
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章２ 各分野に共通する施策の展開 

 

第２章３ 重点的に取り組む事項 

地域資源を活用した循環型社会の形成 
◆循環型社会の形成を加速する制度的な枠組みの推進 

◆廃棄物系バイオマスおよび未利用バイオマスの利活用

の推進 
◆リサイクル製品のブランド化などリサイクル関連産業の

振興 

  

第２章１ 分野別の施策の展開 

 
(3)自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

<<めざす姿>> 

◆自然の保全と利用の両立の考え方の浸透 

◆野生生物による農林水産業等被害の減少 

<<現状と課題>> 

◆利用者の増加やマナーに起因する自然環境へ 

の悪影響の懸念 

◆エゾシカによる多大な農林業被害 

<<自然環境保全に関する指標>> 

◆すぐれた自然地域の面積  

現状 892,946 → 目標 903,000ha  

◆タンチョウの生息数 

 現状 920 → 目標 1,305 羽 

◆「アライグマ防除実施計画」の策定市町村数 

 現状 61 市町村 → 目標 全市町村 など 

<<各主体の取組方向>> 

道民：自然とのふれあい、緑化活動への参加 など 

事業者：野生生物の生息・生育環境に配慮した 

開発行為の実施等 など 

※その他、民間団体、行政の取組方向 

<<施策の方向>> 

◆すぐれた自然環境の保全 

 （知床世界自然遺産の厳格な保全など） 

◆自然とのふれあいの推進 

◆野生生物の保護管理 

◆快適な環境の保全と創造 

 （みどりの保全、水辺でのふれあいづくりなど） 

北海道環境基本計画［第２次計画］の概要 

第１章１ 計画の基本的事項 

●自然と共生する 

●健全な物質循環を確保する 

●持続可能な生活を目指す 

●環境に配慮した地域づくりをすす

める 

●環境と経済の良好な関係をつくる 

第１章３ 将来像の視点 

<<計画の位置付け・性格>> 

◆環境基本条例第 10 条に基づき、環境の

保全及び創造に関する長期的目標や施

策の基本的方向などを示すもの。 

◆道の新総合計画の、環境に関する分野別

計画としての位置づけ。 

<<主体の役割>> 

◆道民：自主的・積極的な環境配慮行動の実践 

◆事業者：環境に配慮した事業活動の展開・取組状況の公表 

◆NPO 等：道民の環境配慮活動の促進、各主体のつなぎ手 

◆市町村：総合的な環境施策の推進 

◆道：総合的・計画的な環境施策の推進、各主体の取組支援、率先

した環境配慮行動、国などの関係機関や他府県等との連携 

 

◆道民の意見の反映 

◆推進体制 

◆計画の進行管理 

◆計画の見直し 

第３章 計画の推進 

 

<<社会経済の状況>> 

◆本道の総人口は、平成７年をピークに減少傾向。少子高齢化が進行中。 

<<環境の状況>> 

◆森林は、天然林が約７割を占め、森林面積は全国の約４分の１に相当。 

◆ヒグマやエゾシカのほか、タンチョウやシマフクロウなどの希少な鳥類も生息。 

<<道民の意識>> 

◆環境への関心は高い（65%）が、日常生活での環境配慮の行動の実践（44%）。 

第１章２ 本道を取り巻く社会経済や環境等の状況 
計画期間：平成20年度から概ね10年 

 (1)環境に配慮した地域づくり 
<<めざす姿>> 

◆環境負荷の少ない生活 

◆環境に配慮した産業の展開 

◆自然と共生する地域づくり 

<<現状と課題>> 

◆環境教育の機会や場、指導者の育

成が必要 

◆環境ビジネス振興への期待 

<<環境に配慮した地域づくりに関する指標>> 

◆｢環境配慮活動実践者｣の割合 

現状 44 →目標 70%以上  など 

◆環境管理システムの認証取得事業所数 

 現状 505 → 780 事業所 

◆有機農業に取り組む農業戸数 

 現状 331 → 1,800 戸    など 

<<各主体の取組方向>> 

道民：環境に関する知識と理解を深 

め、環境に配慮した生活の実 

践 など 

事業者：従業員に対する環境配慮の

啓発、自主的な環境管理体

制づくり など 
※その他、民間団体、行政の取組方向 

<<施策の方向>> 

◆環境に配慮する人づくりの推進 

◆環境と経済の好循環の創出 

（環境に配慮した事業活動 など） 

◆環境と調和したまちづくり 

◆環境への配慮 

●対応を急がなければならないもの（緊急性） 

●北海道らしさを発揮する観点で特に重要なもの（独自性） 

●横断的に取り組む必要があるもの（総合性） 

の視点に留意して、優

先度が高いと考えられ

る事項を再構築

 

 【イメージ】★清浄でおいしい空気・水 ★良好に保たれた物質循環 ★エネルギー効率が高く環境にやさしい快適な生活空間 ★「もったいない」の心を持つ人々 ★良好な関係にある環境と経済 

 北海道の特性を生かした 
地球温暖化対策の推進 

◆地球温暖化対策を加速する枠組みによる取組の推進 

◆地域の特性を生かした環境にやさしいエネルギーの 

導入促進 

◆二酸化炭素吸収源としての森林の保全・整備の推進 

北海道らしい自然共生社会の実現 
◆生物多様性保全に関する基本プログラムの策定及び関

連する取組の推進 

◆野生生物の適正な保護管理に向けた取組の推進 

◆知床ルールなど、自然環境の適正な保全と利用を図る 

ルールづくりの全道展開と普及啓発 

【21世紀半ばを展望した将来像】 

流域全体を捉えた健全な水循環の確保 
◆農山漁村、都市等を含めた流域全体の健全な水循環の確 

保のための計画的な水環境保全施策の推進 

◆健全な水循環の確保のための各主体による水質保全対策 

の実施 
◆住民参加のための水環境に関する教育の充実と人材育成 

 (2)北海道らしい循環型社会の形成 
<<めざす姿>> 

◆３Ｒや適正処理が社会に定着 

◆リサイクル関連産業が発展 

<<現状と課題>> 

◆一般廃棄物のリサイクル率は全国平均より 

低い 

【全国 19.0%、北海道 17.2%】 

◆豊富に存在するバイオマスの利活用の推進

が重要 

<<循環型社会の形成に関する指標>> 

◆一般廃棄物の排出量（一人一日当たり）  

現状 1,221 → 目標 1,050 ㌘/人・日 

◆一般廃棄物のリサイクル率 

 現状 17 → 目標 27% 

◆廃棄物系バイオマス利活用率 

 現状 80 → 90%             など 

<<各主体の取組方向>> 

道民：ごみの削減や分別の徹底、リサイクル

の取組 など 

事業者：廃棄物の発生抑制や再使用しやす

い製品等の製造 など 

※その他、民間団体、行政の取組方向 

<<施策の方向>> 

◆３Ｒの推進 

◆廃棄物の適正処理の推進 

◆バイオマスの利活用の推進 

◆循環型社会ビジネスの振興 

 (1)地域から取り組む地球環境の保全 
<<めざす姿>> 

◆環境に配慮した生活様式が定着 

◆温室効果ガス排出量が低減 

<<現状と課題>> 

◆二酸化炭素排出量は増加 

【全国 12.2%、北海道 16.9%】 

◆道民一人あたりの二酸化炭素排出量は、全 

国の 1.3 倍 

<<地球環境保全に関する指標>> 

◆温室効果ガス（差引）排出量 

現状 2,070 → 目標 1,827 万トン(炭素換算) 

◆新エネルギー導入量 

現状 142.2 → 目標 193.6 万ｷﾛﾘｯﾄﾙ など 

<<各主体の取組方向>> 

道民：冷暖房温度の見直しや省エネ機器の利 

用など日常生活における環境に配慮し 

た行動 など 

事業者：省エネ、新エネ導入や環境負荷の少 

ない製品や商品の製造・販売 など 

※その他、民間団体、行政の取組方向 

<<施策の方向>> 

◆地球温暖化対策の推進 

(温室効果ガスの排出抑制対策、森林等に 

よる二酸化炭素吸収源対策） 

◆その他の地球環境保全対策の推進 

 

 (4)安全・安心な地域環境の確保 

<<めざす姿>> 

◆おいしい空気、きれいな水の維持、健全な水

循環の確保 

◆健康で安全・安心に生活できる環境の確保 

<<現状と課題>> 

◆湖沼など閉鎖性水域の環境基準達成率が低い 

◆一部地域において、硝酸性及び亜硝酸性窒素

による地下水汚染が顕在化 

<<地域環境の確保に関する指標>> 

◆大気環境基準達成率  

現状 100 → 目標 １00%  

◆水質環境基準達成率 

 現状 90 → 目標 100% 

◆汚水処理人口普及率 

 現状 92.0 → 目標 94.8%         など 

<<各主体の取組方向>> 

道民：生活排水対策の実践 など 

事業者：大気汚染や水質汚濁の防止 など 

※その他、民間団体、行政の取組方向 

<<施策の方向>> 

◆大気、水など生活環境の保全 

（大気環境、水環境、騒音・振動・悪臭防止・ 

土壌汚染・地盤沈下） 

◆化学物質等による環境汚染の未然防止 

◆その他の生活環境保全対策 

(2)基盤的な施策の推進 

<<現状と課題>> 

◆時代に即した環境影響評価

の見直しが必要 

◆産学官の連携等による調査

研究等の推進が必要 

◆国境を越えた国際的な取組

が重要 

<<基盤づくりに関する指標>> 

◆環境分野における海外か

らの研修受入人数 

現状 5(H19 年度実績) 

→目標 100 人

<<施策の方向>> 

◆環境影響評価制度の運用

◆環境保全施設の整備等 

◆環境に関する調査研究の

推進 

◆環境保全に資する国際的

な取組の推進 

 
 


