
 

 

 

 

第 2 次稚内市環境基本計画 

年次報告書 

（令和元年度の状況） 

 

 

 



基本目標Ⅰ

社会の低炭素化に貢献するまち
-低炭素社会の実現-
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個別目標１　地球環境への負荷を減らす

◆環境指標と目標一覧

◆主な取組と評価

11.95

策定時:11.43

（2027年度）

13.06

(2016年度)

目　標前年度

638,604

（2027年度）

116,905

（2019年度)

116,919

(2018年度)

13.44

（2017年度)

現年度環境指標

市民一人当たりの

二酸化炭素排出量
※

（ｔ－CO2/人・年）

基　準

12.84

策定時:12.29

(2013年度)

84,130

(2016年度)

再生可能エネルギーの

導入による二酸化炭素

削減相当量※2

（ｔ－CO2/年）

環境省の公表する稚内市全体の二酸化炭素排出量は、基準年度が473,965t-CO2であり、現

年度（2017年度）は468,188 t-CO2となっている。これを市の人口で割り返すと市民一人当た

りの二酸化炭素排出量は、現年度は13.44（t-CO2/人・年）となり微増している。

再生可能エネルギーの導入による二酸化炭素削減相当量については、前年度に比べ横ばい

となっている。

主な取組として、令和元年度は平成24年度から開始したLED化事業で、土木課所管の公共

灯のLED化が前年度に完了し、引き続き物流港湾課所管の公共灯を32基LED化したことで進捗

率は19.8％となり、公共灯全体の進捗率は59％となった。また、町内会が管理する防犯灯

236基をLED化したことで、防犯灯の進捗率は76％となった。

街路灯全体では、4,828基のうち3,475基をLED化が完了し、進捗率は71.6％となり、前年度

に比べ約6％進捗し、二酸化炭素排出量の削減が図られ、物流港湾課へは通行者から明るく

なったとの意見も寄せられている。

令和元年度に実施した事業によって公共施設の二酸化炭素排出量が削減されるなど、概ね

成果が得られているものの、ノーマイカーデーの実施率は低下しているため、取組を強化し

ていく必要がある。

また、環境省の公表値を元に算出した現年度の市民一人当たりの二酸化炭素排出量は、増

加しているため、二酸化炭素排出量削減に向けて市民一人ひとりが取り組めるよう啓発の継

続や取組の改善をしていく必要がある。

※1 市民一人当たりの二酸化炭素排出量については、環境省が公表している市町村別の二酸化炭素排出量の値

を稚内市の人口で割り返して算出している。なお、環境省の公表する値が遡及修正されたことに伴い、計

画策定時の基準年度及び目標年度の値を変更している。また、今後も遡及修正される可能性がある。

※2 削減相当量については、資源エネルギー庁が公表している固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エ

ネルギーの導入量を二酸化炭素排出削減相当量として算出している。

2



当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

環境エネルギー課　

課・グループ名

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　地球温暖化対策として継続が必要。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている事業の評価

左記の評価理由
　新型コロナによる外勤等が減ったことに
よる公用車の使用減や、施設の閉鎖によ
る暖房の使用減により、二酸化炭素排出
量が減少した。

事業名

1-1 省エネルギーの推進

今年度の取組内容

　庁舎や各公共施設において、電気のLED化や節電、節水等の取り組みの徹
底や、デマンド監視によるピークカットの実施。

市庁舎及び公共施設の省エネルギーの推進

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

稚内市環境基本計画事業評価シート

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

取組の効果及び課題

　日々の節電等の取り組みにより前年度と比べ0.6％、基準年度(平成18年度）
と比べ4.8％の二酸化炭素排出量が減少した。新型コロナウイルスの影響で外
勤等が減ったことによる公用車の使用減や施設の閉鎖による暖房の使用減、
省エネ・節電の取り組みによってA重油、ガソリン等が減少したことにより排出量
が減少した。課題としては、新型コロナウイルスの一時的な要因や節電・省エネ
等の取り組みを一時的なものにしないよう、取り組みの継続が必要。

具体的施策
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

土木課（管理・地籍G）・物流港湾課（事業推進G）

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　取組の効果へ記載のとおり、進捗に比
例し効果が表れている。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　物流港湾課については、令和元年度から
LED化工事を施工開始したこともあり、引続き
LED化に取組む。防犯灯は、LED化進捗率
の低い町内会へ引続き省エネルギー化を勧
める。

事業名 防犯灯、公共照明の省エネ化

今年度の取組内容

（公共灯）全1,259基のうち32基をLED化し、延べ743基を完了した。（進捗率59.0％）
　土木課　平成30年度で全616基をLED化完了した。（進捗率100％）
　物流港湾課　平成31年度からLED化整備工事に着手、全643基のうち32基をLED化し、延べ
127基を完了した。（進捗率19.8％）
（防犯灯）全3,569基のうち236基をLED化し、延べ2,714基を完了した。（進捗率76.0％）
（街路灯全体）全4,828基のうち268基をLED化し、延べ3,457基を完了した。（進捗率71.6％）

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

（効果）二酸化炭素の削減とともに、電気料金も削減されている。令和元年度からLED化工事を
施工している物流港湾課へは、通行者から明るくなってよくなった、との意見も寄せられている。
（課題）防犯灯については、工事費を市で一部助成しているが、自己負担分の予算措置が困難
な町内会は、進捗率が低い状況が続いている。なお、街路灯LED寿命は概ね10年程度と言われ
ており、数年後にはLED化事業に着手した平成24年度から10年を経過するため、市及び町内会
ともに順次故障が生じると想定され、修繕のための予算措置が必要になる。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-1 省エネルギーの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

環境エネルギー課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　前年度と比べ、セミナーを実施すること
ができた。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　庁内向けのセミナーだけではなく、今
後は市民向けのセミナー等も実施してい
く予定。

事業名 省エネ啓発事業の実施（広報・HP・出前講座等）

今年度の取組内容

　令和元年度については庁内向けの地球温暖化対策セミナーを11月に実施。
また、広報にて省エネに関する情報を４回掲載。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　庁内向け地球温暖化対策セミナーについては、計40人参加し、地球温暖化
の現状だけでなく、市の現状についても内容に含まれていたため、改めて地球
温暖化について意識付けをすることが出来た。また、広報についても継続して
掲載しており、周知をすることが出来た。
　課題としては、HP・広報紙の活用を維持する他、セミナー等を開催するなどさ
らなる意識醸成が必要。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-1 省エネルギーの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

環境エネルギー課

課・グループ名

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
令和3年度までの継続事業。

事業の評価

左記の評価理由
　有識者との勉強会を複数回実施できて
いるため。蓄電池システムの設計を行っ
たことにより次年度以降の蓄電池システ
ム及びEMS託送システムの整備につな
げられたため。

事業名 再生可能エネルギーを公共施設へ供給する地産地消の実現

今年度の取組内容

　本事業は、平成29年度～令和3年度の5か年にわたる事業で、令和元年度の
実績については、再生可能エネルギー電源による自己託送の詳細検討、蓄電
池システムの基本計画、水素利活用に関する調査、検討委員会の実施(1回)、
勉強会の実施(5回)、EMSの設置（稚内南小学校）を行った。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　有識者を集め、地域エネルギー会社の設立に向けた勉強会を実施したこと
で、地域エネルギー会社の方向性等の検討を進めることが出来た。電力託送
システムに欠かせないEMSについては、新たなに１基設置された。自己託送の
基礎となる蓄電池システムの設計を行ったことで、次年度以降着手する蓄電池
システム及び、EMS託送システムの整備につなげることが出来た。
　今後の課題としては、来年度、出資者向けの説明会の実施のため、事業収
支の検討や蓄電池等の整備に向けた作業が必要。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-2 再生可能エネルギーの導入促進と地域における有効活用
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

環境エネルギー課　

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　前年度より実施率が低下したものの、
二酸化炭素削排出量の削減効果はある
ため。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　地球温暖化防止策として継続。

事業名 ノーマイカーデー

今年度の取組内容

　全市職員（市病看護師を除く）対象に年12回以上（月1回程度）をノーマイ
カーデーとし、マイカー以外による通勤を促している。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　令和元年度の実績は、二酸化炭素（CO2）削減量が5,178.2kg-CO2でノーマ

イカーデーの実施率は40.0％だった。
　課題としては、前年度と比べ、実施率が約6％減少していたため、職員への
ノーマイカーデーの取組の徹底が必要

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-3 低炭素なまちづくり
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

総務防災課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　各町内との調整が必要。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　今後も継続して取り進める。

事業名 津波ハザードマップの更新

今年度の取組内容

　平成29年2月に北海道より日本海沿岸における新たな津波浸水想定区域が
公表されたことを受け、平成30年2月に津波ハザードマップを作成し、市民へ
全戸配布した。
　令和元年度は、平成30年度に引き続き周知を図る。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　各町内会や各団体等へ出前講座を実施し、津波や土砂災害などの危険性
を知っていただくとともに日頃からの備えなどをの周知を図った。
　実績：令和元年度末　66町内会中⇒　30町内会　実施（H30からの累計）
　説明会開催については、各町内会へ実施の呼びかけをしているが、人が集
まらないなどの理由により、進んでいない状況。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-4 地球温暖化による気候変動への適応策（自然災害への備え）
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

総務防災課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
 洪水ハザードマップが完成し、ホーム
ページに掲載することが出来たため。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　ハザードマップは完成して間もなく、市
民への情報が浸透していないため、今後
各家庭への配布や周知を行う。

事業名 洪水ハザードマップの作成

今年度の取組内容

　平成27年の水防法改正により、北海道が管理する2級河川であるウエンナイ
川が令和元年6月に洪水浸水想定区域の指定を受け、本市では指定された河
川及び他の3河川における浸水域や想定される水深を市民皆様に把握できる
よう「洪水ハザードマップ」の作成。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　本ハザードマップは、令和2年2月に完成しホームページに掲載。
各家庭への配布は、令和2年4月からの予定とし、風水害に対する備えとして本
ハザードマップがいざという時の一助となるよう準備を進めている。
　今後は、ハザードマップを基に地域ごとの避難計画の作成や防災訓練など
に活用できるよう様々な機会を通じて継続的に周知する。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-4 地球温暖化による気候変動への適応策（自然災害への備え）
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

総務防災課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　開催実施の呼びかけを行うも、人が集
まる機会がないなどの理由により、進まな
い状況となっている。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
 今後も必要性を理解していただき継続
して取り進める。

事業名 地域の避難計画作成

今年度の取組内容

　地域ごとの避難計画は、災害発生時に地域住民が円滑に避難を行うための
計画となり、地域ごとに実情に合わせて地域住民が作成し災害に備える。
　作成にあたっては、地域の方々に必要性を理解していただき、作成を促し市
が支援を行い計画作成を取り進める。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　地域ごとの避難計画作成については、66町内中、津波浸水区域（38町内）を
優先的に取り進めている。
　現在まで、平成30年度の実績値３町内会、令和元年度は、５町内会が策定
済みである。現状では、必要性を訴えているものの進んでいないのが現状であ
るが、今後も必要性を理解していただき継続して取り進める。

基本目標 　Ⅰ　社会の低炭素化に貢献するまち　－低炭素社会の実現－

個別目標   １ 地球環境への負荷を減らす

具体的施策 1-4 地球温暖化による気候変動への適応策（自然災害への備え）
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基本目標Ⅱ

ごみを減らし資源を有効につかうまち
-循環型社会の形成-
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個別目標２ ごみを減らし資源を有効につかう

◆環境指標と目標一覧

◆主な取組と評価

リサイクル率

（％）

23.1

(2015年度)

26.0

(2027年度)

21.6

（2018年度)

22.8

(2017年度)

環境指標 基　準 目　標現年度前年度

市民の一日一人あたりの

ごみ排出量※3

（ｇ/人・日）

1,251

(2015年度)

1,130

(2027年度)

1,331

（2018年度）

1,299

(2017年度)

市民の一日一人あたりのごみ排出量については、前年度と比べ微増しており、基準年度の

値を上回っている。また、リサイクル率については前年度、基準年度と比べ低下している。

主な取組として、令和元年度は広報紙にコラムを掲載し「リデュース」「リユース」に重

点を置いた周知を行った他、成人式及び消費生活展において啓発ポスターの掲示、町内会や

市内事業所に対する出前講座により分別の方法等について説明を継続して行ったが、その効

果が表れていない状況となっている。

今後は、令和２年３月に策定した稚内市一般廃棄物処理基本計画の推進方策である、ごみ

の発生・排出の抑制の推進、ごみの再利用・再生使用の推進などにより、ごみ排出量削減、

リサイクル率向上のために取組を進めていく必要がある。

※3 1年間のごみ総排出量（計画収集ごみ量+直接搬入ごみ+集団回収量）を稚内市の人口と日数（365日）で割

り返して算出している。なお、事業系ごみ、その他事業系ごみは含まない。
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　評価の方法について検討中。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　より伝わりやすく、実践しやすい取り組
みを検討し、周知していく。

事業名 食品ロス対策

今年度の取組内容

・広報「わっかない」にコラムを掲載し、宴会時等の食べ残しをしないよう呼びか
けを行った。
・宴会が増える１２月に市職員に対し、宴会の開始後30分間と終了前10分間は
食べる時間を設ける「3010（さんまるいちまる）運動」を実施するよう呼びかけを
行った。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　効果については検証できていないが、すぐに効果が表れるものではないこと
から、引き続き取組を行っていく。
　また、今後は「3010運動」を実施しやすい環境を整えるため、チラシの配布や
飲食店への呼びかけなど、その他の方法も検討する。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　評価を行っていない。店舗のレジ付近
において、レジ袋の持参率を調査するな
ど、評価方法を検討中。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　レジ袋有料化に関する法律の施行を前
に、更なる周知に努め、協力を呼びかけ
る。

事業名 マイバック持参運動

今年度の取組内容

・広報「わっかない」にコラムを掲載し、マイバッグを持参し、自らレジ袋を断る
姿勢について協力を呼びかけた。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　１人１日当たりのごみ排出量はほとんど減っていない。
　レジ袋の代わりにダンボールに入れ持ち帰る人も居ることから、今後はリサイ
クルされるものの、ダンボールもごみの一部であることに言及し、マイバッグの
必要性について更なる周知を図る。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　１人１日あたりのごみ排出量は減ってお
らず、リサイクル率も上がっていない。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　全道・全国と比べても依然としてごみの
量が多いことから、基本計画の目標達成
に向けて更なる取り組みを進める。

事業名 ３Rの取り組み推進

今年度の取組内容

・広報「わっかない」にコラムを掲載し、「リデュース」と「リユース」に重点を置き、
啓発を行った。
・成人式及び消費生活展において、啓発ポスターを掲示した。
・町内会や事業所などへ出前講座を実施し、ごみの分別方法等について説明
を行った。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　以前としてごみの量は減らず、リサイクル率についても横ばいが続いている。
今後は、住民の目線から、どのような取組であれば取り組みやすいかを考え、
効果的な方法を検討していく。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　登録団体数の増加は見られないもの
の、人口及び総排出量が減少していく中
で一定の団体数・交付額を維持してい
る。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　資源の再生利用を促進するため、さら
に多くの資源物が回収されるよう、手法
や周知方法を検討していく。

事業名 集団回収奨励金制度

今年度の取組内容

・登録団体を募集し、積極的な制度活用を呼び掛けた。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　前年度に比べて登録団体が減り、交付額も若干減る結果となった。
　今後も制度の周知を呼びかけ、実施団体に対するメリットを増やすなど制度
を利用しやすい方法を検討していく。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　平成20年度頃に利用件数が激増した
後、急激な減少傾向にあったが、近年少
しずつ件数が上昇してきている。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　フリーマーケット等を介さずとも譲り合い
ができる貴重な方法であることから、周知
徹底をしながら継続していく。

事業名 生活用品ダイヤル市

今年度の取組内容

　広報「わっかない」・ＦＭわっぴー・市ホームページにおいて周知を行い、積
極的な利用を呼び掛けた。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　利用件数の増減はあるものの、「譲る側」「譲り受ける側」の申込件数及び成
立件数は概ね横ばいである。
　成立率に関しては、利用者側の希望次第であるため上昇させることは困難で
あるが引き続き、周知の徹底を図る。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-1 ごみ減量化と資源リサイクルの推進
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　リサイクル率については、実績としては
減少し、一般廃棄物処理基本計画の目
標値を下回っているため。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　限られた情報媒体を最大限に利用し、
各種啓発活動を拡充していく必要があ
る。

事業名 廃棄物の適正処理関係

今年度の取組内容

　ごみの分別方法を広く周知するため、消費生活展や成人式会場でのパネル
展示や、町内会や市内事業所に対する出前講座の実施など、リサイクルの推
進を図った。また、資源物は再生事業者に引渡し、生ごみは減容化の処理過
程で発生するメタンガスをごみ収集車の燃料として、処理残渣を堆肥として市
民に配布することで再利用した。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　ごみ総排出量が減少しているものの、資源物の回収量と生ごみのメタン化量
が減少したため、リサイクル率は21.3％となり、前年度を0.3ポイント下回る結果
となった。
　今後も分別の徹底を図る啓発活動を継続するだけでなく、拡充した取り組み
を検討・推進する必要がある。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-2 廃棄物の適正処理の推進と不法投棄の防止
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　郊外地区や山林においては把握でき
ない部分もあることから評価はできない。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　引き続き巡回監視を継続するとともに、
環境省・北海道・警察と連携して対応し
ていく。

事業名 不法投棄関係　　　　　

今年度の取組内容

・環境衛生業務員による巡回パトロールの実施。
・５月30日（ごみゼロの日）に市内百貨店等において該当啓発を行った。
・不法投棄の温床となることを防止するため、海岸清掃を行った。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　０件にはならないものの最小限に抑えられていると考えられる。
　発見されていない不法投棄もあると考えられるが、防止に努めるとともに、各
地権者において適正に管理するよう呼びかける。

基本目標 　Ⅱ　ごみを減らし資源を有効につかうまち　－循環型社会の形成－

個別目標   ２  ごみを減らし資源有効につかう

具体的施策 2-2 廃棄物の適正処理の推進と不法投棄の防止
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基本目標Ⅲ

健康で安全に暮らせるまち
-生活環境の安全-
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個別目標３ 大気・水・土壌環境等を保全する

◆環境指標と目標一覧

◆主な取組と評価

概ね良好な

環境

（2018年度）

90.0

（2018年度）

全測定点において

環境基準内

（2018年度）

1測定点において

昼夜ともに

環境基準超過

89.7

（2017年度）

概ね良好な

環境

道路交通騒音の状況

（環境基準の達成状況）

1測定点において昼間

のみ環境基準超過

（2016年度）

良好な環境の維持

環境基準の達成

（2027年度）

生活排水処理率
※4

（％）

89.8

（2016年度）

公共用水域の水質の状況

（環境基準の達成状況）

大気汚染の状況

（環境基準の達成状況）

良好な環境

（2016年度）

良好な環境の維持

（環境基準の達成）

（2027年度）

概ね良好な

環境

（2018年度）

概ね良好な

環境

環境指標 基　準 目　標現年度前年度

現状と同水準

（2027年度）

騒音・振動関連

悪臭関連

大気汚染

関連

0件

（2018年度）

2件

（2016年度）

苦情の件数

（件）

3件

（2018年度）

1件

（2018年度）
1件

2件

0件

6件

（2016年度）

1件

（2016年度）

概ね良好な環境

（2016年度）

91.3

（2027年度）

良好な環境の維持

環境基準の達成

（2027年度）

現年度については、大気汚染の状況、公共用水域の水質の状況は前年度と同様に概ね良好

な環境となっており、苦情の件数は前年度に比べ悪臭関連で1件増加したものの、目標年度の

基準内となっている。生活排水処理については、前年度に比べほぼ横ばいながら処理率が向

上している。

主な取組として、令和元年度は公共下水道の認可区域における「水洗便所等改造資金貸

付」及び、公共下水道認可区域外の地区における「合併処理浄化槽設置事業」についてホー

ムページや広報紙等で周知し、合併浄化槽設置費助成を6件実施している。

令和元年度に実施された事業によって概ね成果が得られており、今後も生活排水処理率の

向上に向けて水洗便所等改造資金貸付、合併処理浄化槽設置事業を引き続き継続していく必

要がある。

※4 生活排水処理率は、行政区域内人を水洗化人口と生活雑排水処理人口の合計で割り返して算出している。

・水洗化人口：公共下水道による処理を行う人口

・生活雑排水処理人口：浄化槽により処理を行う人口
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

財務課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　前年度に引き続き低排出ガス車を継続
的に導入することができているため。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　引き続き、低排出ガス車の導入を進め
ていくため

事業名 低公害車の導入　

今年度の取組内容

　自動車購入の際は低公害車を選定。　　駐停車時のアイドリングストップの実
践。　長時間の暖気運転及び無駄な急発進は行わない

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　車両購入時に仕様書で低排出ガス規制及び燃費基準を定めて、環境に優
れている車両を選定し購入。令和元年度は低排出ガス車2台導入

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-1 良好な大気環境の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

環境エネルギー課　

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　周知の徹底をすることは出来なかった
ため。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　HP・広報紙以外の周知方法と検討

事業名 エコドライブ

今年度の取組内容

　エコドライブに関する情報の提供（平成30年度にHP記載）

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　HPによる情報提供のみのため、取り組みが実施できておらず、イベントやセミ
ナーの開催に併せてエコドライブの周知を行う必要がある。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-1 良好な大気環境の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　定期的に調査することにより、異常が
あった場合の原因の特定がしやすいこと
から、継続することが重要である。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　引き続き調査を継続し、必要に応じて
関係機関と情報の共有を行う。

事業名 河川の水質確認

今年度の取組内容

　昨年度と同様に４河川について調査を実施した。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　いずれの河川についても環境基準を満たしており、異常がないことを確認し
た。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-2 良好な水環境の保全

24



当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

水道施設課・下水道グループ

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　令和2年2月末時点で６件の浄化槽設
置費助成を実施。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　引き続き生活排水処理率の向上を図
る。

事業名 生活排水の処理

今年度の取組内容

　公共下水道の認可区域における「水洗便所等改造資金貸付」及び公共下水
道の認可区域外の地域における「合併処理浄化槽設置事業」の実施。
ホームページや広報紙等を通じて周知を図る。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　下水道接続率及び生活排水処理率の向上により公共用水域の水質保全と
公衆衛生の向上につながる。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-2 良好な水環境の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　他のゴミに比べて少量ではあるが、分
別排出されることにより、健康・環境被害
の防止に貢献している。
引き続き分別排出の周知徹底に努める。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　健康と環境に影響のない製品の製造・
仕様が推進されていることから、品目等
の拡大はせず、引き続き適正な分別排
出について協力を呼びかける。

事業名 有害ごみの分別収集

今年度の取組内容

　住民及び現場作業員の健康被害の防止と、最終処分場等から自然環境に
流出することによる悪影響を防止するため、水銀等の危険物質が使用されてい
る蛍光管・乾電池・温度計・体温計等を分別収集している。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　収集量は年度毎に増減しているが、流通量の増減を起因とするものか、又は
分別排出の徹底に起因するものかは明らかでない。
　今後も分別排出について周知徹底を図るとともに、組成調査等により一般ご
みへの混入量の把握に努める。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-3 良好な土壌環境の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　各幹線道路を最低でも５年に１度計測
することで、騒音発生状況を把握してい
る。いずれの路線も目立った騒音はな
く、住民の生活環境への影響はない。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　法定受託事務であることから継続。

事業名 交通環境騒音測定

今年度の取組内容

　年次測定計画に基づき、計画路線の測定を行った。（法定受託事務）

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　環境基準を超過する家屋は無かった。
　引き続き調査を継続し、基準を超える地域があった際には、道路管理者等に
対し、騒音を防止するための措置を講ずるよう求める。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-4 静かな環境の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

くらし環境課

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　騒音に関する苦情は非常に少なく、市
全体として静穏が保たれていると考えら
れる。
　引き続き、騒音の防止に努める。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　苦情等があった際には、詳細な情報を
聴取したうえで、可能な限り住民の生活
を脅かさないよう対策を講ずる。

事業名 騒音防止指導

今年度の取組内容

　工事で発生する騒音の他、各事業所から発生する騒音を防止し、周辺住民
の生活に支障を来さないよう、必要な届け出を求める他、騒音を発生させない
又は最小限に抑える措置を講ずるよう指導を行った。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　騒音規制法等に基づく届け出により、場所・内容・使用機器について確認を
行い、騒音の防止方法について随時確認を行っている。
　その他の騒音に関しては、周辺住民から連絡があっても市において騒音を確
認できなければ指導はできないことから、対処法や今後の体制について説明
を行った。

基本目標 　Ⅲ　健康で安全に暮らせるまち　－生活環境の保全－

個別目標   ３  大気 ・水土壌環境等を保全する

具体的施策 3-4 静かな環境の保全
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個別目標4 郷土文化や文化財・文化的景観を守る

◆主な取組と評価

本市には、旧海軍望楼や旧瀬戸邸などの文化財が多く存在し、これらの文化的資源が、ま

ちの原風景となっているとともに、市民が地域の歴史・文化を知り、守り、伝えていくため

の重要な役割を担っている。これらの恵まれた地域の資源の文化・歴史を学び、市民一人ひ

とりが次の世代へつなぐため、保護・保全するとともに、教材や観光資源として活用してい

く必要がある。

市民講座の開催により地域の歴史・文化を学ぶ機会を提供することができた。

また、環境美化運動「クリーンアップわっかない」には前年度に引き続き多くの町内会・

企業、団体が参加したことで、良好な景観の保全に繋がっている。

郷土文化、文化財、地域の文化的景観の保全に向けた取組に対する重要度・満足度の向上

につながるよう、事業を検討していく必要がある。
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基本目標Ⅳ

豊かな自然を守り人と
生き物の共生を実現するまち

-自然環境の保全-
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個別目標５ 豊かな環境を守り・つくる

◆主な取組と評価

本市には、利尻礼文サロベツ国立公園をはじめ、宗谷丘陵や広大な牧草地が広がる酪農地

帯の風景などの豊かな自然が広がっている。これらが、環境・体験学習の場などで人が自然

とふれあう機会を提供している。

主な取組として、北の桜守パークを中心にエゾヤマサクラ140本、ニトリザクラ10本の計

150本を植樹した市民植樹祭や、環境美化運動「クリーンアップわっかない」には前年度に引

き続き多くの町内会・企業、団体が参加したことにより、緑化の推進や自然環境の保全に繋

がっている。

令和元年度に実施した事業により、緑化の推進や自然環境の保全に繋がっており、概ね成

果が得られており、今後も取組を継続していく。
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

農政課 農林整備グループ

課・グループ名

事業の評価

左記の評価理由
　豊かな環境づくりや緑化推進を考えて
いくうえで、苗木、募金、植樹に関しては
例年良好な実績を収めているため。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　無料配布や植樹の本数を増加させるこ
とは現段階では難しいため。

事業名 緑化事業（苗木の配布、緑の基金、植樹）

今年度の取組内容

　当市では、5月を中心にブルーベリーの苗木無料配布や、市内の学生に協
力を得て募金活動を行い、5月の第4週の日曜日には今年度で第46回目となっ
た市民植樹祭を開催した。

稚内市環境基本計画事業評価シート

取組の効果及び課題

　苗木無料配布では全400本を配布し、全てを市民に配布することが出来た。
緑の募金活動については合計約11万円を集めることができ、震災復興支援活
動への大きな貢献となった。第46回市民植樹祭では北の桜守パークを中心に
エゾヤマザクラ140本とニトリザクラ10本の計150本を市民に参加してもらい植樹
を行った。

基本目標 　Ⅳ　豊かな自然を守り人と生き物の共生を実現するまち　－自然環境の保全－

個別目標   ５  豊かな環境を守り・つくる

具体的施策 5-1 森林・湿原・海岸・河川などの自然風景の保全
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

稚内市環境基本計画事業評価シート

くらし環境課

課・グループ名

取組の効果及び課題

　雪解け後の春は歩道などのごみが目立つところであるが、多くの町内会・企
業・団体が率先して街の清掃活動を実施し、環境美化運動「クリーンアップわっ
かない」に参加頂いたことにより、街の美化に繋がった。
　今後も継続するとともに、より清掃活動を実施する団体が増えるよう協力を呼
びかける。

基本目標 　Ⅳ　豊かな自然を守り人と生き物の共生を実現するまち　－自然環境の保全－

個別目標   ５  豊かな環境を守り・つくる

具体的施策 5-1 森林・湿原・海岸・河川などの自然風景の保全

事業名 クリーンアップ作戦

今年度の取組内容

　全市的な環境美化運動「クリーンアップわっかない」を掲げ、春と秋に各町内
会に街の清掃活動の実施について協力を依頼し、市においては海岸清掃を
実施した他、各団体が実施する清掃活動を奨励した。

事業の評価

左記の評価理由
　恒例となった海岸清掃の参加人数も増
え、きれいな街を保つことができている。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　清掃活動の実施について過度な要求
とならないよう、引き続き周知徹底し、協
力を呼びかける。
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

稚内市環境基本計画事業評価シート

社会教育課

課・グループ名

取組の効果及び課題

　自然の家主催事業には一定程度の利用があり、自然体験学習の場に触れる
機会はあるものの、特定の利用者に限られており、さらなる事業の展開が必要
であると考える。また、育みの里については、危険個所による通行止めやクマ
の出没もあることから開設期間も含め、運用が難しいものとなっている。育みの
里は広大な敷地ゆえ、利用実人数は不明である。

基本目標 　Ⅳ　豊かな自然を守り人と生き物の共生を実現するまち　－自然環境の保全－

個別目標   ５  豊かな環境を守り・つくる

具体的施策 5-2 自然とふれあう機会の創出

事業名 自然体験事業

今年度の取組内容

　育みの里や少年自然の家（指定管理者）主催による自然体験事業をとおし
て、子どもたちに自然と触れる機会を充実することで学びにつながる意欲や好
奇心、豊かな心を育てるとともに健やかなからだづくりと成長を促す機会を提供
する。

事業の評価

左記の評価理由
　一定程度の施設の利用はあることか
ら、効果があるものと考えられる。１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　施設の維持管理も含め今後の検討課
題とする。
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個別目標６ 生物多様性を保全する

◆主な取組と評価

本市には森林、湿原、海岸、河川など自然が豊かであると同時に、これらの自然環境が多

様な生物の生息・生育地になっている。一方で、トドやアザラシによる漁業被害や、エゾシ

カによる森林被害や車両事故、アライグマによる農業被害が増加している状況である。その

ため、地域の既存の野生動物を保護するとともに、有害鳥獣に対する適切な管理（個体数管

理）や特定外来種の防除を行い、人と生き物が共存を図れるよう事業を実施した。

今年度は、アライグマ３４５頭とエゾシカ８０４頭を駆除した。アライグマは過去最高の

捕獲数となっており、特定外来種の防除に繋がっている。

来年度は市街地対策強化のため、新たな取組として囲い罠でのエゾシカの捕獲を実施する

予定。アライグマは市街地での捕獲件数が前年度に続き増加しているため、今後は捕獲体制

の強化が必要。
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

稚内市環境基本計画事業評価シート

農政課 農林整備グループ

課・グループ名

取組の効果及び課題

　アライグマの捕獲実績は過去最多の頭数となり、一定の効果を得られた。今
後は市街地での捕獲件数も増加しているため、より一層の捕獲体制の強化が
必要。
　エゾシカについては、一定頭数の捕獲はできたが、冬期間に市街地で実施
する裏山一斉捕獲が積雪不足により中止となった。

基本目標 　Ⅳ　豊かな自然を守り人と生き物の共生を実現するまち　－自然環境の保全ー

個別目標   ６  生物多様性を保全する

具体的施策 6-2 人と生き物の共存

事業名 アライグマ、エゾシカの駆除

今年度の取組内容

　アライグマについては、主に農村部を中心とした箱わなによる捕獲を実施。
　エゾシカについては、稚内市鳥獣被害防止対策協議会などに委託をし、市
街地や農村部での捕獲を実施。

事業の評価

左記の評価理由
　アライグマは捕獲実績が上がっている。
　エゾシカは一部予定していた事業が中
止となった。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　新たな試みとして市街地対策を強化す
るべく、囲い罠によるエゾシカ捕獲を実
施する。
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基本目標Ⅴ

より良い環境をめざして
市民一人ひとりが参加し行動するまち
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個別目標７ 市民が一つになってより良い環境を守り・つくる

◆主な取組と評価

基本目標Ⅴは、本市が目指す環境像「人と地球にやさしいまち」を実現するために、これ

まで掲げてきた基本目標Ⅰ～Ⅳの各分野の共通目標となっており、市、市民、事業者の各主

体が自らの役割を果たすとともに、お互いに連携・協力しながら取組を進めていくことが重

要であること、さらに、一人ひとりが環境に関する正しい知識と保全の意識をもって日々の

生活における環境に優しいライフスタイルを心掛けて実施していくことが必要であることか

ら、意識の醸成を図り、主体的な行動に繋げることや人材育成を目標としている。

市民を対象とした出前講座で学習講座編ならびに施設見学編を開催し、環境保全活動の担

い手やリーダーの育成を図った。

また、環境美化運動「クリーンアップわっかない」の海岸清掃には前年度に引き続き、多

くの町内会・企業、団体が参加し、前年度より参加者数が増加しており、市民の環境保全の

意識醸成に繋がっている。

今後も、市民、事業者、市の各主体がお互いに協力できる、また、一人ひとりが環境に意

識できる取組を継続、周知強化していく必要がある。
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当てはまるものに1つ選択

３．あまり成果が得られていない

４．その他

当てはまるものに1つ選択

Ａ．拡充 Ｄ．縮小

Ｂ．現状維持 Ｅ．廃止

Ｃ．変更 Ｆ．検討中

稚内市環境基本計画事業評価シート

地方創生課

課・グループ名

取組の効果及び課題

学習講座編（令和２年２月末時点）
：講座実施実績84件2,428人中、「ゴミの減量とリサイクル」をテーマとした講座
の実施実績は、２件19人。
施設見学編（令和２年２月末時点）
：見学実施実績11件170人中、「メガソーラー発電所」への見学実績は１件15
人。

基本目標 　Ⅴ　よりよい環境をめざして市民一人ひとりが参加し行動するまち

個別目標   ７  市民が一つになってより良い環境を守り・つくる

具体的施策 7-2 環境保全活動の担い手づくり（人材育成）

事業名 出前講座

今年度の取組内容

　出前講座の学習講座編ならびに施設見学編において、環境保全に関するメ
ニューを取り扱い、環境保全活動の担い手やリーダーの育成を図る。

事業の評価

左記の評価理由
　学習講座編、施設見学編ともに、環境
保全の関するメニューを選択する参加者
が１割に満たない状況であるため。

１．十分な成果が得られている

２．ある程度の成果が得られている

次年度以降の方向性

左記の方向性の理由
　講座内容の周知を強化し、環境保全活
動に関するメニューへの参加を呼びかけ
たい。
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◆2013年度　環境省公表値　二酸化炭素総排出量(t-CO2) 453,683 …①計画策定時

（参考：環境省　部門別CO2排出量の現況推計）

473,965 …②遡及修正後

◆2013年度（12月末）の人口（人） 36,918 …③

（参考：稚内市統計書　第2章　人口　）

◆市民一人あたりの二酸化炭素排出量（t-CO2/人）

計画策定時 ①÷③

＝ 453,683 ÷ 36,918

＝ 12.29

遡及修正後 ②÷③

＝ 473,965 ÷ 36,918

＝ 12.84

◆2017年度　環境省公表値　二酸化炭素総排出量(t-CO2) 468,188 …④

（参考：環境省　部門別CO2排出量の現況推計）

◆2017年度（12月末）の人口（人） 34,834 …⑤

（参考：稚内市統計書　第2章　人口　）

◆市民一人あたりの二酸化炭素排出量（t-CO2/人）

④÷⑤

＝ 468,188 ÷ 34,834

＝ 13.44

市民一人当たりの二酸化炭素排出量　環境指標　算出内訳

(令和元年度）



◆2030年度目標　二酸化炭素総排出量(t-CO₂) 335,725 …⑥計画策定時

（基準年度の総排出量）×0.74

350,734 …⑦遡及修正後

◆2027年度目標　二酸化炭素総排出量(t-CO₂)

　◇2030年度と2013年度との総排出量の差

・計画策定時 ①－⑥ 117,958 …⑧

・遡及修正後 ②－⑦ 123,231 …⑨

　◇年当たりの二酸化炭素排出削減量(t-CO₂/年)

・計画策定時 ⑧÷17年 6938.7 …⑩

・遡及修正後 ⑨÷17年 7248.9 …⑪

　◇2027年度目標　二酸化炭素総排出量(t-CO₂)

・計画策定時 ⑥＋⑩×３年 356,541 …⑫

・遡及修正後 ⑦＋⑪×３年 372,481 …⑬

◆市民一人あたりの二酸化炭素排出量（t-CO2/人）

　◇2027年度目標人口（人） 31,180 …⑭

　　（参考：稚内市人口ビジョン　平成27年10月）

　◇市民一人あたりの二酸化炭素排出量（t-CO2/人）

　・計画策定時 ⑫÷⑭

＝ 356,541 ÷ 31,180

＝ 11.43

　・遡及修正後 ⑬÷⑭

＝ 372,481 ÷ 31,180

＝ 11.95

【目標年度】…2027年度

（2030年度の二酸化炭素の総排出量を基準年度（2013年度）の26％削減を目標とし、将来の推計人

口を用いて目標値を推計）



◆2019年度3月現在FIT（固定価格買取制度）による認定を受けた導入量

①

②

③

④

◆二酸化炭素相当削減量の算出

二酸化炭素相当削減量

= [※削減CO₂原単位(g-CO₂/kWh)]×[導入量(kW)]×[設備利用率(％)]×[時間(年)]

※削減CO₂原単位＝[全電源平均排出量(512 g-CO₂/kWh)]ー[ライフサイクルCO₂]

① 太陽光（メガソーラー） 　　　②太陽光（メガソーラー以外）

＝ 453×5,010×11(％)×8,760 　　　＝ 474×956×11(％)×8,760

＝ 2,186.9（ｔ-CO₂） 　　　＝ 436.6（ｔ-CO₂）

③ 風力 　　　④バイオマス

＝ 486×106,676×25(％)×8,760 　　　＝512×498×33(％)×8,760

＝ 113,539.5ｔ-CO₂） 　　　＝741.6（ｔ-CO₂）

①＋②＋③＋④

＝ 116,905（ｔ-CO₂）

●各発電設備におけるライフサイクルCO₂

太陽光 （メガソーラー）

太陽光 （メガソーラー以外）

再生可能エネルギーの導入による二酸化炭素排出量削減相当量

環境指標　算出内訳（令和元年度）

（参考：資源エネルギー庁　なっとく！再生可能エネルギー　B表　市町村別認定・導入量（2020

年3月末現在））

発電設備 導入量（kW）

59

太陽光（メガソーラー） 5,010

太陽光（メガソーラー以外） 956

風力 106,676

バイオマス 498

日本における発電技術のライフサイクルCO₂排出量総合評価（電力中央研究所）及び電気事業者別排

出係数（環境省・経済産業省）を参考に算出

発電設備 ライフサイクルCO₂（g-CO₂/kWh）
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風力 26

バイオマス 0



◆2018年度　環境省公表値　公共下水道人口（※水洗化人口） 29,521 …①

（参考：環境省　一般廃棄物処理実態調査結果）

◆2018年度　環境省公表値　合併処理浄化槽人口（※生活雑排水処理人口） 1,382 …②

（参考：環境省　一般廃棄物処理実態調査結果）

◆2018年度　環境省公表値　総人口 (非水洗化人口+水洗化人口) 34,340 …③

（参考：環境省　一般廃棄物処理実態調査結果）

◆生活排水処理率（％）

① ② ③

＝ ( 29,521 + 1,382 ） ÷ 34,340 × 100

＝ ％

生活排水処理率　環境指標　算出内訳

(令和元年度）

90.0


