
所属

職名

氏名

ＴＥＬ

　

○
× ×

Ｈ２３実績値
Ｈ２２実績値

との比較
Ｈ２８目標値

との比較
指標１ 9/128/12 8/12 6/12 7/12 ○

指標５ 海浜植物等保護地区面積 ha 16.5 37

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値

指標３ 環境家計ノート・省エネナビモニターを実践する世帯の割合 ％ 1.4 ↗

指標４ 市民１人あたりの二酸化炭素排出量（ｎ-2年） ｔ-CO2/年 9.58 7.45

指標１ 主要河川・海域の水質環境基準の達成度合 達成数／基準点数 6/12 9/12

指標２ 環境マネジメントシステム等を実施する小中学校数 校 0 15

　本市に残されている豊かな自然環境を引き続き守り育てるとともに、公害のない健康で安全に暮らせるまちをめざす。

【２　戦略計画における現状と課題】
　海浜、河畔の水辺地や山間、内陸部には、多くの動植物が生息・生育していることから、これら自然の保護と利用の両立が必要と
なっている。そのため、動植物等の状況を把握し、それらをもとに、保全のあり方を明らかにするとともに、利用者のマナーやモラルの
普及、環境教育・学習を推進し、自然環境意識の普及・向上を図る必要がある。
　環境基準の維持、達成を図るため、各種対策を推進するとともに、事業活動に伴う環境汚染の未然防止につとめる。また、一人ひと
りが生活スタイルを見直し、省資源・省エネルギー化につとめ、地域から地球温暖化対策を推進することにより、環境の世紀にふさわし
い持続可能な社会づくりを計画的に進めていく必要がある。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

施策項目 （１）環境施策の推進
（当該施策
を担当する

部長）

三国　義達

７２－３２６９

【１　施策の目的】

平成２５年度施策評価シート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け １次
評価者

環境室

めざすまちのテーマ等 ４　豊かな自然を守り育て活かすまち 室長

【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

【７　最終評価】

【５　パブリックコメント】

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】

（２）　手法改善を図る事項

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）

・海浜植物の保護地区を拡大する。
・石狩浜のハマナス群落再生にむけた取組みを行う。

・学校版ISOを改定した学エコアクションの普及を図り、環境学習への取組みを推進する。
・環境市民会議を再開し、市民主体で環境保全に係る各種事業展開を図る。

（３）　縮小（統合）を図る事項

○ ×
○向上、×低下 ○到達、×未達

指標５ 24.316.5 16.5 16.5 24.3

× ×
指標４ 8.318.85 9.40 9.58 8.77 ○ ×

指標３ 0.590.20 0.21 1.4 1.5

指標２ 00 0 0 0 × ×



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　４　豊かな自然を守り育て活かすまち 【施策】　　（１）環境施策の推進 【施策担当】　　環境室長　

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

成
果

公害の未然防止と自然環境の保全が図られた。

課
題

茨戸川は、その形状から内水性が高く、浄化がなかな
か進まない。

成
果

市民意識や関心は高められた。

課
題

対応に時間がかかるケースもあり、職員体制の充実が
課題である。

成
果

産業公害の未然防止が図られた。

優先度 具体的な取組み内容（案）

①開発行為
などの監視・
指導の強化

環境アセスメントの実施など、環境保
全対策の指導や環境関係法令などに
よる監視の強化と、規制の徹底を図
り、公害発生の未然防止と自然環境
の保全につとめるとともに、広域的な
課題となる河川水質問題などについ
ては、関係機関との連携による取組を
検討していきます。

□A

■B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

１．市ホームページ等により、一定規模以上の公害発生
施設は特定施設届出が必要なことを周知した。
２．定期的に河川等環境調査を実施し、環境基準等と
の適合状況の監視した。
３．特定施設を立入調査し排水基準等遵守状況の確
認、指導等を行った。
４．環境影響評価法等に基づく影響アセスメントの実施
調整を行った。

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

□高い

■中位

□低い

・定期的な環境調査と監視を継続する。
・茨戸川の浄化に関し、引き続き関係機関に要請を行
う。

※小施策①～③の整理統合を行う。

（A)の
達成度

方向性

・定期的な環境調査と監視を継続する。
・騒音・悪臭等の苦情対応と原因者への指導等を行う。

※小施策①～③の整理統合を行う。

□高い１．市ホームページ等により、一定規模以上の公害発生
施設は特定施設届出が必要なことを周知した。

②都市・生
活型公害対
策の強化

自動車騒音や近隣騒音、悪臭など、
都市・生活型公害を防止するため、監
視・指導の強化と市民意識の普及・啓
発につとめます。また、生活排水未処
理地区は、下水道の整備や合併処理
浄化槽などの普及促進を図り、河川
の水質保全につとめます。

□A

■B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

１．市ホームページ等により、一定規模以上の公害発生
施設は特定施設届出が必要なことを周知した。
２．定期的に河川等環境調査を実施し、環境基準等と
の適合状況の監視した。
３．特定施設を立入調査し排水基準等遵守状況の確
認、指導等を行った。
４．環境影響評価法等に基づく影響アセスメントの実施
調整を行った。
（以上「①開発行為などの監視・指導の強化」の記載内
容を再掲。）

□A □拡充 □縮小
(統合)

・定期的な環境調査と監視を継続する。
・特定施設・事業所の環境監視体制を充実強化する。

□高い

■中位

□低い

果

課
題

成
果

海浜植物保護等のため、新たに市民団体「海辺ファンク
ラブ」が設立され、市民協働提案事業として、カントリー
コードの啓蒙啓発が一層促進された。

課
題

かつての海浜植物群生地に内陸性植物が進出してきて
おり、海浜植物保護のあり方に工夫が必要となってきて
いる。

③産業公害
の未然防止

■中位

□低い

施設は特定施設届出が必要なことを周知した。
２．定期的に河川等環境調査を実施し、環境基準等と
の適合状況の監視した。
３．特定施設を立入調査し排水基準等遵守状況の確
認、指導等を行った。
４．環境影響評価法等に基づく影響アセスメントの実施
調整を行った。
（以上「①開発行為などの監視・指導の強化」の記載内
容を再掲。）

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

●自然保護の推進
・市民協働による、自然観察会や自然環境調査等を
行った。
・黄金山登山道、市記念保護樹木保全等、市民と自然
のふれあう場を整備した。
・市広報誌や新聞への掲載、道民カレッジや市民カレッ
ジへの講座登録を行った。
●海浜植物保護センター
・展示の頻繁な入れ替えや企画展を実施した。
・学校等での団体利用や、イベントを開催した。
・ボランティアの活動を支援した。
・海浜植物観察園の整備、活用を図った。

産業公害を未然に防止するため、事
業所の環境監視体制の強化・充実を
図るとともに、環境関連法令による公
害発生施設の届出や基準遵守の指
導・徹底につとめ、環境と調和した産
業への転換を推進します。

■B

□C

□手法
　改善

■継続

(統合)

□休止
(完了)

□廃止

・特定施設・事業所の環境監視体制を充実強化する。

※小施策①～③の整理統合を行う。

□高い

■中位

□低い

・海浜植物の保護地区を拡大する。
・石狩浜のハマナス群落再生にむけた取組みを行う。

④自然環境
の把握と保
全の推進

市民との協働により自然環境調査を
実施し、自然環境データベースの整
備・充実を図り、収集・把握した多様な
自然環境情報を市民、事業者に発信
します。また、海岸、山間部などの自
然地域は、野生動植物などの保護を
図りながら活用するとともに、利用者
のルールづくりやモラルの普及・啓発
につとめ、人と多様な自然が共生でき
るまちづくりを進めます。

□A

■B

□C

■拡充

□手法
　改善

□継続



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　４　豊かな自然を守り育て活かすまち 【施策】　　（１）環境施策の推進 【施策担当】　　環境室長　

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

優先度 具体的な取組み内容（案）

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性

成
果

原発事故後、再生可能エネルギーはもとより、エネル
ギーそのものに国民的関心が高まったこともあり、化石
燃料の代替の向けた取り組み、省エネに関する取組み
が進んだ。

課
題

再生可能エネルギーといえども、環境負荷が生ずる
ケースも考えらるので、環境影響評価を含め、実施に向
けては慎重な検討がなされることもあり、結果として進
捗度合は鈍くなりがちである。

成
果

市民参加型の環境学習の推進が図られた。
特に、図書館、資料館と海浜植物保護センターが連携
した「３館ネットワーク」によって、学習意欲の高い市民
の参加が促された。

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

□高い

■中位

□低い

⑤省資源・
省エネル
ギーと地球
温暖化対策
の推進

風力、太陽光、雪氷熱などの自然エネ
ルギーや未利用エネルギー、バイオマ
スなどを有効活用するとともに、資源・
エネルギー使用の無駄をなくし、石油
代替エネルギーの導入促進につとめ
るとともに、市域における二酸化炭素
排出削減目標の達成を図ります。
さらに、市自らが省資源・省エネル
ギーを先導する役割を担い、あらゆる
市の施策において、環境保全の視点
を持って、事業を推進するシステムの
導入を図ります。

●再生可能エネルギーの導入関連
（１） 再生可能エネルギー事業者との立地条件等に関
する調整
（２） 環境影響評価に関する調整
（３） 市民への啓発活動
（４） 雪氷利用等の調査・研究
（５） その他関係官庁等との協議、情報交換
●「石狩超電導直流送電プロジェクト推進協議会」（産・
学・官で構成）
（１） 石狩湾新港地域での高温超電導直流送電実証事
業の支援
（２） 石狩湾新港地域に直流超電導送電等を活用した
「スマートエネルギーエリア」を構築するためのグランド
デザインに関する調査・研究
（３） 新港地域に立地するＬＮＧ基地から発生する冷熱
エネルギーの利活用モデルの研究

□A

■B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

●自然保護の推進
・市民協働による、自然観察会や自然環境調査等を
行った。
・黄金山登山道、市記念保護樹木保全等、市民と自然
のふれあう場を整備した。
・市広報誌や新聞への掲載。道民カレッジや市民カレッ
ジへの講座登録を行った。
●海浜植物保護センター

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

□高い

■中位

□低い

・高温超電導直流送電実証事業を支援する。
・再生可能エネルギーの普及促進を図る。

⑥環境教
育・学習の

自然とふれあう自然観察会や参加型
の出前講座などを実施し、環境への
関心や意識を深めるとともに、地域に

□A

■B

□C

□拡充

■手法
　改善

□継続

・学校版ISOを改定した学エコアクションの普及を図り、
環境学習への取組みを推進する。
・環境市民会議を再開し、市民主体で環境保全に係る
各種事業展開を図る。

課
題

学校版ＥＭＳ（ＩＳＯ）が未普及である。
児童生徒が参加できるわかりやすいシステムになって
いない。

●海浜植物保護センター
・展示の頻繁な入れ替えや企画展を実施した。
・学校等での団体利用や、イベントを開催した。
・ボランティアの活動を支援した。
・海浜植物観察園の整備、活用を図った。
（以上「④自然環境の把握と保全の推進」の記載内容を
再掲。）

育・学習の
推進

関心や意識を深めるとともに、地域に
即して考え、行動する環境教育プログ
ラムづくりを進め、学校、地域、家庭に
おける環境教育・学習を推進します。


