
北海道環境基本計画 
 

環境重視型社会を目指して 

 

北海道環境基本計画の基本的考え方 

  

＜基本計画の策定の趣旨・性格＞  

深刻化する廃棄物問題、自動車交通による大気汚染や騒音問題、野生生物の生息・生育環境の悪化、

地球温暖化等の地球環境問題など、多様化し地球規模にまで拡大した今日の環境問題に適切に対処する

ため、道は、平成 8 年 10 月に、本道の環境政策の枠組みを示す北海道環境基本条例を制定しました。 

 

環境基本条例の前文では、環境に対する基本的な認識や道民の権利と責務、アイヌ民族や先人たちの知

恵に学びながら環境への負荷の少ない社会を築くことや心の豊かさが感じられる快適な環境の創造に取

り組むことなど、条例が目指すべき方向等について明らかにするとともに、条例の本文では、「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」及び「地球環境保全の推進」

の 3 つの基本理念や道、市町村、事業者の責務、さらには環境施策の基本方針などを定めています。 

 

北海道環境基本計画は、基本条例に掲げる基本理念に基づき、21 世紀に向けて環境に関する施策を総

合的・計画的に推進することにより、人々の生活をはじめ様々な社会経済活動を支え本道の発展の基盤

となる、よりよい環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を形成していくための基本的な計画として策定

するものです。 

 

 また、環境基本計画は、道が行う環境保全施策の基本的な方向を示すものであり、道民、事業者、市

町村などに対しては、この計画に則した自主的、積極的な取組を期待するものです。 

 

＜基本計画の長期目標＞ 

 よりよい環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を構築するための道すじを示す「長期目標」を次のと

おりとします。 

① 地球環境の保全に地域から取り組む循環型社会の実現 

② 人と自然が共生する社会の実現 

③ 道民が健康で安全に生活できる社会の実現 

④ 快適な環境が形成され心の豊かさが感じられる社会の実現 

 

＜施策の視点＞ 

 道が環境に関して講じていく施策の主な視点を次のとおりとします。 

１ 経済的手法を含む多様な施策を組合わせて推進することによる環境への負荷の低減 

２ 多様な環境の保全と創造の推進 

３ 社会のすべての主体の参加による取組の推進 

   

＜重点施策＞ 

この計画に掲げる施策の方向のうち、4 つの長期目標を達成するために特に重要な事項として抽出・

整理した「重点施策」は次のとおりです。 

 

１ 二酸化炭素排出抑制対策など地球温暖化防止対策の総合的な推進 

 〔地球環境の保全に貢献するための総合的な温暖化防止計画の策定、推進など〕 



２ 廃棄物の減量化・リサイクル及び適正処理の総合的な推進 

 〔徹底した廃棄物の減量化・リサイクルをすすめるための計画の策定、推進など〕 

３ すぐれた自然環境を有する地域の保全対策の推進 

 〔本道の自然を象徴する湿原等の多様な自然環境の保全対策の推進など〕 

４ 野生動物の保護管理対策の総合的な推進 

 〔人とエゾシカの共生を目指すためのエゾシカ総合対策の推進など〕 

５ 水道水源の保全対策の総合的な推進 

 〔安全でおいしい水を確保するための方針の策定、推進など〕 

６ みどりとのふれあいづくりの推進 

 〔自然が息づく豊かな環境を形成するためのみどりのネットワークづくりの推進など〕 

７ 環境学習の推進 

 〔道民一人ひとりが環境に対する理解を深めるための環境学習の総合的、体系的な推進など〕 

８ 環境に関する情報提供の充実 

 〔道民の自発的な環境保全活動を促進するための情報提供システムの整備など〕 

  

＜基本計画の位置付け＞ 

 この基本計画は、北海道環境基本条例第 10 条に基づき、長期的視点に立って地球環境、自然環境、環

境汚染及び快適環境の各分野にわたる目標やそれを実現するための施策の具体的な方向性などを明らか

にするものであり、環境に関する各種の計画や指針、要綱、施策などの基本となるものです。 

 また、この計画は、新しい北海道づくりの基本的方向を示す「第 3 次北海道長期総合計画」を推進す

るための環境分野の個別計画としての性格も有するものです。 

 

＜目標年次及び対象期間＞ 

 この基本計画の「長期目標」は、おおむね 21 世紀半ばを展望して設定しました。 

 また、「長期目標」を達成するための具体的な「目標」は、おおむね 10 年間（平成 19 年度まで）を

想定して設定しており、可能な限り早期に達成するよう努めるものとします。 

なお、この基本計画は、社会経済情勢や環境問題の変化等に適切に対応できるよう、必要に応じて見

直しを行います。 

  

＜基本計画の推進体制＞ 

 環境行政に関する施策の連携及び調整を図るため、平成 9 年 7 月に庁内に設置した「北海道環境政策

推進会議」を通じ、この基本計画に基づく施策を総合的・計画的に推進します。 

また、国や市町村、道民や事業者が構成する組織等との連携の強化を図ります。 

  

＜基本計画の進行管理＞ 

 この基本計画の実効性を確保するため、環境に関する各種の指標を用いるなどして、目標の実現に向

けた施策の進捗状況や効果等を、毎年、点検・評価します。 

 その結果は、年次報告（環境白書）などにまとめ、北海道議会や北海道環境審議会に報告するととも

に、道民に公表します。 

 また、道民参加のもとで環境施策を推進するために、平成 9 年 4 月に北海道環境基本条例に基づき創

設した「環境保全推進委員制度」の積極的な運営などを通じて、道民の意見が、基本計画の推進に反映

されるよう努めます。 

 



第 1 章 環境の現状と課題 
 

★地球環境の保全に地域から取り組む循環型社会の実現 

  

◆ 地球環境保全対策の推進 

 地球温暖化やオゾン層破壊などの地球環境問題は、事業者の通常の社会経済活動や私たち一人ひとり

の日常の暮らしにおける環境への負荷の増大とその集積に起因する問題であり、これまでの行政による

規制的な手法のみではその解決が困難であることから、道民、事業者、行政が連携して環境保全のため

の取組を進めていくことが必要です。このため、道では、「北海道地球環境保全行動指針－アジェンダ

21 北海道－」を策定し、地球環境に配慮した行動を促進するとともに、道としても率先して環境に配慮

した行動に取り組んでいます。 

 また、これまで実施してきた地球環境問題に関する各種の調査結果や「地球温暖化防止京都会議」に

おける温室効果ガスの削減目標を定めた議定書の採択等の国際的な動向などを踏まえ、総合的な対策を

検討し、実施していく必要があります。 

 さらに、今後とも、開発途上国、北方圏諸地域、姉妹州などとの間で、環境に関する国際交流を積極

的に推進していくことが必要です。 

 

◆ エネルギーの適切・有効利用 

 本道の一次エネルギーの供給量は、生活の向上やライフスタイルの変化、ＯＡ機器の普及等によって、

年々増加する傾向にあります。  

 また、本道では冬期間における暖房用エネルギーの消費が多いことなどから、全エネルギー消費量に

占める民生部門の消費量の割合は、全国と比較して高い傾向にあります。 

 このため、本道のエネルギー消費の特性等を踏まえながら、省エネルギーについての意識啓発、省エ

ネルギー設備・システムの導入や省エネルギー技術の研究開発を推進することにより、環境への負荷の

低減を図る必要があります。 

 また、限りあるエネルギー資源を有効に利用するため、エネルギーの適切かつ効率的な利用を進め、

バランスのとれたエネルギー需給構造の構築に取り組む必要があります。 

さらに、太陽光、風力、地熱、雪氷（冷熱）などの新エネルギー・ローカルエネルギーや天然ガスな

ど、石油代替エネルギーの開発・導入を促進し、エネルギー源の多様化を図る必要があります。 

  

◆ 廃棄物対策・リサイクルの総合的な推進 

 近年、生産、流通、消費など様々な活動により生ずる廃棄物の量が増加し、これまでの埋立を中心と

した処理では、国土の利用が制約され、また、貴重な資源の浪費や廃棄につながっていくことから、新

たな観点での施策が必要となっています。 

 廃棄物問題に適切に対処するためには、社会経済の仕組みの中に廃棄物の減量化、リサイクル、廃棄

物の適正処理を定着させ、生産から消費に至るシステムと、廃棄物の発生から処理または再生利用に至

るシステムを結び付ける総合的な施策を実施することが必要です。 

 また、廃棄物処理施設の設置に当たっては、周辺地域の生活環境の保全に配慮し、地域の理解を得な

がら手続を行う必要があるほか、廃棄物の適正な処理等を通じて、ダイオキシン等の有害物質の排出抑

制に努める必要があります。 

なお、道民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、道外から持ち込まれる廃棄物につ

いては、単に埋め立てるために道外から持ち込むことは原則として認めないこととしています。 



★人と自然が共生する社会の実現 

 

◆ 多様な自然環境の保全 

 本道は、豊かな自然環境に恵まれており、この自然は道民一人ひとりの生活の基盤であり、貴重な財

産です。このため、自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、かけがえのない自然の大切さを正し

く認識し、行動する必要があります。 

 すぐれた自然環境を有する地域については、これまでも、自然公園や自然環境保全地域等に指定する

などして、その保全を図ってきていますが、自然とのふれあいを求める道民のニーズの増大、多様化を

背景に、各種開発行為等による自然環境への影響が懸念されることなどから、今後とも必要な地域につ

いては、法令による地域指定などを行い、その保全を図ることが必要です。 

 緑地や水辺などの身近な自然は、自然とのふれあいや野外レクリエーションの場など多様な形態を有

しており、今後とも、住民のニーズに対応して、その保護と適切な活用を図ることが必要です。 

また、すぐれた環境保全機能を有する森林、水辺等における多様な自然環境を保全することも重要です。 

 

◆ 自然とのふれあいの場の確保 

 私たちは、自然とのふれあいにより、心のやすらぎや自然環境についての様々な知識を得ることがで

きます。このため、道民が自然の恵みを享受し得るような環境を保全するとともに、自然とふれあうた

めの条件を整備することが必要です。 

 

◆ 生物の多様性の確保 

 本道は、周囲を太平洋、日本海、オホーツク海の 3 つの海に囲まれ、山岳、森林、湖沼、湿原など多

様で豊かな自然環境に恵まれており、ヒグマ、タンチョウ、シマフクロウなど本州にはみられない北方

系の様々な野生動物や各種の貴重な植物が生息・生育しているほか、ガン・カモ、ハクチョウ類等の渡

り鳥の中継地などとしても重要な位置を占めています。 

 しかし、開発の進展に伴う自然環境の改変等により、絶滅のおそれのある野生生物や、生息数の増加

等により農林水産業被害などが社会問題となる野生動物も見られることなどから、生物の多様性を損な

うことのないよう、将来にわたり適正に保護管理を行っていくため、今後とも、調査研究を行い、野生

生物に関する施策を総合的・計画的に推進する必要があります。 

 

 

★道民が健康で安全に生活できる社会の実現 

  

◆ 大気環境の保全 

 大気汚染は、主に工場・事業場の固定発生源や自動車等の移動発生源からの汚染物質によって生じる

もので、人の健康に影響を及ぼすおそれがあるほか、酸性雨などの原因にもなります。この大気汚染防

止の目標として、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環

境基本法に基づき「環境基準」が設定されています。 

 本道の大気汚染の状況は、これまでの工場等に対する規制や指導の強化、事業者の自主的な取組の促

進など、各種の施策により改善されてきていますが、浮遊粒子状物質や光化学オキシダントについては、

環境基準を達成していない地域があり、窒素酸化物については、都市部を中心に環境基準値の上限に近

い値で推移している地域があることから、今後、環境基準の維持達成に努める必要があります。 

 また、低濃度であっても、継続的に摂取される場合に、健康に悪影響を及ぼすおそれのある有害大気

汚染物質についての調査、対策を推進する必要があります。 



◆ 水環境の保全 

 河川や湖沼、海域などの公共用水域の水質について、人の健康を保護し生活環境を保全する上で、達

成し、維持することが望ましい基準として、環境基本法に基づき「環境基準」が設定されています。 

 また、水は、人間の社会経済活動や生物の生命維持に必要不可欠な資源として、その利用は多岐にわ

たっており、安全な水はもとより、清らかで豊富な水の確保が必要です。 

このため、環境汚染の未然防止を基調として従来の事業場を中心とした発生源対策や生活排水対策な

ど、水質保全のための個別施策をさらに進めるとともに、水生生物や水辺地など水域ごとの生態系の保

全に配慮した総合的・計画的な施策を行う必要があります。 

 

◆ 騒音・振動及び悪臭防止対策 

 人の感覚に直接影響を与え、日常の生活の快適さを損なうことで問題となる騒音・振動及び悪臭は感

覚公害と呼ばれ、公害に関する苦情の半数以上を占めています。 

このため、騒音・振動に関する周辺環境対策や発生源対策を進めるとともに、悪臭を防止するため、

業種や操業形態に応じたきめ細かな発生源対策を進める必要があります。 

 

◆ 土壌汚染及び地盤沈下対策 

 土壌は、大気、水などとともに環境を構成する重要な要素であり、生物の生息・生育や地下水の保全

等に重要な役割を有しており、有害物質による土壌汚染の防止を推進し、土壌環境の保全を図る必要が

あります。 

また、地盤沈下は、主に地下水の過剰なくみ上げが原因となって生じており、地下水のかん養や適正

な地下水の利用を推進する必要があります。 

 

◆ 化学物質等対策 

 今日、様々な化学物質が、様々な用途に使用されており、排気、排水、廃棄物等となって、最終的に

環境中に放出されているものもあります。これらの中には、環境汚染の原因となるものがあります。 

 環境に対するリスクがはっきりしない化学物質等による環境への影響を十分検討し将来環境問題が生

じることのないよう配慮していくことが重要です。 

また、遺伝子組替えによる生物材料については、国が定めた組替え DNA 技術に関する指針に基づき、

安全性確保等を図るための必要な措置を講ずるとともに、自主管理を徹底していくことが必要です。 

 

◆ 環境汚染対策の総合的推進 

 大気汚染や水質汚濁など環境汚染に関する項目の中には、環境基本法に基づき設定されている環境基

準が達成されていないものもあることから、その早期達成に努める必要があります。 

 また、今後とも、環境の監視や発生源に対する規制・指導を中心とする基本的な施策を、継続的かつ

着実に推進する必要があります。 

 さらに、工場や事業場における自主管理は必ずしも進んでいない現状にあることからその促進を図る

必要があります。 

 

  

★ 快適な環境が形成され心の豊かさが感じられる社会の実現 

 

◆ みどりとのふれあいづくり 

 植物とその生育環境である土壌、大気、水などが一体的に形成している空間である「みどり」は、私

たちの生活にうるおいとやすらぎを与え、きれいな空気や清らかな水などをもたらしてくれますが、都

市化の進展や土地利用形態の変化などにより、生活や生産の場などにおいて、みどりを残し、また、創

出するといったことが十分でなかった場合も多く見られました。 



今後、身近なみどりや森林など、まとまりのあるみどりの整備・保全、創出に努めるとともに、都市

近郊の樹林地や緑地のみどりから、公園、街路、河川、道路や耕地の樹林などを経て、森林などのみど

りへとつながりのある「みどりのネットワークづくり」を推進する必要があります。 

 

◆ 水辺とのふれあいづくり 

 本道の河川は、平均的にみれば勾配が緩やかで、河谷の幅が広く、自然が残された流域や水辺が多い

ことが特徴です。また、自然の川は、淵と瀬が交互に形成され、多様な流れをつくり、多くの生物の生

息・生育を可能にします。 

 近年、水辺の周辺環境に関心を持ち、川を起点として流域環境の改善に取り組む人々が増えつつあり、

今後も、地域の人々と行政が連携しながら、北海道らしい豊かな自然を持った川づくりを進め、水辺と

のふれあいの機会を確保する必要があります。 

また、多様な生物が生息・生育する湿原や湖沼、産業活動の場としての海などの水辺環境に対する関

心が高まっており、これらを適切に保全し、水辺とのふれあいづくりを推進する必要があります。 

 

◆ ゆとりある生活空間づくり 

北海道では、都市計画人口一人当たりの都市公園面積が全国一となっていますが、都市化や土地の高

度利用が進む中で、生活や生産の場などにおけるみどりの確保等が十分ではなかった場合も多く、また、

防災性の向上を図る観点からも、ゆとりある空間づくりに向けた各種施策の展開が必要です。 

 

◆ 北国にふさわしい魅力ある景観づくり 

 自分のまちに誇りや愛着が感じられる景観づくりやみどり豊かでうるおいのあるまちづくりなど、周

囲の環境と調和した北国らしい景観の創造が求められています。  

このため、道民、事業者、行政が協力して、地域の特性を生かした美しいまち並みと景観を形成する

ための取組を推進する必要があります。 

 

◆ 歴史的文化遺産の保存・活用 

 地域の歴史や伝統を支える建造物や文化財などの歴史的遺産は、地域のすぐれた景観形成の核として、

また、そこに住む人々のやすらぎや連帯感、郷土意識を高めるために欠かせない要素です。 

 

 また、長い歴史の中で生まれ、継承されてきた有形・無形の文化財、史跡、名勝、天然記念物や生活

習慣などに根差した文化遺産は、北海道の歴史、文化などの正しい理解のために欠くことのできないも

のであり、将来の文化の向上、発展の基礎となるものです。 

 このため、良好な環境の保全を図りつつ、歴史的資源をまちづくりの中で効果的に活用する必要があ

ります。 

 

第 2 章 計画の目標と施策の方向 

  

地球環境の保全に地域から取り組む循環型社会の実現 

 

★地球環境保全対策の推進 

＜目標＞ 

◎地球にやさしいライフスタイルの形成や事業活動の展開を図るため、「北海道地球環境保全行動指

針－アジェンダ 21 北海道－」に基づく自主的な取組や自発的な参加を促進する。 



◎地球環境保全に関する対策及び調査研究を推進する。 

◎ニ酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの排出を抑制する。 

◎フロンの回収・破壊処理を適正に行う社会システムを構築する。 

◎国際協力を通じて地球環境保全に貢献する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎温室効果ガスの削減目標（今後策定する予定の温暖化防止対策に係る総合的な計画の中に具体的な

数値目標を盛り込む） 

◎自治体・業界等によりフロン等の回収が実施されている市町村数 212 市町村（平成 9 年度家庭用冷

蔵庫からフロンを回収している市町村数 89） 

 

◆地球的規模の環境問題への取組 

○地球温暖化防止対策 

□ 現状 

◎地球温暖化問題は、家庭、事業所、交通機関などにおける化石燃料から発生する二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出量の増加によって生じ、気温の上昇に伴う海面水位の上昇、農作物等への被害、

病害虫や伝染病の拡大など深刻な影響が懸念されています。地球温暖化は、私たちの日常生活や産

業活動と密接な関わりがあり、道民、事業者、行政が連携して省エネルギーや省資源など、二酸化

炭素の排出量を削減するための取組を進める必要があります。 

◎平成 4 年度に環境庁から委託を受けて実施した「地球温暖化対策地域推進モデル計画策定調査」の

結果、道内で排出される二酸化炭素の排出量は、年間約 1,600 万トン（炭素換算）となっています。 

◎今後、国際的取決めや国における長期的目標、削減率等を踏まえ、排出量の多い部門（産業、運輸、

エネルギー転換部門）における排出抑制の取組を促進するとともに、全国と比較して、その比率が

高くなっている民生部門においても、積極的な取組を促進する必要があります。 

◎また、二酸化炭素吸収源としての森林の造成や無立木地の解消に努めるとともにメタン、亜酸化窒

素、代替フロンなどの温室効果ガスについても、今後、本道の排出実態を踏まえた排出抑制対策を

推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A 二酸化炭素等の排出が少ないライフスタイルの形成 

◎「北海道地球環境保全行動指針－アジェンダ 21 北海道－」に基づき地球環境に配慮した行動を

促進するとともに、道としても、今後とも率先して環境に配慮した取組をすすめます。 

◎北海道に適合した環境家計簿等の作成・普及や事業者の環境管理の促進などを通じ、家庭やオフ

ィスにおける温暖化防止のための取組をすすめます。 

◎二酸化炭素の排出を少なくするライフスタイルを形成するため、リサイクルの推進やエコマーク

商品、省エネルギー型商品の普及をすすめます。 

◎自動車からの二酸化炭素等の排出量を低減するため、無用なアイドリングを避ける（「アイドリ

ングストップ」）、経済速度で走行するなどのエコドライブをすすめます。 

 

B 二酸化炭素等の排出抑制対策 

◎二酸化炭素の排出を抑制するため、建築物の高気密・高断熱化やオフィスビル等における熱源・

空調システム等の省エネルギー化、製造時のエネルギー消費の少ない資材の利用を促進するとと

もに、省エネルギー型の製品・機器の導入をすすめます。 

◎太陽熱、太陽光、風力などの自然エネルギーや天然ガスなど、二酸化炭素の排出の少ないクリー

ンエネルギーの利用をすすめます。 



◎工場などの産業部門におけるエネルギー利用の効率化を進めるとともに、分散型電源供給システ

ムや省エネルギー型製造設備の導入を促進します。 

◎産業部門や発電所などのエネルギー転換部門における太陽光、風力などの自然エネルギーの利用

や廃棄物の焼却熱の利用、廃棄物発電などのローカルエネルギーの利用を促進します。 

◎エネルギー転換部門における発電効率の向上を図るとともに、二酸化炭素排出抑制技術の積極的

導入を促進します。 

◎環境への負荷が少ない低公害車等の導入をすすめます。 

◎中長距離の物流拠点間の幹線輸送におけるモーダルシフト（輸送効率のよい鉄道や海運への転換

の誘導）や、物流の効率化をすすめます。 

◎運輸部門におけるアイドリングストップ運動の徹底や共同輸配送の導入などをすすめます。 

◎道路網の体系的整備や交通流の誘導等により、交通渋滞を緩和し、自動車排出ガスの総量の低減

に努めます。 

◎住居から近郊の駅までは車で行き、鉄道や地下鉄に乗り換えるパークアンドライドなどによる公

共交通機関の利用拡大や自転車の利用などにより、都市部への自動車の流入の抑制をすすめます。 

 

C 吸収固定源対策・ヒートアイランド対策 

◎二酸化炭素の吸収固定源である森林の造成や無立木地の解消に努めるなど、整備保全をすすめます。 

◎植物の気温低減効果によりヒートアイランド現象を緩和するため都市緑化を推進し、冷房に要す

るエネルギーの需要低減を図ります。 

 

D 総合的な取組 

◎温暖化防止対策に係る計画を策定し、対策を総合的・計画的にすすめます。 

◎「新エネルギー・ローカルエネルギービジョン」に基づき、太陽光、風力などの自然エネルギー

の利用や廃棄物焼却熱、廃棄物発電などのローカルエネルギーの開発・導入を促進するとともに、

総合的な省エネルギー対策をすすめます。 

◎発電所や工場など二酸化炭素の大規模な排出源における排出抑制対策を促進します。 

◎二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスの排出実態等の把握に努めるとともに、必要な排出

抑制対策をすすめます。 

 

○オゾン層保護対策 

□ 現状 

◎大気中に排出されたフロン等がオゾン層を破壊し、有害な紫外線の到達量が増加する結果、人体

への健康被害や農作物の減収、生態系への影響などが懸念されています。フロン等の多くはすで

に生産が廃止されていますが、それ以前に生産されたフロン等が冷蔵庫やカーエアコンなど私た

ちの日常生活や産業活動で広く利用されており、これらを排出させずに回収し、適正に破壊処理

するための仕組づくりを推進する必要があります。  

 

□ 施策の方向 

◎フロンなどオゾン層を破壊する物質の大気中への排出を抑制するため、本道に適したフロン等の

回収・破壊処理システムの確立を図ります。 

◎フロン回収・再利用型設備や脱フロン型設備等を導入する事業者等への支援をすすめます。 

◎「道有施設等におけるフロン等対策ガイドライン」に基づき、道の各施設におけるフロン等の適

切な回収・破壊処理をすすめます。 

◎オゾン層保護のための普及啓発をすすめます。  



○海洋汚染防止対策等 

□ 現状 

◎地球の表面積の約 7 割を占める海は、漁業をはじめ交通や通商の場として利用されていますが、

陸域からの化学物質、家庭排水などの排出や、船舶の事故、廃棄物の投棄などによる汚染が、海

に生息・生育する生物や水・大気循環へ悪影響を及ぼしています。このため、陸域における水環

境の保全対策の実施はもとより、海洋汚染の実態などの調査・監視、普及啓発などを通じ、海洋

汚染の未然防止に努めるほか、油流出事故などの発生時に適切に対応できる体制を整備する必要

があります。 

 

□ 施策の方向 

◎衛星画像を活用した海域等の水質監視など各種調査をすすめます。 

◎磯焼け現象などの調査研究や赤潮の監視などをすすめます。 

◎海域に影響を及ぼす環境への負荷を低減するため、関係法令に基づく排水規制、生活排水施設の

整備など陸域における水環境の保全対策をすすめます。 

◎油汚染事故やその対策等に関する各種データの収集・蓄積をすすめます。 

◎海洋汚染防止に係る普及啓発をすすめます。 

◎「北海道地域防災計画」に基づき、油流出事故発生時における情報収集、汚染物質の保管・処理、

水質等の監視、水鳥等の保護収容・監視、自然公園等の保護管理などに迅速に対応できる体制の

整備をすすめます。 

◎油汚染事故に対して、環境保全上、特に脆弱な海岸を示す情報図の整備をすすめます。 

 

◆地球環境保全に資する行動の促進 

□ 現状 

◎道は、地域レベルから環境に関する意識の高揚を図り、取組を進めることを目的に、「北海道地

球環境保全行動指針－アジェンダ 21 北海道－」を策定しましたが、今後、同指針に基づき、道

民、事業者、行政がそれぞれの立場に応じ、また、地域の特性を踏まえた取組を実践していくこ

とが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎「北海道地球環境保全行動指針－アジェンダ 21 北海道－」に基づき、道民、事業者、行政によ

る地球環境の保全のための自主的、積極的な行動を促進します。 

◎省エネルギー・資源リサイクルなどの実践や環境保全活動への参加などを通じ、環境への負荷を

低減していく環境にやさしいライフスタイルを定着させるため、道民や事業者の自発的取組に対

する支援をすすめます。 

◎企業による自主的環境管理や環境に配慮した事業活動を支援するとともに、公共事業の実施に当

たっては、「北海道環境配慮指針（公共事業編）」に基づき環境配慮に努めます。 

◎道民や事業者による環境保全活動への参加・実践を支えるため、地域における活動の中核となる

人材の育成や活動に必要な情報の提供のほか、活動の拠点の整備などの支援をすすめます。 

 

◆地球環境保全に資する国際協力の推進 

□ 現状 

◎国境を越えて影響を及ぼす地球環境問題を地域的な取組だけで解決することは、非常に困難です。

このため、国や他の自治体はもとより、北海道と共通の課題を有する北方圏諸地域や、友好提携

地域である中国・黒竜江省、姉妹州であるカナダ・アルバータ州、アメリカ・マサチューセッツ

州などとの協力・連携を図り、地球環境保全の取組を推進する必要があります。 



□ 施策の方向 

◎技術研修員の受け入れや技術専門家の派遣などにより、開発途上国等の環境保全に対する支援を

すすめます。 

◎地球環境の保全を目指す地方自治体の国際的な協議機関である「国際環境自治体協議会」（ICLEI）

を通じ、開発途上国等における公害防止など地球環境保全対策をすすめます。 

◎環境情報の提供などにより、NGO（非政府組織）が行う環境に関する国際協力・交流を促進します。 

◎気候風土が共通する北方圏地域や近隣諸国と連携を図りながら、酸性雨のモニタリングや酸性雨

対策などをすすめます。 

◎友好提携地域である中国黒竜江省との環境保全技術協力や姉妹州であるカナダ・アルバータ州、

アメリカ・マサチューセッツ州との環境情報の交換などをすすめます。 

◎ロシア連邦極東地域との森林に関する技術交流等をすすめます。 

◎地球環境の保全に関する条約や国際協定に基づく国の取組に協力します。 

◎国際的に共通の課題を抱えている野生生物の保護対策について、北方圏フォーラムのメンバーを

はじめとした諸外国や関係国際機関などとの情報交換をすすめます。 

 

 

★エネルギーの適切・有効利用 

＜目標＞ 

◎エネルギーの消費抑制、エネルギーの有効利用、自然エネルギーの利用を推進し、環境への負荷を

低減する。  

 

◆エネルギーの消費の効率化 

□ 現状 

◎現在の私たちの生活を支えているエネルギーは、製造や消費の過程において、環境に様々な負荷

を与えています。一人ひとりの環境への負荷は小さくても、全体での負荷は極めて大きなものと

なります。このため、私たち一人ひとりが生活のあり方を見直し、エネルギー消費の節減により、

環境への負荷を削減することが重要です。 

◎また、省エネルギー設備・システムの導入促進や省エネルギー技術開発の推進を図るとともに、

省エネルギーに関する普及啓発を進めることにより、エネルギーの消費の効率化を図る必要があ

ります。 

 

□ 施策の方向 

◎省エネルギーについての意識高揚を図り、環境にやさしいライフスタイルの普及啓発をすすめます。 

◎省エネルギー型製品・機器等に関する情報提供をすすめます。 

◎設備機器、住宅などにおける省エネルギー技術の研究開発などをすすめます。 

◎省エネルギー設備・システムの導入などにより、工場・事業場等における積極的な省エネルギー

対策を促進します。 

◎高断熱・高気密化などにより、住宅における省エネルギー対策を促進します。 

◎ビル建築の省エネルギー化に関する調査研究や設備機器・住宅などにおける省エネルギー技術の

研究開発をすすめます。 

◎省エネルギーや深夜電力の活用などによる昼と夜の電力需要格差の平準化を促進します。 

◎「北海道省エネルギー指針」（仮称）を策定するとともに、同指針に基づき省エネルギー対策を

総合的にすすめます。 



◆未利用エネルギーの利用（エネルギーの有効利用） 

□ 現状 

◎エネルギーの有効利用を図るため、現在利用の少ない廃棄物焼却の余熱や工場廃熱等の利用を図

る必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎廃棄物焼却余熱や工場・下水廃熱などの未利用エネルギーの利用を促進します 

◎コージェネレーションシステム（熱電併給システム）の導入をすすめます。 

◎廃棄物焼却余熱や工場・下水廃熱利用、コージェネレーションシステムにおける高効率化、低コ

スト化に関する研究・技術開発をすすめます。 

 

◆自然エネルギーの利用（新エネルギーの導入） 

□ 現状 

◎今後ともエネルギーの安定供給の確保を図るとともに、効率的なエネルギー利用を促進し、バラ

ンスの取れたエネルギー需給構造を構築することが重要です。このため、石油類の安定的、効率

的供給の確保や電源の多様化を進めるとともに、本道の地域特性を生かした新エネルギー・ロー

カルエネルギーや天然ガスなど、石油代替エネルギーを開発・導入し、エネルギー源の多様化を

促進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎新エネルギー導入の制約となる各種課題に関する研究を推進するとともに、関係情報の提供をす

すめます。 

◎新エネルギーを普及するためのモデル事業等をすすめます。 

◎各種の財政的支援策により、事業者における新エネルギーの導入を促進します。 

◎道の各種施設など公共施設やオフィス等における新エネルギーの導入をすすめます。 

◎「新エネルギー・ローカルエネルギービジョン」に基づき、太陽光、風力、地熱、雪氷（冷熱）

などの自然エネルギーの利用や廃棄物焼却熱、廃棄物発電などのローカルエネルギーの開発・導

入をすすめます。 

 

 

★廃棄物対策・リサイクルの総合的な推進 

＜目標＞ 

◎廃棄物の減量化やリサイクルを推進し、循環型社会を構築する。 

◎廃棄物の適正な処理を推進し、地域の環境を保全する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎道民 1 人 1 日あたりごみ排出量 10％減少（平成 6 年度 1,489g／人・日） 

◎再資源化が可能な廃棄物を分別して収集している市町村数 212市町村（平成8年度 91市町村） 

◎一般廃棄物のリサイクル率 10％増加（平成 6 年度 5.0％） 

◎産業廃棄物の再生利用率 70％（平成 6 年度 64％） 

 

◆廃棄物の減量化（廃棄物の発生・排出抑制） 

□ 現状 

◎本道における一人一日当たりのごみ排出量は、全国で第 1 位という状況にあり、産業廃棄物につ

いても、その排出量は年々増加傾向を示しています。 



◎このようなことから、廃棄物の減量化を推進するためには、道民一人ひとりが日常生活において、

取組をすすめることが必要です。 

◎また、廃棄物の減量化に当たっては、事業者の取組が重要であり、事業者は、生産段階で再生資

源を積極的に利用するほか、再生利用が可能な製品の開発、寿命の長い製品の生産等に努めると

ともに、事業活動に伴って生じる廃棄物を減少させる必要があります。 

◎行政においても、減量化を推進するため、市町村が策定する一般廃棄物処理計画等において、地

域の状況に応じた対策を明らかにするとともに、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律（以下、「容器包装リサイクル法」という。）による分別収集の徹底等を図ること

などが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎「ごみゼロ・プログラム北海道」（仮称）を策定し、廃棄物の減量化を総合的・計画的にすすめます。 

◎使用済み製品の再使用、使い捨て製品の使用自粛、過剰包装の辞退等を促進するための普及啓発

をすすめます。 

◎事業者による再生資源の利用、製品の長寿命化、使い捨て製品の製造販売、過剰包装の自粛など

を促進します。 

◎簡易包装に協力する店の認定などにより、事業者による自主的な容器包装等の減量化をすすめます。 

◎容器包装リサイクル法に基づく市町村等による分別収集の徹底を図ることにより廃棄物の減量

化をすすめます。 

◎一般廃棄物処理計画の策定指導等を通じ、市町村等における廃棄物の減量化をすすめます。 

◎産業廃棄物処理計画等により排出事業者への指導に努め、産業廃棄物の減量化をすすめます。 

 

◆資源リサイクルの推進（資源の循環利用） 

□ 現状 

◎平成 7 年度の全道の一般廃棄物の総排出量は約 309 万トンで、このうち再生利用された量は約 7

万 3 千トン、割合で 2.4 パーセントとなっています。また、産業廃棄物の排出量は、平成 6 年度

で約 4,300 万トンで、このうち再生利用された量は、約 2,748 万トン、割合で、64 パーセント

となっており、今後、さらにリサイクルを推進していく必要があります。 

◎容器包装リサイクル法による容器包装廃棄物の分別収集や商品化を推進するとともに、リサイク

ルに関する総合的な施策を推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A リサイクルシステムの確立 

◎資源のリサイクルに関する調査研究をすすめます。 

◎再生品の積極的な利用をすすめるとともに、再資源化の技術開発、再商品化を促進します。 

◎市町村におけるリサイクルの取組を推進するため、資源ごみの効率的な回収や、リサイクルセン

ター、ストックヤード等の施設整備を促進します。 

◎広域的な共同利用型のリサイクル施設の整備について検討をすすめます。 

◎廃棄物の再資源化施設の整備を行う事業者に対する支援をすすめます。 

◎オフィスにおける資源回収のための組織づくりを促進します。 

◎廃タイヤなど各種廃棄物をセメント製造会社等の原料や燃料として活用するなど異なる業種を

結合することにより、再資源化をすすめます。 



B リサイクルの推進、普及啓発 

◎「廃棄物の減量化・リサイクルアクションプラン」に基づく、道民、事業者、行政の取組をすす

めます。 

◎容器包装リサイクル法に基づく市町村等による分別収集の徹底を図るとともに、広域的な回収エ

リアについて検討をすすめます。 

◎製造・流通段階での再生資源の利用や、長寿命製品・再資源化しやすい製品の製造・流通などを

促進します。 

◎再生品の利用拡大を図るため、再生品や取扱店の紹介、リサイクルへの協力方法などを示したマ

ニュアル等を作成し、普及啓発をすすめます。 

◎紙やプラスチックの再生、生ごみのコンポスト化など、廃棄物の再資源化の推進に関連するエコ

ビジネスの育成をすすめます。 

◎資源リサイクル活動団体等に対する支援をすすめます。 

◎関係機関と連携してリサイクルに関する学校教育をすすめます。 

◎廃棄物の再資源化や再生品の利用を促進するため、再資源化施設の稼働状況や再生品の供給体制

など必要な情報の提供をすすめます。 

 

◆廃棄物の適正処理の推進 

○一般廃棄物の適正処理 

□ 現状 

◎平成 7 年度の全道のごみの総排出量は約 309 万トンで、一人一日当たりのごみ排出量は 1,481g/

人・日となっており、横ばいの傾向にあります。これは、全国平均の 1,106 g/人・日（平成 6

年度）に比較しても多いことから、今後も一層のごみの排出抑制、減量化が必要となっています。 

◎ごみ処理の内訳は、埋立処分が約 45 パーセント、焼却処理が約 44 パーセント、粗大ごみ処理施

設やその他の施設等による中間処理が約 12 パーセントとなっていますが、全国に比べ埋立処分

の割合が高く、焼却の割合が低くなっています。 

◎一般廃棄物の処理は、市町村の責任において実施されていますが、処理に当たっては、地域住民、

事業者等の積極的な協力が不可欠であるとともに、市町村においては廃棄物の減量化・再生利用

の推進を考慮し、廃棄物の量や質を正確な基礎データのもとに十分に検討して長期的な視野にた

った適正な処理計画を策定する必要があります。 

◎近年は、循環型の社会の実現をめざし、資源のリサイクルやごみを焼却した際に発生する熱の有

効利用など、様々な施策を講じてきていますが、今後とも、分別収集の促進等に伴って資源化施

設等の整備を促進する必要があります。 

◎道は、市町村に対する技術援助と施設整備に係る国庫補助制度の活用等を推進し、処理施設の充

実と維持管理の向上を図っていますが、今後とも資源化施設等の廃棄物処理施設の整備を促進し、

一般廃棄物の適正処理を推進していく必要があります。 

◎ごみ焼却施設から排出されるダイオキシン類の排出削減を図るためには、焼却する量を減少させ

ることが必要であり、そのためにもごみの減量化や資源化、再生利用を積極的に進めていく必要

があります。 

 

□ 施策の方向 

◎道が策定した「ごみ処理の広域化計画」に基づき、ごみの排出抑制、減量化をすすめます。 

◎市町村等に対する「一般廃棄物処理計画」策定の指導を強化するとともに、同計画に基づく適正

な処理施設の整備を促進します。 

◎分別収集や資源のリサイクルの推進と併せて、資源化施設、破砕・圧縮施設、焼却処理施設など

の整備を促進します。 



◎大型家庭電化製品など処理が困難な一般廃棄物の処理について、市町村等と製造業者・販売業者

との協力体制の確立に努めます。 

◎一般廃棄物の処理に伴う環境汚染を未然に防止するため、一般廃棄物処理施設の適正な維持管理

について指導をすすめます。 

◎一般廃棄物処理の有料化の効果等に関する調査、検討をすすめ、地域の実情に応じた有料化を促

進します。 

 

○産業廃棄物の適正処理 
□ 現状 

◎本道では、年間約 4,300 万トンの産業廃棄物が排出されています。産業廃棄物については、排出

事業者の責任により処理することとされており、道では、産業廃棄物の処理の基本的方針として、

「北海道産業廃棄物処理計画」を定め、適正処理や減量化、再生利用等をすすめてきています。 

◎産業廃棄物の排出量の約半分を占める動物のふん尿等の農業系廃棄物をはじめ、魚介類残さ等の

水産系廃棄物や建設廃棄物について一部に不適正な処理が見られるなど、その適正な処理が課題

となっています。 

◎また、道内の産業特性に配慮した総合的な廃棄物対策などにより、廃棄物の減量化及び再生利用

を図る必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎産業の特性や地域の実情に応じ、かつ、周辺地域の生活環境に配慮した産業廃棄物処理施設の設

置など産業廃棄物の処理体制の整備をすすめます。 

◎「北海道産業廃棄物処理計画」、「北海道建設廃棄物処理推進計画」、「北海道感染性廃棄物処

理推進計画」等に基づき、事業者に産業廃棄物の適正な処理体制づくりを指導するとともに、廃

棄物の排出抑制、減量化、再生利用を推進します。 

◎産学官、産業間の連携強化により、産業廃棄物の安価で安全な処理方法や再生利用に関する技術

開発・研究をすすめます。 

◎不法投棄等の監視指導を強化するとともに、廃棄物の流れを管理するマニフェスト（産業廃棄物

管理票）システムの徹底を図ります。 

◎家畜ふん尿の低コスト・省力的な処理技術の開発や処理施設等の整備をすすめます。また、農業

用廃プラスチックの適正処理や生分解性フイルムの普及をすすめます。 

◎漁業系廃棄物の有効利用や処理施設の整備を促進します。 

◎各種研究会等の開催などを通じ、排出事業者・処理業者の資質の向上を図ります。 

 

○ダイオキシン対策 

□ 現状 

◎ごみ処理施設から排出されるダイオキシン類が社会問題化しており、早急にその削減対策を講じ

ていく必要があります。 

◎今後設置するごみ焼却施設は、24 時間連続して焼却できる大規模なものとされたことから、人

口の少ない市町村では複数の市町村が連携した取組が必要となります。 

◎このため、平成 9 年 12 月に策定した「ごみ処理の広域化計画」に基づき、大規模な焼却施設に

よる適正な燃焼など、地域の実情に即した対策を図る必要があります。 

◎産業廃棄物の焼却施設から排出されるダイオキシン類について、その適正処理をすすめる必要が

あります。 



□ 施策の方向 

◎「ごみ処理の広域化計画」に基づく施策を展開し、広域的な処理体制を確立し、ダイオキシン類

の削減を図ります。 

◎廃棄物の焼却量を減少させるため、排出抑制とリサイクル等によりごみの減量化をすすめます。 

◎廃棄物の焼却施設における適正な燃焼管理をすすめます。 

◎知見を収集整理するとともに、ダイオキシン類に関する総合的な対策について検討をすすめます。 

 

 

人と自然が共生する社会の実現 
   

★多様な自然環境の保全 

＜目標＞ 

◎すぐれた自然環境を有する地域の保全を推進する。 

◎身近な自然の適正な保全と森林、農地、水辺地等が有する公益的機能の維持増進を図る。 

 

＜定量的目標＞ 

◎自然公園及び自然環境保全地域等の面積 900 千 ha（平成 7 年度 891 千 ha） 

◎森林の面積 5,559 千 ha（平成 7 年度 5,557 千 ha） 

  

◆すぐれた自然の保全 

□ 現状 

◎自然環境の保全に関する法令等に基づき、自然公園や自然環境保全地域等の適正な管理を推進す

るとともに、必要に応じ新たな地域指定や土地の公有化などにより、原生林などのすぐれた自然

環境を有する地域の保全を図ることが必要です。 

◎本道には、釧路湿原やサロベツ湿原をはじめ、数多くの湿原があります。これらは北海道の豊か

な自然の象徴であるとともに、タンチョウなどの動植物の貴重な生息・生育空間として近年その

価値が見直されてきています。また、その保水力や水質浄化機能、気象の変化を緩和する機能な

ど人間の生活環境を維持する機能のほか、これらの機能を通じて水産業や農業に貢献するととも

に、その景観が観光資源に利用されるなど、人間にとって有益な存在であり、その適正な保全を

図る必要があります。 

◎すぐれた自然を保全するための一つの手段として、ナショナル・トラスト運動による土地の取得

があります。ナショナル・トラスト運動は、本来これに参加する市民の拠出金や財産提供によっ

て運営され、市民主導により独自の機能を発揮するものですが、その目的の上では公益的側面を

強く有することから、この運動を促進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A 自然公園等のすぐれた自然の保全 

◎自然公園については、管理指針等の策定及び推進、自然環境保全地域等については、保全計画等

の推進を図り、適切な管理をすすめます。 

◎特に良好な自然環境を形成し保全を図る必要のある地域については、自然環境保全地域等への指

定をすすめます。 

◎すぐれた自然の風景地で保護及び利用の増進を図る必要がある地域については、自然公園への指

定をすすめます。 



◎すでに地域指定が行われている地域のうち、社会経済情勢の変化などから区域の変更等が必要と

なった地域や、自然環境に関する新たな情報などから保護規制の強化等が必要となった地域につ

いては、適切な見直しをすすめます。 

◎すぐれた湿原や海岸等の自然環境に関する調査を実施するとともに、調査結果に基づく保全対策

をすすめます。 

◎衛星画像を活用した自然環境の広域的なモニタリング体制の整備をすすめます。 

 

B 公益的な機能の高い森林の保全 

◎原生林などの貴重な森林の保全をすすめます。 

◎広葉樹林や針広混交林の造成など、森林の持つ環境保全機能を高度に発揮させるための森林の整

備をすすめます。 

◎森林の公益的機能をより高度に発揮させるため、保安林の整備をすすめます。 

◎環境保全機能の高い森林の公有化をすすめます。 

 

C 湿原生態系の適切な保全 

◎特に保全を図ることが必要な湿原については、関係法令に基づく地域指定に努めます。 

◎湿原及びその周辺地域における土地利用や開発行為等に当たっては、環境への負荷の低減に努めます。 

◎生態系の保全上重要な湿原や学術的価値が高く、総合的な保全対策を講じる必要がある湿原につ

いては、「湿原保全プラン」を策定し、適正な保全を図ります。 

◎湿原生態系に関する調査研究をすすめます。 

◎湿原保全に関する普及啓発や住民の自発的な湿原保全活動に対する支援をすすめます。 

◎水鳥の生息地として国際的に重要な湿原については、「ラムサール条約」への登録を促進します。 

 

D 土地の公有化などによる保全 

◎法令に基づき地域指定されている民有地のうち特に保全を図る必要がある地域については、国の

補助制度を活用した公有地化をすすめます。 

◎すぐれた自然地域の取得に努めるとともに、地域指定や保護規制の強化など、適正な保全対策を

すすめます。 

◎広く国民の参加や協力を得て良好な自然環境を有する土地を取得・管理し保全を図る「ナショナ

ル・トラスト運動」への支援をすすめます。 

 

◆身近な自然の保全 

□ 現状 

◎居住地付近に存在する身近な自然は本道の自然環境を構成する要素として、また、多様な生物が

生息できる地域として重要な役割を有していますが、都市部を中心に身近な自然が減少している

地域も見られます。 

◎また、身近な自然は風土、文化など地域の生活と社会の形成に深く関わっており、自然を活用し

た教育やレクリエーションの場としても大きな役割を果たしています。 

 

□ 施策の方向 

◎居住地周辺の樹林地、水辺地、原野などの保全と失われた自然の回復、創造に努めます。 

◎関係法令に基づく地域指定などにより身近なみどりの保全をすすめます。 

◎由緒、由来のある樹木や良好な景観を形成する樹林については、保存樹木等への指定をすすめます。 

◎自然環境や生態系の保全・回復に配慮した都市公園等の整備をすすめます。 



◎身近にふれあうことのできる河畔林の保全と活用をすすめます。 

◎身近な自然の保全や回復、創造に関する技術的な手法等の研究をすすめます。 

◎市町村や地域住民による身近な自然の保全活動を支援するとともに、普及啓発をすすめます。  

 

◆水辺等における環境保全機能の維持・回復・増進 

□ 現状 

◎河川、湖沼、海岸などの水辺地は、多様な生物の生息空間（ビオトープ）として重要であるばか

りではなく、北海道らしい自然景観を形成し道民にやすらぎと潤いを与え、教育・文化の場とし

ても重要な位置を占めています。このため、まちづくりと一体となった水辺空間の整備や良好な

水辺環境の保全・形成が必要となってきています。 

◎また、森と川と海は一つという認識が高まり、林業・漁業関係者等による河川周辺の植樹などの

活動が各地で行われています。 

 

□ 施策の方向 

◎河川、湖沼、海岸など水辺空間の保全・整備をすすめます。 

◎ビオトープ（生物生息空間）の整備とそのネットワーク化に努めます。 

◎自然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全・整備をすすめます。 

◎「豊かな海と森づくりネットワーク構想」に基づき、森・川・海を豊かなみどりと清流で結ぶ総

合的な環境保全の取組をすすめます。 

 

 

★自然とのふれあいの場の確保 

＜目標＞ 

◎自然を適正に利用するための施設の整備と自然体験の条件づくりを推進する。 

  

◆自然を適正に利用するための施設の整備と維持管理の充実 

□ 現状 

◎都市化の進展や余暇時間の増大などを背景に、自然とのふれあいに関するニーズは増大し、多様

化しています。このため、自然を適正に利用するための場を確保することが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎国立・国定・道立自然公園を適正に利用するための施設整備を計画的にすすめます。 

◎「道民の森」、「21 世紀の森」などの道立の森の整備をすすめるとともに、市町村等が行う森

林利用施設の整備をすすめます。 

◎自然解説や動植物の観察などを目的とした自然とふれあうための拠点施設等の整備をすすめます。 

◎自然とふれあうための施設の整備に当たっては、高齢者・障害者等に配慮するとともに、環境の

保全と安全性の確保に努めます。 

 

◆自然とふれあうための条件整備 

□ 現状 

◎人と自然のふれあいを推進するためには、利用施設の整備や維持管理を図ることとあわせて、自

然の仕組みや効用、その適切な利用の仕方などについて正しい知識と理解を深める施策を進める

ことが必要です。 



□ 施策の方向 

A 自然解説のための人材の養成、確保 

◎自然環境や動植物の生態などについて解説を行うボランティアの自然解説員の育成・活用をすす

めます。 

◎すぐれた自然を有する自然公園などをフィールドとして、利用者に対し自然解説や情報提供等を

行う案内人の配置をすすめます。 

◎自然観察会や森林浴に参加する人々に森林や林業についての知識を伝える「グリーンインストラ

クター」の養成をすすめます。 

  

B 自然体験の機会の提供 

◎自然探勝歩道などのネットワーク化をすすめます。 

◎農村や自然環境に恵まれた地域において、環境に対する負荷をできるだけ与えない形で行う観光

（「グリーン・ツーリズム」、「エコ・ツーリズム」）の全道的な展開を図ります。 

◎みどりと親しむ施設を活用した植樹祭や自然観察会などのイベントの開催をすすめます。 

 

 

★生物の多様性の確保 

＜目標＞ 

◎調査研究や野生生物の適正な保護管理、生息・生育環境の保全などにより、本道の生物多様性を

確保する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎鳥獣保護区及び休猟区の面積 1,200 千 ha（平成 7 年度 1,164 千 ha） 

 

◆野生生物の調査研究の推進 

□ 現状 

◎自然環境、特に野生生物に対する関心が高まっていますが、野生生物の分布、生態等の実態は必ず

しも明らかではありません。そのため、野生生物の生息・生育実態等の把握に努め、これら科学的

な情報に基づいて、適正な保護管理や生息・生育環境の保全に計画的に取り組む必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A 調査研究の充実・強化 

◎野生生物の保護管理や野生動物による被害防止対策等の基礎となる生息数の動向等のモニタリ

ング体制の確立に努めます。 

◎野生生物の生態や保護管理の方策等に関する調査研究をすすめるとともに、情報の収集・蓄積と

その活用に努めます。 

◎地域における野生生物の調査研究の拠点となるフィールド・リサーチセンターなどの整備をすす

めます。 

 

B 調査研究機関との連携強化 

◎環境科学研究センター、農業試験場、林業試験場等の道立試験研究機関相互の連携による調査研

究をすすめます。 

◎国、市町村、大学、博物館、各種団体との連携による調査研究や情報交換をすすめます。 



◆希少な野生生物の保護 

□ 現状 

◎希少な野生動植物の絶滅を防止し種の保存を図るため、現状を的確に把握するとともに、保護管

理を推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A 北海道レッドデータブックの作成 

◎道内に生息・生育する希少な野生動植物の目録である「北海道レッドデータブック」を作成する

とともに、効果的な保護対策を検討、実施します。 

 

B 希少野生動植物の保護対策 

◎タンチョウ、シマフクロウなど絶滅のおそれのある野生動植物種に関する調査研究を進めるとと

もに、適正な保護増殖対策を検討、実施します。 

 

◆野生動物の適正な保護管理 

□ 現状 

◎本道の野生動物の中には、生息数が減少し絶滅のおそれのある種がある一方、生息数の増加によ

って農林水産業被害等の増大をもたらしている種もあることから、人間活動とのバランスに配慮

しながら、将来にわたって種の多様性が損なわれることのないよう、適正な保護管理を総合的に

推進する必要があります。 

◎また、本道は、野生生物の生息・生育環境としては比較的恵まれていますが、開発行為等による

生息環境の変化などが見られる地域もあることから、鳥獣保護区の設定を進めるなど、生息・生

育環境の保全を図る必要があります。 

 

□ 施策の方向 

A 適正な保護管理の推進 

◎野生動物の保護管理に果たす狩猟の役割を踏まえ、狩猟種ごとの捕獲数を管理する総量規制の導

入を図るなど、科学的な情報に基づく狩猟管理の確立に努めます。 

◎エゾシカなど野生動物による農林水産業被害の効果的な防止・軽減対策を推進するとともに、地

域における被害防止体制の確立に努めます。 

◎傷病鳥獣の適正な保護対策を進めるため、地域の獣医師・動物園・ボランティア等の協力を得て

行う「傷病鳥獣保護ネットワークシステム」を展開します。 

◎農業被害等の原因となり、本道の生態系への影響が懸念されている帰化動物の対策をすすめます。 

 

B 多様な生息・生育環境の保全 

◎各種開発事業の計画及び実施段階において野生生物の生息・生育環境に対する配慮を徹底すると

ともに、拠点のみどりと身近なみどりをつなぐ「みどりの回廊」づくりや動物横断用の橋梁・ト

ンネル等の設置など、生息域の分断を防止するための取組をすすめます。 

◎野生生物の生息・生育環境に対する負荷の低減を図るとともに、生息・生育環境の復元や創出に

努めます。 

◎鳥獣保護区の計画的な設定など自然環境の保全に関する各種法令に基づく効果的な地域指定等

と適正な管理により、野生動物の生息環境の保全に努めます。 



C 国際協力の推進 

◎野生動物の保護管理に関する条約や国際協定に基づく国の取組に協力します。 

◎国際的に共通の課題を抱えている野生生物の保護対策について、北方圏フォーラムのメンバーを

はじめとした諸外国や関係国際機関などとの情報交換をすすめます。 

 

D 保護管理計画の作成 

◎エゾシカ、ヒグマなど本道に生息する主要な野生動物の保護管理計画を作成し、計画的な保護管

理をすすめます。 

 

 

道民が健康で安全に生活できる社会の実現 
 

★大気環境の保全 

＜定量的目標＞ 

◎大気汚染に関する環境基準を維持・達成する。 

 

＜目標＞ 

◎有害大気汚染物質による環境汚染を未然に防止する。 

 

◆窒素酸化物対策 

□ 現状 

◎経済活動の拡大等を背景としたモータリゼーションの進展、幹線道路網の整備拡充、人口の都市

集中などの様々な要因によって、自動車による幹線道路の沿道における大気汚染、騒音、振動な

ど、いわゆる交通公害が住民の生活に大きな影響を与えています。 

◎自動車排出ガスによる道路周辺の大気汚染の監視については、道及び政令市などが 18 地点に自

動車排出ガス測定局を設置して常時監視を行っています。 

◎自動車排出ガス測定局における二酸化窒素（13 有効測定局）については、全局で環境基準を達

成していますが、環境基準のゾーン内にある測定局が 10 局となっており、環境基準の維持達成

に努める必要があります。 

◎一般環境測定局における二酸化窒素（79 有効測定局）については、全局で環境基準を達成して

おり、過去 10 年間の有効測定局の年平均値は、ほぼ横ばいとなっています。しかし、都市部を

中心に環境基準のゾーン内にある地域があり、また、自動車等の移動発生源の影響が大きくなっ

ていることから、環境基準を維持するため適切な対策を講じる必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎低公害車等の公用車への導入をすすめます。 

◎低公害車等を導入する事業者や普及促進を図る市町村に対する情報提供などの支援をすすめま

す。 

◎自動車などの移動発生源対策として次の取組をすすめます。 

・アイドリングストップ運動などのエコドライブ  

・交通流の円滑化、パークアンドライドによる公共交通機関の利用促進、自転車の利用促進、

環境への負荷の少ない交通・物流システムに関する検討  

◎効果的な環境監視や発生源監視等を行います。 



◆浮遊粒子状物質対策 

□ 現状 

◎浮遊粒子状物質については、年平均値はおおむね減少の傾向にありますが、短期的評価において、

環境基準を達成していない測定局があることから、その改善を図る必要があります。 

□ 施策の方向 

◎燃焼に伴う微粒子や凝縮性ダストの影響について、国と連携を図りながら調査等を進めるととも

に、効果的な対策を検討、実施します。 

 

◆光化学オキシダント対策 

□ 現状 

◎光化学オキシダントについては、ほとんどの測定局で環境基準を超えていますが、その発生メカ

ニズムなどがほとんど解明されていません。 

 

□ 施策の方向 

◎高濃度の光化学オキシダントの発生のメカニズムについて、情報収集等に努めるとともに、監視

や原因物質の排出抑制対策をすすめます。 

 

◆硫黄酸化物対策 

□ 現状 

◎硫黄酸化物については、年平均値の単純平均値の経年変化は低濃度で推移しており、長期的評価

では全局において環境基準を達成しているものの、短期的評価では達成していない測定局があり、

これらの改善を図るとともに、今後とも低濃度での推移を維持する必要があります。 

□ 施策の方向 

◎効率的、効果的な環境監視や発生源監視等をすすめます。 

◎環境基準を達成していない測定局周辺における発生源の調査及び指導をすすめます。 

  

◆有害大気汚染物質対策 

□ 現状 

◎低濃度であっても継続的に摂取される場合に健康に影響を及ぼすおそれのある有害物質につい

ての調査・対策を推進する必要があります。 

□ 施策の方向 

◎トリクロロエチレンなど有害大気汚染物質に関する環境モニタリングを実施します。 

◎ベンゼンなどの有害大気汚染物質を排出する事業者による自主管理を促進します。 

◎有害大気汚染物質に関する調査研究を推進するとともに、効果的な対策を検討、実施します。 

  

◆脱スパイクタイヤ対策 

□ 現状 

◎スパイクタイヤの使用に伴う粉じんや騒音などの環境問題を解消するため、平成元年 10 月に「北

海道脱スパイクタイヤ推進条例」及び「北海道脱スパイクタイヤ対策基本計画」を制定し、脱ス

パイクタイヤ対策の総合的、計画的な推進を図ってきた結果、粉じんについては、スパイクタイ

ヤの装着率の低下に伴い、着実に降下ばいじん量も減少しており、今後は、スタッドレスタイヤ

による安全運転教育の充実等が課題となっています。 



□ 施策の方向 

◎「脱スパイクタイヤ対策基本計画」に基づき、次の対策をすすめます。 

・冬道安全運転教育などのドライバー対策の充実  

・安全で円滑な冬道交通を確保するための道路環境及び道路交通環境の整備  

   

 

★水環境の保全 

＜目標＞ 

◎健全な水循環を確保するとともに、水道水源の保全を推進する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎河川、湖沼、海域、地下水に関する環境基準を維持・達成する。 

◎下水道、農（漁）業集落排水、合併処理浄化槽の処理人口の割合 90％（平成 7 年度 75.9％） 

◎森林の面積 5,559 千 ha（平成 7 年度 5,557 千 ha） 

  

◆工場・事業場排水対策 

□ 現状 

◎道では、水質汚濁防止法、北海道公害防止条例及び道が当事者になって工場等と締結している公

害防止協定に基づき、工場等に報告を求め、または立入検査を実施して排水基準の遵守を確認す

るとともに、必要な改善措置を講じさせていますが、いまだ、排水基準に適合しない排出水を排

出する特定事業場もあることから、継続して立入検査等を行い、改善のための対策を進める必要

があります。 

 

□ 施策の方向 

◎河川等の水域の現状の水質及び環境基準未達成原因解明調査等の結果に基づいて、必要に応じて、

環境基準類型指定や工場・事業場の排水基準の見直し等を行います。 

◎立入検査等による監視を強化します。 

◎排水基準の適用を受けない事業場等に対する指導を強化するとともに、公害防止意識の啓発をす

すめます。 

◎工場・事業場における自主管理（自主測定）体制の整備を促進します。 

  

◆生活排水対策 

□ 現状 

◎公共下水道等の生活排水処理施設の整備が遅れている地域では、湖沼や中小河川など一部の水域

において、水質の汚濁やこれに伴う水辺環境の悪化が見られます。このため、公共下水道整備を

促進するとともに、人口規模の小さい農漁村集落や人家が散在する地域においては、農業・漁業

集落排水処理施設や合併処理浄化槽等による生活排水対策を充実させる必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎「全道みな下水道構想」に基づき、道内のすべての区域について、下水道、農業・漁業集落排水

処理施設、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の計画的な整備をすすめます。 

◎水道水源の保全に留意しながら、公共下水道や合併処理浄化槽の整備、水質汚濁防止法に基づく

生活排水対策重点地域の指定などにより、水質の汚濁やこれに伴う水辺環境の悪化の防止に努め

ます。 

◎家庭からの汚濁負荷を低減するための手法に関する調査研究及び普及啓発をすすめます。 



◆湖沼環境保全対策 

□ 現状 

◎湖沼における COD（化学的酸素要求量）の環境基準の達成率は、他の公共用水域と比較して低く

なっており、一部でアオコの発生や魚のへい死がみられるなど、冨栄養化や有機汚濁の進行が懸

念されていることから、これら環境の悪化がみられる湖沼の改善を図るとともに、良好な環境が

維持されている湖沼については、今後もその維持・向上を図る必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎「北海道湖沼環境保全基本指針」に基づき、湖沼の水質に影響を与える流域までを対象とした対

策を総合的・計画的にすすめます。 

◎湖沼の水理特性や周辺の自然環境の特性などを踏まえた湖沼環境保全対策をすすめます。 

◎環境基準の未達成湖沼など重点的な対策を講じる必要のある湖沼については、重点湖沼の指定と

ともに、「重点対策湖沼環境保全対策協議会」を設置し、湖沼の特性に応じた環境保全のための

計画を策定します。 

◎湖沼環境保全対策を効果的に進めるため、地域ぐるみの実践活動をすすめます。 

◎環境基準未達成湖沼における原因の解明と対策をすすめます。 

◎環境基準の類型指定がされていない湖沼において、類型指定のための調査を実施し、環境基準の

設定の検討をすすめます。 

 

◆鉱山鉱害防止対策 

□ 現状 

◎道内には、約 1,200 の鉱山がありますが、環境保全上特に問題となっているのは、休廃止鉱山で

す。現在、道内には、鉱害防止のために坑廃水処理などの対策を必要とする鉱山は 25 あります

が、これらの一部には、坑口や鉱さい堆積場等から、強酸性あるいは重金属等を含む坑内水や浸

出水が流出し、公共用水域の水質を汚濁するおそれのあるものがあります。 

 

□ 施策の方向 

◎休廃止鉱山について周辺環境の監視を実施するほか、鉱山から出る坑内水、浸出水により水質汚

濁のおそれのある箇所については、公共用水域の水質汚濁防止対策をすすめます。 

◎必要に応じ、坑廃水の中和処理、坑道の耐圧密閉、覆土・植栽等の鉱害防止対策事業を実施します。 

 

◆地下水汚染対策 

□ 現状 

◎道内でも一部でトリクロロエチレン等が地下水水質の環境基準を超えて検出されているため、汚

染の状況を把握するための調査や、必要に応じて汚染機構解明のための調査を行うとともに、汚

染が確認された地区で地下水を飲用している人々に対する水道水への切替え等の指導や有害物

質使用事業所等に対する適正使用・適正管理の啓発、指導を強化することが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎地下水の常時監視などにより汚染状況・原因の実態を把握するとともに、汚染原因者に対する改

善指導等をすすめます。 

◎「トリクロロエチレン等による飲用井戸の汚染に係る指導方針」に基づき、水道水への切替え等

の指導をすすめます。 

◎有害物質の使用実態を把握するとともに有害物質使用事業所等に対する適正使用・適正管理の指

導及び啓発をすすめます。 



◆ 農薬の安全使用対策 

□ 現状 

◎昭和 46 年以降、使用規制の強化などにより、残留性の高い農薬による環境汚染の問題は少なく

なっていますが、今後とも環境と調和した農業やゴルフ場における農薬の適正な使用を推進し、

人体や環境に影響を及ぼすことのないよう配慮していく必要があります。 

◎国では、平成 2 年 5 月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」

を定め、農薬の排出水の指針値を設定し、道では、この指針値に基づいてゴルフ場関係者に指導

を行っています。 

◎また、道では、平成 2 年 4 月から「ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱」を

施行し、農薬の適正使用や農薬の使用の際に周辺環境に対し十分な配慮をするなどの指導を行う

とともに、農薬の使用状況の報告や排出水、周辺河川等における農薬に係る水質調査結果をもと

に、農薬の不適正な使用方法が認められたり、排出水が指針値を超えたゴルフ場に対しては、水

質保全のための指導を行っています。 

◎さらに、道では、平成 5 年 3 月に「ゴルフ場における芝の病害虫・雑草防除指針」を定め、防除

に携わるゴルフ場関係者を対象に指導を行っています。 

 

□ 施策の方向 

◎農薬が人体や環境に影響を及ぼすことのないよう農薬散布地域における水質測定や航空防除実

施地域における気中濃度測定を実施するとともに、食料の安全確保を図るため野菜・食肉等の検

査を実施します。 

◎「北海道農作物病害虫防除基準・除草剤使用基準」、「営農改善指導基本方針」及び「残留農薬

対策指針」等に基づき、農地における農薬の適正使用・適正管理について指導を徹底します。 

◎「ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱」及び「ゴルフ場における芝の病害虫・

雑草防除指針」等に基づき、ゴルフ場における農薬の適正使用・適正管理等について指導を徹底

します。 

  

◆ 健全な水循環の確保 

□ 現状 

◎良好な水環境の保全を図るためには、森林や農地等における保水機能や、都市部における雨水の

浸透機能などを適切に維持するとともに、水利用の各段階における水環境への負荷を低減し、水

の循環を確保することが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎森林の適切な維持管理や湖沼・湧水池等の保全など、健全な水循環を確保するための対策をすす

めます。 

◎河川、湖沼等の自然浄化能力の維持・回復を図るため、水質・水量・水生生物・水辺地等の保全

対策をすすめます。 

◎都市域などにおける下水処理水等の効果的利用や緑化、透水性舗装、浸透ますの設置などにより、

雨水の適正な地下浸透をすすめます。 

 

◆ 水道水源保全対策 

□ 現状 

◎本道の平成 8 年度の水道事業数は、上水道事業で 112、簡易水道事業で 347、水道用水供給事業

で 6、専用水道で 124、合計で 589 となっています。 



◎近年一部の水道において、トリハロメタンや異臭味の問題が生じているほか、最近では、寄生性

原虫など、新たな水道水源の汚染が懸念されていることから、水質の監視をはじめ水道水源の保

全対策を検討する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎汚濁のおそれのある水道水源に関する調査の実施や「北海道の水道水源保全に関する基本方針」

の策定などにより水道水源保全対策を総合的、計画的にすすめます。 

◎水質事故に対しては、庁内関係部局や水道事業者等との連携を図り、迅速な対応をすすめます。 

◎農薬や化学肥料の適正使用について指導を強化します。 

◎家畜ふん尿を適正に処理するための対策をすすめます。 

◎クリプトスポリジウム等の病原性微生物に関する調査及び対策をすすめます。 

◎公共用水域の水質測定に当たっては、水道利水を考慮した計画を策定し、水道水源として利用し

ている水域の効果的な水質測定をすすめます。 

◎水道水源のうち、総合的・計画的な保全対策を講ずる必要がある地域や関係地域については、必

要に応じ、地域の指定をすすめます。 

◎河川、湖沼等の適正な保全により、水質浄化機能の維持・向上を図ります。 

◎森林の適正な整備・保全により、水源かん養機能の維持・向上を図ります。 

 

★騒音・振動及び悪臭防止対策 

＜定量的目標＞ 

◎騒音に関する環境基準を維持・達成する。 

 

＜目標＞ 

◎騒音及び振動に関する発生源対策を推進する。 

◎悪臭の防止に関する規制・指導などの発生源対策を推進する。 

 

◆工場・事業場、建設作業による騒音・振動対策 

□ 現状 

◎工場・事業場、建設作業による騒音・振動の多くは、住居と混在する地区で生じていますが、そ

の主な原因は、敷地が狭く隣接する住居との距離が十分でないこと、十分な騒音防止対策が講じ

られていないことや、その抜本的対策としての移転についても、代替地の確保、資金調達が容易

ではないことなどです。 

◎建設作業による騒音は、工場等の騒音とは異なり、作業時問が短く一過性のものですが、一般的

に、その騒音レベルが高く、強い振動を伴うことから苦情も多くなっています。 

◎振動公害は、工場等、建設作業、道路交通等から発生する振動が、主に地盤を媒体として伝わり、

周辺住民の生活環境に影響を与えるものであり、住宅と工場の混在、工場等機械施設の大型化、

建設工事の増加、道路交通量の増大や車両の大型化に伴い、日常生活の快適性を損なうことなど

から、問題となっています。 

◎このほか、人の耳には聴き取りにくい超低音（低周波空気振動）がガラス窓を振動させて二次騒

音を発生させるなどして、苦情が申し立てられることがあります。 

 

□ 施策の方向 

◎発生源に対する規制・指導を実施するとともに、必要に応じ、騒音・振動の少ない機械の使用を

促進するなど、施設の改善等の指導等を実施します。 



◆自動車騒音・振動対策 

□ 現状 

◎経済活動の拡大等を背景としたモータリゼーションの進展、幹線道路網の整備拡充、人口の都市

集中など、様々な要因によって、自動車による幹線道路の沿道における大気汚染、騒音・振動な

ど、いわゆる交通公害が住民の生活に大きな影響を与えています。 

◎環境基本法に基づき、騒音に係る環境基準が設定されており、逐次、環境基準の類型指定を行っ

ています。 

◎自動車交通騒音について、都市部において要請限度を超過するなど、影響の深刻な地域では、そ

の改善が急がれています。 

 

□ 施策の方向 

◎自動車騒音・振動対策として、次の取組を総合的にすすめます。 

・道路網の整備、物流の合理化 

・交通規制等の交通流対策、遮音壁の整備、環境施設帯の設置、路面の改善等の道路構造対策、

緩衝空間の設置 

・都市計画等を通じた適切な土地利用の誘導 

◎道路交通騒音の深刻な地域においては関係機関等による協議組織を設置するなどして、地域の状

況に応じた適切な対策をすすめます。 

  

◆航空機騒音、鉄道騒音・振動対策 

□ 現状 

◎航空機騒音による公害を防止するための諸施策の目標となる環境基準が環境基本法に基づき定

められており、本道では、千歳空港、新千歳空港のほか 8 空港・飛行場の周辺地域について環境

基準の類型指定を行っています。道内には、新千歳空港など 19 の空港・飛行場がありますが、

一部の空港は、輸送需要の増大に対応するため、空港の拡張整備などが進められています。道内

において現在、ジェット機が運行しているのは新千歳空港など 9 個所です。 

◎一般的に、ジェット機の騒音は、騒音レベルが高く、周辺の生活環境への影響が大きいことなど

から、騒音の実態を把握し、環境基準の達成状況を監視するため、航空機騒音の測定を実施して

います。平成 8 年度に実施した 8 個所の空港・飛行場における航空機騒音の監視結果は、千歳飛

行場・新千歳空港及び函館空港以外の空港・飛行場周辺の測定点で環境基準を達成しています。 

◎津軽海峡線の開業に伴い、騒音・振動の問題が生じたことから、事業者が防音対策等の措置を講

じてきています。また、道と関係市町村で連絡会議を設置し、この問題に対処しています。 

 

□ 施策の方向 

◎航空機騒音に係る環境基準等を達成するため、監視・調査、土地利用対策や周辺の防音対策等を

すすめるとともに、地域の状況に応じた適切な鉄道騒音・振動対策を推進します。 

  

◆近隣騒音対策 

□ 現状 

◎都市の過密化や生活様式の多様化に伴い、拡声器による商業宣伝、飲食店等の深夜営業に伴うカ

ラオケ、家庭生活におけるピアノの音やペットの鳴き声等の近隣騒音が人々の生活環境に影響を

与えています。 

 

□ 施策の方向 

◎近隣騒音を防止するため、営業等による騒音の規制・指導を強化するとともに、生活騒音に関す

る普及啓発を推進し、住民のモラルの向上を図ります。 



◆悪臭防止対策 

□ 現状 

◎悪臭は、快適な生活環境を損なう公害であり、その苦情は、例年騒音に次いで多くなっており、

その発生を減少させるため、適切な対策を講じる必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎工場・事業場等に対する生産工程の適正な管理や施設設備の改善等について指導を実施します。 

◎悪臭発生源の実態を調査し、必要に応じ規制基準の設定や規制地域の見直しを実施します。 

◎悪臭成分や悪臭発生機構の解明及び効果的な悪臭防止方法の検討をすすめます。 

 

 

★土壌汚染及び地盤沈下対策 

 

＜目標＞ 

◎土壌汚染に関する環境基準を維持・達成する。 

◎土質特性に応じた適切な地下水利用を推進する。 

  

◆土壌汚染対策 

□ 現状 

◎土壌汚染については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律において、人の健康を損なうおそ

れのある農畜産物が生産され、または農作物等の生育が阻害されることを防止するため、カドミ

ウム、銅、ひ素及びその化合物を特定有害物質として指定要件に該当する農用地については農用

地土壌汚染対策地域として指定していますが、道内には指定地域はありません。 

◎近年、新たな化学物質による環境汚染や廃棄物の処理に関連して、土壌汚染に対する関心が高ま

ってきています。また、土壌汚染はいったん生じてしまうと、有害物質の排出がなくなっても、

汚染が容易に解消しないものであることから、汚染の未然防止対策が必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎事業者等に対し、有害物質の適正使用・管理に関する指導・啓発をすすめます。 

◎土壌汚染の実態を把握するための調査を実施するとともに、汚染地区における「重金属等に係る

土壌汚染調査・対策指針」及び「有機塩素系化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指

針」に基づく土壌処理の指導を実施します。 

  

◆地盤沈下対策 

□ 現状 

◎公害としての地盤沈下は、主に地下水の過剰なくみ上げが原因となって生じていますが、地質、

土地利用等の状況によって、その現われ方が著しく異なるなど、極めて地域特性の大きい公害で

す。また、地盤沈下は進行が緩慢であるため気がつきにくく、いったん沈下するとその復元はほ

とんど不可能であるなどの特徴があります。平成 8 年度における国の資料では、本道においては、

石狩平野等の 4 地域が地盤沈下、またはそのおそれのある地域となっています。 

 

□ 施策の方向 

◎地盤沈下が生じている地域やそのおそれのある地域において調査を実施するとともに、事業者等

に対する水利用の合理化の指導を実施します。 

◎緑地の保全・創造、雨水浸透工事など、都市域における地下水のかん養をすすめます。 

◎泥炭地域における土地利用に当たっては、土質特性を踏まえた計画及び工法を採用するよう指導

します。 



★化学物質等対策 

 

＜目標＞ 

◎有害な化学物質等による環境汚染を未然に防止する。 

 

◆化学物質等対策 

□ 施策の方向 

◎有害化学物質の使用等の実態調査を実施するとともに適切な管理手法の検討をすすめます。 

◎有害化学物質に関する長期的なデータの蓄積や環境リスクの評価に関する調査研究を推進する

とともに、効果的な対策を検討・実施します。 

◎事業者等に対し、「北海道における高度技術の利用に伴う化学物質等の管理に関する環境保全指

針」の周知を図るとともに、化学物質やＤＮＡ組替え生物材料について、関係法令の遵守や自主

管理の徹底、地域社会との連携等を指導します。 

◎化学物質に関する適切な情報提供を推進するため、「化学物質性質情報総合提供システム」

（TOPICS）の充実に努めます。 

◎外因性内分泌攪乱物質（環境ホルモン）に関する知見の収集に努めるとともに、国と連携を図り

ながら適切に対応します。  

 

 

★環境汚染対策の総合的推進 

 

＜目標＞ 

◎環境基準の未達成項目に関係する施策を計画的に推進し、環境基準を早期に達成する。 

◎環境汚染の発生源に対する規制・指導を強化する。 

◎公害防止計画に基づく総合的な環境汚染対策を推進する。 

◎事業者による自主的な環境管理を促進する。 

 

◆公害の規制・指導の徹底 

□ 現状 

◎大気汚染や水質汚濁など環境汚染に関する項目の中には、環境基準が達成されていないものもあ

ることから、関係する施策を計画的に推進することにより、環境基準を早期に達成する必要があ

ります。 

◎環境の監視、発生源に対する規制、指導を中心とする基本的な施策を継続的・着実に推進する必

要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎環境基準の未達成項目については、その原因の解明に努めるとともに、必要に応じ、当面達成す

べき目標を設定し、関係する施策を計画的に推進することにより、環境基準の早期達成に努めま

す。 

◎環境科学研究センターなど監視・測定機関における監視等の効率化やデータ収集・解析等の迅速

化を図るとともに、必要に応じ発生源に対する規制、指導を強化します。 

◎監視データの把握及び整理解析の迅速化をすすめます。 

◎工場等における公害防止組織の整備、施設の適正な維持・管理について指導をすすめます。 



◆公害防止計画、公害防止推進計画の推進 

□ 現状 

◎公害防止計画は、環境基本法に基づき、現に公害が著しい地域または今後人口及び産業の急速な

集中等により公害が著しくなるおそれがある地域で、公害の防止に関する施策を総合的に講じる

必要がある地域について、内閣総理大臣が計画の基本方針を示し、これに基づいて知事が策定す

るものです。 

◎本道では、平成 8 年度に、札幌地域（札幌市及び石狩市）公害防止計画を策定し、各種の公害の

防止等に関する施策を推進しています。 

 

□ 施策の方向 

◎公害防止計画に基づく計画事業の適切な進行管理に努めます。 

◎必要に応じ、公害防止推進計画の策定を市町村に要請します。 

  

◆工場・事業場の環境管理の促進 

□ 現状 

◎工場・事業場においては、各種規制等の遵守のほか、環境への負荷の低減、資源の有効利用、廃

棄物の適正処理など、製造・生産活動等を通じて、より環境に配慮した取組が必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎工場・事業場における自主的な環境管理を促進するため、普及啓発、助言、カウンセリング、研

修等を実施します。 

  

◆公害苦情、公害紛争の処理 

□ 現状 

◎公害等に関する苦情は、地域住民の生活環境に密着した環境問題の一つであり、その適切な処理

は、生活環境の保全や公害紛争の未然防止のために極めて重要です。このような観点から、昭和

45 年に施行された公害紛争処理法により、地方公共団体は公害苦情相談員をおくなど、関係機

関と協力して公害苦情の適切な処理に努めることが求められています。 

◎道では、北海道公害苦情処理要綱を作成し、苦情の処理体制や運用方針を定め、市町村等と協力

してその円滑な処理に努めるとともに、「北海道における公害苦情の状況」を毎年作成して、そ

の状況を明らかにしています。 

◎道における公害苦情は、昭和 47 年度の約 2,000 件をピークに毎年減少傾向にありましたが、近

年はおおむね横ばいに推移しており、平成 8 年度の苦情総件数は 1,055 件でした。公害の種類別

にみると、騒音・振動及び悪臭のいわゆる感覚公害に関する苦情が約 55 パーセントを占めてい

ます。 

◎道は、公害に関する紛争を適切かつ迅速に処理するため、公害紛争処理法に基づき、付属機関と

して北海道公害審査会を設置し、紛争当事者の申請等によって、あっせん、調停、仲裁を行うこ

とにしています。 

 

□ 施策の方向 

◎地域住民や関係機関との協力・連携のもと、公害苦情相談員制度などを活用した公害苦情の適切

な処理に努めます。 

◎北海道公害審査会のあっせん、調停、仲裁により、公害紛争の適切かつ迅速な処理に努めます。 



◆泊発電所に関する環境保全対策 

□ 現状 

◎北海道電力株式会社が泊村に建設した泊発電所については、1 号機は平成元年 6 月から、2 号機

は 3 年 4 月から営業運転が行われています。 

◎発電所周辺地域住民の健康を守り、生活環境の保全を図るため、昭和 61 年 2 月に道、泊村、共

和町、岩内町及び神恵内村と事業者との間で「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協

定」を締結し、この協定に基づき、学識経験者、道議会議員、道、地元 4 町村、事業者などの委

員で構成する泊発電所環境保全監視協議会を設置し、当協議会が定めた「環境放射線監視及び温

排水影響調査基本計画」に基づき、環境モニタリングを実施しています。 

 

□ 施策の方向 

◎「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」に基づき、環境放射線及び温排水の測定を

行う環境モニタリンクを実施するとともに、周辺環境の保全を図るため、必要な対策を実施します。 

◎モニタリングの結果は、泊発電所環境保全監視協議会技術部会において四半期ごとに評価、公表

を行うとともに、年度ごとに泊発電所環境保全監視協議会において確認した後、公表します。 

 

 

快適な環境が形成され心の豊かさが感じられる社会の実現 
  

★みどりとのふれあいづくり 

 

＜目標＞ 

◎拠点のみどりや身近なみどりの保全及び育成整備を推進する。 

◎みどりのネットワークを形成する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎森林の面積 5,559 千 ha（平成 7 年度 5,557 千 ha） 

  

◆みどりの保全 

□ 現状 

◎みどりは、私たちの生活にうるおいとやすらぎを与えるとともに、水源をかん養し、国士を保全

し、様々な環境を保全、改善する機能を有しています。 

◎このようなみどりの有する機能に対する道民の理解が高まりつつあり、みどり豊かな環境の重要

性が見直されてきました。それとともに、みどりの量ばかりではなく、みどりの質や利用のあり

方についても、道民のニーズが多様化しています。 

 

□ 施策の方向 

◎森林などの拠点のみどりと、身近なみどりの保全・創出をすすめます。 

◎良好な自然景観を形成しているまとまりのある樹林地や緑地などの保全をすすめます。 

◎由緒、由来のある樹木や良好な景観を形成する樹林の保存樹木等への指定をすすめます。 

◎まち並みにうるおいを与え、風景と一体になった河畔林や海岸林などの保全をすすめます。 

◎鎮守の森など都市の貴重な樹林・樹木などの保全管理に関する市町村の取組を支援します。 

◎道民一人ひとりが自発的・日常的にみどりについて考え、行動していくことを目標にしたみどり

の環境教育やみどりづくりの道民運動をすすめます。 



◆みどりづくり 

□ 現状 

◎みどり豊かな環境を作るためには、可能な限りみどりの量を増大させ、質の向上を図る必要があ

ります。 

◎また、地域の環境保全活動においては、地域を構成する住民、事業者、行政がより一層連携を図

りながら、積極的に地域の活動に参加することが重要です。 

  

□ 施策の方向 

◎「北海道みどりの環境づくり計画」に基づく取組をすすめます。 

◎都市部における緑地の整備・保全に関する「緑の基本計画」に基づく取組をすすめます。 

◎自然観察やレクリエ－ションの場、防災空間としての位置づけなど多様な機能をもつ公園や緑地

等の配置・整備と道路、公共施設、工場等の緑化をすすめます。 

◎河畔林や海岸林などの整備・創出に努めます。 

◎道民・事業者・行政のパートナーシップにより、一体となって取り組むグリーングラウンドワー

ク（みどりの環境改善活動）をすすめます。 

◎地域の創意工夫あふれる特色あるみどりづくりを支援します。 

◎緑化樹の安定供給に向けた条件整備をすすめます。 

 

◆みどりのネットワークづくり 

□ 現状 

◎様々なみどりを孤立したばらばらの状態にせず、身近なものから遠くの大自然までをネットワー

クとしてつなげ、身の回りに自然を呼び込むことが重要です。 

 

□ 施策の方向 

◎街なかの身近なみどりから、公園や河川、道路や耕地の樹林などを経て、森林などのみどりへと

つながりを持たせる「みどりのネットワークづくり」をすすめます。 

◎市町村における緑化計画の策定を促進します。 

◎まち並みにうるおいを与え風景と一体となった道路並木や、河畔林、防風林などをつなぐ「みど

りの回廊づくり」をすすめます。 

 

 

★水辺とのふれあいづくり 

 

＜目標＞ 

◎生物の生息空間として重要な水辺を保全するとともに、良好な環境の保全を図りつつ、水辺との

ふれあいづくりを推進する。 

  

◆水辺の保全 

□ 現状 

◎水域と陸域の境界は、多くの動植物が育つ豊かな自然環境となっています。このため、河川や湖

沼、湿地、干潟、貯水池などの水辺環境の重要性を十分に認識し、多様な水辺環境の保全に配慮

する必要があります。 



□ 施策の方向 

◎「豊かな海と森づくりネットワーク構想」に基づく取組をすすめます。 

◎野鳥や水生動植物などの生息・生育環境や自然景観に配慮した治水・利水計画の策定をすすめます。 

◎汚泥の浚渫、ヨシなどの植生を活用した河川・湖沼の水質改善をすすめます。 

◎「北海道湿原保全マスタープラン」に基づく湿原の保全をすすめます。 

◎河川、湖沼、海岸など、多様な水辺空間の自然環境の保全・整備をすすめます。 

 

◆水辺とのふれあいづくり 

□ 現状 

◎近年、精神的な充足感を重視する傾向が強まっており、人々にうるおいややすらぎをもたらす清

らかな水辺を創造するため、良好な環境の保全を図りつつ、水辺の緑化や多自然型川づくりなど

を推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎自然環境と調和した遊歩道や公園の整備による水辺とのふれあいづくりをすすめます。 

◎生態系に配慮した、水とみどり豊かな河川環境の創造をすすめます。 

◎河畔林の適正な保全と活用をすすめます。 

 

 

★ゆとりある生活空間づくり 
 

＜目標＞ 

◎自然と調和し、人にやさしい公園緑地や道路などのオープンスペースを確保する。 

 

＜定量的目標＞ 

◎一人当たり都市公園面積  24 ㎡／人（平成 7 年度 17.9 ㎡／人） 

  

◆ゆとりある空間づくり 

□ 現状 

◎広々とした公園や緑地、道路などのオープンスペースは、身近な動植物とのふれあいやスポーツ、

遊び、散策などの利用を通じて人々の精神的な疲れをいやし、心にゆとりをもたらす重要な生活

空間です。 

  

□ 施策の方向 

◎樹林地や河川など身近な自然の空間と、道路や公園、広場などを連携させ、広がりとゆとりのあ

る空間づくりをすすめます。 

  

◆人と自然にやさしいみちづくり 

□ 現状 

◎安全で快適な環境づくりに対する道民のニーズに対応するため、人と自然にやさしい施設整備を

推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎自転車専用道路、歩行者専用道や人を優先した歩行者系道路の整備をすすめます。 

◎街路樹の整備などによる緑化をすすめます。 



★北国にふさわしい魅力ある景観づくり 

 

＜目標＞ 

◎北国にふさわしいまち並みや魅力ある都市・農山漁村の景観づくりを推進する。 

  

◆北国らしい魅力ある景観づくり 

□ 現状 

◎まち並みや地域の景観は、そこに住む人々の生活や文化を反映したものであり、その個性的で魅

力ある美しさは、人々の心をなごませ、住む人に誇りを与えます。 

◎こうした地域特性を生かした北国らしい景観づくりを進めるための取組を、総合的・計画的に推

進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎「北海道景観形成基本計画」（仮称）を策定するとともに、同計画に基づき総合的・計画的な施

策の展開を図ります。 

◎「景観形成ガイドライン」に基づく景観形成の取組をすすめます。 

◎屋外広告物条例に基づき、都市景観や自然景観と広告物との調和を図り、良好な広告景観の形成

をすすめます。 

  

◆快適で魅力ある都市・農山漁村の景観づくり 

□ 現状 

◎自然と調和した、美しいまち並みや都市・農山漁村の形成を推進する必要があります。 

◎また、まちとまちを結ぶルートや主要な空港へのアクセスルートなどについても北海道らしい魅

力的な沿道景観の形成を推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎地域特性を生かした良好な農山漁村の景観の創造に努めます。 

◎みどりや水など自然景観に配慮した水路、道路などの整備を促進します。 

◎主要な観光地を結ぶ沿道や空港等のアクセス沿道を対象とした魅力ある沿道景観づくりをすす

めます。 

◎快適で魅力ある都市景観の形成を促進します。 

 

 

★歴史的文化遺産の保存・活用 

 

＜目標＞ 

◎地域の歴史的文化遺産の保存に努めるとともに、自然と調和した個性的で魅力あるまちづくりを

推進する。 

  

◆歴史的資源の保存 

□ 現状 

◎地域の歴史や伝統を支える建造物や文化財などの歴史的遺産は、道民すべての共有の財産として、

これまで大切に保存し、活用を図ってきましたが、時代の推移に伴い、保存や伝承が困難になっ

てきているものもあります。このため、今後とも、歴史的建造物や文化財の保存に努めるととも

に、これらを取り巻く環境を含めた保存が必要となっています。 



□ 施策の方向 

◎史跡・名勝等の文化財を保全するとともに、未指定文化財の調査と調査結果に基づく保護措置を

講じます。 

◎歴史的建造物や文化財などの周囲の環境も含めた保存、整備をすすめます。 

 

◆歴史的資源の活用 

□ 現状 

◎近年、地域の個性を生かしたまちづくりが求められており、歴史的資源についても、良好な環境

の保全に努めるとともに、まちづくりの中で、効果的な活用が求められています。 

  

□ 施策の方向 

◎歴史的資源や文化的遺産を生かした個性あるまちづくりをすすめます。 

◎歴史的建造物等を活用し、調和のとれた歴史的まち並みの形成に努めます。 

◎歴史的文化遺産の活用に関する道民の取組を支援します。 

 

第 3 章 環境施策の総合的推進 

［共通的・基盤的な施策の推進］ 

   

4 つの長期目標を実現するためには、環境学習の推進、環境に関する課題の調査研究、情報提供シス

テムの整備など、各施策に共通する基盤的施策の取組を推進するとともに、道、市町村、事業者、道民

の各主体が、日常生活や事業活動の中で環境への配慮を実践し、よりよい環境づくりを積極的に推進す

る必要があります。  

  

 

★共通的・基盤的施策 

 

◆環境影響評価の推進 

□ 現状 

◎環境影響評価は、各種開発事業の実施に伴う環境への影響を事前に予測、評価し、その結果に基

づき環境汚染等を未然に防止するための手続きです。 

◎道では、昭和 53 年に他の都府県に先駆けて北海道環境影響評価条例を制定し、開発事業の実施

に伴う環境への影響について、事業者が自ら適正に調査、予測、評価等を行うための手続を定め、

事業の実施に際して環境保全のための措置等が適切に行われるよう努めています。 

◎環境の保全についてのニーズが多様化する中で、この制度の内容の一層の充実を図り、本道の特

性に応じて効果的に環境影響評価を実施していくことが求められています。 

 

□ 施策の方向 

◎現行の環境影響評価制度の制度面・運営面の課題や環境問題を取り巻く情勢の変化等を踏まえ、

制度の見直しを行い、環境影響評価をより効果的に推進します。 



◆環境学習の推進 

□ 現状 

◎今日の環境問題は、道民一人ひとりが被害者であると同時に加害者にもなりうることを認識し、現

在の社会経済システムやライフスタイルの見直しをすすめていくことが必要です。また、自然を適

切に保護し利用するためには、本道の良好な環境が欠くことのできない道民の共有財産であるとい

う基本認識に立って、道民一人ひとりが自然を尊び、自然を慈しむ心を培うことが重要です。 

◎このため、環境学習を総合的・体系的に進めるための施策が必要です。あらゆる機会を通じて普

及啓発を行うことはもちろんのこと、次世代を担う子供たちに、自然とのふれあいなど人と環境

との関わりなどについて学ぶことのできる体験的な学習の機会などを提供するとともに、多様な

プログラムの作成などによる環境学習を通じて、環境にやさしい行動力を培うことが必要です。 

◎さらには、環境学習の推進に当たっては、データベースの充実に努め、環境に関する情報を適切

に提供することが重要です。 

 

□ 施策の方向 

◎社会全体として環境保全行動に取り組んでいけるよう、環境学習を総合的・体系的にすすめます。 

◎パンフレットや環境読本などの環境学習資材の作成、配布を通じ、環境の保全及び創造の必要性

について、普及啓発を図ります。 

◎幼児から成人まで発達段階に応じた多様な学習機会を充実し、より多くの人が環境に対する関心

を高められるよう、環境学習プログラムの開発に努めます。 

◎小・中・高校生を対象とした、体験型の環境学習の機会を充実させます。 

◎個人や家庭においても環境問題に対する関心が高まるよう、様々な機会を通して普及啓発を図る

とともに、社会教育施設等を活用した自然観察会など、体験型の環境学習の機会を提供します。 

◎関係機関と連携し、学校教育における発達段階に応じた環境教育をすすめます。 

◎環境保全活動団体や市町村、教育関係者との連携を図りながら、環境保全活動の先頭に立って実

践するリーダーや指導者などの人材を育成し、確保するための取組をすすめます。 

◎これらの取組を効果的に推進していくため、道民に適切な環境情報を提供するとともに、体験的

な環境学習の場づくりをすすめます。 

 

◆環境の保全等に関する協定の締結等 

□ 現状 

◎道はこれまで、環境に大きな影響を及ぼすおそれがある場合などには、事業者と公害防止協定を

締結してきたほか、特定の開発行為の実施や産業廃棄物処理施設等の設置に際して、関係団体等

と協定を締結するよう事業者を指導しています。また、道内の各市町村等においても、必要に応

じて事業者と環境の保全に関する各種協定が締結されています。 

 

□ 施策の方向 

◎事業者と環境の保全に関する協定の締結をすすめるとともに、各種許認可等に当たって協定の締

結が要件とされている場合には適切な指導を行います。 

  

◆環境の保全に関する施設の整備 

□ 現状 

◎良好な環境を保全するため、今後とも、公害を防止する施設、下水道処理施設、廃棄物処理施設、

公園、緑地や自然環境を適正に保護・利用するための施設等の整備の促進を図ることが必要です。 



□ 施策の方向 

◎環境の保全に関する次の施設の整備を促進します。 

・環境への負荷の少ないエネルギーを利用する施設（太陽光発電や天然ガス等を利用した施設等） 

・健全な水循環の確保に関する施設（下水処理施設、水の再利用施設等）  

・廃棄物の減量化、資源化と適正処理に関する施設（廃棄物処理施設、廃棄物再生利用、資源化

施設、ストックヤード等の回収拠点等）  

・環境への負荷の少ない交通システム（交通流の分散と円滑化のための施設、公共交通機関の整

備やパークアンドライド施設等）  

・みどりや水辺とのふれあいに関する施設（都市公園、オープンスペースの緑化等）  

・美しい景観の形成に関する施設（歴史的な建造物等の保存等）  

・自然とふれあえる場の整備（自然観察施設等）  

・環境の保全に関する自主的な活動を支える施設の整備充実（リサイクルセンター、環境学習の

拠点、自然を生かした体験学習施設等）  

  

◆情報の提供 

□ 現状 

◎環境情報は、環境の保全に関する施策を科学的、総合的に推進する上で、また、環境の状況や環境

への負荷の把握、変化の予測、道民による自主的な環境保全の取組を促進する上からも重要です。 

◎道はこれまで、道民、事業者等に対する情報提供や市町村における環境管理計画等の策定の支援な

どを目的に、各種環境情報システムを整備してきましたが、環境情報に関するニーズは、従来のモ

ニタリングデータにとどまらず、各種事業の実施や施策の策定段階における総合的な判断材料とし

ての地域の環境状況や専門的・技術的情報が求められるなど、その質や範囲が多様化しています。 

◎また、道民や事業者からは、環境保全活動団体の情報や法律・規制等に関する環境情報の提供が

求められるなど、地域の合意形成や活動支援にも、環境情報の提供が重要となっており、さらに、

人工衛星を利用した高度解析や GIS（地理情報システム）の活用などに対するニーズも急速に高

まるなど、環境情報に対するニーズの多様性、情報の多面性などから、総合的な環境情報が求め

られるようになってきました。 

◎最近の情報メディアの発達はめざましいものがあり、環境に関する情報についても、コンピュー

ターを有効に用いて、データの蓄積や研究への活用を図ることが大変重要になってきていること

から、今後は、環境情報の提供に向けてネットワークシステムの構築を一層推進していく必要が

あります。 

◎環境の保全と創造に関する取組を総合的・計画的に推進し、また、各主体の参加と協働のもとに

これらの取組を進めていく上で、環境情報の重要性は一層増加しつつあります。このため、環境

に関する情報を体系的に収集・整備し、様々なニーズに対応した正確かつ適切な環境情報を提供

する必要があります。 

◎また、今後、各種計画策定や基盤整備事業、まちづくり施策などにおいて、環境に配慮した各種

施策や事業展開を誘導するため、庁内各部や市町村に随時必要な環境情報を提供・支援できるシ

ステムを整備する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎環境の状況、道民、事業者、行政などの各主体の自主的な取組の状況に関する情報など、多様な

ニーズに対応した情報の収集及び提供をすすめます。 

◎環境情報システムの機能やデータの拡充整備を図ります。 

◎道民が利用しやすい形での環境情報の提供をすすめます。 

◎環境白書、普及啓発資料や多様なメディア（広報誌、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等）

を活用した情報提供をすすめます。 



◆調査の実施 

□ 現状 

◎地域を取り巻く環境の実態を適切に把握するためには、大気、水質、騒音・振動、悪臭、化学物

質などについての調査研究や野生動植物の分布や生態、すぐれた自然環境の現況などの様々な環

境実態の調査を行う必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎大気、水質、騒音・振動、悪臭、化学物質並びに野生動植物の分布及び生態など環境に関する各

種調査をすすめます。 

  

◆試験研究体制の整備等 

□ 現状 

◎環境問題が複雑化、多様化するなか、環境保全技術の向上やその成果の普及、研究者の育成など

一層の調査研究の充実が必要となっています。 

◎近年の環境問題の解決に当たっては、高度で専門的な知見や技術が必要とされていることから、

道立の各研究機関、大学、国立環境研究所等との連携を密にするとともに、共同研究を積極的に

推進していくことが必要です。 

◎環境保全に関して、科学技術が果たす役割は極めて大きく、環境への影響を未然に防止する上で

は、科学的知見の充実が必要不可欠です。道では、平成 3 年に環境科学研究センターを設け、大

気汚染や水質汚濁等の公害問題、スパイクタイヤ粉じんや生活排水などの都市型生活型公害、化

学物質による環境汚染、酸性雨などの地球環境問題、さらには、野生動植物の保護等の自然環境

問題等に取り組んでいます。 

◎また、農業試験場における家畜ふん尿の処理・利活用技術の開発など道立の他の研究機開におい

ても、環境に関する試験研究等が実施されており、今後もこれらの研究機関をはじめ、民間研究

機関、国や他の地方公共団体の研究機関、大学等とも連携して、環境保全に関する試験・研究を

推進する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎北海道環境科学研究センター、苫小牧地方環境監視センター、農業試験場、工業試験場、地下資

源調査所、寒地住宅都市研究所、水産試験場、林業試験場など道の各分野の試験研究機関等にお

ける環境に関連した調査・研究及び技術開発の充実を図るとともに連携を強化します。 

◎民間研究機関、国や他の地方公共団体の研究機関、大学等との共同研究や交流などをすすめます。 

◎環境問題や施策に関する社会経済的な研究、廃棄物の適正処理に関する研究、廃棄物の再資源化、

環境負荷低減技術の研究開発、地球環境問題の研究、自然環境の保全と創造の研究、科学的な野

生動物の保護管理に関する研究をはじめ、農業廃棄物の低減と持続型農業技術の開発など、環境

と調和した産業活動に関する研究等の幅広い分野の研究をすすめます。 

◎生物の生息・生育に必要な環境の復元、創造を図るエコアップ技術など、環境に配慮した手法に

関する研究開発をすすめます。 

 

◆エコビジネスの育成 

□ 現状 

◎現在の社会経済システムを環境重視型に変えていくためには、道民の自主的な環境保全の取組や

行政による施策の推進に加え、今後の産業の柱にもなるエコビジネス（環境への負荷の少ない製

品・サービスや環境保全に資する技術やシステムを提供する産業）を支援、育成していくことが

必要です。 



□ 施策の方向 

◎環境に配慮した新技術・新製品開発、市場マーケッティング等への支援をすすめます。 

◎エコビジネス関連企業の積極的な参加のもと、技術やシステムの共同開発をすすめます。 

◎エコビジネスの育成に役立つ各種情報の提供をすすめます。 

◎エコビジネス関連商品の使用を促進します。 

 

◆助成の措置 

□ 現状 

◎環境への負荷を低減する上で、事業者が自らの活動による環境への負荷を低減させるよう誘導する

ことが重要です。このため、各種の助成により、環境への負荷の低減をすすめることが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎環境保全施設整備、環境保全活動等を行う事業者に対して、助成を行います。 

◎環境調和型製品及び技術、資源のリサイクル関連技術の開発を行う事業者に対する助成を実施し

ます。 

 

◆財政上の措置 

□ 現状 

◎環境保全施策を総合的・計画的に推進するためには、必要な財源の確保、予算措置等を行うこと

が必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎各種の施策を実施するために必要な財政上の措置に努めます。 

◎北海道環境保全基金を有効に活用し、各種の普及啓発事業、調査研究事業をすすめます。 

 

 

★環境への配慮 

 

◆道が行う事業等における環境への配慮 

□ 現状 

◎今日の環境問題の多くは、私たちの日常生活や様々な事業活動などによる環境への負荷が蓄積し

た結果発生したものであり、道が実施する事業においても一層の環境への配慮をすすめることが

必要です。 

◎環境に配慮した自然にやさしい工法や、自然の復元・創造に関する手法などは必ずしも確立され

ておらず、試行錯誤によらざるを得ないことや、自然はその地域ごとに固有であり、一定の工法

で画一的に対応できないなどの課題がありますが、今後とも環境への負荷を削減するための取組

を率先して推進していくことが必要です。 

 

□ 施策の方向 

◎道が行う事業等について、自ら率先して環境配慮を推進するための体制を整備します。 

◎北海道環境配慮指針を定着させ、市町村や事業者等が率先して環境配慮を推進するための意識啓

発や研究会等の開催などをすすめます。 

◎環境配慮に関する情報の収集・提供に努めます。 

◎都市の開発や企業誘致などに関する施策の策定・実施に当たっては、公害の防止や自然環境の適

正な保全について十分配慮されるよう取組をすすめます。 



◆道による各種計画等の策定段階での環境配慮 

□ 現状 

◎道が策定する計画や指針等においても、その内容について環境への負荷を低減するための配慮が

求められています。 

 

□ 施策の方向 

◎道が各種の計画や指針・施策等を策定する際には、率先して環境配慮をすすめます。 

 

◆事業者等による各種事業の計画または実施段階での環境配慮 

□ 現状 

◎北海道環境基本条例においては、事業活動に当たり環境の保全及び創造に資するよう自ら積極的

に努めることが事業者の責務とされており、現在及び将来の道民の健康で文化的な生活を確保す

るという条例の目的を達成するためにも、事業者自ら社会的責任を認識し、環境保全対策を、今

後の企業経営の基本要件として位置づけることが重要です。 

◎事業者等が行う各種事業の実施に当たっても適切な環境への配慮を行い、環境への負荷の低減を

図る必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎事業者等が各種事業を計画または事業を実施するに当たって配慮が求められる事項を検討、策定

し、取組を促進します。 

 

◆事業者の環境管理の促進 

□ 現状 

◎事業者は、製造・生産・流通などを担う社会の構成員として、社会経済活動の中で大きな役割を

占めており、環境への負荷の少ない持続可能な社会を形成していくためには、法規制等の遵守に

加え、低負荷型の製品、製造方法、流通手段等を取り入れるなど、積極的に事業活動に伴う環境

への負荷を低減していくことが重要です。 

◎また、事業活動の中で環境配慮を内部化していく仕組みとして、国際的な環境管理システムであ

るＩＳＯ14000 シリーズをはじめとする環境管理システムの規格化が国内外で進んでおり、企業

の間では認証取得の動きが活発になってきています。 

 

□ 施策の方向 

◎事業者が自主的環境管理を推進するための助言、カウンセリング、研修などの支援をすすめます。 

◎環境管理システム、環境監査、環境ラベル、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメン

ト（LCA）など、事業者が環境管理を推進するために役立つ情報の提供や普及啓発をすすめます。 

 

◆環境に配慮した食料生産の推進 

□ 現状 

◎本道は食料供給基地として重要な役割を果たしており、今後とも、自然環境との調和に配慮した

産業活動による安全な食料の生産等をすすめる必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎有機物の施用などによる土づくりに努め、農薬や化学肥料の使用を必要最小限にとどめるなど、

環境との調和に配慮した安全・高品質な農産物を安定的に生産・供給する農業（クリーン農業）

をすすめます。 



◎豊かな海と森づくり活動などの海の環境づくりや、廃棄物の適正処理・有効利用の推進など、環

境との調和に配慮した漁業をすすめます。 

◎「安全で健康的な食環境づくり推進方策」（仮称）に基づき、環境保全に配慮した農薬の適正使

用等について指導を行い、生産から消費に至るまでの食品の安全性を確保するための施策を総合

的にすすめます。 

 

◆環境にやさしいまち（エコシティ）づくりの推進 

□ 現状 

◎「まち」を取り巻く大気・水環境、廃棄物、動植物などの環境要素のほか、各種の基盤整備、ラ

イフスタイル、その他各種の環境保全活動などを、横断的・総合的にとらえ、より環境への負荷

が少ない環境にやさしいまち（エコシティ）づくりが求められています。 

 

□ 施策の方向 

◎「都市計画」、「緑の基本計画」などの行政計画や都市基盤整備、市街地再開発などの道の施策

の推進を通じ、市町村によるエコシティづくりを支援します。 

◎住宅や団地を環境保全型とする取組や、住民のまちづくり活動、事業者の環境保全活動などに支

援します。 

◎市町村に対して、環境にやさしいまちづくりに活用が可能な各種の環境情報を提供します。 

 

◆環境にやさしいライフスタイル 

□ 現状 

◎都市化の進展、生活様式の多様化、資源消費の拡大などに伴い、私たちの行動や日常の暮らし方

が地域の環境はもとより、地球環境に密接に関わりを持つようになってきています。これらの問

題は、経済的な豊かさや便利さを追及してきた私たちの価値観やライフスタイルにも大きな原因

があります。 

◎環境への負荷を低減していくためには、行政、事業者、道民それぞれが環境問題に対して十分な

関心を持ち、日常の業務や生活を見つめ直し、環境に配慮した行動や暮らしを心がけることが必

要です。 

 

□ 施策の方向 

◎省エネルギーや資源のリサイクルなどの環境保全活動を通じて、環境への負荷を低減する環境に

やさしいライフスタイルの普及・啓発をすすめます。 

◎環境に配慮した製品を購入する消費活動（グリーン購入）をすすめます。 

◎オフィスにおける環境に配慮した活動を促進します。 

 

◆土地利用に際しての調整 

□ 現状 

◎豊かな自然環境を保全していくためには、十分に自然環境への配慮を行うことが必要です。道では、

国土利用計画（北海道計画）等を策定し、土地利用に当たっての基本的な考え方等を示しており、

土地利用に際しては、これらの計画に盛り込まれている環境への配慮に関する事項を十分に考慮す

るとともに、個々の法令による規制等によって、環境への配慮を徹底する必要があります。 

 

□ 施策の方向 

◎国土利用計画（北海道計画）、北海道土地利用基本計画など、土地利用に関する諸計画を適切に

運用することにより、環境に配慮した土地利用をすすめます。 



◎都市計画法、森林法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、北海道自然環境等保全条例等

を適切に運用することにより環境に配慮した土地利用をすすめます。 

◎環境に配慮した土地利用に関する調査研究をすすめます。 

 

第 4 章 すべての主体の参加とパートナーシップの形成 

  

 今日の環境問題は、あらゆる事業活動、日常生活に起因するものであり、その解決には、道民や事業

者、民間団体などがそれぞれに自発的な環境保全のための取組を行うことはもとより、各主体がパート

ナーシップによる連携を深めていくことが重要です。 

 地球環境問題など新たな環境課題に適切に対処するためには、道民一人ひとりが環境との関わりにつ

いて理解し、環境に配慮した行動や環境保全のための実践行動に積極的に取り組むことが不可欠です。

このため、道民、事業者、行政の相互の連携を図るとともに、民間団体等が行う自主的積極的な環境保

全活動を支援、促進していくことが必要です。  

 

  

★各主体に期待される役割 

 北海道環境基本条例の基本理念を実現していくためには、道民、事業者、行政がそれぞれの立場から

様々な取組を推進して、環境への負荷の低減を図るとともに、良好な環境の保全、快適な環境の維持、

創造に努めることが必要です。  

  

◆道民に期待される役割 

◎省エネルギーやごみの減量化、環境に配慮した製品の使用など、日常生活に伴う環境への負荷を

低減するための実践的行動や、周辺の環境への配慮が求められています。 

◎また、環境学習やリサイクル活動、緑化活動等への参加など、自主的・積極的な取組が期待され

ます。 

 

◆事業者に期待される役割 

◎事業活動に当たって汚染物質の排出抑制、廃棄物の適正な処理を推進するとともに、環境管理な

どの取組が必要とされています。 

◎また、事業活動のあらゆる段階で、廃棄物の発生抑制や再生資源の利用など環境への負荷の低減

を図ることが求められています。 

 

◆市町村に期待される役割 

◎地域の特性に応じた総合的・計画的な環境保全施策を策定・実施することが重要です。 

◎また、北海道環境基本条例の基本理念の実現に向けた道の施策への協力が期待されます。 

 

◆道の役割 

◎環境保全のための行動を自ら率先して実施します。 

◎道民、事業者、関係行政機関との連携のもと、環境の保全及び創造に関する総合的・計画的な施

策を策定・実施します。 

◎道民や事業者が行う環境配慮への取組について支援します。 

◎市町村が行う環境保全施策について総合調整を行うとともに、助言など必要な支援を行います。 



★民間団体等の自発的な環境保全活動の促進と連携 

 道はこれまでも、各種民間団体等の活動に対する支援を行うとともに、協力して各種の環境施策を実

施してきていますが、今後、この連携を一層深める必要があります。 

 また、市町村、事業者、道民が環境への負荷の低減に資する様々な自主的な取組やナショナル・トラ

スト運動などを推進していけるよう、資金助成、環境に関する情報の提供、活動に対する助言、技術相

談などの支援を積極的に行うとともに、これらを効果的に進めるため、データベース等の充実を含め、

自主的な環境保全活動を支援する機能を整備することが必要です。  

  

□ 施策の方向 

◎住民等が主体となった環境の保全や改善・創造に関する実践活動を支援します。 

◎（財）北海道環境財団を通じ、環境を保全するために必要な情報の提供、活動に必要な資材や場

の提供、環境保全活動に対する資金助成などの支援を実施します。 

◎ナショナル・トラスト運動を支援します。 

◎環境、景観、地域づくり等の各種のアドバイザー制度の充実を図り、民間団体等による同制度の

活用を促進します。 

 

 

★パートナーシップの形成 

 今日の環境問題の多くは、社会経済活動の中で様々な要素が複雑に絡み合う中から生じています。し

たがって、個人の生活と環境の関わりから始まって、より広い社会経済活動と環境の関わりを理解し、

道民、事業者、行政のそれぞれが責任を分担し、連携しながら、取り組んでいくというパートナーシッ

プが重要な鍵になります。  

  

□ 施策の方向 

◎様々な主体間のパートナーシップを形成するため、民間団体等の活動を支援します。 

◎環境学習・教育等を通じた環境保全活動等を支える人材の育成をすすめます。 

◎（財）北海道環境財団を通じ、パートナーシップを形成するための事業を支援します。 

◎環境サポートセンターが有する情報提供・学習機会の提供機能や交流を促進するための機能の充

実を図ります。 

◎住民・企業・行政のパートナーシップに基づく地域活動（グラウンドワーク）をすすめます。 

 

 

★道民の意見の反映 

今日の環境問題は、道民一人ひとりに関わる問題であることから、道民が環境に関する政策の形成過程か

ら参画し、意見を述べ、道が、その意見を適切に環境施策に反映できる仕組みとすることが重要です。  

  

□ 施策の方向 

◎道民世論調査など道民の意向を把握する機会を積極的に活用し、施策に反映させます。 

◎環境保全推進委員制度等の適正な運営を通じ、道民参加の下で環境保全施策を展開します。 

 



第 5 章 計画の推進 
 

★推進体制の整備 
  

◆環境政策推進会議 

道はこれまで、それぞれの時代の要請に応じて、環境施策を推進するための組織体制の整備に努めて

きたところですが、今日における環境施策の対象範囲の広がりに伴い、規制的な手法を主とする施策か

ら、多様な手法により施策を推進することが必要です。また、良好な環境の保全と快適な環境の維持、

創造に関する各種施策を柔軟に推進することができるような組織体制の整備について検討を行う必要が

あります。 

また、道民、事業者、行政の各主体がそれぞれの役割に応じた様々な取組を進めることが大切である

ことから、連絡体制の整備について、検討を行うことが必要です。 

  

□ 施策の方向 

◎「環境政策推進会議」を通じ、庁内各部局の連携のもと環境基本計画を総合的・計画的に推進します。 

◎支庁においても、各部局の横断的な推進体制の整備をすすめます。 

 

◆各主体間の連携強化 

 北海道環境基本条例や北海道環境基本計画が示す方向に沿った施策を進めるためには、地域レベルか

ら様々な環境保全のための施策を検討し、取り組んでいくことが必要です。本道における環境の保全と

創造を進めるためには、地域の状況を最もよく把握し、その特性に応じた環境施策を実施している市町

村との連携はもとより、道民・民間団体等も含めた推進体制を整備する必要があります。  

  

□ 施策の方向 

◎市町村、道民、民間団体等も含めた基本計画の推進体制の検討、整備をすすめます。 

 

 

★進捗状況の把握（進行管理） 

 北海道環境基本計画の推進に当たっては、この計画を実効性あるものとするため、各種環境施策の進

捗状況や効果を適切に把握し、事業の見直しや各種計画、指針、要綱等の見直しを検討しながら計画を

推進する必要があります。  

  

◆環境指標等による進行管理 

 環境に関する各種の指標を設定し、基本計画の進捗状況の把握に努めます。 

  

◆環境白書による公表 

 本道の環境の状況、計画の目標の達成状況、各種環境施策の内容及びその進捗状況等を「北海道環境

白書」などに取りまとめ、毎年、道民に公表します。  

 

  

★計画の見直し 

 新たな環境問題や時代の変化に対応し、この計画を実効性のあるものとして推進していくことが必要

です。  

   

□ 施策の方向 

◎環境の状況や問題の動向、社会経済情勢の変化などに柔軟に対応し、適切な環境施策を推進する

ため、必要に応じ計画の見直しを実施します。 


