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第3 章 札幌市の取組
第1節　環境基本計画（重点施策）に関する取組

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

総合的な温
暖化対策の
推進

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
を目指すために、市民のエコライフ推進や環境
教育の充実などに重点を置いた普及啓発事業８
事業を展開。
①エコライフ市民運動
②環境情報発掘発信事業
③環境行動推進事業
④市民環境活動支援事業
⑤エコドライブ推進事業
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
⑧環境教育推進事業

引き続き、市民の環境保全活動を推進するため、
CO₂削減普及推進事業を実施。
具体的には、下記の７事業を展開する。
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温暖化対策推進計画進行管理事業
⑥�環境教育教材支援事業
⑦環境教育推進事業

11

産業・民生
業務部門対
策の推進

環境保全行動推進
事業

事業者のCO₂削減を積極的に支援。
・�業種別環境保全行動マニュアルの説明会を開
催。
・EMSレポートを作成、配布。
・平成18年（2006年）度実績
市内EMS運用事業者（集計対象290）のCO₂総排
出量66,000t（8.9%）削減

・�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行
う。
・�さっぽろエコメンバー登録制度を開始。札幌
市内で環境保全行動に取り組む事業者を登録
し、取り組み内容をホームページ上で公開す
る。

11

低公害車の普及啓
発

公用車への率先導入（新規導入6台）、公用車1,787
台、うち低公害車418台（23％）札幌市環境保全資
金融資あっせん制度による低公害車導入促進（市
民８台,中小企業１台）
市内保有台数1,001,077台、うち低公害車5,160台
（0.5％）
天然ガス自動車（CNG車）の普及を図るため、関
係事業者・団体と「札幌市CNG車普及促進協議会」
を設置。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。
なお、公用車の導入予定は19台。
平成20年度から22年度まで、国土交通省の「CNG
車普及促進モデル事業」のモデル地域の指定を
受け、CNG車150台増車を目指す。
「天然ガス自動車購入等補助」を創設し、市内事
業者の購入・借受けに対し、年50台分を補助。

11

民生家庭部
門対策の推
進

さっぽろエコ市
民運動

エコライフの実践を宣言として受け付けた「さっ
ぽろエコライフ10万人宣言」の後継事業として、
より多くの市民がエコライフを実践することを
目指し平成19年（2007年）９月に開始した。
・�四半期ごとに更新されるレポート用紙を提出
することでエコライフを継続し、それによっ
てCO₂の削減を目指す。さらに、エコライフに
よって削減できたCO₂量を樹木に換算し、「エ
コライフの森」として植樹する。平成22年（2010
年）までに10万本を目指す。
・イベント等において参加を呼びかけた。
・平成20年3月末現在の試算値
CO₂削減量：4,544トン
植樹本数：11,193本

・�イベント等での街頭宣伝や、企業・団体等と
連携し、さらなる参加を呼びかける。
・�小中学校における「さっぽろエコ市民運動」
の取り組みを浸透させる。
・�環境行動によるＣＯ₂削減量を試算し公表する
とともに「エコライフの森」を広げる。

11

※そのほか、エネルギー、自動車交通、廃棄物、緑の保全と創出など関連する施策を行っています。

〈重点施策１. １　地球温暖化の防止〉

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

多様な森林
機能の保全

森林管理を行うた
めの組織づくりを
支援

平成19年（2007年）度末で、11の市民団体が森林
ボランティアとして登録し、下草刈、間伐など
を活動。

森林ボランティアを支援するため、市では機材
の貸出し、安全技術講習会開催ほか情報提供等
を継続。

12

その他 グリーンデータバ
ンク制度の充実

グリーンデータバンク制度（不要になった庭木を
登録して、欲しい人に斡旋する制度）については
豊平公園緑のセンターで実施するとともに、財
団法人札幌市公園緑化協会の豊平公園のページ
等に掲載。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 12

〈重点施策１. ２　森林機能の保全と育成〉

担当部一覧は、P111参照
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Ⅰ 札幌市の取組状況

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

監視・観測
と情報提供

酸性雨対策調査 酸性雨調査を市内2地点で実施。 平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

円滑な処理
の推進

フロン対策 平成17年（2005年）1月施行の自動車リサイクル法
に基づく引取業及びフロン回収業者の登録事務
を実施した。

自動車リサイクル法に基づく事務を行う。 10

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

エネルギー
利用効率の
向上

熱供給事業対策 冷暖房に伴う環境負荷の低減、都市防災等に貢
献する地域熱供給の普及と経営の安定化を図る
ため、熱供給事業への支援と普及促進及び効率
化に向けた調査研究を実施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

藻岩浄水場におけ
る水力発電の実施

平成13年（2001年）から藻岩浄水場改修工事のた
め一時休止していた小水力発電の運転再開に当
たり、水道局は民間企業と共同事業で実施する
こととし、平成17年（2005年）度に基本協定を締
結。事業期間は運転開始から20年間を予定。平
成18年（2006年）度に発電設備の工事が完了し、
平成19年（2007年）度は運転を再開した。（最大出
力400ｋW）

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 24

漏水防止作業の実
施

水道管の漏水を防止することは、貴重な水資源
の有効活用になるほか、浄水処理に必要な薬品
や、配水のために必要な動力の節約となり、環
境負荷の低減につながる。昭和44年（1969年）度
から計画的な漏水防止作業を実施しており、平
成19年（2007年）度は、平成16年（2004年）度に策
定した「新漏水防止計画」に基づき作業を実施。

平成19年（2007年）度に引き続き、「新漏水防止計
画」に基づき漏水防止作業を実施。

24

直結給水の普及拡
大

受水槽の清掃や水質管理といった衛生管理上の
問題解消、ポンプ運転に必要なエネルギーの削
減、受水槽不要に伴う建設設備のコスト縮減を
目的として、中高層建築物に対し受水槽を経由
せず、配水管の水圧を有効利用する直結給水の
普及に努めてきた。
平成16年（2004年）度からは、既設建物において、
受水槽方式から直結方式に切り替える場合に、
水道利用加入金と設計審査及び検査手数料の減
免を行い、さらなる普及拡大を図った。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 24

エネルギー対策体
系化事業

市有施設に省エネルギー・新エネルギーを率先
して導入するための指針案策定と全庁的な導入
事例共有化の仕組みを構築。

市有施設に省エネルギー・新エネルギーを率先
して導入する指針のを見直し、ルールの確立を
目指す。

11

都市再生プロジェ
クト推進事業

都市再生プロジェクトに指定されている「エネ
ルギー有効利用都市」の実現に向けて、地域熱
供給事業者が実施する都心部のエネルギーネッ
トワーク構築について支援を実施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

天然ガスコージェ
ネレーションの導
入

エネルギー利用効率の高い機器（熱電併給発電
機）を率先導入。また、（株）北海道熱供給公社の
実施する札幌駅前通熱供給導管ピット等整備へ
の支援。
※導入事例
リフレサッポロ（Ｈ8設置　135kW）
札幌ドーム（Ｈ13設置　600kW）
市立大学芸術の森校舎（Ｈ17設置　25kW）

（株）北海道熱供給公社が実施する札幌駅前通熱
供給導管ピット等整備への支援を行う。

11

冬のエネル
ギー対策の
推進

ロードヒーティン
グ維持管理事業

ロードヒーティング（車道・歩道・横断歩道橋・
階段）の維持管理を実施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 16

雪対策施設維持管
理事業

融雪槽・流雪溝など雪処理施設の維持管理を実
施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 16

流雪溝整備（雪対
策施設整備事業）

住民参加型の雪処理施設である流雪溝の整備。
・�新琴似北流雪溝（平成22年（2010年）度供用予定）

左記施設の整備を引き続き行う。 16

〈重点施策１. ３　酸性雨（雪）の防止〉

〈重点施策１. ４　オゾン層の保護〉

〈重点施策２. １　エネルギーを有効に利用する都市の実現〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

冬のエネル
ギー対策の
推進

融雪施設整備事業
（雪対策施設整備
事業）

地域密着型雪処理施設（アクセスサッポロ）の供
用を開始。
〔平成20年（2008年）2月〕

左記施設を含めた既存施設の維持管理を引き続
き行う。

16

市有建築物の長寿
命化の推進等

市有建築物を総合的に管理して長寿命化を進め
るため、平成18年（2006年）11月に「市有建築物
のストックマネジメント推進方針」を決定し、
平成20年（2008年）度からの段階的なストックマ
ネジメント導入に向けた準備を実施。

段階的導入のスタートとして、市）地域振興部所
管施設を対象としたストックマネジメントを実
施する。また、データベース化した業務支援シ
ステムを構築する。

21

省エネル
ギーの推進

市立札幌病院
ESCO事業

平成16年（2004年）、北海道・東北地方の自治体
として、初めてESCO事業が導入され、平成18年
（2006年）4月から以下の内容でサービス開始。
・�契約方式：シェアード・セイビングス契約（民
間資金活用型）
・�省エネ項目：高効率冷凍機及びボイラの導入、
空調機の最適化制御など22項目

平成20年（2008年）度はサービス開始から2年を経
て、以下の実績が得られた。
　平成19年（2007年）度の実績
　・省エネルギー率：約28.0％
　・�二酸化炭素削減量：約3,210ｔ-CO₂/年
　・光熱水費削減額：約5,968万円/年

11

札幌市区役所施設
ESCO事業

平成17年（2005年）、本市としては第2番目とな
るESCO事業を複数施設（北区役所、北区民セン
ター、手稲区役所）をまとめる形で導入され、平
成19年（2007年）7月から以下の内容でサービス開
始。平成18年（2006年）度は契約を行い、改修工
事を開始。
　・契約方式：�シェアード・セイビングス契約（民

間資金活用型）
　・省エネ項目：�照明の高効率化、空調機の最

適化制御など7項目

平成19年（2007年）度も引き続き改修工事が行わ
れ、昨年7月からESCOサービス開始。ESCO事
業により以下の実績が確認された。
　平成19年（2007年）度の実績
　・省エネルギー率：約20.3％
　・二酸化炭素削減量：約320ｔ-CO2/年
　・光熱水費削減額：約1,423万円/年

11

ESCO普及啓発事
業

本市が率先してESCO事業を導入することによ
り、道内における他の自治体や民間事業者に対
して、多くの波及効果が期待される。その他に
普及啓発として以下の事業を実施。
　・パンフレット作成：H16年度
　・�ビデオ・ＤＶＤ作成：H17年度　30件程度
貸出

　・セミナー開催：H18年度　66名参加
　・�セミナーにて事業紹介：H19年度　201名参
加

平成20年（2008年）度は、ESCO普及活動として、
他組織への協力も行っている。
　・�北海道大学病院ESCO事業に関する協力：地
域の省エネルギーに関する広報活動を共同
で実施。（NEDO補助の条件）

　・�環境総合展で、市立札幌病院のESCO事業の
実績を紹介。

11

ESCO可能性調査 本市においてESCO事業を導入していくために
必要な枠組みや事業の可能性などを継続調査。
　・H15年度：29ヵ所
　・H17年度：4ヵ所
　・H18年度：2ヵ所
　・H19年度：�エネルギー消費原単位調査222施

設

平成20年（2008年）度も引き続き、効果的な可能
性調査を行う予定。

11

下水処理場反応タ
ンクの高効率散気
装置、送風機の導
入

従来の散気装置よりも酸素溶解効率の良い超微
細気泡のメンブレンディフューザを導入すると
ともに、送風機に効率的な風量調節が可能なイ
ンレットベーン制御を導入し省エネルギーを
図っている。
【メンブレンディフューザ】
導入済み：３処理施設（H19：１処理施設）
【インレットベーン制御】
導入済み：２処理施設

従来の散気装置よりも酸素溶解効率の良い超微
細気泡のメンブレンディフューザを導入すると
ともに、送風機に効率的な風量調節が可能なイ
ンレットベーン制御を導入し省エネルギーを図
る。
【メンブレンディフューザ】
豊平川水再生プラザ第２処理施設（３系列のうち
１系列）
厚別水再生プラザ（４系列のうち１系列）
【インレットベーン制御】
新川水再生プラザ第１処理施設２台（H19-20）
豊平川水再生プラザ第１処理施設１台（H19-20）
豊平川水再生プラザ第２処理施設２台（H20-21）

19

汚泥処理施設の循
環流動炉の導入

新設汚泥処理施設の焼却炉に既設の炉形式より
エネルギー消費量が約30％少ないといわれる循
環式流動焼却炉を導入し、省エネルギーを図っ
ている。（東部スラッジセンター１号炉、H19.9よ
り運転開始）

新設汚泥処理施設の焼却炉に既設の炉形式より
エネルギー消費量が約30％少ないといわれる循
環式流動焼却炉を導入し、省エネルギーを図っ
ている。東部スラッジセンター２号炉（H19-21）

19

新エネル
ギーの利用
促進

風力発電事業推進 札幌市への再生可能エネルギー導入促進を目的
に、風力発電事業の実施を前提とした民間事業
者を選定し、本市と協定を締結した。

本市と協定を締結した民間事業者が、事業性の
調査を行い、その評価を踏まえて、北海道電力
の風力発電事業者募集に応募予定。

11

都市排熱有効利用
基礎調査

西区民・保健センターにおいて下水排熱暖房利
用実証試験を実施中。（平成22年（2010年）度まで
継続予定）

下水処理水を暖房に利用した場合の、二酸化炭
素排出量の削減・省エネ効果の検証を行う。

11
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

新エネル
ギーの利用
促進

公共施設における
新エネルギー率先
導入

様々な公共施設で各種新エネルギーを率先導入。
※導入事例
太陽光発電（H12～小学校8校　合計75kW）
雪冷熱利用（H17山口斎場5000㎥ほか）
地中熱利用（H17市立大学50kWほか）
下水排熱暖房利用　西区民・保健センター　
210kW

公共施設への新エネルギー導入を継続。
・太陽光発電　北郷小学校　10kW
・地中熱利用　仮称）市立認定こども園　7kW
・�ペレットストーブ導入　リユース広場ほか

11

その他 建築物環境配慮制
度の導入

○�根拠となる札幌市生活環境の確保に関する条
例等改正、施行　平成19年（2007年）11月１日
○マニュアル、リーフレットの作成
○事業者対象の講習会実施

引き続き事業者及び市民への普及啓発を行い、
制度の定着を図ることと、市役所の率先的取り
組みを推進する。

11

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

自動車利用
の適正化

違法駐車防止対策
事業

地域住民や警察等の関係機関と連携して違法駐
車防止を呼びかける啓発パトロール活動を実施
したほか、都心部では、運送事業者による荷さ
ばき対策や、観光バス待機場の運営等により、
違法駐車の防止を図った。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 3、4

さわやかノーカー
デーの推進事業

毎月5日と20日を｢さわやかノーカーデー｣とし、
市民・事業者に対して、自動車から地下鉄・バ
スなどの公共交通機関への利用転換を働きかけ
るため，次のとおり普及啓発事業等を実施。
・�エコキップの発行（さわやかノーカーデーに利
用可能な１日乗車券（大人700円、子供350円）
の発行）
・�さわやかﾉｰｶｰﾃﾞｰのPR（市民に対する自動車利
用の自粛等の呼びかけ）
・�事業所における普及促進（事業所活動における
取組の推進）

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 8

エコドライブの推
進

生活環境確保条例に規定されているアイドリン
グストップの実施について、キャンペーン等で
周知し、また自動車使用管理計画、ＩＳＯ等に
より企業のエコドライブへの取組みを促進。こ
れを含め、エコドライブ研修会（１回）、安全運
転管理者講習会での講話（21回）、環境省等エコ
ドライブコンテストへの協力、エコドライブ運
転講習会（１回）、エコドライブキャンペーン（２
回）などの実施。このほか、エコドライブパンフ
レット、ポスター等の作成・配布。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

低公害車の普及啓発　【再掲】 11

公共交通
機関の利便
性向上

公共交通を軸とし
た交通体系の検討

環境に配慮した新しい都市圏の将来交通体系の
検討を行うため、平成18年（2006年）度に行った
交通実態調査のデータ集計・解析を行い、現況
の分析、人口フレーム、交通体系、土地利用など、
さまざまな視点を踏まえた検討を行った。

環境にも配慮した新しい都市圏の将来交通体系
の検討を行い、道央都市圏の将来交通体系のあ
り方を示す都市交通マスタープランの素案をま
とめる。

8

路面電車活性化の
推進

・事業化判断に向けた具体的検討
　�　「さっぽろを元気にする路面電車検討会議」
からの提言を踏まえ、民間企業などとの連携
による既存線の収支改善や沿線の魅力向上に
向けた具体的・実験的な取り組みを継続的に
実施した。
　�　また、札幌市が今後事業化を判断するため
に必要な検討項目や検討の進め方を示した
「さっぽろを元気にする路面電車活用の基本計
画検討フレーム」を７月に公表し、これに基
づき必要となる詳細な検討を実施した。

・事業化判断に向けた具体的検討
　�　引き続き、民間企業などとの連携による沿
線の魅力向上に向けた取り組みを継続的に実
施する。
　�　また、まちづくりと一体となったルート、
他交通機関との連携方法、経営手法等に関す
る調査及び検討を実施し、それらの結果をも
とに関係行政機関との協議や関係団体との意
見交換等を行ないながら、事業化の判断に必
要な調査･検討を実施する予定。

8

都心部にお
ける交通対
策の推進

都心交通計画推進
事業

「人と環境を重視した都心の創出」を目指す、さっ
ぽろ都心交通計画の施策の中でも、優先度が高
いタクシー対策、荷さばき対策、観光バス対策、
交通行動の意識転換について、実態調査やヒア
リング調査を行い、都心交通対策の検討を行っ
た。

人と環境を重視した都心の創出のため、都心部
の交通状況の変遷と、これまで推進してきた都
心交通対策について、成果や課題を整理し、ま
ちづくりの方向性に合わせた交通対策を検討す
る。

3

〈重点施策２. ２　環境低負荷型の交通網をもつ都市の実現〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

都心部にお
ける交通対
策の推進

環境行動計画
（EST）モデル事業

○札幌市のESTモデル事業計画の整理
○�対象施策の平成19年（2007年）度の環境改善効
果の推計
＜対象施策＞
　①路外荷さばき施設の確保
　　削減実績　　約�40�t-CO₂（365日分）
　　�民間運送事業者への路外での荷さばき作業
の推進の啓発を実施

　②�客待ちタクシーアイドリングストップ啓発
　　削減実績　　約�15t-CO₂（6日分）
　　�アイドリングストップキャンペーン（6日間）
の実施

　③路上駐車対策等
　　約�800�t-CO₂（365日分）
　　�道路交通法改正に伴う路上駐車車両の減少
により、都心全体の自動車の旅行速度が向
上（H19年度）

○市民への周知
　環境に配慮した交通の取組みのPRや、札幌市
のESTモデル事業の施策などについて、市民に
とってわかりやすく整理し、ホームページを作
成し公表

ESTモデル事業の施策について、環境改善効果
が確認できたが、本格実施に向けては、恒久的
な荷さばき場の確保や、それに伴う運輸事業者
の経費負担、さらには運転者の意識改善など、
解決しなければならない課題も多くあることか
ら、今後とも交通管理者や運輸事業者などと課
題解決に向け協働で取組んでいく。

3

パークアンドライ
ド駐車場の整備

市遊休地や大型店舗駐車場等を活用して、パー
クアンドライド駐車場の整備を行ってきた。
平成19年（2007年）10月現在：28箇所、3,139台

大型店舗駐車場等の活用を推進するとともに、
新たな整備計画を策定するための基礎調査を実
施。

8

人と自転車
の共存に向
けた取り組
みの促進

自転車等駐車対策
推進

今後３カ年で自転車の利用環境・駐車対策・走
行マナー等の考え方を総括した（仮称）自転車利
用総合計画の策定を目指し、平成19年（2007年）
度は基礎的調査として、自転車利用の現状把握
や自転車に対する市民の意向把握を実施。

自転車の利用環境・駐車対策・走行マナー等の
考え方を総括した（仮称）自転車利用総合計画の
策定を目指し、平成20年（2008年）度は学識経験
者や市民などで構成される検討会議を設立し、
計画素案の検討を実施。

8

効率的な物
流システム
の構築

地場流通活性化事
業

地域の環境改善と物流の効率化を図るため、流
通業務団地内の拠点的施設の事業者と施設の高
度化について検討。

引き続き、地域の物流を支える流通業務団地の
あり方を検討し、環境負荷の低減と経済活性化
を両立させる施策実現を目指す。

14

低公害車の
普及促進 低公害車の普及啓発　【再掲】 11

自動車から
の環境負荷
を小さくす
る行動の促
進

エコドライブの推進　【再掲】 11

自動車騒音
対策の推進

沿道環境対策事業
（自動車騒音調査・
評価）

自動車騒音等の調査（40地点）を実施した。また、
自動車騒音評価システムを用いて主要な道路の
沿道における自動車騒音の評価を実施。

引き続き、自動車騒音等の調査を実施するとと
もに、得られた実測値を用いて自動車騒音の評
価を実施。

11

沿道環境改善事業
（低騒音舗装）

低騒音舗装を施工することにより、沿道の騒音
レベルを低下。
・南19条宮の沢線
　�（中）宮の森３条10丁目－（中）宮が丘３丁目　
Ｌ＝717ｍ

低騒音舗装を施工することにより、沿道の騒音
レベルを低下。
・南19条宮の沢線
　�（中）宮が丘３丁目－（中）北1条西28丁目
　Ｌ＝660ｍ

18

その他 丘珠空港関連事業
調整事業

緩衝緑地の整備（H28年度完成予定）を進めると
ともに、空港周辺の基盤整備事業等の調整を実
施。

引続き、緩衝緑地の整備（H28年度完成予定）を
進めるとともに、空港周辺の基盤整備事業等の
調整を実施。

2

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

新「ごみ減量化・
資源化行動指針」
の推進

―

10

〈重点施策２. ３　廃棄物の少ない都市の実現〉

○�平成13年度に、新ごみ減量化・資源化行動指
針「さっぽろごみダイエットメニュー」を策
定（12月）した。【作成部数：63,000部】
　・�普及啓発のために冊子を作成し、配布を行っ
た。

　・�公募による市民100人を対象として｢ごみ排
出モニター調査｣を実施し、ごみ減量・リ
サイクル行動に取り組んでいただいた。

○�平成14年度に、「リサイクルアイデアコンテ
スト」を実施し、入選者の表彰などを行った。
○�平成14年度に、ＰＲビデオ作成や説明会を実
施し、「さっぽろごみダイエットメニュー」
の地域への普及を図った。【開催回数：188回】
○�平成15年度に、ごみ減量・リサイクルをテー
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

―

マとしたステッカーデザインを一般公募し、
優秀賞3作品をごみ収集車（パッカー車）53台
に張り付けている。（平成16年4月から走行）
○�平成15年度に、ダンボール箱生ごみ堆肥化を
中心とした説明会を実施した。【開催回数：
180回】
○�平成16年度に、ごみ減量宣言「スリムシティー
さっぽろ」、標語「100ｇごみダイエットをも
う一度」「ゴミを出さないアナタがステキ」
及びイメージキャラクターを制定した。
○�平成16年度に、ごみ減量に向けた市民・事業
者の自立的な実践活動の支援体制を作りあげ
るため、「製造」「流通」｢消費｣「回収」「再
生利用」の各段階に関わる市民や事業者に参
加を呼びかけ、7回の準備会を経て「ごみ減
量実践活動ネットワーク（以下、「さっぽろス
リムネット」という。）」を設立した。
○�平成17年度から、電動生ごみ処理機の購入に
対する助成を行っている。（本体価格の1/2以
内、限度額2万円）【助成台数：200台】
○�平成17年度から、「さっぽろスリムネット」
の一員として、次の5つのプロジェクトにお
いて、ごみ減量実践事業を展開している。
１．生ごみ減量プロジェクト
　・�平成17年度から、生ごみ堆肥化セットの購
入助成を行っている。【ダンボール箱：1,470
セット、密閉式容器：1,697セット】

　・�平成17年度から、生ごみハンドブックを発
行している。【発行部数：3,000部】

　・�平成17年度から、地域の学習会などに生ご
み堆肥化の講師を派遣している。【派遣回
数：35回、参加者数：819人】

　・�平成18年度から、生ごみ堆肥化の普及を図
り、地域のアドバイザーとなる「生ごみリー
ダー」を育成する講座を実施している。【認
定者数：11人】

　・�平成18年度から、家庭から排出される使用
済み食用油をBDF（ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料）にリ
サイクルする事業を、廃食油資源化企業と
協働で実施している。

　　�（廃食油の回収【回収拠点数：71カ所、回
収町内会数：1カ所、回収量：21,395ℓ】、
回収拠点設置者支援助成金【助成件数：店
舗等8件、町内会1件】、ＢＤＦの活用【導
入車両台数：ごみ収集車7台・サッポロさ
とらんどＳＬバス2台】）

　・�平成19年度から、家庭で取り組んで乾燥さ
せた生ごみ堆肥を、清掃事務所と福祉関係
施設等で受け入れ、回収・二次処理を行っ
ている。二次処理後の堆肥は、みどりの推
進部との連携により、花のまちづくり活動
などに活用する。

２．紙ごみ減量プロジェクト
　・�平成17年度に、学校給食の牛乳パック回収
を実施していない学校へ啓発用ビデオと冊
子を送付した。【小学校：63校・中学校：78校】

　・�平成18年度に、家庭から出る雑がみについ
て、その種類や分別度合いや禁忌品混入例
等を調査した。【市民モニター参加者数：
20人】

　・�平成18年度に、学生向けに古紙回収拠点を
紹介するチラシを作成・配布した。【配布
枚数：1,500枚】

　・�平成18年度から、地域住民管理型の資源回
収ボックス「eco（エコ）ボックス」をまち
づくりセンター及び町内会館に設置してい
る。【設置箇所数：4カ所、回収量:19.7ｔ】

３．容器包装減量プロジェクト
　・�平成17年度に、モデル地区でマイバッグ活
用によるレジ袋の削減量などを調査した。
【モデル地区：3地区、124世帯】

　・�平成17年度に、コンサドーレ札幌の試合会
場やスーパー店頭で、レジ袋に関するアン
ケートを実施し、回答者にマイバッグを提
供した。【回答人数：各200人】

　・�平成18年度に、レジ袋削減に結びつくエコ
バッグの普及を図るため、「北海道エコバッ
グ＆ふろしきキャンペーン2006」に参加し、
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

―

市民や事業者に対
する普及啓発

○�平成12年度に実施した、店頭回収実施状況と
再生品の販売状況の調査（スーパーマーケッ
ト・コンビニエンスストアなど約1,000店舗が
対象）の結果を基に、「エコショッピングマッ
プ」をリサイクルプラザ宮の沢と協力して作
成した。【作成数：5,000部】
○�「さっぽろごみダイエットメニュー」の普及
啓発活動や「出前講座」、小・中学校を対象と
した「出前教室」のほか、「リユース広場」を
はじめとするイベントの場を活用して、再生
品の利用やグリーン購入の普及啓発を行って
いる。また、啓発冊子「さっぽろGOMIマガ
ジン」においても再生品の利用促進などを呼
びかけている。【開催回数：出前講座32回・出
前教室16回、参加者数：3,178人】
○�平成18年度から、さっぽろスリムネットにお
いて、「買い物ゲーム」の出張講座を実施し、
再生品の利用やグリーン購入の普及啓発活動
を行っている。【実施回数：23回、参加者数：
698人】

―

10

「さっぽろスリムネット賞」を提供した。
　・�平成19年度に、「北海道エコバッグ＆ふろ
しきキャンペーン2006」において、「さっ
ぽろスリムネット賞」を受賞したデザイン
を活用したマイバッグを作成した。【作成
数：1,000個】

　・�平成19年度に、札幌市子ども議会に参加し
た子どもたちが、「リフューズ＋（プラス）
調査団」を結成し、市内の４つのスーパー
を訪問し、レジ袋削減と環境対策について
調査活動を行った。

４．リユース実践プロジェクト
　・�平成15年度から、卒業する大学生が不用と
なった家具や家電製品を在校生や市民に低
価格で提供する「サッポロカレッジリユー
スフェア」を市内大学生と協働で開催して
いる。【提供家具数:100点、来場者数:100人】

　・�平成16年度から、「リユース広場」を開催
し、修理家具の即売や生ごみ堆肥化セット
の提供などを行っている。【開催回数：11回、
来場者数：4,393人】

　・�平成18年度から、福祉団体が中心となり、
学生や市民ボランティアなどと協働でリ
ユースイベント「まつりだ、環っ！」を開
催している。【開催回数：2回、来場者数：1,510
人】

５．普及啓発プロジェクト
　・�平成17年度から、フォーラムを開催し、会
員のごみ減量実践活動の発表・紹介を行っ
ている。【参加者数：103人】

　・�平成17年度から、機関紙とホームページ等
による情報提供を行っている。【機関紙：
年2回発行】

　・�平成17年度から、各種イベントにおいて、
ごみ減量の普及啓発を行っている。

　　�（アースデイ�EZO�2007、環境広場さっぽろ
2007、第14回札幌大通ふるさと市場（リン
ケージアップ・フェステバル2007）、定山渓
温泉ぐる～りエコ収穫祭2007、ＴＥＩＮＥ�
de�あったカフェ、・24（に～よん）エコフェ
スタ）

　・�平成17年度から、会員をはじめとする市民
を対象にごみ減量・リサイクルを学ぶ「視
察会」を行っている。【参加者数：37人】

　・�平成18年度から、ゲームを通じてごみ減量
を学ぶ「買い物ゲーム」の出張講座を実施
している。【実施回数：23回、参加者数698人】

　・�平成19年度に、市民団体との協働で古繊維
製品の資源化に向けた回収実験に取り組ん
だ。【回収量：7,540kg】



　第₃章　札幌市の取組　　72

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

生産・流通段階に
おけるごみ減量リ
サイクルの働き掛
け

○�平成13年度に、ごみ減量・リサイクルのため
の行動メニュー「さっぽろごみダイエットメ
ニュー」を策定しました。この中で、簡易包
装の推進など、生産・販売段階における企業
のごみ減量・リサイクルの取り組みを促進す
るためのメニューを紹介している。
○�平成17年3月に、ごみ減量・リサイクル促進に
つながる具体的活動を展開する市民・事業者・
行政の協働による組織「さっぽろスリムネッ
ト」を設立した。「さっぽろスリムネット」に
は、生産・流通（販売）段階の事業者も参加し、
簡易包装の推進・レジ袋削減運動など生産・
流通（販売）段階におけるごみ減量・リサイク
ル活動の実践・検討を行っている。
○�平成18年度に、事業者の食品リサイクル法へ
の対応を促進するため、対象事業所の実態な
どを把握するアンケート調査を行った。
○�平成19年度に、札幌市子ども議会に参加した
子どもたちが、「リフューズ＋（プラス）調査団」
を結成し、市内の4つのスーパーを訪問し、レ
ジ袋削減と環境対策について調査活動を行っ
た。

―

10

減量計画書に基づ
くごみ減量・リサ
イクル行動の促進

○�事業所向けにリサイクルのガイドラインを示
した「事業系一般廃棄物リサイクルの手引」
を平成11年度に、「紙リサイクルの手引き」を
平成15年度に作成し、配布した。
○�ビル管理業界などの各業界で実施する講習会
や、大規模な事業者に対して行っている分別
状況の立入指導などの機会を捉え、廃棄物の
適正処理や排出抑制・再利用の促進を図って
いる。
○�平成17年11月に、事業所向けに一般廃棄物の
減量・リサイクル（紙リサイクルを含む）を示
した「廃棄物の減量・リサイクルについて」
のパンフレットを作成、配布した。
○�平成18年3月から、事業者が直接協力店に持ち
込むことができる、古紙回収協力店制度を開
始している。【事業系古紙回収協力店数：48店
舗】
○�大規模な事業者には、条例で事業系廃棄物減
量計画書の提出を義務付けている。【提出事業
所数：805カ所】

―

10

「さっぽろダイ
エット推進事業
所」におけるリサ
イクル活動活性化

○�「エコモーション宣言―さっぽろダイエット
推進事業所登録制度」により、ごみ減量・リ
サイクル活動の普及促進を図った。
○�平成17年2月に、新たに、ごみ減量・リサイク
ル活動を含む環境保全活動全般を促進する取
り組みとして「さっぽろエコライフ１０万人
宣言」を開始した。事業所のごみ減量・リサ
イクル活動をより発展的な環境保全活動へと
促していくため、「さっぽろダイエット推進事
業所登録制度」をこれに移行した。

―

10

「オフィス町内会」
活動の促進

○�平成18年度に、「さっぽろGOMIマガジン」の
中でオフィス町内会の取り組み状況について
紹介した。

―
10

ホームページの充
実

○�平成11年9月に清掃ホームページを開設し、清
掃事業に関する情報を随時更新している。
○�平成17年度には、「札幌市廃棄物減量等推進審
議会」や「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（以下、ポイ捨
て等防止条例という。）」のページを開設した。
○�平成19年度には、出された資源物がどのよう
にリサイクルされて生まれ変わるのか、その
ゆくえを紹介した「札幌市のリサイクル」や
家庭ごみの種類別割合を調査した「家庭ごみ
組成調査結果」のページを開設するとともに、
迅速に情報を更新し、わかりやすい情報提供
に努めている。【更新回数：52回、アクセス件
数：151,546件、電子メールによる問合せ件数：
255件】

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

普及啓発冊子の充
実や効果的な媒体
の活用

○�平成3年から、啓発冊子「さっぽろGOMIマガ
ジン」を作成しています。平成17年度は「ご
み減量」をより強く訴える内容へと全面改訂
を行った。【GOMIマガジン発行部数：20,000部】
○�平成10年から、「環境広場さっぽろ」において、
ごみ減量・リサイクルについての普及を行っ
ている。
○�平成14年度から平成18年度にかけて、ごみ減
量・リサイクル推進に関する、これからの社
会のあり方や基本的な考え方などを発信する
情報誌「さっぽろごみゼロニュース」を発行
した。【情報誌発行部数：90,000部×3回/年】
○�平成16年度から、ポイ捨て禁止ポスターを地
下鉄駅などに掲出した。また、ポイ捨て禁止
ステッカーも併せて作成し、バスやタクシー
などに張り、普及啓発を行いった。【ポスター
作成枚数：1,700枚、ステッカー作成枚数：4,200
枚】
○�平成16年に、リンケージアップフェスティバ
ルにおいて、キャラクターの名前の募集やゲー
ムを通じ、ごみ減量・リサイクルについての
普及を行いった。
○�平成16年度に、ごみ減量宣言「スリムシティー
さっぽろ」、標語「100ｇごみダイエットをも
う一度」「ゴミを出さないアナタがステキ」及
びイメージキャラクターを制定し、イベント
や啓発冊子などに活用し、ごみ減量を呼びか
けている。
○�平成16年度に設立した「さっぽろスリムネッ
ト」のホームページやフォーラムにおいて、
広くごみ減量の取り組みについて情報提供し
ている。
○�平成18年度に、「スリムシティーさっぽろ」に
即したごみ減量の啓発ビデオを作成し、出前
講座や出前教室などに活用している。
○�平成18年度に、大学生を中心に、中学生の参
加も得て、若者向けごみ減量啓発誌「サッポ
ロリアル」を作成し、学校等に配布した。【発
行部数：20,000部】
○�平成18年度に、ごみ減量啓発ビデオや札幌市
の清掃施設紹介ビデオを1つにまとめたＤＶ
Ｄ「さっぽろ市のごみ減量＆ビデオライブラ
リー」を作成し、市民の学習会用に配布した。
【作成枚数：5,000枚】
○�平成19年度に、リサイクルに対する市民の理
解を深めるため、資源物リサイクルの流れを
分かりやすく紹介したリーフレット「札幌市
のリサイクル（家庭系）」を作成し、出前講座
等の機会を通じ、市民に配布した。また、清
掃ホームページにおいても、資源物リサイク
ルの流れについて、情報提供を行った。【発行
部数：30,000部】
○�平成19年度に、札幌市のごみ事情やごみ減量・
リサイクルの必要性について、市民へ情報提
供を行うため、コミュニティＦＭにおいて、
ラジオ番組「スリムシティーさっぽろ通信」
を放送した。【放送回数：全12回・各回15分間】
○�平成19年度から、地下鉄電照広告を活用し、
ごみ減量・リサイクルに関する情報提供を継
続的に行っている。（古紙回収・ごみ減量の４
Ｒ・廃食油のリサイクル）【広告掲載箇所数：
17カ所】
○�平成19年度に、市民にとって最も身近な古紙
の回収拠点である「セイコーマート」「北海道
スパー」を積極的にＰＲするため、啓発用ポ
ケットティッシュを作製し、各種イベントや
市内全店で配布している。【作成個数：10万個】
○�平成19年度に、テレビや「広報さっぽろ」な
どの媒体を活用し、新計画の内容やごみ減量・
リサイクルに関する情報を積極的に提供した。
○�「さっぽろごみプラン21」に基づく事業の進
行状況を報告書として作成し、公表している。

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

ごみ減量・リサイ
クルに関するイベ
ントの支援

○�平成15年度から、サッポロ・カレッジ・リユー
スフェアをＮＰＯ（非営利団体）法人、大学リ
ユース市協議会と連携して開催している。
○�平成15年度に、イベントから排出される使い
捨て容器ごみの減量と、参加者の環境意識の
醸成を目的として、食器と食器洗浄機を搭載
した移動食器洗浄車「アラエール号」を製作し、
イベント主催団体に貸し出し（リユース食器の
みを含む）を行っている。【貸出件数：36件】
○�平成19年度に、市内の障がい者団体及び地域
ボランティアと協働によるイベント（まつり
だ、環っ！、大感謝祭）を2回開催し、啓発を行っ
た。【提供家具数：217個、来場者数：1,510人】

―

10

リサイクルプラザ
の運営・整備

○�平成10年10月に「リサイクルプラザ発寒工房」
を開設し、平成12年8月には、ちえりあ（生涯
学習総合センター）内に「リサイクルプラザ宮
の沢」をオープンした。また、平成14年度か
らJR琴似駅近くの高架下に「二十四軒サテラ
イト」を開設し、住まいのリフォーム教室な
どを開催している｡
○�平成15年4月から平成18年3月まで、リサイク
ルプラザ宮の沢の管理運営を新たに設立され
た市民組織に委託した。なお、平成18年4月か
ら、リサイクルプラザ宮の沢の管理運営に指
定管理者制度を導入している。【教室・講座な
どの開催回数：225回、参加者数：10,502人、
情報紙発行部数：47,700部（181カ所で配布）、
リサイクル家具などの展示数：747点】
○�平成15年度から、イベントの使い捨て容器の
減少を目的に導入した移動食器洗浄車「アラ
エール号」の貸出事業を実施している。【貸出
件数：36件】
○�平成16年度から、新たにごみ減量・リサイク
ルの普及啓発の場として「市民交流広場」を
開催している。
○�平成16年度から、大型ごみの再利用促進のた
め、白石清掃事務所の跡地を利用して「リユー
ス広場」を開催し、簡易な手直しによるリサ
イクル家具などを提供している。平成18年度
からはＮＰＯや障がいのある方など幅広い
方々の参加により、実施している。【開催回数：
6回、来場者数：4,393人、家具提供数：962個】

―

10

ごみ処理費用の経
済活動への内部化
の促進

○�容器包装リサイクル法に基づく分別収集や選
別にかかる費用は自治体が負担しており、ま
た、小規模事業者は再商品化義務の適用が除
外されています。ごみの発生を抑制する方法
として、これらの費用を事業者が負担するよ
う、引き続き大都市清掃事業協議会や（社）全
国都市清掃会議を通じて国や関係機関に要望
していく。
○�家電リサイクルの制度では、リサイクル費用
は排出時に消費者が支払っているが、このこ
とが、不法投棄の増加を招く一因ともなって
いる。不法投棄を未然に防止するため、購入
時に支払うシステムとするよう、引き続き国
や関係機関に要望していく。

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

家庭ごみの有料化
の検討

○�平成14年度に、市民の意識やニーズを幅広く
把握するため、世論調査を実施するとともに、
平成15年度から開催した「さっぽろごみゼロ
会議」で、有料化についての考え方やしくみ、
課題などについて議論した。
○�平成17年4月には、「札幌市廃棄物減量等推進
審議会」に「さっぽろごみプラン21」の改定
と併せて、家庭ごみ有料化の実施の是非も含
めて、その位置づけについて諮問した。
○�審議会は、平成18年2月から3月に各区で「市
民意見交換会」、平成19年1月に「シンポジウ
ム」、「公聴会」を開催し、そこでの市民意見
を踏まえて、平成19年3月に答申をまとめた。
○�この答申を基に、平成20年3月に、「さっぽろ
ごみプラン21」を改定し、新たな計画として、
家庭ごみ有料化の実施を含む「スリムシティ
さっぽろ計画」を策定した。なお、計画の改
定にあたっては、平成19年9月に素案を作成・
公表し、パブリックコメントや市民意見交換
会、市民意識調査などで幅広く市民の意見を
伺った。また、寄せられた市民意見について
は、その内容を市の考え方と併せてとりまと
め、清掃ホームページや「広報さっぽろ」な
どを通して公表した。

―

10

拡大生産者責任
（EPR）の考え方の
普及促進

○�平成15年11月から16年11月にかけて、市民・
事業者・行政が、ごみ減量の手法やしくみな
どについて自由に議論する「さっぽろごみゼ
ロ会議」を開催し、その中で拡大生産者責任
（EPR）について議論した。
○�平成16年10月から、販売店の協力により、家
庭から排出される蛍光管の拠点回収・リサイ
クル処理を実施している。実際に販売店に一
定の責任をもってもらうことで、拡大生産者
責任（EPR）の考え方についての普及促進に努
めた。
○�平成17年4月から平成19年3月にかけて、「さっ
ぽろごみプラン21」を改定するため「札幌市
廃棄物減量等推進審議会」を開催し、その中
で拡大生産者責任（EPR）の考え方について議
論した。
○�平成20年3月に、「札幌市廃棄物減量等推進審
議会」から出された答申を受けて「さっぽろ
ごみプラン21」を改定し、新たに策定した「ス
リムシティさっぽろ計画」の中で、拡大生産
者責任（EPR）の徹底について盛り込んだ。

―

10

適正処理困難物な
どの事業者回収
ルート整備の働き
かけ

○�危険性などの点から市町村による処理が困難
な一般廃棄物について、生産者などの責任に
より回収できるよう、大都市清掃事業協議会
や（社）全国都市清掃会議などを通じて他の自
治体と共同して国に要望を行っている。
○�（社）全国都市清掃会議の調査の結果、各市町
村で処理困難として回答の多かった、スプリ
ングマットレス、スプレー缶（エアゾール缶）、
カセット式ボンベについて中央適正処理困難
指定廃棄物対策協議会で業界団体と協議を
行ったが、さらに業界による回収・リサイク
ルシステムの構築について、（社）全国都市清掃
会議などを通じて国に要望している。
○�処理困難物のうち、「廃消火器」及び「廃ＦＲ
Ｐ船（ガラス製繊維強化プラスチックを材料と
して使用しているモーターボート、ヨットな
どの小型船舶）」について、業界による回収・
リサイクルシステムが始まった。（廃消火器：
平成18年9月から、廃ＦＲＰ船：平成19年8月
から）

―

10

環境低負荷型資源
循環社会へ向けた
法体系の整備の働
きかけ

○�平成7年度に施行された容器包装リサイクル法
は、平成17年度に見直しの時期を迎えたため、
ごみ減量が促進されるシステムの確立を目指
して、拡大生産者責任の徹底を含めた適切な
役割分担の観点からこの法律の見直しが行わ
れるよう、他の自治体と共同して要望を行っ
てきた。平成18年度の法改正により、レジ袋
対策や資金拠出制度の創出など、一定の制度
改善は図られたが、事業者責任の強化や発生
抑制、再利用の取り組みなどについて、引き
続き国へ要望を行っていく。

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

産業廃棄物処理指
導計画の策定

○�平成14年1月に、本市の産業廃棄物処理指導目
標として「札幌市産業廃棄物処理指導計画」
を策定した。また、啓発周知のため「産業廃
棄物ガイド」を作成し、配布した。【作成部数：
10,000部】
○�平成15年度に、不適正焼却防止の啓発ポスター
及びパンフレットを作成し、配布した。【作成
部数：ポスター500部・パンフレット3,000部】
○�平成18年度に、第1次計画の点検評価結果及び
札幌市産業廃棄物市域内処理推進懇談会から
提出された意見書を基に「第2次札幌市産業廃
棄物処理指導計画」（平成18年度～22年度）を策
定した。また、平成19年度には、併せて周知
用に作成したパンフレットを許可取得業者や
業界団体等に配布した。【作成部数：本編3,000
部・概要編5,000部】
○�廃棄物処理法違反による行政処分をホーム
ページ上で公表している。

―

10

排出事業者へのリ
サイクル・処理に
関する情報提供

○�平成11年度から、ホームページや産業廃棄物
ガイド（平成14年度作成）で、産業廃棄物処理
業者名簿や関係法令の改正、建築リサイクル
関係の情報提供を行っている。
○�平成18年度に、3種類（排出事業者編、処理業
者編、建設業者編）あった産業廃棄物ガイドを
1冊に統合し、利用しやすくした。【ガイド作
成部数：1,200部】
○�平成18年度から、多量排出事業者の産業廃棄
物処理計画書・報告書の提出について、ホー
ムページで情報提供している。
○�平成19年度に、「産業廃棄物ガイド」を廃棄物
処理法の改正を受けた内容に改定した。

―

10

廃棄物処理業者の
指導・育成

○�建設リサイクル法の施行に伴い、解体現場な
どの対象工事への立入調査を実施し、法の周
知を図っている。
○�処理業者による適正な処理を徹底するため、
廃棄物処理施設の立入指導を行っている。【建
設リサイクル工事立入数：118件、廃棄物処理
施設の立入数：111事業所】
○�本市許可業者に対する指導基準「許可業者等
の不適正処理事案への対応要領」を策定した。

―

10

ごみ減量・リサイ
クル行動指針の策
定と推進 ―

○�市民・事業者によるごみ減量・リサイクルの
取り組みについて、再生品の利用や簡易包装
など、環境に配慮した生活や事業活動への転
換を目指した行動指針をまとめる。

10

「ごみ減量実践活
動ネットワーク」
への支援

―

10○�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
で設立した「ごみ減量実践活動ネットワーク
（通称：さっぽろスリムネット）」の一員とし
て、ごみ減量に向けた市民・事業者の主体的
かつ具体的な実践活動を促進し、支援してい
く。また、下記の5つのプロジェクトにおいて、
さまざまな事業を展開するとともに、広く市
民・事業者に参加を呼びかけ、ごみ減量の実
践者の輪を拡大する。
１．生ごみ減量プロジェクト
　・�生ごみ堆肥化セットの購入助成を行う。
　　�（ダンボール箱（200円）：1,500セット、密閉
式容器（500円）：1,500セット）

　・��コンポスター等の購入助成を行う。（上限
2,000円）【助成数：500基】

　・�地域で生ごみの堆肥化と活用に取り組んで
いる団体を支援する。（助成金上限10万円）
【支援対象：20団体】

　・�地域の学習会などに生ごみ堆肥化の講師を
派遣する。

　・�生ごみ堆肥化の普及を図り、地域のアドバ
イザーとなる「生ごみリーダー」を育成す
る講座を実施する。【募集人数：15人】

　・�家庭から排出される使用済み食用油の拠点
回収・リサイクルを進めるため、廃食油資
源化企業と協働で回収拠点の拡充や地域が
行う自主回収への支援などを行う。【ＢＤＦ
導入車両台数：ごみ収集車21台・サッポロ
さとらんどＳＬバス2台】
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

―

レジ袋削減に向け
た取り組みの推進 ―

○�レジ袋有料化をはじめとする事業者の取り組み
を支援し、より一層のレジ袋削減を進めるため、
これらの取り組みに関する協定を事業者・消費
者団体などと締結し、これを拡大していく。

10

環境に配慮した店
舗や事業者などの
認定・表彰

―

○�簡易包装、レジ袋やトレイの削減、ばら売り・
量り売りなど家庭ごみの減量につながる取り組
みを実践している店舗や事業者などを増やすた
め、これらに取り組んでいる店舗などを札幌市
が認定する制度を策定する。また、優れた取り
組みを行っている店舗などを、札幌市が表彰す
る制度内容の検討を行う。

10

　・�家庭で取り組んで乾燥させた生ごみ堆肥を、
清掃事務所と福祉関係施設等で受け入れ、
回収・二次処理を行う。二次処理後の堆肥は、
みどりの推進部との連携により、花のまち
づくり活動などに活用する。

２．紙ごみ減量プロジェクト
　・�地域住民管理型の資源回収ボックス「eco（エ
コ）ボックス」の設置を推進する。【設置予
定数：10カ所】

　・�札幌市が行う雑がみ回収モデル実験に対し、
協力や提言を行う。

３．容器包装減量プロジェクト
　・�平成19年度に作成した「さっぽろスリムネッ
トオリジナルマイバッグ」の活用と配布に
ついて検討する。

　・�スーパーなどの店頭で回収されている食品
トレイの正しい分別とリサイクル知識の定
着に向けた普及啓発を行う。

４．リユース実践プロジェクト
　・�引き続き、「サッポロカレッジリユースフェ
ア」への支援を行う。

　・�これまで定期的に開催していたリユース広
場を、月曜日を除く毎日開催とし、修理家
具などの即売や生ごみ堆肥化セットの提供
のほか、資源回収の品目を増やし、資源回
収拠点としての取り組みも進める。

　・�引き続き、「まつりだ、環っ！」を開催する。
５．普及啓発プロジェクト
　・�フォーラムを開催し、会員のごみ減量実践
活動の発表・紹介を行う。

　・�ホームページ等・機関紙により情報提供を
行う。

　・�各種イベントなどとの連携により、普及啓
発を行う。

　・�会員をはじめとする市民を対象にごみ減量・
リサイクルを学ぶ「視察会」を行う。

　・�「買い物ゲーム」の出張講座を町内会や老人
クラブなどに拡大し、実施する。

　・�子どもたちが使わなくなったおもちゃを持
ち寄り、交換する場を提供する「おもちゃ
ばくりっこ」事業を実施する。

　・�児童会館などを対象に、リサイクルプラザ
発寒工房から出る廃材を使った「出前工作
教室」を実施する。

○�リサイクルの普及啓発や市民活動を支援する
ため、アルミ缶などの売却益の一部を原資と
してリサイクル推進基金を設立し、運用益の
一部を「さっぽろスリムネット」への支援に
充てている。平成20年度は、一時凍結してい
たリサイクル推進基金への積み立てを再開す
る。【積立予定額：1,000万円】
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

民間のリサイクル
ルートの活用

―

○�事業所から排出される資源化可能な紙ごみや木
くず、草木類などについては、今後、清掃工場
への搬入を制限する予定である。平成21年度か
らの実施に向け、搬入を禁止する品目や基準な
どの詳細について検討する。
○�事業者が直接持込むことができる回収拠点の拡
充を図るとともに、事業系古紙関係者による検
討会において、古紙回収促進の取り組みを検討
していく。
○�大規模及び中規模建築物の指導体制の構築に併
せて紙ごみの排出状況を把握し、資源化を進め
ていく。
○�木くず、草木類などをバイオマス資源として有
効に活用するため、固形燃料化の処理方法と併
せて、民間施設での木くずのチップ化や草木類
の堆肥化などを推進する。

10

「処理実績報告・
減量計画書」によ
る自主的なごみ減
量・リサイクルの
促進

―

○�提出された減量計画書を基に、事業所ごとの
分別・減量の状況を診断し、立入指導を行う
ことにより、個々の事業所のごみ発生状況に
即した効率的な減量指導を行っていく。【総立
入指導予定件数：100件】
○�減量計画書を新規に提出した事業所や改善が
必要な事業所などを中心とした立入指導や、
各種講習会において、廃棄物の減量・リサイ
クルの周知を図っていく。
○�ごみ減量・処理報告書の提出等を義務づけて
いる大規模建築物の範囲を中規模建築物まで
拡大するため、対象範囲などについて検討す
る。

10

小規模事業所にお
ける分別・リサイ
クルの推進

―

○�一般廃棄物許可業者（環境事業公社）による事
業所用ごみ袋（プリペイド袋）の収集品目を増
やし、小規模事業所の分別・リサイクルを促
進するとともに、既存のリサイクルルートに
よる分別・リサイクルを普及・啓発する。
○�大規模及び中規模建築物の指導に併せて、小
規模事業所の指導体制を構築していく。

10

ごみ減量・リサイ
クルに関する行動
の喚起と促進

―

○�ごみの問題を市民・事業者が自らの問題とし
てとらえ、ごみ減量・リサイクルに向けた
具体的な行動を実践できるよう、「さっぽろ
GOMIマガジン」などの啓発冊子やホームペー
ジなどの媒体を活用して、市民・事業者へ呼
びかけていく。
○�「出前講座・出前教室」や「リユース広場」、
「リサイクルプラザ宮の沢」でのイベント等を
通じて、ごみ減量・リサイクルの取り組みに
関する普及啓発を行っていく。
○�ごみ減量・リサイクルに関する市民議論の
活性化を図るため、「さっぽろスリムネット
フォーラム」を開催し、さっぽろスリムネッ
トの会員や市民・市民団体等のごみ減量実践
活動の発表・紹介を行っていく。
○�ISO14001などの環境マネジメントシステム
（EMS）を認証取得していない一定規模の事業
者を対象に、環境への負荷を軽減するための
自主的な取り組みを求めることになっている。
そのため、取り組み事例を掲載したパンフレッ
ト「サッポロECOメニュー」を作成・配布す
るとともに、EMSの専門家を事業所に派遣す
る「EMS等運用アドバイザー派遣制度」を実
施することで、この取り組みを支援していく。
○�EMS以外の環境に配慮した事業者の自主的な
取り組みも推進するため、「さっぽろエコメン
バー登録制度」を創設し、その取り組みをホー
ムページで公表する。

10、11
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

さまざまな方法に
よる情報発信

―

○�広報さっぽろをはじめ、新聞やテレビなどの
マスメディア、清掃ホームページ、イベント
などの各種媒体を通じて、新しいルールにつ
いて十分な周知を行う。
○�清掃ホームページについては、市民・事業者
に必要とされる清掃事業に関する情報やごみ
の減量に関する取り組みなどをわかりやすく
具体的に情報発信するとともに、双方向性を
生かした運用を図っていく。
○�札幌市のごみ問題やごみ減量・リサイクルの
方法などの情報を提供するため、「さっぽろ
GOMIマガジン」を発行し、広く市民に配布
するとともに、清掃ホームページにおいて、
当該冊子を公開していく。【発行予定部数：
20,000部】
○�リサイクルに対する市民の理解を深めるた
め、リサイクルの流れを分かりやすく紹介し
たリーフレットを作成し、出前講座等の機会
を通じて市民に配布していく。また、清掃ホー
ムページにおいても、リサイクルの流れにつ
いて、情報提供を行っていく。【発行予定部数：
10,000部】
○�ごみ減量を呼びかけるために制定した、ごみ
減量宣言「スリムシティーさっぽろ」とイメー
ジキャラクターを、イベントや啓発冊子など
に活用していく。

10

ごみに関する学習
会などの充実

―

○�「ひと目でわかるごみ分けガイド」や「ごみ
の分け方・出し方」などの冊子を活用し、地
域でのイベントや出前講座などでごみの分別
に関する普及啓発を行っていく。
○�「さっぽろGOMIマガジン」や「札幌市のリ
サイクル」などの冊子を活用した「出前講座・
出前教室」を実施し、ごみの減量やリサイク
ルの取り組みに関する普及啓発を行っていく。
○�「さっぽろスリムネット」事業として、子ど
もたちがゲームを楽しみながらごみの減量を
学ぶ「買い物ゲーム」の出張講座を実施して
いく。
○�子どもたちが楽しみながら「ものを大切にす
る心」を学べる機会を増やしていくため、子
どもたちが使わなくなったおもちゃを持ち
寄って交換する「おもちゃばくりっこ」事業
や、リサイクルプラザ発寒工房から出る廃材
を使った「出前工作教室」を「さっぽろスリ
ムネット」事業として実施する。
○�環境プラザ事業として、学校の「総合的な学
習の時間」等の授業や市民グループが主催す
る学習会などに、「環境教育リーダー」や「環
境保全アドバイザー」といった人材を派遣し、
自主的な環境学習を支援していく。

10、11

家庭ごみ有料化の
実施に向けた情報
の共有

―

○�家庭ごみ有料化の実施にあたっては、有料化
の制度内容やごみ減量・リサイクルの方法、
実施時期などの情報を市民に広く周知し、理
解と協力を得ることが重要であるため、地域
毎にきめ細かく説明会を実施する。
○�広報さっぽろをはじめ、新聞やテレビなどの
マスメディア、清掃ホームページ、イベント
などの各種媒体を通じて、新しいルールにつ
いて十分な周知を行う。

10

「リユース広場」
の充実

―

○�これまで定期的に開催していたリユース広場
を、月曜日を除き、毎日開催する。
○�リユース広場では、修理家具などの即売や生
ごみ堆肥化セットの提供のほか、資源回収の
品目を増やし、資源回収拠点としての取り組
みも進める。
○�新たな普及啓発の拠点として厚別清掃工場跡
地に「リユースプラザ」を新築することにより、
従来のリユース品の提供業務以外に、各種工
作教室や施設利用を市民に開放することなど、
市民自ら実践的にごみ減量に取り組むことが
できる事業を開催する。
○�リユース広場を毎日開館する利点を生かし、
さまざまな種類の資源物を持ち込むことがで
きる「地区リサイクルセンター」としての機
能も持たせる。

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

イベントにおける
ごみ減量・リサイ
クルの推進

―

○�リサイクルプラザ宮の沢と連携をとりながら、
移動食器洗浄車「アラエール号」やリユース
食器の貸出に関する情報をイベント主催団体
へ積極的に提供し、これをきっかけにリユー
ス食器の利用促進を図っていく。
○�「サミット記念環境総合展」をはじめとする
各種イベントの中で、ごみ減量・リサイクル
に関する効果的な普及啓発を行うとともに、
市内の大学生グループや各種団体などが主催
するエコイベントを支援していく。また、イ
ベントの内容については、若い世代の人たち
も楽しみながら気軽にごみ減量・リサイクル
に取り組めるように工夫していく。

10

リサイクル施設・
ごみ処理施設見学
会の充実

―

○�リサイクルプラザ宮の沢事業として、清掃工
場や資源物の選別施設などを見学する「ごみ
処理施設見学会」を行う。【開催予定回数：5回】
○�市立小学校を対象に、資源物の選別施設や清
掃工場をはじめとする環境関連施設の見学や
自然体験など、環境教育に関する校外学習用
のバス貸出を行っていく。

10、11

「リサイクルプラ
ザ」・「環境プラザ」
における情報の共
有

―

○�リサイクルプラザ宮の沢で実施している市民
交流広場事業を充実させるなど、リサイクル
プラザや環境プラザといった市の関連施設で
の市民参加事業を拡充していく。
○�リサイクルプラザ宮の沢事業として、プラザ
事業ニュース（毎月）、ごみニュケーションさっ
ぽろ（季刊誌）などの冊子の発行やホームペー
ジへの掲載を通じて、ごみ減量・リサイクル
に関する最新情報を積極的に提供していく。
○�環境プラザ事業として、学校の「総合的な学
習の時間」等の授業や市民グループが主催す
る学習会などに、「環境教育リーダー」や「環
境保全アドバイザー」といった人材を派遣し、
自主的な環境学習を支援していく。

10、11

家庭ごみ有料化の
実施

―

○�有料化の対象範囲、料金水準、指定袋の種類、
減免など、制度の詳細を整備する。また、指
定袋の流通体制を構築する。（家庭ごみ有料化
の実施については、平成20年第2回定例市議会
にて可決）

10

拡大生産者責任
（EPR）の徹底

―

○�容器包装リサイクル法に基づく分別収集や選
別にかかる費用は自治体が負担しており、ま
た、小規模事業者は再商品化義務の適用が除
外されている。ごみの発生を抑制する方法と
して、これらの費用を事業者が負担するよう、
大都市清掃事業協議会や（社）全国都市清掃会
議を通じて国や関係機関に要望していく。
○�拡大生産者責任（EPR）の考え方について、啓
発していく。

10

生産者等による回
収ルート整備の働
きかけ

―

○�家電リサイクルの制度では、リサイクル費用
は排出時に消費者が支払っているが、このこ
とが、不法投棄の増加を招く一因ともなって
いる。不法投棄を未然に防止するため、購入
時に支払うシステムとするよう、国や関係機
関に要望していく。
○�スプリングマットレス、スプレー缶及びカセッ
ト式ボンベなど、収集の際に危険性のあるも
のや処理が困難なものは、生産者などの責任
により回収するよう、他の自治体と共同して
国や業界団体に要望していく。

10



81　　第₃章　札幌市の取組

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の発
生 抑 制（リ
フューズ・リ
デュース）の
推進

産業廃棄物処理指
導計画等の推進

―

○�産業廃棄物処理に関わる事業者による発生抑
制・リサイクルの促進を図るため、市内の産
業廃棄物の排出量・処理状況を推計し、その
内容を事業者や市民に情報提供していく。
○�札幌圏産業廃棄物処理管理計画に基づいた産
業廃棄物の適正処理を推進するため、北海道
や近隣自治体と指導及び立入調査などを連携
して行っていく。
○�現在の札幌圏産業廃棄物処理管理計画は、策
定から6年余が経過していることから、計画の
見直しについて検討する。
○�第2次産業廃棄物処理指導計画に基づく適正処
理を推進するため、排出事業者が処理業者を
選定する際の参考となるように、処理業者の
優良性を判断する優良事業者制度を策定する。
○�廃棄物処理法の改正内容やマニフェスト制度
をはじめとした廃棄物処理に関する情報につ
いて、広報誌やホームページなどを活用して
発信していく。
○�積替保管施設を所有している収集運搬業者や
廃棄物処理施設、建設リサイクル法の対象工
事に立入調査を行い、適正処理に向けての指
導を行っていく。

10

再使用（リ
ユース）の
推進

地域に根ざしたご
み減量･リサイク
ルの推進

○�平成16年度に、西区役所の環境活動事業と連
携し、区内地域別のごみ量やその組成及び資
源回収の実績から、ごみ減量・リサイクルの
方法・目標などのごみ情報をまとめた「西区
GOMIガイド」を作成し、西区民に配布した。
○�平成17年度から、「さっぽろスリムネット」の
中で、地域で生ごみの堆肥化と活用に取り組
む団体に支援を行っている。【支援対象：15団
体・199世帯】
○�平成17年度から、ごみ減量・リサイクル施策
の参考とするため、連合町内会など地域単位
におけるごみ排出量等の調査を実施している。

―

10

新「ごみ減量化・資源化行動指針」の推進　【再掲】 10

ホームページの充実　【再掲】 10

普及啓発冊子の充実や効果的な媒体の活用　【再掲】 10

市民や事業者に対する普及啓発　【再掲】 10

「ごみ減量実践活動ネットワーク」への支援　【再掲】 10

「リユース広場」の充実　【再掲】 10

ごみ減量・リサイクル行動指針の策定と推進　【再掲】 10

ごみ減量・リサイクルに関する行動の喚起と促進　【再掲】 10、11

さまざまな方法による情報発信　【再掲】 10

ごみに関する学習会などの充実　【再掲】 10、11

家庭ごみ有料化の実施に向けた情報の共有　【再掲】 10

再生利用
（リサイク
ル）の推進

プラスチックなど
の分別収集の普及
啓発

○�平成16年1月に、「ひと目でわかるごみ分けガ
イド」と「ごみ分別辞典　gomidas」を1冊に
まとめ、全世帯に配布した。
○�各清掃事務所において、地域のお祭りなどの
各種イベントの中で、地域の要望に応じたご
みの分別に関する啓発を行っている。【291回、
1,842町内会、10,997人参加】
○�転入者向けには、ごみの分け方・出し方を1枚
にまとめた要約版を区役所で配布している。

―

10



　第₃章　札幌市の取組　　82

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

再生利用
（リサイク
ル）の推進

家電リサイクルの
事業者ルートによ
る回収体制の確立

○�引取義務外品（小売業者に引取義務が無いも
の）への対応については、民間団体が設置した
「家電リサイクル・コールセンター」に加え、
平成15年5月には新たに北海道電気商業組合に
加盟する地域販売店が「家電回収協力店」と
して登録し、引取義務外品の回収を行う体制
を整備し、事業者ルートによる回収を促進さ
せた。
○�平成16年4月から、家電リサイクル法の対象（テ
レビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）に新たに冷
凍庫が追加された。これにより冷凍庫は排出
禁止物として市の収集及び市の処理施設での
受入れを取りやめている。

―

10

小売店による店頭
回収の拡充

○�平成16年10月から、リサイクルの推進及び環
境負荷低減のため、家庭から排出される蛍光
管の拠点回収・リサイクル処理を電気店・家
電量販店・スーパーマーケットなどの協力を
得て実施している。【協力店数：253店、回収量：
85ｔ】
○�平成18年8月から、セイコーマート・北海道ス
パーで古紙の回収が始まり、ホームページや
チラシ配布による情報提供を行っている。【店
舗数：360店（市内全店）】
○�平成18年度から、家庭から排出される使用済
み食用油をＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）に
リサイクルするため、レストランやスーパー
を拠点として、廃食油資源化企業と協働で回
収している。【回収拠点数：71カ所、回収量：
21,395ℓ】

―

10

公共施設などを利
用した拠点回収

○�平成15年度に、ごみステーションを利用した
古紙回収のモデル事業を実施した。
○�平成16年7月から、古紙リサイクルの一層の促
進を図るため、市民が自由に持ち込むことの
できる回収拠点として、各区の区役所または
区民センター10カ所に古紙回収ボックスを設
置したほか、市内70カ所の古紙関係事業者に
よる古紙回収協力店を整備している。【古紙回
収ボックスによる回収量：233t】
○�平成18年度から、新たな回収拠点として地域
住民が管理し、休日でも古紙などの資源物が
自由に持ち込める資源回収ボックス「eco（エ
コ）ボックス」を設置している。【設置数：4カ
所、回収量:19.7ｔ】

―

10

下水汚泥のリサイ
クルの推進

下水処理の過程で発生する汚泥を脱水工程で減
量したうえで、廃棄物のリサイクルを図った。
・�脱水汚泥のコンポスト化及びセメント原料化
・�下水汚泥焼却灰の建設資材としての有効利用

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 20

集団資源回収の充
実

○�平成3年度に、集団資源回収の実施団体に奨励
金を交付する制度を創設した。古紙価格など
が低迷する中で集団資源回収を維持するため、
従来の奨励金制度の内容を見直し、平成14年
度からは、登録実施団体の奨励金を3円／kgか
ら2円／kgに引き下げるとともに、新たに回収
業者に対して1円／kgを交付している。【回収
量：58,481ｔ、奨励金交付団体数：3,508団体】
○�平成16年度に、集団資源回収普及啓発パンフ
レットを作成し、集団資源回収が未実施であ
る町内会を中心に、実施を呼びかけている。【新
規登録団体数：15町内会】
○�平成18年度に、ごみ減量・リサイクル施策の
参考とするため、集団資源回収実施状況調査
を実施した。
○�平成18年度から、集団資源回収の新しい形と
して、地域住民団体の管理による「eco（エコ）
ボックス」を設置している。【設置数：4カ所、
回収量：19.7ｔ】

―

10

小規模事業所にお
けるごみ減量・リ
サイクル等の推進

○�平成16年度に、事業系一般廃棄物の適正処理
の指導として、コンビニエンスストアに対し、
統括本部等への文書指導及び管理体制等の立
入指導を行った。
○�小規模事業所のごみステーション排出防止対
策及び分別指導として、食品衛生講習会で飲
食店などに対して説明を行っている。【説明会
実施回数：22回、受講者数：2,605人】

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

再生利用
（リサイク
ル）の推進

白石清掃工場併設
灰溶融炉の整備

○�白石清掃工場に併設して、平成14年11月に完
成し、同年12月から本格稼動した。
○�有用金属が含まれている溶融メタルは精錬会
社に売却してリサイクルを図り、溶融スラグ
は埋立地の覆土補助材として暫定利用しなが
ら、今後のリサイクル用途を検討するため、
組成分析などを行っている。【溶融処理量：
7,923ｔ】

―

10

行政における再生
品利用の率先実行

○�平成9年4月に「札幌市の環境保全に向けた率
先実行計画」を策定して以来、環境負荷の少
ない製品の使用や省エネルギー・省資源など
の行動を進めてきた。平成13年11月には、環
境マネジメントシステムの国際規格ISO14001
の認証を全庁で取得し、環境方針に「環境負
荷の少ない製品の積極的使用」を掲げ、率先
して環境配慮型の製品の購入（グリーン購入）
を推進している。
○�平成14年度に、グリーン購入の対象となる品
目とその判断基準（どのような物品等を優先的
に調達するかの基準）を定めた「札幌市グリー
ン購入ガイドライン」を発行し、毎年度、内
容の見直しを行っている。【平成19年度ガイド
ライン7分野、121品目指定】

―

10、11

市民や事業者に対する普及啓発　【再掲】 10

生産・流通段階におけるごみ減量リサイクルの働き掛け　【再掲】 10

ホームページの充実　【再掲】 10

普及啓発冊子の充実や効果的な媒体の活用　【再掲】 10

産業廃棄物処理指導計画の策定　【再掲】 10

「雑がみ」の分別
収集と資源化

―

○�これまで「燃やせるごみ」として清掃工場で
焼却してきた紙箱や包装紙、ハガキなどの「雑
がみ」を、資源物として分別収集・選別を行い、
製紙原料や固形燃料などにリサイクルする予
定である。平成20年度は、収集における作業
効率や古紙ヤードでの選別処理能力、品目ご
との排出量・選別効率などを調査するための
モデル実験を行い、平成21年度からの本格実
施に向けた検討を進める。

10

「びん・缶・ペッ
トボトル」と「容
器包装プラスチッ
ク」の別日収集の
実施

―

○�平成21年度からの実施に向け、効率的に収集
できる体制について検討するとともに、収集
日などの情報について十分な周知を行う。

10

ごみの排出ルール
に関する普及啓発
の徹底

―

○�広報さっぽろをはじめ、新聞やテレビなどの
マスメディア、清掃ホームページ、イベント
などの各種媒体を通じて、新しいルールにつ
いて十分な周知を行う。
○�事業者による回収・リサイクルを促進するた
め、家庭から出されるパソコンや家電リサイ
クル法対象家電など、排出禁止物としている
製品の排出方法について、継続的に情報提供
を行っていく。
○�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を掲
載した「ひと目で分かるごみ分けガイド」の
全面改定版を作成する。

10

食品リサイクル法
による生ごみリサ
イクルの推進

―

○�食品リサイクル法では、すべての食品関連事
業者（製造、流通、外食など）が食品廃棄物の
再生利用等に取り組むこととしている。法に
基づき、事業者による生ごみリサイクルを推
進していくため、民間のリサイクルルートに
よる積極的な資源化への誘導を図っていく。
○�すすきの地区において、ビルの生ごみ資源化
を促進するとともに、他の飲食店街地区への
普及を目指す。

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

再生利用
（リサイク
ル）の推進

集団資源回収の促
進

―

○�集団資源回収は、市民が身近に取り組めるリ
サイクルの方法として重要なしくみであり、
回収量も順調に伸びていることから、引き続
き奨励金を交付し、一層の回収量の増加を目
指す。【回収見込量：62,100t（暦年）】
○�回収業者に対し、未実施地区住民へ積極的に
集団資源回収に参加するよう呼びかけること
を促すなど、札幌市が未実施地区住民と回収
業者の仲介役となって、実施地区を広げてい
く。
○�回収日時や回収場所など、各地域での集団資
源回収に関する情報を発信する方法について
検討する。

10

回収拠点の利便性
の向上

―

○�古紙回収ボックスや古紙回収協力店、コンビ
ニエンスストアなどで実施している拠点回収
などの情報を積極的に提供し、回収量の増加
につなげていく。
○�家庭から出される資源物を効率的に回収する
しくみとして、地域管理型の「eco（エコ）ボッ
クス」を、マンションなどの集合住宅や町内
会館・商業地といった身近な場所を中心に設
置し、排出時の利便性向上を図っていく。【設
置予定数：10カ所】
○�使用済み蛍光管について、市内の家電販売店
を主体とした回収協力店による拠点回収を実
施しているが、ドラッグストアなど蛍光管を
取り扱っている家電販売店以外の店舗にも回
収協力店への参加を促すことで、回収拠点の
拡充を図っていく。
○�使用済み食用油ついて、店舗や消防署などの
拠点で回収し、BDF（バイオディーゼル燃料）
にリサイクルする事業を廃食油資源化企業と
協働で実施している。回収量の増加につなげ
るため、回収拠点の拡大を図るとともに、地
域が行う自主回収への支援を行っていく。【回
収拠点設置目標数：40カ所】

10

「地区リサイクル
センター」の設置 ―

○�さまざまな種類の資源物を１カ所に持ち込む
ことができる「地区リサイクルセンター」を
中央清掃事務所内と厚別リユースプラザに設
置する。【設置予定数：2カ所】

10

廃食油の回収と資
源化

―

○�使用済み食用油の減量・資源化及び地球温暖
化・大気汚染の防止を推進するため、使用済
み食用油を拠点などで回収し、BDF（バイオ
ディーゼル燃料）にリサイクルする事業を廃食
油資源化企業と協働で実施していく。
○�使用済み食用油の回収量増加につなげるため、
回収拠点の拡大を図るとともに、地域が行う
自主回収への支援を行っていく。

10

「リサイクル・パー
トナーシップ制
度」の創設

―

○�地域グループなどによって自主的に集められ
た生ごみを札幌市が回収し、集めた生ごみを
堆肥にする「リサイクル・パートナーシップ
制度」を創設し、モデル事業を実施する。【募
集団体・世帯数：15団体、500世帯】
○�草木類については、平成21年度からの実施に
向け、回収対象品目や回収場所、資源化先な
どの詳細な運用方法について検討する。

10

排出事業者への分
別指導の実施

―

○�事業所に対し、分別・排出状況の調査や立入
指導などを行う「事業ごみ指導員」を新たに
配置する予定である。平成21年度からの実施
を目指し、指導体制について検討する。
○�小規模事業所のごみステーション排出防止対
策及び分別指導として、講習会での説明及び
立入指導に取り組んでいく。
○�大規模及び中規模建築物の指導に併せて、「事
業ごみ指導員」による小規模事業所の指導体
制を構築していく。

10

焼却灰リサイクル
の調査研究 ―

○�清掃工場の焼却灰について、セメント原料と
してのリサイクルを試験的に実施し、その結
果を分析する。

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

再生利用
（リサイク
ル）の推進

環境配慮型製品購
入などの促進に向
けた札幌市による
率先行動

―

○�環境マネジメントシステムの取り組みとして、
環境負荷の少ない製品の使用や省エネルギー・
省資源などの行動を徹底していく。また、環
境マネジメントシステムの外部波及の一環と
して、グリーン購入を含め、事業者の環境配
慮活動の拡充に努めていく。
○�「平成20年度札幌市グリーン購入ガイドライ
ン」では、グリーン物品の分野・品目の細分
化と判断基準の一部見直しを行うとともに、
10品目を新たに追加して、さらにグリーン購
入を推進していく。【平成20年度ガイドライン
14分野、156品目指定】

11

ごみ減量・リサイクル行動指針の策定と推進　【再掲】 10

ごみ減量・リサイクルに関する行動の喚起と促進　【再掲】 10、11

さまざまな方法による情報発信　【再掲】 10

ごみに関する学習会などの充実　【再掲】 10、11

生産者等による回収ルート整備の働きかけ　【再掲】 10

民間のリサイクルルートの活用　【再掲】 10

家庭ごみ有料化の実施に向けた情報の共有　【再掲】 10

環境に配慮した店舗や事業者などの認定・表彰　【再掲】 10

産業廃棄物処理指導計画等の推進　【再掲】 10

廃棄物の適
正処理の推
進

適正処理パトロー
ルの強化

○�平成9年度に不法投棄対策のため専任指導員1
人、パトロール車2台を導入した。
○�平成12年度には不法投棄対策担当課長を新設
した。その後、専任指導員を4人に順次増員し
て監視及び現地指導体制を強化した。
○�平成16年度から警備会社に委託し、夜間につ
いてもパトロールを実施している。
○�不法投棄多発地帯に監視カメラを順次設置し、
監視活動を強化するとともに、地元関係者と
の調整が整った場合は、当該地帯への進入道
路の一部閉鎖を行っている。【道路の一部閉鎖：
20地点・36カ所】
○�平成17年度に清田区において発足した不法投
棄ボランティア監視員制度は、西区、手稲区
と順次拡大し、平成19年度は全市に拡大した。
市民の関心を高めることで不法投棄の早期発
見と抑止を図っている。【発見数：不法投棄
1,589件・野外焼却62件、不法投棄ボランティ
ア監視員：308人】
○�平成19年5月に、産業廃棄物の不適正処理に厳
格に対処するため、「不法投棄撲滅緊急宣言」
を発令した。また、11月には、長年の懸案であっ
た清田区の産業廃棄物不適正処理現場に対し、
廃棄物処理法に基づく代執行を実施し、廃棄
物の撤去を行った。

―

10

札幌圏産業廃棄物
処理管理計画の改
定

○�平成7年度に近郊自治体との情報交換や共同で
の調査を行うため、「札幌圏産業廃棄物処理管
理計画」を策定した。その後、北海道の廃棄
物処理計画が策定されたため、平成14年3月に
同管理計画を改定した。
○�この管理計画に基づき、札幌圏における諸問
題の議論や合同パトロールなどを実施してい
る。

―

10

ISO14001の取得 ○�平成13年11月に、全庁でISO14001（環境マネジ
メントシステムの国際規格）の認証を取得し、
平成16年11月、平成19年11月には更新審査を
受け、認証登録を更新した。
○�環境マネジメントシステムに基づき、施設ご
との運用マニュアルにより、清掃工場や埋立
処分場などの処理施設の適正な維持・管理を
継続している。

―

10、11

環境データの情報
公開

○�清掃工場の排ガス中のダイオキシン類などの
測定結果について、環境白書やホームページ
などで公表している。

―
10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の適
正処理の推
進

処理施設のダイオ
キシン類の監視体
制の強化

○�関係法令に基づき、清掃工場の排ガス・焼却灰・
排出水、埋立地の排出水などについて継続的
に測定し、測定結果はホームページなどで公
表している。

―
10

既存清掃工場の改
修

○�篠路清掃工場、駒岡清掃工場については、平
成14年12月の規制強化に合わせ、ダイオキシ
ン類対策のための排ガス高度処理施設（排ガス
冷却設備やろ過集じん設備など）整備を平成14
年11月に完了した。
○�発寒清掃工場については、平成19年度から、
排ガス高度処理施設の整備を行っている。
○�このほか、機能維持を図るため、定期整備・
改修を適切に行っている。

―

10

処理施設の維持管
理水準の高度化

○�処理施設の維持管理については、必要に応じ
設備改修を行うとともに、環境マネジメント
システムにより、日常的に適正な維持管理を
実施し、環境汚染対策に万全を期している。

―
10

燃やせないごみの
減容化及び資源回
収

○�施既存の破砕工場で、燃やせないごみの一部
を、埋立する前に破砕処理している。【破砕処
理量：9,153t】

―
10

受入れ品目の縮小 ○�受入れ品目縮小の前提として、受入品目以外
のごみの違反搬入を防止する体制を強化した。
また、埋立地において受け入れている産業廃
棄物のうち、「がれき類」について、平成17年
10月から搬入を禁止した。

―

10

マニフェスト制度
の徹底

○�平成11年度までに、啓発パンフレットを配布
した。
○�平成12年度に、新たに法改正で強化された事
項の講習会を北海道と共同で開催した。
○�平成14年度に、建設リサイクル法講習会にお
いて制度の周知を図った。
○�講習会・産業廃棄物ガイドなどを活用して、
マニフェスト制度の周知を図っている。
○�平成18年度の廃棄物処理法改正によるマニ
フェストの記載項目の変更について、ホーム
ページなどで情報提供を行っている。
○�年間報告書の提出について、広報誌やホーム
ページにおいて周知を行っている。

―

10

適正処理困難物などの事業者回収ルート整備の働きかけ　【再掲】 10

白石清掃工場併設灰溶融炉の整備　【再掲】 10

産業廃棄物処理指導計画の策定　【再掲】 10

監視体制の強化

―

○�専任指導員による日常のパトロールに加え、
警備会社に委託して休日も含めた夜間のパト
ロールを実施していく。
○�不法投棄多発地帯には、地元住民の了解を得
て、進入道路の閉鎖を増やすことで不法投棄
の発生を抑えるとともに、監視カメラを活用
して監視を強化し、不法投棄者の発見・指導
に重点的に取り組んでいく。
○�北海道廃棄物不法処理対策戦略会議、石狩地
域廃棄物不法処理対策戦略会議及び環境犯罪
対策推進連絡会に参加し、北海道・警察・周
辺自治体などの関係機関と連携を図っていく。
○�市民との協働による不法投棄防止活動である
「不法投棄ボランティア監視員制度」への参加
者を、不法投棄多発地帯を中心に拡大してい
く。

10

ダイオキシン類対
策の実施

―

○�ダイオキシン対策として、発寒清掃工場につ
いては、平成19年から引き続き、排ガス高度
処理設備を整備する。（その他の清掃工場は、
すでに設置済み）
○�作業員のダイオキシン類ばく露防止対策を徹
底しながら、機能維持を図るための定期整備・
改修を適切に行っていく。

10



87　　第₃章　札幌市の取組

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

廃棄物の適
正処理の推
進

篠路清掃工場、駒
岡清掃工場の大規
模整備

―

○�耐用年数が近づいている篠路清掃工場の延命
化整備を行っていく。また、駒岡清掃工場に
ついては、延命化に向けた整備を検討する。
○�それ以外の延命化対策を実施していない清掃
工場においても、処理施設の機能を維持する
ため、通常の定期整備などと合わせて、老朽
化した機器類の更新など必要な整備を行って
いく。
○�環境マネジメントシステムにより、日常的に
適正な維持管理を実施し、環境汚染対策に万
全を期す。

10

製品プラスチック
の分別区分の変更

―

○�減容化による埋立地の延命と焼却時の熱回収
（発電）による資源の有効活用を目的に、現在
「燃やせないごみ」として埋立処分している製
品プラスチック類を「燃やせるごみ」に区分
変更することを予定している。平成21年度か
らの実施に向け、平成20年度は、区分変更の
対象とする品目の詳細について検討する。

10

「燃やせないごみ」
の埋立前処理の強
化 ―

○�「燃やせないごみ」の破砕処理については、
埋立地延命化及び資源物の回収のため、費用
対効果を考慮しながら拡大に向けた検討を
行っていく。【破砕予定量：10,000t】

10

清掃工場搬入物の
検査・指導体制の
強化 ―

○�清掃工場で受け入れていないごみの混入を防
止するため、埋立地に配置している「ごみＧ
メン（搬入指導員）」を清掃工場にも配置し、
検査・指導を行う予定である。平成21年度か
らの本格実施に向け、平成20年度は、検査装
置を試験的に導入する。【導入予定台数：1台】

10

産業廃棄物の受入
品目の縮小

―

○�平成16年度から実施した埋立地における搬入
監視体制の強化による受入状況の変化や、民
間処理の状況などを勘案し、受入れ品目の縮
小を段階的に進める。
○�市の埋立地において受け入れている産業廃棄
物のうち、「ガラスくず、コンクリートくず及
び陶磁器くず」の搬入禁止について、民間処
理施設での受入状況などを踏まえて検討を進
める。

10

ＰＣＢ（ポリ塩化
ビフェニル）の適
正な保管・処理の
推進

―

○�「北海道ポリ塩化ビフェニル処理計画」に基
づき、平成22年に処理される予定の札幌市内
のポリ塩化ビフェニル廃棄物が適正に保管さ
れていることを確認するため、立入調査を実
施していく。

10

排出事業者への分別指導の実施　【再掲】 10

生産者等による回収ルート整備の働きかけ　【再掲】 10

産業廃棄物処理指導計画等の推進　【再掲】 10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

有機物の循
環的な利用
の推進

生ごみリサイクル
の調査研究

○�平成13年度から「段ボール箱生ごみ堆肥化普
及事業」を開始し、これまで地域へ普及活動
（7,000セット配布モニター事業）を実施した
他、PTAや小学校の総合学習での普及も行っ
た。（平成13～15年度）
○�平成13年度に、「電動生ごみ処理機モニター調
査」を実施し、有用性などの検証を行った。
○�平成15年度に、家庭における生ごみの資源化
を進めるための様々な処理方法をわかりやす
くまとめた「生ごみハンドブック」を作成し、
市民に配布した。【作成部数：25,000部】
○�平成16年度から、「生ごみハンドブック」の普
及事業として、市民団体・グループが主催す
る生ごみ堆肥化説明会へ講師を派遣している。
○�平成17年度に、戸建・集合・共同住宅の３モ
デルで、堆肥化の実験及び生成物の検証など
を行った。【参加世帯数：72世帯】
○�平成17年度に、家庭から排出される生ごみに
ついて、全市的な収集体制や処理技術などを
調査し、今後の具体的な検討を進めるための
基礎資料とした。
○�平成18年度に、「定山渓地区生ごみ堆肥化モデ
ル事業」を行った。
　・�事業系生ごみ堆肥化モデル事業
　　�定山渓地区のホテル等から出される生ごみ
を堆肥化し、それを使って生産された農産
物を活用（ホテルでのエコ野菜フェアやエコ
収穫祭の開催）することにより、生ごみの減
量と定山渓地区の地域振興を図った。

　・�家庭系生ごみ堆肥化モデル事業
　　�定山渓地区の200世帯を対象に、冬季（12～2
月）の戸別収集を実施し、分別協力度、排出
方法、収集方法を検証した。

○�平成19年度に、定山渓地域の「バイオマスタ
ウン構想」を策定した。
○�平成19年度に、すすきの地区において、ビル
単位での生ごみ資源化システムを構築するた
め、2棟のビルでモデル事業を行い、取組例と
してパンフレットにまとめた。

―

10

事業系ごみリサイ
クルの調査研究

○�平成16年度から、札幌市内の施設に加え、石
狩市内の生ごみリサイクル工場の本格利用を
開始している。【札幌生ごみ飼料化リサイクル
センターの処理量：16,688ｔ、石狩生ごみリサ
イクルセンターの処理量：4,969ｔ】
○�平成16年11月から、埋立地の延命化と有機系
資源の有効活用を促進させるため、埋立地で
の剪定枝などの搬入を禁止し、民間のリサイ
クル施設を活用している。【剪定枝処理量:4,130
ｔ】
○�平成17年度に、清掃工場内に堆肥化装置を設
置して、生ごみの高速堆肥化実証実験及び堆
肥成分の分析を行った。
○�平成17年度から、事業ごみの減量とリサイク
ルの更なる推進を図るため、関係者による「事
業系古紙回収促進検討会」を開催し、「札幌式
古紙リサイクルシステム」を確立すべく施策
検討を行っている。
○�平成18年度に、食品リサイクル法に係るアン
ケート調査を実施し、排出事業者の取り組み
状況などを把握した。
○�平成18年度から、学校給食の調理くずや残食
などの生ごみを堆肥化し、その堆肥でできた
作物を食材に利用する「さっぽろ学校給食フー
ドリサイクル事業」を実施している。【生ごみ
回収校：182校】
○�平成18年度に、古紙の分別・排出方法を示し
た「札幌式古紙分別スタンダード」を策定す
るとともに、事業系古紙分別啓発パンフレッ
トの配布を行った。また、古紙回収業者の情
報を取りまとめた「回収業者データベース」
を構築し、ホームページで公開している。
○�平成19年度に、オフィスビル2棟に対して古紙
分別排出促進モデル事業を実施するとともに、
優良事例調査にもとづく優良事例集の作成・
配布を行った。
○�事業系古紙回収協力店を拡大している。【事業
系古紙回収協力店数：48店舗】

―

10

新「ごみ減量化・資源化行動指針」の推進　【再掲】 10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

有機物の循
環的な利用
の推進

生ごみ堆肥化器材
などの購入支援

―

○�生ごみの減量・資源化を推進するため、以下
の事業を実施する。
１電動生ごみ処理機器購入助成
　・�電動生ごみ処理機購入する市民に対し、処
理機の税抜購入価格の半額、上限20,000円を
助成する。【助成台数：200台】

２�コンポスター等生ごみ処理器機購入助成
　・�コンポスターを購入する市民に対し、税抜
購入価格の2,000円を上限として助成する。
【助成台数：500台】

３�ダンボール箱生ごみ堆肥化セット購入助成
　・�ダンボール箱生ごみ堆肥化セットを200円で
市民に提供する。【提供台数：1,500セット】

４�密閉式容器生ごみ堆肥化セット購入助成
　・�密閉式容器生ごみ堆肥化セットを500円で市
民に提供する。【提供台数：1,500セット】

10

定山渓地区におけ
る地域内循環の取
り組み促進

―
○�札幌市定山渓地域バイオマスタウン構想に基
づき、民間企業による堆肥化施設の整備を支
援する。

10

生ごみリサイクル
の調査研究 ― ○�生ごみ堆肥の肥料効果について、農業試験場

と共同で調査を行い、その有効性を検証する。
10

ごみ減量・リサイクル行動指針の策定と推進　【再掲】 10

「ごみ減量実践活動ネットワーク」への支援　【再掲】 10

「リサイクル・パートナーシップ制度」の創設　【再掲】 10

食品リサイクル法による生ごみリサイクルの推進　【再掲】 10

民間のリサイクルルートの活用　【再掲】 10

総合的な資
源循環シス
テムの構築

市民議論を活性化
するためのフォー
ラムなどの開催

○�平成15年11月から16年11月にかけて、「さっぽ
ろごみゼロ会議」を計12回開催した。議論の
内容は、ホームページ、「さっぽろごみゼロ
ニュース」と連携して、複数のメディアによ
り情報発信を図った。また、「さっぽろごみゼ
ロキャラバン」を開催し、ごみ処理に関する
各主体の役割や費用負担についての情報提供
を行った。
○�平成17年度から、「さっぽろスリムネット
フォーラム」を開催し、さっぽろスリムネッ
トの会員や市民・市民団体等のごみ減量実践
活動の発表・紹介を行っている。【参加者数：
103人】

―

10

白石清掃工場の建
設

○�既存施設の老朽化による廃止に対応するため、
白石清掃工場を平成14年11月に完成させ、同
年12月から本格稼動している。

―
10

篠路清掃工場と駒
岡清掃工場などの
再整備

○�耐用年数が近づいている篠路清掃工場につい
て、延命化するための整備を実施している。
また、駒岡清掃工場については、延命化に向け、
機能診断を実施した。

―
10

既存埋立地の造
成・整備

○�既存埋立地については、ごみ埋立に併せてえ
ん堤のかさ上げ、適正な維持管理をするため
の排水処理施設の整備などを実施している。
また、既存埋立ブロックの埋立可能量が減少
したため、平成17年度から、造成に向けた基
盤整備を行っている。

―

10

次期埋立用地の確
保

○�将来的にも廃棄物を適正処理していくため、
埋立用地の確保について、計画的に進めてい
る。

―
10

拡大生産者責任（EPR）の考え方の普及促進　【再掲】 10

札幌圏産業廃棄物処理管理計画の改定　【再掲】 10

産業廃棄物処理指導計画の策定　【再掲】 10

白石清掃工場併設灰溶融炉の整備　【再掲】 10

生ごみリサイクルの調査研究　【再掲】 10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

総合的な資
源循環シス
テムの構築

第二プラスチック
選別施設の整備

―

○�適正な分別が進むことで予想される資源物の
収集量増加に対応するため、現状の選別施設
の状況や今後のごみ量の動向を見極めたうえ
で、第二プラスチック選別施設の整備の方向
性について検討する。

10

旧発寒清掃工場
（発寒第二清掃工
場）の解体と大型
ごみ保管庫の整備 ―

○�旧発寒清掃工場については、粉じん等が周辺
地域に飛散しないように安全対策を施したう
えで、解体工事を実施する。
○�発寒第二清掃工場は、「リサイクル保管庫」と
しての暫定利用を継続し、解体工事完了後、
その跡地に「リサイクル保管庫」を建設する
予定である。

10

ごみ資源化工場の
整備 ― ○�改修時期を迎えた成形ライン用除じん設備の

改修を実施する。
10

既存埋立地の計画
的な造成

―

○�計画的なごみ処理を実施していくため、未造
成用地へのごみ埋立ブロックの造成を行う。
○�埋立継続に必要なえん堤整備や飛散防止柵設
置などのほか、排水処理施設の機能維持・強
化のための整備などを行っていく。

10

埋立用地の確保
―

○�将来的にも廃棄物を適正処理していくため、
最終処分場の確保に向けて、計画的に検討を
進めていく。

10

産業廃棄物処理指導計画等の推進　【再掲】 10

篠路清掃工場、駒岡清掃工場の大規模整備　【再掲】 10

定山渓地区における地域内循環の取り組み促進　【再掲】 10

生ごみリサイクルの調査研究　【再掲】 10

焼却灰リサイクルの調査研究　【再掲】 10

その他 清掃事業会計の導
入

○�平成11年度以降の決算を基礎に、企業会計的
手法の導入による経常経費・資本費を算出す
るとともに、将来的な経費の試算を行った。
また、従来の「焼却」「埋立」などの処理別の
計算方法を見直し、「燃やせるごみ」「燃やせ
ないごみ」などのごみの種類ごとの原価計算
方法により算定を行っている。

―

10

「クリーンさっぽ
ろ衛生推進協議
会」の活性化

○�同協議会に対し、自主的な活動を支援するた
め補助金を交付するほか、以下の事業を共催
により実施している。【推進員数：2,914人】
　・�ごみゼロの日キャンペーン
　　�ごみゼロの日（5月30日）に、ポイ捨て防止・
環境美化を呼びかける街頭啓発やごみ拾い
を実施している。

　・�全市研修会
　　�札幌市のごみ処理の現状報告、ごみ減量・
リサイクルの講演などを主な内容とした研
修会を実施している。

　・�市長表彰
　　�「クリーンさっぽろ」の実現に向けた地域活
動の功績を称え、町内会や個人などを表彰
している。

　・�「ポイ捨て等防止条例」「エコライフ市民運動」
の普及啓発及び実践に取り組んでいる。

―

10

リサイクル推進基
金への積立て

○�平成10年度に、リサイクルの普及啓発や市民
活動を支援するため、収集したアルミ缶など
の売却益の一部を原資として、リサイクル推
進基金を設置し、毎年度1億円を積み立てた。
【累計積立額：約8億円】
○�平成18年度から、本市の財政状況がひっ迫し
ているため、積み立てを一時凍結した。

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

その他 リサイクル推進基
金の活用による市
民団体などへの支
援�

○�平成13年度から、ごみ減量・リサイクルを行
う市民グループ・団体に対して助成金を交付
した。なお、助成金交付事業は平成15年度で
終了した。
○�平成15年度に、家庭における生ごみの処理を
促進するため、さまざまな処理方法及びそれ
ぞれの特徴をわかりやすくまとめた「生ごみ
ハンドブック」を作成、配布した。【配布部数：
25,000部】
○��平成16年度に、次の事業を行った。
　・�ごみ減量アクションプログラム支援事業
　　�ごみ減量の「標語・ロゴデザイン/キャラク
ター」を制作するとともに、各種のごみ減
量キャンペーンで活用した。

　　�また、市民・事業者の主体的なごみ減量実
践活動を促進・拡大するため、「さっぽろス
リムネット」を設立した。

　・�家庭系古紙拠点回収リサイクル事業
　　�市民が自由に持ち込むことのできる回収拠
点を新設し、古紙リサイクルの一層の促進
を図っている。

○生ごみハンドブック普及事業
　�「生ごみハンドブック」を普及させるため、市
民団体・グループが主催する生ごみ堆肥化学
習会などへ講師を派遣している。
○�平成17年度から、市民・事業者・行政が一体
となって、ごみ減量活動を実践していく「さっ
ぽろスリムネット」の活動を支援している。

―

10

総合的なごみ減
量・リサイクル教
育の推進

○�小学校の「総合的な学習の時間」に対応して、
清掃・水・雪・環境の各部門を統合した総合
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、市内の全小学生へ
配布している。平成19年度には、より利用し
やすい内容にするため、改訂を行った。
○�昭和51年度から平成16年度まで、大型バスを
借り上げて清掃工場を見学する「清掃学級」（小
学校4年生対象）を実施した。
○�平成17年度から、ごみの減量とリサイクルを
テーマとした「出前講座」、「清掃学級」に替
わる「出前教室」をそれぞれ実施している。【開
催回数：出前講座32回・出前教室16回】
○�さっぽろスリムネットにおいて、ゲームを通
じてごみ減量を学ぶ「買い物ゲーム」の出張
講座を実施している。【実施回数：23回、参加
者数：698人】

―

10、11

収集体制の整備 ○�プラスチックは、収集車1台あたり2人乗車体
制による収集を実施している。また、処理施
設から遠い地域には、10㎥の大型車を利用し、
収集効率を高めている。

―
10

プラスチック選別
施設の整備

○�札幌市中沼プラスチック選別センターを整備
し、平成12年7月から本格稼動している。【処
理量：21,685t】

―
10

廃家電の収集シス
テムの変更に伴う
普及啓発

○�家電4品目の排出方法について、チラシの配布
などにより継続的に普及啓発を行っている。
また、平成16年1月に「ひと目でわかるごみ分
けガイド」に掲載した。
○�平成16年4月から、家電リサイクル法の対象に
新たに冷凍庫が追加されたことに伴い、ホー
ムページなどで普及啓発を行っている。

―

10

資源循環型総合埋
立前処理の推進

○�既存破砕工場での効果を検証したうえで、総
合埋立前処理の方向性の検討を行う。 ― 10

既存清掃工場の灰
溶融炉の整備

○�白石清掃工場での検証を踏まえ、各清掃工場
の整備計画の中で、灰溶融炉の整備について
検討する。

―
10

紙製容器包装リサ
イクルの調査研究

○�これまで「燃やせるごみ」として清掃工場で
焼却してきた紙箱や包装紙、ハガキなどの「雑
がみ」を、資源物として分別収集・選別を行い、
製紙原料や固形燃料などにリサイクルする予
定である。平成20年度は、収集における作業
効率や古紙ヤードでの選別処理能力、品目ご
との排出量・選別効率などを調査するための
モデル実験を行い、平成21年度からの本格実
施に向けた検討を進める。

―

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

その他 発寒第二清掃工場
と厚別清掃工場の
廃止

○�平成14年8月末に、厚別清掃工場を廃止し、そ
の後、ダイオキシン類の拡散防止対策に留意
しながら解体工事を実施した。（平成17年度に
完了）
○�厚別地区の地域暖房については、熱源をＲＤ
Ｆ（ごみ固形燃料）に転換し、ごみ資源化工場
で生産したＲＤＦを供給している。
○�平成16年度から、発寒第二清掃工場は、解体
までの間の暫定利用として、プラットホーム
を「リサイクル保管庫」（リサイクル予定の木
製家具などの大型ごみを保管）として利用して
いる。
○�平成19年度に、発寒第二清掃工場の解体工事
に向けた基本設計及び実施設計を実施した。

―

10

埋立地における環
境保全対策の充実

○�埋立地からの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い、環境マネジメ
ントシステムにより、日常的に適正な維持管
理を行っている。

―
10

天然ガス車の導入 ○�平成12年度から、順次ごみ収集車に、天然ガ
ス車を導入している。また、収集車以外の低
公害車として、天然ガス使用の清掃指導車・
清掃工場管理車やその他業務用ハイブリッド
車、さらにLPG使用の美化パトロール車・清
掃指導車を導入している。
　�（低公害車導入台数：天然ガスごみ収集車：24
台、天然ガス使用の清掃指導車：2台、天然ガ
ス使用の清掃工場管理車：1台、業務用ハイブ
リッド車：3台、LPG使用の美化パトロール車：
10台、LPG使用の清掃指導車：3台）

―

10

大型のごみ収集車
の導入

○�処理施設から遠い地域など、地域特性に合わ
せて10㎥の大型車を一部使用している。【委託
登録車両：60台】

―
10

産業廃棄物実態調
査

○�平成16年度に、「第2次札幌市産業廃棄物処理
指導計画」（平成18年度～22年度）の策定のた
め、実態調査（平成15年度の実績）を行った。
○�平成17年度に、札幌市における産業廃棄物処
理の課題などを検討するために設置した「札
幌市産業廃棄物市域内処理推進懇談会」（市民・
排出事業者・処理業者・学識経験者で構成）か
ら意見書が提出され、この内容に基づいて「札
幌産業廃棄物処理施設設置等ガイドライン」
を策定し、平成18年度に周知用パンフレット
を作成した。【本編:3,000部、概要版5,000部】
○�平成17、18年度の産業廃棄物の排出・処理状
況を推計し、ホームページで公表した。

―

10

搬入ごみの検査体
制の強化

○�平成16年4月から、市の埋立処理場での受入対
象以外のごみの混入を防止するため、自己搬
入ごみを検査指導する搬入監視員を新たに配
置し、自己搬入ごみの検査体制を強化してい
る。

―

10

処理手数料の見直
し

○�平成17年10月に、排出事業者処理責任の原則
に基づく適正な負担とするため、処理手数料
を一部改定し、処理原価に近づけた。
○�平成18年10月に、北海道循環資源利用促進税
の導入に対応するため、産業廃棄物処分費用
を一部改定した。

―

10

「燃やせないごみ」
の収集頻度の見直
し

―
○�平成21年度からの実施に向け、効率的に収集
できる体制について検討するとともに、収集
日などの情報について十分な周知を行う。

10

空気輸送システム
の見直し

―

○�北区あいの里地区で採用している空気輸送シ
ステムは、今後、老朽化による設備更新で更
なる経費が必要となることから、利用してい
る住民や事業者と十分協議しながら、見直し
に向けて検討する。

10

ごみ収集作業にお
ける環境負荷の低
減 ―

○�ごみ収集車による排ガスをできる限り少なく
するため、地域特性に合わせて大型車を使用
していく。【委託登録車両：59台】
○�ごみ収集車に、低公害車である天然ガス使用
車を追加導入する。【導入台数：1台】

10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

その他 埋立地における環
境保全対策の充実 ―

○�環境負荷を可能な限り低減させるため、適切
な排水処理施設の維持管理及び整備を行って
いく。

10

地域におけるごみ
ステーションの位
置づけ ―

○�利用者全員でのごみステーション管理、管理
器材の有効活用、自ら管理するステーション
へのごみ排出などについて規定した要綱を施
行する。

10

「さっぽろごみパ
ト隊」によるごみ
ステーションの管
理支援

―

○�「さっぽろごみパト隊」として、各清掃事務
所に2名、合計14名を先行配置し、排出指導台
帳の整備など、来年度からの本格配置に向け
ての準備を行う。【配置人数：各清掃事務所2名・
計14名】

10

不適正排出への対
応の強化

―

○�不適正排出に対する、「廃棄物の減量及び処理
に関する条例」に基づく改善命令等及び公表、
過料などの規定の適用や「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」に基づく告発に係る手続
き・基準について整備する。

10

町内会などの地域
環境美化の推進

―

○�地域に根ざした主体的な活動を促進するため、
「クリーンさっぽろ衛生推進協議会」に対し、
環境美化・ごみ減量・リサイクル推進の活動
を支援するとともに、共催による様々な事業
を実施していく。
○�単位町内会を対象に、環境美化用品（ほうき、
火ばさみ、ちりとりなど）の提供を行う。

10

ごみステーション
管理器材の助成

―

○�ネット及びカラスよけサークルを対象に、助
成を実施する。ネットについては購入価格の
半額、上限5,000円、カラスよけサークルは購
入価格の半額、上限7,000円の助成を予定して
いる。【助成数：ネット8,400枚・カラスよけサー
クル2,400基】

10

資源物抜き取り防
止対策の実施 ―

○�資源物抜き取り行為に関する禁止・罰則規定
について、平成21年度内の施行に向け、条例
化の準備・検討を進める。

10

共同住宅における
ごみステーション
管理制度の整備 ―

○�共同住宅のオーナーや管理会社等による、居
住者へのごみ排出マナーの周知やごみステー
ションの管理などを規定した要綱を施行する。
○�共同住宅の排出指導台帳を作成し、これに基
づいて、「さっぽろごみパト隊」などによる排
出指導を行う。

10

共同住宅のごみス
テーションにおけ
る利用戸数の柔軟
な対応 ―

○�新築共同住宅について、ごみステーションの
敷地内設置を要する対象範囲を拡大するとと
もに、既存共同住宅についても、その管理に
問題が発生している場合には共同住宅専用の
ごみステーションを設置することなどを規定
した要綱を施行する。

10

「燃やせるごみ」
の早期収集の検討 ―

○�今後のごみ減量の動向や早期収集の実施に伴
う経費の増加などを見極めたうえで、早期収
集について検討する。

10

「大型ごみ」の基
準の見直し ― ○�平成21年７月からの実施に向け、新たなルー

ルについて十分な周知を行う。
10

許可業者による家
庭ごみの戸別収集
等の検討 ―

○�さまざまなニーズに対応するため、希望する
人が一般廃棄物収集許可業者と契約すること
により、有料で戸別収集ができるようなしく
みを検討する。

10

区ごとのごみ量の
公表 ― ○�区ごとのごみ量を月別に把握し、定期的に清

掃ホームページに掲載する。
10
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

その他 学校における環境
教育の取り組み

―

○�小学校の「総合的な学習の時間」に対応して、
清掃・水・雪・環境の各部門を統合した総合
的環境副教材を作成し、配布していく。
○�学校の教員などの指導者が環境教育を行う際
の手引きとなる「環境教育プログラム」につ
いて、実際に活用した方から寄せられた意見
や「スリムシティさっぽろ計画」をもとに改
定する。
○�小中学生を対象に「エコライフレポート」を
配布し、夏休みや冬休み中におけるエコ行動
の内容を提出し、実践してもらうことで、児童・
生徒一人一人の環境に対する関心を高めてい
く。
○�学校給食の調理くずや残食などの生ごみを堆
肥化し、その堆肥でできた作物を食材に利用
する「さっぽろ学校給食フードリサイクル事
業」を実施し、フードリサイクルを教材とし
た食育・環境教育の充実を図っていく。【生ご
み回収予定校：229校】

10、11

家庭ごみ有料化開
始時における不適
正排出・不法投棄
対策の強化

―
○�平成21年7月の家庭ごみ有料化開始時の対策と
して、クリーンさっぽろ衛生推進員や町内会
の方々とともに早朝啓発を行うよう、準備を
進める。

10

清掃事業に関する
情報の提供 ―

○�企業会計的手法によりごみ処理コストを算出
するとともに、ごみの種類ごとに処理原価を
計算し公開していく。

10

収集業務の効率化

―

○�処理施設から遠い地域には大型車を利用する
など、効率的な収集体制について検討してい
く。
○�プラスチック収集を全面委託化し、家庭ごみ
収集における民間委託を拡大する。

10

清掃工場・埋立地
などの処理業務の
効率化 ―

○�埋立地の排水処理施設における業務執行体制
の見直しを行い、効率化を図る。
○�平成21年度からの篠路清掃工場の運転業務の
民間委託化に向け、準備・検討を進める。

10

ＰＦＩ・長期維持
管理委託等の検討 ―

○�清掃工場における民間委託の実績や今後のご
み量の動向などを見極めたうえで、施設の長
期維持管理委託やＰＦＩなど民間の能力を生
かした事業手法の導入を検討する。

10

ごみ処理手数料の
適正化

―

○�ごみ種ごとの原価や景気の動向などを踏まえ、
適正な処理手数料のあり方について検討して
いく。
○�排出事業者処理責任の原則に基づき、手数料
を処理原価に近づけるため、平成21年1月から
処理手数料を一部改定する。

10

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

健全な水循
環の保全と
回復

河川水の導水 豊平川から創成川経由で近隣河川に導水するた
め、導水施設の設計・施工を平成17年（2005年）
～平成18年（2006年）に実施。平成19年（2007年）
度に豊平川から創成川への導水を開始。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 19

地下浸入水等の河
川維持用水として
の利用

平成19年（2007年）度までに下水道に放流してい
る間接冷却水、地下鉄施設の地下浸入水等の良
質水に関する基礎資料を収集し、事業可能性調
査を行う。

地下浸入水等の河川維持用水としての利用につ
いて、左記調査結果に基づき、事業部局と協議
を行う。

11

下水高度処理水の
有効利用

川のせせらぎを再生するために、創成川水再生
プラザの高度処理水の一部を安春川、屯田川、
東屯田川及び茨戸耕北川へ送水している。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 19

放流水の有効利用
（サクシュ琴似川
のせせらぎ再生）

藻岩浄水場の放流水を、平成16年（2004年）度か
ら北海道大学構内のサクシュ琴似川に導水して
いる。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 19、24

〈重点施策２. ４　良好な水環境を保全する都市の推進〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

健全な水循
環の保全と
回復

水源かん養林の保
全

○都市環境林の公有化
　�　良好な都市生活環境を維持していくうえで
不可欠な資源である樹林地（都市環境林）の保
全と活用を図るため、計画的な公有化を進め
ている。
　〔取得面積〕
　H19年度：3地区、約3.7ha
○市民の森事業
　�　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る。

○都市環境林の公有化
　�　平成19年（2007年）度の事業内容を継続し、
都市環境林の公有化を行う。
　�平成20年（2008年）度：2地区、約4.4ha取得予
定

○市民の森事業
　�　平成19年（2007年）度の事業内容を継続して
行う。

12

緑地・農地の保全 ○特別緑地保全地区取得整備事業
　�　都市緑地法に基づき、市街地の良好な自然
環境を形成している樹林地等を「特別緑地保
全地区」として指定し、指定された土地の買
入れを行った。
　H19年度：2地区、約1.3ha取得
○農地の保全
　�　生産環境の整備に努め、以下のような事業
を行い、農地の保全を図る。
　・農地流動化奨励金交付制度
　・農用地区域の設定・管理
　・市民農園整備事業

○特別緑地保全地区取得整備事業
　�　平成19年（2007年）度の事業内容を継続し、
「特別緑地保全地区」として指定し、指定され
た土地の買入れを行う。
　�H20年度：上野幌地区、約1.1ha取得予定

○農地の保全
　�　遊休農地の増大を防止し、農地保全対策を
強化するため、利用権設定の促進と流動化奨
励金制度等を継続して実施する。

12、15

多自然川づくり 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」を実施。
（優先整備河川：吉田川、西野川、藤野沢川）
　　H18年度まで：4.7km
　　H19年度　　：0.05km

平成19年（2007年）度に引き続き「多自然川づく
り」を進める。
　　H20年度予定：0.4km

19

条例に基づく届
出・指導

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」に基づき、地下水揚水
量の削減と地下水かん養の推進に向けた指導等
を行っている。
・地下水揚水施設
　�　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
告を義務付けている。

・地下掘削工事
　�　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る。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

地盤沈下・地下水
位の調査

○�水準測量調査による地盤沈下状況の把握
　�　地盤沈下の状況を把握するため、昭和48年
度から水準測量を実施。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
査する方式にて実施。
　<年間最大沈下量（地点）>
　H16年度　68地点を観測
　　1.62cm（東区北24条東2丁目）
　H17年度　42地点を観測
　　1.37cm（北区屯田町）
　H18年度　44地点を観測
　　1.70cm（東区北14条1丁目）
　H19年度　42地点を観測
　　2.97cm（北区篠路町福移）
○地下水位・地盤沈下観測所による調査
　�　本庁舎、八軒、丘珠、川北に観測所を設置し、
地下水位及び地盤沈下観測を継続監視。
○地下水揚水量調査
　�　地盤沈下の一因である地下水の揚水につい
て、毎年、揚水量調査を実施して実態の把握
を行っている。
　H15年度　3,547ｍ3/年
　H16年度　3,596ｍ3/年�
　H17年度　3,512ｍ3/年
　H18年度　3,683ｍ3/年
（調査の性質上、平成19年（2007年）度の地下水揚
水量は平成20年（2008年）度に調査）

○�水準測量調査による地盤沈下状況の把握
　�平成19年（2007年）度の実施内容を継続して行
う。
H20年度：51地点を観測予定

○地下水位・地盤沈下観測所による調査
　平成19年（2007年）度の実施内容を継続。

○地下水揚水量調査
　�平成19年（2007年）度の地下水揚水量調査をと
りまとめる。

11
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

健全な水循
環の保全と
回復

雨水流出抑制の促
進

浸水対策事業「アクアレインボー計画」に基づき、
雨水の流出量の抑制や地下水のかん養を図るた
め、昭和60年（1985年）度から浸透式下水道の整
備を行っている。
　H19年度：���8ha実施

これまで下水道が行ってきた雨水浸透を、地域
全体で促進するために、協働による雨水流出抑
制について検討を進め、目標となる対策量を設
定する。

19

雨水貯留浸透 学校のグランドや公園などの敷地に降った雨水
を一時的に貯めたり、地下に浸透させ、降雨時
の河川への過大な流入量を減少させる。
・H15～H19整備箇所数
　伏籠川流域：学校12箇所,公園10箇所
　望月寒川流域：学校11箇所,公園3箇所

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。
伏籠川流域：学校3箇所
望月寒川流域：学校3箇所

19

地盤沈下対
策の推進

条例に基づく届出・指導　【再掲】 11

地盤沈下・地下水位の調査　【再掲】 11

水質保全の
推進

水源域の保全 ○豊羽鉱山との公害防止協定
○�札幌市開発行為等における汚水放流の指導要
綱
　�　浄水場取水口に特に影響を与える水域につ
いて、汚水放流抑制水域を設定
○札幌市産廃処理施設設置等指導要綱
　�　水道水源区域における産廃処理施設の立地
を規制している。

平成19年（2007年）度の業務内容を継続して行う。 10、11

水道水源の保全 ○豊平川水道水源水質保全事業
　�　札幌市の水道水源である豊平川流域の水質
を保全するため、バイパスシステム構築の事
業を実施しており、環境調査、土質調査など
を行っている。

平成19年（2007年）度の実施内容を継続して行う
とともに、工事着手に向けた調査・協議等を進
める。

24

工場・事業場排水
の監視・指導

○水質汚濁防止法に基づく監視・指導
　�　以下、平成19年（2007年）度末の監視・指導
状況を示す。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る。
　届出事業場数　　　95事業場
　立入検査　　　　　延べ68件
　基準不適合事業場　延べ1事業場
○�札幌市開発行為等における汚水放流の指導要
綱による監視・指導
　�　以下、平成19年（2007年）度末の監視・指導
状況を示す。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る。
　届出事業場数　　　125事業場
　立入検査　　　　　延べ36件
　基準不適合事業場　延べ5事業場
○�公害防止協定等に基づく鉱山に対する監視・
指導
　�　札幌市には、豊羽鉱山と旧手稲鉱山があり、
両鉱山とも、水源の保全を図る観点から、公
害防止協定及び覚書を締結し、排出水の水質、
公害防止設備の改善・管理等について監視指
導を行っている。なお、平成19年（2007年）度
の監視結果は、全ての項目で協定値及び覚書
の水質基準に適合していた。
○�家畜排せつ物の管理及び処理に関する法律に
基づく監視・指導
　�　「家畜排せつ物法」に基づく施設基準・管理
基準の遵守状況確認
　・�北海道の指導チームと連携して巡回パトロー
ルを実施し、「家畜排せつ物法」に基づく
施設基準・管理基準の遵守状況等を確認し、
指導・助言を行った。

○雪堆積場の管理方法の検討
　�　平成12年（2000年）に策定した札幌市雪対策
基本計画に基づき、沈殿池等の環境への負荷
低減施設等を整備。
　・�雪たい積場管理業務による水質監視のため、
透視度測定を実施。

　・�環境調査業務を発注し、各雪たい積場にお
いて、定期的に水質調査を実施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11、15、
17
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

水質保全の
推進

有害物質対策の実
施

○ゴルフ場使用農薬に対する監視・指導
　�　農薬散布による排出水及び河川水への影響
を調査し、市内全ゴルフ場事業者に対し以下
の指導を行っている。
　・農薬散布の計画及び使用実績の報告
　・�散布量の削減、低毒性農薬への転換の指導
　・�ゴルフ場事業者による排出水の自主検査の
指導

　�　なお、農薬使用量は、本市の指導開始の平成
2年（1990年）当時から減少し、近年ではほぼ横這
い状態で推移している。
○�有害物質取扱事業場に対する監視・指導
　�　有害物質を取扱う事業者に対し，事業場の
設置から廃止に至るまでの各種届出を義務付
け，有害物質の土壌汚染を未然防止に努めて
いる。
　・�構造及び管理の基準、廃止基準の遵守
　・�施設の破損など事故発生時における応急措
置の実施の義務

○化学物質排出量抑制対策の実施
　PRTR法に基づく排出量等の届出件数
　H19年度　467件
　条例に基づく排出量等の報告件数
　H19年度　692件
○�ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出・
指導
　�　大気、土壌、地下水の測定とともに、河川の
水質及びその底質について測定を行った。
　�　また、特定施設の立入指導及び行政検査を
行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

生活排水対策の実
施

○札幌市合併処理浄化槽設置費補助事業
　�　札幌市生活排水処理基本計画に基づき、し
尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽
の設置促進を図るため、補助金額を大幅に引
き上げるとともに、補助基数を倍増した。
　【補助基数】
　　H16年度：8基
　　H17年度：7基
　　H18年度：7基
　　H19年度：11基
○�薬品・油類等の漏出防止に対する普及啓発
　�　家庭用ホームタンクや事業場の貯油施設か
ら油が流出する事故が多発しており、燃料タ
ンクや配管に異常がないかの点検を促す普及
啓発を行っている。
○洗剤の適正使用の普及啓発
　・洗剤による環境影響の調査
　　�　関係部局から河川水及び下水道終末処理
場における界面活性剤の濃度測定結果の
データ提供を受け、取りまとめ後、札幌市
洗剤連絡会議幹事会構成員に情報提供した。

　　（河川水）
　　15地点で濃度測定
　　検出限界未満（<0.05mg/L）で安定
　　（下水道終末処理場）
　　5施設で流入水・処理水の濃度測定
　　除去率は97％以上で安定
　・市民への情報提供
　　�　ホームページ、パンフレットにより情報
提供を実施した。

○その他
　・�廃棄物処理法第19条の8による代執行の実施
　　�　清田区の不法投棄について、ポントンネ
川の汚染のおそれがあったことから、代執
行により廃棄物の撤去を実施した。

○札幌市合併処理浄化槽設置費補助事業
　�　引き続き、合併処理浄化槽の設置者に対し
て費用の一部を助成する。
　【補助予定基数】
　H20年度　20基

○�薬品・油類等の漏出防止に対する普及啓発
　�　平成19年（2007年）度の実施内容を継続し、
さらに普及に努める。

○洗剤の適正使用の普及啓発
　・洗剤による環境影響の調査
　　�　平成19年（2007年）度の実施内容を継続し
て実施。

　・市民への情報提供
　　�　平成19年（2007年）度の実施内容を継続し
て実施。

9、10、
11
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

水質保全の
推進

水源水質の監視体
制の充実

○�自動計器による24時間連続監視を実施（継続）
　�　水道水源において自動測定の水質センサー
や水面監視カメラ、毒物検知用のバイオアッ
セイにより、24時間連続監視を行っている。
○水源監視体制の強化
　・定点監視地点数の強化
　　<豊平川水系>�
　　　H17年度　55地点
　　　H18年度　58地点
　　　H19年度　60地点
　　<琴似発寒川・星置川水系>
　　　H17･18･19年度　　　�15地点
　・監視日数の強化
　　<豊平川水系>
　　　H17・18・19年度　　　全日
　　<琴似発寒川・星置川水系>
　　　H17・18・19年度　　　全日
○事故時の連絡体制の整備と迅速な対応
　�　水道水源である河川流域における水源事故
及び異常等の早期発見と関係部局への連絡及
び水質調査の実施
○水源水質調査
　�　水質検査計画に基づき、原水、河川水の水
質検査を、給水栓における検査頻度を基本に、
必要性及び過去5年間の検出状況を考慮して実
施。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 24

公共用水域におけ
る水質監視の充実

○�水質汚濁防止法に基づく公共用水域の常時監
視
　�　水質汚濁防止法に基づき、市内の環境基準
点（15地点）、環境基準補助地点（11地点）で、
人の健康の保護に係る項目及び生活環境の保
全に係る項目について公共用水域の汚濁状況
を常時監視している。
○補助地点調査
　�　支流河川等についても環境基準点を設定し
ている河川水質に影響のあることから、支流
河川の水質の実態を把握するため、実施して
いる。
　�H19年��全39地点、年2回、生活項目等8項目
○�内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）調査の
実施（主要河川の水質）
　�　河川の水質を対象に調査を実施している。
　H19年　水質；年1回、6地点、8物質
○雪堆積場影響調査
　�　雪堆積場からの排出水による水質環境影響
を把握し、その削減を図るため，平成16年（2004
年）度から行っている。
○月寒川流域調査
　�　A類型である豊平川水域の月寒川のBODが
5年連続で環境基準を超過したことから、同河
川における水質汚濁の原因を究明することを
目的として、平成16年（2004年）度～平成18年
（2006年）度にかけて流域調査を実施し、平成
18年（2006年）度及び平成19年（2007年）度には
環境基準に適合した。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

処理の高度化によ
る水質保全

河川の水質環境基準及び水質目標値を達成する
ため、創成川水再生プラザ、伏古川水再生プラ
ザ、東部水再生プラザで高度処理を導入してお
り、その他の水再生プラザでも運転管理の工夫
による水質の向上を図っている。

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 19

公共下水道建設事
業（一般整備）

下水道未整備地区の解消を目指すとともに、適
切な処理機能を確保するため、施設整備を行っ
た。
○�下水道管路の一般整備（管路整備延長：15.5km）
○�水再生プラザ等の施設整備（豊平川水再生プラ
ザ等の覆蓋設備等の整備）

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。

○�下水道管路の一般整備（管路整備延長：16.1km）
○�水再生プラザ等の施設整備（厚別水再生プラザ
等の覆蓋設備等の整備）

19

合流式下水道の改
善

合流式下水道で整備されている地域の吐口７か
所にスクリーンを設置して、降雨時や融雪期に
流出するきょう雑物（下水中のごみ類）を削減し
た。
平成17年度から事業を行っており、合流式下水
道の吐口13か所の対策を完了した。

平成19年（2007年）度に引き続き、合流式下水道
の吐口7か所に、きょう雑物の流出を防止するス
クリーンを設置する。
また、雨の降り始めの特に汚れた下水を一時的
に貯める下水道管（貯留管）を整備するため、豊
平川雨水貯留管の実施設計を行う。

19
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

水質保全の
推進

水遊び場の水質目
標値の設定と調査

河川等を利用した水遊び場（親水施設）の水質調
査を、毎年実施している。
H19年　14地点、夏休み前に1回
「可」：11地点、「不適」：3地点

平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行う。 11

水辺環境の
保全と創出

多自然川づくり　【再掲】 19

生物が生息できる
水辺の保全・回復

○環境都市推進部
　・水生生物観察会の支援
　　�　環境教育リーダーの派遣制度と連携しな
がら、総合学習や市民活動の一環として開
催される水生生物観察会に対し、協力を行っ
た。また、「水生生物ハンドブック」の配布、
水生生物調査用品の貸出を実施した。

　　　H17年度　5回161人
　　　H18年度　5回193人
　　　H19年度　5回308人
　・�「水辺の活動発表会」の開催
　　�　水環境計画に掲げる水環境目標の達成に
向けた活動の輪の拡大を図ることを目的に、
札幌市内の水辺で行った水生生物調査の結
果や市民のみなさんの活動の発表の場とな
る「水辺の活動発表会」を開催した。

　・�水生生物調査ハンドブックの作成及び市民
への配布

　・�札幌市環境プラザホームページＧＩＳを活
用した市民から提供される生物情報の収集・
整理及び発信

　・�水辺周辺の生物調査・市民活動に対し環境
保全アドバイザー制度・環境教育リーダー
制度により講師を派遣。

○下水道河川部
　�　これまで実施してきた多自然型川づくり追
跡調査結果を整理し、生物や水質に関する情
報をHPなどで公開した。また、丘珠川におい
て市民を対象とした生物観察会を行った。
○北区
　・�東屯田川遊水地観察会
　・�篠路川フィールドマップの作成
○西区
　・�稚魚放流事業
　　�　地域に身近な川の自然に触れ、また、清
流にのみ生息する「やまめ」の稚魚とのふ
れあいを通じて、川を理解し、親しむ心を
醸成するとともに、生物の生息環境や水質
の保全、河川愛護等への関心を形成し、地
域の人々が主体的となり身近な水辺・水質
環境の保全活動に携わる契機となることを
目的とし実施した。

　　H17年度　1,600人（35,000匹）
　　H18年度　1,800人（35,000匹）
　　H19年度　1,000人（35,000匹）

・�水生生物観察会の支援
　�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行
う。

・「水辺の活動発表会」の開催
　�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行
う。

○下水道河川部
　�　平成19年（2007年）度に引き続き、調査実施
河川に関する生物や水質情報をHPなどで公開
する。また、精進川において駒岡小学校、地
域住民等を対象に生物観察会を行った。

○西区
　・�稚魚放流事業
　�　�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き
行う。

　�　平成20年（2008年）度　1,400人（35,000匹）

11、19、
27、36

河川水の導水　【再掲】 19

地下浸入水等の河川維持用水としての利用　【再掲】 11

下水高度処理水の有効利用　【再掲】 19

放流水の有効利用（サクシュ琴似川のせせらぎ再生）　【再掲】 19、24

地域で親しむこと
ができる水辺の創
出・維持

12、19、
24、25、
29、33、
36

○サクシュ琴似川のせせらぎ再生
　�　藻岩浄水場の放流水を、平成16年（2004年）
度から北海道大学構内のサクシュ琴似川に導
水している。
○給水部
　・琴似発寒川一斉清掃事業への参加
　　�　春と秋の年２回、琴似発寒川の一斉清掃
事業に参加し、水源事故防止のための啓発
活動を行っている。

○下水道河川部
　・吉田川環境整備
　　�　吉田川（対象区間160m）の環境整備につい
て、住民参加による現地見学会や意見交換
会を通じ、検討した。

　・河川美化活動支援制度
　　�　平成17年（2005年）度から河川愛護団体等
が行う河川清掃等の参加者に、ゴミ袋、軍

○サクシュ琴似川のせせらぎ再生
　�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行
う。

○給水部
　�平成19年（2007年）度の業務内容を引き続き行
う。

○下水道河川部
　・吉田川環境整備
　　�　平成19年（2007年）度に住民参加により検
討を行った吉田川（対象区間160m）の環境整
備を施工する。

　・精進川環境整備
　　�　精進川（対象区間220m）の環境整備につい
て、住民等の参加による生物観察会やワー
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

水辺環境の
保全と創出

手、タオル、ゴム手袋を支給し、ごみの回収、
保険の加入などを実施。

　　H17年度　32団体　3,001人
　　H18年度　34団体　3,506人
　　H19年度　29団体　3,999人
　・河川環境モニター制度
　　�　平成５年度から河川状況を把握するため、
毎月４項目に関して情報や意見を報告して
もらい、河川の維持管理などに役立ててい
る。

　　H17年度　24河川　29人
　　H18年度　24河川　29人
　　H19年度　24河川　28人
○みどりの推進部
　・野津幌川緑地
　　�　緑地の自然と親しむことのできる散策路
の整備。散策路整備延長977.9m（H19年）

　・整備区域の自然林化
　　�　ビオトープ近接区域の自然林化を検討す
る。公園ボランティアと勉強会。

○中央区
　・クリーン鴨々川清掃運動
　　主催：鴨々川を清流にする会
　　�H15年度　6月300人参加、10月300人参加
　　�H16年度　6月460人参加、10月200人参加
　　�H17年度��6月316人参加、10月145人参加
　　�H18年度��6月212人参加、10月136人参加
　　�H19年度　6月254人参加、9月156人参加
　　�区の支援：助成金の交付、職員の参加等
○白石区
　�　望月寒川に係る「子ども達の水辺の遊びを
支える地域連携体制」を構築するために自治
体・地域住民、河川管理者、教育関係者等か
らなる「望月寒川ふれあいの水辺協議会」の
要請により、国の事業である「水辺の楽校プ
ロジェクト」に平成20年（2007年）1月24日申請
し、3月31日付で登録された。
　�　協議会の構成員は22名、国への事業登録に
向けた戦略会議を行った。
○清田区
　・河川清掃活動の実施（H19年）
　　�厚別川河岸清掃（北野地区町内会連合会、あ
しりべつ川の会）

　　毎年実施（６月）
　　�吉田川河岸清掃（北野地区町内会連合会）
　　毎年実施（５月）
　　�三里川河岸清掃（平岡地区町内会連合会）
　　毎年実施（６月）
　・環境学習機会の提供（H19年）
　　�あしりべつ川体験塾（清田区、あしりべつ川
の会、子ども会）

　　毎年実施（８月）　小学生約40人参加
　　�ホタル観賞会（清田区、札幌清田ホタルの会）
　　毎年実施（７月）　約2,000人参加
　　�厚別川ヤマベ稚魚放流（北野地区町内会連合
会）

　　毎年実施（５月）
　・�子ども版清田区まちづくりビジョン2020（清
田区）

　　�毎年作成（４月）　区内全小学校3年生に配布
○西区
　・琴似発寒川一斉清掃
　　�　本事業は平成２年（1990年）「西区の個性
あるまちづくり事業」の一環として琴似発
寒川の魅力ある河畔づくり事業として開始。
活動回数は平成２年（1990年）度は、年１回
の実施、平成３年（1991年）度からは春・秋
の２回に拡充。

　　�　清掃の範囲は、琴似発寒川及び左股川の
河畔約１２ｷﾛを各連合町内会で清掃し実施。

　　H17年度春季　1,759人
　　秋季　1,461人
　　H18年度春季　1,710人
　　秋季　1,725人
　　H19年度春季　2,033人
　　秋季　1,869人

クショップを通じ、検討する。
　・河川美化活動支援制度
　　�　平成19年（2007年）度の業務内容を引き続
き行う。

　　　37団体　3,134人
　・河川環境モニター制度
　　�　平成19年（2007年）度の業務内容を引き続
き行う。

　　H20年度　24河川　28人

○みどりの推進部
　・中の川緑地
　　�　散策路（324ｍ）と桜を中心とした植栽の整
備。なお、平成20年度で整備完了予定。

○中央区
　・クリーン鴨々川清掃運動
　　主催　鴨々川を清流にする会
　　H20年度　6月256人参加

○白石区
　�　「水辺の楽校プロジェクト」は、通常、ソフ
ト面のみの支援となり、現在、望月寒川は改
修事業を平成27～28年（2015～2016年）度の完
成に向けて行なっている。
　�　ソフトとハード双方による目線に立った河
川改修に向けて3ブロックエリアに分かれての
検討を進める。

○清田区
　・河川清掃活動の実施（H20年）
　　�厚別川河岸清掃（北野地区町内会連合会、あ
しりべつ川の会）

　　毎年実施（６月）
　　�吉田川河岸清掃（北野地区町内会連合会）
　　毎年実施（５月）
　　�三里川河岸清掃（平岡地区町内会連合会）
　　毎年実施（６月）
　・環境学習機会の提供（H20年）
　　�あしりべつ川体験塾（清田区、あしりべつ川
の会、子ども会）

　　毎年実施（８月）　小学生約40人参加
　　�ホタル観賞会（清田区、札幌清田ホタルの会）
　　毎年実施（７月）　約4,300人参加
　　�厚別川ヤマベ稚魚放流（北野地区町内会連合
会）

　　毎年実施（５月）
　・�子ども版清田区まちづくりビジョン2020（清
田区）

　　�毎年作成（４月）　区内全小学校3年生に配布
○西区
　・琴似発寒川一斉清掃
　　�平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き
行い、企業・市民・行政による事業として
実施する。

　　H20年度春季　2,090人
　　秋季　1,910人
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

自然性の高
い森林の
保全

市民参加による緑
の保全活用の推進

富丘西公園のスズラン、星置緑地のミズバショ
ウ、稲穂ひだまり公園のカタクリなど、市民参
加により草抜き、笹刈りなどを行い、保全の取
組みを実施。

引き続き、市民参加による緑の保全活用を進め
ていく。

12

自然環境について
の基礎調査

○�白旗山において野生生物の生息実態や地域生
態系の特性等、自然環境に関する基礎調査
（H15完了）、その他の都市環境林においても
市民活動団体による動植物などに関する自主
的な調査を継続的に実施した。

○�平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行
う。

12

身近な自然
の保全と活
用

市民の森制度など
の改正や導入

○�良好な森林整備を奨励する「市民の森」を平
成19年（2007年）度末で6箇所、約422haを指定。

○�引き続き、市民の森指定地の所有者から山林
を借上げ、一般開放。

12

緊急度・重要度の
高い森林の公有化

現状のままの樹林地保全を図るため、引き続き、
計画的に公有化するとともに、市民ボランティ
ア、NPOなど森林環境保全を積極的に推進する
ため、森林保全活動団体への支援を進めている。
※特別緑地保全地区：約1.3ha取得
　都市環境林　　　：約3.7ha取得

緊急度・重要度の高い森林を公有化する。
※特別緑地保全地区：約1.1ha取得
　都市環境林　　　：約4.4ha取得

12

魅力あるイベント
の展開

さっぽろふるさとの森づくり植樹祭、自然観察
会など各種イベントを開催。

山口緑地にて市民参加でさっぽろふるさとの森
づくり植樹祭を行う。

12

市民による手づく
りイベントへの積
極的支援

市民団体が実施する各種イベントにおける物品
の貸出し、施設の開放等を行っている。また、
これらのイベント情報をみどりの推進部ホーム
ページ上に掲載。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

都市環境林の開放 白旗山都市環境林において、散策路や休憩施設
等の整備により札幌ふれあいの森、自然観察の
森として開放し、自然観察会や体験会、木工教
室等の開催により広く市民に森林の役割や機能
を学ぶ場や機会を提供。また、他の都市環境林
においては、登録団体によりボランティア活動
が展開されている。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

環境保全アドバイ
ザー・環境教育
リーダー制度の活
用

環境に関する学習会などを開催する団体に対し、
環境保全アドバイザー制度や環境教育リーダー
制度により専門家や講師を派遣している。
※平成19年（2007年）度実績
　・�環境保全アドバイザー制度：38団体（参加者
2,604名）

　・�環境教育リーダー制度：24団体（参加者1,523
名）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

緑に関する行政情
報の積極的な提供

○�市内の約2600箇所の公園緑地について、地図、
遊具情報などを検索できる「公園検索システ
ム」をインターネット上で公開・運営。
○�公園のパンフレット、自然歩道等のマップ、
公園紹介DVDなどの緑の情報を提供する「み
どりのライブラリー」を札幌エルプラザに設
置するとともに、ホームページ上で資料の情
報を提供。

○�平成19年（2007年）度中に供用開始した公園や
再整備した公園などの情報を追加し、公園検
索システムの充実を図る。
○�新たな公園のパンフレットを、随時追加。

12

ホームページの充
実

随時みどりのページの各種情報の更新を行って
いる。

各種情報の更新を行う。 12

公園利用を促進す
るガイドブックの
作成配布

大通公園・モエレ沼公園など公園に関するパン
フレットや、白旗山都市環境林・市民の森・自
然歩道の利用ガイド、パークゴルフ場マップな
どの公園緑地の利用を促進する各種パンフレッ
トを作成配布した。

既存の各種パンフレットを配布する。 12

親子で参加できる
自然観察会等の開
催

あいの里公園では、指定管理者の自主事業とし
て多数の親子が参加して、「ネイチャーフレンド
あいの里公園」（自然教育学級）を実施。そのほか
の公園、都市環境林、市民の森などで自然観察
会や、各種体験会などを実施。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

その他 都市緑化基金や森
林保全基金の充実
と普及PR及び運
用

平成19年（2007年）度末現在、都市緑化基金は約4
億6千万円、森林保全基金は約10億円に達してい
る。これにより生じる果実（利息）は記念樹プレ
ゼントや「市民の森」の森林整備促進のための
奨励金として活用。都市緑化基金の内容につい
てはホームページで紹介している。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

〈重点施策２. ５　豊かな自然環境に包まれた都市の実現〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

その他 市民・事業者・来
訪者が寄付しやす
い環境づくり

都市緑化基金の募金箱を各区役所や大通、前田
森林、モエレ沼公園等に設置。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

市民モニター制度 ホームページ上で緑の基本計画の進捗状況を公
開し、市民から意見を募集。

ホームページ上で公開している緑の基本計画の
進捗状況を更新し、市民から意見を募集。

12

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

緑の保全と
創出

風致地区制度の充
実化と風致保全方
針の策定

風致地区制度の適正な運用を図った。 風致地区制度の適正な運用を図る。 12

風致地区の指定区
域の段階的な拡大

風致地区拡大の検討を進めている。 風致地区の核となる樹林地の調査を実施する。 12

防風林等の保全を
図る保存並木制度
を導入

「札幌市緑の保全と創出に関する条例」において、
樹木又は並木であって、由緒由来のあるもの、
学術的価値の高いもの又は美観風致を維持する
ために必要なものを「保存樹木等」として指定
する旨の整備を実施。
※条例に基づく保存樹等指定
　・指定箇所　：15箇所
　・本数・面積：16本・87,740㎡

必要に応じて、「保存樹木等」を指定していく。 12

市街地に点在する
重要な緑の保全

特別緑地保全地区の維持管理を行うとともに、
新たな指定を行う。
※指定区域拡張
　・上野幌特別緑地保全地区：約0.6ha
�（※特別緑地保全地区：都市緑地法に基づき指
定される地域地区で、土地利用に関して一定の
制限がかかることから、緑の保全が担保される。）

特別緑地保全地区の維持管理を行うとともに、
新たな指定について検討する。

12

公共施設の重点的
な緑化

学校などの公共施設での緑化を推進する。
小学校・高等学校等　緑化11カ所

学校等の公共施設　緑化10カ所。 12

都市と自然との共
生をめざした公園
整備

東部緑地は「環状グリーンベルト構想」におけ
る野幌緑地ゾーンと西岡緑地ゾーンを連結する
緑地帯として、自然の保全を図りながら整備を
進めており、平成19年度末までに北部の31.6ha
の造成が完了した。
宮の森4条緑地は、住民説明会により、現状の森
林を残し、散策路等最小限の整備にとどめ、平
成19年に完成した。

東雁来公園は公園予定地内の残された樹林地を
保全しつつ、周辺住民のレクリエーションの場
として整備する予定で、平成20年度から整備を
進め、平成23年度の完成を目指す。

12

既設公園の整備 平成5年（1993年）度から、概ね20年以上を経過し
老朽化した公園を対象に、「個性あふれる公園整
備事業（再整備事業）」をスタートさせ、地域住
民の意見を広く取り入れた地域に密着した公園
の整備を行っており、平成19年（2007年）は9箇所
で実施。

個性あふれる公園整備：9箇所
（十軒あおぞら公園、北光緑地、厚別ぽぷら公園、
高台公園、平岡三角公園、ときわ南公園、福井
わかば公園、山の手そよ風公園、星置新星公園）

12

公園づくりは計画
段階から市民参加
で

新規造成公園や再整備を実施する公園について
は、アンケートの実施やワークショップの開催
等、市民参加により住民の要望や意見を積極的
に取り入れ、誰もが使いやすい公園づくりを実
施。

「福祉と多世代のふれあい公園事業」では、白石
東公園など6公園において子育て支援施設や障が
い者施設など地域と連携して、ワークショップ
を実施。

12

市民参加型の公園
管理の推進

町内会等の団体への街区公園等管理業務委託の
他、登録して計画的にボランティア活動を行っ
てもらう「札幌市公園ボランティア登録制度」
を実施しており、平成19年（2007年）度末までに
26団体5個人が登録。

引き続き、「札幌市公園ボランティア登録制度」
を実施し、状況に応じた側面的な支援を行う。

12

緑のリサイクルの
推進

市民への提供に向け、市民との協働により公園
樹木落葉等の腐葉土化や、剪定枝等の有効活用
を進める。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

緑の保護育成 市街地の再編に合せて緑化を推進し、札幌のイ
メージを高める緑豊かな景観を形成するため、
平成17年（2005年）に「緑を感じる都心の街並み
形成計画」を策定し、駅前通、創成川通の整備
にあたり、緑の保護育成に努めた。

引き続き、駅前通、創成川通の整備にあたり、
緑の保護育成に努める。

12

都心プロジェクト
における緑化計画
の推進

創成アンダーパス事業に伴って創出される上部
の河川及び緑地空間の整備手法について、デザ
イン検討委員会などにより検討した。

引き続き、河川及び緑地空間の整備手法につい
て、デザイン検討委員会などにより検討すると
ともに、基本設計、実施設計を行う。

12

〈重点施策２. ６　うるおいと安らぎのある都市の実現〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

緑の保全と
創出

環状グリーンベル
ト構想の推進（山
地丘陵系）

都市環境緑地事業と一体となって、都市近郊林
の保全、採石場跡地の緑化を促進し、都市景観
の向上のため、環状グリーンベルト構想に基づ
く拠点公園の一つである五天山公園を造成。

引き続き、五天山公園を造成する。 12

環状グリーンベル
ト構想の推進（平
地系）

水郷景観を活かし、河畔林の復元など豊かな自
然環境を目指す茨戸川緑地を造成。

引き続き、茨戸川緑地を造成する。 12

美しくうる
おいのある
都市景観の
創出

都市景観事業 ・「札幌市景観計画」策定
・「札幌市都市景観条例」全部改正
・第13回札幌市都市景観賞の実施
・都市景観賞パネル展の実施
・�歴史的建造物を生かした景観ガイドライン策
定調査の実施

・「札幌市景観計画」の運用
・「札幌市都市景観条例」の運用
・都市景観パネル展の実施

7

街中や郊外の住宅
地を流れる河川

水と緑のネットワークを形成する緑地空間とし
て、中の川緑地及び野津幌川緑地の拡張延伸整
備を実施。

引き続き、中の川緑地の拡張整備を実施。 12

都心部や都心周辺
を流れる河川

創成川アンダーパス連続化事業に伴って創出さ
れる地上部の創成川公園について、専門家から
なるデザイン検討委員会により整備内容の検討
を行った。

引き続き、河川及び緑地空間の整備についてデ
ザイン検討委員会などにより検討するとともに、
基本設計、実施設計を行う。

12

その他 新たな緑の名所づ
くり

・�観光拠点のひとつである旭山記念公園を、ユ
ニバーサルデザインの観点から再整備する。
（H15～20年度）
・�平岡公園において、「梅林ライトアップ事業」
を実施し、新たな魅力づくりを行った。
・�清田区誕生10周年記念として区のみどりのシ
ンボルなどを選定した。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

特色ある樹種や道
路緑化の導入

交差点などでフラワーコンテナ（大型プラン
ター）の設置を行っている。

交差点などに、フラワーコンテナやコンテナ樹
木を設置する。

12

植栽環境の向上整
備

樹木の生育に応じ、支柱の強化を実施するとと
もに、植樹桝の拡大が可能な箇所では併せて植
樹桝の拡大を実施。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

街路樹のボリュー
ムアップ

公園や河川等、周囲に影響のない場所の街路樹
については、できる限り剪定を控えて、緑のボ
リュームアップを図った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

街を彩るフラワー
ロードづくり

緑地帯整備事業として二十四軒手稲通や羊が丘
通においてラベンダーなどの宿根草による中央
分離帯の緑化に取り組んだ。

緑地帯整備事業として羊が丘通や北1条線交通島
において宿根草による中央分離帯の緑化に取り
組んだ。

12

新たな公園緑地の
確保と整備

・�上野幌特別緑地保全地区を取得。（※約0.9ha）
・�拠点公園の整備を実施する。（※旭山記念公園、
山口緑地、茨戸川緑地など）

・�上野幌特別緑地保全地区の一部を取得
・引き続き公園整備を実施

12

都市基幹公園 総合公園、運動公園は、概ね各区にそれぞれ一ヶ
所配置する方針に基づき、五天山公園を造成。

・�五天山公園については、引き続き造成を行う。
・�厚別区に配置する総合公園の事業手法・スケ
ジュールなどを検討する。

12

住区基幹公園 街区公園などは、未充足区域の解消を図るよう
に、適切な配置を進めた。
・街区公園
　※造成：新規10箇所、拡張１箇所
・地区公園
　�※造成：２箇所（明日風公園、東雁来公園）

・街区公園
　※造成：新規9箇所、拡張3箇所
・近隣公園
　※造成：1箇所（南あいの里公園）
・地区公園
　※造成：�２箇所（明日風公園、東雁来公園）

12

その他の公園や公
共施設緑地

グリーンベルト構想や緑のネットワーク、防災、
自然環境保全等の観点で効果的に配置した。
・特殊公園
　※再整備：１箇所（旭山記念公園）
・都市緑地
　�※造成：６箇所（山口緑地、茨戸川緑地、丘珠
空港緑地、宮の森４条緑地、野津幌川緑地、
中の川緑地）

・特殊公園
　※造成：1箇所（創成川公園）
　※再整備：１箇所（旭山記念公園）
・都市緑地
　�※造成：5箇所（山口緑地、茨戸川緑地、丘珠
空港緑地、豊平川緑地、中の川緑地）

12

その他 訪れる人すべてに
やさしい公園づく
り

平成12年（2000年）度から福祉のまちづくり公園
整備事業を実施し、福祉のまちづくり条例に基
づき、高齢者や障がい者など誰もが楽しめる公
園の整備を進め、高齢者・身障者対応トイレの
設置、園路の段差解消、ベンチなどの休憩施設
等の整備を実施。
平成19年（2007年）度は当事業により高齢者・身
障者対応トイレ19箇所、身障者対応型水飲み台7
基の設置等を実施。

・�車イス対応トイレ設置：17箇所（茨戸南ふれあ
い公園など）
・園路段差解消など:�37箇所（七条公園ほか）

12
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

大気汚染対
策の推進

大気汚染の常時監
視（環境監視体制
整備事業）

大気汚染の状況を把担するため、市内15地点で
大気汚染物質の常時監視を実施。

市内16地点で大気汚染物質の常時監視を実施す
る。

11

事業所への立入調
査、指導

大気汚染防止法に基づくボイラー等の設置事業
所への立入検査を93施設実施。

大気汚染防止法に基づくボイラー等の設置事業
所への立入検査を実施する。

11

降下ばいじん量調
査

大気汚染物質である降下ばいじんについて市内3
測定局で年12回の調査を実施。

市内3測定局で年12回の調査を行う。 11

アスベスト調査 アスベスト取扱事業所及び市内６地点で大気中
のアスベスト濃度を調査。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

交通公害防止対策 国土交通省等の自動車排出ガス・排気騒音街頭
指導にて、排出ガスのクリーン化、走行騒音の
低減を図った（３回）。

平成19年（2007年）度事業を継続実施
なお、街頭指導は２回実施予定。

11

環境行動計画（EST）モデル事業　【再掲】 3

エコドライブの推進　【再掲】 11

低公害車の普及啓発　【再掲】 11

土壌汚染・
地下水汚染
対策の推進

有害物質対策（有
害物質取扱事業場
に対する監視・指
導）

有害物質を取扱う事業者に対し，事業場の設置
から廃止に至るまでの各種届出を義務付け，有
害物質の土壌汚染を未然防止に努めている。
・構造及び管理の基準、廃止基準の遵守
・�施設の破損など事故発生時における応急措置
の実施の義務

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

地下水の水質監視
の充実

○�水質汚濁防止法の水質測定調査計画に基づく
概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び定期モ
ニタリング調査の実施
　�　水質測定計画に基づく地下水の常時監視と
して、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び
定期モニタリング調査を行っている。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）度の調査結果を含め10区37地域と
なっている。
　�以下、平成19年（2007年）度の結果である。
　地下水質調査井戸数　112井戸
　環境基準超過　　　　�42井戸
○ダイオキシン類の水質調査の実施
　�　大気、河川の水質及びその底質の測定とと
もに、土壌及び地下水について測定を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

地下水使用者に対
する指導

○地下水調査結果
　・環境基準に適合
　　�　飲用・非飲用の有無を問わず、所有者に
対し結果を通知し、地下水質は変動する可
能性もあることから飲用の際には注意が必
要である旨を啓発。

　・環境基準を超過
　　�　飲用・非飲用の有無を問わず、文書で飲
用等に地下水を使用しないよう指導。また、
飲用及び食品製造用の用途で井戸を使用し
ている者に対しては、別途保健所より指導
を行っている。

○汚染地域についての情報提供
　�　環境白書及びインターネットにて汚染地域
を連合町内会単位で示し、地下水を利用する
場合の健康被害防止に努めている。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

騒音・振動・
悪臭対策の
推進

悪臭防止対策 過去に悪臭苦情のあった事業場について定期的
に臭気測定を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

一般環境騒音調査
（騒音・振動防止
対策）

市内10地点において24時間の騒音測定を行った。 平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

化学物質に
よる環境汚
染対策の推
進

ダイオキシン類対
策

大気13地点、土壌₃地点、河川の水質及びその
底質₃地点、地下水１地点について測定を行う
とともに、特定施設の立入指導及び行政調査（₃
施設）を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容の見直しを行っ
た。（大気10地点、土壌₆地点、河川の水質・底
質各₃地点、地下水₁地点）。特定施設の立入指
導及び行政検査を行う。

11

有害大気汚染物質
対策

市内₄地点のうち、₃地点において有害大気汚
染物質19物質、₁地点において16物質（それぞれ
ダイオキシン類は別途実施）の調査を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引続き行う。
（市内₄地点について年12回の測定を実施する。）

11

〈重点施策２. ７　健康で安心して生活できる都市の推進〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

化学物質に
よる環境汚
染対策の推
進

化学物質適正管理
推進事業

・�「PRTR法」に基づく届出の受理、集計、公表（平
成17年（2005年）度届出分）を行った。
・�「札幌市生活環境の確保に関する条例」の化学
物質の適正な管理の規定に基づく特定化学物
質の排出量等の報告等に関する受理、集計を
行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
また市民、事業者等を対象に「化学物質セミナー」
を開催し、リスクコミュニケーションの推進を
図る。

11

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

環境教育・
学習プログ
ラムの充実

豊平川さけ科学館
管理運営事業

河川（野外の自然）やサケ（野生生物）と市民との
橋渡しの役割を果たすため、各種の体験行事・
実習を実施。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

下水道科学館管理
運営事業

下水道の仕組みや、下水道が水環境の保全に果
たす役割などについて、市民が楽しみながら理
解できる、地球環境をメインテーマとした展示
を行っている。

小中学校の夏休みや冬休み期間中の集客イベン
トの開催回数を増やすとともに、水再生プラザ
見学会等を行うなど、事業を拡充する。

16

総合的環境教育・
学習事業

・�学校の「総合的な学習の時間」に対応した小
学生用総合的環境副教材の改訂
・「札幌市環境教育プログラム」の策定

環境副教材及びプログラムの活用状況の把握と、
より使いやすくするための改訂について検討を
行う。

11

こどもエコクラブ 自主的な環境学習や環境保全活動を行う小中学
生のクラブに対し、体験学習会及び活動発表会
を行うなどの支援活動を実施（19クラブ、937名
登録）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

円山動物園教育普
及事業

・�情報誌の配布、PRビデオ・教材の貸し出し、
来園児童・生徒への環境教育の継続実施。
・�小動物とのふれあい体験の実施日数の充実。
・�動物病院での疑似体験を通じて生命の尊さや
希少動物の保護、動物園の役割を学ぶ教育プ
ログラムの実施。
・�昆虫を学ぶ特別展びっくりサイセンス「円山
昆虫研究所」の開催（主催：民間事業者、後援：
円山動物園）

・�情報誌の配布、PRビデオ・教材の貸し出し、
来園児童・生徒への環境教育の継続実施。
・�小動物とのふれあい体験の実施日数の充実。
・�動物病院での疑似体験を通じて生命の尊さや
希少動物の保護、動物園の役割を学ぶ教育プ
ログラムの実施。

13

札幌市水道記念館
管理運営事業

平成9年（1997年）度より休館していたが、再整備
を行い、平成19年（2007年）5月にリニューアル
オープンした。参加・体験をしながら、水道の
仕組み、水道を通して自然環境や水資源の大切
さを学ぶことができる場として、「水道展」など
各種イベントや展示を行っている。

イベントの開催回数を増やすとともに、団体見
学の周知活動を行うことにより、来館者数の増
加に向けて事業を拡充する。

23

さっぽろ市民カ
レッジ

さっぽろ市民カレッジの文化・教養系「環境コー
ス」において自然に対する理解を深める２講座
を実施。

さっぽろ市民カレッジの文化・教養系「環境コー
ス」において自然に対する理解を深める２講座
を実施。

38

元気なまちづくり
支援事業（自然と
のふれあい事業）

区内を流れる月寒川に子供たちが接し、川の観
察や生態系を学習する機会をとおして、子供た
ちに限らず地域住民が地域の自然や環境を見直
すきっかけづくりを行った（平成19年（2007年）７
月実施300名参加）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 29

元気なまちづくり
支援事業（子ども
まちづくり事業）

環境問題をはじめとした、まちづくりを考える
きっかけづくりとして、冊子「子ども版清田区
まちづくりビジョン2020」を区内新小学３年生
等に配布（配布部数3,000部）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 33

高齢者教室（南区
緑苑大学）

高齢者教室の講座の中で「園芸」、「自然ウォッ
チング」「家庭でもできるリサイクル」を取り入
れ、環境に関する意識の向上を図った（参加者：
園芸48名、自然ウォッチング48名、家庭ででき
るリサイクル46名）。

高齢者教室の講座の中で「園芸」、「自然ウォッ
チング」「家庭でもできるリサイクル」を取り入
れ、環境に関する意識の向上を図る（参加者：自
然ウォッチング48名､園芸49名、家庭でできるリ
サイクル50名）。

34

元気なまちづくり
支援事業（琴似発
寒川への稚魚放流
事業）

子どもたちの自然愛護精神の啓発を目的として、
琴似発寒川及び左股川の5会場で、やまめの稚魚
35,000匹を放流。
平成19年（2007年）度　1,000人

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行い、
やまめの稚魚35,000匹を放流する。
平成20年（2008年）度　1,400人

36

こども西区民会議
ネットワーク支援

次世代実践者の育成を支援するため、こども西
区民会議ネットワーク支援事業を展開した。
事業内容は、環境活動への新規参加及び継続的
取組の手引となるための環境活動手引き絵本を、
公募からなる「こども編集局」の編集を経て製
作した。
その他、水生生物観察会を実施したほか、「こど
も環境活動発表会」では、地域・学校・企業に
おける子どもの環境活動について発表された。

地球に優しいまちづくりを進める西区民会議「こ
ども・自然環境部会」が中心となり、これまで
実践してきた下記の主な環境活動を行うほか、
環境活動手引き絵本「さんかくやまベェが行く。」
を活用した事業を検討・実施する。
・�エコキッズ・プログラム（マイ箸作り、羽釜ご
はん炊き等）
・西区子ども体験学校
・こども環境活動発表会

36

〈重点施策３. １　環境教育・学習活動の推進〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

環境教育・
学習プログ
ラムの充実

環境学習における
講師派遣

環境学習における講師派遣を実施。
・環境保全アドバイザー
・環境教育リーター
・環境保全に関する出前講座　等

引き続き環境学習における講師派遣を実施して
いく。

11

環境教育関連施設
の連携

環境関連施設を巡るツアーの実施の検討。 企業との連携による、環境教育関連施設を巡る
バスツアーの実施。

11

市民の環境学習の
支援

環境プラザのホームページ等で環境に関する講
習会などの情報を発信するほか、講座の開催、
環境相談員の設置等を行い、広く市民の環境学
習を支援する。

引き続き環境プラザにおける市民の環境学習を
支援していく。

11

環境校外学習用バ
スの貸し出し

小学校向けに環境教育校外学習用バスの貸し出
しを行う。

引き続き小学校向けに環境教育校外学習用バス
の貸し出しを行う。

11

環境学習を支援す
る教材の貸出、配
布

環境学習を支援する教材の貸出、配布を行って
いる。
・環境プラザにおける教材の貸出
・�環境教育へのクリック募金による教材の提供
・環境副教材の配布
・�札幌市環境教育プログラムの策定と公開

引き続き環境学習を支援する教材の貸出、配布
を行う。

11

社員への環境教育
の推奨

事業所への環境配慮活動等の啓発・普及の一環
として、社員への環境教育を推奨している。

引き続き事業者へ環境教育の重要性を周知して
いく。

11

エコドライブ講習
会の実施

市民向けにエコドライブ運転講習会（１回）を実
施したほか、事業者向けにエコドライブ研修会
（１回）等を実施している。

引き続き事業者向けにエコドライブに関する講
習会を実施していく。

11

人材の育成
と連携

環境保全アドバイ
ザー制度

市民の自主的な環境学習を支援するため、市が委
嘱した専門家を講演会や自然観察会などに派遣。
（派遣回数38回、利用者数2,604人）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

環境教育リーダー
制度

学校における環境教育や市民の学習会を支援す
るため、市が委嘱した環境教育リーダーを要請
に応じて派遣。
（派遣回数24回、利用者数1,523人）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

環境教育リーダー
のための研修会

環境教育リーダーのための意見交換会を実施。 引き続き、現状の活動報告と今後の制度のあり
方について意見交換を行う予定。

11

教職員等への環境
教育研修事業

環境プラザにおいて、教職員等への環境教育に
関する研修事業を実施した。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

環境情報の
提供と共有
化の推進

ホームページの充実　【再掲】 10

さまざまな方法による情報発信　【再掲】 10

環境報告書（環境
会計）の作成・公
表

水道局の環境保全への取り組みやその費用と効
果を示す「環境会計」を紹介した「環境報告書」
を作成し公表。
また、水道事業ガイドラインの指標（環境に関す
る部分）を掲載することにより、本市水道事業の
環境保全活動について客観的な評価ができる情
報を開示。

引き続き「環境報告書」を作成・公表する。 23

環境に関する報告
書の作成・公表

下水道事業の環境保全への取り組みやその費用
と効果を示す「環境会計」を紹介した「環境報
告書」をホームページで公表。

引き続き、ホームページにて「環境報告書」のデー
タを更新する。

16

環境に関する情報
の提供

環境局及び環境プラザのホームページや環境白
書にて市内の環境に関する情報を提供。また、
環境保全のページに子ども向けのポータルサイ
トを設け、環境学習の取組みを支援。

引き続き、ホームページ等での情報提供を進め
ていく。

11

市民の環境学習の支援　【再掲】 11

環境教育関連施設の連携　【再掲】 11

環境教育プログラ
ムの作成

「環境教育基本方針」に基づき、環境教育を進める
ための手引きとして環境教育プログラムを策定。

環境教育プログラムの周知と活用実績の集約を
行い、改善へ向けて検討。

11

環境教育・
学習活動推
進のための
基盤整備

環境学習設備のモ
デル整備

学校に対する環境学習設備のモデル整備として、
学校ビオトープの整備を行っていたが、平成19
年（2007年）度の応募は無かった。

平成19年（2007年度）度の応募実績がなかったこ
とから、学校ビオトープの整備支援事業は、平
成20年（2008年）度に廃止し、ビオトープを導入
した学校が利用実績を報告し、ビオトープ整備
校間での情報交換ができる機会の設定を検討。

11

市民の環境学習の支援　【再掲】 11

環境教育プログラムの作成　【再掲】 11
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

市民の環境
保全・創造
活動の促進

環境広場さっぽろ
の開催

市民・企業の環境保全活動を支援し、環境活動
に関わる取り組みや行動、商品・技術などを紹
介するため、環境広場さっぽろ2007を実行委員
会方式で開催（来場者数27,064人）。

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」を実行委員会
方式で開催する。

11

リサイクル推進基
金の造成

市民の協力により分別排出されたアルミ缶など
の売却益の一部を原資として、平成10年（1998年）
度にリサイクル推進基金を設置し、積み立てて
いる。また、当該基金の運用益を活用し、さっ
ぽろスリムネットの活動を支援している。

収集したアルミ缶などの売却益の一部を積み立
てる。また、当該基金の運用益を活用し、さっ
ぽろスリムネットの活動を支援する。

10

新「ごみ減量化・資源化行動指針」の推進　【再掲】 10

ごみ減量・リサイクルに関するイベントの支援　【再掲】 10

集団資源回収の充実　【再掲】 10

「ごみ減量活動ネットワーク」への支援　【再掲】 10

イベントにおけるごみ減量・リサイクルの推進　【再掲】 10

集団資源回収の促進　【再掲】 10

ミュンヘン・ク
リスマス市�in�
Sapporo�における
リターナブル容器
の導入

姉妹都市ミュンヘンの環境保護の取り組みにな
らい、大通公園２丁目のミュンヘン・クリスマ
ス市会場で、洗浄して何度も使えるリターナブ
ル容器を平成17年（2005年）から導入している。
食器の返却や洗浄を来場者に体験してもらうこ
とで、環境保護意識の喚起につなげた。
・実施期間：平成19年（2007年）11月～12月（25日間）
・洗浄ボランティア参加人数：157名
・洗浄食器数：延べ77,309個

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 1

都市緑化基金造成
費補助

都市緑化の普及・啓発を目的として設置された
同基金の造成のための助成を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 12

さっぽろ消費者ま
つり

「くらしの知恵ぶくろうがいっぱい～『衣・食・
住・悪質商法』のワンポイント～」をテーマに、
安全で快適な消費生活をおくるための生活の知
恵（ふくろうの知恵）を提供した。

平成19年（2007年）で終了 6

まちづくり活動支
援事業

パートナーシップによる街並み景観の形成を推
進するため、地域住民による自主的な活動に対
し経費的支援を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 7

市民との協働によ
り進める川づくり

市民との協働により進める川づくりを進めるた
め下記の事業を実施。
①河川愛護活動の活性化
　・河川環境モニター制度の実施
　・篠路川クリーンアップ作戦
　・河川美化活動支援制度
②市民意識の啓発
　・総合治水フェア、砂防フェア

市民との協働により進める川づくりを進めるた
め下記の事業を進める。
①河川愛護活動の活性化
　・河川環境モニター制度の実施
　・篠路川クリーンアップ作戦
　・河川美化活動支援制度
②市民意識の啓発
　・総合治水フェア

19

「ごみのきまり」
啓発事業※

区内の単位町内会の中から「町内美化実践地区」
を指定し、清掃事務所との連携により、ごみ出
しルールに関する地域の主体的な啓発活動を側
面から支援。
町内美化実践地区：西第７・８・10町内会

平成19年（2007年）度で事業終了。 25

協働による地域の
環境美化事業※

中央区道路アダプト制度に基づき、活動団体が
継続的に行う違反広告物の除去、落書きの消去、
ごみ清掃、自転車の整理整頓、植樹枡の飾花等
の活動に対して、清掃用具等の支給や傷害保険
への加入等の支援を行った。
平成19年（2007年）度までの覚書締結団体：16団体
（札幌中心部商店街活性化協議会、札幌駅前通振
興会、東邦リライアンス株式会社裏参道コミッ
クスターズ、NPO法人日本ガーディアン・エン
ジェルス札幌支部、札幌国際観光株式会社札幌
ロイヤルホテル、西連合町内会、曙地区連合町
内会、NPO法人あずまし家小規模作業所まる商
なはは、宮の森大倉山連合町内会、北海道クリー
ン推進協議会、幌西地区連合町内会、山鼻未来・
ネットワーク協議会、パタゴニア札幌、北海道
電力㈱札幌支店、セキュリティ・オブザーバー・
さっぽろ、スミセキ・コンテック㈱�スミセキ・
ジオテクノ㈱）

平成19年（2007年）度に引き続き、協働による地
域の環境美化活動に関する覚書を15活動団体（解
除1団体）と更新し、事業を実施する。
なお、平成20年（2008年）度は、これまでに3団体
と覚書を締結し、これにより18団体との覚書締
結となった。

25

〈重点施策３. ２　市民・企業・活動団体等の環境保全・創造活動の推進〉

※元気なまちづくり支援事業
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

市民の環境
保全・創造
活動の促進

種から育てる花苗
づくり・支援事業

　種から花苗を育てる団体に育苗資材（種・土・
プラグトレイ等）を提供し、公園、植樹桝、地域
の花壇などに植えてもらうことで、住民主体の
緑化活動を支援した。また、遊休市有地を地域
花壇として活用する希望があり、所管部と調整
のうえ地域に貸し出し、コミュニティガーデン
づくりを促進した。

　種から花苗を育てる団体に育苗資材（種・土・
プラグトレイ等）を提供し、公園、植樹桝、地域
の花壇などに植えてもらうことで、住民主体の
緑化活動を支援する。また、遊休市有地を地域
花壇として活用希望があれば、所管部と調整の
うえ地域に貸し出し、コミュニティガーデンづ
くりを促進する。

26

世代間交流フラ
ワーネット事業　

北区の中心核である北24条周辺で、小学生から
高齢者までの各世代が協力しながら植樹帯・桝
に花苗をうえ、緑の回廊を繋げる活動を行った。

北区の中心核である北24条周辺で、小学生から
高齢者までの各世代が協力しながら植樹帯・桝
に花苗をうえ、緑の回廊を繋げる活動を行った。

26

鉄東地区ファイ
ターズ通りフラ
ワーロード事業※

地域美化と併せて、地域に由来する亜麻（アマ）
を通じて、地域の歴史を次世代に引継ぎ、かつ
て界隈性をもっていた人情味ある地域を再生す
る。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 28

環境クリーン
ウォーキング※

地域が自主的に実施するウォーキング活動との
連携を図り、ゴミ拾いを行った。
クリーンウォーキング実践地区：北光地区

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
クリーンウォーキング実践地区：北光地区、丘
珠地区

28

東区キャンドルナ
イト※

地球環境保全を訴えるなど、環境に関する知識
の普及と問題意識を啓発する、キャンドルナイ
ト事業を児童会館と共催で実施。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
また、地域で行うコンサートも同時に開催する。
（6月開催）

28

ポイ捨て防止運�
動※

きれいな住みよいまちづくりを実現するために、
町内会等の各種団体に「ポイ捨て防止運動実践
モデル地区」への登録により、住民一人一人の
自覚を喚起し、ポイ捨て防止に関する啓発普及
運動を展開。
・�登録団体43（町内会35、老人クラブ7、商店街１）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
・�登録団体54（町内会35、老人クラブ6、商店街1）
・�「のぼりセット」のイベント貸し出し事業実施
及び登録団体へのごみ袋・啓発用ポスターの
配布（ポイ捨て防止の啓発）

29

夢市場あつべつの
開催※

リサイクル意識を高めるため、フリーマーケッ
トによるリサイクル品の販売、障がい者授産施
設の作品即売、清掃事務所による啓発コーナー
設置などを行った（月1回、計7回開催）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う
（計7回開催予定）。

30

花と緑のふれあい
事業※

区民の緑化に対する意識を高め、花と緑のまち
づくりを進めるため、「ガーデニング見学･体験
バスツアー」や「我が家のガーデニング自慢コ
ンテスト」などを実施。

「みんなのガーデニングコンテスト」の開催や苗
木の配布を通じて、区民の緑化に対する意識を
高め、花と緑のまちづくりを進める。

30

環境保全支援・啓
発事業※

地域におけるごみ収集活動の活性化を図るため、
「クリーンアップ倶楽部あつべつ」に対する用具
などの支援を行う。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 30

とよひらHANA-
LAND事業※

植花事業
地域ごとに指定したシンボルロードの植花ます
や学校などで、住民や子どもたちが植花や維持
管理を行うことに対して花苗の提供などの支援
を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 32

環境保全活動推進
事業※

「清田区ごみゼロキャンペーン」（５月～６月）を
開催し、５月30日「ごみゼロの日」には区役所
周辺の清掃を行うとともに、多くの区民にポイ
捨て防止を呼びかけるため、チラシ、ステッカー
を町内会や学校などに配布。
また清田区クリーンさっぽろ衛生推進協議会と
共催で「夏休み子どもごみサミット（施設見学
会）」を開催。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 33

厚別川の魅力アッ
プ事業※

清田区最大の河川である厚別川において、子ど
もを対象にした、環境学習・環境美化を目的と
したイベント「あしりべつ川体験塾」を開催（８
月開催）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
（８月開催）

33

環境美化事業※ 区内の小中学校等の公共施設や道路花壇に植花
を行うため町内会等に花苗を配布するなど地域
の美化活動を支援。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 33

ホタル観賞事業※ 総合庁舎周辺の樹林地において、ホタル成育に
適した環境を整備し、観賞会を実施した（開催７
月、来場者数2,000名）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
（7月開催）

33

白旗山から未来に
つなぐまちづく�
り※

区民に自然に対する感性と緑豊かな清田区と白
旗山への愛着を育むため、白旗山で観測できる
野鳥などの自然について調査・記録するととも
に、「白旗山自然探検隊」（ふれあいの森）などの
見学会を開催。（6月、8月）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
（6月、8月）

33

※元気なまちづくり支援事業
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

市民の環境
保全・創造
活動の促進

国蝶オオムラサキ
保護育成事業※

国蝶オオムラサキの保護及び育成を目的に、豊
滝小・簾舞小だけでなく、希望する地域住民等
も参加して、オオムラサキの幼虫の餌となるエ
ゾエノキを植樹したほか、地元の祭りで観察会
を開催するなど啓発活動を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 34

緑豊かなまちづく
り推進事業※

地下鉄真駒内駅、区役所、エドウィン・ダン記
念館周辺地域を重点地区として、町内会及び学
校などの地域との協働により、ポイ捨ての出来
ない美しいまちづくり運動に取り組み、ポイ捨
て防止の啓発運動や周辺地域の清掃活動を行う
と共に、歩道の植樹桝及びエドウィン・ダン記
念館敷地への植花を実施。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 35

緑豊かなまちづく
り推進事業※

街並みの美観風致の保全を図るため、真駒内、
澄川の両地区の違反広告物撤去推進委員会が、
地区内の電柱、公衆電話ボックス等に貼られた
違反広告物を撤去。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 35

川の美化事業※ 琴似発寒川の魅力ある河畔づくりとして、また、
自然愛護精神の啓発を目的として、琴似発寒川
及び左股川の一斉清掃を春と秋の２回実施。述
べ3,902名が参加。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行い、
企業・市民・行政による事業として実施する。
平成20年（2008年）度　春季2,090人　秋季1,910人

36

西区アダプト・プ
ログラム事業※

地域の団体等と区とが地域美化に関する協定を
結び、市民・企業・行政の協働のもと定期的・
継続的に街の美化活動に取り組む事業。
平成13年（2001年）度にモデル事業として開始し
たが、平成14年（2002年）度から本格実施に移行。
調印団体は、27団体にのぽり、美化活動には、
述べ5,620名が参加。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。
平成20年（2008年）度に入り、2団体が新たに参加
し、9月末現在で23地区29団体（約32.0㎞）が活動
中である。

36

地球に優しいまち
づくり支援事業

地球に優しいまちづくり推進事業として以下の
事業を実施した。
・�西区の環境活動の推進母体である ｢ 地球に優
しいまちづくりを進める西区民会議 ｣ 活動の
機能強化を図るため、新たに「こども・自然
環境」「エコライフ・リサイクル」「広報」に
ついて「テーマ部会」を設立した。
・�西区民会議の活動を支援するため、地下鉄琴
似駅コンコース内に「西区民会議情報スペー
ス」を設置し、西区民会議の活動PR等を行い
情報発信・共有を図った。
・�環境問題において次世代の担い手として期待
される子どもたちに対し、「水生生物観察会」
や「こども環境活動発表会」など、学校や西
区民会議が行う活動に対して、側面支援を行っ
た。
・�ペレットストーブモニター制度を運用し、森
林の豊かな北海道の地産エネルギーである木
質バイオマスの普及促進を支援した。
�　また、元気なまちづくり支援事業において、
エコライフ・コミュニティ創出支援事業とし
て以下の2事業を実施した。
・�西区エコキャラクター「さんかくやまベェ」
を主役とする環境活動の手引きとなる絵本を
作成し、区内小学校5・6年生全員配布し、情
報提供を行った。
・�市民の自主的な各種環境活動を継続的発展へ
と展開していくため、環境活動団体への助成
制度を充実させるとともに、その運用を図っ
た。

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、市民の継続的な
発展へと展開するため、地球に優しいまちづく
り支援事業として、以下の4事業を実施する。
・�西区民会議活動推進支援事業
　�　「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」を中心とする様々な
環境活動や、地域特性に応じた地区別部会の
活動を通じた裾野の拡大など、活動機能の強
化を図り、地域ぐるみのエコライフ定着への
取組を支援する。

・�こども西区民会議ネットワーク支援事業
　�　環境問題において次世代の担い手として期
待される子どもたちに対し、環境活動手引き
絵本「さんかくやまベェが行く。」を活用した
環境活動実践者の育成や普及のほか、テーマ
部会「こども・自然環境部会」を中心に次世
代実践者育成のための子ども向け環境活動プ
ログラムの実施、支援を行う。

・�地球に優しいまちづくり活動支援事業
　�　環境活動に取り組む団体へまちづくり活動
団体助成金等を通じた支援を行う。

・�新環境フロンティア事業
　�　地域・学校ぐるみで廃食油リサイクルに取
り組む「多チャンネル型廃食油回収システム
構築モデル実験」を実施するほか、カーシェ
アリングやエコマネーなど先取的な取組やシ
ステムの試験的な導入を検討するため、先取
事例調査を行う。

36

リサイクル活動支
援等※

○�生ごみリサイクルによる循環型地域形成推進
事業
　�　生ごみ堆肥化など循環型社会に向けた環境
のまちづくりを推進するため、ダンボール箱
を使った生ごみ堆肥化講習会を、生ごみ堆肥
化に取り組んでいる市民活動団体と連携して
実施したほか、生ごみ堆肥を有効に活用する
手法などの情報発信のため、ホームページを
作成した。また、市民活動団体と連携し、前
田森林公園拡張地における生ごみ堆肥を活用
した農園での農業体験や環境教育の取り組み
を支援した。

○�生ごみリサイクルによる循環型地域形成推進
事業
　�　生ごみ堆肥化などの循環型社会に向けたま
ちづくりを推進するために、以下の事業を実
施する。
　・�リサイクル活動に力を入れている関係団体
との連携をより深めながら、ダンボール箱
を使った生ごみ堆肥化講習会を実施する。

　・�市民活動団体と連携し、前田森林公園拡張
地における生ごみ堆肥を活用した農園での
農業体験や環境教育の取り組みを支援する。

37

環境情報収集発信
事業

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5,000部発行し、区役所等で配布。

引き続き、環境情報紙「えこぽろ」を発行・配
布する。

11

※元気なまちづくり支援事業
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※元気なまちづくり支援事業

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

市民の環境
保全・創造
活動の促進

イベントのエコ化
推進

環境に配慮したイベントの普及拡大を目指し、
市内で行われているイベントのエコ化を推進。
・�「イベントをエコ化するためのガイドライン」
を制定し、エコ化指針をわかりやすく説明し
たリーフレットを作成・配布。
・�「環境広場さっぽろ」において、リターナブル
容器の使用等エコイベントを試行。
・�リターナブル容器レンタル事業説明会の開催
並びにイベント関連業界への事業化の打診。
㈱北海道ジェイ・アール・エージェンシーに
て事業を開始。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

さっぽろエコ市民運動　【再掲】 11

企業の環境
保全・創造
活動の促進

環境マネジメント
システム事業

ISO14001の取組を通じて庁内の環境配慮活動を
推進するとともに、事業者等の取組を促す展開
を積極的に進める。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

環境影響評価事業 札幌市環境影響評価条例及び関係法令に基づき、
環境影響評価制度の運用を行った。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 11

環境保全行動計
画、自動車使用管
理計画の推進事業

事業活動の現場にEMS専門家を派遣してより実
践的な指導・助言を行うコンサルタント派遣事
業を実施し、事業者の取組を支援。（派遣先8件）

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う
とともに、環境保全行動計画や自動車使用管理
計画の周知につとめる。

11

ISO認証関連事業 ＩＳＯの認証取得･更新を行う市内中小企業者等
を対象とし、必要な資金の貸付（「工業振興資金」
申請０件）。

平成19年（2007年）度の事業内容を引き続き行う。 14

環境情報収集発信事業　【再掲】 11

環境保全行動推進事業　【再掲】 11

イベントエコ化推進事業　【再掲】 11

省エネラベルの普
及

省エネ家電製品の普及を図るため、家電小売業
界の協力を得ながらラベル普及の取組みを進め
た。
・�省エネラベル普及に向けたキャンペーンを実
施した。
　H16年度：�キャンペーン参加51店舗、対象品

目�冷蔵庫
　H17年度：�キャンペーン参加24店舗、対象品

目�エアコン
　H18年度：�キャンペーン参加20店舗、対象品

目�エアコン、ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ
・�パンフレット「省エネラベルよく見て帳」を
作成・配布した。

引き続き、パンフレット等を用いて省エネラベ
ルの普及啓発活動を行う。

11

さっぽろエコライフ10万人宣言　【再掲】 11

活動団体等
の環境保
全・創造活
動の促進

環境情報収集発信事業　【再掲】 11

さっぽろエコライフ10万人宣言　【再掲】 11

イベントエコ化推進事業　【再掲】 11

市民の環境学習の支援　【再掲】 11

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

環境技術を
基盤とする
地域産業の
創出

新産業育成推進事
業

天然素材を使い、環境に配慮した地域ブランド
紙石鹸の事業化に対して、補助金による支援を
実施

中小企業者と大学等及び異業種企業との連携を
後押しし、地域の産業資源を活かした産業の振
興を図るため、新産業の事業化が期待できる「環
境・エネルギー」「福祉・医療」「情報・通信」「バ
イオテクノロジー（ライフサイエンス）」の４分
野において、研究開発から販路拡大までを一貫
して支援する（財）北海道科学技術総合振興セン
ターの機能を活用しながら新製品・新技術の開
発・事業化等を促進する。

14

地中熱ヒートポン
プシステムの検
証・評価（再掲）

北海道大学と共同研究により導入した地中の熱
を暖房に利用する「地中熱ヒートポンプシステ
ム」の実証データ検証を、平成18年（2007年）度
に引き続き行った。また、２年間の実証データ
の検証結果を報告書にまとめた。

平成19年（2007年）度で終了 11、21

〈重点施策３. ３　環境保全・創造に寄与する産業や技術の振興〉
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施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

環境技術を
基盤とする
地域産業の
創出

産学官の連携 産学官の共同研究事業を実施
・�「地中熱ヒートポンプシステム」検証、評価（北
海道大学との共同研究）
・�「マイクロガスタービンを用いた分散型エネル
ギーシステムの実証実験」（産業技術総合研究
所他との共同研究）
・�「界面活性剤を用いた流動抵抗低減技術の共同
研究」（産業技術総合研究所他との共同研究）
・�「下水道排熱の暖房利用実証試験」（北海道電力
㈱との共同研究）

平成19年（2007年）度に引き続き産学官の共同研
究事業を進める。
・�「地中熱ヒートポンプシステム」検証、評価は
平成19年（2007年）度で終了。

11、21

その他 有機資源循環シス
テム調査研究の実
施

剪定枝チップ等の有機資源を活用した家畜排せ
つ物の適正処理による良質堆肥生産システムの
確立を目的として、「有機資源循環システムの調
査研究」を実施し、その成果を受け、畜産農家
と耕種農家の連携（耕畜連携）の一環として、コ
ントラクター形式による堆肥散布を実施した。
・�北区篠路地区タマネギ生産者5戸10haに300ｔ
の堆肥を散布。

コントラクター形式による堆肥散布
・�北区篠路地区タマネギ生産者5戸10haに300ｔ
の堆肥を散布予定。

15

さっぽろとれた
てっこ事業の推進

地産地消の推進、｢食｣の安全・安心確保に向け、
平成９年（1997年）度より本事業を開始。地域内
流通体制作りを行うことにより、フードマイレー
ジ削減にも寄与している。

・�消費者との信頼関係強化を目的に、平成19年
（2007年）度より認証制度をスタートさせた。札
幌産農産物を使用した加工品も含め、さっぽ
ろとれたてっこブランドの拡大を図っていく。
・�フードリサイクル事業と連携し、学校給食へ
の地場産農産物供給を増やす。

15

｢魅力ある食づく
り推進事業」一次
加工品の需要調査
の実施

平成18年（2006年）度から余剰農作物や規格外農
作物の活用を視野に入れ、タマネギをペースト
に加工し、その需要調査を実施している。

引き続き調査対象を拡大して需要調査を行う。 15

施　策 取組項目 平成19年（2007年）度に実施したこと 平成20年（2008年）度に実施予定のこと 担当部

北方圏諸都
市との連携
推進

冬の都市市長会環
境問題小委員会の
開催

第２回環境問題小委員会を平成19年（2007年）7月
に札幌市で開催し、会員都市の地球環境問題に
対する取り組みについて事例紹介を行った。第
13回世界冬の都市市長会議、冬の都市フォーラ
ム、冬の見本市を平成20年（2008年）１月にヌー
ク市で開催した。

第３回環境問題小委員会をプリンス・ジョージ
市（カナダ）にて開催し、会員都市の環境問題に
おける市民啓発事例に対する取り組みについて
情報交換等を行う。

11

近隣諸国等
との協力推
進

JICA研修員の受
け入れ

「中南米地域廃棄物処理技術および３Ｒ」コース、
「都市生活型の環境問題」コースの２コースにつ
いて、研修生の受け入れを行った。

引き続き、「中南米地域廃棄物処理技術および３
Ｒ」コース、「都市生活型の環境問題」コースの
受け入れを行う。

11

国際的な環
境保全の取
り組みへの
積極的参加

「国際環境自治体
協議会（ICLEI）」
への参加

ICLEIへ参加し、インターネット等を通じて地
球温暖化に関する情報共有を行っている。

引き続きICLEIへ参加し、地球温暖化に関する
情報共有を行う。

11

〈重点施策３. ４　地球環境保全に向けた国際的連携・協調関係の形成〉

担当部一覧
番号 担当部 番号 担当部 番号 担当部

1 総） 国際部 14 経） 産業振興部 27 北） 土木部

2 市） 企画部 15 経） 農政部 28 東） 市民部

3 市） 都心まちづくり推進室 16 建） 管理部 29 白） 市民部

4 市） 地域振興部 17 建） 雪対策室 30 厚） 市民部

5 市） 市民自治推進室 18 建） 土木部 31 厚） 土木部

6 市） 市民生活部 19 建） 下水道河川部 32 豊） 市民部

7 市） 都市計画部 20 建） 下水道施設部 33 清） 市民部

8 市） 総合交通計画部 21 都） 建築部 34 南） 市民部

9 保） 保健所 22 交） 事業管理部 35 南） 土木部

10 環） 環境事業部 23 水） 総務部 36 西） 市民部

11 環） 環境都市推進部 24 水） 給水部 37 手） 市民部

12 環） みどりの推進部 25 中） 市民部 38 教） 生涯学習部

13 環） 円山動物園 26 北） 市民部
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　ここでは市民の取組動向の一端を示す参考資料として、環境モニターアンケートの結果を掲示します。

　環境モニターとは、市民の環境保全に関する意識や取組を把握し、これらを環境保全行政に反映させることを目的とし、平成11
年（1999年）度から毎年市民にアンケート調査を行っているものです。平成20年（2008年）度は札幌市環境モニター243名を対象にアン
ケートを実施し、201名から回答を得ました。設問には、0から4の５段階の尺度を用いており、その平均点を結果として示していま
す。
　以下では、平成20年（2008年）度までの環境モニターの結果をもとに、環境基本計画の重点的施策および戦略的施策プログラムへ
の取組状況の評価点を算出し、過去の共通する設問の評価点との経年比較を行いました。

⑴　札幌市環境基本計画に関連する環境モニターの取組動向

①地球環境保全のための施策に関連する取組動向
図₃−₁　地球環境保全のための施策に関連する取組動向
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平成20年（2008年）度環境モニターの結果では５段階評価（0～4
点）で、
｢1.1　地球温暖化の防止｣が3.19点
｢1.2　森林機能の保全と育成｣が2.08点
｢1.3　酸性雨（雪）の防止｣が3.17点
｢1.4　オゾン層の保護｣が3.79点
となっています。

　各テーマの平均点の経年変化を比較すると前年度に比べ、
｢（１）地球温暖化の防止｣、｢（２）森林機能の保全と育成｣、「（３）
酸性雨（雪）の防止｣については平均点が増加していますが、｢（４）
オゾン層の保護｣については、平均点が減少しています。

 

第２節　札幌市環境モニターアンケート調査

行動内容
1.1�　地球温暖化
の防止

①地球温暖化改善に関する行動
②エネルギー効率的利用に関する行動
③自動車使用減に関する行動
④家庭ごみ減量に関する行動

1.2�　森林機能の
保全と育成

①森林の働きに関する理解

行動内容
1.2�　森林機能の
保全と育成

②森林保全活動への参加
③森林保全に関する行動

1.3�　酸性雨（雪）
の防止

①暖房機器の効率的使用
②融雪機器の効率的使用

1.4�　オゾン層の
保護

①フロン使用製品廃棄の適正処理

表₃−₁　地球環境保全のための施策に関連する取組の各行動内容
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②環境保全・創造のための都市づくりに関する取組動向
図₃−₂　環境保全・創造のための都市づくりに関する取組動向
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平成20年（2008年）度環境モニターの結果では５段階評価
（0～4点）で、
｢2.1　エネルギーを有効に利用する都市の実現｣が2.07点
｢2.2　環境低負荷型の交通網をもつ都市の実現｣が2.86点
｢2.3　廃棄物の少ない都市の実現｣が3.14点

｢2.4　良好な水環境を保全する都市の推進｣が3.11点
｢2.5　豊かな自然環境に包まれた都市の実現｣が1.98点
｢2.6　うるおいと安らぎのある都市の実現｣が2.09点
｢2.7　健康で安心して生活できる都市の推進｣が2.97点
となっています。

　各テーマの平均点の経年変化を比較すると、前年度に比べ、
｢2.1　エネルギーを有効に利用する都市の実現｣は増加していま
すが、｢2.1｣を除く項目はいずれも平均点が減少しています。

表₃−₂　環境保全・創造のための都市づくりに関連する取組の各行動内容

行動内容
2.1 　エネルギー

を有効に利用
する都市の実
現

①省エネ型家電製品の選択
②家電製品の節電行動
③太陽光発電の導入
④住宅への省エネ機器の設置
⑤住宅の省エネ型構造
⑥住宅の長寿命化
⑦新エネルギー導入活動・交流の参加
⑧ 除排雪の効率化などに関する地域での話し

合いへの参加
⑨ 雪に強い都市づくりに関する行政との協力

2.2 　環境低負荷
型の交通網を
もつ都市の実
現

①公共交通機関・自転車の利用
②近くへの徒歩・自転車利用
③自転車利用のルール・マナー
④ さわやかノーカーデーの自動車利用の自粛
⑤混雑につながらない駐車に関する行動
⑥低公害車の購入
⑦エコドライブの実践
⑧交通需要調整の取組みへの協力

2.3 　廃棄物の少
ない都市の実
現

①簡易包装・買物袋持参に関する行動
②製品使用の長期化
③くり返し使える商品の選択
④家庭での生ごみの堆肥化

行動内容
2.3 　廃棄物の少

ない都市の実
現

⑤不用製品の再使用に関する行動
⑥環境低負荷製品の選択
⑦地域の集団資源回収への協力
⑧ごみ出しのルール・マナーの遵守

2.4 　良好な水環
境を保全する
都市の推進

①節水行動
②環境低負荷洗剤の適量使用
③油・調理くずを流さないための配慮

2.5 　豊かな自然
環境に包まれ
た都市の実現

①自然観察会等への参加
② 自然への接し方・生態系保全に関する理解

2.6 　うるおいと
安らぎのある
都市の実現

①住宅等を利用した緑化活動
②道路の緑化活動
③地域の美化活動
④ 生き物の生息環境の保全・創造に関する活

動
⑤美しい街並みづくりへの協力
⑥ 美しい景観と環境を守るためのルール・マ

ナーの遵守
⑦歴史的建造物・文化遺産に関する理解

2.7 　健康で安心
して生活でき
る都市の推進

① 快適に生活できる環境づくりに関する行動
②新たな環境問題に関する理解
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③環境保全・創造活動の推進施策に関連する取組動向
図₃−₃　環境保全・創造活動の推進施策に関連する取組動向
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平成20年（2008年）度環境モニターの結果では５段階評価（0～4点）
で、
｢3.1　環境教育・学習活動の推進｣が1.88点
｢3.2　市民・企業・活動団体等の環境保全･創造活動の推進｣が1.70点
｢3.3　環境保全･創造に寄与する産業や技術の振興｣が2.05点
｢3.4　地球環境保全に向けた国際的連携・協調関係の形成｣が1.02点
となっています。

　各テーマの平均点の経年変化を比較すると前年度に比べ、｢3.1　
環境教育・学習活動の推進｣、｢3.2　市民・企業・活動団体等の環境
保全･創造活動の推進｣は増加していますが、その他の項目は平均点
が減少しています。

行動内容
3.1 　 環 境 教 育・

学習活動の推
進

①環境に関する講演会等への参加
②学校ビオトープづくり・管理への協力
③環境に関する人材育成講座の受講
④地域の環境意識向上に関する心がけ
⑤身近なことからの行動
⑥環境に関する情報の発信
⑦ 活動団体や行政などへの環境に関する情報

提供
⑧様々な主体との協力

3.2 　市民・企業・
活動団体等の
環境保全･創造
活動の推進

① 学校、町内会、商店街、企業等と協力した
環境保全・創造活動

②企業による講演会等の開催
③企業による環境保全活動に関する情報公開
④ 活動団体・町内会による講演会等の参加呼

びかけ

行動内容
3.2 　市民・企業・

活動団体等の
環境保全･創造
活動の推進

⑤活動団体・町内会独自の環境保全活動
⑥ 活動団体・町内会による地域への環境情報

の提供
⑦ 活動団体・町内会による行政等への環境に

関する情報提供
⑧ 活動団体・町内会による様々な主体との協

力
⑨環境に関する情報共有

3.3 　環境保全･創
造に寄与する
産業や技術の
振興

①地域産業の育成・振興への協力

3.4 　地球環境保
全に向けた国
際 的 連 携・ 協
調関係の形成

①国際協力・交流活動への参加

表₃−₃　環境保全・創造活動の推進施策に関連する取組の各行動内容
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⑵　戦略的施策プログラムに関連する環境モニターの取組動向

図₃−₄　戦略的施策プログラムに関連する環境モニターの取組動向
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プログラム３　環境教育・学習に街全体で取り組む！

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

取

り

組

ん

で

い

な

い

平成20年（2008年）度環境モニターの結果では５段階評価（0～4
点）で、
｢（１）自動車に頼らない街にする！｣が2.83点
｢（２）エネルギーを大切に使う社会を先導する！｣が2.48点
｢（３）環境教育・学習に街全体で取り組む！｣が2.01点
となっている。

　各テーマの平均点の経年変化を比較すると前年度に比べ、｢プ
ログラム１　自動車に頼らない街にする！｣については平均点が
減少しています。一方｢プログラム２　エネルギーを大切に使う
社会を先導する！｣、｢プログラム３　環境教育・学習に街全体
で取り組む！｣については平均点が増加しています。

表₃−₄　戦略的施策プログラムに関連する環境モニターの取組の各行動内容
行動内容

プログラム１
自動車に頼らない街
にする！

①公共交通機関の充実（公共交通機関の利用、さわやかノーカーデーへの協力、パークアンドライド駐車場の利用）
②排出ガス対策の推進（自動車の購入・買い替え時より環境負荷の少ない車の選択）
③交通流の円滑化（混雑につながる駐車をしない）
④自動車適正利用の推進（エコドライブの実践、自転車利用の促進、自転車利用ルールやマナーの遵守）

プログラム２
エネルギーを大切に
使う社会を先導す
る！

①省エネルギーの推進（省エネルギー型の家電製品の利用、節電の実践、暖房機器や融雪機器の効率的な使用）
② 建物におけるエネルギーの有効利用の促進（高気密・高断熱及び長寿命型住宅の選択住宅などの省エネルギー化に向けた

改築、太陽光発電の導入）
③ 自動車利用におけるエネルギーの有効利用の促進（エコドライブの実践、さわやかノーカーデーへの協力、公共交通機関

の利用、自動車の購入・買い替え時の環境負荷の少ない車の選択、パークアンドライド駐車場の利用）
プログラム３
環境教育・学習に街
全体で取り組む！

① 環境教育・学習プログラムの充実（環境に関する講演会や施設見学会などへの参加、環境保全・創造活動などへの参加、
家庭で環境について話しをする機会をもつ、学校ビオトープづくりや管理などへの協力）

② 人材の育成と場づくりの促進（プログラムや学習機会を利用しての積極的な学習への取り組み、地域ぐるみで環境意識向
上への取り組み、人材育成等の講座の受講）

③ 情報提供と連携の支援（環境に関する情報の収集、環境に関する情報の発信、活動団体や行政などへの情報提供、様々の
主体との協力による活動への取り組み）
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⑴　概要

　札幌市は平成13年（2001年）度に環境マネジメントシステム
（EMS）の国際規格であるISO14001の認証を政令指定都市で初
めて全庁で取得しました。本市では、このシステムを活用して、
省資源・省エネルギーなど環境負荷の低減に率先して取り組ん
でいます。

⑵　環境方針

　環境方針は、環境配慮への市長の決意表明であり、EMS運
用にあたっての基本的な考え方、環境目的・目標の枠組みを示
したものです。

２　環境保全行動への基本方針

⑴　各局区等の取り組み
　�　全ての部局は、所管する事務事業について、その立案から実
施までの全般にわたり、自らの課題として、環境配慮の考えを
組み込むことにより行政コストを減らす取り組みを行い、汚染
の予防はもとより環境への負荷を継続的に低減します。
⑵　環境活動の公表
　�　この環境方針及び環境活動の成果は、市民に公表するととも
に、市民からの意見を市政運営に反映させるよう努めます。
⑶　環境配慮の取り組み
　　以下の項目について重点的に取り組みます。
　　①省資源、省エネルギーを推進します。
　　②廃棄物を削減します。
　　③環境負荷の少ない製品を積極的に使用します。
　　④公共工事における環境負荷を低減します。　
　　⑤委託業務における環境負荷を低減します。
　　⑥環境汚染の危機管理を徹底します。
　　⑦市民・事業者の自律的な環境保全活動を支援します。
　　⑧事業者に対して環境に配慮した事業活動を働きかけます。
　　⑨環境保全産業の創出を支援します。　　　　　　　　　　
　　　　　　

　　平成15年10月１日　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

⑶　平成18年（2006年）度の取組成果

　平成18年（2006年）度の札幌市のエネルギー等の使用による
CO₂排出量は、約247,000（t-CO₂）で平成17年（2005年）度比6.6％
減と大きく削減されています。また、経費においても平成17年
（2005年）度より約4億円の削減につながっています。これは、
平成18～19年冬期間の記録的な高温・小雪により、ロードヒー
ティングや融雪施設の稼動が減ったことが主な理由としてあげ
られます。
　CO₂排出量は、8割以上が電力消費によるため、省電力は
CO₂排出量削減の観点から特に重要です。今後は従来の取組を
維持しつつ、各事務事業に応じた継続的な見直し改善が重要で
す。

図₃－₅　二酸化炭素排出量の推移

第３節　札幌市の環境マネジメントシステム

１　環境保全行動への決意

　地球温暖化が進行していったとき、私たちは生き続けることが
できるでしょうか。
　温暖化の進行によって世界の食料生産は大きく減少すると予測
され、お金を出しても食料を買えなくなります。
　食料（穀物）自給率が30パーセントにも満たない日本では、食料
が手に入らなくなり生きていけなくなるのです。
　温暖化とは単に気温が上がることではありません。気候が変動
し異常気象が起こります。既に世界各地で豪雨や干ばつなどによ
り、1998年から99年だけで10億人以上が被害を受けました。
　昨年、ヨーロッパでは何百年に一度といわれる最悪の洪水に襲
われ、今年は熱波と乾燥に見舞われ、多くの人が死んでいます。
　私たちが今のままの生活をしていると、2010年ころから気温が
急上昇し、異常気象や農作物の不作、生態系の破壊などがさらに
深刻化すると言われています。あと10年もありません。
　今すぐ私たちがマイカー利用を少なくしたり、節電や節水など
の省エネルギー行動を起こさないと手遅れになります。次の代の
生存をも危うくするのです。
　私は、札幌市の事業活動を推進するにあたり、環境法令等を守
ることはもとより、環境への配慮を優先して考え、市民・事業者
の皆さんと一緒になって環境保全行動を起こし、継続的に改善を
進めます。
　この市政運営の基本的仕組みとして、国際規格であるISO14001
（環境マネジメントシステム）を活用し、世界に誇れる環境の街の
実現を目指します。
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を継続的に改善する仕組みです。
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⑸　企業の取組状況

　環境配慮に積極的に取り組んでいる企業の動向を把握する一つの指標として、環境マネジメントシステムを導入している企業数
の推移をみると、年々増加しています。
　導入数が把握可能な環境マネジメントシステム（ISO14001、グリーン経営、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥ
Ｓ）、エコアクション２１、エコステージ）と、札幌市の条例で定める環境保全行動計画及び自動車使用管理計画の提出企業数を合
わせると、平成19年（2007年）度までに891社が環境マネジメントシステムを導入しています。

　　図₃－₆　環境マネジメントシステム※導入企業数の推移

�
※�ISO14001、グリーン経営、北海道環境マネジメントシステムスタンダード（ＨＥＳ）、エコアクション２１、エコステージ、札幌市の条例で定め
る環境保全行動計画及び自動車使用管理計画の提出企業数の合計

�⑷　今後の取組方針

　札幌市は、平成13年（2001年）に政令市の中で初めて全庁的に
ISO14001を認証取得し、7年間運用しています。現在では「紙、
ごみ、電気の削減」から、「事務事業におけるプラスの影響の
積極的な展開」、「外部への環境配慮の推進」、「法令順守の徹底」

などさまざまなアプローチを積み重ねています。今後は、環境
法令順守を徹底することにより大きな事故や問題の未然防止の
取組を進めるほか、通常の業務に積極的にEMSを活かしなが
ら、より効率的で環境負荷の少ない行政活動を目指していきま
す。
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○ISO14001認証取得の動向およびその他の認証ＥＭＳの取得企業数の推移
　ISO14001の発効以来、札幌市内のISO14001認証取得企業数は年々増加を続けており、平成19年（2007年）度で571件（札幌市調査）
となっています。しかし、単年度ごとの認証取得企業数は、平成12年（2000年）度以降大きな増加は見られず、平成19年（2007年）度
は26件とピークだった平成15年（2003年）度の３割以下となっています。

　　　　　　図₃－₇　ISO14001認証取得企業数の推移　　　　　　図₃－₈　その他の認証ＥＭＳの取得企業数の推移
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○札幌市生活環境の確保に関する条例による取組
　札幌市では、平成15年（2003年）に「札幌市生活環境の確保に関する条例」を施行しており、この中で、一律の排出基準による規
制になじまない二酸化炭素の排出など事業活動に伴う環境への負荷を低減するための自主的な取組を求める趣旨で、一定規模以上
の事業者に「環境保全行動計画」、「自動車使用管理計画」の提出を義務付け、簡易な環境マネジメントシステムの取り組みを求め
ています。
　計画書の提出状況をみると、平成18年（2006年）度に指定管理者制度が導入されたことで、市の公共施設の管理を請け負う企業等
からの提出が増加しており、平成19年（2007年）度も190件とその件数を伸ばしています。
　一方で、自動車使用管理計画については、この５年間で大きな変化はみられません。

図₃−₉　生活環境の確保に関する条例―計画書提出企業等の推移
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⑴　札幌市環境影響評価条例

　環境影響評価とは、開発事業等が環境に及ぼす影響を事業者
自らが事前に調査、予測及び評価し、その結果に基づいて環境
への配慮を行うものです。公害の防止や自然環境の保全、地球
温暖化をはじめとする地球環境問題への対応等を図るうえで非
常に重要な手法の一つといえます。
　本市では、平成11年（1999年）12月に「札幌市環境影響評価条
例」を制定、平成12年（2000年）10月１日から施行しています。
　条例の主な特徴は①対象事業を環境影響評価法及び北海道環
境影響評価条例より小規模なものとする他、大規模建築物、下
水終末処理場、土石採取事業、特定工場を事業種に追加したこ
と②特に環境の保全に配慮する必要がある「特定地域」を定め、
特定地域内で第二種事業（第一種事業より小規模な事業）を行う
場合には、手続きの要否の判定を個々に行うこと③事業の計画
段階から環境に配慮すべき事項を環境配慮指針として定め、こ
れに基づく事前配慮を事業者に義務付けたこと等です。

　図３－10に環境影響評価条例の手続きの流れを示します。一
連の手続きの流れの中では、市民が事業者の作成した方法書、
準備書等について、環境の保全の見地からの意見書を提出する
機会が設けられているとともに、市長は事業者に対し環境の保
全の見地からの意見を述べることとなっています。
　環境影響評価を通じた適正な環境への配慮、良好な環境の確
保のためには、市民、事業者及び市の協働が不可欠です。

⑵　環境影響評価の手続き状況

　札幌市環境影響評価条例により運用されています。現在まで
の手続き状況は、表３－５のとおりです。�

第４節　環境影響評価（環境アセスメント）制度

手
続
き
の
流
れ
 

事後調査報告書について環境の保
全の見地からの意見を提出できま
す。 

　事後調査報告書を作成します。 

方法書について環境の保全の見地
からの意見を提出できます。 

環境影響評価の手法等を記載した
方法書を作成します。 

方法書について環境の保全の見地
からの意見を述べます。 

環境影響評価の結果等を記載した
準備書を作成します。 

準備書への意見をもとに検討を加
え、評価書を作成します。 

準備書について環境の保全の見地
からの意見を述べます。 

市　　民 事  業  者 

評価書の作成 

※第二種事業：環境影響評価の手続きを必ず行う必要のある第一種事業の、約４割の規模を有する事業 

準備書の作成 

方法書の作成 

事前配慮 

特定地域での第二種事業
※
の判定 

（事後調査） 

環境影響評価の実施 

特定地域で行う第二種事業について、環境影
響評価手続きの要否の判定を行います。 

計画策定段階で、環境への配慮を行
います。 

市　　長 

準備書について環境の保全の見地
からの意見を提出できます。 

図₃－10　札幌市環境影響評価制度の手続きの流れ
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表₃−₅　札幌市環境影響評価条例の手続き状況

No. 事業名 事業者 事業の概要 手続きの進行状況

１
真駒内滝野霊園
拡張事業

㈳ふる里
公苑

条例対象事業
位置：南区滝野80番
地１外
面積：73.5ha

方法書受理� ：平成15年₃月17日
方法書についての市長意見送付・公表� ：平成15年₈月11日
準備書受理� ：平成16年₉月₆日
準備書についての市長意見提出� ：平成17年₂月10日
評価書受理� ：平成17年₅月10日

２
仮称）
屯田・茨戸通

札幌市

条例対象事業
始点：北区屯田町
終点：北区東茨戸
車線数：₄車線
事業延長：5.7km

方法書受理� ：平成15年₄月₄日
方法書についての市長意見送付・公表� ：平成15年₉月16日
準備書受理� ：平成17年₇月21日
準備書についての市長意見提出� ：平成18年₂月２日
評価書受理� ：平成18年３月20日

⑶　環境影響評価条例の対象事業と特定地域
表₃−₆　対象事業一覧

（注1）第一種事業：必ず環境影響評価の手続きが必要な事業
（注2）第二種事業：特定地域内で事業を行う場合に、環境影響評価の手続きの要否を個別に判定する事業

事業の種類 規模要件
第一種事業 第二種事業

1　道路 一般国道
その他の道路 ₄車線以上・長さ₅㎞以上 ₂車線以上・長さ₃㎞以上

林道 幅員 6.5 ｍ以上・長さ 10 ㎞以上 幅員 6.5 ｍ以上・長さ₄㎞以上
2　河川 ダム 貯水面積 50ha 以上 貯水面積 20ha 以上

堰
せき

湛
たんす い

水面積 50ha 以上 湛
たんす い

水面積 20ha 以上

放水路 改変面積 50ha 以上 改変面積 20ha 以上
3　鉄道等 普通鉄道

軌道 長さ₅㎞以上 長さ₂㎞以上

4　飛行場 飛行場の設置
滑走路の新設 滑走路の長さが 1,250 ｍ以上

すべて
滑走路の延長 250ｍ以上（延長後の滑走路の長さ

が1,250ｍ以上となるものに限る）
5　発電所 水力発電所 出力 15,000kW以上 出力 06,000kW以上

火力発電所 出力 75,000kW以上 出力 30,000kW以上
地熱発電所 出力 05,000kW以上 出力 02,000kW以上

6　廃棄物処理施設 最終処分場 埋立面積 15ha 以上 埋立面積₆ ha 以上

その他の処理施設 施行区域面積 15ha 以上又は焼
却処理能力₁日 100 トン以上

施行区域面積₆ ha 以上又は焼
却処理能力₁日 40 トン以上

7　下水処理施設 計画処理人口 10 万人以上等 計画処理人口₄万人以上等
8　特定工場 排出ガス量 40,000 ㎥／時間以

上又は排出水量 5,000 ㎥／日以
上

排出ガス量 16,000 ㎥／時間以
上又は排出水量 2,000 ㎥／日以
上

9　大規模建築物 延べ面積 10 万㎡以上かつ高さ
100 ｍ以上

延べ面積₄万㎡以上かつ高さ
40 ｍ以上

10　土地区画整理事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
11　新住宅市街地開発事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
12　流通業務団地造成事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
13　工業団地造成事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
14　住宅団地造成事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
15　農用地造成事業 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
16　レクリエーション施設 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
17　土石採取事業 面積 20ha 以上 －
18�　建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として
行われる一連の土地の形状の変更（１から 17 までの事業
を除く。）

面積 50ha 以上 面積 20ha 以上

19�　複合開発事業（10 から 18 までに掲げる事業種を複合し
て行う事業） 面積 50ha 以上 面積 20ha 以上
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 図₃－11　特定地域



　参考資料　　122

市が実施する環境の保全に関する施策に協
力しなければならない。
　 （市民の責務）
第�₆条　市民は、その日常生活に伴う資源及
びエネルギーの消費等による環境への負荷
を低減するように努めなければならない。
₂�　前項に定めるもののほか、市民は、環境
の保全に自ら積極的に努めるとともに、市
が実施する環境の保全に関する施策に協力
しなければならない。

第₂章　環境の保全に関する基本的施策
　 （施策の策定等に係る基本方針）
第�₇条　環境の保全に関する施策の策定及び
実施は、第₃条に定める基本理念にのっと
り、次に掲げる事項を基本として、各種の
施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合
的かつ計画的に行うものとする。
　⑴�　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。

　⑵�　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。

　⑶�　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。

　⑷�　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。

　⑸�　環境に配慮した生活文化の形成を図る
こと。

　⑹�　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。

　⑺�　地球環境保全に資する施策を積極的に
推進すること。

　 （環境基本計画）
第�₈条　市長は、環境の保全に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するため、札幌市
環境基本計画（以下「環境基本計画」とい
う。）を策定しなければならない。
₂�　環境基本計画には、次に掲げる事項を定
めるものとする。
　⑴　環境の保全に関する長期的な目標
　⑵　環境の保全に関する施策の方向
　⑶　環境の保全に関する配慮の指針
　⑷�　前₃号に掲げるもののほか、環境の保
全に関する重要事項

₃�　市長は、環境基本計画を策定するに当
たっては、市民及び事業者の意見を反映す
ることができるように必要な措置を講ずる
ものとする。
₄�　市長は、環境基本計画を策定するに当
たっては、あらかじめ札幌市環境審議会の
意見を聴かなければならない。
₅�　市長は、環境基本計画を策定したときは、
速やかに、これを公表しなければならない。
₆�　前₃項の規定は、環境基本計画の変更に
ついて準用する。
　 （札幌市環境白書）
第�₉条　市長は、市民に環境の状況、環境へ

　

�
（平成₇年12月13日条例第45号）
改正　平成11年10月条例第39号

目次
　前文
　第₁章　総則（第₁条－第₆条）
　第₂章　�環境の保全に関する基本的施策

（第₇条－第26条）
　第₃章　�地球環境保全の推進のための施策

（第27条・第28条）
　第₄章　�環境審議会及び環境保全協議会

（第29条・第30条）
　附則
　札幌は、我が国有数の大都市であるが、幸
いにして、南西部に広がる森林地帯に代表さ
れるように極めて豊かな自然に恵まれてい
る。夏季のさわやかさ、冬季の雪と厳しい寒
さを特徴とした札幌の気象は、鮮明な四季の
移り変わりがみられ、私たちにすばらしい季
節感を与えてくれる。
　札幌は、北方圏の拠点都市として高度な機
能を備えた都市づくりが進められてきた。そ
の結果、私たちの生活は飛躍的に便利なもの
となった。
　しかし、都市化に伴う人口の集中や産業の
集積などによって、資源やエネルギーが大量
に消費され、私たちの身近な環境に様々な影
響が及ぶこととなり、更には私たちの生存の
基盤である地球環境が脅かされるまでに至っ
ている。
　人間は、自然の生態系の一構成要素であり
ながら、今やその中で極めて大きな力を持ち、
人間の活動そのものが環境の状態を左右する
ようになった。私たちは、地球環境の保全の
観点から生活のあり方を見直さなければなら
ないという人類共通の課題に直面している。
　恵まれた身近な環境、更にはかけがえのな
い地球環境を保全し、これを良好な状態で将
来の世代に引き継ぐことは、私たちの願いで
あり、また、使命でもある。
　私たちは、地球環境の中で生きるものの一
員としての自覚を持ち、創意と工夫をこらし、
国の内外の多様な歴史と文化を有する人々と
も互いに協力し合い学び合って、環境の保全
に努めていかなければならない。
　このような認識の下、札幌市に集うすべて
の人々の参加により、良好な環境を確保する
とともに、地球環境の保全に貢献していくた
めに、ここに、この条例を制定する。

第₁章　総則
　 （目的）
第�１条　この条例は、環境の保全について、
基本理念を定め、並びに市、事業者及び市
民の責務を明らかにするとともに、環境の
保全に関する施策の基本的な事項を定める
ことにより、環境の保全に関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって現在及び
将来の市民が健康で文化的な生活を営む上

で必要とする良好な環境を確保することを
目的とする。
　 （定義）
第�₂条　この条例において「環境への負荷」
とは、人の活動により環境に加えられる影
響であって、環境の保全上の支障の原因と
なるおそれのあるものをいう。
₂�　この条例において「地球環境保全」とは、
人の活動による地球全体の温暖化又はオゾ
ン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物
の種の減少その他の地球の全体又はその広
範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る
環境の保全であって、人類の福祉に貢献す
るとともに市民の健康で文化的な生活の確
保に寄与するものをいう。
₃�　この条例において「公害」とは、事業活
動その他の人の活動に伴って生ずる相当範
囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質
以外の水の状態又は水底の底質が悪化する
ことを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、
地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘
削によるものを除く。）及び悪臭によって、
人の健康又は生活環境（人の生活に密接な
関係のある財産並びに人の生活に密接な関
係のある動植物及びその生育環境その他の
自然環境を含む。）に係る被害が生ずるこ
とをいう。
　 （基本理念）
第�₃条　環境の保全は、市民が健康で安らぎ
や潤いが実感できる快適な生活を営む上で
必要とする良好な環境を確保し、これを将
来の世代へ継承していくことを目的として
行われなければならない。
₂�　環境の保全は、市、事業者及び市民が自
らの活動と環境とのかかわりを認識し、環
境への十分な配慮を行うことにより、環境
への負荷が少なく、持続的に発展すること
ができる都市を構築することを目的として
行われなければならない。
₃�　地球環境保全は、市、事業者及び市民が
自らの問題としてとらえ、それぞれの事業
活動及び日常生活において積極的に推進さ
れなければならない。
₄�　環境の保全は、市、事業者及び市民のす
べてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協
力・連携して推進されなければならない。
　 （市の責務）
第�₄条　市は、環境の保全に関する基本的か
つ総合的な施策を策定し、及び実施しなけ
ればならない。
₂�　市は、環境に影響を及ぼすと認められる
施策の策定及び実施に当たっては、環境の
保全について配慮しなければならない。
　 （事業者の責務）
第�₅条　事業者は、その事業活動に伴う資源
及びエネルギーの利用等による環境への負
荷を低減するように努めなければならない。
₂�　前項に定めるもののほか、事業者は、環
境の保全に自ら積極的に努めるとともに、

1.札幌市環境基本条例

参考資料
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の負荷の状況、環境基本計画に基づき実施
された施策の状況等を明らかにするため、
札幌市環境白書を定期的に作成し、これを
公表するものとする。
　 （環境影響評価の措置）
第�10条　市は、環境に著しい影響を及ぼすお
それのある事業を行う事業者が、あらかじ
めその事業に係る環境への影響について自
ら適正に調査、予測又は評価を行い、その
結果に基づき、環境の保全について適正な
配慮をすることができるように必要な措置
を講ずるものとする。
　 （規制の措置）
第�11条　市は、公害の原因となる行為及び自
然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれ
がある行為に関し、必要な規制の措置を講
ずるものとする。
₂�　前項に定めるもののほか、市は、環境の
保全を図るため必要があるときは、必要な
規制の措置を講ずるように努めるものとす
る。
　 （経済的措置）
第�12条　市は、市民及び事業者が環境への負
荷の低減のための施設の整備その他の環境
の保全に資する措置をとることを助長する
ため必要があるときは、適正な助成その他
の措置を講ずるように努めるものとする。
₂�　市は、環境への負荷の低減を図るため、
特に必要があるときは、市民又は事業者に
適正な経済的負担を求める措置を講ずるも
のとする。
　 （環境の保全に関する施設の整備等）
第�13条　市は、廃棄物及び下水の処理施設、
環境への負荷の低減に資する交通施設及び
地域冷暖房施設その他の環境の保全に資す
る施設の整備を図るため、必要な措置を講
ずるものとする。
₂�　市は、公園、緑地その他の公共的施設の
整備その他の自然環境の適正な整備及び健
全な利用のための事業を推進するため、必
要な措置を講ずるものとする。
　 （エネルギーの有効利用等の促進）
第�14条　市は、環境への負荷の低減を図るた
め、市民及び事業者によるエネルギーの有
効利用、資源の段階的及び循環的利用並び
に廃棄物の減量が促進されるように必要な
措置を講ずるものとする。
₂�　市は、環境への負荷の低減を図るため、
市の施設の建設及び維持管理その他の事業
の実施に当たって、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
の減量に努めるものとする。
　� （環境への負荷の低減に資する製品等の利
用の促進）
第�15条　市は、環境への負荷の低減に資する
製品等の利用の促進を図るため、必要な措
置を講ずるように努めるものとする。
　 （市民及び事業者の参加の機会の確保）
第�16条　市は、環境の保全に関する施策を推
進するに当たっては、市民及び事業者の参
加の機会を確保するように努めるものとす
る。
₂�　前項の場合において、市は、児童及び生

徒の参加についても配慮するものとする。
　（環境の保全に関する教育及び学習の推進）
第�17条　市は、市民及び事業者が環境の保全
についての理解を深めるとともに、これら
の者による環境の保全に関する活動が促進
されるように、環境の保全に関する教育及
び学習の推進を図るものとする。
₂�　前項の場合において、市は、特に児童及
び生徒の教育及び学習を積極的に推進する
ために必要な措置を講ずるように努めるも
のとする。
　 （市民等の自発的な活動の支援）
第�18条　市は、前条に定めるもののほか、市
民、事業者又はこれらの者の組織する民間
の団体による環境の保全に関する自発的な
活動が促進されるように必要な支援の措置
を講ずるものとする。
　 （事業者の環境管理に関する取組の支援）
第�19条　市は、事業活動に伴う環境への負荷
の低減を図るための事業者の環境管理に関
する取組が促進されるように、必要な支援
の措置を講ずるものとする。
　 （事業者との協定の締結）
第�20条　市長は、事業活動に伴う環境への負
荷の低減を図るため特に必要があるとき
は、事業者との間で環境への負荷の低減に
関する協定を締結するものとする。
　 （情報の収集及び提供）
第�21条　市は、環境の保全に関する情報の収
集に努めるとともに、環境の保全に資する
ために必要な情報を適切に提供するように
努めるものとする。
　 （調査研究等の実施）
第�22条　市は、環境の保全に資するため、必
要な調査研究を実施するとともに、技術の
開発及びその成果の普及に努めるものとす
る。
　 （監視等の体制の整備）
第�23条　市は、環境の状況を的確に把握する
ため、必要な監視、測定、試験及び検査の
体制の整備に努めるものとする。
　 （国及び他の地方公共団体との協力等）
第�24条　市は、市域外へ及ぼす環境への負荷
の低減に努めるとともに、環境の保全のた
めの広域的な取組を必要とする施策につい
ては、国及び他の地方公共団体と協力して
その推進に努めるものとする。
　 （施策の推進体制の整備）
第�25条　市は、その機関相互の緊密な連携及
び施策の調整を図り、環境の保全に関する
施策を推進するための体制を整備するもの
とする。
₂�　市は、環境の保全に資するための活動を
市民及び事業者とともに推進するための体
制を整備するものとする。
　 （財政上の措置）
第�26条　市は、環境の保全に関する施策を推
進するために必要な財政上の措置を講ずる
ように努めるものとする。

第₃章　地球環境保全の推進のための施策
　 （地球環境保全に資する施策の推進）
第�27条　市は、地球環境保全に資するため、

地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に
関する施策を積極的に推進するものとする。
　 （地球環境保全に関する国際協力の推進）
第�28条　市は、国等と連携し、環境の保全に
関する技術及び情報の提供等により、地球
環境保全に関する国際協力の推進に努める
ものとする。

第₄章　環境審議会及び環境保全協議会
　 （環境審議会）
第�29条　環境の保全に関する基本的事項を調
査審議するため、札幌市環境審議会（以下
「審議会」という。）を置く。
₂�　審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げ
る事項を調査審議する。
　⑴　環境基本計画に関すること。
　⑵�　前号に掲げるもののほか、環境の保全
に関する基本的事項

₃�　審議会は、前項に規定する事項に関し、
市長に意見を述べることができる。
₄　審議会は、委員30人以内で組織する。
₅�　委員は、次に掲げる者のうちから市長が
委嘱する。
　⑴　学識経験を有する者
　⑵　関係行政機関の職員
　⑶�　札幌市環境保全協議会の推薦を受けた
者

　⑷　その他市長が適当と認める者
₆�　委員の任期は、₂年とし、補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。ただし、
再任を妨げない。
₇�　特別の事項を調査審議するため必要があ
るときは、審議会に臨時委員を置くことが
できる。
₈�　前各項に定めるもののほか、審議会の組
織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
める。
　 （環境保全協議会）
第�30条　市民及び事業者が、自らの環境の保
全に関する活動を効果的に行うための方
策、環境の保全に関する市の施策等に関し
て協議するため、札幌市環境保全協議会
（以下「協議会」という。）を置く。
₂�　協議会は、その協議の結果を市長に報告
するものとする。
₃�　前₂項に定めるもののほか、協議会の組
織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
める。

附　則
　 （施行期日）
₁�　この条例は、公布の日から施行する。た
だし、第30条の規定及び次項中札幌市公害
防止条例（昭和47年条例第28号）第12条の
改正規定は平成₈年₆月₁日から、第29条
の規定、次項中札幌市公害防止条例の目次
の改正規定、同条例第16条第₂項の改正規
定（「札幌市公害対策審議会」を「札幌市
環境審議会」に改める部分に限る。）及び
同条例第₄章の改正規定並びに附則第₃項
の規定は平成₈年₇月₁日から施行する。
₂・₃　省略



参考資料　　124

2.環境基準等
　環境基準とは、環境基本法及びダイオキシン類対策特
別処置法に基づいて、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を

保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ま
しいとして定められた基準のことです。

⑴　大気汚染

ア　環境基準

二 酸 化
硫 黄

一 酸 化
炭 素

浮 遊 粒
子 状 物 質

二 酸 化
窒 素

光 化 学
オ キ シ ダ ン ト

１時間値の１日平均値が
0.04ｐｐｍ以下であり、かつ、
１時間値が0.1ｐｐｍ以下であ
ること。

１時間値の１日平均値が10
ｐｐｍ以下であり、かつ、１
時間値の₈時間平均値が20
ｐｐｍ以下であること。

１時間値の１日平均値が
0.10㎎／㎥以下であり、か
つ₁時間値が0.20㎎／㎥以
下であること。

₁時間値の₁日平均値が
0.04ｐｐｍから0.06ｐｐｍまでの
ゾーン内又はそれ以下であ
ること。

₁時間値が0.06ｐｐｍ以下で
あること。

長期的評価の場合は、日平均値の年間₂％除外値（₁年間の測定を通じて得られた₁
日平均値のうち高いほうから数えて₂％の範囲にある測定値（365日分の測定値があ
る場合は₇日分の測定値）を除外した後の最高値）を環境基準と比較して評価を行う。
ただし、₂日連続して日平均値が環境基準を超えた場合は環境基準は未達成となる。

長期的評価の場合は日平均
値の98％値（₁年間の１日
平均値のうち低いほうか
ら数えて98％目の日平均値

（普通は低いほうから数え
て358番目））で評価を行う。

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 ベ ン ゼ ン ダ イ オ キ シ ン 類

年平均値が0.2㎎/㎥以下で
あること。

年平均値が0.2㎎/㎥以下で
あること。

年平均値が0.15㎎/㎥以下で
あること。

年平均値が0.003㎎/㎥以下
であること。

年平均値が0.6pg-TEQ/㎥以
下であること。

（注）浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μｍ以下のものをいう。
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イ　窒素酸化物の排出基準
窒素酸化物の濃度は次の式により算出する。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏｎ：表中のＯｎ値に掲げる値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏｓ：排出ガス中の酸素の濃度（％）（20％を超える場合は20％とする）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃｓ：窒素酸化物の実測値（ｐｐｍ）

　　21－Ｏｎ
Ｃ= ———— Ｃｓ
　　21－Ｏｓ
Ｃ：窒素酸化物の濃度（ｐｐｍ）

窒素酸化物の排出基準（抄）

（注₁）電気炉（熱源として電気を使用するもの）を除く。
（注₂）大規模なものは省略。
（注₃）石炭、原油タールを燃焼するものは省略。
（注₄）硫黄酸化物処理施設が付属している液体燃焼ボイラーは省略。
（注₅） 液体燃焼の水管、炉筒煙管ボイラーのうち昭和52年₉月10日前に設置された排出ガス量が0.5万㎥Ｎ／ｈ未満の過負荷燃焼のものは、適用途外。
（注₆）小型ボイラー（伝熱面積10㎡未満かつ重油換算燃焼能力50L／ｈ以上）に対する特則
　　　  ガス専焼ボイラー、Ａ重油専焼ボイラー、既設ボイラー（昭和60年₉月₉日までに設置されたもの）は適用除外。

（注₇）水素製造用（天井バーナー燃焼方式のものに限る）は省略。
（注₈）キューポラは適用除外。
（注₉）ラジアントチューブ型、鍛接鋼管用は省略。
（注10）石灰、セメント、耐火物原料、及び耐火レンガ製造用は省略。
（注11）硫酸カリウム、硫酸製造用反応炉は省略。
（注12）浮遊回転燃焼式、特殊廃棄物は省略。
（注13）非常用は適用除外。
（注14）昭和62年₃月31日までに設置された施設は300ｐｐｍ。

別
表
第
１
の
項

大
防
法
施
行
令

ばい煙発生
施設の種類
　　（注₁）

規模
最大排出
ガス量

万㎥N/h
　（注₂）

Ｏｎ
（％）

排　　出　　基　　準　　値　（ｐｐｍ）

昭和48年₈月₉日まで
に 設 置 さ れ た 施 設

昭和48年₈月10日から
昭和50年12月₉日まで
に設置された施設

昭和50年12月10日から
昭和52年₆月17日まで
に 設 置 さ れ た 施 設
昭和52年₆月18日から
昭和52年₉月₉日まで
に 設 置 さ れ た 液 体
燃焼ボイラー

昭和52年₆月18日から
昭和54年₈月₉日まで
に 設 置 さ れ た 施 設

昭和54年₈月10日から
昭和58年₉月₉日まで
に 設 置 さ れ た 施 設

昭和58年₉月10日以降
に 設 置 さ れ た 施 設

　　₁
（注₃）
（注₄）
（注₅）
（注₆）

ガス専焼
ボイラー

４～10 5 130 130 130 100 100 100
１～₄ 5 150 150 130 130 130 130
１未満 5 150 150 150 150 150 150

固体燃料
ボイラー

４～10 6 450 350 300 300 300 250（注14）
0.5～₄ 6 450 380 350 350 350 350
0.5未満 6 480 480 480 380 380 350

液体燃料
ボイラー

₄～10 4 190 180 150 150 150 150
１～₄ 4 230 230 150 150 150 150
１未満 4 250 250 250 180 180 180

　　₂ ガス発生炉・
加熱炉（注₇） ₇ 170 170 170 170 150 150

　　₅ 金属溶解炉
（注₈） 12 200 200 200 200 180 180

　　₆ 金属加熱炉
（注₉）

0.5～１ 11 170 170 170 150 150 150
0.5未満 11 200 200 200 180 180 180

　　₉
窯業製品
製造用焼成炉

（注10）
15 200 200 200 200 180 180

　　10 反応炉・直火炉
（注11） 6 200 200 200 200 180 180

　　11 乾燥炉 16 250 250 250 250 230 230
　　13 廃棄物焼却炉

（連続炉）
₄以上
₄未満 12 300 300 300 250

300 250 250

廃棄物焼却炉
（連続炉以外）

（注12）
₄以上 12 250 250 250

昭和63年１月31日まで
に設置された施設

昭和63年2月1日から平成元年7月31日
ま で に 設 置 さ れ た 施 設

平成元年8月1日から平成3年1月31日
ま で に 設 置 さ れ た 施 設

平成3年2月1日から平成6年1月31日
ま で に 設 置 さ れ た 施 設

平成6年2月1日以降に
設 置 さ れ た 施 設

　　29

ガス専焼
ガスタービン

（注13）

4.5以上

16

70 70 70 70

4.5未満 90 70 70 70

液体燃料
ガスタービン

（注13）

4.5以上 100 100 70 70

4.5未満 120 100 70 70

　　30 ディーゼル
機関（注13）

シリンダー内径
400㎜以上 13 1,600 1,400 1,200 1,200

400㎜未満 950 950 950 950

　　31 ガス機関
（注13） 0 平成5年2月1日から

2,000 2,000 2,000 1,000 600

　　32 ガソリン
機関（注13） 0 平成5年2月1日から

2,000 2,000 2,000 1,000 600

昭和60年₉月10日から平成２年₉月₉日までに設置 平成₂年₉月10日以降に設置
固体燃料ボイラー 350 350
液体燃料ボイラー 300 260
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ウ　ばいじんの排出基準
　ア　大気汚染防止法

ばいじんの量は次の式により算出する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏｎ：表中のＯｎ値に掲げる値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｏｓ：排出ガス中の酸素の濃度（％）（20％を超える場合は20％とする）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃｓ：ばいじんの実測値（ｇ / ㎥Ｎ）

　　21－Ｏｎ
Ｃ= ———— Ｃｓ
　　21－Ｏｓ
Ｃ：ばいじんの量（ｇ / ㎥Ｎ）

（注₁）大規模なものは省略。
（注₂） 小型ボイラー（伝熱面積10㎡未満かつ重油換算能力50L/ｈ以上）に対する特則
　　　　ガス専焼ボイラー、灯油、軽油、Ａ重油専焼ボイラー、既設ボイラー（昭和60年₉月₉日までに設置されたもの）は適用除外。

（注₃）黒液燃焼、石炭燃焼は省略。
（注₄）石灰、セメント、耐火レンガ又は耐火物原料製造用焼成炉及び溶融炉は省略。
（注₅）活性炭製造用反応炉は省略。
（注₆）直接熱風乾燥炉ではＯｎは適用猶予。
（注₇）合金鉄及びカーバイド製造用電気炉は省略。
（注₈） 非常用は適用猶予。

ばいじんの排出基準（抄）

番号 ばい煙発生施設 区　　分
排出ガス量

（万㎥Ｎ／ｈ）
（注１）

排出基準値（ｇ／㎥Ｎ） Ｏｎ

（％）
昭和57年₅月31日ま
でに設置された施設

昭和57年₆月１日以
降に設置された施設

₁

ボイラー
（注₂）
（注₃）

ガス専焼
₄以上 0.05 0.05 5
₄未満 0.10 0.10 5

重油その他の液体燃料
（黒液を除く）専焼
ガス・液体燃料混焼

₄～20 0.18 0.15 4
₁～₄ 0.25 0.25 4
₁未満 0.30 0.30 Ｏｓ

上記以外 0.40 0.30 Ｏｓ
₂ ガス発生炉 0.05 0.05 7

加熱炉 0.10 0.10 7
₅ 金属溶解炉 ₄未満 0.20 0.20 Ｏｓ
₆ 金属加熱炉 ₄未満 0.25 0.20 Ｏｓ
₉ 窯業製品製造用

焼成炉・溶融炉（注₄） その他 ₄未満 0.25 0.25 Ｏｓ

10 無機化学工業品・食料品製
造用反応炉・直火炉（注₅）

₄以上 0.10 0.10 Ｏｓ
₄未満 0.20 0.20 Ｏｓ

11

乾燥炉（注₆）
骨材乾燥炉

₂以上 0.50 0.50 16
₂未満 0.60 0.50 16

その他
₁～₄ 0.30 0.20 16
₁未満 0.35 0.20 16

12 銑鉄等製造用電気炉（注₇） 0.10 0.10 Ｏｓ
平成10年₆月30日ま
での設置された施設

平成10年₇月１日以
降に設置された施設

13
廃棄物焼却炉

焼却能力₄t/h以上 0.08 0.04 12
焼却能力₂～₄t/h 0.15 0.08 12
焼却能力₂t/h未満 0.25 0.15 12

昭和60年₁月31日ま
でに設置された施設

昭和60年₂月₁日以
降に設置された施設

29 ガスタービン（注₈） 0.05 16
30 ディーゼル機関（注₈） 0.10 13
31 ガス機関（注₈） 0.05 0.05 0

昭和60年₉月10日から平成₂年₉月₉日までに設置 平成₂年₉月10日以降に設置
液体燃料 0.50 0.30
固体燃料 0.50 0.30
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エ　ダイオキシン類の排出ガス基準
ダイオキシン類対策特別措置法による。 単位：ng-TEQ／㎥Ｎ

　イ　札幌市生活環境の確保に関する条例

　

⑵　水質汚濁

ア　環境基準等
　ア　人の健康の保護に関する環境基準

（注）基準値は年間平均とする。ただし、全シアンについては最高値とする。

項 ばい煙発生施設 区分

排出基準（g/m3N）

平成11年₆月30日まで
に設置された施設

平成11年₇月₁日から
平成15年₂月25日まで
に設置された施設

平成15年₂月26日以降
に設置された施設

１
ボ イ ラ ー・ 加 熱 炉・ 直 火 
炉・乾燥炉・溶融炉・溶解
炉

ガス専焼 0.1

液体燃料 0.4 0.3

固体燃料 0.8 0.3

２ 廃棄物焼却炉 0.25 0.15

区　分

特定施設の種類

新 設 施 設 既 設 施 設

廃棄物焼却炉
4ｔ／時以上 0.1 ₁
2ｔ／時～4ｔ／時 ₁ ₅
2ｔ／時未満 ₅ 10

製鋼用電気炉 0.5 ₅
鉄鋼業焼結施設 0.1 ₁
亜鉛回収施設 ₁ 10
アルミニウム合金製造施設 ₁ ₅

火床面積0.5㎡以上又は
焼却能50㎏／時以上　  （　　　　　　）

（平成12年1月15日以降に設置
  された施設　　　　　　　  ） （平成12年1月14日までに設置

  された施設　　　　　　　  ）

項　　　　　　目 基　　準　　値 項　　　　　　目 基　　準　　値

カ ド ミ ウ ム
全 シ ア ン

鉛
ク ロ ム （ 六 価 ）
ヒ 素
総 水 銀
ア ル キ ル 水 銀
Ｐ Ｃ Ｂ
ジ ク ロ ロ メ タ ン
四 塩 化 炭 素
₁,₂ － ジ ク ロ ロ エ タ ン
₁,₁ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン
シス－₁,₂－ジクロロエチレン
₁,₁,₁ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

0.01 ㎎／L以下
検 出 さ れ な い こ と
0.01 ㎎／L以下
0.05 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.0005 ㎎／L以下
検 出 さ れ な い こ と
検 出 さ れ な い こ と
0.02 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下
0.004 ㎎／L以下
0.02 ㎎／L以下
0.04 ㎎／L以下
1 ㎎／L以下

₁,₁,₂ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン
₁,₃ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン
チ ウ ラ ム
シ マ ジ ン
チ オ ベ ン カ ル ブ
ベ ン ゼ ン
セ レ ン
硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素
ふ っ 素
ほ う 素
ダ イ オ キ シ ン 類（ 水 質 ）
ダ イ オ キ シ ン 類（ 底 質 ）

0.006 ㎎／L以下
0.03 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下
0.006 ㎎／L以下
0.003 ㎎／L以下
0.02 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
10 ㎎／L以下
0.8 ㎎／L以下
1 ㎎／L以下
1 pg-TEQ／L以下
150 pg-TEQ／ｇ以下
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　イ　生活環境の保全に関する環境基準（河川）

　ウ　水生生物の保全に関する環境基準（水域類型及び基準値）

（注）　基準値は日間平均とする。
（注）　 水 道 ₂ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの　

水 道 ₃ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの　　
水 産 ₁ 級：ヤマメ・イワナ等貧腐水性水域の水産生物用

水 産 ₂ 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用
工業用水₂級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

※札幌市内において、平成19年₃月末現在で、水生生物保全環境基準に関する水域類型が指定されている地点はありません。

項
目　
　
　

　
　
　

類
型

利 用 目 的 の
適 応 性

基　　　　　　　準　　　　　　　値
水素イオン
濃　　　度

（pH）

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

浮遊物質量

（SS）

溶存酸素量

（DO）
大腸菌群数

Ａ
水 道 ₂ 級
水 産 ₁ 級
水 浴

6.5～8.5 　　　　　2㎎／L　
　　 以下

　　　　25㎎／L　
　　 以下

　7.5㎎／L
　　以上

1,000
ＭＰＮ／100mL

以下

Ｂ
水 道 ₃ 級

水 産 ₂ 級
6.5～8.5 　　　　　3㎎／L　

　　 以下
　　　　25㎎／L　

　　 以下
　　　　　5㎎／L　

　　 以上
5,000
ＭＰＮ／100mL

以下

Ｄ
工 業 用 水 ₂ 級

農 業 用 水
6.0～8.5 　　　　　8㎎／L　

　　 以下
　　　100㎎／L　

　　 以下
　　　　　2㎎／L　

　　 以上 ―

項　　目 水　　域 類　　型 水生生物の生息状況の適応性 基準値

全亜鉛 河川及び湖沼

生 物 Ａ
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域

0.03mg／L以下

生 物 特 Ａ
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域

0.03mg／L以下

生 物 Ｂ
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域

0.03mg／L以下

生 物 特 Ｂ
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物
の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域

0.03mg／L以下
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　エ　要監視項目及び指針値

（参考）札幌市内河川の類型指定状況

（注）クロルニトロフェン（CNP）、ニッケルについては、安全性評価が終了するまでの間は要監視項目の指針値は設定されない。

項　　　　　　目 指　　針　　値 項　　　　　　目 指　　針　　値

ク ロ ロ ホ ル ム
トランス－1,2－ジクロロエチレン
₁,₂ － ジ ク ロ ロ プ ロ パ ン
ｐ － ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン
イ ソ キ サ チ オ ン
ダ イ ア ジ ノ ン
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン（ Ｍ Ｅ Ｐ ）
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン
オ キ シ ン 銅（ 有 機 銅 ）
ク ロ ロ タ ロ ニ ル（ Ｔ Ｐ Ｎ ）
プ ロ ピ ザ ミ ド
Ｅ Ｐ Ｎ
ジ ク ロ ル ボ ス（ Ｄ Ｄ Ｖ Ｐ ）
フ ェ ノ ブ カ ル ブ（ Ｂ Ｐ Ｍ Ｃ ）

0.06 ㎎／L以下
0.04 ㎎／L以下
0.06 ㎎／L以下
0.2 ㎎／L以下
0.008 ㎎／L以下
0.005 ㎎／L以下
0.003 ㎎／L以下
0.04 ㎎／L以下
0.04 ㎎／L以下
0.05 ㎎／L以下
0.008 ㎎／L以下
0.006 ㎎／L以下
0.008 ㎎／L以下
0.03 ㎎／L以下

イ プ ロ ベ ン ホ ス（ Ｉ Ｂ Ｐ ）
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）
ト ル エ ン
キ シ レ ン
フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル
ニ ッ ケ ル
モ リ ブ デ ン
ア ン チ モ ン
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー
エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン
₁ , ₄ － ジ オ キ サ ン
全 マ ン ガ ン
ウ ラ ン

0.008 ㎎／L以下
―
0.6 ㎎／L以下
0.4 ㎎／L以下
0.06 ㎎／L以下
―
0.07 ㎎／L以下
0.02 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下
0.0004 ㎎／L以下
0.05 ㎎／L以下
0.2 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下

 （ ）

流域 水　　　　　　　　　　　　　　　　域 該当類型

豊　
　
　

平　
　
　

川

豊平川上流　（白川浄水場取水口から上流）
豊平川中流　（白川浄水場取水口から函館本線豊平川鉄橋まで）
　　　　　　　函館本線豊平川鉄橋
　　　　　　　望月寒川函館本線鉄橋
豊平川下流　　月寒川函館本線鉄橋　　　から下流
　　　　　　　厚別川函館本線鉄橋
　　　　　　　野津幌川函館本線鉄橋
南 の 沢 川　（全域）
北 の 沢 川　（北の沢川及び中ノ沢川の全域）
真 駒 内 川　（全域）
精　進　川　（全域）
望 月 寒 川　（函館本線鉄橋から上流）
月　寒　川　（函館本線鉄橋から上流）
厚　別　川　（函館本線鉄橋から上流）
野 津 幌 川　（函館本線鉄橋から上流）

Ａ
Ｂ

Ｂ

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ

茨  

戸  

川

茨戸川上流　（ペケレット湖入口から上流）
　　　　　　　ペケレット湖入口
茨戸川中流　　　　　　　　　　　　から樽川合流点まで
　　　　　　　創成川北16条橋
創　成　川　（北16条橋から上流）

Ｂ

Ｂ

Ｂ

新  

川
新 川 上 流　（琴似発寒川の札幌市上水道西野取水口から上流）
新 川 下 流　（新川及び琴似川の全域並びに琴似発寒川の札幌市上水道西野取水口から下流）

Ａ
Ｄ

（ ）
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　イ　生活環境項目に係る排水基準

イ　水質汚濁防止法に基づく排水基準
　ア　有害物質に係る排水基準

ウ　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準

※ アンモニア性窒素に0.4を乗じたものと亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素との合計量に基準が適用される。

（注）本表に掲げる排水基準は、₁日あたりの平均的な排出水の量
が50㎥以上である事業場等に対して適用される。

有害物質の種類 許容限度 有害物質の種類 許容限度

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.1 ㎎／L 四 塩 化 炭 素 0.02 ㎎／L
シ ア ン 化 合 物 1 ㎎／L ₁,₂ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.04 ㎎／L
有 機 燐 化 合 物（ パ ラ チ オ ン、
メ チ ル パ ラ チ オ ン、 メ チ ル
ジ メ ト ン 及 び Ｅ Ｐ Ｎ に 限 る ）

1 ㎎／L
₁,₁ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.2 ㎎／L
シス－₁,₂－ジクロロエチレン 0.4 ㎎／L
₁,₁,₁ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 3 ㎎／L

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.1 ㎎／L ₁,₁,₂ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.06 ㎎／L
六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.5 ㎎／L ₁,₃ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.02 ㎎／L
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.1 ㎎／L チ ウ ラ ム 0.06 ㎎／L
水銀及びアルキル水銀その他の
水 銀 化 合 物 0.005 ㎎／L

シ マ ジ ン 0.03 ㎎／L
チ オ ベ ン カ ル ブ 0.2 ㎎／L

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 検 出 さ れ な い こ と
ベ ン ゼ ン 0.1 ㎎／L
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.1 ㎎／L

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.003 ㎎／L ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 10 ㎎／L
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.3 ㎎／L ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 8 ㎎／L
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 ㎎／L アンモニア、アンモニウム化合

物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100※ ㎎／L
ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.2 ㎎／L

一般項目 許容限度 特殊項目 許容限度

水 素 イ オ ン 濃 度
（ ｐ Ｈ ） 5.8～8.6 ｎ － ヘ  キ サ ン 抽 出 物 質

（ 鉱 油 類 ） 　5 ㎎／L

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（ Ｂ Ｏ Ｄ ） 160（日間平均120）㎎／L ｎ － ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

（ 動 植 物 油 脂 類 ） 30 ㎎／L

浮 遊 物 質 量（ Ｓ Ｓ ） 200（日間平均150）㎎／L
フ ェ ノ ー ル 類 　5 ㎎／L

銅 　3 ㎎／L

大 腸 菌 群 数 日間平均3,000個／㎤
亜 鉛 　2 ㎎／L
鉄 （ 溶 解 性 ） 10 ㎎／L
マ ン ガ ン（ 溶 解 性 ） 10 ㎎／L
ク ロ ム 　2 ㎎／L

（単位：pg-TEQ／L）

注₁：廃棄物の最終処分場からの放流水に係る基準は、最終処分場の維持管理の基準を定める命令により10pg-TEQ／Lと規定。
注₂：水質排水基準は、特定施設を設置している事業場から公共用水域に排出される排出水について、排出口ごとに適用される。
※　：火床面積が0.5㎡以上、又は焼却能力が50㎏／時以上

特定施設の種類 水質排出基準

₁　硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
₂　カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
₃　硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
₄　アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
₅　担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設
₆　塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
₇ 　カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するもの）の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分

離施設、廃ガス洗浄施設
₈　クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設
₉　₄－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設
10　₂，₃ジクロロ－₁，₄－ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設、廃ガス洗浄施設
11 　ジオキサジンバイオレットの製造に係るニトロ化誘導体分離・洗浄施設、還元誘導体分離・洗浄施設、ジ

オキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設
12 　アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集

じん施設
13 　亜鉛の回収（製鋼用電気炉の集じん機で集めたばいじんからの回収）に係る精製施設、廃ガス洗浄施設、

湿式集じん施設
14　担体付き触媒からの金属の回収の用に供するろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設
15  　廃棄物焼却炉※に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出する

もの
16　廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
17　フロン類の破壊の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
18　上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
19　上記の施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設

10
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　イ　生活環境項目に係る排水基準

エ　北海道条例に基づく上乗せ排水基準（主なもの）
　ア　有害物質に係る排水基準

オ　開発行為等における汚水放流の指導要綱に係る水質基準値

カ　豊羽鉱山に係る公害防止協定に基づく排水水質協定値

キ　旧手稲鉱山に係る覚書に基づく排水水質基準値

（単位：㎎／L）

（単位：㎎／L）臭気・色度を除く

（注）本表に掲げる排水基準は、豊平川流域及び茨戸川流域について適用される。

（注）本表に掲げる排水基準は、１日あたりの平均的な排出水の量が50㎥以上である事業場等に対して適用される。

対象業種 有害物質の種類 許容限度

非鉄金属鉱業
カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 0.06㎎／L
シ ア ン 化 合 物 0.6㎎／L

対象業種 項　　　　　目 許容限度

し尿浄化槽
　 （昭和47年10月₁日以降に設置

されたもの）

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（ Ｂ Ｏ Ｄ ）

40（日間平均30）㎎／L

浮 遊 物 質 量（ Ｓ Ｓ ） 90（日間平均70）㎎／L

下水道終末処理施設
　 （活性汚泥法又は標準散水ろ床

法等によるもの）

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（ Ｂ Ｏ Ｄ ）

日間平均20㎎／L

浮 遊 物 質 量（ Ｓ Ｓ ） 日間平均70㎎／L

（注）　協定値は、測定結果の年平均値で評価する。
※1 カドミウム及びシアンについては、北海道条例に基づく上乗せ排水基準
※2 亜鉛については、平成23年（2011年）12月10日まで暫定排水基準が適用される。
※3 処理水を、水道水源となる公共用水域に排出する場合のみ適用

（注）上記項目については、水質汚濁防止法に基づく排水基準に適合させる。
※1　亜鉛については、平成23年（2011年）12月10日まで暫定排水基準が適用される。

市街化区域 市街化調整区域
BOD

ｎ-ヘキサン抽出物質 BOD ｎ-ヘキサン抽出物質排水量10㎥/日以上
50㎥/日未満

排水量
50㎥/日以上

30㎎／L以下 20㎎／L以下
鉱物油　  5㎎／L以下
動植物油  30㎎／L以下

10㎎／L以下
鉱物油　  5㎎／L以下
動植物油  10㎎／L以下

pH カドミウム シアン 鉛 ヒ素 銅 亜鉛 溶解性鉄 溶解性マンガン 溶解性アルミニウム 臭気強度 色度

協　定　値 -　 0.03 0.1 - - 1.5 ₃ - 7
※3

30
※3

40
※3

70
※3

水質汚濁防止法排
水基準

5.8～8.6 　　0.06
※1

　　0.6
※1

0.1 0.1 ₃ ₅
※2

10 10 - - -

pH カドミウム 鉛 ヒ素 銅 亜鉛 溶解性マンガン 溶解性鉄

覚書基準 5.8～8.6 0.1 0.1 0.1 ₃ ₅
※1

10 10
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⑶　土壌、地下水

ア　環境基準
　ア　土壌の汚染に係る環境基準

項　　目 環　境　上　の　条　件

カ ド ミ ウ ム 検液１Lにつき0.01㎎以下であり、かつ、農用地においては、米₁㎏につき₁㎎未満であること。

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。

有 機 燐 検液中に検出されないこと。

鉛 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること。

六 価 ク ロ ム 検液₁Lにつき0.05㎎以下であること。

ヒ 素
検液₁Lにつき0.01㎎以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌₁㎏につき15㎎未満である
こと｡

総 水 銀 検液₁Lにつき0.0005㎎以下であること。

ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。

Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る。）において、土壌₁㎏につき125㎎未満であること。

ジ ク ロ ロ メ タ ン 検液₁Lにつき0.02㎎以下であること。

四 塩 化 炭 素 検液₁Lにつき0.002㎎以下であること。

₁,₂-ジ ク ロ ロ エ タ ン 検液₁Lにつき0.004㎎以下であること。

₁,₁-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液₁Lにつき0.02㎎以下であること。

シス-₁,₂-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.04㎎以下であること。

₁,₁,₁-トリクロロエタン 検液₁Lにつき₁㎎以下であること。

₁,₁,₂-トリクロロエタン 検液₁Lにつき0.006㎎以下であること。

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液₁Lにつき0.03㎎以下であること。

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること。

₁,₃-ジ ク ロ ロ プ ロ ぺ ン 検液₁Lにつき0.002㎎以下であること。

チ ウ ラ ム 検液₁Lにつき0.006㎎以下であること。

シ マ ジ ン 検液₁Lにつき0.003㎎以下であること。

チ オ ベ ン カ ル ブ 検液₁Lにつき0.02㎎以下であること。

ベ ン ゼ ン 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること。

セ レ ン 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること。

ふ っ 素 検液₁Lにつき0.8㎎以下であること。

ほ う 素 検液₁Lにつき₁㎎以下であること。

ダ イ オ キ シ ン 類 1,000pg-TEQ／g以下　※250pg-TEQ／g以上の場合は調査を実施する。

備　考
　カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から
離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水₁Lにつき0.01㎎、0.01㎎、0.05㎎、0.01㎎、0.0005㎎、0.01㎎、0.8㎎及
び₁㎎を超えていない場合には、それぞれ検液₁Lにつき0.03㎎、0.03㎎、0.15㎎、0.03㎎、0.0015㎎、0.03㎎、2.4㎎及び₃㎎とする。
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　イ　地下水の水質汚濁に係る環境基準

イ　土壌汚染対策法に基づく指定基準

（注） 基準値は年間平均とする。ただし、全シアンについては最高値とする。

項　　　　　　目 基　　準　　値 項　　　　　　目 基　　準　　値

カ ド ミ ウ ム
全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム
ヒ 素
総 水 銀
ア ル キ ル 水 銀
Ｐ Ｃ Ｂ
ジ ク ロ ロ メ タ ン
四 塩 化 炭 素
₁,₂ － ジ ク ロ ロ エ タ ン
₁,₁ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン
シス－₁,₂－ジクロロエチレン
₁,₁,₁ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

0.01 ㎎／L以下
検 出 さ れ な い こ と
0.01 ㎎／L以下
0.05 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.0005 ㎎／L以下
検 出 さ れ な い こ と
検 出 さ れ な い こ と
0.02 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下
0.004 ㎎／L以下
0.02 ㎎／L以下
0.04 ㎎／L以下
1 ㎎／L以下

₁,₁,₂ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン
₁,₃ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン
チ ウ ラ ム
シ マ ジ ン
チ オ ベ ン カ ル ブ
ベ ン ゼ ン
セ レ ン
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふ っ 素
ほ う 素
ダ イ オ キ シ ン 類

0.006 ㎎／L以下
0.03 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.002 ㎎／L以下
0.006 ㎎／L以下
0.003 ㎎／L以下
0.02 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
0.01 ㎎／L以下
10 ㎎／L以下
0.8 ㎎／L以下
1 ㎎／L以下
1 p g -T E Q ／ L 以 下

特定有害物質 土壌含有量基準 土壌溶出量基準
四塩化炭素 検液１Lにつき0.002㎎以下であること
₁,₂-ジクロロエタン 検液１Lにつき0.004㎎以下であること
₁,₁-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.02㎎以下であること
シス-₁,₂-ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.04㎎以下であること
₁,₃-ジクロロプロペン 検液１Lにつき0.002㎎以下であること
ジクロロメタン 検液１Lにつき0.02㎎以下であること
テトラクロロエチレン 検液１Lにつき0.01㎎以下であること
₁,₁,₁,-トリクロロエタン 検液１Lにつき₁㎎以下であること
１,₁,₂,-トリクロロエタン 検液１Lにつき0.006㎎以下であること
トリクロロエチレン 検液１Lにつき0.03㎎以下であること
ベンゼン 検液１Lにつき0.01㎎以下であること
カドミウム及びその化合物 土壌₁㎏につき150㎎以下であること 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること
六価クロム化合物 土壌₁㎏につき250㎎以下であること 検液₁Lにつき0.05㎎以下であること
シアン化合物 遊離シアンとして土壌１㎏につき50㎎以下であるこ

と
検液中に検出されないこと

水銀及びその化合物 土壌１㎏につき15㎎以下であること 検液₁Lにつき0.0005㎎以下であること
うちアルキル水銀 検液中に検出されないこと

セレン及びその化合物 土壌₁㎏につき150㎎以下であること 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること
鉛及びその化合物 土壌₁㎏につき150㎎以下であること 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること
ヒ素及びその化合物 土壌₁㎏につき150㎎以下であること 検液₁Lにつき0.01㎎以下であること
ふっ素及びその化合物 土壌₁㎏につき4,000㎎以下であること 検液₁Lにつき0.8㎎以下であること
ほう素及びその化合物 土壌₁㎏につき4,000㎎以下であること 検液₁Lにつき₁㎎以下であること
シマジン 検液₁Lにつき0.003㎎以下であること
チウラム 検液₁Lにつき0.006㎎以下であること
チオベンカルブ 検液₁Lにつき0.02㎎以下であること
PCB 検液中に検出されないこと
有機りん化合物 検液中に検出されないこと
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⑷　騒音・振動

ア　騒音の環境基準（平成１１年４月１日施行）

イ　航空機騒音の環境基準

（注）₁　地域の類型
　　　　　Ａ：専ら住居の用に供される地域
　　　　　Ｂ：主として住居の用に供される地域
　　　　　Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
　　  ₂　この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。

（等価騒音レベル（LAeq）、単位：デシベル）

◎幹線道路近接空間に関する特例
　　幹線交通を担う道路に近接する空間については、前表に関わらず特例として次表のとおりとする。

（注） １ WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）とは、航空機1機ごとの騒音レベルと時間帯ごとに重みづけした飛行回数の両
方を加味した、航空機騒音のうるささを表す数値です。

 ２ Lden（時間帯補正等価騒音レベル）とは、航空機1機ごとの飛行騒音の他、航空機の地上騒音等を含め時間帯ごとに重み
づけをしたエネルギー量を積分した、航空機騒音のうるささを表す数値です。

 ３ Ldenは、平成19年12月17日告示（環境省告示第114号）され、平成25年４月1日施行されます。

地域の
類　型

当 て は め 地 域 地 域 の 区 分

時　間　の　区　分

昼間
（₆時～22時）

夜間
（22時～₆時）

Ａ

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域

一　　般　　地　　域 55以下 45以下

₂車線以上の車線を
有する道路に面する地域

60以下 55以下

Ｂ
第₁種住居地域
第₂種住居地域
準住居地域

一　　般　　地　　域 55以下 45以下

₂車線以上の車線を
有する道路に面する地域

65以下 60以下

Ｃ

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

一　　般　　地　　域 60以下 50以下

車線を有する道路に
面する地域

65以下 60以下

昼　　　　　　　　　間 夜　　　　　　　　　間

70デシベル以下 65デシベル以下

備　
　
　
　
　

考

₁ 　「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては₄車線以上の区
間に限る。）等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離に
よりその範囲を特定する。

　　・₂車線以下の車線を有する道路　　　15メートル
　　・₂車線を超える車線を有する道路　　20メートル
₂ 　個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ

透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。

地域の類型 基準値   WECPNL／Lden 該当地域：丘珠空港を中心とした半径₅㎞の地域

Ⅰ 70以下／57デシベル以下

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域

Ⅱ 75以下／62デシベル以下 類型Ⅰ及び除外地域以外の地域

除外地域   ― 空港敷地及び工業専用地域
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ウ　自動車交通騒音の要請限度

エ　在来線鉄道の新設または大規模改良に際しての騒音対策の指針

オ　騒音の規制基準等
　ア　騒音規制法の規制基準
　　　特定施設

（等価騒音レベル（LAeq）、単位：デシベル）

（注）時間の区分　　昼：₆時～22時　　夜：22時～₆時　平成12年₄月₁日施行

区　　域 道路区分 昼 夜 地　域　の　区　分

ａ区域 ₁車線
₂車線以上

65
70

55
65

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域

ｂ区域 ₁車線
₂車線以上

65
75

55
70

第₁種住居地域
第₂種住居地域
準住居地域

ｃ区域 車線を
有する 75 70

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

幹線交通を担う道路に
近接する区域 75 70

新　　　　線
等価騒音レベル（LAeq）として、昼間（₇時～22時）については、60デシベル以下、夜間（22時～翌日₇時）
については55デシベル以下とする。なお、住居専用地域等住居環境を保護すべき地域にあっては、一層
の低減に努めること。

大規模改良線 騒音レベルの状況を改良前より改善すること。

１　金属加工機械
　イ　 圧延機械（原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限

る。）
　ロ　製管機械
　ハ　 ベンディングマシン（ロール式のものであって、原動機の定格

出力が3.75kW以上のものに限る。）
　ニ　液圧プレス（矯正プレスを除く。）
　ホ　機械プレス（呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。）
　ヘ　せん断機（原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。）
　ト　鍛造機
　チ　ワイヤーフォーミングマシン
　リ　 ブラスト（タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを

除く。）
　ヌ　タンブラー
　ル　切断機（といしを用いるものに限る。）
₂　 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに

限る。）
₃　 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機

の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）
₄　織機（原動機を用いるものに限る。）

₅　建設用資材製造機械
　イ　 コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、

混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。）
　ロ　 アスファルトプラント（混練機の混練重量が200㎏以上のもの

に限る。）
₆　 穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が

7.5kW以上のものに限る。）
₇　木材加工機械
　イ　ドラムバーカー
　ロ　チッパー（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）
　ハ　砕木機
　ニ　 帯のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW

以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が
2.25kW以上のものに限る。）

　ホ　 丸のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW
以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が
2.25kW以上のものに限る。）

　ヘ　かんな盤（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）
₈　抄紙機
₉　印刷機械（原動機を用いるものに限る。）
10　合成樹脂用射出成形機
11　鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）
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　　　特定工場の規制基準� （単位：デシベル）

　　　特定建設作業

（注） ₁　時間の区分　　昼：₈時～19時　　朝：₆時～₈時　　夕：19時～22時　　夜：22時～₆時
　　　₂　規制基準は、特定工場の敷地境界における測定値に対して適用

　　　特定建設作業の規制基準� （単位：デシベル）

（注） ₁　規制基準は、特定建設作業を行う敷地境界における測定値に対して適用 
₂　₁号区域： 第₁種低層住居専用地域、第₂種低層住居専用地域、

 　　　　　第₁種中高層住居専用地域、第₂種中高層住居専用地域、
 　　　　　第₁種住居地域、第₂種住居地域、準住居地域
　　　　　₂号区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

₃　工業専用地域、市街化調整区域は指定区域外

₁　 くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機
（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機
をアースオーガーと併用する作業を除く。）

₂　びょう打機を使用する作業
₃　 さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業

にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距
離が50mを超えない作業に限る。）

₄　 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、そ
の原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。）を使用す
る作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）

₅　 コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45㎥以上のも
のに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量
が200㎏以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを
製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を
除く。）

₆　 バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しない
ものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出
力が80kW以上のものに限る。）を使用する作業

₇　 トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発
生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機
の定格出力が70kW以上のものに限る。）を使用する作業

₈　 ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しな
いものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格
出力が40kW以上のものに限る。）を使用する作業

区域の区分
時　間　の　区　分

地　域　の　区　分
昼　間 朝・夕 夜　間

第₁種区域 45以下 40以下 40以下
第₁種低層住居専用地域

第₂種低層住居専用地域

第₂種区域 55以下 45以下 40以下

第₁種中高層住居専用地域

第₂種中高層住居専用地域

第₁種住居地域

第₂種住居地域

準住居地域

第₃種区域 65以下 55以下 50以下 近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第₄種区域 70以下 65以下 60以下 工業地域

区域の区分 規制基準 作業ができる時間 ₁日の作業時間
同一場所における

作業期間

日曜・休日

の作業

₁号区域

85以下

₇～19時
10時間を

超えないこと 連続して₆日を

超えないこと
行わないこと

₂号区域 ₆～22時
14時間を

超えないこと



137　　参考資料

　イ　札幌市生活環境の確保に関する条例の規制基準

　　騒音発生施設を設置する工場の規制基準
　　　騒音規制法の特定工場の規制基準と同じ。

　　指定作業の規制基準
　　　騒音規制法の特定工場の規制基準と同じ。

　　騒音発生施設

（注）₁　 指定作業：作業期間が₃カ月以上にわたる以下の作業（⑵の作業は騒音規制法の第₁種区域及び第₂種区域で行われるものに限る。）
 ⑴木材の切削作業、金属のつち打作業、金属の切断作業、金属の研磨作業
 ⑵土石及び建設用資材の積み込み・積み下ろし作業、建設用資材の運搬車両及び建設用重機の移動作業

（注） ₂　規制基準は、指定作業を行う敷地境界における測定値に対して適用

　　拡声放送の規制基準� （単位：デシベル）

（注）測定地点については次のいずれかを適用する。（₁）拡声機の直下から₅m離れた地点　（₂）事業場の敷地境界
　・ 同一場所において商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は₁回10分以内とし、₁回につき10分

以上の休止時間を設けること。
　・₂以上の拡声機を同時に使用する場合は、その間隔は、50ｍ以上とすること。
　・ 拡声機の設置は、地上10ｍ以内（建築物等の床面にいる者のみを対象とする拡声放送の場合にあっては、その床面から10ｍ

以内）の高さとすること。

　　　屋外営業の規制基準� （単位：デシベル）

（注）屋外営業は以下のものをいう。
　　　 ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場、ガソリンスタンド、

LＰＧスタンド、洗車場

₁　金属加工機械
　　研磨機（原動機を用いるもの）
₂　圧縮機
　　 空気圧縮機（原動機の定格出力が、2.2kW以上7.5kW未満である

もの。）

₃　木材加工機械
　　 帯のこ盤・丸のこ盤（原動機の定格出力が、製材用のものにあっ

ては0.75kW以上15kW未満、木工用のものにあっては0.75kW以
上2.25kW未満であるもの。）

　　 かんな盤（原動機の定格出力が、0.75kW以上2.25kW未満である
もの。）

地　域　の　区　分
音　　量（注）

放送できる時間帯
（₁） （₂）

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域 60以下 45以下

₈～19時
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域
第₁種住居地域
第₂種住居地域
準住居地域

65以下 55以下

近隣商業地域、商業地域
準工業地域 75以下 65以下 ₈～22時（車両に拡声機を設置して行う放送は19時

（都心の一部については商業宣伝を除き20時）まで）
工業地域 75以下 70以下 ₈～19時

地　　域　　の　　区　　分 時　　間　　帯 音  量

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域
第₁種住居地域
第₂種住居地域
準住居地域

午後11時～午前₆時 40以下
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カ　振動の規制基準
　ア　振動規制法の規制基準
　　　特定施設

　ウ　「建設作業に係る指導の基本方針」の作業時間基準

（注）特定建設作業に適用する。

　　　特定工場の規制基準� （単位：デシベル）

（注） ₁　時間の区分　　昼：₈時～19時　　夜：19時～₈時
　　　₂　規制基準は、特定工場の敷地境界における測定値に対して適用

　　　特定建設作業

用 途 地 域 作 業 時 間

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域
第₁種住居地域
第₂種住居地域
準住居地域

₉時から17時まで

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

₈時から18時まで

一　金属加工機械
　イ　液圧プレス（矯正プレスを除く。）
　ロ　機械プレス
　ハ　せん断機（原動機の定格出力が₁kW以上のものに限る。）
　ニ　鍛造機
　ホ　 ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が

37.5kW以上のものに限る。）
二　圧縮機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）
三　 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原

動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）
四　織機（原動機を用いるものに限る。）

五　 コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が
2.95kW以上のものに限る。）並びにコンクリート管製造機
械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が
10kW以上のものに限る。）

六　木材加工機械
　イ　ドラムバーカー
　ロ　チッパー（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。）
七　印刷機械（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。）
八　 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機

以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。）
九　合成樹脂用射出成形機
十　鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

区域の区分
時　間　の　区　分

地　域　の　区　分
昼 夜

第₁種区域 60以下 55以下

第₁種低層住居専用地域

第₂種低層住居専用地域

第₁種中高層住居専用地域

第₂種中高層住居専用地域

第₁種住居地域、第₂種住居地域

準住居地域

第₂種区域 65以下 60以下
近隣商業地域、商業地域、準工業地域

工業地域

₁　 くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機
（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい
打くい抜機を除く。）を使用する作業

₂　鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
₃　 舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する

作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最
大距離が50mを超えない作業に限る。）

₄　 ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業
地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当
該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限
る。）
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　　　特定建設作業の規制基準� （単位：デシベル）

（注） ₁　規制基準は、特定建設作業を行う敷地境界における測定値に対して適用 
₂　 ₁号区域： 第₁種低層住居専用地域、第₂種低層住居専用地域、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第₁種中高層住居専用地域、第₂種中高層住居専用地域、　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第₁種住居地域、第₂種住居地域、準住居地域

 ₂号区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
₃　工業専用地域、市街化調整区域は指定区域外

キ　道路交通振動に係る要請限度
� （単位：デシベル）

（注）時間の区分　　昼：₈時～19時　　夜：19時～₈時

　

⑸　悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制基準

◦敷地境界における規制基準
　　臭気指数10
◦気体排出口における規制基準
　 　悪臭防止法施行規則第₆条の₂に定める方法により算出して得られる臭気排出強度または臭気指数
◦排出水中における規制基準
　　臭気指数26

区域の区分 規制基準 作業ができる時間 ₁日の作業時間
同一場所における
作業期間

日曜・休日
の作業

₁号区域
75以下

₇～19時
10時間を
超えないこと 連続して₆日を

超えないこと
行わないこと

₂号区域 ₆～22時
14時間を
超えないこと

区域の区分
時　間　の　区　分

地　域　の　区　分
昼 夜

第₁種区域 65 60

第₁種低層住居専用地域
第₂種低層住居専用地域
第₁種中高層住居専用地域
第₂種中高層住居専用地域
第₁種住居地域、第₂種住居地域
準住居地域

第₂種区域 70 65
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
工業地域
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⑹　「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づく廃棄物焼却炉等の
　　 構造の基準

注₁ 　第₁項に規定する廃棄物焼却炉のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第₁条の₇の規定が適用さ
れるものについては、当分の間、同項第₁号ア及びエ、第₆号並びに第₇号の規定（加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性
状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、同項第１号ア、第₆号及び第₇号の規定に限る。）は、適用しない。

　₂ 　別表₅（その₁）第₂項に規定する廃棄物焼却炉のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第₁条の₇の規定が適用されるものに
ついては、当分の間、同項第₁号ア及びエ並びに第₆号の規定（加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物の
みを焼却する焼却設備にあっては、同項第₁号ア及び第₆号の規定に限る。）は、適用しない。

項 廃棄物焼却炉等 構造に関する基準

₁ 火格子面積が₂㎡以上又は焼
却能力が₁時間当たり200㎏
以上である廃棄物焼却炉（廃
棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令（昭和46年政令第
300号）第₅条第₁項並びに
第₇条第₃号、第₅号、第₈
号、第12号及び第13号の₂に
規定する焼却施設（以下「廃
棄物処理法許可焼却炉」とい
う。）を除く。）

⑴ 　次の要件を備えた一次燃焼室及び二次燃焼室を設けること。ただし、これと同等以上の機能を有する
と認められる構造のものについては、この限りでない。

　ア　外気と遮断された構造であること。
　イ 　燃焼室内において発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の温度を連続的に測定し、かつ、記

録するための装置が設けられていること。
　ウ 　燃焼室に燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するものに限る。

以下「空気供給設備」という。）が設けられていること。
　エ 　燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置（以下「助燃装置」という。）が設けられていること。
　オ 　燃焼ガスが800℃以上の温度を保ちつつ十分に滞留できる構造であること（二次燃焼室に限る。）。
⑵　ばいじんを除去する高度の機能を有する集じん装置を設けること。
⑶　排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設けること。
⑷　排出ガスの測定が容易にできるよう、煙突の適切な位置に排出ガス測定口を設けること。
⑸ 　灰及び集じん装置によって集められたばいじんが飛散し、又は流出しない構造の貯留設備を設けるこ

と。
⑹　廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が出ない構造とすること。
⑺ 　廃棄物の定量供給装置を設けること。ただし、ガス化燃焼方式の場合及び動物を専焼する場合にあっ

ては、この限りでない。

₂ 一次燃焼室容積が1.5㎥以上
である廃棄物焼却炉（第₁項
の廃棄物焼却炉及び廃棄物処
理法許可焼却炉を除く。）

⑴ 　次の要件を備えた一次燃焼室及び二次燃焼室を設けること。ただし、これと同等以上の機能を有する
と認められる構造のものについては、この限りでない。

　ア　外気と遮断された構造であること。
　イ　燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
　ウ　空気供給設備が設けられていること。
　エ　助燃装置が設けられていること。
　オ 　燃焼ガスが800℃以上の温度を保ちつつ十分に滞留できる構造であること（二次燃焼室に限る。）。
⑵ 　遠心式集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置（以下「サイクロン等」という。）を

設けること。
⑶　排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設けること。
⑷　排出ガスの測定が容易にできるよう、煙突の適切な位置に排出ガス測定口を設けること。
⑸ 　灰及び集じん装置によって集められたばいじんが飛散し、又は流出しない構造の貯留設備を設けるこ

と。
⑹　廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が出ない構造とすること。
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注₁ 　別表₅（その₁）第₃項に規定する廃棄物焼却炉のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第₁条の₇の規定が適用されるものに
ついては、当分の間、同項第₁号ア、イ及びエ並びに第₅号の規定（加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄
物のみを焼却する焼却設備にあっては、同項第₁号ア及び第₅号の規定に限る。）は、適用しない。

項 廃棄物焼却炉等 構造に関する基準

₃ 一次燃焼室容積が1.5㎥未満
で火格子面積が0.25㎡以上又
は一次燃焼室容積が0.25㎥以
上である廃棄物焼却炉（第₁
項の廃棄物焼却炉及び廃棄物
処理法許可焼却炉を除く。）

⑴ 　次の要件を備えた一次燃焼室及び二次燃焼室を設けること。ただし、これと同等以上の機能を有する
と認められる構造のものについては、この限りでない。

　ア　外気と遮断された構造であること。
　イ　燃焼ガスの温度を測定するための装置（以下「温度計」という。）が設けられていること。
　ウ　空気供給設備が設けられていること。
　エ　助燃装置が設けられていること。
　オ 　燃焼ガスが800℃以上の温度を保ちつつ十分に滞留できる構造であること（二次燃焼室に限る。）。
⑵　サイクロン等を設けること。
⑶　排出ガスの測定が容易にできるよう、煙突の適切な位置に排出ガス測定口を設けること。
⑷ 　灰及び集じん装置によって集められたばいじんが飛散し、又は流出しない構造の貯留設備を設けるこ

と。
⑸　廃棄物の投入時に投入口からばいじん等が出ない構造とすること。

₄ 火格子面積が0.25㎡以上又は
燃料の燃焼能力が₁時間当た
り24㎏以上である主に合成樹
脂、ゴム又は廃棄物固形化燃
料を熱源として使用するボイ
ラー

⑴ 　次の要件を備えた一次燃焼室及び二次燃焼室を設けること。ただし、これと同等以上の機能を有する
と認められる構造のものについては、この限りでない。

　ア　外気と遮断された構造であること。
　イ　温度計が設けられていること。
　ウ　空気供給設備が設けられていること。
　エ　助燃装置が設けられていること。
　オ 　燃焼ガスが800℃以上の温度を保ちつつ十分に滞留できる構造であること（二次燃焼室に限る。）。
⑵　サイクロン等を設けること。
⑶　排出ガスの測定が容易にできるよう、煙突の適切な位置に排出ガス測定口を設けること。
⑷ 　灰及び集じん装置によって集められたばいじんが飛散し、又は流出しない構造の貯留設備を設けるこ

と。
⑸　燃料の投入時に投入口からばいじん等が出ない構造とすること。

₅ 火格子面積が0.25㎡以上又は
燃料の燃焼能力が₁時間当た
り24㎏以上である固体燃料を
熱源として使用するボイラー

（第₄項のボイラーを除く。）

⑴ 　次の要件を備えた燃焼室を設けること。ただし、これと同等以上の機能を有すると認められる構造の
ものについては、この限りでない。

　ア　外気と遮断された構造であること。
　イ　空気供給設備が設けられていること。
　ウ 　助燃装置が設けられていること（伝熱面積（大気汚染防止法施行令別表第₁の₁の項の下欄の伝熱

面積をいう。）が10㎡未満で、かつ、燃料の燃焼能力が₁時間当たり80㎏未満の施設を除く。）。
⑵　サイクロン等を設けること。
⑶　排出ガスの測定が容易にできるよう、煙突の適切な位置に排出ガス測定口を設けること。
⑷ 　灰及び集じん装置によって集められたばいじんが飛散し、又は流出しない構造の貯留設備を設けるこ

と。
⑸　燃料の投入時に投入口からばいじん等が出ない構造とすること。
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管理に関する基準

項 廃棄物焼却炉等 管理に関する基準

₁ 火格子面積が0.25㎡以上又は
一次燃焼室容積が0.25㎥以上
である廃棄物焼却炉（廃棄物
処理法許可焼却炉を除く。）

⑴　燃焼室の管理
　ア 　運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させる

こと。
　イ　燃焼ガスを800℃以上の温度を保ちつつ十分に滞留させること。
　ウ 　運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、廃棄物を焼却し尽くすまで燃焼室内の

温度を高温に保つこと。
　エ　供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。
　オ 　排出ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下になるように廃棄物を焼却すること（一次燃焼室容積

が1.5㎥未満の廃棄物焼却炉を除く。）。
⑵　燃焼状態の管理
　ア 　燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること（一次燃焼室容積が1.5㎥未満の廃棄物焼却

炉を除く。）。
　イ 　排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること（一次燃焼室容積が1.5㎥未

満の廃棄物焼却炉を除く。）。
⑶　適正な維持管理のもとに集じん装置を作動させること。
⑷　ばいじん及び灰は、飛散しないよう適正に管理し、又は処理すること。
⑸　管理体制
　ア　廃棄物焼却炉の運転管理者を選任し、適正な維持管理を行わせること。　
　イ 　廃棄物焼却炉を適正に管理するための方法を記載した書面を作成し、これに基づき廃棄物の焼却を

行うこと（一次燃焼室容積が1.5㎥未満の廃棄物焼却炉を除く。）。

₂ 火格子面積が0.25㎡以上又は
燃料の燃焼能力が₁時間当た
り24㎏以上である固体燃料を
熱源として使用するボイラー

⑴　燃料の投入
　ア　燃料は過剰に投入しないこと。
　イ 　廃木材等の木質燃料を使用するボイラーにあっては、廃木材等に混在する塗料及びプラスチック材

を選別し、燃料として使用しないこと。
⑵　燃焼室の管理
　ア 　運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させる

こと。
　イ 　主に合成樹脂、ゴム又は廃棄物固形化燃料を燃料とするボイラーにあっては、燃焼ガスを800℃以上

の温度を保ちつつ十分に滞留させること。
　ウ　供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。
⑶　適正な維持管理のもとに集じん装置を作動させること。
⑷　ばいじん及び灰は、飛散しないよう適正に管理し、又は処理すること。
⑸　管理体制
　　ボイラーの運転管理者を選任し、適正な維持管理を行わせること。
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3.苦情
　平成19年（2007年）度の公害に関する苦情の
内訳をみると、建設作業に伴って発生する騒音
に関する苦情が大きな割合を占めています。大
気汚染については、アスベストに関連した苦情

が減少したことから、これに伴って全体の件数
にも減少が見られました。
　また、近年は典型公害に分類されないような
苦情が多く寄せられるようになっています。

その他

悪臭

振動

騒音

水質汚濁

大気汚染
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13 14 15 16 17 1918

（件） 苦情件数の経年変化

公害苦情件数

大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 その他 計
平成13年度 149 2 152 23 130 3 459
平成14年度 155 10 216 38 117 10 546
平成15年度 132 6 185 37 99 21 480
平成16年度 93 5 226 47 122 32 525
平成17年度 141 2 263 70 95 24 595
平成18年度 183 6 283 62 96 33 663
平成19年度 122 0 221 48 111 25 527



　参考資料　　144

　

アイドリングストップ
　停車中など不要の場合に自動車のエンジンをとめることをいい
ます。これにより大気汚染の原因とされている自動車排出ガスを
減らすことができ、また省エネルギーにつながるとされています。

アジェンダ21

　1992年（平成₄年）環境と開発に関する国連会議（地球サミット）
で「環境と開発に関するリオ宣言」の諸原則を実行するための21世
紀に向けた行動計画として定められたものです。大気保全、森林
保全、砂漠化防止など具体的な課題についてのプログラムが示さ
れており、その実施のための資金や技術移転、国際機構や国際法
のあり方について規定しています。

アスベスト
　石綿ともいわれる天然に存在する繊維状の鉱物で、耐熱・耐磨
耗性、耐腐食性にすぐれているため、セメントと混合するなどし
て建材等に使われてきました。しかし、アスベストの繊維を肺に
吸い込むと、肺がんなどの健康被害を引き起こすおそれがあると
いうので問題になり、わが国では労働安全衛生法、大気汚染防止
法などによって規制・管理されています。

アダプト（adopt）
　アダプトとは、養子にするということです。
　道路や河川など一定区画が、住民や企業によって、愛情と責任
を持って、清掃美化されることから、「アダプト（養子にする）」
に例えられ、「アダプト・プログラム」と呼ばれています。

アメニティ（Ａmenity）
　心地よさや快適さの質、居住地の魅力やその非貨幣的な価値を
意味する英語で、現在は「快適環境」と解されています。

ISO（International Organization for Standardization、国際標準化
機構）
　140余りの国・地域が加盟し、物やサービスの流通を促進するた
め、工業製品や単位等の国際的標準規格を作っている機関です。
ISOの規格に法的強制力はありませんが、最近では事実上の統一
規格となってきており、特に欧州諸国では、輸入品に対してISO
規格を求めることが多くなっています。

一般廃棄物
　産業廃棄物以外の廃棄物です。市町村が、生活環境の保全上支
障が生じないうちに収集・運搬・処分します。

エコビジネス（環境関連産業）
　環境への負荷軽減に資する商品やサービスを提供したり、様々
な社会経済活動を環境保全型のものに変革させることに役立つ技
術やシステム等を提供するビジネスで、環境省が行った調査によ
ると、①環境負荷を低減させる装置、②環境への負荷の少ない商品、
③環境保全に資するサービス、④社会基盤の整備、の₄つの分野
に分類されています。

ESCO事業
　ESCO事業とは、Energy Service Companyの略称で、工場やビ
ルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまで
の環境を損なうことなく省エネルギーを実現し、さらにはその結

果得られる省エネルギー効果を保証する事業をいいます。省エネ
ルギー改修に要したすべての経費は、省エネルギー改修で実現す
る経費削減分で賄われます。

温室効果
　大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、フロンガス等）が、地表
面から宇宙空間に放出されるべき熱を吸収し、地表面を温室の中
のように暖める効果をいいます。

カーシェアリング
　自分の車を持たずに必要な時に使用目的に合った車を自家用車
と同じように手軽に共同利用するシステムです。利用時間や回数
に応じた料金設定による適正な利用、車の共有による資源消費の
効率化といった環境保全上の効果があります。利用者における車
の維持費の低減の経済的メリットや都市における駐車場問題の解
消というメリットも期待されます。

拡大生産者責任（EPR （Extended Producer Responsibility））
　生産者が、製品の生産・使用段階だけでなく廃棄物としての処
理段階まで、その製品が環境に与える影響について責任を負うこ
とにより、資源の有効利用やリサイクルを促進して社会的な費用
を最小化することをねらいとする考え方です。

加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）
　航空機の騒音の大きさに発生頻度、継続時間等を加味した₁日
の平均的な騒音レベルを表す指数（うるささ指数）です。航空機
騒音は散発的であるため、単なる騒音の大きさではなく、うるさ
さ指数で評価します。

環境影響評価（環境アセスメント）
　開発事業等が環境に及ぼす影響を事業者自らが事前に調査、予
測、評価を行ってその結果を公表し、行政、住民等が関与する一
連の手続を通じて必要な環境保全措置の内容等を検討して、事業
に反映させるための仕組みをいいます。

環境汚染物質排出移動登録
（PRTR：Pollutant Release and Transfer Register）
　「有害性のある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれて
の移動量を登録して公表する仕組み」であり、行政庁が事業者の
報告や推計に基づき、対象化学物質の大気、水、土壌への排出量
や廃棄物に含まれての移動量を把握し、集計し、公表するものです。

「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」が平成11年₇月13日に公布されています。

環境基準
　環境基本法で人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持さ
れることが望ましい基準として定められています。行政が、公害
対策を進めていく上での目標値で、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、
騒音、地下水について定められています。

環境基本法
　平成₅年11月に制定された法律で、環境保全の基本理念として、
環境の恵沢の享受と継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可
能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、
の₃つの理念を定めるとともに国、地方公共団体、事業者及び国
民の役割や基本的な施策などについて定められています。

4.環境に関する用語
あ

か
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環境基本計画
　環境基本法第15条の規定に基づき、平成₆年12月に策定された
計画で、「循環」、「共生」、「参加」及び「国際的取組」が実現され
る社会の構築を長期的な目標として掲げ、その実現のための根幹
となる施策、国、地方公共団体、事業者及び国民の役割、政策手
段のあり方などを定めています。
　その後、新たな課題に対処するため、計画の見直しが進められ、
平成12年12月に変更されました。

環境の日・環境月間
　事業者及び国民の間に広く環境の保全について関心と理解を深
めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高
めることを目的として、環境基本法第10条の規定により₆月₅日
が「環境の日」と定められました。この₆月₅日は国連の「世界
環境デー」であり、これは1972年（昭和47年）に、ストックホル
ム国連人間環境会議の開催を記念し、日本の提案により定められ
たものです。世界各国ではこの日に環境問題の重要性を認識し、
行動の契機とするための諸行事を行っています。また、日本では
平成₃年度から₆月を環境月間として様々な普及啓発の行事を行
なっています。

環境と開発に関する国連会議（地球サミット）
　1992年（平成４年）₆月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで
開催された国際会議のことであり、環境と開発に関する国連会議
ともいいます。この会議において、環境と開発に関するリオ宣言や、
21世紀に向けた行動計画であるアジェンダ21が採択されました。

環境への負荷
　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上
の支障の原因となるおそれのあるもののことです。

環境マネジメントシステム（環境管理システム）
　組織が自主的にその活動や提供する製品、サービスが環境に与
える影響を低減するように配慮し、継続的に改善を続けられるよ
うにするための“組織的な仕組み”のことをいい、①環境保全に
関する方針、目標、計画等を定め、②これを実行、記録し、③そ
の実行状況を点検して方針等を見直す一連の手続きが定められて
います。
　この環境マネジメントシステムの中で、自主的な環境管理に関
する計画などの実行状況を点検する作業を、環境監査と呼んでい
ます。

環境低負荷型社会
　市民や企業など各主体の環境保全意識と行動に支えられ、環境
への負荷の少ない経済社会システムを内包する社会のことです。

環境会計
　従来、企業の財務分析の中に反映されにくかった環境保全に関
する投資及び経費とその効果を正確に把握するための仕組みのこ
とです。企業にとっては自社の環境保全への取組を定量的に示し、
事業活動の環境保全の費用効果を向上させることが可能となりま
す。

かん養（地下水かん養）
　水が自然にまたは人為的に地下に浸透し、帯水層（地層の中で、
粒子間のすき間が大きく、大量の水分を保持できる層）に加わる
ことをいいます。

逆転層
　大気の温度は通常地面に近いほど高く、上空になるほど低くな
ります。しかし、気象条件によっては、逆に地表付近の温度より
も高い温度の層が上空にできることがあり、この層を逆転層とい
います。
　この層ができると、地表付近の空気は停滞し、大気汚染物質が
低く漂い、汚染がひどくなる場合があります。

グリーン購入
　商品やサービスを購入する際に、価格・機能・品質等だけでな
く環境の視点を重視し、環境への負荷のできるだけ少ない商品を
選んで優先的に購入することをいいます。

光化学オキシダント
　大気中で、炭化水素や窒素酸化物などの汚染物質が太陽光の紫
外線を受けて反応し、発生する酸化性の物質のうち、二酸化窒素
を除外したものをいい、光化学スモッグの原因ともなります。
　札幌市においては、高層大気から降下してきた天然のオゾンが
その割合の多くを占めるといわれています。

公共用水域
　河川、湖沼、海域、その他の公共の用に供される水域とこれら
に接続する公共溝渠や水路などをいいます。

高度処理
　下水処理において、通常の標準活性汚泥法などの高級処理では
除去しきれない有機物や、栄養塩類（窒素、リン）などの成分を
除去する処理をいいます。

合流式下水道
　汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式です。分流
式下水道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安く、古くから
下水道が普及してきた大都市等において多く採用されていますが、
雨天時に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、
公衆衛生上の問題が発生しています。

国連環境計画（UNEP）
　1972年（昭和47年）にストックホルム会議で開催された「人間
環境宣言」及び「国連国際行動計画」を実施に移すため、1972年

（昭和47年）12月の国連総会決議により発足した国連機関です。本
部はケニアのナイロビにあります。

コージェネレーションシステム（熱電併給システム）
　石油や天然ガスを燃焼させて発電するとともに、排熱を給湯や
冷暖房に利用することによってエネルギー利用効率の向上を図る
システムをいいます。全体のエネルギー利用効率は、通常の発電
の場合が40％以下であるのに対し、70～80％までに高めることが
できます。

再商品化
　容器包装リサイクル法により分別収集されて選別・圧縮・保管
されたものを、製品の原材料として利用できるようにすることな
どをいいます。

産業廃棄物
　事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類など、一定のものをいいます。

さ
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自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）
　環境省が自然環境保全法第₄条に基づき実施している調査で、
一般に「緑の国勢調査」と呼ばれています。地形や地質、植生、
野生生物など国土の自然環境の現状と改変状況を把握し、自然環
境保全の施策を講じるための基礎資料を得るための調査です。

事業系廃棄物（事業ごみ）
　事業活動に伴って生じる一般廃棄物（事務所から出る紙くずな
ど）及び産業廃棄物を併せて事業系廃棄物（事業系ごみ）といい
ます。事業者自らの責任（費用の負担などを含む）において適正
に処理します。

循環型社会
　廃棄物の発生抑制、循環的な利用、適正処分により天然資源の
消費を抑制して環境への負荷ができる限り低減される社会のこと
です。循環型社会形成推進基本法により、国・地方公共団体・事
業者・国民が一体となって、健全な経済の発展を図りながら実現
を推進していきます。

循環資源
　廃棄物などのうち、再使用・再生利用・熱回収などにより、ま
だ使えるものをいいます。

水準測量
　水準点（高さの測量を行うときの基準）の標高を測量し、前年
の数値と比較することにより地盤の変動量を把握する方法で、地
盤沈下現象を把握する方法の中で、最も一般的に行われています。

ゼロエミッション
　様々な種類の産業を組み合わせることで、ある産業で排出され
る廃棄物を、別の産業の原料として使い、個々の産業で生じる廃
棄物を社会全体としてゼロにしようという考え方です。

新エネルギー
　今まであまり使われていなかった自然界のエネルギー（太陽光
発電等）、今まで捨てていたリサイクル型エネルギー（廃棄物発電
等）、新しいアイディアで使えるようになった従来型エネルギーの
新利用形態（燃料電池等）の総称をいいます。

騒音レベル（LA）
　音圧レベルに音圧感覚の周波数特性に基づく補正を加えて、騒
音の大きさを表すもので、単位は、デシベル（dB）で表します。

ダイオキシン類
　物質の燃焼等の過程で副産物としてごく微量に生成される炭素、
水素、酸素及び塩素で構成される化合物です。塩素の数と配置に
よって、毒性の強さが異なります。環境中では分解しにくく、生
物に対して、毒性の強い物質が多いのが特徴です。

多自然型川づくり（多自然川づくり）
　動植物の様々な生態の保全・創出に配慮して、瀬や淵などの変
化のある水際環境の創出や覆土による植生の維持、落差の緩やか
な魚道の設置など、工夫を施した工法による川づくりをいいます。

鳥獣保護区
　野生鳥獣の保護・増殖を図るために狩猟を禁止する区域をいい
ます。特に鳥獣の保護・育成を図る必要のある鳥獣保護区の区域

内には特別保護地区を指定することができます。鳥獣保護地区で
は鳥獣の捕獲が禁止され、特別保護地区では開発行為に規制がか
かります。

低公害車
　電気自動車、ハイブリッド車、天然ガス車など従来のガソリン
車やディーゼル車に比べ、窒素酸化物、硫黄酸化物などの大気汚
染物質や二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量が少ない、また
はこれらを全く排出しない自動車をいいます。

低騒音舗装
　空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物を表層に用いた舗装
です。タイヤと路面間で発生する騒音を中心に自動車騒音を低減
させ、₃～₄デシベルの低減効果があります。また、空隙を通し
た排水によって路面に雨水が溜まらないため、走行時のハイドロ
プレーン現象や水飛沫によるスモーキングを防止する効果があり
ます。

デシベル（dB）
　₂つの量Ｉ０とＩの比の常用対数の10倍で定義される単位です。
対数を用いるほうが騒音・振動などの大きさと人間の感覚とがよ
く一致するとされていることから、騒音・振動などの大きさは一
般的に、基準となる物理量（Ｉ０）を定めたデシベル（ｄＢ）が単
位として用いられています。
　　Ｌ＝10 logＩ／Ｉ０（デシベル）

等価騒音レベル（LAeq）
　一定時間に発生した騒音レベルを騒音のエネルギー値に換算し
て、時間平均したものです。

特定施設
　大気汚染、水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規
制法は、「特定施設」を定義しています。大気汚染防止法では、「特
定物質を発生する」施設、水質汚濁防止法では、「有害物質又は生
活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出
する」施設、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する」施設をい
います。

都市・生活型公害
　都市化の進展や生活様式の変化などによって発生する公害で、
工場等が原因者となる従来型の産業公害とは異なります。自動車
の排出ガスによる大気汚染や騒音、生活排水による河川等の水質
汚濁、近隣騒音などがあげられます。

日平均値の年間98％値
　年間における日平均値のうち、測定値の低い方から98％に相当
するものをいいます。

日平均値の₂％除外値
　年間における日平均値の高い方から₂％の範囲内にあるものを
除外した中での最高値をいいます。

廃棄物
　廃棄物処理法では「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、
固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された

た
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物を除く。）」と定義されています。一般的には、自分で利用した
り他人に売却できないものが廃棄物とされています。

排出者責任
　廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクルや処理に関す
る責任を負うべきであるとの考え方で、廃棄物・リサイクル対策
の基本的な原則のひとつです。

ハイブリッド自動車
　複数の動力源あるいはエネルギー源を組合わせて、それぞれの
動力の長所を利用した自動車をいいます。通常時はエンジンで走
行し、停車時の余剰エネルギーを発電時や油圧ポンプで回収して
発進時、加速時の補助動力源とするパラレル方式の他、エンジン
の出力を利用して発電機で発電し、モーターを回転させて走行す
るシリーズ方式、エンジンによる出力を車軸への直接出力と発電
機及びモーターをとおした間接出力とに分離し、両者を最適な比
率に組み合わせて走行するスプリット方式があります。

パークアンドライド
　自宅から地下鉄などの駅まで自家用車を利用し、駅近くに駐車
して（Park）、地下鉄などに乗り継いで（Ride）目的地に至る方式
をいいます。都心への自動車交通の集中を防ぐために利用されま
す。

パートナーシップ
　複数の個人、団体、組織、企業、行政などが対等な立場で話し合い、
それぞれの自主的な活動基盤とした役割分担と協調によって共通
の目標を達成しようとする活動です。

ヒートアイランド現象
　都市におけるエネルギー消費に伴って排出される熱のため、等
温線を描くと都市部が島（アイランド）のようになって見えること
からこのように呼ばれています。この現象が起こると最低気温が
下がりにくくなり、特に夏場の電力消費を増加させます。

BOD（生物化学的酸素要求量）
　微生物が水中の有機物を生物化学的に酸化・分解するために必
要な酸素量をいいます。河川の水質汚濁の代表的な指標で、数値
が高くなるほど汚濁していることを示します。

ビオトープ
　生物を意味するBioと場所を意味するTopeから作られた合成語
で、生態系として特定の生物群集が生存するうえで必要な空間の
単位をいいます。一般にはトンボ池などある程度まとまりのある
生息地としてやや緩やかな意味で使われ、さらに地域的な広がり
を持つ生息空間などとして、幅広く使われる場合もあります。

光害（ひかりがい）
　屋外照明の光が周囲に漏れて、眩しさを感じたり動植物に悪影
響が及ぶこと等をいいます。夜間の光が上方に漏れ大気による散
乱で空が明るくなり天文観測が困難になることも光害のひとつで
す。

非政府組織（NGO）、非営利民間組織（NPO）
（Non-Governmental Organization, Non-Profit Organization）
　NGOとは非政府組織の略で、非政府、非営利の立場から開発問
題や人権問題、環境問題、平和問題などの解決に取り組む市民主
導の国際組織ならびに国内組織をいいます。
　NPOは非営利性を強調したもので、民間非営利組織を意味しま
す。

ｐH（ペーハー）
　水の酸性・アルカリ性を表す指標で、中性は₇。数字が小さい
ほど酸性度が高いということです。

未利用エネルギー
　未利用エネルギーとは、生活排水や中・下水の熱、清掃工場の
排熱、河川水・海水の熱、あるいは雪氷熱など、これまで高効率
に利用されてこなかったエネルギーをいいます。

モニタリング
　環境の状況などについて連続的あるいは定期的に測定すること
をいいます。環境モニタリングを行っている場所をモニタリング・
ポストあるいはモニタリングステーションと呼びます。

要請限度（自動車騒音）
　都道府県知事または政令で定める市町村長が自動車騒音により
道路周辺の生活環境が著しくそこなわれると認める場合に、騒音
規制法第17条に基づき、公安委員会に対し、道路交通法の規定に
よる措置を取ることを要請することのできる騒音の基準をいいま
す。

要監視項目
　人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等の検
出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、
引き続き知見の集積に努めるべきと判断された項目で、現在27項
目が選定されています。

リフューズ（Refuse）
　たとえば、買い物袋を持参してレジ袋を断るなど、ごみになる
ものを買ったりもらったりしないこと、つまりごみを発生源で絶
つことを「リフューズ」ということがあります。最近では₃Ｒに
リフューズを加えて、ごみ減量に有効な₄Ｒと呼ぶことがありま
す。

緑被率
　一定の面積の土地の中で、独立または一団の樹林地、農地、草
地などの緑で被われた面積の割合のことをいいます。

レッドリスト・レッドデータブック
　絶滅のおそれのある野生動植物の種に関する報告書です。名称
の由来は、IUCN（国際自然保護連合）が初めて発行したものの表
紙に赤い紙が使われていたことによります。環境省では、レッド
データブックの改訂作業中であり、分類群毎にまずレッドリスト
を作成し、次にリストを踏まえてレッドデータブックを編集する
という₂段階の作業を実施しています。

ま
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年  札幌市
明治2 （1869）・開拓使設置、島判官札幌本府建設に着手
明治4 （1871）・�市街地を宮地と民地に区分する火防線を設ける（大通公

園の始め）
・札幌市初の公園、借楽園設置（現在の清華亭周辺）

明治18（1885）・�停車場通（駅前通）に二セアカシア、桜、ヤナギ等の街
路樹を植栽

明治20（1887）・中島遊園地開園（現在の中島公園）
明治34（1901）・�「札幌区汚物掃除規定」を定め、ごみの運搬処理を区の

義務とする
明治42（1909）・円山公園開園

・月寒に軍用水道できる
大正8 （1919）・区会で上水道敷設・電気事業案件が議決
大正10（1921）・円山・藻岩山原始林が天然記念物に指定

・「札幌区汚物掃除規則」制定
大正11（1922）市政施行
大正15（1926）・「札幌市下水道条例」制定
昭和9 （1934）・円山公園に総合グラウンド完成

・水道敷設認可・着工
昭和10（1935）・札幌市じん芥焼却場建設（1日56トン焼却）
昭和12（1937）・伏見台浄水場通水（旧藻岩第1浄水場）
昭和14（1939）・大通・創成川など9地区が風致地区に指定される
昭和16（1941）・し尿処理を市営とする
昭和17（1942）・�美香保・豊平・白石の3公園を本市初の都市計画公園と

して決定
昭和24（1949）・水道全戸計量制を敷く
昭和25（1950）・「札幌市清掃条例」全国に先がけて制定

・市設共同ごみ箱設置
昭和26（1951）・円山動物園開園
昭和29（1954）・「札幌市騒音防止条例」制定
昭和30（1955）・�北光し尿処理場（1日30キロリットル）道内で初めて完成
昭和31（1956）・札幌市煤煙防止対策委員会発足
昭和32（1957）・「札幌市都市公園条例」制定

・定山渓浄水場通水
昭和33（1958）・藻岩第2浄水場通水
昭和34（1959）・降下ばいじん常時測定開始

・「札幌市下水道条例」制定
・下水道使用料徴収開始

昭和35（1960）・札幌市煤煙防止対策審議会発足
・人口50万人超える

昭和36（1961）・清掃部管理課に「煤煙防止係」新設
・二酸化鉛法による硫黄酸化物常時測定開始
・石山地区地下水問題発生（豊羽鉱山石山堆積場）
・�ばい煙PR冊子「あおぞら」創刊（後に公害全般のPR冊
子となり29号まで発行）

昭和37（1962）・「札幌市煤煙防止条例」制定
昭和38（1963）・�ごみの従量制を市内全域で実施、オルゴールを全収集

車に取り付ける
昭和39（1964）・�大気汚染自動記録計による常時測定開始（硫黄酸化物、

浮遊粉じん）
・札幌市公害対策審議会発足
・主要交差点自動車排出ガス測定開始
・新産業都市に指定される

昭和40（1965）・主要河川水質調査開始
昭和41（1966）・�札幌市公害対策審議会から地域暖房の導入について答

申
昭和42（1967）・市・豊羽鉱山間の排水水質覚書締結

・豊平川緑地の造成始まる
・�雁来東し尿処理場完成（し尿の衛生処理100％可能とな
る）
・下水道総人口普及率10％達成
・豊平峡ダム着工
・給水人口50万人超える

昭和43（1968）・札幌市創建100年
・株式会社北海道熱供給公社設立
・社寺林等保存樹17カ所を初めて指定

昭和44（1969）・都心部地域暖房工事着手
・騒音規制法地域指定
・大気汚染防止法地域指定

年  札幌市
昭和45（1970）・人口100万人超える

・市・硬石山採石事業者間の公害防止覚書締結
・「札幌の公害（公害自書）」発行
・立会不要ごみ収集方式（ごみステーション）採用開始
・札幌市創建100年を記念した旭山記念公園を開設

昭和46（1971）・札幌市長期総合計画策定
・地下鉄南北線開通、地下街開業
・大気汚染防止法に基づく燃料規制開始
・�都心部及び下野幌団地地域暖房熱供給開始（22ビル加
入）
・地下水位自動測定器設置（市庁舎）
・真胸内団地地域暖房熱供給開始
・札幌市化製場等対策特別資金貸付制度発足
・ゴミステーション収集方式実施
・発寒清掃工場完成（現発寒第二清掃工場）
・下水道総人口普及率50％達成
・白川・西野浄水場と配水センター完成

昭和47（1972）・政令指定都市となる
・第11回冬季オリンピック大会開催
・「札幌市公害防止条例」制定
・�水質汚濁防止法に基づく北海道の上乗せ条例制定（石狩
川水系）
・�「札幌市の公害の現状と防止に関する施策の報告書」を
議会に提出（以降平成7年度まで毎年提出）
・札幌市公害防止施設改善資金貸付制度発足
・�札幌市における大気汚染緊急時対策要綱制定（オキシダ
ント）
・「札幌市公害防止条例施行規則」制定
・札幌市公害防止条例に基づく燃料規制開始
・市・豊羽鉱山間の排水水質協定書改定
・市条例に基づく公害防止推進委員制度発足
・白旗山1000haが環境緑地保護地区（道条例）に指定
・自然歩道の整備開始
・「札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」制定
・一般家庭のごみ処理手数料無料化
・豊平峡ダム竣工

昭和48（1973）・�テレメーターによる大気汚染総合監視装置導入（6観測
局）
・�水質汚染防止法に基づく北海道の上乗せ条例制定（新川
水系）
・街頭表示装置設置
・新川環境基準類型指定
・�二酸化硫黄（改定）・二酸化窒素・光化学オキシダント
環境基準告示
・第1回環境週間実施
・「札幌市振動防止指導要綱」制定
・地盤沈下対策のための精密水準測量開始
・札幌市河川浄化対策委員会発足
・札幌市緑化政策大綱策定

昭和49（1974）・「札幌市採石場指導要綱」制定
・悪臭防止法に基づく規制地域、規制基準指定
・騒音に係る環境基準の地域指定
・「建設作業に係る指導方針」制定
・豊平川・茨戸川水域の環境基準類型指定
・大気汚染移動観測局の導入
・厚別清掃工場竣工
・ごみ分別収集開始

昭和50（1975）・市・㈱はくさん間の公害防止に係る覚書締結
・航空機騒音に係る環境基準の地域指定
・「アスファルトプラント合材製造工場の指導要領」制定
・「札幌市水質汚濁防止指導要綱」制定
・大気汚染防止法に基づく燃料規制の強化
・大気汚染観測局増設（篠路観測局）
・児童公園100カ所作戦がスタート
・給水人口100万人超える

昭和51（1976）・新札幌市長期総合計画策定
・地下鉄東西線開通
・市・ニチロ畜産㈱間の公害防止協定締約
・法・市条例に基づく燃料規制の強化
・�札幌市公害対策審議会から地盤沈下防止対策について
第1次答申

昭和52（1977）・大気汚染観測局増設（発寒観測局）
・「札幌地域公害防止計画」（昭51～55年度）策定
・地盤沈下観測井設置（八軒観測所）
・「札幌市緑化推進条例」制定

5.札幌市の環境保全年表
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年  札幌市
昭和53（1978）・振動規制法地域指定

・�「開発行為等における汚水放流の指導要綱」（市街化区
域）制定
・地盤沈下観測井増設（丘珠観測所）
・国営滝野すずらん丘陵公園の整備着手
・定山渓ダム着工

昭和54（1979）・大気汚染観測局増設（東月寒観測局）
・自動車排出ガス局設置（南6条自動車排出ガス局）
・「札幌市公害防止条例」改正
・地盤沈下観測井増設（川北観測所）
・モエレ処理場ごみ埋立開始
・下水道総人口普及率80％達成
・豊平公園緑のセンター開園

昭和55（1980）・大気汚染観測局増設（手稲観測局）
・�「開発行為における汚水放流の指導要綱」（市街化調整区
域）制定
・篠路清掃工場完成
・都市公園1,000カ所超える

昭和56（1981）・�「札幌地域公害防止計画」（昭56～60年度）策定
・�自動車排出ガス局増設（北1条自動車排出ガス局）

昭和57（1982）・「札幌市緑の基本計画」策定
・�札幌市公害対策審議会から地盤沈下防止対策について
第2次答申
・自動車排出ガス局増設（月寒中央自動車排出ガス局）
・「地盤沈下防止対策に係る当面の実施方針」策定
・第1回北方都市会議開催

昭和58（1983）・�「スパイクタイヤ使用期間制限に係る指導基準」指定
��（使用制限期間4／20～11／20）
・ベータ線吸収式粉じん計の導入（10観測局）
・環状夢のグリーンベルト起工式
・下水道総人口普及率90％達成"

昭和59（1984）・「建設作業に係る指導方針」改正
・札幌市スパイクタイヤ問題対策会議発足
・�「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」設
定
・豊平川さけ科学館開館
・手稲山を鳥獣保護区に指定
・山本処理場ごみ埋立開始
・厚別下水汚泥コンポスト工場運転開始
・拓北処理場運転開始
・清田配水池完成

昭和60（1985）・札幌市スパイクタイヤ問題対策審議会発足
・札幌圏緑のマスタープラン策定
・駒岡清掃工場完成

昭和61（1986）・�札幌市アスファルト粉じんの健康影響に関する研究会
設置
・�札幌市公害対策審議会から地盤沈下防止対策について
最終答申
・�札幌市アスファルト粉じんの健康影響に関する研究会
から健康影響について報告
・札幌市スパイクタイヤ問題対策審議会から答申
・白旗山に札幌ふれあいの森開園
・給水人口150万人超える

昭和62（1987）・「札幌地域公害防止計画」（昭61～平2年度）策定
・�「札幌の街を車粉から守るためのスパイクタイヤの使用
を規制する条例」制定（昭和62年4月1日施行・使用規制
4／10～11／10）
・アスベスト問題連絡会議設置
・酸性雨調査を開始
・資源回収実施優良団体表彰制度制定

昭和63（1988）・�「札幌市地盤沈下を防止するための地下水指導要綱」制
定
�（昭和63年4月1日施行）
・大気汚染総合監視システムの更新
・「車粉のアメニティ基準」設定
・森林保全基金を創設
・空きビンポスト貸与事業テスト実施
・�アメニティ下水道モデル事業（安春川流雪溝等・せせら
ぎの回復）に着手
・ごみ資源化工場完成
・第三次札幌市長期総合計画策定

年  札幌市
平成元（1989）・自動車排出ガス局の移設（第6条局→南23条局）

・�「建築物の吹付けアスベスト処理工事指導指針」制定
・�「札幌の街を車粉から守ためのスパイクタイヤの使用を
規制する条例」改正（使用規制期間3／1～12／15）
・�北海道公安委員会規則の改正によりスパイクタイヤの
使用に係る交通反則金制度導入（平成2年4月1日施行・
適用期間4／10～10／31）
・フロンの環境濃度調査を開始
・酸性雨調査2地点を追加
・安春川流雪溝供用開始
・大通公園リフレッシュ事業整備着手"

平成2 （1990）・�「カラオケボックスの騒音を防止するための指導方針」
制定
・環境保全推進基金制定
・�市内理美容院に対してフロン含有製品の使用自粛を要
請
・「地盤沈下防止対策に係る行政指針」策定
・「ゴルフ場の農薬使用に係る指導方針」策定
・札幌市ゴルフ場連絡協議会発足
・全庁的に再生紙利用及び古紙回収を開始
・�自動車整備関係業者に対してカーエアコンフロンの適
正使用を要請
・�札幌市地球環境問題連絡協議会設置（平成8年に発展的
に解消し札幌市環境保全会議となる）
・�還元井問題検討委員会から還元井の地下環境に及ぼす
影響について報告
・�第1回環境フェア「地球大好きフェスティバル」を開催
（以降毎年実施）
・本庁舎1階ロビーに地球環境コーナーを設置
・厚別コンポスト工場造粒施設運転開始
・ごみ資源化（固形燃料）工場竣工
・積雪対策下水道事業に着手
・下水道総人口普及率98％達成
・街路樹総数40万本超える

平成3 （1991）・都市公園2,000ヶ所超える
・環境月間実施
・電気自動車「さわやか号」導入
・全庁的に空き缶・空きびんの回収を開始
・集団資源回収奨励金制度を創設
・�札幌市地球環境問題連絡会議の中に「資源リサイクル
部会」と「環境教育部会」を設置
・�札幌市都心交通対策協議会から「自動車公害対策の進
め方について」提言
・�ポーランドからの研修生9名（環境行政担当）の受け入れ
・創成川処理場高度処理施設運転開始

平成4 （1992）・「札幌市自動車公害対策推進会議」設置
・「札幌地域公害防止計画」（平3～7年度）策定
・�市長が第5回北方都市会議（カナダ・モントリオール市）
において1992年6月の「地球サミット」の趣旨に賛同す
る共同宣言に署名
・�小学校5年生向けの環境副読本を作成（以降毎年実施）
・自動車排出ガス局増設（北21条自動車排出ガス局）
・�「札幌市最新規制適合車購入資金融資あっせん制度」創
設
・自動車排出ガス局増設（東18丁目自動車排出ガス局）
・�自動車整備工場等に対し、フロンガス回収装置の導入
を要請
・�東欧からの研修員（JICA研修コース）の受け入れを開始
・厚別汚水調整池（融雪槽）供用開始
・家庭用コンポスト容器設置奨励事業開始
・ビン缶分別収集モデル事業を開始
・発寒清掃工場完成"

平成5 （1993）・札幌市低公害車普及懇談会の設置
・�「環境作文」の募集（小学5～6年生、中学生から1,050通
の応募）
・�札幌市地球環境問題連絡協議会の中に「フロン対策部
会」及び「熱帯材使用削減検討部会」を設置
・「環境保全アドバイザー制度」創設
・札幌市域緑被現況調査及び緑環境基礎調査
・「サッポロ・ダイエット・プラン」策定
・「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」制定
・札幌市廃棄物減量等推進員制度創設
・�「札幌市事業系廃棄物保管場所設置等指導要綱」施行
・ごみの3分別収集体制へ移行
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年  札幌市
平成6 （1994）・�札幌市公害対策審議会から「新たな時代に対応した環

境行政のあり方」について答申
・「札幌市自動車交通騒音対策連絡会議」設置
・�「札幌市地球環境問題連絡協議会」を「札幌市地球環境
問題等連絡協議会」に変更し、組織を拡大
・「札幌市環境教育懇談会」設置
・「札幌市フロン回収推進協議会」設置
・「廃棄物減量等推進審議会」設置
・「一般廃棄物処理基本計画」（ごみ処理部門）策定
・環境情報表示装置更新
・�中央アジアからの研修員（JICA研修コース）の受入れを
開始
・�「市有施設における特定フロン等使用機器、設備に関す
る取扱方針及び運用要領」施行
・発寒雨水調整池（融雪槽）運転開始
・さっぽろダイエット推進事業所登録制度を創設
・リサイクル団地の造成に着手

平成7 （1995）・�「札幌市環境懇談会」設置（札幌市環境基本条例のあり
方に関する調査審議）
・篠路清掃工場敷地内にアルミ工房を設置
・中沼処理場閉鎖、クリーンセンター開設
・「札幌市環境基本条例」制定
・カーエアコンからのフロン回収モデル事業を開始

平成8 （1996）・「札幌市環境教育・学習基本方針」策定
・「札幌市環境保全協議会」設置
・「札幌市環境保全会議」設置
・「札幌市環境審議会」設置
・「札幌市環境保全活動推進会議」設置
・「札幌地域公害防止計画」（8～12年度）策定
・�札幌市廃棄物減量等推進審議会から「ごみ減量・リサ
イクル推進のための具体的な諸方策について」答申
・廃棄冷蔵庫からのフロン回収モデル事業を開始
・ICLEI（国際環境自治体協議会）へ加盟
・�容器包装リサイクル法による「分別収集計画」（第1期）
を策定

平成9 （1997）・�札幌市環境審議会から「環境の保全に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するための環境基本計画の基本
的考え方は、いかにあるべきか」及び「札幌市におけ
る環境教育・学習を体系的、継続的、総合的に推進す
るための拠点施設は、いかにあるべきか」について答
申
・「札幌市の環境保全に向けた率先実行計画」策定
・�札幌市リサイクル団地内「建設系廃材リサイクルセン
ター」稼働
・�ミュンヘン市との姉妹都市提携25周年記念環境シンポ
ジウム開催
・ローカルアジェンダ21さっぽろ策定
・札幌市指定低公害車制度策定
・アイドリングストップエコクラブ創設
・�大型ごみに排出される廃棄冷蔵庫からのフロン回収開
始

平成10（1998）・大型ごみ戸別収集の有料化
・�「札幌市環境基本計画」について環境審議会より市長に
答申
・札幌市低公害車普及計画策定
・「環境家計簿札幌市民版」作成
・さっぽろエコクラブ1万人の輪設置
・札幌市環境基本計画策定
・�資源物収集の実施（びん、缶、ペットボトル収集の全市
展開）
・透明又は半透明ごみ袋導入
・リサイクルプラザ発寒工房設置
・�「エコアクションさっぽろ’98」を開催（以降毎年実施）
・「環境行動評価書札幌事業者版」作成
・「ダイオキシン類の話Q＆A」作成
・�カーエアコン、廃棄冷蔵庫からのフロン回収について
使用者の費用負担体制実施
・「エコタウン札幌計画」策定

平成11（1999）・「札幌市ダイオキシン類対策取組方針」策定
・�「札幌市小型焼却炉等の設置及び管理に関する指導指
針」策定
・�「札幌市の環境影響評価制度の基本的なあり方は、いか
にあるべきか」について環境審議会より答申
・「札幌市緑の基本計画」改訂
・�「新たな時代に対応した清掃事業のあり方について」札
幌市廃棄物減量等推進審議会より答申
・「札幌市環境影響評価条例」制定
・�「第8回アジア・太平洋環境会議（エコ・アジア’99）」開
催（主催：環境庁、北海道、札幌市）
・「分別収集計画」（第2期）策定

年  札幌市
平成12（2000）・「札幌市環境影響評価審議会」設置

・�環境影響評価制度に係る「環境配慮指針」、「技術指針」
策定
・�「北海道新幹線（新青森・札幌間）環境影響評価準備書に
ついて」札幌市環境影響評価審議会より答申
・�札幌市一般廃棄物処理基本計画「さっぽろごみプラン
21」策定
・「第1次札幌市環境教育・学習事業計画」策定
・札幌市環境マネジメントシステムの構築を開始
・�容器包装リサイクル法に基づくプラスチック収集開始
・代替フロンの回収・破壊処理開始
・「学校ビオトープ」整備開始
・太陽光発電（小学校）の導入開始
・リサイクルプラザ宮の沢設置

平成13（2001）・�札幌市環境審議会から「公害防止条例改正にあたって
の基本的な考え方」について答申
・「緑の保全と創出に関する条例」制定
・「札幌市温暖化対策推進計画」策定
・「仮称）水環境計画」策定開始
・「都心交通ビジョン」提案
・「札幌地域公害防止計画」（13～17年度）策定
・ISO14001全庁認証取得
・�札幌市新ごみ減量化・資源化行動指針「さっぽろごみ
ダイエットメニュー」策定

平成14（2002）・「札幌市産業廃棄物処理指導計画」策定
・「札幌市生活環境の確保に関する条例」公布
・分別収集計画（第3期）策定
・発寒第二清掃工場廃止
・厚別清掃工場廃止
・白石清掃工場完成
・�ミュンヘン市との姉妹都市30周年記念国際環境シンポ
ジウム開催

平成15（2003）・�「札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則」制定
・「札幌市水環境計画」策定
・移動食器洗浄車「アラエール号」の貸し出し開始
・札幌市環境プラザオープン

平成16（2004）・水環境市民フォーラムの実施
・「CO₂削減アクションプログラム」の実施
・�「札幌市環境基本計画の改定」について環境審議会より
市長に中間答申
・「環境都市首脳シンポジウム」開催
・札幌市環境保全融資制度制定"

平成17（2005）・�「札幌市環境基本計画の改定」について環境審議会より
市長に最終答申
・環境基本計画の改定
・�札幌市廃棄物減量等推進審議会に「さっぽろごみプラ
ン21の改定」について諮問
・モエレ沼公園完成
・�「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」の施行
・「日中水フォーラム」開催（札幌）

平成18（2006）・家庭用廃食油資源化促進事業開始
・さっぽろエコライフ10万人宣言達成
・札幌市立病院にESCO導入
・第２次札幌市産業廃棄物処理指導計画策定
・�「札幌市景観計画」策定に係るパブリックコメント実施
・さっぽろスリムネットフォーラム開催
・「冬の都市環境問題小委員会」設立

平成19（2007）・環境教育基本方針改定
・温暖化対策推進計画の改定
・札幌市円山動物園基本構想策定
・札幌市水道記念館リニューアルオープン
・�建築物環境配慮制度導入に係る札幌市生活環境の確保
に関する条例改正
・�札幌市廃棄物減量等推進審議会より、「さっぽろごみプ
ラン21の改定」�について答申

平成20（2008）・「環境首都・札幌」宣言（「さっぽろ地球環境憲章」制定）
・「スリムシティさっぽろ計画」策定
・�「ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要
綱」制定
・「ごみステーション管理器材購入費助成制度」開始
・「レジ袋削減に向けた取組みに関する協定」締結
・「こども環境サミット札幌」開催
・「環境総合展2008」出展
・「さっぽろエコメンバー登録制度」開始
・「札幌市環境教育プログラム」策定
・「第13回世界冬の都市市長会議」開催
・「札幌市円山動物園基本計画」策定
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6.札幌市環境関連行政組織図（平成20年4月現在）

副市長 環境局 

観光文化局 文化部 市民文化課

各　区 市民部 総務企画課

教育委員会 生活学習部 生涯学習推進課

総務局 国際部 交流課

市民まちづくり局 企画部
都心まちづくり推進室

都市計画部
総合交通計画部

企画課
都心まちづくり課

地域計画課
交通企画課
交通計画課

水道局 総務部

給水部

総務課
財務企画課
計画課
給水課
施設管理課

土木部 維持管理課

河川管理課

下水道河川部

建設局 管理部

雪対策室

土木部

総務課

計画課

車両管理事務所
道路課

企画課

都市局 建築部 建築企画課

経済局

保健福祉局

産業振興部

農政部

産業振興課
金融担当課
農政課
農業支援センター

地域振興部
市民生活部

区政課
消費者センター

保健所 食の安全推進課

円山動物園 経営管理課
飼育展示課

河川計画課
下水道計画課

下水道施設部 処理施設課

事業課

地域振興課

みどりの推進部 みどりの推進課
計画担当課
工事担当課
みどりの管理課
みどりの保全担当課

市　長 環境事業部 総務課 
企画課
調査担当課

※環境局以外の局は本白書掲載事業に関係する組織を抜粋した。

推進課
環境マネジメント担当課

環境都市推進部

温暖化対策担当課
環境対策課

エコエネルギー普及担当課
エネルギー対策課

ごみ減量推進課 
業務課
ステーション対策担当課
事業廃棄物課
不法投棄対策担当課
各清掃事務所⑺
施設管理課
施設整備課
処理場管理事務所
各清掃工場⑷
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7.環境保全に関する問い合わせ先（平成20年₄月現在）

項　　　目 問い合わせ先 電話番号
●環境基本条例について
●生活環境の確保に関する条例について
●環境影響評価条例について
●緑の保全と創出に関する条例について
●環境基本計画について
●一般廃棄物処理基本計画
●緑の基本計画について
●元気なまちづくり支援事業

環境局環境都市推進部推進課
環境局環境都市推進部環境対策課		
環境局環境都市推進部環境マネジメント担当課	 	
環境局みどりの推進部みどりの推進課	 	
環境局環境都市推進部推進課	 	
環境局環境事業部企画課	 	
環境局みどりの推進部みどりの推進課
各区市民部総務企画課（地域振興課）

211-2877
211-2882
211-2879
211-2522
211-2877
211-2912
211-2522
各区役所へ

地球
環境
保全

●地球温暖化防止対策
●オゾン層保護
●酸性雨について
●フロン回収処理

環境局環境都市推進部推進課	 	
環境局環境都市推進部推進課	 	
環境局環境都市推進部環境対策課		
環境局環境事業部事業廃棄物課	 	

211-2877
211-2877
211-2882
211-2927

エネルギー
●省エネルギー

●太陽光・風力などの新エネルギー

㈶省エネルギーセンター北海道支部
環境局	環境都市推進部	エネルギー対策課
環境局	環境都市推進部	エネルギー対策課

271-4028
211-2872
211-2872

ごみ

●家庭から出るごみについて

中央区
北区
東区
白石区、厚別区
豊平区、清田区
南区
西区、手稲区

環境局	環境事業部	中央清掃事務所
　　　　　　　　		北清掃事務所
　　　　　　　　		東清掃事務所
　　　　　　　　		白石清掃事務所
　　　　　　　　		豊平清掃事務所
　　　　　　　　		南清掃事務所
　　　　　　　　		西清掃事務所

（各清掃事務所とも₈：00～16：30）	
　　　　　　　　		業務課

581-1153
772-5353
781-6653
876-1753
581-9153
583-8613
664-0053

211-2916

●家庭から出る大型ごみの申込み 大型ごみ収集センター（無休（年末年始を除く）₉：00～16：30）	
耳や言葉の不自由な方は…FAX	281-4622 281-8153

●店舗・事業所などのごみについて 環境局	環境事業部	事業廃棄物課
財団法人	札幌市環境事業公社

211-2927
219-5353

●ごみの不法投棄の通報 各清掃事務所
環境局	環境事業部	事業廃棄物課（不法投棄対策担当）

上記参照
211-2927

●ごみの直接搬入について

環境局環境事業部施設管理課（ごみ全般）	 	
発寒破砕工場・破砕工場（燃やせるごみ、大型ごみ）	 	
篠路清掃工場・破砕工場（燃やせるごみ、大型ごみ）	 	
駒岡清掃工場・破砕工場（燃やせるごみ、大型ごみ）	 	
白石清掃工場（燃やせるごみ）	 	
ごみ資源化工場（木くず、紙くず）		
山口処理場（燃やせないごみ）	 	
処理場管理事務所（燃やせないごみ、し尿等）	 	

211-2922
667-5311
791-2516
582-9733
876-1710
791-6770
681-3337
783-5314

●ごみの減量・リサイクル 環境局	環境事業部	ごみ減量推進課
リサイクルプラザ宮の沢

211-2928
671-4153

交通
●アイドリングストップ運動について
●低公害車について
●総合的な交通対策について

環境局	環境都市推進部	推進課
環境局	環境都市推進部	推進課
市民まちづくり局	総合交通計画部	交通企画課

211-2877
211-2877
211-2492

水 ●下水の処理について
●河川の計画や維持・管理について

建設局	下水道施設部	処理施設課
建設局	下水道河川部	河川計画課

河川管理課

818-3431
818-3414
818-3415

自然
環境
・
緑

●公園緑地の計画について
●公園の利用や管理について
●自然環境の保全について
●都市緑化について
●道路緑化について
●園芸・庭づくりの相談

環境局	みどりの推進部	みどりの推進課
環境局	みどりの推進部	みどりの管理課
環境局	みどりの推進部	みどりの管理課
環境局	みどりの推進部	みどりの推進課
環境局	みどりの推進部	みどりの管理課
豊平公園緑のセンター
百合が原緑のセンター
平岡樹芸センター

211-2522
211-2536
211-2536
211-2522
211-2536
811-9370
772-3511
883-2891

文化
・
歴史
など

●指定文化財について
●埋蔵文化財について
●札幌の歴史について

●都市景観について

観光文化局	文化部	文化財課
札幌市埋蔵文化財センター
札幌市資料館文化資料室
札幌市中央図書館
市民まちづくり局	都市計画部	地域計画課（都市景観担当）

211-2312
512-5430
221-5364
512-7320
211-2545

公害
●公害についての苦情・相談
●公害防止に係る各種届出
●大気・水質の試験検査
●施設整備に利用できる融資制度（一般中小企業振興資金あっせん）

環境局	環境都市推進部	環境対策課
環境局	環境都市推進部	環境対策課
保健福祉局	衛生研究所	環境科学課
経済局	産業振興部	金融担当課

211-2882
211-2882
841-9596
211-2356

環境
教育
・
学習

●総合的環境副教材について
●環境に関する講座等への参加

●環境に関するアドバイザー・リーダーの派遣

環境局	環境都市推進部	推進課
環境局	環境都市推進部	推進課
環境プラザ
北海道環境サポートセンター
環境プラザ

211-2877
211-2877
728-1667
218-7881
728-1667

環境
保全
活動

●環境家計簿・環境行動評価書の配布
●ISOの普及啓発
●	環境保全活動団体について及び環境に関するイベ
ントについて

●国際交流について

環境局	環境都市推進部	推進課
環境局	環境都市推進部	環境マネジメント担当課
環境局	環境都市推進部	推進課
環境プラザ
北海道環境サポートセンター
環境局	環境都市推進部	推進課

211-2877
211-2879
211-2877
728-1667
218-7881
211-2877
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区分 施　　設　　名 所　　在　　地 電話番号

環境保全関
連施設

ごみ

焼却施設

●発寒清掃工場
●篠路清掃工場
●駒岡清掃工場
●白石清掃工場

西区発寒15条14丁目₁－₁
北区篠路町福移153番地
南区真駒内602番地
白石区東米里2170番地₁

667-5311
791-2516
582-9733
876-1710

粗大ごみ
破砕施設

●発寒破砕工場
●篠路清掃工場併設粗大ごみ破砕工場
●駒岡清掃工場併設粗大ごみ破砕工場

西区発寒15条14丁目₂－30
（篠路清掃工場敷地内）
（駒岡清掃工場敷地内）

発寒清掃工場へ
篠路清掃工場へ
駒岡清掃工場へ

資源化
施　設

●ごみ資源化工場
●アルミ工房 （篠路清掃工場敷地内） 791-6770

ごみ資源化工場へ

選別施設

●中沼プラスチック選別センター
●中沼資源選別センター　※
●駒岡資源選別センター　※
※　設置者：㈶札幌市環境事業公社

東区中沼町45－11（リサイクル団地内）
東区中沼町45－24（リサイクル団地内）
南区真駒内129－30

790-4450
790-3253
588-3753

最　終
処分場

●山本処理場
●山口処理場

厚別区厚別町山本1065番地他
手稲区手稲山口381番地他

処理場管理事務所へ
処理場管理事務所へ

展示・交流
施　設 ●リサイクルプラザ宮の沢 西区宮の沢₁条₁丁目₁－10（ちえりあ内） 671-4153

水
●札幌市水道記念館
●札幌市下水道科学館
●定山渓ダム資料館

中央区伏見₄丁目
北区麻生町₈丁目
南区定山渓₈区

561-8928
717-0046
598-2513

自然
環境
・
緑

●豊平川さけ科学館
●豊平公園緑のセンター
●百合が原緑のセンター
●平岡樹芸センター
●ふれあいの森・自然観察の森
●有明の滝自然探勝の森
●サッポロさとらんど

南区真駒内公園₂－₁
豊平区豊平₅条13丁目
北区百合が原公園210番地
清田区平岡４条₃丁目
清田区有明386番地ほか
清田区有明423－1番地ほか
東区丘珠町584番地₂

582-7555
811-9370
772-3511
883-2891
211-2536（みどりの推進部みどりの管理課）
211-2536（みどりの推進部みどりの管理課）
787-0223

環境
教育
・
学習

●札幌市青少年科学館
●札幌市北方自然教育園
●環境プラザ
●円山動物園

厚別区厚別中央₁条₅丁目
南区白川1814番地
北区北₈条西₃丁目
中央区宮ヶ丘₃丁目

892-5001
596-3567
728-1667
621-1426

◦環境保全のページ
　環境の概況、地球環境、環境マネジメント、環境保全活動、札幌市環境白書等について掲載しています。
　（http://www.city.sapporo.jp/kankyo/）
◦清掃のページ
　清掃事業の概要や家庭ごみの分け方、出し方等について掲載しています。
　（http://www.city.sapporo.jp/seiso/）
◦みどりのページ
　公園検索システムを導入し、札幌市内の公園・緑地の情報等を掲載しています。
　（http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/）
◦円山動物園
　動物園の営業案内や、動物の紹介をしています。
　（http://www.city.sapporo.jp/zoo/）
◦環境プラザ
　環境プラザの案内や、環境保全アドバイザー、環境教育リーダー、こどもエコクラブ等についての紹介をしています。
　　（http://www.kankyo.sl-plaza.jp/）

○環境保全等に関するホームページ
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