることの大切さを「こども環境サミット札幌
　宣言」として世界へ向けて発信します。

カ　建築物環境配慮制度の推進

　積雪寒冷地である本市の地域特性を踏まえ、「環境に配慮し
た建築物」の普及・促進を図るため「札幌市建築物環境配慮制
度」を、平成19年（2007年）11月から運用しています。
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　この制度は、一定規模以上の大規模建築物の新築等をする場
合、建築主がその建築物に係る環境に配慮した事項について自
ら評価を行い、その結果を本市に提出することを義務付けるも
ので、提出された評価結果等は市民に広く公表しています。
　引き続き事業者・市民への普及啓発を行い、制度の定着を図
ります。また、公共建築物の率先的取組みを推進していきます。

キ　環境配慮型事業者登録制度の推進

　事業者の環境配慮行動は多様化し、さまざまな手法で自ら進
んで環境配慮を事業活動に組み込む事業者が増加しつつありま
す。このため、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、その取組内容を広
く市民等に紹介する「さっぽろエコメンバー登録制度」を創設
します。本制度の効果的な運用により、積極的に環境保全に取
り組む事業者がより多くの市民等の理解や協力を得やすくする
とともに、環境配慮型事業者の裾野の拡大と取組のレベルアッ
プを図ります。

ク　ESCO推進事業

　平成19年（2007年）7月に運用が開始された区役所施設（北区役
所・北区民センター・手稲区役所）のESCO事業も、1年が経過
し着実にその効果を上げております。
現在は、事業拡大のために、第3例目のESCO事業の検討に入っ
ています。更に、民間事業者に対しても、ESCO事業の啓発を
積極的に進めています。

ケ　札幌・エネルギーecoプロジェクト

　地球温暖化対策の防止に向けて、札幌市と金融機関、エネル
ギー事業者とが連携し、太陽光発電などの新エネルギー機器や
高効率給湯暖房機などの省エネルギー機器を導入しようとする
市民、中小企業者の方に対して、住宅ローン等の金利優遇や機
器導入費用の無利子融資及び機器導入費用の一部補助などを実
施します。
　事業期間は平成20年（2008年）度から平成22年（2010年）度まで
の3カ年を予定しており、強力な導入支援を行うことにより、
新エネ・省エネ機器の加速的な普及促進を目指します。

コ　北緯43°花香る北の街づくり事業

　市民と協働による花の彩りある美しい街並みをつくるため、
町内会等の地域住民が街路樹の植樹桝等に植える花苗の提供を
行う「歩道美化事業」や、企業と協働によりフラワーコンテナ
を設置する「ウェルカムフラワープラン」に加え、地域を主体
とした花壇づくりを進める「コミュニティガーデンプラン」、
これまで活用されていない道路植樹帯などに宿根草等を植える
ことにより美しい道路景観を目指す「ぶらり さっぽろ花ロー
ドプラン」を新たに取り組みます。また、街路樹桝等に植える
花苗を市民自ら種子より育成する「マイタウン・マイフラワー

プラン」の展開に努めます。

サ　木立ちを感じる街づくり事業

　みどり豊かな街づくりを目指すためには、市民・企業・行政
との協働が欠かせないことから、家庭での植樹をおこなうため
の苗木を支援する「一家庭一植樹運動推進事業」や、町内会等
と札幌市が協定を締結して地域緑化に取り組む「緑の協定制度」
により、民有地を主体とするみどりのボリュームアップを図る
とともに、市民の緑化意識の高揚に努めます。
　また、学校をはじめとした公共施設の緑化普及に取り組む「公
共施設緑化推進事業」や、街路樹緑地帯等への植樹を進める「道
路緑化推進事業」等の事業展開により、公共地における緑量の
増加にも取り組みます。

シ　さっぽろふるさとの森づくり事業

　市民参加による森づくりを推進することで、市民の緑化や環
境意識の高揚と、一層愛着を感じる森づくりを目指します。

「さっぽろふるさとの森づくり植樹祭」や「札幌水源の森づく
り植樹祭」を実施するとともに、本年度は、環境ＣＳＲ活動を
お考えの企業や団体から資材提供を受けるなど、より充実した
協働による森づくりを展開します。
　また、お子様の誕生などの各種慶事等にあわせて、気軽に森
づくりに参加ができる「市民メモリアル植樹園」を茨戸川緑地
に開園し、市民による自主的な森づくり活動の促進にも努めま
す。

ス　道路交通円滑化事業

　本市の都市計画道路網は、大幅な拡充を必要としない水準に
達していますが、時間帯や場所によっては、交通混雑が存在し、
公共交通機関や自動車交通の定時性に対する悪影響を与えてお
り、更には、渋滞によるCO₂排出量の増加によって地球温暖化
などの環境問題が発生していることから、これらの課題に早急
に対応する必要があります。
　当事業では、渋滞対策、環境改善を図るため、既存道路を有
効に活用した交差点改良を行うなど、道路機能の向上による交
通の円滑化を目的とし、渋滞対策箇所の洗い出し、対策検討及
びその実施、効果の検証などの取り組みを継続して進めていま
す。平成20年（2008年）度には、渋滞対策の実施と併せて、新た
な対策箇所の実施手法の検討を行い、道路交通円滑化事業を実
施していきます。

セ　円山動物園基本計画推進事業

　「円山動物園基本計画」は、これからの動物園の方向性を定
めた「円山動物園基本構想」に基づいて具体的な取組みを定め
たものです。
　基本構想に掲げる理念を実現するための経営改善やソフト事
業をはじめ、概ね10年間の施設整備上の課題を掲げた長期計画
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になっています。
　現在、地球温暖化や森林伐採などの理由によって、ホッキョ
クグマをはじめ多くの動物たちが絶滅危惧種に指定されていま
す。円山動物園では、高い飼育･繁殖技術を活かして、希少動
物の繁殖に取り組み、次世代の地球に残していくために繁殖技
術の確立を目指します。
　また、子どもたちが安心して楽しめる動物園であるとともに、
都心に近い円山動物園ならではの都会のオアシスとして、大人
にもゆったりと楽しんでもらい、動物たちと触れ合って心癒さ

れる空間を目指します。

ウ　定量目標の達成状況

　定量目標の達成状況は、表１－１のとおりです。
　定量目標を達成している項目については、引き続きその維持、
改善などに努めるとともに、達成していない項目については、
より効果的に施策を推進し目標の達成をめざします。

施策の体系 定　量　目　標 定量目標の状況（年の記載がない値は2007年度値）
地
球
環
境
保
全
の
た
め
の
施
策

地
球
温

暖
化
の

防
止 市民１人当たりの二酸化炭素排出量

2010年に1990年の水準よりも₆%削減し、2017年まで
に1990年の水準よりも10%削減することを目標としま
す。

 2005年6.16トン・CO2/人・年 
（1990年5.50トン・CO2/人・年） 
 1990年比12.0%増

オ
ゾ
ン
層

の
保
護

大
気
中
フ

ロ
ン
濃
度

フロン１１
2017年までに大気中フロン濃度を、1997年より低下さ
せることを目標とします。

2007年　300ppt　（1997年　268.3ppt）※1

フロン１２ 2007年　500ppt　（1997年　508.3ppt）※1

フロン１１３ 2008年　 80ppt　（1997年　126.7ppt）※1

環
境
保
全
・
創
造
の
た
め
の
都
市
づ
く
り
施
策

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に

利
用
す
る
都
市
の
実
現

市民１人当たりのエネルギー使用量
2010年に1990年の水準よりも₆%削減し、2017年まで
に1990年の水準よりも9.5%削減することを目標としま
す。

 2005年　24.5×106ｋcal/人・年 
（1990年　20.4×106ｋcal/人・年） 
 1990年比20.1%増

太陽光発電設備の導入量 2010年に太陽光発電設備の導入量を9,300ｋWとし、2017
年までに15,500ｋWとすることを目標とします。 2007年度累計　　2,923kW

雪冷熱利用設備の貯雪量 2017年までに雪冷熱利用設備の貯雪量5,580トンとす
ることを目標とします。 2007年度末実績　5,880トン

環
境
低
負
荷
型
の
交
通
網
を
も
つ
都
市

の
実
現

道
路
に
面
す
る
地
域

二酸化窒素に係る環境基準
二酸化窒素に係る環境基準の達成を維持するととも
に、₁時間値の₁日平均値0.05ppm以下の達成を目標
とします。

環境基準適合₅地点（100%）/測定地点₅地点

騒音に係る要請限度及び環境基準 すべての測定地点で騒音を要請限度以下にして、環境
基準を達成し維持することを目標とします。

要請限度適合 40 地点（100%）/ 測定地点 40 地点 
環 境 基 準 適 合 戸 数（211,289）戸（92.1%）/ 
対象戸数 229,385 戸

低公害車普及台数 2010年に低公害車の普及台数を7,600台とし、2017年ま
でに12,000台とすることを目標とします。 2007年度末　5,160台

自動車からの二酸化炭素排出量
自動車からの二酸化炭素排出量削減に向けた取り組
み状況を的確に把握・評価するための手法等を次期計
画改定までに確立します。

今後、検討を進めていきます。

廃
棄
物
の
少
な
い
都

市
の
実
現

札幌市が処理する廃棄ごみ量

札幌市が処理する廃棄ごみ量を、ごみ発生抑制・リサ
イクルを促進することにより、1998年度の実施に比べ
て2014年までに15%以上減量します。
なお、2008年３月に改定した「一般廃棄物処理基本計
画」において、新たな目標を設定しました。（2004年度
の実績に比べ、2010年度までに20％以上減量、2017年
度までに30％以上減量）

 2007年　730千トン 
（1998年　870千トン） 
 1998年比16.1%減　

良
好
な
水
環
境
を
保
全
す
る
都
市
の
推
進

水
質
環
境
基
準
達
成

（健康項目達成率）

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。

環境基準適合 25 地点（96.2%）/
　環境基準点15地点、補助地点11地点

（生活環境項目（BOD）達成率） 環境基準適合 15 地点（100%）/
環境基準点15地点

（ダイオキシン類（水質）） 環境基準適合₃地点（100%）/ 測定地点₃地点

（ダイオキシン類（底質）） 環境基準適合₃地点（100%）/ 測定地点₃地点

地下水揚水量 2000年度の地下水揚水量約3,900万㎥を基準として、
2017年度までに年間揚水量を約700万㎥削減します。

　　　　2006年度　　3,683万㎥ 
　　　　2000年度　　3,900万㎥ 
　　　　2000年度比　 217万㎥減

多自然川づくりの整備延長 多自然川づくりの整備延長を、2010年度に5.5㎞とす
ることを目標とします。 4.8㎞

表₁－₁　環境基本計画の目標達成状況
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施策の体系 定　量　目　標 定量目標の状況（年の記載がない値は2007年度値）

環
境
保
全
・
創
造
の
た
め
の
都
市
づ
く
り
施
策

う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
都
市

の
実
現

市民１人当たりの公園緑地面積 2017年度における市民₁人当たりの公園緑地面積を40
㎡にすることを目標とします。

　　　　2007年度 　　 27.3㎡ 
　　　　2006年度　　　　27.1㎡　 
　　　　　　　　　　　 0.2㎡ 増

多自然川づくりの整備延長（再掲） 多自然川づくりの整備延長を、2010年度に5.5㎞とす
ることを目標とします。 4.8㎞

市民との協働等による植樹本数 市民との協働等による植樹本数を、2010年度に70,000
本とすることを目標とします。 91,506本

身近なみどりの満足度 身近なみどりの満足度を、2010年度に50％とすること
を目標とします。 62.1%

健
康
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
都
市
の
推
進

一
般
大
気
環
境

大
気
環
境
基
準
達
成
率

（二酸化硫黄）

大気環境に係る環境基準を達成し維持します。

環境基準適合₇地点（100%）/測定地点₇地点

（二酸化窒素） 環境基準適合10地点（100%）/測定地点10地点

（浮遊粒子状物質） 環境基準適合10地点（100%）/測定地点10地点

（光化学オキシダント）
環境基準適合1地点（11.1%）/測定地点₉地点
※ 　環境基準の超過は天然オゾンの影響であり、人

為的な原因によるものではないと言われています。

化
学
物
質

（ベンゼン） 環境基準適合４地点（100%）/測定地点４地点

（ダイオキシン類） 環境基準適合13地点（100%）/測定地点13地点

有害大気汚染物質指針値達成率 有害大気汚染物質指針値を達成し維持します。 指針適合４地点（100%）/測定地点４地点
地
下
水
環
境
基
準
達
成
率

（概況調査※2）

地下水の水質汚濁に係る環境基準を達成し維持します。

環境基準適合50地点（98.0%）/測定地点51地点

（汚染井戸周辺地区調査※3） 環境基準適合₁地点（100%）/測定地点₁地点

（定期モニタリング調査※4） 環境基準適合20地点（32.8%）/測定地点61地点

（ダイオキシン類） 環境基準適合₁地点（100%）/測定地点₁地点

土壌環境基準達成率（ダイオキシン類）
土壌汚染に係る環境基準を達成し維持します。

環境基準適合₃地点（100%）/測定地点₃地点

土壌汚染環境基準達成率 現在のところ、土壌汚染は明らかになっ
ていません。

有害物質取扱事業場における新たな地
下水汚染件数

有害物質取扱事業場における新たな地下水汚染件数
を₀件とします。 環境基準適合10地点（100%）/測定地点10地点

騒音環境基準達成率（一般環境） 騒音に係る環境基準を達成し維持します。

環
境
保
全
・
創
造
活
動
の
推
進
施
策

環
境
教
育
・
学

習
活
動
の
推
進

学校における「エコライフレポート」
の提出枚数（累計）

学校における「エコライフレポート」の提出枚数（累計）
を、2010年度に54万枚とすることを目標とします。 ₃万枚

環境教育・学習への取り組み状況
環境教育・学習への札幌における取り組み状況を的確
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。

今後、検討を進めていきます。

市
民
・
企
業
・
活
動
団
体
等
の
環
境
保
全
・

創
造
活
動
の
推
進

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

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、2010年度に₄万トンとすること
を目標とします。

4,544トン

環境マネジメントシステム等導入事業
者数（ISO14001、HES、エコアクショ
ン21等）

当面2006年度に300件という目標は達成できました。
2007年度は830件を目標に活動しています。

　　　　　2007年度　　　891社 
　　　　　2006年度　　　776社 
　　　　　2005年度　　　654社 
　　　　　2004年度　　　607社 
　　　　　2003年度　　　263社

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

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。

今後、検討を進めていきます。

環
境
保
全
・
創
造

に
寄
与
す
る
産
業

や
技
術
の
振
興

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

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。 今後、検討を進めていきます。

※₁　測定地点の北１条局、伏見局、東月寒局の夏・冬の平均値です。
※₂　概況調査とは、地域の全体的な地下水質の概況を把握するための調査です。
※₃　汚染井戸周辺地区調査とは、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です。
※₄ 　定期モニタリング調査とは、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です。
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　環境基本計画は、環境という広範囲にわたる分野を総合的に
とらえた形で構成されていることから、具体的な施策・事業に
ついては、各分野ごとに個別計画等が策定されております（図
１－３）。

　このため、環境基本計画の進行管理は、関連する主な個別計
画等の進行管理と連動して実施しており、個別計画等ごとに課
題や今後の取組予定等について整理しました。

環境基本計画重点施策の体系図

図₁－₃　環境基本計画と主な個別計画等の関係

3　関連個別計画等の進行状況
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₁　温暖化対策推進計画
計画の進行
状況

当計画に基づく市民、事業者、本市の取組は着実に実行されているものの、市民１人当たりのCO₂排出量は増
加傾向にある。本市のCO₂排出量の内訳は民生（家庭）、民生（業務）、運輸の３部門で約９割を占めており、エ
コライフの推進をはじめ、これらの部門に関連する事業を強化するなど、さらなる施策展開が必要である。

進行に向け
た課題等と
今後の取組
予定

＜進行における課題＞
・ CO₂排出量の算出に使用する統計資料のうち公表が数年後のものもあり、施策の効果を検証するまでに時間

差が生じている。
○国内外の情勢
　・ 平成19年（2007年）５月には地球温暖化問題についての戦略である「美しい国50」が国から提案され「世界全

体の排出量を現状に比して2050年までに半減する」など、より高い目標が示された。
　・ 平成20年（2008年）７月に開催される北海道洞爺湖サミットでは、ポスト京都（京都議定書の第１約束期間

が終了する2013年以降の温室効果ガス削減を目指す枠組み）に関して議論される予定である。
＜今後の取組予定＞
○年に１回、市域のCO₂排出量を算出する。
○ 北海道洞爺湖サミットにおいて議論される新たな枠組みや国の動向を勘案し、本市における温暖化対策推進

計画の見直しの必要性を検討する。
市民・事業
者・活動団
体の取組状
況

市
　
民

○さっぽろエコ市民運動（平成20年（2008年）3月末現在）
　・ CO₂削減量：4,544トン
　・ 植樹本数：11,193本
○クリーンさっぽろ推進員への研修など地域においてエコライフを推進した。
○環境情報紙「えこぽろ」を毎月発行した。
○省エネラベル普及の取り組みを進めた。

事
業
者

○市内で環境マネジメントシステムに取り組んでいる事業者は平成20年（2008年）３月現在、約891社
○ 基準年度と平成18年（2006年）度のCO₂排出量の比較
　・ 各事業者のエネルギー等使用量からCO₂排出量を算出したところ、基準年度（EMSにおける削減目標等

を設定するときの基準とした年度）と比べて平成18年（2006年）度の排出量は、全体で約66,000t-CO₂
（8.9％）削減されていた。

　・ 事務所等での省エネ・省資源の取組のほか、燃料の天然ガス転換、製造工程の見直し、機器の運転工
夫等の設備面での取組により大きく削減を図っている事業者もあった。

活
動
団
体

○ 市民、市民団体、企業等が各種環境保全活動を実施。このうち、本市が後援名義の使用を承認したもの
は38件（平成19年（2007年）度）であった。

○本市が後援名義の使用を承認した環境保全活動例
　・ 小学生とその親を対象に、森の育てかたを勉強することを目的としたバスツアー
　・ 環境問題に関心を持ってもらうことを目的とした、電気を使わない音楽祭

₂　一般廃棄物処理基本計画
計画の進行
状況

旧計画で掲げた3つの目標のうち、廃棄ごみ量と埋立処分量はすでに目標を達成したが、リサイクル率は目標
と開きがあり、廃棄ごみについてもまだまだ減量する余地が残されている。また、埋立地の残余容量のひっ迫
や清掃工場の老朽化などの課題もある。
これらの課題に対応するため、今後は、平成20年（2008年）3月に策定した新たな一般廃棄物処理基本計画「ス
リムシティさっぽろ計画」に基づき、さらなるごみ減量・リサイクルの取り組みを進める。

進行に向け
た課題等と
今後の取組
予定

・ 老朽化した篠路清掃工場の廃止を目指し、焼却ごみの減量を進める。
・ 横ばいとなっている家庭ごみを減量するため、新たな分別収集を開始するなど、ごみ減量・リサイクル施策

を大幅に拡充する。
・ より多くの市民の積極的な行動を喚起し、ごみ減量効果を最大限に高めるため、家庭ごみ有料化を実施する。
・ 事業ごみについても、民間のリサイクルルートへの誘導や分別・適正排出の指導の徹底により、自主的な減量・

リサイクルの促進を図る。
市民・事業
者・活動団
体の取組状
況

市
　
民

・ クリーンさっぽろ衛生推進員による環境美化活動【推進員：2,914人】
・ 集団資源回収の実施【実施団体数：3,508団体、回収量58,481ｔ】
・ 生ごみ堆肥化の取り組み【支援世帯数：3,767世帯】

事
業
者

・ 事業系廃棄物減量計画書の提出【事業所数：805事業所】
・ 事業系古紙の回収拠点としての協力：【協力店数：48店舗】
・ 家庭用使用済み蛍光管の回収拠点としての協力【協力店数：253店舗、回収量：85ｔ】
・ 家庭用使用済み食用油の回収拠点としての協力【回収拠点数：71カ所、回収量：21,395ℓ】
・ 古紙の回収拠点としての協力【協力店数：市内70店舗、セイコーマート・北海道スパー：市内360店舗】

活
動
団
体

・ クリーンさっぽろ衛生推進協議会と札幌市との共催によるごみゼロキャンペーンの実施
・ NPO法人・障がい者団体・学生・市民ボランティア・地元商店関係者・さっぽろスリムネットの協働に

よる「リユース・イベント」の開催
・ 学生リユース市協議会により家具･電化製品などを提供する「サッポロ･リユース･カレッジフェア」の開

催
・ NPO法人による指定管理者としてのリサイクルプラザ宮の沢の運営（市民ボランティアがサポーターとし

て運営を支援）
・ NPO法人・市民団体・障がい者団体による生ごみ堆肥化支援事業への参加（堆肥化講師派遣、堆肥化セッ

ト製作・販売、回収拠点として協力）
・ 「さっぽろスリムネット（ごみ減量実践活動ネットワーク）」による、市民・事業者・札幌市が連携したさ

まざまなごみ減量実践活動の展開【さっぽろスリムネット事業への参加者数：延べ9,889人】

３　緑の基本計画
計画の進行
状況

本計画に定める数値目標である公園緑地面積については、平成9年（1997年）度末から平成19年（2007年）度末ま
でに1,800haを新たに確保する目標値に対して、1,269.5ha（目標に対し71％）の確保に留まっている。
また、公園や道路空間などの公共用地のみならず、個人の庭を含む札幌の緑を豊かにするため、市民との協働
等による植樹に取り組んでいるが、年間目標7万本に対して平成19年（2007年）度は約9万本を達成しており、み
どりを守り育てようとする市民の取組みは着実に広がっている。
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進行に向け
た課題等と
今後の取組
予定

＜進行における課題＞
○ 公園緑地の確保のみならず、公共施設緑化や民有地の緑化等について、創意工夫を行い、みどりのボリュー

ムアップを図ることが必要である。
○ 良好なみどりの育成に向けて、市民・企業・行政の協働による維持管理をさらに推進することが必要である。
＜今後の取組予定＞
○ 厳しい財政状況ではあるが、着実に公園緑地の整備を進めるとともに、平成20年（2008年）度においても市民

との協働等による植樹に取組み、身近なみどりを増やす様々な取組みを実施する。
○ 市民・企業・行政の協働により、みどりを基調としたうるおいある街づくりを進めるため、市民による花苗

づくりや民有地におけるコンテナガーデンを推進する
市民・事業
者・活動団
体の取組状
況

市
民

市民との協働等による植樹【植樹本数（平成19年（2007年）度）：91,506本】
市民による花苗づくり【花の育苗数：197,000株】

事
業
者

民有地におけるコンテナガーデンの推進【フラワーコンテナ貸出し数：381基（184箇所）】

活
動
団
体

街路樹の植樹桝等を利用した花壇づくり【参加団体数：977団体、花苗配布数：425,441本】　
町内会等による公園管理【公園数：1,368公園】
公園ボランティア【登録数：26団体5個人】、森林ボランティア【登録数：11団体】

４　水環境計画
計画の進行
状況

本計画は、都市活動による水循環への負荷を低減し、水循環の維持回復を図るための総合的な取り組みについ
て計画化したものである。
定量目標については、Ｐ₆のとおりであり、また、「川に水の流れを取り戻す」、「水生生物の生息に必要な流
量に配慮する」、「地域で親しむことができる水辺を創出し維持する」等の定性的な目標については、その考え
方が徐々にではあるが関係部局や関係団体等の事業に反映され始めていることから、概ね順調な進捗と考えて
いる。

進行に向け
た課題等と
今後の取組
予定

本計画策定（H15.10）後、水循環への負荷の基本データとなる将来人口について、その見直しが各分野において
行われている。また、本計画との関連性が高い「札幌市河川環境基本計画（建設局）」の策定作業が行われてい
ることなどから、これらの状況を踏まえ本計画の見直しの必要性や時期について検討を進める。

市民・事業
者・活動団
体の取組状
況

市
民

・ 町内会が身近な河川の美化活動を行っている。
・ ホタルや水生生物の観察会・水質調査等を通じて、環境保全の大切さを学び行動している。

事
業
者

・ 事業者として、河川美化活動を行っている。
・ 市民と連携した美化活動も行っている。

活
動
団
体

・ 地域の市民や児童と連携し、ホタルの観察や水生生物の観察会・水質調査を行い、環境保全意識の向上
を図っている。

・ 町内会等と連携し、身近な河川の美化活動を行っている。
・ 水辺の生き物を保全する活動を行っている。

５　環境教育基本方針
計画の進行
状況

・ 環境教育基本方針に基づく施策の進捗状況や効果などを評価・検証するため、有識者、学校関係者、公募市
民等からなる札幌市環境教育基本方針推進委員会を設置し、運用している。

・ 環境教育を効果的に推進するために、環境教育関連施設や学校との連携を深め、互いに情報を共有する体制
を整えている。

進行に向け
た課題等と
今後の取組
予定

＜進行における課題＞
環境教育を行う場として、学校以外の家庭・地域・職場向けに作成した環境教育プログラムを周知する機会を
どのように創出していくかが課題となる。
また、平成19年（2007年）度に改訂した環境副教材についても、学校においてどの程度利用され、その使いやす
さについて把握し、次回改訂の資料とする必要がある。
＜今後の取組予定＞
環境教育プログラムについてはホームページ等で周知し、アンｹートを実施することで家庭や地域における広
がりを把握する。また、環境副教材についても教員向けのアンｹートを実施し、利用状況について把握する。
さらに、環境教育の機会づくり・場づくりとして、バスツアーや校外学習用バスの貸し出し、環境コンテスト
などを実施する。

市民・事業
者・活動団
体の取組状
況

市
民

・ 自主的な学習会等の開催

事
業
者

・ 社内での環境教育の実施
・ 環境教育推進への支援

活
動
団
体

・ 各種環境関連の講座・イベント等の開催
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

ア　温暖化の原因と今後の予測
　地球温暖化は、地球を取り巻く大気中の二酸化炭素、メタン、
一酸化二窒素、フロンなどの温室効果ガスの濃度が増加するこ
とによって生じています。これらの温室効果ガスは、地表から
宇宙に放射される赤外線を吸収し、その一部を地表に再放射す
る性質を持ち、地球を加温する役割を果たします。産業革命以
降、化石燃料の大量消費により、二酸化炭素をはじめとする温
室効果ガスの濃度が急速に増加し、地球が温暖化しています（図
２－１）。
　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による最新の報告で
は、人為起源の温室効果ガスの増加が地球温暖化の原因である
とほぼ断定されました。世界中の地表気温の観測記録によれば、
過去100年（1906年～2005年）に世界平均気温は約0.74℃上昇し
ており、さらに2030年まででは、10年当たり約0.2℃の割合で
気温が上昇すると予測されています。
　地球温暖化を防止するためには、二酸化炭素をはじめとする
温室効果ガスの大気中への排出量を削減することが不可欠であ
り、二酸化炭素の吸収源となる森林を保全及び育成することも
重要な課題です。

イ　札幌市の二酸化炭素排出量の将来予測
　二酸化炭素は、温室効果ガスの中で最も地球温暖化への影響
が大きい物質です。札幌市内の二酸化炭素排出量を図２－２に
示します。札幌市内で直接排出されている二酸化炭素の量（電
力消費分を含む）は平成２年（1990年）で市民１人当たり約5.50
トン（二酸化炭素換算、以下同じ）と推計されています。札幌に
おける化石燃料の消費量や廃棄物の排出量は増加傾向にあり、
それに伴う二酸化炭素の排出量も増加してきています。平成17
年（2005年）の市民１人当たりの二酸化炭素排出量は約6.16トン
で平成２年（1990年）に比べ約12.0％増加しています。

（資料）温室効果の概略図（IPCC）

第2 章 環境の状況
第1節　地球環境保全

【基本目標】
○ 　省エネルギーの推進をはじめ、自動車交通対策、廃棄物減量と再資源化、緑の保全と創出など、地球温暖化の防止に向け
た施策を市民・企業・活動団体等の参加と協働により総合的に推進し、二酸化炭素の排出量を削減します。

【定量目標】
○ 　市民一人あたりの二酸化炭素の排出量を、平成22年（2010年）に平成2年（1990年）の水準よりも6％削減し、平成29年（2017
年）までに平成2年（1990年）の水準よりも10％削減することを目標とします。

図2－1　地球温暖化の仕組み

太陽 

太陽光線は澄
んだ空気を透
過する。 
 
太陽光線の大
部分は地表面
で吸収され、
地表面を温め
る。 

赤外線は 
温室効果ガスに
よって吸収され、
その結果、大気が
温められる。 

地表面から赤外線が
放射される。 

太陽光線 
赤外線 

大気 

温室効果ガス 

地球 

基準年 現状値 目標

平成2年(1990年） 平成17年(2005年） 平成22年(2010年） 平成29年(2017年）

5.50トン／人・年 6.16トン／人・年 5.17トン／人・年 4.95トン／人・年
※二酸化炭素換算

1　地球温暖化の防止
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　森林は、大気中の二酸化炭素を吸収・固定する機能を持って
おり、地球温暖化を防止する上で重要な役割を担っています。
また、水源のかん養や土壌の保全、野生生物の生息など、自然
生態系を保全する機能も果たしています。さらに人間生活に
とっても木材を生産・供給する機能や、心のやすらぎを提供す
る機能を果たすなど、多くの公益的価値を有する大切な資源で
す。
　しかし近年、地球上の森林面積が大きく減少し、陸上の生態
系に悪影響を及ぼしています。特に、開発途上国の熱帯林をは
じめとする大規模な森林の急速な減少によって、土壌の流出や
野生生物の減少などが大きな問題になっています。また、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ること

で、地球温暖化がより一層進展することも危惧されます。
　こうした森林の急速な減少は、開発途上国における人口の急
増や食糧生産の拡大など様々な原因がありますが、日本を含め
た先進国における森林資源の大量消費も大きな要因となってい
ます。
　平成４年（1992年）の地球サミットでは「森林原則声明」が採
択され、熱帯木材の生産国と消費国が協力して、森林資源の保
全と持続可能な経営及び利用を図るための取り組みが進められ
ています。
　札幌は、先進国の大都市として果たすべき役割を認識し、森
林資源の消費抑制に努めるとともに、自らの地域における森林
の保全と育成を進め、地球上の森林の保全と再生のために積極
的に取り組むことが求められています。

ウ　部門別二酸化炭素排出量

　平成17年（2005年）の二酸化炭素排出量を部門別でみると、約
64％が家庭やオフィスなどの民生用、約27％が自動車などの運
輸用、約7％が工場などの産業用の化石燃料の消費によるもの
です。このほか、廃棄物の焼却などからも３％程度発生してい
ます（図２－３）。

　これは、寒冷な気候から家庭等での冬季の暖房・給湯用の燃
料消費量が多いこと、ついで、自動車からの排出量が多いこと
を示しています。また、全国平均と比較して産業部門の割合は
低く、本市が消費型都市であることを反映しています。
　二酸化炭素の排出は、石油・石炭等の化石燃料の消費による
ものであり、札幌市においては、その多くを民生部門と運輸部
門で灯油、軽油、ガソリンなどの石油製品として消費していま
す。

万トン-CO2 トン-CO2/人
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図2－2　札幌市内の二酸化炭素排出量

廃棄物部門
2.6%

エネルギー
転換部門
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民生(業務)
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民生(家庭)
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図2－3　札幌市内の二酸化炭素排出量の部門別構成比（平成17年（2005年））

総量：1,159万トン

【基本目標】

○ 　熱帯林などの森林資源の保全に貢献するとともに、自らの地域における森林の保全と育成を推進します。

2　森林機能の保全と育成
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　酸性雨（雪）とは、強い酸性を示す降雨（雪）や、同じく強い酸
性を示す乾いた粒子状物質が降下する現象をいいます。
　大気中の二酸化炭素が飽和状態で溶け込んだ場合にあって
も、pHは5.6にとどまるため、一般的にはpHが5.6より小さい雨
を酸性雨と呼んでいます。酸性雨の原因は、石炭や石油などの
化石燃料の燃焼に伴って大気中に排出される硫黄酸化物や窒素
酸化物などであり、国内での排出はもとより国外で排出された
ものも国境を越えて影響を及ぼすと言われているため、局地的

な問題にとどまらず国際的な環境問題になっています。
　酸性雨による影響としては、森林や農産物の枯死、湖沼の酸
性化、大理石や金属などで造られている建造物や彫刻等の腐食、
健康被害等があげられます。ヨーロッパでは酸性雨による森林
破壊が数多く報告されており、中には札幌と類似した植生の森
林破壊の例もあります。
　こうしたことから、酸性雨の原因究明と植生や土壌等への影
響に関する観測調査、国際協力による対策を進めることが重要
です。

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　地球の大気中には、高度10㎞から50㎞までの上空にオゾンと
いう物質が集中的に存在するオゾン層があります。このオゾン
層は太陽の光に含まれる紫外線を吸収して私たち人間が皮膚が
んや白内障になったり免疫力が低下したりすることを防いでい
るほか、いろいろな生物の命を守る重要な役割を果たしている
と言われています。
　この大切なオゾン層はフロンガス等によって破壊されてしま
います。大気中に放出されるフロンガスが増えるとともに破壊
も進み、近年では南極大陸を取り囲むようにオゾン層の少ない
領域（オゾンホール）が観測されるようになりました。オゾン層
の破壊は南極だけにとどまらず、札幌上空のオゾンの濃度も、
近年は増加傾向にあるものの1980年頃に比べ少ない状態が続い
ています（図２－４～６）。

【基本目標】
○ 　自動車、工場・事業場、小型燃焼機器などから排出される硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量を削減するとともに、近隣諸
国との協力による発生源対策などに取り組み、酸性雨（雪）の防止対策を推進します。

【基本目標】
○ 　市内で廃棄される機器から冷媒用フロンガスを確実に回収し、処理します。
【定量目標】
○ 　平成29年（2017年）までに大気中フロン濃度を平成9年（1997年）より低下させることを目標とします。

図2－4

●は衛星観測データによる比偏差

気象庁オゾン層観測報告2007より

3　酸性雨（雪）の防止

4　オゾン層の保護
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　オゾン層の破壊は地球環境問題の中でも早くから認識されて
いた問題ですが、大気の循環や日射量、気温など様々な要因に
よって影響されるため、地域的な対策だけでなく地球全体の問
題として取り組んでいかなければなりません。国際的な取り組
みによって、オゾン層破壊への影響が大きい特定フロンの生産
は平成７年（1995年）末で全廃され、代替物質への転換が進んで
いますが、オゾン層の回復には長い時間が必要だと言われてい
ます。また、全廃以前に生産された特定フロンは今後も大気中
に放出される可能性があり、それを回収し、適正に処理するこ
とが必要です。

⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況

　経済発展の基盤となってきた大量消費・大量生産型の経済社
会システムの中で、物質的な豊かさや快適さを追求してきた結
果、化石燃料によるエネルギー消費量が増大し、地球温暖化の
原因となる二酸化炭素の排出量の増大を招いています。
　化石燃料は限りある資源であり、地球温暖化を防止するため

にも、その消費量を削減する必要があります。このため、エネ
ルギー効率の高い都市構造への転換、省エネルギーの推進、自
然エネルギーや未利用エネルギーの利用などに取り組んでいま
す。

ア　エネルギー消費量の現状

　札幌市内で直接消費された最終エネルギー消費量は、平成２

図2－5　日本上空のオゾン全量の年平均値の推移

　札幌、つくば、鹿児島、那覇、南鳥島におけるオゾン全量の観測開始から平
成19年（2007年）までの年平均値の経年変化。ただし、季節変動など既知の周期
的な自然要因と相関の高い変動成分は除去していない。

図2－6　

第2節　環境保全・創造のための都市づくり

【基本目標】
○ 　エネルギー利用効率の優れた都市づくりを推進するため、省エネルギーの推進や、自然エネルギー・未利用エネルギーの
利用を促進します。

【定量目標】
○ 　市民１人当たりのエネルギー使用量を、平成22年（2010年）に平成2年（1990年）の水準よりも6％削減し、平成29年（2017年）
に平成2年（1990年）の水準よりも9.5％削減することを目標とします。
○ 　平成22年（2010年）に太陽光発電設備の導入量を9,300kWとし、平成29年（2017年）までに15,500kWとすることを目標としま
す。
○　平成29年（2017年）までに、雪冷熱利用設備の貯雪量を5,580トンとすることを目標とします。

1　エネルギーを有効に利用する都市の実現
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年（1990年）度は約34×1012㎉、平成17年（2005年）度は約48×1012

㎉と増加傾向にあり、今後、札幌の都市構造、エネルギー利用
技術、生活行動や産業活動に大きな変化がないものと仮定する
と、平成29年（2017年）度には55×1012㎉まで増加すると推計さ
れます。
　また、市民1人当たりの最終エネルギー消費量は、平成17年
（2005年）度で25×106㎉／人（灯油１リットル当たりの平均発熱
量を8,767㎉として約2,800リットル）であり、全国値30×106㎉
を下回っています。市民１人当たりの消費量は、平成29年（2017
年）度には、27×106㎉／人まで増加すると推計しています（図
２－７）。

　平成17年（2005年）度の札幌市内の最終エネルギー消費量の部
門別構成比を見ると、家庭や事業所などの民生部門が約69％、
自動車などの運輸部門が約23％、工場などの産業部門が約7％
となっており、民生部門のエネルギー消費が非常に大きいとい
う特徴があります（図２－８）。

イ　エネルギーの有効利用等

　札幌市は、ごみの焼却熱や下水道排熱などの未利用エネル
ギー、太陽光や雪冷熱、地中熱などの自然エネルギーの導入を
行い、化石燃料消費の削減に取り組んでいます。

ア　エネルギー利用効率の高い都市づくり
　都心地域や都心周辺地域などにおける土地利用の高度化、多
様な商業・業務機能、行政機能などの各種都市サービス機能の
集積、機能的な交通基盤の整備などを促進し、エネルギーを効
率的に利用することができる都市づくりを進めています。

イ　都心部におけるエネルギーネットワークの構築
　都心部におけるエネルギー利用効率を高めるため、駅前通地
下歩行空間や既存の地下施設を活用した温・冷熱供給導管の
ネットワークの形成を推進します。

ウ　未利用エネルギーの利用
ａ　ごみの焼却熱などの利用
　札幌市の清掃工場では、ごみの燃焼により発生した熱を利用
して自家発電を行い、工場内で使用する電力の大部分を賄うほ
か、余剰電力は電力会社に売却しています。その他、地域暖房、
融雪槽などにも熱供給を行っています（図２－９）。
　また、事業系の紙くず・木くず・廃プラスチック類を使用し
て固形燃料（ＲＤＦ）を生産し、地域暖房に活用しています。
ｂ　下水熱の利用
　下水処理水などの未利用エネルギーは、融雪槽や流雪溝など
の雪処理施設の熱源、水源として有効に活用しています。
　平成19年（2007年）度までに、藻岩下、安春川、新琴似、発寒、
創成東、琴似、北郷の各流雪溝、厚別、発寒、新川の各融雪槽
と、創成川、伏古川の融雪管、大通、発寒、八軒の各下水道管
投雪施設、さらに、月寒公園内、伏古公園北、アクセスサッポ
ロに地域密着型雪処理施設を整備しています（図２－10）。
　また、平成19年（2007年）度から、琴似流雪溝へ圧送されてい
る下水処理水の排熱を、西区民・保健センターの暖房熱源とし
て活用して、省エネルギーと二酸化炭素排出量の削減を検証し
ています。

エ　自然エネルギーの利用
　近年、太陽光や風力などの自然エネルギーが、無尽蔵でクリー
ンな石油代替エネルギーとして注目されています。本市では、
市有施設に自然エネルギーの導入を進めています。
ａ　太陽光発電
　平成10年（1998年）12月に、あいの里ひがし児童会館に市有施
設で初めて太陽光発電設備を試験的に導入し、平成19年（2007
年）度までに小学校などを中心に12施設に導入しました。太陽
光発電設備は、二酸化炭素の排出削減に貢献しているほか、環
境学習に活用されるなど自然エネルギーの普及啓発に役立って
います。市では、今後も公共施設へ太陽光発電設備の率先導入
を進めます。
ｂ　風力発電
　平成16年（2004年）度に、市内小学校としては初めて、屯田北
小学校に小型風力発電を導入しました。太陽光発電設備と併せ
て設置したもので、視覚的に発電が確認できること等、環境学
習効果を高めるとともに、学校のシンボル的な存在となってい
ます。

図2－8　札幌市内の最終エネルギーの部門別構成比（平成17年（2005年）度）
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図2－7　札幌市内の最終エネルギー消費量の将来予測
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図2－9　清掃工場の熱利用（平成19年（2007年）度実績）
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（資料）札幌市環境局 
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図2－10　雪対策施設におけるエネルギー有効利用
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ｃ　雪冷熱エネルギーの利用
　札幌市では、雪冷熱を施設冷房に利用する取り組みを進めて
います。
　平成14年（2002年）度に都心北融雪槽に雪冷熱エネルギー利用
の実証設備を設置し、地域熱供給事業者の冷熱配管に雪冷熱を
供給する実証運転を行っています。このように雪冷熱を個別の
施設だけでなく、面的なエリアへと供給する試みは、全国的に
も初めての試みです。
　また、平成15年（2003年）度にはモエレ沼公園の「ガラスのピ
ラミッド」に、平成17年（2005年）度には山口斎場に雪冷房シス
テムを導入し、夏の間、雪から得られる冷水により施設内の冷
房を行なっています（図２－11）。

ｄ　地中熱の利用
　地中の温度は、地下10ｍ～200ｍ程度までは夏・冬を通して
常に10℃くらいで安定しています。この地中の熱を暖房や冷房
として利用するのが地中熱利用ヒートポンプシステムです。

　地中熱利用ヒートポンプは、少ない電気で効率よく暖冷房を
行うため、従来の暖冷房システムに比べ二酸化炭素排出量を大
幅に減らすことができるシステムです。
　札幌市では、これまで、屯田北中学校や札幌市立大学桑園キャ
ンパスへ地中熱利用ヒートポンプシステムを導入してきました
が、平成20年（2008年）度に建設を進めている（仮称）札幌市立認
定子ども園の暖房にも同システムを採用する予定です。

オ　天然ガスコージェネレーションシステムの採用
　平岸温水プールやリフレサッポロ、札幌ドーム、札幌市立大
学芸術の森キャンパス等の施設にコージェネレーションシステ
ムを採用、給湯や冷暖房、ロードヒーティング等に発電排熱を
活用しています。

カ　エネルギー対策体系化事業
　導入事例を庁内で共有化するシステムを構築し、導入検討を
容易にしました。今後｢省エネルギー・新エネルギー導入指針｣
を運用し、市有施設に省エネルギーや新エネルギーの率先導入
を進めます。また導入効果を検証し、公開をすすめ、市民・事
業者へ省エネルギーや新エネルギーの普及啓発を図ります。

キ　省エネルギーの推進
　エネルギー消費を削減するためには、市民一人ひとりが日常
生活の中で、不要な照明をこまめに消したり、外出時に主電源
を切るなど、足元から省エネルギーの取り組みを実践していく
ことが必要です。
　札幌市では、「札幌市温暖化対策推進計画」を基に、アイド
リングストップ運動や公共交通機関の利用促進など、省エネル
ギーの普及啓発活動に取り組んでいます。
　また、市有施設へESCO事業（省エネルギー改修事業）を率先
的に導入することにより、市民・事業者への波及を喚起してい
きます。

Ｐ
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図2－11　雪対策施設におけるエネルギー有効利用
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況
　
　都市の拡大と自動車交通量の増大に伴い、都心部や幹線道路
での交通渋滞や、二酸化炭素の排出量の増加、大気汚染の原因
となる窒素酸化物の濃度の高まり、自動車による騒音公害など、
様々な環境問題が生じています。
　札幌市では、自動車の排出ガス中に含まれる二酸化炭素や窒
素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、炭化水素類などの排
出量を削減し、地球温暖化や大気汚染などの環境問題や交通渋
滞などを改善していくため、低公害車やエコドライブの普及促
進、総合的な交通対策を進めています。

ア　自動車環境対策

ア　現状
ａ　自動車保有台数と環境問題
　札幌市の自動車保有台数は、平成20年（2008年）３月末現在
100万台（道内369万台）となり、初めて前年度より減少しました。
また、市民一人当り1.9台保有となっています。
　なお、ディーゼル車が全自動車保有台数に占める割合は
16.1％となっています（図2－12）。

ｂ　自動車による大気汚染
　札幌市では、幹線道路沿道の５地点に自動車排出ガス測定局
（自排局）を設置し、自動車排出ガスに含まれる主要な大気汚染
物質である二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸化炭素等の濃度
を測定しています（図２－13～15、表２－１）。

【基本目標】
○ 　化石燃料の消費量削減と二酸化炭素や二酸化窒素の排出量削減を図り、また、自動車騒音などを改善していくため、低公
害車の普及を促進するとともに、総合的な交通施策を積極的に推進し、自動車交通を中心とする都市づくりから、公共交通
を機軸として自動車への依存をできる限り小さくする都市づくりへの転換を推進します。

【定量目標】
○ 　道路に面する地域において、二酸化窒素に係る環境基準の達成を維持するとともに、1時間値の1日平均値0.05ppm以下
の達成を目標とします。
○ 　道路に面する地域において、すべての測定地点で騒音を要請限度以下にして、環境基準を達成し維持することを目標とし
ます。
○　平成22年（2010年）に低公害車の普及台数を7,600台とし、平成29年（2017年）までに12,000台とすることを目標とします。
○ 　自動車からの二酸化炭素排出量削減に向けた取り組み状況を的確に把握・評価するための手法等を次期計画改定までに確
立します。

図2－12　札幌市の自動車保有台数の推移
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図2－13　札幌市の浮遊粒子状物質濃度の経年変化
　　　　　（自動車排出ガス測定局）
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図2－14　札幌市の二酸化窒素濃度の経年変化
　(自動車排出ガス測定局）

2　環境低負荷型の交通網をもつ都市の実現
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　平成19年（2007年）度は、いずれの自排局でも環境基準に適合
する状況を維持していますが、二酸化窒素濃度については平成
11年（1999年）度に都心部の北１条局で環境基準を超えるなど、
ここ数年厳しい状況が続いていましたが、平成18年（2006年）度
に引き続き平成19年（2007年）度は、やや低下しました。
　二酸化窒素は特に冬期間に環境基準を超える高濃度が見られ
ることが多く、平成12年（2000年）度に原因調査を行った結果、
都心部へ乗り入れる自動車（特に大型車）の台数が多い時と、風
速が小さく、逆転層が発生するなどの気象条件が重なると高濃
度が出現することが明らかになっています。
ｃ　自動車騒音
　市内の幹線道路の道路端40地点で自動車騒音の測定を行いま
した。その結果、要請限度を超過した地点はありませんでした
（表２－２）。
　また、測定結果をもとに、道路周辺の建築物における騒音レ
ベルを推計し、環境基準が達成されているかどうかの評価を行
いました（図２－16）（道路総延長701.2km、対象建築物229,385
戸に対して実施）。

表2－1　自動車排出ガス測定局における環境基準達成状況（平成19年(2007年)度）

（注） ○：環境基準達成、×：環境基準非達成、－：測定していない

測定局名（自動車排出ガス測定局） 場所（国道名） 二酸化窒素 浮遊粒子状物質 一酸化炭素
北 １ 条 中央区北1条西2丁目（国道12号） ○ ○ ○
石 山 通 中央区南29条西11丁目（国道230号） ○ ○ ―
月 寒 中 央 豊平区月寒中央通7丁目（国道36号） ○ ○ ―
北 19 条 北区北19条西2丁目（国道5号） ○ ○ ―
東 18 丁 目 東区北33条東18丁目（国道274号） ○ ○ ―

表2－2　自動車騒音測定結果（平成19年（2007年）度）

No 路線名 測定地点住所
騒音調査結果
LAeq（dB）
昼間夜間

1 国道5号線 創成川通 東区北27条東1丁目 71 67
2 国道12号線 北1条雁来通 中央区北1条西3丁目 71 67
3 国道36号線 月寒通 豊平区豊平3条10丁目 72 70
4 国道36号線 月寒通 清田区清田1条1丁目 70 67
5 国道230号線 南区定山渓温泉東3丁目 70 67

6
札樽自動車道

東区北34条東18丁目 73 68
国道274号線 札幌新道

7 国道274号線 平和通 厚別区厚別南7丁目 65 60
8 大通南線 大通 中央区大通西19丁目 65 60
9 西18丁目線 中央区北2条西17丁目 63 54
10 北7条線 中央区北6条西17丁目 64 58
11 西20丁目線他 西20丁目通 中央区北7条西19丁目 68 64
12 桑園駅東通線 桑園駅東通 中央区北11条西14丁目 63 58
13 下手稲札幌線 石山通 中央区北16条西15丁目 72 69
14 南3条線 中央区南3条西14丁目 66 60
15 南11条中央線 中央区南11条西16丁目 65 57
16 南19条宮の沢線 環状通 中央区南15条西18丁目 69 64
17 南19条宮の沢線 北1条宮の沢通 中央区宮の森2条11丁目 69 63
18 北9条線 北区北8条西2丁目 62 53
19 北8条線 北8条通 北区北8条西8丁目 66 60
20 麻生1号線 麻生1号通 北区麻生町5丁目 63 58
21 札幌北広島環状線 茨戸福移通 北区あいの里2条3丁目 68 62
22 花畔札幌線 東区北10条東9丁目 67 64
23 北26条線 東区北25条東6丁目 66 59
24 東20丁目北線 篠路通 東区北37条東20丁目 66 60
25 伏古川通線 伏古拓北通 東区伏古5条2丁目 64 55
26 札幌環状線 環状通 白石区菊水元町6条3丁目 70 65
27 札幌夕張線 南郷通 白石区南郷通6丁目北 71 67
28 副都心団地3号線 厚別区厚別中央2条5丁目 63 56
29 平和通線他 平和通 厚別区厚別中央3条1丁目 68 63
30 厚別停車場線 厚別区厚別中央4条3丁目 67 60
31 厚別東北郷線 厚別通 厚別区厚別北4条2丁目 69 61
32 厚別東北郷線 もみじ台通 厚別区厚別東5条4丁目 68 61
33 白石中の島線 白石中の島通 豊平区平岸3条7丁目 68 63
34 北野通線他 北野通 豊平区月寒東3条16丁目 69 63
35 西野真駒内清田線 福住桑園通 豊平区福住2条9丁目 71 66
36 羊ヶ丘線 羊ヶ丘通 清田区清田2条1丁目 72 67
37 藻岩橋通線 真駒内通 南区真駒内本町4丁目 71 64
38 西野白石線 山の手通 西区山の手7条7丁目 68 62
39 札幌北広島環状線 追分通 西区発寒6条14丁目 62 56
40 西宮の沢区画整理24号線他 二十四軒手稲通 手稲区西宮の沢4条5丁目 67 61

；環境基準適合 ；要請限度超過凡　例 Ａ Ａ

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

昼夜とも環境基準達成　92.1 ％

夜のみ環境基準達成　1.2％ 夜のみ環境基準達成　0.6％

昼のみ環境基準達成　1.7％

昼夜とも環境基準超過　5.6％

図2－16　環境基準の達成状況（平成19年(2007年)度）※平成20年（2008年）8月環境省報告分
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図2－15　札幌市の一酸化炭素濃度の経年変化
　　　　　　　　（北１条自動車排出ガス測定局）
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イ　対策
ａ　自動車排出ガス対策
⒜　排出ガス規制（単体規制）
　自動車の排出ガスは、大気汚染防止法による許容限度の設定
に基づき道路運送車両法の保安基準に規定されています。その
規制値は順次強化され、現在、世界で最も厳しい基準とされる
新長期規制が適用されています。
⒝　低公害車の普及促進
　低公害車を普及促進するため、国では、低公害車の導入に対
する補助金や平成13年（2001年）度から自動車税のグリーン化※な
ど税制上の優遇措置が講じられてきました。
　国は、平成13年（2001年）７月に「低公害車開発普及アクショ
ンプラン」を策定し、天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッ
ド自動車、メタノール自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車
を実用段階にある低公害車として位置付け、普及促進を図って
おり、平成18年（2006年）度末には、低公害車の保有台数は全国
で1,440万台、北海道内で50万台に上っています。

　市内では、平成19年（2007年）度末現在、低燃費かつ低排出ガ
ス認定車を除くと5,160台の低公害車が保有されています（図２
－17）。

○札幌市CNG車普及促進モデル事業
　札幌市では、１台当りの環境負荷が比較的大きいトラックや
バスなどについて、その低公害車である天然ガス自動車（CNG
車）の普及に努めています。
　更なるCNG車の普及のため、国土交通省の「CNG車普及促
進モデル事業」によるモデル地域指定を受けるべく、国や道、
関係事業者・団体と「札幌市CNG車普及促進協議会」を設置し、
平成20年（2008年）度の指定を目指し、協議を進めます。
○低公害車等購入資金融資あっせん制度
　本制度は、平成４年（1992年）度に創設した中小企業者を対象
とする「最新規制適合車購入資金融資あっせん制度」として始
まったものです。平成16年（2004年）度からは、「札幌市環境保
全資金融資制度」として、市民に対しても融資のあっせんを始
め、低公害車の普及を推進しています。

○公用車への低公害車率先導入
　札幌市では、ごみ収集車などの公用車を導入する際には原則
として低公害車を導入する指針を平成10年（1998年）に策定し低
公害車の率先導入を図っています。平成19年（2007年）度末現在、
公用車1,787台に対し、天然ガス自動車44台、ハイブリッド車
64台、低燃費かつ低排出ガス認定車310台を導入しており、今
後も積極的に導入を進めて行く予定です。

⒞　自動車からの環境負荷低減の取り組み
　自動車からの環境負荷低減のため、平成15年（2003年）2月か
ら施行した「札幌市生活環境の確保に関する条例」で、自動車
を駐停車するときのアイドリングストップを義務付けました。
　また、一定規模の車輌を有する事業者に対しては、自動車の
利用による環境への負荷を低減するために自動車使用管理計画
の策定、市への報告を義務付けており、平成19年（2007年）度は
110の事業者が計画を策定しています。
　自動車環境対策について連携を図るため、学識経験者、国・
道などの行政機関及び自動車関係団体で構成する「札幌市自動
車環境対策推進会議」を設置しています。
○エコドライブの推進
　エコドライブは、燃料消費量を節約することで自動車からの
排出ガスをできるだけ少なくし、環境への負担を少なくする運
転方法です。札幌市では、このエコドライブの取り組みを推進
しています。
　平成19年（2007年）度は、市中心部にてアイドリングストップ
などを呼びかける「エコドライブキャンペーン」の開催や、エ
コドライブ講習会、エコドライブに取り組んでいる事業者を対
象としたエコドライブコンテストなどによりエコドライブの普
及を図っています。
ｂ　自動車騒音対策
　自動車騒音の発生源対策としては、騒音規制法による許容限
度の設定に基づいて道路運送車両法の保安基準により規制がな
されており、技術開発に応じて車種別、騒音発生状態別に段階
的な規制強化、規制対象の追加が行われています。平成13年
（2001年）から、車両重量が3.5トンを超えるトラック及び全輪
駆動車、小型二輪自動車、第二種原動機付自転車について規制
が強化されています｡
　道路構造対策としては、幹線道路における騒音測定結果に基
づき、騒音レベルの高い路線から低騒音舗装の敷設、遮音壁の

　※自動車税のグリーン化
   　排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい自動車について、その
排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環
境負荷の多い自動車は税率を重くする特例措置

図2－17　札幌市内の低公害車の普及状況
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設置等を行なっています｡
　また、平成７年（1995年）の国道43号線・阪神高速道路訴訟に
おける最高裁判決で騒音などによる睡眠・会話などの生活妨害
が認められたのを機に、道路交通騒音の深刻な地域における対
策の実施方針が国より示され、関係機関が連携を強化して道路
構造対策・交通流対策・沿道対策を含めた総合的な騒音対策を
地域レベルで実行することが求められました。札幌市では以前
より市の関係部局からなる札幌市道路交通騒音対策連絡会議を
組織し、札幌市の自動車騒音対策について総合的な協議を行っ
ておりますが、このような国の対策方針を受けて、自動車騒音
対策を進めています。（図２－18）
ｃ　総合交通対策
　本市の交通体系については、環境低負荷型社会の実現を目指
し、第４次札幌市長期総合計画で「公共交通機関を軸とした交
通体系の確立」「適切な自動車交通の実現」「広域的な交通ネッ
トワークの充実」を目標に掲げ、以下の交通対策に取り組んで
います。
⒜　公共交通ネットワークの充実
　札幌市では、交通混雑の緩和や交通公害の防止、エネルギー
消費量の削減、冬季における安定的な交通サービスの提供など
さまざまな利点がある公共交通を軸とした交通体系の確立を目
指し、取り組みを進めています。
　併せて公共交通ネットワークを構成する各機関について、本
市の交通体系やまちづくりにおける役割を踏まえ、それぞれの
特性や役割を活かしたネットワークの充実に向けた調査・検討
を行っています。
⒝　道路ネットワークの充実
　札幌市では、道路混雑の緩和や環境負荷の低減を図るため、
幹線道路網の骨格となる「２連携１環状１バイパス11放射道路」
（図２－19）の整備を推進するとともに、これらに連絡する幹線
道路網や補助幹線道路網について、まちづくりと整合を図りな

がら周辺環境に配慮し、整備を推進しています。
　また、植樹帯の設置など沿道の環境に配慮した道路構造の検
討を行い、環境保全対策を進めていきます。
⒞　公共交通機関の利用促進及び利便性向上
　都心部への通勤などの自家用車利用を低減し、地下鉄などの
利用を促進するため、地下鉄駅などの周辺には、パークアンド
ライド駐車場や駐輪場の整備を進めており、平成20年（2008年）
４月１日で、パークアンドライド駐車場が28カ所（3,139台）、
駐輪場が278カ所（47,741台）確保されています。毎月５日、20
日の「さわやかノーカーデー」における割安な一日乗車券「エ
コキップ」の販売、民間バスとの相互利用が可能な「共通ウィ
ズユーカード」の販売、平成11年（1999年）７月から実施してい
る料金の昼間割引、さらに平成16年（2004年）10月から「ドニチ
カキップ」、平成18年（2006年）5月から「どサンこパス」の発売
開始など、公共交通の利用促進を図っています。
　また、高齢者にやさしいノンステップバスなど乗降に負担の
少ない車両の導入促進や地下鉄駅へのエレベーターの設置を進
めています。
⒟　道路の有効利用
　道路空間を有効に利用するため、路上駐車対策や荷さばき駐
車対策などの総合的な駐車対策を行うとともに、市内の主要な
渋滞箇所の渋滞緩和に向けた対策の推進など実質的な道路機能
の向上を図る施策を進めています。
⒠　歩行者や環境を重視した都心交通の実現
　本市では、人と環境を重視した都心のまちづくり及び交通の
実現を目指し、違法駐車対策や荷さばき対策などの各種交通対
策を推進するとともに、そのような交通対策によって生み出さ
れた公共空間を活用（道路空間活用）するなど、さまざまな取組
みを積極的に展開しています。
　特に、この道路空間活用については、平成16年（2004年）度に
「赤レンガ前にぎわいづくり社会実験」を実施し、北3条通にお

図2－18　主要幹線道路沿道における騒音対策の体系図
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いてオープンカフェやクラシックなどの演奏を行なったほか、
平成17年（2005年）度からは、その実験結果をもとに、さっぽろ
プロムナード（歩行者天国）において、地元商店街の協力のもと、
オープンカフェを本格実施し、市民の方々への憩いの場の提供
と都心の魅力アップに取り組んでいます。
　また、平成17年（2005年）度には、荷さばき対策の社会実験の
結果を踏まえ、その結果を基に一部の運送事業者による路外駐
車場を使った荷さばきが始まっているほか、タクシーの客待ち
駐車の整序化や停車中のアイドリングストップの励行など、環
境改善にも資する取り組みを行なっています。
　さらに、平成20年（2008年）度には、大通地区において、安全・
安心で快適な歩道環境の創出や、景観の向上を図るため、地域
の商店街や民間事業者が主体となって、従来、週末の歩行者天
国時のみに実施してきたオープンカフェを恒常的に展開するた
めの「実験」を実施しました。
　今後も、このような取り組みを市民や関係者の方々とともに
考え、連携して進めていきます。
⒡　物流システムの効率化
　大型ディーゼル車など貨物車両が必要以上に市街地に流入す
ることを抑制するため、広域幹線道路周辺に公共トラックター
ミナルなどの流通業務施設を集約立地した「流通業務団地」を
整備しており、地域の物流システムの効率化を図っています。

イ　鉄道騒音・振動
　
　鉄道は都心部への移動手段として重要ですが、一方では、騒
音や振動の発生源となっています。鉄道騒音の発生原因は車輪
の転動音が主ですが、鉄橋部分やレールの継ぎ目、ポイント等
により局地的に大きな音が発生するケースもみられます。
　新幹線を除く在来線鉄道については、環境基準や測定評価方
法が定められていませんが、在来線の新設又は大規模改良につ
いては、平成７年（1995年）12月に「在来鉄道の新設又は大規模
改良に際しての騒音対策の指針」が定められており、生活環境
を保全し、騒音問題を未然に防止するうえでの目標とされてい
ます（巻末参考資料ｐ134～139参照）。

ウ　航空機騒音

　丘珠空港（札幌飛行場）は、札幌と道内の各空港を直結する空
港として、また、防災の拠点空港としての役割を担っています。
　航空機の騒音は、他の交通機関よりも騒音レベルが高く、影
響を及ぼす範囲も広いことから、航空機騒音公害を防止するた
め、発生源対策、周辺対策などの諸対策の目標として、「航空
機騒音に係る環境基準」が設定されています（巻末参考資料ｐ
132参照）。

図2－19　交通ネットワーク体系図
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⑴　環境基本計画の目標

⑵　現況
　
　都市では、さまざまな資源やエネルギーを利用して生産され
た製品を、大量に消費して最終的に廃棄物として処分していま
す。また、これらの製品の製造、流通、消費のそれぞれの過程
で、さまざまな廃棄物が発生しています。
　限りある資源と良好な地球環境を、将来の世代に継承するた
めに、札幌市では、資源の無駄な消費を削減するとともに、資
源の有効利用などを促進し、環境低負荷型資源循環型社会に向
けた都市づくりを進めています。

ア　ごみ処理に関する法制度

ア　基本法の制定
　廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するため
の基盤となる制度を確立するため、個別の廃棄物・リサイクル
関係法の整備とあいまって循環型社会の形成に向けた取り組み
を実効あるものとするよう、平成12年（2000年）６月に「循環型
社会形成推進基本法」が施行されました。
　この法律は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会
形成について基本原則を定めたものです。この中では、国・地
方公共団体・事業者及び国民の役割分担を明確にしており、特
に事業者については「拡大生産者責任」の原則が盛り込まれて

　丘珠空港の周辺地域６地点で航空機騒音調査を実施してお
り、平成19年（2007年）度の結果はWECPNL（うるささ指数）が
57～66で、全ての地点で環境基準に適合しています（表２－３、
図２－20）。
　なお、航空機の地上騒音の低減を図るため、緩衝緑地の整備
を進めています。

表2－3　航空機騒音調査結果（平成19年（2007年）度）

（単位：WECPNL）

　 （注） 1　地図番号は、図2－20の番号に対応
2　環境基準は類型Ⅰで70以下、類型Ⅱで75以下 「この地図は国土交通省国土地理院発行の三万分の一地形図を縮図使用

しました。」

図2－20　航空機騒音調査地点

【基本目標】
○ 　限りある資源やエネルギーを有効に利用し、環境への負荷が少ない循環型社会の形成に向け、エネルギーを過剰に使用す
ることなくゼロエミッション都市を実現することを究極の目標として、ごみの発生抑制や、再使用、再生利用などの促進、
総合的な資源循環システムの構築を推進します。

【定量目標】
○ 　札幌市が処理する廃棄ごみ量を、ごみの発生抑制・リサイクルを促進することにより、平成10年（1998年）度の実績に比べ
て平成26年(2014年)度までに15％以上減量します。
　 　なお、平成20年（2008年）3月に改定した「一般廃棄物処理基本計画」において、新たな目標を設定しました。（平成16年（2004
年）度の実績に比べ、平成22年（2010年）度までに20％以上減量、平成29年（2017年）度までに30％以上減量）

3　廃棄物の少ない都市の実現

地図番号 地域類型 測 定 値 環境基準適合状況

1 Ⅰ 62 適

2 Ⅰ 63 適

3 Ⅰ 66 適

4 Ⅱ 64 適

5 Ⅰ 57 適

6 Ⅰ 66 適
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います。

イ　国の基本計画
　国は､平成13年（2001年）1月に完全施行された循環型社会形
成推進基本法に基づき、循環型社会に関する施策の総合的、計
画的な推進を図るため、平成15年（2003年）3月に循環型社会形
成推進基本計画を策定しました。
　その後、世界的な資源制約、地球温暖化といった地球環境問
題が深刻化するなど、循環型社会の形成を一層推進する必要性
が生じてきたことから、平成20年（2008年）3月、第2次循環型
社会形成推進基本計画を策定し、前計画の内容を強化していま
す（表2－4）。

ウ　廃棄物・リサイクルに関する関連法
　循環型社会形成推進基本法の制定に合わせ、資源有効利用促
進法や廃棄物処理法が改正され、さらに容器包装リサイクル法
や家電リサイクル法などの各種リサイクル法が新たに施行され
るなど、循環型社会形成推進のための法体系が着実に構築され
ています（図2－21）。

イ　ごみ処理の計画的な推進（札幌市一般廃棄物処理基本計画）

ア　基本計画の改定
　平成12年（2000年）３月、15年後の平成26年（2014年）度を目標
年次とする一般廃棄物処理基本計画「さっぽろごみプラン21」
を策定しました。
　しかしながら、この間、国において循環型社会形成推進のた
めの関係法令の整備が行われ、札幌市においても、老朽化した

表2－4　循環型社会形成推進基本計画の数値目標

図2－21　循環型社会の形成の推進のための法体系
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清掃工場の建て替えや埋立地のひっ迫などの課題に対応しなけ
ればならないなど、更なるごみ減量・リサイクルを進める必要
性が生じてきました。
　そのため、平成17年（2005年）４月、家庭ごみ有料化の実施の
是非も含めた計画改定の方向性について第４期札幌市廃棄物減
量等推進審議会に諮問しました。
　その後、約２年間の審議を経て出された審議会からの答申を
もとに改定作業を進め、平成20年（2008年）３月、新たな基本計
画として「スリムシティさっぽろ計画」を策定しました。

イ　基本計画の体系
　この基本計画では、「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」
から脱却し、限りある資源やエネルギーを有効に使う、そして
環境への負荷をできる限り少なくする社会を目指し、「環境低
負荷型資源循環社会（都市）の実現」を基本目標としています。
　また、目標を達成するため、環境・経済・社会のそれぞれの
視点による基本方針のもと、「発生・排出抑制の促進」と「収
集・処理体制の確立」の２つの施策の柱と、これを推進するた
めの方策を掲げています（図２－22）。

ウ　ごみ量管理
　「スリムシティさっぽろ計画」では、前計画のごみ量管理目
標をより高い目標値に引き上げ、さらに「焼却ごみ量」を新た
なごみ量管理目標の項目とし、老朽化している篠路清掃工場を
建て替えなくても安定的な焼却処理体制を維持できる焼却ごみ
の削減量を目標値として設定しています。

エ　重点施策
　この基本計画では、具体的なごみ減量・リサイクルの取り組
みや廃棄物の適正処理を進めていくため、５つの重点施策を掲
げています。
ａ　ごみ発生・排出抑制のしくみづくり
　発生抑制の取り組みを実践している市民・事業者を支援する
とともに、国や製造・販売業界に対して、生産・流通・販売段
階における発生抑制のしくみをつくることを強く働きかけてい
きます。
ｂ　市民による自主的な資源化の促進
　集団資源回収や拠点回収などの利便性を高めるとともに、生
ごみの堆肥化など家庭内で実施するごみ減量・リサイクルの取
り組みを支援していきます。
ｃ　事業者による自主的な資源化の促進
　資源化可能物の清掃工場での搬入制限や民間ルートによる資
源化の促進などにより、事業ごみの減量・リサイクルに取り組
むとともに、事業所に対する適正な分別・資源化の指導を拡大・
強化していきます。
ｄ　資源循環型ごみ収集・処理体制の確立
　「雑がみ」を新たに札幌市が分別収集し、資源化するなどの
取り組みを進めます。
ｅ　環境低負荷型ごみ収集・処理体制の確立
　ごみを適正に処理する体制を維持するとともに、収集車両に
おける低公害車の導入、産業廃棄物に対する指導、不法投棄対
策の強化などの取り組みを進めます。

オ　推進施策
　さらに、重点施策を推進し、具体的なごみ減量・リサイクル
の取り組み効果を最大限に発揮させるための方策として、４つ

ごみ量管理目標

○ごみ減量目標（廃棄ごみ）
⑴家庭から出される廃棄ごみ（市民1人1日あたり）
　平成16年（2004年）度の645ｇに対し
　平成22年（2010年）度までに500ｇ以下
　平成29年（2017年）度までに400ｇ以下
⑵廃棄ごみ全体の目標
　平成16年（2004年）度実績に比べて
　平成22年（2010年）度までに20％以上減量
　平成29年（2017年）度までに30％以上減量
○リサイクル目標（リサイクル率）
　平成16年（2004年）度の16％に対し
　平成22年（2010年）度までに25％以上
　平成29年（2017年）度までに30％以上
○焼却ごみ量の減量目標
　平成16年（2004年）度実績に比べて
　平成22年（2010年）度までに16万トン以上減量
　平成29年（2017年）度までに24万トン以上減量
○埋立処分量の減量目標
　平成16年（2004年）度実績に比べて
　平成22年（2010年）度までに20％以上減量
　平成29年（2017年）度までに30％以上減量

図2－22　基本計画の体系図
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の推進施策を掲げています。
ａ　市民サービスの改善
　市民の関心が高く、身近な問題となっているごみステーショ
ンに関して、ごみステーションパトロールを実施することや地
域環境美化の推進を図るなどの取り組みを進めます。
　また、ごみの排出方法や収集方法については、「大型ごみ」
の基準の見直しなど、市民にとって分かりやすい方法に見直し
ます。
ｂ　普及啓発と環境教育の充実
　ごみ減量・リサイクルに関する情報を新聞や広報誌などのさ
まざまな媒体を活用して、あらゆる市民に対し、確実に伝える
ことに努めます。また、マイバッグの使用を呼びかけるなど、
ごみ減量・リサイクル行動の実践を促し、そうした一人一人の
行動を札幌市全体の市民運動へと広げていきます。
　さらに、ごみ減量・リサイクルへの理解と関心を高め、積極
的な参加を促すため、「出前講座」やリサイクルプラザ・環境
プラザ・清掃工場などの施設を活用した学習の場を増やすなど、
あらゆる機会を通じた環境教育を効果的に進めていきます。
ｃ　家庭ごみ有料化の実施
　より多くの市民の積極的な行動を喚起し、ごみ減量効果を最
大限に高めるため、本計画では、ごみ減量・リサイクルに取り
組める具体的な手段をさらに拡充すると同時に、経済的な動機
付けとしての家庭ごみ有料化を実施します。
ｄ　清掃事業の効率化の推進
　収集業務や清掃工場・埋立地などの処理業務の民間委託の拡
大などにより、効率化を進めていきます。

ウ　札幌市のごみ処理の現状と課題
　
ア　ごみ処理量の推移
　札幌市が処理するごみ量は、平成14年（2002年）度から減少傾
向が続き、平成19年（2007年）度は約82万トンとなりました。
　また、市民1人1日あたりの家庭からの廃棄ごみ量は、平成6
年（1994年）度に833gとピークに達しましたが、平成10年（1998
年）度には710gと大幅な減量となり、その後一時横ばい傾向が
続きましたが、ここ近年は減少傾向を示しており、平成19年
（2007年）度は616gとなりました（図２－23）。
ａ　廃棄ごみ量
　家庭からの廃棄ごみ（資源化できず、焼却処理や埋立処分し
なければならないごみ）量は横ばい傾向が続いていましたが、1
人1日当たりの排出量は、ここ数年順調に減少しています。また、
事業所からの廃棄ごみについては、埋立地への搬入量を中心に
平成16年（2004年）度から大幅に減少しています。
　こうしたことから、廃棄ごみ量全体として減少傾向にあり、
平成19年（2007年）度は73万トンとなりました。
　しかし、家庭からは、未だ多くの資源物が廃棄ごみとして排
出されており、事業所からの廃棄ごみについても、資源化が可
能な紙ごみ・木くずが清掃工場で焼却されているなど、まだま
だ減少する余地は残されています。

ｂ　リサイクル率
　リサイクル率は、「びん・缶・ペットボトル」「プラスチック」
の分別収集の開始や集団資源回収量の増加などにより年々向上
し、平成19年（2007年）度は16.9％となりました。
　しかし、資源物の分別協力率（家庭ごみの収集区分に正しく
出された割合）をみると、びん・缶は約80％、ペットボトルは
約90％が正しく排出されていますが、容器包装プラスチックの
分別協力率は40％程度と低くなっています。また、集団資源回
収などに出せば資源物になる主要古紙（新聞・雑誌・段ボール・
飲料用紙パック）についても、依然としてごみステーションに
多く出されており、さらなるリサイクルの推進に向けた取り組
みが必要です。
ｃ　埋立処分量
　埋立処分量は、家庭からのごみの減量とリサイクルが進むと
ともに、平成16年（2004年）度から自己搬入ごみの検査体制を強
化したことなどにより大幅に減少し、平成19年（2007年）度は18
万トンとなりました。
　しかし、埋立地の残余容量がひっ迫しているなどの課題が残
されていることから、今後もごみ減量・リサイクルの取り組み
を進め、さらなる埋立地の延命を図っていく必要があります。

イ　ごみの組成
ａ　家庭ごみ
　効果的なごみ減量やリサイクルの推進を図るうえで、ごみの
組成に占める割合の高いごみ種を重点とした取り組みが課題と
なります。
　家庭ごみの重量組成（図２－24）は、紙類の占める割合が最も
高く、次いで生ごみが多くなっています。
　すでに容器包装リサイクル法に基づき、びん・缶・ペットボ
トル及び容器包装プラスチックの分別収集を実施しています
が、今後は、生ごみや紙類のリサイクルが大きな課題となりま
す。

図2－23　札幌市が処理したごみ量の推移
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ｂ　事業ごみ
　事業系一般廃棄物の重量組成（図２－25）は、紙類と生ごみで
７割以上を占めています。現在、紙くず類・木くずなどを原料
とする固形燃料化や、生ごみの一部について飼料化などのリサ
イクルが進められていますが、一層のリサイクルを図るため、
分別の徹底を促進することが課題となります。

ウ　ごみ処理の仕組み
ａ　家庭ごみ
　家庭ごみのうち、「燃やせるごみ」は週２回、「燃やせないご
み」は週１回、「びん・缶・ペットボトル」と「プラスチック」
は週１回（資源の日）、それぞれ中身の見える袋での排出をルー
ルとしたステーション方式で収集しており、戸別有料収集を
行っている大型ごみと合わせて、５分別収集体制となっていま
す。
　「燃やせるごみ」は市内４カ所の清掃工場で焼却し、「燃やせ
ないごみ」は市内２カ所の埋立地で埋立処分しています。「びん・
缶・ペットボトル」は、市内２カ所の資源選別センターで選別し、
種類ごとに分けられます。缶は有償で再商品化業者に引き渡し
て、再生利用されています。びん及びペットボトルは、（財）日本
容器包装リサイクル協会を通じて、再商品化事業者に引き渡さ

れ、再商品化されています。「プラスチック」は、中沼プラスチッ
ク選別センターで異物を取り除き、（財）日本容器包装リサイクル
協会を通じて再商品化事業者に引き渡され、再商品化されてい
ます。大型ごみは市内３カ所の破砕工場で破砕した後、清掃工
場及び埋立地にて処理しています（図２－26）。
ｂ　事業ごみ
　事業所用パンフレット「廃棄物の減量・リサイクルについて」
「古紙分別リサイクルマニュアル」「オフィスにおける古紙分別
優良事例集」を作成・配布しているほか、事業系古紙回収協力
店（50店舗：平成20年（2008年）9月現在）の普及を行うなど、紙
ごみのリサイクルシステムを整備しています。
　また、学校・ホテル等から排出される良質な生ごみについては、
札幌市リサイクル団地や石狩市にある生ごみリサイクル施設で
飼料・肥料としてリサイクルされています。
　産業廃棄物については、「事業者による処理責任」の原則によ
り、排出事業者自ら又は許可業者による収集運搬・処分が行わ
れていますが、事業者による処理を補完するため、燃え殻・木
くず等の特定品目に限って市の処理施設でも有料で受け入れて
います。

エ　ごみ処理施設
ａ　清掃工場及び破砕工場
　清掃工場は、高度な公害防止対策を備えたごみ焼却施設です。
焼却処理は、悪臭の原因となる生ごみなどを大量に短時間で衛
生的に処理できると同時に、容積を小さくすることで埋立地を
節約することができ、また、焼却余熱を回収して有効利用する
ことができるなど、多くのメリットがあります。
　現在、市内４カ所の清掃工場（発寒、篠路、駒岡、白石）で燃
やせるごみの全量を焼却し、焼却時に発生する熱エネルギーを
利用して、自家発電や地域暖房会社及び融雪槽などへの熱供給
を行っており、自家発電については自工場の使用電力を賄うほ
か、余剰電力を電力会社に売却しています。
　破砕工場は、３つの清掃工場（発寒、篠路、駒岡）に併設して
おり、大型ごみ及び事業活動に伴う廃木材などを破砕し、金属
の回収や不燃物の除去を行っています。
ｂ　ごみ資源化工場
　ごみ資源化工場は、事業ごみの資源化と焼却・埋立量の削減
を図るために建設されたもので、木くず・紙くずから固形燃料
（RDF）や燃料チップを生産しています。特に、生産された固
形燃料は、札幌市内の地域熱供給事業で使用され、化石燃料の
使用量削減に貢献しています。
ｃ　選別施設
　選別施設として、びん・缶・ペットボトルをスチール缶、ア
ルミ缶、ペットボトル、ガラスびん（色別）に選別する「資源選
別センター」（市内２カ所）と、プラスチックから異物を除去す
る「プラスチック選別センター」があります。
ｄ　埋立地
　「環状グリーンベルト構想」に基づく大規模緑地公園化の用
地取得、基盤造成との位置付けにより、現在、市内２カ所にご
み埋立地を設置し、家庭や事業所から排出される燃やせないご

図2－24　家庭ごみの組成（平成19年（2007年)度）

図2－25　事業系一般廃棄物の組成（平成18年（2006年）度）
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みや焼却灰などを適正に埋立処分しています。
　なお、平成２年（1990年）に埋立が完了したモエレ処理場は公
園基盤造成工事を行い、平成17年（2005年）に「モエレ沼公園」
としてグランドオープンしました。
ｅ　リサイクル団地
　札幌市では、全国に先がけて産業廃棄物の減量とリサイクル
を目指すリサイクル団地（札幌市リサイクル団地）の整備に取り
組みました。現在、団地内には、事業系廃棄物の中間処理施設
や資源物の選別施設などが設置されています。

オ　ごみ処理施設における環境対策
　清掃工場や埋立地が適正に維持管理されなければ、ごみ処理
自体が環境へ負荷を与えることとなるため、処理施設の維持管
理・運営には常に万全を期さなければなりません。
　すべての清掃工場では、燃焼管理の徹底や排ガス処理設備の
改修などによりダイオキシン類の発生を抑制するとともに、法
令の定めに基づき、排ガスなどのダイオキシン類の測定を行い、
排出状況を把握するとともに結果を公開しています（平成19年
（2007年）度の測定結果：p57、表2－38参照）。
　また、埋立地においても、浸出水管理を徹底するとともに、

周縁地下水などの観測を行うなど、日常的に適正な維持管理を
行っています。

カ　ごみ減量・リサイクルの普及啓発事業
　市民一人ひとりのごみ減量・リサイクルに対する自発的な行
動に役立つよう、積極的な情報発信を進めていくことや、市民
団体と協力しイベントなどを行っています。
　また、市民のごみ減量・リサイクル意識を高めるため、啓発
冊子「さっぽろGOMIマガジン」を発行しています。
　さらに事業ごみについては、事業所用パンフレット「廃棄物
の減量・リサイクルについて」「古紙分別リサイクルマニュアル」
を配布したほか、平成18年（2006年）度には食品リサイクル法に
対応したセミナーを開催するなど、ごみ減量・リサイクルの促
進を図っています。
ａ　ごみ減量実践活動ネットワークへの支援
　ごみ減量に向けた具体的な実践活動の展開・促進を目的に、
平成17年（2005年）３月、市民・事業者・行政の三者協働による
「さっぽろスリムネット（ごみ減量実践活動ネットワーク）」を
設立しました。本市は、当該ネットワークの一員として、その
活動の中で、ごみ減量の実践者の拡充を図っています。

燃やせるごみ 364,494
燃やせないごみ 49,163
大型ごみ 10,299
びん・缶・ペットボトル 28,891
プラスチック 21,685
地域清掃ごみ 2,751
管路ごみ 696

小計 477,979

図2－26　ごみ処理の流れ（平成19年（2007年）度） （単位：トン）
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（資料）札幌市環境局
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ｂ　集団資源回収奨励金制度
　集団資源回収は、省資源やごみの減量、住民のコミュニケー
ションづくり、さらには町内会活動資金の確保などさまざまな
効果があります。札幌市ではこの運動をよりいっそう推進する
ため、平成３年（1991年）９月から集団資源回収奨励金制度を開
始しました。
　この制度は、団体登録した町内会やPTA等の住民団体が集
団で回収する古紙、びん、金属類、布類の４品目を対象に回収
量に応じた奨励金を交付するもので、平成19年（2007年）実績で
は、3,508団体が58,481トンを回収しています（図２－27）。

　なお、奨励金の額は住民団体には２円／㎏、回収業者には１
円／㎏を交付しています。
ｃ　リサイクルプラザ
　不用品の有効活用とリサイクル意識の向上・定着を図るため
の拠点施設として、リサイクル品の修理・再生機能を担う「リ
サイクルプラザ発寒工房」、展示・交流施設「リサイクルプラ
ザ宮の沢」があります。
　「リサイクルプラザ宮の沢」では、リサイクル品の展示・提
供のほか、講座・リフォーム教室の開催、情報紙の発行等を行
うとともに、平成18年（2006年）度から市民団体が指定管理者と
して管理運営を行うなど、より多くの市民の活動拠点としての
機能の充実を図っています。
　さらに、リサイクル家具の展示期間の見直しや、ごみ減量・
リサイクルの普及啓発の場としての「市民交流広場」の毎月開
催とともに、季刊誌「ごみニュケーションさっぽろ」の発行や
ホームページの充実を図るなど、情報提供の強化にも努めてい
ます。
ｄ　イベントの開催
　大型ごみの再利用促進のため、平成16年（2004年）度から旧白
石清掃事務所跡地を活用した「リユース広場」を定期的に開催
し、簡易修理を施したリユース家具の提供などを行ってきまし
た。
　なお、「リユース広場」としての開催は平成20年（2008年）９

（資料）札幌市環境局

表2－5　ごみ処理施設一覧

※　設置者：（財）札幌市環境事業公社

名　　　称 処 理 能 力 所 在 地 敷地面積 竣工年月発電能力

焼
却
施
設

発 寒 清 掃 工 場 600t/24h（300t/24h×2基） 4,960kW 西区発寒15条14丁目１－１ 23,896㎡ 平成4年11月
篠 路 清 掃 工 場 600t/24h（300t/24h×2基） 4,800kW 北区篠路町福移153番地 169,635㎡ 昭和55年12月
駒 岡 清 掃 工 場 600t/24h（300t/24h×2基） 4,960kW 南区真駒内602番地 59,430㎡ 昭和60年11月
白 石 清 掃 工 場 900t/24h（300t/24h×3基） 30,000kW 白石区東米里2170番地1 100,564㎡ 平成14年11月

粗
大
ご
み
破
砕
施
設

発 寒 破 砕 工 場
（リサイクルプラザ発寒工房併設） 150t/5h 西区発寒15条14丁目2－30 12,214㎡ 平成10年10月

篠路清掃工場併設
粗大ごみ破砕工場 150t/5h （篠路清掃工場敷地内） － 昭和55年12月

駒岡清掃工場併設
粗大ごみ破砕工場 200t/5h （駒岡清掃工場敷地内） － 昭和61年2月

資
源
化

施　

設
ごみ資源化工場 200t/日 （篠路清掃工場敷地内） － 平成2年3月

選
別
施
設

中沼プラスチック
選 別 セ ン タ ー 82.6t/日 東区中沼町45－11

（リサイクル団地内） 8,744㎡ 平成12年6月

中 沼 資 源 選 別
セ ン タ ー※ 105t/5h 東区中沼町45－24

（リサイクル団地内） 16,098㎡ 平成10年8月

駒 岡 資 源 選 別
セ ン タ ー※ 70t/5h 南区真駒内129－30 9,913㎡ 平成10年8月

名　　　称 地 　 　 区 所 在 地
総 面 積

埋立開始年度埋立面積

最　

終

処
分
場

山 本 処 理 場 山本地区、山本北地区、山本東地
区、東米里地区、東米里西地区 厚別区厚別町山本1065番地他

269ha
昭和59年度

163ha

山 口 処 理 場 第3山口処理場 手稲区手稲山口381番地他 62ha 平成9年度
34ha

図2－27　集団資源回収量及び実施団体数の推移
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月で終了しますが、新たなごみ減量の普及啓発拠点として厚別
清掃工場跡地に「リユースプラザ」を整備し、リユース事業を
継続・拡大します。
ｅ　環境美化の取り組み
　「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関す
る条例」が平成17年（2005年）８月１日（過料の適用は10月１日）
から施行されました。この条例では市内全域におけるポイ捨て
の禁止、飼い犬の糞の回収義務付け、喫煙制限区域における歩
きたばこの禁止などが定められており、指導啓発のため散乱等
防止指導員が市内を巡回しています。
　また、地域の環境美化・ごみ減量に積極的に取り組んでいる
各区の「クリーンさっぽろ衛生推進協議会」の活動を支援して
います。平成19年（2007年）度の春・夏・秋の清掃運動期間中は、
延べ53,648人（1,263町内会）が町内清掃に参加し、約710トンの
ごみが回収されました。

キ　産業廃棄物の処理
　平成15年（2003年）度に札幌市内で排出された産業廃棄物の量
は、約300万トンとなっています（表２－６）。
　市内で発生する産業廃棄物は、汚泥・がれき類（工作物の除
去に伴うコンクリート破片、アスファルトくず等）が多いこと
が特徴となっており、これらが産業廃棄物全体に占める割合は
85％に及びます。
　特別管理産業廃棄物については、全排出量から比べると少量
ですが、製造業・医療機関等、広範囲にわたる業種から発生し

ています。
　なお、産業廃棄物を多量に排出する事業者は、産業廃棄物の
減量その他の処理に関する産業廃棄物処理計画書を作成し、市
長に提出することになっています。

ク　産業廃棄物処理指導計画
　札幌市では、市内の排出実態や処理状況等を踏まえ、平成14
年（2002年）１月に産業廃棄物処理指導の基本方針と重点施策を
とりまとめた「札幌市産業廃棄物処理指導計画」を策定しまし
た。
　平成18年（2006年）度には、前計画の点検結果、産業廃棄物実
態調査結果、平成17年（2005年）度の排出・処理理状況の推計結
果及び札幌市産業廃棄物市域内処理推進懇談会より提出された
意見書をもとに、計画年度を平成18年（2006年）度から平成22年
（2010年）度とする「第２次札幌市産業廃棄物処理指導計画」を
策定しました。

ケ　不法投棄対策
　不法投棄対策として、専任指導員による監視や現地指導を
行っているほか、警備会社への委託により、休日や夜間につい
てもパトロールを実施しています。
　また、平成17年（2005年）度には、不法投棄を監視する地域の
目として、「札幌市不法投棄ボランティア監視員制度」を創設し、
順次拡大しています。

表2－6　産業廃棄物の種類別発生量及び処理量（平成15年（2003年）度）
（単位：千トン）

区　　分

産業分類
発生量 排出量 減量化量 再　生

利用量
最　終
処分量

自己処理量 委託処理量
自己
中間処理

自己
未処理

委託
中間処理

委託直接
最終処分

合計 2,987 2,947 1,992 750 205 2,053 894 919 867 52
燃え殻 6 3 －1 0 4 2 1 4 0 4
汚泥 2,052 2,052 1,922 50 80 1,963 89 101 92 9
廃油 11 10 3 7 0 0 10 10 10 0
廃酸 12 12 9 2 1 7 5 12 12 －
廃アルカリ 20 20 19 1 0 19 1 20 20 －
廃プラスチック類 42 41 7 17 17 2 39 40 38 2
紙くず 25 19 1 14 4 0 19 19 19 －
木くず 30 29 4 21 4 1 28 28 26 2
繊維くず 1 1 0 0 1 － 1 1 1 0
動植物性残さ 23 15 8 7 0 0 15 15 15 0
動物系固形不要物 － － － － － － － － － －
ゴムくず 0 0 0 0 0 － 0 0 0 0
金属くず 115 97 3 82 12 4 93 94 93 1
ガラス・コンクリート･陶磁器くず 76 76 0 40 36 13 63 56 41 15
鉱さい 25 23 0 22 1 0 23 22 22 0
がれき類 459 459 1 446 12 17 442 433 430 3
建設系混合廃棄物 16 16 0 8 8 0 16 16 15 1
廃石こうボード 24 24 0 3 21 0 24 23 8 15
動物のふん尿 30 30 9 21 － 24 6 6 6 －
動物の死体 0 0 0 0 － － 0 0 0 －
ばいじん 6 6 2 4 0 － 6 5 5 0
感染性廃棄物 4 4 3 0 1 1 3 4 4 0
廃家電品 2 2 0 1 1 0 2 2 2 0
廃バッテリー 4 4 2 1 1 － 4 4 4 －
廃自動車 4 4 － 3 1 － 4 4 4 －
注．減量化量で負の値となっているのは、薬剤注入処理により重量が増加したためである。 （資料）札幌市環境局
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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

コ　ごみ処理事業費の増大
　札幌市の一般会計におけるごみ処理費（関係職員費を含む）
は、平成19年（2007年）度決算見込みで総額約191億円（事業ごみ
の処理を含む）となっており、一般会計全体の2.5％を占めてい
ます。
　その内訳は、施設建設にかかる費用が全体の約11％、収集・
処理などの運営にかかる費用が約52％、職員費が約37％となっ
ています。
　平成18年（2006年）度に比べると約６億円増加していますが、
これは、ごみ処理施設の整備費が増加したためです。施設整備
費を減価償却費に置き換えるなど企業会計的手法でごみ処理費
用（事業ごみの処理を含む。以下「ごみ処理コスト」という。）
を計算すると、平成19年（2007年）度は約253億円となり、市民
一人あたりでは約13,400円となります。
 　今後、ごみ質の多様化に伴う収集運搬費用など処理経費の
増加のほか、清掃工場等の処理施設の老朽化対策にかかる経費、
さらには容器包装リサイクル法への対応など、リサイクルを推
進するための経費の増加が見込まれています。

　増加する経費に対応するためには、今にも増してコストの削
減に向けた一層の清掃事業の効率化を図るとともに、施設の再
配置や有効活用を行うなど、ごみ処理費用の増加を抑制してい
くことが重要な課題となります（図２－28）。

【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り組みを市民・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。

4　良好な水環境を保全する都市の推進

表2－7 　ごみ処理コストの推移

平成17年度 平成18年度 平成19年度
（見込み）

ごみ処理費用 276億円 263億円 253億円

市民一人あたり 14,700円 14,000円 13,400円
（資料）札幌市環境局

図2－28 ごみ処理事業費の推移
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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り組みを計画的に推
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なっています。

イ　環境基準等の達成状況
ａ　健康項目
　平成19年（2007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。白
川浄水場取水口で、上流の豊平川の河床からゆう出する温泉水
の影響等で、ヒ素が環境基準を超過しました。その他は、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19年（2007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、全ての環境基準点で環境基
準に適合しました。（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
橋及び野津幌川野津幌川七号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

表2－8　BODの環境基準適合状況（平成19年（2007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18年度

環境基準適否
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度（適○・否×）

豊　

平　

川　

水　

域

豊 平 川
白 川 浄 水 場 取 水 口 Ａ 2 0.5 0.6 1.8 0.6 0.8 ○
東 橋 Ｂ 3 0.7 0.7 1.6 0.6 0.6 ○
中 沼 Ｂ 3 1.6 1.9 2.3 1.5 2.4 ○

南 の 沢 川 川 沿 橋 Ａ 2 0.7 0.8 1.5 0.8 1.4 ○
北 の 沢 川 北 の 沢 橋 Ａ 2 0.9 0.7 1.5 0.8 1.9 ○
真 駒 内 川 五 輪 小 橋 Ａ 2 0.6 0.6 1.7 0.7 1.3 ○
精 進 川 精 進 川 放 水 路 分 派 前 Ａ 2 0.6 0.7 2.0 0.8 1.4 ○
望 月 寒 川 望 月 寒 鉄 北 橋 Ａ 2 1.4 1.6 2.7 1.4 1.8 ○
月 寒 川 月 寒 鉄 北 橋 Ａ 2 2.7 2.6 3.0 1.3 1.8 ○
厚 別 川 厚 別 鉄 北 橋 Ａ 2 0.7 1.0 1.6 0.7 1.4 ○
野 津 幌 川 水 恋 橋 Ｂ 3 0.7 1.9 2.5 1.2 1.9 ○

水　

域

茨
戸
川

創 成 川 北　  　16　　  条　  　橋 Ｂ 3 0.6 1.0 1.9 0.8 0.6 ○
茨 戸 耕 北 橋 Ｂ 3 2.2 1.8 3.1 2.9 2.5 ○

水
域
新
川

琴似発寒川 西 野 浄 水 場 取 水 口 Ａ 2 <0.5 <0.5 1.4 0.9 <0.5 ○
新 川 第 一 新 川 橋 D 8 1.7 2.1 4.1 2.2 2.2 ○

（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。
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のと考えられます。
ｃ　要監視項目
　平成19年（2007年）度は、環境基準点において、要監視項目全
27項目のうち塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン等の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（「参考資料」129ページ参照）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についてみると全ての環境基準点で適合しています。（図2
－30、31）

図2－29　札幌市内のBOD（平成19年（2007年）度）
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図2－30　BODの経年変化（豊平川）

図2－31　BODの経年変化（豊平川支流）
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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、
多自然型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
　新川流域は、手稲山を源流とする琴似発寒川に発し、中の川
などの支流河川が合流する新川から成り立っており、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）。

ｄ　星置川
　星置川流域は、奥手稲山を源流とする星置川に発し、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。
　星置川は、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、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。

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
なっています。
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19年（2007年）
度末現在で95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19年（2007年）度末現在で125事業場です（表２
－9、10）。
ｃ　監視指導状況
　平成19年（2007年）度は、水質汚濁防止法対象事業場に対して
延べ68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36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
1事業場、要綱の排水基準を超えた事業場が延べ5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）。
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図2－32　BODの経年変化（茨戸川水域）
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図2－33　BODの経年変化（新川水域）
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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なっ
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なっています。
　平成19年（2007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なっており、本
市においても、公害防止に関する覚書を締結し、これに基づき
定期的に排出水の水質調査等を行い、監視を行なっています。
　平成19年（2007年）度の排出水調査結果は、全ての項目で、覚
書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、市内全ゴルフ場事業者から農薬散布の計画
及び使用実績の報告を求めるとともに、散布量の削減、低毒性
農薬への転換の指導を行なっているほか、ゴルフ場事業者によ
る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19年（2007年）度末現在で
99.6％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
ザで高度処理を行なっています。
　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、
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なっています。
　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、13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。
　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

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19年（2007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
45(13) 50(14) 95(27) 68 1

（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。

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19年（2007年）度末現在）

届出事業場数 立 入 件 数 基準不適合
事 業 場 数

125 36 5

 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15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

除草剤 17 13 8 26 12
殺虫剤 4 4 4 7 5
殺菌剤 273 300 274 316 314
合　計 294 317 287 349 330

図2－34　BOD環境基準適合率と下水道普及率の推移

下水道普及率 BOD環境基準適合率（環境基準点）

（％）

年度
41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 4 6 8 10 12 14 16 18
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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、水生生物などの自然観察会などに環境教育リー
ダーを派遣したり、調査用品の貸出しを行い支援したりしてい
るほか、区などでは市民団体等と連携して川まつりなどを開催
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　苦情等
　平成19年（2007年）度に発生した苦情等の件数は、川での発泡
などによる水質汚濁が30件、油の流出事故が100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なっております。
 
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、
市民と自然のつながりが少なくなっていました。
　このため、市民が水とふれあい、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、湖沼や湿地などを含めてうる
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
　札幌市では、治水対策を目的とした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、河川が本来有
している生物の良好な生育環境に配慮し、あわせて美しい自然
景観を保全または創出する「多自然川づくり」を進めています。

イ　（仮称）札幌市河川環境基本計画
　今後の札幌市の川づくり（環境整備）について、市民の代表や
学識経験者などで構成される「さっぽろ地域川づくり座談会」
と公募による市民参加のワークショップなどによる検討を行
い、平成19年（2007年）３月に「さっぽろ地域川づくりに関する
提言～札幌らしい川との暮らし方の提案とこれからの川づくり
について」が同座談会により、まとめられました。
　この提言では、これからの川づくりは、川を「つくる」から
川と「共に生きる」を基本としています。さらに、札幌の自然
環境・地形・水文特性を考え川を育む（川づくり）、川に親しみ

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
平成15 340基 2,271人
　　16 346基 2,291人
17 337基 2,128人
18 343基 2,137人
19 348基 2,130人

（国勢調査ベース）

表2－13　苦情等の件数の推移
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

油の流出 6（46） 5（88） （105） （71） （100）
水質汚濁 12 6（5） 2（20） 5（19） 1（29）
魚のへい死 1 0 （4） 0 （１）
その他 1 5（４） 1（４） 6（７） （４）
合　　　　　　　　　計 20（46） 16（97） 3（133） 11（97） 1（134）

※（　）内は原因者等からの通報、合計の集計の仕方は（　）の内外で独立
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人と川の関係を育む（市民と川）、豊かな川の風景のあるまちを
育む（川とまちづくり）の３つの基本方針から構成されていま
す。
　札幌市ではこの提言に基づき、平成19年（2007年）度より河川
環境基本計画の策定に向けた検討を行っており、平成20年（2008
年）度内に策定する予定です。計画策定後は、札幌市の河川環
境整備へ反映させていきます。

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り
組みだけでなく、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
なっています。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。

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なっています。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、
水準測量を行なっており、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19年（2007年）度の水準測量では、北区篠路町福移の水準
点で軟弱地盤の圧縮収縮により、年間最大沈下量2.97cm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なっています。
　平成18年（2006年）度の事業場系の年間揚水量は約3,680万㎥
で、平成12年（2000年）度と比較すると約220万㎥削減していま
す（図２－35）。また、揚水事業場の数は、1,554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

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15年度 69 67 54 13 － － 1.97㎝ 北区新川西1条2丁目

平成16年度 68 68 66 2 － － 1.62㎝
（2.22㎝）注1

東区北24条東2丁目
（北区新川西1条2丁目）

平成17年度 42 36 33 3 － － 1.37㎝ 注2 北区屯田町

平成18年度 44 43 42 1 － － 1.70㎝ 注3 東区北14条東1丁目

平成19年度 42 36 35 0 1 － 2.97㎝ 注4 北区篠路町福移

注1　16年度北海道地質研究所実施分最大沈下量
注2　累積沈下量の年平均値（3年間：平成14～17年）
注3　累積沈下量の年平均値（2年間：平成16～18年）
注4　累積沈下量の年平均値（4年間：平成15～19年）

　※圧密
   　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。



　第2章　環境の状況　　38

用が全体の約77％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42％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18年（2006年）度の工事に伴う年間揚水量は約71万㎥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、これまでも工場・事業場
への節水指導を行なってきました。
　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
進に向けた取り組み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
による地下水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、事前の届出制とし、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るとともに、さらに毎月
の地下水採取量の測定･記録、年間採取量の報告を義務付け、
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
障害を生じ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。
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　施行されたため、H15からは工業用や建築物用に含めている。

図2－35　用途別揚水量の推移

図2－37　市内の工事による揚水量の推移
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図2－36　区別揚水量（平成18年（2006年）度）
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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語ってくれるものでもあります。
　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
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

【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。
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図2－38　地形骨格図

5　 豊かな自然環境に包まれた都市の実現
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（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物語っています。
　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8.0％、草地は8.3％、農地は2.8％と緑被率は19.1％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。

図2－39　札幌市の月別平均気温・降水量（平成19年（2007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 53.7 347
ミュンヘン市 48゜08'N  11゜34'E -1.7 17.5 130.5 310
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 19.0 142.3 500
札　 幌　 市 43゜03'N 141゜21'E -4.1 20.6 189.8 1,121

注：札幌市は2008年10月現在、ミュンヘン市は2006年現在、ポートランド
は2006年推計値、瀋陽市は2004年現在、ノボシビルスク市は2003年現在

（資料）札幌市政概要平成19年度版、気象庁

図2－40　札幌の降雪量と積雪量
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図2－41　札幌市の市街化区域の緑被率（平成15年（2003年）度）
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図2－42　札幌市の森林面積
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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）。
　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。

図2－43　札幌市周辺の現存植生
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（資料）環境省「第5回（1994～1998年度）自然環境保全基礎調査」
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図2－44　札幌市の自然植生

（注）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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　　　　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
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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。
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）。

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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（資料）日本産野生生物目録（環境庁、平成5年）
　　　　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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 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、
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19年（2007年）度末までに、36地区
1668.5ha の都市環境林のうち、29地区、425.4ha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おります。
⒜　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85ha）
　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。

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。

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 8
⑧ 北 　 大 　 簾 　 舞 32
⑨ 北 大 一 の 沢 62
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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連結をめざし、
市街地の緑や水辺環境の保全・回復、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。

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19年（2007年）度末までに６カ所
421.9ha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2－17　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 23.0 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 421.9

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

【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り組み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
していくための取り組みを推進します。

【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。

6　 うるおいと安らぎのある都市の実現
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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見ると緑被率は約20％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。
　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19年（2007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、街の中の貴重な文化財として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19年（2007年）度末で35カ所、
63本、122,255㎡が指定されています。

図2－49　主要都市1人当たりの都市公園面積
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図2－50　札幌市緑の基本計画の体系図
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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

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

▲
▲

▲

▲
▲

▲
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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19年（2007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19年（2007年）度末の数は2,629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、2,738カ所になります。総面積
は5,135.8haで、市民１人当たりでは、27.3㎡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19年（2007年）度末で73万8,203本、
市民100人当たりで38.4本となっています。樹種別（高木）では
ナナカマドが3万5,507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３ｍ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　市民の緑づくり
　緑豊かな街づくりは、行政の力だけではできません。このた
め、市民、事業者、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19年（2007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、苗木の助成等を行なっています。平成19
年（2007年）度末までの協定締結の実績は40団体、区域面積
3,396.3ha、植栽本数147,378本です。

表2－19　特別緑地保全地区の指定状況 （平成19年（2007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
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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　緑の愛護員
　地域緑化の指導者として札幌市が委嘱し、市が実施する歩道
美化事業、家庭園芸や庭づくりの普及・指導など、地域緑化の
推進に貢献していただいています。
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なっています。

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育てる活動の支援を行なっ
ています。
ｉ　リラの花香る街づくり事業
　本市の木であるライラックの植樹・育成を公園・緑地のほか
家庭や企業敷地で進めます。
ｊ　みどりゆたかな都心づくり事業
　市民・企業・行政との協働によるみどりを基調とした都心部
の景観づくりを目指して、「みどりゆたかな都心づくり事業」
を実施いたします。
　企業・店舗が行うフラワーコンテナ設置を促進する「ウェル
カムフラワープラン」、大径木の保護・育成を図る「みどりす
くすくストリートプラン」、色鮮やかな多年草の草花などによ
る街路樹の複層化を進める「北国の街路樹複層化プラン」に取
り組みます。

表2－20　風致地区の指定状況 （平成19年（2007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

表2－21　 緑化推進地区の指定状況
（平成19年（2007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

図2－51　公園緑地整備水準の推移
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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）
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ｋ　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５万件を超えるほど
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　　70㎡、60㎡
⒝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700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、豊かな自然や歴史、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10年（1998年）４月に施行した「札幌市都市景
観条例」に基づき、様々な都市景観施策を実施しています。
　平成16年（2004年）12月には景観法が施行されたことから、平
成19年（2007年）12月に法に基づいて、「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、条例の全部改正を行い、
平成20年（2008年）4月1日（施行日）より、実効性のある景観施策

を行っています。

ア　景観計画区域
　市内全域を「景観計画区域」とし、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、これまでの色彩景観
ガイドライン「札幌の景観色70色」を基準化するなど、色彩や
デザインなどのルール（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きます。

イ　景観計画重点区域
　景観計画区域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、景観形成の方針や建築
物のデザイン等についての基準を定め、届出による協議を通し
て良好な都市景観の形成を図っていきます。
　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。

ウ　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。これらの資源を街づく
りに生かすため、景観法を基に景観重要建造物や景観重要樹木
に指定し、保存と活用を図っていきます。

エ　札幌景観資産の指定
　デザイン、様式が特徴的な建造物や市民や観光客から親しま
れている建造物や樹木などの歴史的な景観資源を大切に継承
し、個性豊かな景観を形成するため、札幌市が独自に指定し、
保存と活用を図っています。（平成19年（2007年）度現在23件指
定）

オ　都市景観賞
　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」を隔年で実施しています。

第13回札幌市都市景観賞受賞作品
「茶廊法邑」
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カ　都市景観アドバイザー
　市民や事業者による景観づくりの取り組みを支援するため、
「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９件（同７件）の計27件（同13件）の指定文
化財があります（表２－22）。

　札幌市所有の文化財13件については一般公開するとともに、
施設等の維持管理、資料調査、修復等を行なっています。
　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なっています。

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を行なっています。
　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。

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
211－2312
（文化財課）

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。

国　

指　

定

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。

表2－22　指定文化財一覧
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（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・企業
（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

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

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。

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。

【基本目標】
○ 　近隣自治体も含めた広域的な取り組みにより、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。

7　 健康で安心して生活できる都市の推進
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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
一層の取り組みを進めています。

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や主にごみの焼却過程で発生するダイ
オキシン類などへと変遷してきました。
イ　現状
ａ　代表的な汚染物質
　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６種類です。このうち、アスベスト以外の
５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
　札幌市の一般大気環境は比較的良好で、環境基準を達成でき
なかったのは光化学オキシダントのみでした。この環境基準超
過は、春期における上空オゾンの降下が原因と考えております。
なお、二酸化窒素は、環境基準に近い濃度で推移しており、自
動車や暖房器具などから発生する窒素酸化物の削減が課題に
なっています（図２－54～58）。
　このほかに、大気中のアスベスト濃度を毎年測定しています。
平成19年（2007年）度の結果は、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、20ページをご覧ください）。
　固定発生源は、「大気汚染防止法」や「北海道公害防止条例」、
「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、アスベストを扱う特定粉
じん発生施設の３種類に分けられます（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いま
す。
　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。さらに、管理状況を
確認するために、立入検査や、自主測定結果の報告を徴収をし
ています。
　平成17年（2005年）６月には、全国的にアスベスト問題が大き
く取り上げられ、建築物を解体するときに飛散するアスベスト

表2－23　大気汚染問題の変遷
時　　　　　　期 原因物質等 発　　生　　源 主な解決策
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
現在 アスベスト 解体工事 除去作業に対する規制

表2－24　代表的な汚染物質
物質名 主な発生源 影　　　響

二酸化窒素 自動車 酸性雨、喘息の悪化
二酸化硫黄 ボイラー 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
一酸化炭素 自動車 神経機能の低下
光化学オキシダント 札幌市では、主に天然のオゾン 植物の生長阻害、粘膜の刺激
アスベスト アスベストを含む建物の解体 肺ガン

　（資料）五訂公害防止の技術と法規　大気編
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が問題となりました。アスベストを吹き付けた建築物の解体な
どの工事には作業基準が設けられ、事前の届出も義務付けてお
ります（表２－27）。平成15年（2003年）2月から市生活環境の確
保に関する条例の施行に伴い、作業完了後の届出を義務付けま
した。

　札幌市では平成17年（2005年）７月19日に「札幌市アスベスト
問題対策連絡会議」を設置し、アスベストによる環境汚染、健
康に対する不安等の諸問題に対し、全庁的に連携した対策を推
進しており、平成20年（2008年）3月までに8回開催されました。

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）
石山通局 南29条西11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



53　　第2章　環境の状況

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。

図2－55　二酸化窒素濃度の経年変化
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図2－58　光化学オキシダント濃度の経年変化
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図2－54　二酸化窒素濃度の経月変化（平成19年(2007年)度）

図2－56　二酸化硫黄濃度の経年変化

年度

センター
東
篠路

環境基準

図2－57　浮遊粒子状物質濃度の経年変化
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表2－25　大気中のアスベスト濃度（平成19年(2007年)度）
地点名 アスベスト濃度

札幌市役所 <0.1
中央区山鼻 <0.1
西区発寒 <0.1
北区篠路 <0.1
厚別区厚別町山本 <0.1
手稲区山口 <0.1

※単位：本／Ｌ、：定量下限値は0.1本／Ｌ

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 6,348
粉じん発生施設 ベルトコンベア、堆積場 651
特定粉じん発生施設 切断機、プレス 0
※平成20年（2008年）3月31日現在

表2－27　吹付けアスベスト除去等工事届出件数
平成13年度 平成14年度 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

大 気 汚 染
防 止 法 38 37 36 34 147 294 169
そ の 他 泫 13 7 12 12 70 - -
泫　 その他とは平成13年度までは建築物の吹付石綿処理工事指
針、平成14年度からは同指針（平成15年2月26日廃止）及び札
幌市生活環境の確保に関する条例をいう。
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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（2001
年）度頃から減少し、近年は横ばいで推移しています。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。なお、平
成19年（2005年）度は、アスベストに関連した粉じん苦情は減少
しております。

イ　土壌汚染・地下水汚染

ア　土壌汚染・地下水汚染の現況
　札幌市では、昭和57年（1982年）の有機塩素系化合物による地
下水汚染判明時から、全市域について地下水質調査を実施して
おります。
　平成19年（2007年）度の地下水質調査は、112井戸について調
査を行いましたが、42井戸で地下水の環境基準を超過していま
す（表２－29、30）。
　これまでの調査により、テトラクロロエチレンなどの有害物
質による地下水汚染地域は、平成19年（2007年）度の調査結果を

表2－28　苦情件数の推移
ばい煙 粉じん

平成13年度 124 22
平成14年度 114 30
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

表2－30　地下水汚染地域（平成19年（2007年）度末現在）
区 汚染地域※ 汚染物質

中央
本府、中央、東北、桑園、苗穂 テトラクロロエチレン

曙 テトラクロロエチレン、四塩化炭素

北
新川、新琴似 シス－1,2－ジクロロエチレン、ヒ素

北、麻生、新琴似西 ヒ素

東 苗穂、伏古本町、鉄東 テトラクロロエチレン　　

白石

菊水、東札幌 テトラクロロエチレン
白石 テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
北白石 テトラクロロエチレン、ヒ素
北東白石、菊の里 ヒ素

厚別 厚別西 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

豊平

美園、平岸 テトラクロロエチレン

豊平、中の島 テトラクロロエチレン、四塩化炭素

月寒 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

清田 北野 ヒ素

南 藤野 テトラクロロエチレン
真駒内 フッ素

西

八軒中央 トリクロロエチレン、シス－１,2－ジクロロエチレン

西野 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、シス－１,2－ジクロロエチレン、ヒ素

八軒、西町 テトラクロロエチレン

手稲 稲穂、山口、手稲曙、富丘 ヒ素

※汚染地域は平成8年（1996年）度以降の調査で環境基準を超過した井戸（ただし、それ以降の調査で５年以上連続して環境基準に適合したものを除く）のある地域で、連合町内会単位で表示。

表2－29　地下水質調査結果（平成19年（2007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 51 1 ヒ素（1）
汚染井戸周辺地区調査※２ 1 0

定期モニタリング調査※３ 61 41
トリクロロエチレン（1）、テトラクロロエチレン（25）、
四塩化炭素（1）、シス－１,２－ジクロロエチレン（4）、
ヒ素（11）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（2）、フッ素（1）

合　　計※4 112 42
※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　調査区分が異なる同一井戸を除く
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含め10区37地域となっています。
　一方、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、土壌の汚染
状況が指定基準を超過した場合は、指定区域に指定するととも
に汚染の除去等の措置を命じます。平成19年（2007年）度末現在
で、市内にはこの指定区域に指定した土地はありません。
　本市における土壌汚染や地下水汚染は、一般的にクリーニン
グ工場やメッキ工場などの有害物質取扱事業場において、不適
切な取扱いや施設破損等によって有害物質が漏えいしたことが
原因と考えられます。

イ　土壌汚染・地下水汚染対策
ａ　地下水の常時監視
　水質測定計画に基づき、地下水の常時監視を継続して実施し
ていきます。
ｂ　工場・事業場等に対する監視指導
　有害物質を使用する工場・事業場などに対しては、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きます。
ｃ　飲料水対策
　汚染地域内及び汚染のおそれのある地域内の地下水飲用者に
対しては、市上水道への切り替え、煮沸、曝気などの飲用指導
を行なっています。
ｄ　地下水の浄化・汚染土壌の除去等の指導
　地下水の常時監視などにより地下水汚染が判明し、人への健
康被害が発生するおそれがある場合には、汚染原因者を特定し、
必要な浄化措置を講じるよう指導していきます。
　また、土壌汚染状況調査などにより土壌汚染が判明した場合
は、原因者に汚染の除去等の必要な措置を講じるよう指導して
いきます。

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２－31）。

　これらの騒音・振動は、騒音規制法、振動規制法や道及び市
条例による規制などにより改善される傾向にありますが、近年
は深夜営業や日常生活の音が問題になるなど、多様化していま
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19ページをご覧ください）。
ａ　事業場
　送風機や空気圧縮機、丸のこ盤などの施設がある事業場は、
「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（表２－32）騒音・振動の大きさにつ
いての規制を受けています。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、「札幌市生活環境の確保に関する条
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
　くい打機、さく岩機・ブレーカーやバックホウなどの重機を
使う作業は「騒音規制法」、「振動規制法」の規制を受けていま
す（表２－33）。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
制だけでは十分といえません。そこで、札幌市では独自に「建
設作業に係る指導の基本方針」を策定しています。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。
 

表2－31　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

表2－32　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 2，631

振
動

空気圧縮機
印刷機械 　　708

※平成20年（2008年）3月31日現在

表2－33　法律で規制される建設作業（平成19年（2007年）度）
使用する機械 届出数

騒 

音

くい打ち機・くい抜き機 149
さく岩機 487
バックホウ・その他 149

振 

動
くい打ち機・くい抜き機 178
ブレーカー・その他 194
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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、「札幌市生活環境の確保に関する条例」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、集合住宅においては歩く音などの生
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
　悪臭については、平成8年（1996年）の悪臭防止法の改正によ
り、従来の物質規制だけでなく、人の嗅覚を利用した嗅覚測定
法による規制も選択できるようになりました。札幌市は平成10
年（1998年）７月から嗅覚測定法で規制を行なっています。これ
により、複合臭にも的確に対応できるようになり、住民の悪臭
の被害感と一致した対応をとることができるようになりました。

エ　苦情
ａ　騒音・振動
　苦情の主な発生源は、工場・事業場や建設作業によるものと
なっています（表２－34）。
ｂ　悪臭
　苦情内容の多くは、飲食店等の調理臭・事業場からの臭いと
なっています（表２－34）。

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毒性の強い
物質で、大きな社会問題となっています。
　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、ダイオキシン類対策特別措置法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います。
　平成19年（2007年）度についての札幌市のダイオキシン類の濃
度は、測定を開始した平成10年（1998年）度以降、環境基準を下
回っており、一部を除き全国平均値も下まわっています（表２
－35～37）。

ｂ　発生源対策
　ダイオキシン類の大部分は、ごみなどの焼却過程で発生しま
す。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、法律で禁止されている家庭のごみ焼き
などの野焼きに分けることができます。

表2－34　苦情件数

騒音・振動 悪　臭
平成13年度 175 130
平成14年度 254 117
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

表2－35　大気環境中のダイオキシン類濃度（平成19年（2007年）度）
単位：pg-TEQ/㎥

調　査　地　点 年平均値

一　

般　

環　

境

伏古川水再生プラザ
　　　　　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

0.015

0.020

0.018

沿
道

北1条自排局
　　　　　中央区北1条西2丁目 0.11

発
生
源
周
辺

篠路清掃工場周辺
　　　　　東区中沼240番地
　　　　　北区あいの里3条7丁目
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
白石清掃工場周辺
　　　　　白石区東米里2124番地
　　　　　東区東苗穂10条3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
山口処理場
　　　　　手稲区手稲山口381番地

0.024
0.013

0.025
0.021

0.045
0.025

0.010
0.016

0.015

環境基準値；　年平均　0.6　　（平成18年度全国平均　0.050）

表2－36　土壌環境中のダイオキシン類濃度（平成19年（2007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 0.38

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

3.0
0.98

環境基準値；　1,000　　（平成18年度全国平均　5.0）

表2－37　水環境中のダイオキシン類濃度（平成19年（2007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 0.020 0.16

伏籠川　　　茨戸橋 0.027 6.7

新川　　　　第１新川橋 0.036 1.0

平成18年度全国平均 0.21 6.7
地
下
水

南区澄川３条３丁目 0.014 －

平成18年度全国平均 0.056 －

環境基準値 1 150
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　ダイオキシン類の発生源対策は、法や条例に基づく燃焼管理
の徹底、設備の改修、事業者による定期的な排出ガスや灰、排
出水中の濃度測定の実施の徹底、立入による指導等を行ってい
ます。
　なお、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき平成19年（2007
年）度中に事業者から報告のあった自主測定結果は、全ての焼
却炉で規制基準を遵守しておりました。
　清掃工場では排ガスや灰に含まれるダイオキシン類を定期的
に測定しており、すべての清掃工場における規制基準への適合
が確認されています（表２－38）。
 

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
それがある物質の総称です。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おり、この内4物質については環
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）
度までに指針値が定められております。
　測定の結果、下表（表２－39）のとおり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。

　なお、ガソリン等に含まれており、排気ガスと一緒に大気中
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であり、
全国的な問題となっております。VOCについては平成16年
（2004年）度の大気汚染防止法改正により排出に係る規制が制定
され、（平成21年（2009年）度末まで猶予有り）、更なる削減が求
められています。
　
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、生物のホルモン作用をかく乱す
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
すとされています。国は、内分泌かく乱化学物質の疑いのある
化学物質として約70種類を挙げていますが、人の健康への影響
は現在のところ確認されていません。
　国が環境中の汚染状況や生物への影響等について全国調査を
実施しています。
　札幌市では、平成19年（2007年）度に水質６地点で汚染状況を
調査し、調査結果や研究成果などの情報を市民に提供していま
す。

エ　化学物質による環境汚染防止への新たな対策（PRTR制度）
　私たちは毎日の暮らしや事業活動で多くの化学物質を利用
し、大気や水、土壌といった環境中へ排出しています。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

表2－38　清掃工場の排出ガス中のダイオキシン類（平成19年（2007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（1回目） 0.32

1

2号炉（1回目） 0.41
1号炉（2回目） 0.28
2号炉（2回目） 0.21
1号炉（3回目） 0.40 
2号炉（3回目） 0.13
1号炉（4回目） 0.16
2号炉（4回目） 0.13

篠路清掃工場 1号炉 0.069
2号炉 0.033

駒岡清掃工場 1号炉 0.0048
2号炉 0.00046

白石清掃工場
1号炉 0

0.12号炉 0
3号炉 0

白石清掃工場
灰溶融施設

1号炉 0 1
2号炉 0.0000077

※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。

表2－39　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19年（2007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 0.18 0.37 1.6

南保健センター
南区真駒内幸町１丁目 1.1 0.066 0.11 1.4

西清掃事務所
西区発寒15条14丁目 1.4 0.11 0.41 3.3

篠路局（篠路小学校）
北区篠路4条9丁目 1.1 0.12 0.098 1.2

環境基準値 3 200 200 150

 表2－40　届出排出量・移動量（平成19年（2007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 259 164 0 0 423 4 254 258 680

表2－41　届出等件数（平成19年（2007年）度届出分）
ＰＲＴＲ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
467 692 35
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る仕組み（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（PRTR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19年（2007年）４月～６月に平成18年（2006年）度把握
分の届出が行われました。
　大気や公共用水域などへの排出量と、下水道や廃棄物への移
動量として届けられた分の札幌市分を集計した結果、届出排出
量・移動量の合計が680トンでした。その内、届出排出量（大気、
公共用水域）が423トン、届出移動量（下水道、廃棄物）が257ト
ンでした。
　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、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や化学物
質自主管理マニュアルの作成も義務づけています。

　※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。
　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
割と取り組み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

【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り組み状況を的確に把握・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19年（2007年）度の環境保全アドバイザーの派遣回数は38
回（利用者数2,604人）、環境教育リーダーの派遣回数は24回（利
用者数1,523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、「札
幌市環境教育プログラム」を平成19年（2007年）度に策定しまし
た。

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、市内全小学校に配布しています。
ｂ　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
もエコクラブにニュースレターの発行や環境情報の提供を行い
環境保全活動の促進につながる支援を行っています。平成19年
（2007年）度は、夏と冬の２回交流会を開催しました。
ｃ　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み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19年（2007年）度は、16回実施しました。

ウ　環境に関わる講座、見学会関係事業
ａ　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　環境情報発掘発信事業
　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19年（2007年）度は、市が独自に行う講座・イベントを含めた
641件を集約・広報し、参加者は841,711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なっていま
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・学習活動を行なっています。

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　環境教育・学習拠点施設

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
の貸し出しを行なっている。

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
材の貸し出しを行なっている。

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 　二十四軒サテライトの教室を始め、市民交流広場、リーダー養成講座等の開催、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
報提供を行なっている。

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
（取り組み）

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り組みの一つとして、園内動物病院にて、治療見学や骨格標本解説等を行なっ
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なっている。
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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
せん。
　そのためにも、市民や企業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・企業・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なっていて、
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　企業の環境保全活動
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、急速に認証取得を目指す企業
が増加しています。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が増え、
最近では、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、環境保全行動計画もしくは
自動車使用管理計画の提出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り組みが始まっていま
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19年（2007年）度までに891件に達しています。
ｂ　企業の活動
　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なってい
ます。
　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197事業者（平成19年
（2007年）度末現在）は環境保全行動計画を、業務用車両を多数
使用する110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
主的な取り組みを実施しています。

ウ　事業者への取組支援
ａ　環境活動発表会
　平成20年（2008年）1月に環境マネジメントに取組んでいる事
業者の方に、自社での環境活動について発表して頂きました。
ｂ　環境報告書展
　平成20年（2008年）1月に環境報告書展を大通地下街で開催し
ました。96社の企業協力を得、93点の環境報告書と34点のポス
ター展示を行いました。
ｃ　サッポロECOメニュー
　平成15年（2003年）度から、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」を作成しています。平成18年（2006年）度
には、シリーズ完結編である「医療機関編」を作成しました。

【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。

2　市民・企業・活動団体等の環境保全・創造活動の推進
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ｄ　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なっています。

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。
ｂ　環境広場さっぽろ2007
　「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り組みを紹介し、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。平成19年
（2007年）は、「未来に種をまく、10年目のエコ」をテーマに多
くの企業・団体が出展し、個人や家庭でできる日常生活の中で
の取り組み（エコアクション）や、企業での取り組み（エコビジ
ネス）を紹介しました。
ｃ　さっぽろキャンドルナイト2007
　「さっぽろキャンドルナイト」は、夏至の日に明かりを消し
て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、建物の消灯を呼びかけ、平成19年（2007年）度は273社・団
体の参加協力を得たほか、市内で開催される各種関連行事を広
報しました。

　大通公園でのキャンドルナイトイベントの様子　　

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なっています。
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20年（2008年）度は、「地球に優しいまちづくりを進める
西区民会議」及び「テーマ部会」を中心とする各種環境活動の
ほか、地域特性に応じた地区別部会の活動を通じた活動実践者
の育成や、次世代実践者育成のための子ども向け環境プログラ
ムの実施・支援など、これまでの活動で創出した地域エコ事業
と蓄積されたノウハウを広く波及し、地域ぐるみのエコライフ
の定着への取り組みを支援しています。

西区エコキャラクター「さんかくやまべェ」と行く親子エコツアーの様子
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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。
　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、導入後の実証データを検証し評価
を行なっています。
　また、平成17年（2005年）度より産業技術総合研究所と共同研
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
ンパスに導入し、その効果を実証しています。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省エネの実証実験
を行なっています。

イ　企業の取組

　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
いる企業があります。
　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。�

【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。

3　環境保全・創造に寄与する産業や技術の振興

太陽光発電等環境低負荷型エネルギーの有効利用に関する研究
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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
国際的な取り組みが必要であり、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　近隣諸国等との協力推進

　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なって
おり、札幌市においても国際協力機構（JICA）と協力して海外

研修員の受け入れや職員の海外派遣などの国際協力事業を行
なっています。
　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２－42）。
　また、JICAの実施するプロジェクトに対し、毎年職員を専
門家として海外へ派遣しています。

イ　北方圏諸都市との連携推進

　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
集まり、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
係の議題を含め、様々なテーマについて、話し合われてきまし
た。
　また、平成6年（1994年）からは、各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なっています。平成18年（2006年）１月

【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り組み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

表₂－42　平成19年（2007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および
３Ｒコース

ボリビア₂名、コロンビア₁名、コスタリカ₁名、ドミニカ共和国₁名、エルサ
ルバドル₂名、ホンジュラス₁名、ニカラグア₁名、パナマ₂名、パラグアイ₁
名

12名

都市生活型の環境問題コース
ボツワナ₁名、ブラジル₂名、コロンビア₁名、ガボン₁名、トルコ₁名、ジン
バブエ₁名

₇名

水道技術者養成Ⅱコース�
アルバニア₁名、エクアドル₁名、ラオス₁名、マラウイ₂名、ネパール₁名、
マケドニア₁名、ウガンダ₁名

₈名

寒冷地水道コース� アルメニア₁名、アゼルバイジャン₂名、グルジア₂名、モンゴル₂名 ₇名

下水道維持管理Ⅱコース インド₁名、モルディブ₁名、フィリピン₁名、ベトナム₁名、スリランカ₂名 ₆名

計 30カ国 40名
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に中国長春市で開催された第12回市長会議では、地球環境問題
への対応として、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、
冬の都市の環境問題の取組事例を調査するため「冬の都市環境
問題小委員会」（事務局都市：札幌市）が設置され、現在、調査
活動が行われています。
　平成20年（2008年）1月にはグリーンランド・ヌーク市におい
て第13回市長会議が開催されました。会議では、「北極圏にお
ける気候変動」をテーマとして、地球温暖化問題などの環境問
題について協議を行いました。現在、冬の都市が連携して同問
題に取り組む環境づくりを進めています。

ウ　国際的な環境保全の取組への積極的参加

　「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」を開催しました。開催期間中には、世界の
環境先進都市のリーダーが地球温暖化防止に向けた協議を行う
環境都市首脳ミーティングや、各都市の取り組みを学ぶことに
よって市民の環境意識向上を図ることを目的とした市民参加の
シンポジウムを実施しました。
　また、平成17年（2005年）12月にカナダのモントリオールで開
催された「第4回気候変動に関する世界自治体リーダーサミッ
ト」では、札幌市も賛同した「気候変動に関する世界首長宣言」
が採択されました。
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