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　網走市環境基本計画は、市が行う
環境政策の最も基本となる大切な計
画です。

　将来の網走の望ましい姿と、その
実現に向けた目標を示し、目標達成
のための施策と行動を定めています。

●対象地域

　・基本的に網走市

　・広域的な対応が必要な場合には、　

　　それに相応する地域も含める

●計画期間

　・概ね 10 年後を見据えた計画

　・平成 26 年度（2014 年）

　　　　　～平成 35 年度（2023 年）

網走市環境基本計画って？

網走の望ましい環境像とは
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安心して暮らせる、

住み心地のよいまち

やすらぎがあり、

心の豊かさを育むまち

人と自然が

共生するまち

地域を活かした

循環型社会の構築

一人ひとりの

環境意識が高いまち

基本目標
　将来像を実現するための 5つの目標です。

市民、事業者、市の連携と協力によって

実現をめざしましょう！

オホーツクの海、美しい川・湖、
豊かな緑、澄んだ空気を守り育てる
環境意識の高い市民がいきいきと暮らすまち・網走

将来像

　環境意識の高い市民が、網走の豊かな環境を守り、悪い部分は改善
することで、網走の豊かな環境を、自信をもって次世代へ引き継ぎ、
世界に発信できる環境のまちをめざすという意味が込められています。
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基本目標１ 安心して暮らせる、住み心地のよいまち

　この「網走市環境基本計画」は、市民と事業者、市がみんなで知恵を
出し合ってつくり上げたものです。

この計画は、みんなでつくった計画です！

　平成 15年度の計画策定、平成 21 年度の中間見直し、
そして今回の見直し（第 2期計画の策定）にあたって、
網走市環境保全審議会のみなさん、公募による市民会
議のみなさんなど、多くの市民のご協力を得ました。
　会議で何度も話し合いを重ね、網走のすばらしい環
境を次世代につなぐために、今、私たちに何ができる
かを考え、計画に盛り込みました。

　
環境メモ

網走

個別目標 1

澄んだ空気とおいしい水の確保

　網走は空気が澄んでいる、水道水は湧水を利
用しているのでおいしいと評価されている一方
で、地下水の水質改善や、各種事業所からの臭
気対策などが課題となっています。

＜施策の方向＞

①大気環境の保全の推進

②水環境の保全の推進

個別目標２

生活環境の汚染の監視と防止

　市民一人ひとりが日頃から周りの環境に関心
をもち、生活環境の汚染（水質、有害物質、騒音、
振動など）の監視強化と防止に向けた対策の推
進を図ることが大切です。

＜施策の方向＞

①生活環境の汚染の監視

②生活環境の汚染の防止

網走

市民、事業者の行動のあり方

●自転車や公共交通機関を利用します。
●車のアイドリングストップを実行します。
●河川、湖、海でのボランティアによる清掃、
　水環境の保全の活動に積極的に参加します。
●環境問題のパトロールに協力します。
●食器類は油をふき取ってから洗います。

●自転車や公共

市民の行動例

●通勤車両のノーマイカーデーの実施を検討
　します。
●悪臭や水質汚染などを発生させないよう施
　設の管理を徹底します。
●廃油の適切な回収、処理を進めます。

●通勤車両のノーマ

事業者の行動例
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基本目標２ 人と自然が共生するまち

個別目標 1 網走湖に象徴される多様な自然環境の適切な保全と創造

　網走はオホーツク海に面し、網走湖、能取湖、藻琴湖、濤沸湖という４つの湖、森林など多様な
自然環境を有し、さまざまな動植物が生息しています。特色を活かしながら保全していくことが大
切です。

＜施策の方向＞ ①水環境の保全 ②森林環境の保全と育成 ③生態系の保全

個別目標２

人が自然とふれあう環境の創造

　最近は身近な自然の減少と環境への意識
の向上に伴い、自然とのふれあいへの要求
が高まっていることから、市民が自然とふ
れあえる場、憩いの場となる環境づくりの
推進を図ります。

＜施策の方向＞

①親水性をもった水辺づくり

②動植物とふれあう機会づくり

個別目標３

環境保全型産業の推進

　網走の基幹産業である農業をはじめ、漁業、
林業などの一次産業にとって、自然との共生は
必要不可欠です。自然からの恩恵を持続的に活
用していくためにも、環境に配慮した産業の推
進を図ります。

＜施策の方向＞
①環境に配慮した農業

②環境に配慮した林業

③環境に配慮した漁業

市民、事業者の行動のあり方

●記念植樹や植樹祭などの森林づくりに参加
　します。
●動植物の生息場所を大切にします。
●自然とのふれあいを大切にします。
●ごみの持ち帰りを徹底します。
●有機栽培や減農薬野菜の購入など、環境に
　配慮した産業を応援します。

●環境に配慮した事業活動の実施に努めます。
●海の生物を市民が採取できる解放区の設定
　を検討します。
●環境保全型産業の推進に努めます。

●環境に配慮した事

事業者の行動例

●記念植樹や植

市民の行動例



4

基本目標３ やすらぎがあり、心の豊かさを育むまち

個別目標 1

緑豊かなまちの形成

　公園や緑地は、市民のやすらぎや憩いの場
としての役割がますます重要になってきてい
ます。市民、事業者、市が協力して緑豊かな
まちの形成の推進を図ります。

＜施策の方向＞

①まちの緑地の保全

②まちの緑化の推進

個別目標２

歩きたくなる美しい街並みの形成

　安全で快適な生活環境を確保するとともに、
やすらぎやうるおいのある街並みづくりが求
められていることから、ごみのない、歩きた
くなる美しい街並みの形成の推進を図ります。

＜施策の方向＞

①歩きたくなる街並みづくり

②まちを大切にする心の育成

個別目標３

モヨロの文化を育んだ網走の歴史と
文化の継承
　網走の歴史と文化を次世代に継承していく
ために、モヨロ貝塚周辺の環境整備や歴史的
な建物、資料の保全の推進を図ります。

＜施策の方向＞

①網走の歴史と文化を伝える建物と資料の保全

②伝統文化の学習と次世代への継承

環境メモ

網走

　網走市には大規模な緑地や公園が整備されて
います。適正な管理と利用の促進が必要です。

１人あたりの都市公園面積
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市民、事業者の行動のあり方

●緑化活動に積極的に参加します。
●自宅の庭に木や花を植えるようにします。
●室内の緑化に努めます。
●ごみのポイ捨てはしません、させません。
●ペットの糞の持ち帰りを徹底します。
●網走の歴史と文化を学び、大切にします。

●敷地内の緑化に努めます。
●建築物の設置や改築などに
　あたっては、景観面に配慮
　します。
●歴史的な建物や資料などの
　保全に協力します。

●敷地内の緑化に努

事業者の行動例

●緑化活動に積

市民の行動例
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基本目標４ 地域を活かした循環型社会の構築

個別目標２

省エネルギーの推進
　限られたエネルギー資源を大切に使用し、地
球温暖化による地球環境への影響を少しずつで
も軽減するため、日常生活における省エネル
ギーに配慮した取り組みの推進を図ります。

＜施策の方向＞

①無駄なエネルギー消費の削減

②エネルギー負荷の少ない商品の選択

個別目標３

クリーンなエネルギーの開発と利用の推進
　限られた化石エネルギーを大切に使用し、
地球温暖化の防止を図るためには、省エネル
ギーを実践するとともに、網走の地域性を活
かした新エネルギーの導入が必要です。

＜施策の方向＞

①網走の地域性を活かしたエネルギー利用の推進

サン3フィールド
（オホーツク網走ソーラー発電所）

市民、事業者の行動のあり方

●食べ残しを減らし、資源の無駄遣いをやめ、
　ごみを減量します。
●生ごみの堆肥化を実践します。
●地産地消として積極的に網走の生産物を購
　入します。
●太陽光発電、太陽熱利用などクリーンなエ
　ネルギーの導入を検討します。

●食品残渣物や汚泥などの堆肥化、農業者へ
　の提供など、産業間で連携した資源の循環
　利用に努めます。
●過剰包装を自粛します。
●商品に網走産の表示を行い、地産地消を推
　進します。
●室内温度の適正管理に努めます。

●食品残渣物や汚泥

事業者の行動例

●食べ残しを減

市民の行動例

個別目標 1

資源循環システムの構築

　各主体の意識の徹底によるごみの減量化や、
産業バランスを活かして連携を図りながら、地
域で循環させるシステムとして、再利用・再資
源化の取り組みの推進を図ります。

＜施策の方向＞
①ごみの減量化の推進

②再利用、再資源化システムの構築

環境メモ

網走

　網走市の１人あたりのごみ排出量は横ばい傾
向で、北海道の平均よりも多くなっています。

１人あたりのごみ排出量
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基本目標５ 一人ひとりの環境意識が高いまち

個別目標 1 環境学習の推進

　市民一人ひとりが、地球規模の環境問題に
まで視野を広げて、環境に対する理解を深め、
自然をいつくしむやさしい心を育むため、さ
まざまな場で環境学習の推進を図ります。

＜施策の方向＞
①地球環境問題の認識

②網走の自然を活かした環境学習の機会づくり

③網走の自然を活かした環境学習の拠点の整備

個別目標２ 環境情報の公開

　市民、事業者などが、網走の環境の現状を
正しく認識できるように、環境の保全と創造
に関する情報の収集や、情報の適切な提供な
ど環境情報の公開の推進を図ります。

＜施策の方向＞
①環境情報の収集と公開

個別目標３

地球環境に配慮した一人ひとりの行動の実践
　市民一人ひとりが、地球環境に配慮した生
活を行っていくことができるように、意識の
向上とともに行動の実践を図ります。

＜施策の方向＞
①地球環境に配慮した生活

②国際協力

個別目標４

　環境の保全に取り組む市民活動への支援を
図るとともに、広域的な活動やネットワーク
の形成を図ります。

市民活動の支援と広域ネットワークの形成

＜施策の方向＞

①市民活動の支援と人材の育成

②市民、事業者、市の連携

③広域的な市町村の連携

●学習会や講習会などに積極的
　に参加します。
●スローフード、スローライフ
　を実践します。

●網走市エコ事業所認定事
　業所となるよう努めます。
●網走市エコ事業所

事業者の行動例

●学習会や講習
市民の行動例

市民、事業者
の行動の
あり方

市の行動
のあり方 ●環境マネジメントシステムの実践と、事業者

　や各種団体などへの普及、啓発を進めます。
●公共事業における環境アセスメントの適正な
　実施に努めます。

　環境に配慮した活動に率先的に取り組むとともに、市民、事業者の環境
を守る行動を積極的に支援します。
環境に配慮した活動の率先的な取り組みの推進 市民、事業者の環境を守る行動の支援

●環境に関する情報を収集し、必要な情報の提
　供に努めます。
●市民、事業者の環境保全の行動を支援します。
●市民、事業者との連携（パートナーシップ）
　を推進します。



網走市

市

市民 事業者

協働協働

市長

網走市環境対策推進会議

関係部課

網
走
市
環
境
保
全
審
議
会

網
走
市
議
会

・環境基本計画の進行管理

・環境の保全と創造にかかる政策決定

・各部門での調整

国、北海道、他の市町村

参加

報告 報告

意見意見

連携

計画はみんなで力を合わせて推進します。

第２期　網走市環境基本計画【概要版】
発行　平成26年（2014年）3月
編集　網走市生活環境課

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
TEL：0152-44-6111（内線340・405） 　　FAX ：0152-43-5404
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/

　網走市環境基本計画の本編、概要版は網走市ホームページから
ダウンロードできます。

網走市環境基本計画
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