




１. 計画の基本的事項
◆第３次千歳市環境基本計画とは

　千歳市では、平成 13 年（2001年）３月に千歳市環境基本計画を策定し、その後の社会情勢の変化等
を踏まえ、平成 23 年（2011 年）に策定した千歳市環境基本計画（第２次計画）に基づき、様々な環境
施策を総合的・計画的に進めてきましたが、令和３年（2021 年）３月に第２次計画の行動期間が満了と
なります。
　近年においては、今まで想定していなかったような強い台風の上陸や大雨が増加しており、こうした
気候変動は温室効果ガスの排出増加による地球温暖化が原因と考えられ、世界規模で発生しています。
　第３次千歳市環境基本計画（以下「第３次計画」という。）は、このような環境問題の変化等に対応し、
市民、事業者、市（行政）が協働して環境に配慮したまちづくりを推進するために策定するものです。
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◆計画の位置付け・役割
　第３次計画は、環境の保全及び
創造について、長期的な目標、施
策の方向、配慮の指針その他の必
要な事項について定め、千歳市の
総合計画を環境面から総合的・計
画的に推進することを目的に策定
しています。また、環境に関連す
る他分野のまちづくり計画との整
合を図り、効果的に施策・事業を
進める基本となるものです。

◆計画の行動期間
　令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間を行動期間とします。また、
第３次計画の中間年において、社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて指標の見直しを行います。

平成 13 年度（2001 年度）～
　平成 22 年度（2010 年度）

平成 23 年度（2011 年度）～
　令和 2 年度（2020 年度）

令和 3 年度（2021 年度）～
　令和 12 年度（2030 年度）
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　対象とする環境の範囲は、世界規模での地球温暖化の取組、私たちの暮らしや行動による環境への配
慮を踏まえ、「地球温暖化防止」、「環境保全」、「自然共生」、「資源循環」を対象とします。
　さらに、これら対象の取組遂行のために必要な「環境教育・パートナーシップ」を加え、５分野とします。

◆対象とする環境の範囲

２

　計画対象とする地域は、千歳市の行政区域全域とし、「自然公園等の地域」、「空港・市街地地域」、「農
業地域」の３つに分けて、それぞれの特性に沿った環境保全を進めます。　

◆計画の対象地域

農業地域

空港・市街地地域

自然公園等の地域

分　野 対象とする環境の要素

１１ 地球温暖化防止 地球温暖化、気候変動、省エネルギー　など

大気、水質、騒音、振動、土壌、悪臭、化学物質　など22 環境保全

自然環境と暮らしの共生、生態系の保全　など33 自然共生

循環型社会、廃棄物　など44 資源循環

環境教育、環境保全活動　など55 環境教育・パートナーシップ

至札幌

至札幌

至帯広

道央自動車道
道東自動車道

JR石勝線

新千歳空港 IC

千歳 IC

JR 長都駅
千歳東 IC

追分町 IC

千歳恵庭
JCT

至岩見沢

千歳川

至苫小牧

道道支笏湖公園線

新千歳空港 JR新千歳空港駅

JR千歳駅
JR南千歳駅

至苫小牧至苫小牧
支笏湖

16

453

276

36

337

新千歳空港新千歳空港

JR千歳線
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　千歳市環境基本計画は、市民、事業者、市（行政）の各主体が条例で定められたそれぞれの責務のも
とに行動し、互いに協力しあい、環境の保全及び創造を推進するものです。

◆計画推進の主体

連携・協力

　SDGs とは、令和 12 年（2030 年）までに達成すべき、国際社会共通の持続可能な社会の実現に向け
た 17 の目標です。第３次計画の施策を推進することで、SDGs の達成に貢献していきます。

◆SDGs（持続可能な開発目標）

市民の責務
市民は、日常生活に伴う廃
棄物の排出、エネルギーの
消費、自動車の使用等によ
る環境への負荷を認識し、
その低減に努めなければな
りません

事業者の責務
事業者は、事業活動を行う
に当たって、自らの責任と
負担において、その活動に
伴って生ずる公害を防止し、
廃棄物を適正に処理し、並
びに自然環境の適正な保全
を図る責務を有します

市（行政）の責務
市は、環境の保全及び創造
に関する基本的かつ総合的
な施策を策定し実施する責
務を有します



　千歳市は、千歳川や支笏湖等を有し、水環境は良好な水質に恵まれてい
ます。大気環境は、豊かな森林や農地がある一方で、工業団地や幹線道路、
空港や防衛施設などが所在することから、継続的な監視と公害の未然防止
が必要です。また、空港や防衛施設での離着陸や航行に伴う航空機騒音や
国道沿いの自動車騒音があり、常時または定期的に測定を実施しています。

２２ 環境保全
　千歳市は、千歳川や支笏湖等を有し、水環境は良好な水質に恵まれてい

空港や防衛施設などが所在することから、継続的な監視と公害の未然防止
が必要です。また、空港や防衛施設での離着陸や航行に伴う航空機騒音や

　千歳市は、「支笏湖」や「千歳川」、原生的な自然を残した国有林などがあり、
雄大な自然を身近に感じることができます。市街地の水辺空間や豊かな森
林を有する青葉公園などは、自然と身近にふれあうことができる市民の憩
いの場となっており、多種多様な動植物が生息しています。貴重な生態系
の維持や生物の多様性を保全するため、千歳市自然環境保全条例に基づき、

「自然環境保全地区」を指定しています。

３３ 自然共生

２. 千歳市の環境の現状

４

　千歳市内のごみの総排出量は、合計 37,000 ～ 39,000 トン台でここ数
年推移しており、一人一日当たりの排出量は、650 グラム前後で推移して
います。リサイクル量は、年間 6,000 トン前後で、一般廃棄物総排出量に
対するリサイクル率は、15 ～ 16％台で推移しています。

４４ 資源循環

　千歳市では、自然環境教室や自然に親しむ行事、出前講座、環境センター
の施設見学等、環境保全意識の向上のため、様々な学習機会の提供や啓発
事業により市民参加の場を設けています。また、環境保全に関する活動を
展開する団体と連携し、保全活動に取り組んでおり、活動の場を提供する
などの支援を行っています。

５５ 環境教育・パートナーシップ
千歳市の環境
について

　千歳市の平成 29 年度（2017 年度）二酸化炭素排出量は、約 146 万ト
ンとなっており、パリ協定において日本が比較の基準とする平成 25 年度

（2013 年度）の値である 135 万トンより 8.1％上回っています。千歳市は、
企業立地数が多いことから、国や北海道と比較して、産業部門の二酸化炭
素排出量の割合が高くなっています。

１１ 地球温暖化防止

※１



資源循環
循環型社会の形成に向け、
資源を有効に活用する
環境にやさしいまち

３. 望ましい環境像と基本目標
　平成 13 年（2001 年）３月に策定した千歳市環境基本計画では、望ましい環境像を、“限りなく伝えよう
　いい空　いい水　いい緑　そして共生をめざして” と掲げました。第３次計画の望ましい環境像は、こ
れまでの環境基本計画の内容を引き継ぎ、環境像の実現に向かうための行動の指針・方向性を “環境をと
もに学び、未来に向かってできることから行動しよう　みんなの笑顔のために” と掲げ、これを「副題」
とします。この環境像の実現に向けた取組を推進するため、５つの取組分野ごとの環境づくりの基本目標
を設定します。

地球温暖化防止
低炭素型の都市や暮らしが
確立し、効率的なエネルギーの
活用により、経済や社会が
調和しているまち

環境保全
市民が健康かつ

安全安心に暮らすことが
できるまち

自然共生
豊かな自然環境の保全と
人々の暮らしや経済の
発展が両立しているまち

環境教育・
パートナーシップ
全ての人が環境を学び、
パートナーとなって
良好な環境を未来に
つなげているまち 限りなく伝えよう

いい空　いい水　いい緑
そして共生をめざして
環境をともに学び、未来に向かって

できることから行動しよう　みんなの笑顔のために
環境をともに学び、未来に向かって

できることから行動しよう　みんなの笑顔のために

５

※２



5-1 多様な環境教育・環境への
意識の向上

5-2 環境保全活動への参加・
参画の促進

5-3 環境に関わる多様な主体の
連携ネットワーク

4-1 ごみの減量化とごみの適正排出・
処理の推進

4-2 リサイクルの推進

3-1 自然環境と暮らしの共生

3-2 生態系の保全

2-1 安全安心な大気・水の確保

2-2 騒音・振動に関わる安心の確保

2-3 健やかで快適な環境の維持

取組方針

1-1 地球温暖化防止の推進

1-2 省エネルギーの推進

1-3 低炭素社会の確立

地球温暖化
防止

取組分野ごとの基本目標

環境保全

望ましい
環境像

自然共生

環境環境教育・教育・
パートナーパートナー

シップシップ

資源循環

４. 計画の体系

低炭素型の都市や暮ら
しが確立し、効率的な
エネルギーの活用によ
り、経済や社会が調和
しているまち

豊かな自然環境の保
全と人々の暮らしや
経済の発展が両立し
ているまち

市民が健康かつ安全
安心に暮らすことが
できるまち

循環型社会の形成に
向け、資源を有効に
活用する環境にやさ
しいまち

全ての人が環境を学
び、パートナーと
なって良好な環境を
未来につなげている
まち

６

地球温暖化
防止

1

2

3

4

5



取組の項目

1)温室効果ガスの排出削減
1)省エネルギーの推進
2)事業者の環境配慮行動の促進
3)再生可能エネルギーの導入推進
1)地産地消の促進
2)日常生活における市民のエコ意識の醸成
3)事業所のエコ意識の醸成

1)大気環境の安全安心
2)水質及び水系の保全
3)健全な水循環の推進
4)事業活動における水質汚濁の防止・抑制
5)ダイオキシン類対策
6)悪臭対策
7)土壌汚染対策
1)騒音・振動対策
1)公園・緑地等の充実・維持管理
2)コンパクトな都市の形成と公共交通ネット

ワークの充実
3)地域の環境保持の推進

)
1)自然環境の保全
2 自然環境の活用・空間形成

1)森林・河川等の保全による生態系の管理
2)農地整備や開発行為の際の生態系管理への

配慮
3)野生動物の保護・管理
4)外来生物への対応
5)市民や事業者への意識啓発
6)他団体との連携

1)家庭ごみの減量化
2)事業・産業廃棄物の減量化
3)ごみの適正排出・処理の推進
1)市民によるリサイクルの促進
2)事業所におけるリサイクルの促進
3)リサイクルに関する普及啓発
4)多様な主体との連携によるリサイクルの

推進

1)環境教育・人材育成
2)環境に関する情報発信
1)環境活動への活動支援・参加促進
2)SDGs の普及啓発
1)主体間の連携促進
2)情報発信

・河川等に生息する動植物の生息・生育環境の保全に努めます。
・農村地域の施設は身近な動植物の生息空間となっていることから、

施設機能の維持と生態系の保全に努めます。
・事故等により治療などが必要な野生傷病鳥獣を保護します。
・国や道の取組と連携し在来の動植物保護に努めます。
・情報提供により自然に関する意識の向上に努めます。
・国や道と連携し情報の共有や生態系保全の取組を進めます。

※取組は基本計画から抜粋した内容を掲載しています。

主な市の取組

・二酸化炭素排出削減のため「COOLCHOICE」を普及します。
・市が管理する施設での省エネルギーの取組を推進します。
・「ECOちとせ」を継続し環境負荷の低減を推進します。
・出前講座や環境イベントでの普及啓発に努めます。
・温室効果ガス排出抑制のため、地産地消の取組を促進します。
・エコドライブを推進します。
・環境配慮型商品の選択等を推進します。

・大気汚染の現状把握と必要に応じて注意喚起等を行います。
・関係機関と連携し、河川や湖沼の水環境保全を推進します。
・上下水道施設の適正な維持・管理を推進します。
・工場等へ指導・助言し、水質汚濁防止の意識向上を図ります。
・工場等に対し排出ガスや排水の法令等遵守を指導します。
・工場や農業地域等に対し悪臭発生源の管理を指導します。
・工場や事業所 の土壌汚染防止のため啓発や指導を行います。
・航空機騒音の現状を把握し、市民に対して情報提供を行います。
・公園等の植栽の整備と適切な維持管理を行います。
・安全で快適な環境負荷の少ない公共交通の利用促進と利便性の

向上を図ります。
・ペットのふん等の適切な処理などについての啓発に努めます。

・3R の推進等ごみ減量の観点から取組を促進します。
・使用済み製品・部品等の再使用を促します。
・家庭廃棄物の適正排出等について啓発を行います。
・分別等の普及啓発により資源リサイクルを促進します。
・市役所は事業系廃棄物の減量化等の推進を率先して行います。
・リサイクル製品の使用を推奨するなど普及啓発を図ります。
・市民・団体・事業者との連携を進め、市全体での資源回収体制の

効率化を図ります。

・地域などの要請に対し、環境に関する出前講座を開催します。
・自然環境や生活環境について情報提供に努めます。
・植樹・花壇整備等の活動を支援します。
・SDGs に関する周知を行う等、普及啓発を推進します。
・各主体が情報共有できる機会の提供などを行います。
・団体等の環境保全の取組事例を紹介します。

主な取組地域

７

農業地域

空港・市街地地域

空港・市街地地域

空港・市街地地域

自然公園等の地域

農業地域

農業地域

空港・市街地地域

空港・市街地地域

空港・市街地地域

自然公園等の地域

農業地域

空港・市街地地域

自然公園等の地域

空港・市街地地域

自然公園等の地域

・保全地区等の自然について、継続して良好な保全を図ります。

・市民参加による植樹や間伐活動を支援します。
・他団体との連携により、市民の緑化に対する意識の高揚を図り

ます。

・青葉公園等の適切な維持管理に努め、市民が自然とふれあえる場
　としての活用を促進します。

3)市民や事業者への取組支援
4)他団体との連携

※３

※４

※５

※６



●事業活動を考慮し、環境に
配慮した設備の運転管理
や、節電などに取り組みま
しょう。

市民

事業者

みなさまにお願いする主な取組

低炭素型の都市や暮らしが確立し、
効率的なエネルギーの活用により、
経済や社会が調和しているまち

1-1 地球温暖化防止の推進
温室効果ガスの排出削減に努めることで、
地球温暖化防止を推進します。

1-2 省エネルギーの推進
市民や事業者の環境配慮行動や再生可能
エネルギー導入を促すことで、省エネル
ギーを推進します。

1-3 低炭素社会の確立
地産地消の促進、日常生活における市民
や事業所のエコ意識の醸成を図ります。

主な指標取組方針

●節電、エコドライブなどの
取組である国民運動「COOL 
CHOICE」について、できる
ことから取り組みましょう。

●化石燃料の利用をできる限
り控えるため、環境配慮型
の商品を選択しましょう。

●自家用車から排出する二酸
化炭素を抑制するため、運
転の際はエコドライブなど
に努めましょう。

●「ECO ちとせ」などの環境マ
ネジメントシステムを導入
し、組織的な環境負荷の低
減に取り組みましょう。

●冷暖房の適切な温度設定や
使わない照明の消灯などに
取り組みましょう。

１

市民の地球温
暖化に係る関
心度

61.2% 68.0%

76.7％ 87.0%

45.7% 70.0%

基準値
（令和元年度）

目標値
（令和１２年度）

指　標

市民の節電に
係る実践割合

市民のエコド
ライブ実践率

５. 分野ごとの取組
　５つの基本目標を達成するために、以下の分野ごとの取組を推進します。推進に当たっては、行政だけ
でなく、市民や事業者等が、協働して取り組むことが重要であるとともに、各主体がそれぞれの立場に応
じて、環境への負荷を低減するよう配慮した行動を積極的に行っていくことが必要です。

８

地球温暖化防止



●工場や事業所での事業活動
に起因する悪臭を防ぐため
脱臭装置を設け、また、農
地においては、家畜ふん尿
の適切な処理や利用に努め
ましょう。

●事業所敷地内や駐車場から
外部への騒音・振動の影響
を緩和するよう、建物や駐
車場の配置、植栽や防音壁
等の設置に配慮しましょう。

●所有地の環境保全のため、
清掃、草刈りなど適切な管
理に努めましょう。

みなさまにお願いする主な取組

市民が健康かつ安全安心に
暮らすことができるまち

取組方針

２

市民

事業者

主な指標

9

●ごみのポイ捨ては絶対にや
め、ペットのふんについて
も適正に処理しましょう。

●自動車のエンジンやマフ
ラーなどの不正改造は絶対
にやめましょう。

●家庭からの悪臭の元になる
生ごみ等の処理に配慮し、
悪臭が発生しないようにし
ましょう。

大気汚染の
苦情件数 14 件

44 件

5 件

11 件

92.5％ 96.0％

基準値
（令和元年度）

目標値
（令和１２年度）

指　標

騒音・振動の
苦情件数

空き地の雑草
除去指導改善
割合

2-1 安全安心な大気・水の確保
大気環境や水質及び水系の保全を図り、
水質汚濁・大気汚染の防止・抑制・対策
をすることで、安全安心な大気や水を確
保していきます。

2-2 騒音・振動に関わる安心の確保
騒音・振動の発生源を監視するなどの
適正な対応により安心を確保していき
ます。

2-3 健やかで快適な環境の維持
公園・緑地等の充実や維持管理、コンパ
クトな都市の形成や公共交通ネットワー
クの充実を図ることで、健やかで快適な
環境を維持していきます。

環境保全



自然共生

みなさまにお願いする主な取組

豊かな自然環境の保全と
人々の暮らしや経済の発展が
両立しているまち

取組方針

３

市民

事業者

主な指標

10

●自然を生かした土地開発や
宅地造成など、自然環境に
配慮しながら事業活動を進
めましょう。

●森林施業を適切に行い、森
林の環境保全機能を維持し
ましょう。

●野生動植物に関する環境保
全活動に参加しましょう。

自然環境の
保全達成度 41％

115 件

70％

65 件

基準値
（令和元年度）

目標値
（令和１２年度）

指　標

野生傷病鳥獣
要保護出動
件数

3-1 自然環境と暮らしの共生
自然環境の保全や活用・空間形成を推進
し、市民や事業者が行う環境保護活動へ
の取組支援や、他団体との連携を図るこ
とで、自然環境と暮らしの共生を推進し
ます。

3-2 生態系の保全
森林・河川等を良好に保ち、農地整備や
開発行為の際に環境に配慮し、外来生物
への対応を行うことで、生態系を保全し
ていきます。

●森林や農地の機能を理解す
るため、体験・学習の場へ
の参加や保全活動に参加し
ましょう。

●支笏洞爺国立公園支笏湖地
域における利用の集中やマ
ナー違反などによる自然環
境や野性動植物への影響を
軽減するため、適正な利用
に心掛けましょう。

●「支笏湖」、「千歳川」や「青
葉公園」など豊かな自然環
境の保全や、森林等に生息・
生育する動植物を大切にし、
環境保護活動など積極的に
参加しましょう。

みなさまにお願いする主な取組
市民

●●「支笏湖」、「千歳川」や「青
葉公園」など豊かな自然環
境の保全や、森林等に生息・



資源循環

みなさまにお願いする主な取組

循環型社会の形成に向け、
資源を有効に活用する環境に
やさしいまち

４

市民

事業者

取組方針 主な指標

●リサイクル製品の使用やグ
リーンマーク商品、エコマー
ク商品を購入しましょう。

●マイバッグの持参による過
剰包装の削減や、割りばし・
紙皿・紙コップなど使い捨
て商品の使用を控えましょ
う。

●家庭ごみの減量化のため、
「必要なものを必要なだけ購
入する」、「耐久性の高い製
品等を購入し使用する」、「修
理（リペア）・レンタル・リー
スを積極的に活用する」、「生
ごみを堆肥化する」などの
実践に努めましょう。

●家庭で使用する製品やサー
ビスの提供に当たっては、
過剰包装の自粛や簡易包装
の推進など、ごみを出さな
いものに切り替えるよう努
めましょう。

●事業所の購入品についても、
レジ袋の削減、容器包装の
簡素化、使用済み製品の再
利用、詰め替え式商品の活
用、紙コップ等の削減に取
り組みましょう。

●事業所全般として、再使用
が可能な梱包資材の使用や、
省包装の輸送を実践すると
ともに、ごみの分別を徹底
し、資源物の回収に協力し
ましょう。

家庭ごみの一
人一日当たり
排出量

652ｇ

15.1％

634ｇ

20.2％

基準値
（令和元年度）

目標値
（令和１２年度）

指　標

リサイクル率

4-1 ごみの減量化とごみの適正排出・
　　処理の推進
家庭ごみや事業・産業廃棄物の減量化、
ごみの適正排出・処理を推進していき
ます。

１1

4-2 リサイクルの推進
市民・事業者によるリサイクルの促進
やリサイクルに関する普及啓発を図り
ます。



環境教育・パートナーシップ

みなさまにお願いする主な取組

全ての人が環境を学び、
パートナーとなって良好な
環境を未来につなげているまち

取組方針

５

市民

事業者

主な指標

●身近な環境について、市
民間での情報共有や、市

（行政）に対して情報提供
しましょう。

●事業者等が行う清掃活動、
植樹や花壇整備、自然観
察会、環境保全活動など
に参加しましょう。

●環境問題への理解を深め
るため、市や市民団体な
どが開催する環境に関す
る行事や学習会、観察会、
環境保全活動などへ積極
的に参加しましょう。

●職場や団体などで、地域
環境を学ぶ「千歳学出前
講座」　を積極的に活用し
ましょう。

●SDGs について、理念や考
え方を企業活動等の中に
取り入れましょう。

●環境保全に係わる活動や
技術・知識を市民や市（行
政）へ情報提供しましょ
う。

環境学習受講
者数 1,905 人

-

2,000人

95％

42.3% 70％

基準値
（令和元年度）

目標値
（令和１２年度）

指　標

各種環境行事
参加者満足度

市民の
環境保全活動
実践割合

12

多様な環境教育・環境への意識
　　の向上
環境教育・人材育成、環境に関する情報
発信を行います。

環境保全活動への参加・参画の  
　　促進
環境活動への活動支援・参加促進、SDGｓ
の普及啓発を行います。

環境に関わる多様な主体の連携   
　　ネットワーク
主体間の連携促進や情報発信を行います。

5-1

5-2

5-3

千歳の環境を
学ぼう！

エコつう

※７






