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第３章 望ましい環境像と基本目標 

３－１ 望ましい環境像 

１ 「望ましい環境像」とは 

「望ましい環境像」とは、室戸市に暮らす人、活動する人、訪れる人などすべての人々が、

多様な自然、生物と人が共に生きる快適な環境を守り、育て、健全で恵み豊かな環境を享受

できるよう、共に参加し、協働して実現を目指す目標像です。 

「望ましい環境像」は、現行計画の策定時に設定されていますが、第二次計画策定に当た

っては、上位計画である総合振興計画が平成 23 年 3 月に策定され「室戸市の将来像」が定

められていること、及びこのほど実施した環境アンケート調査結果を踏まえ、これを見直す

こととします。 

２ 現行計画における「望ましい環境像」 

現行計画の「望ましい環境像」は、以下の視点に立ち、定められました。 

■室戸市固有の資源である、海、川、山の水と緑の自然環境のすばらしさと歴史文化環境の

大切さを重視する。 

■環境アンケート結果から、市民が最も実現を望んでいる目標像を重視する。 

■室戸らしさが表現された市民の共感を呼ぶものとする。 

■市民誰にもわかりやすい言葉で表現する。 

そして、市民が望む、将来実現したい環境の状態は、現行計画策定時に実施された環境ア

ンケート結果から「海の自然の美しさ、水のきれいさ」であることがわかり、目指す環境像

のキーワードを、「海の自然の美しさ、水のきれいさ」としました。 

そして、室戸に住む人・訪れる人に感動を与えるすばらしい海、美しい海岸線を大切にし、

守り育てていくという目標を市民みんなで共有し、海に誇りを持つまちづくりを目指すこと

が重要であることから、望ましい環境像を次のように定めました。 

【望ましい環境像（現行計画）】 

美しい海 自然・環境を大切にするまち むろと 

～持続可能な海岸美の創造に向けて～ 
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３ 総合振興計画における「室戸市の将来像」 

総合振興計画では、「室戸市の“これから”」をあらわす「将来像」を、以下の考え方を基

本として定めていています。 

■豊かな自然や歴史・文化を守りながら産業振興を図り、地域の発展を図る。 

■心身ともに健全な生きる力を身につけた子どもたちの育成を図る。 

■安心・安全に暮らせる地域を目指し、地域の再生を図る。 

■市民がお互いに、そして市民と行政がそれぞれの持つ特性を活かしながら、社会的課題の

解決に当たり、「協働のまちづくり」を推進する。 

４ 第二次計画における「望ましい環境像」 

現行計画の「望ましい環境像」を第二次計画でも引き続き掲げるか、それとも見直すかに

ついて、前述の環境アンケート調査において市民・保護者の方に回答していただきました。 

回答の比率は「このままが良い」が 35％、「見直した方がよい」が 15％、「わからない」

が 44％、無回答が 6％であり、「このままがよい」が最多であるものの、「見直した方がよい」

も少なくない結果となりました。 

このことから第二次計画における「望ましい環境像」は、現行計画の環境像をベースとし

ながらも、市民・保護者から回答された環境像についての意見や提案されたキーワード、そ

して総合振興計画における「室戸市の将来像」を踏まえて見直すこととします。 

見直した環境像は、以下のとおりです。 

【室戸市の将来像（総合振興計画）】 

室戸の自然や資源を活かした産業の振興と、 

これまで育んできた歴史や文化を大切にし、 

健康で心豊かに安心して暮らせるまち

【望ましい環境像（第二次計画）】 

美しい自然と歴史・文化を大切にするまち むろと 

～みんなで守ろう 海・空・大地～ 
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３－２ 基本目標及び施策重点目標 

「望ましい環境像」の実現に向けて計画を推進していくため、計画の「基本目標」を定めま

す。「基本目標」は、望ましい環境像をより具体的な実現すべき目標像として示したものです。 

また、基本目標の実現に向けて、特にどのような環境の状態の実現に重点を置いていくかを

示す「施策重点目標」を定めます。 

現行計画では、4つの基本目標及び 10 の施策重点目標を掲げており、第二次計画でもこれを

ベースとしますが、現行計画策定後の社会状況の変化やアンケート調査結果を踏まえて、4 つ

の基本目標及び 12 の施策重点目標を掲げます。 

基 本 目 標 

【基本目標１】（生活環境・自然環境の保全） 

 水と緑豊かな自然を大切にし、健康で安全な暮らしがあるまち 

生活環境に特に大きな問題がない比較的落ち着いた環境の中で、周囲の山の緑豊かな自然

環境と川や海のきれいな水や空気に囲まれた、静かで健康に暮らせる環境が保全されている

ことを目指します。 

■施策重点目標１（水環境保全） 

海や川の水がきれいで、おいしい水、豊かな水環境にある 

■施策重点目標２（海・海岸の保全） 

美しい景観と自然豊かな室戸の海岸が守られている 

■施策重点目標３（森林や農地の保全） 

川と森や田畑がひとつにつながった豊かな自然が守られている 

■施策重点目標４（自然とのふれあい及び生物多様性の保全） 

多彩な自然学習・自然体験が行われ、生物多様性の保全に向けた取り組

みが行われている 

■施策重点目標５（食の安全） 

安全・安心な食品や農林水産物が提供されている 

【基本目標２】（資源の循環利用と地球温暖化の防止） 

 資源やエネルギーを大切にし、環境にやさしいまち 

“もったいない”と思う意識が広く市民に浸透し、限りある資源を大切にし、環境への負

荷を低減するために日常生活や事業活動において、ごみ減量、省資源やリサイクルの取り組

みが進められ、ごみを出さない、資源循環型のまちになっていることを目指します。 

また、地球温暖化防止のための取り組みが広く市民や事業者に浸透し、省エネルギーの推

進と再生可能エネルギー導入など、低炭素化に取り組むまちを目指します。 

■施策重点目標６（ごみ減量・適正処理） 

ごみを減らし適正に処理する資源循環の暮らしができている 

■施策重点目標７（省エネルギー推進・再生可能エネルギー導入） 

地球にやさしい暮らし方をしている 
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【基本目標３】（都市環境の保全） 

 歴史文化を守り、安全で快適な暮らしがあるまち 

室戸固有の歴史文化や伝統芸能が、誇りと愛着を持ってそれぞれの地域で守られ、各世代

の連携と協力により次世代へ継承されているとともに、まちの環境美化やうるおいある環境

づくりが進められ、安全で快適な暮らしやすいまちになっていることを目指します。 

■施策重点目標８（うるおい環境創出） 

まちに緑があふれ、安全で、うるおいとやすらぎがある 

■施策重点目標９（安全な生活環境の確保） 

安全な生活環境を確保できるよう、まちづくりが進んでいる 

■施策重点目標 10（歴史文化保全） 

世代を越えて地域の歴史文化や伝統芸能を守り、伝えている 

【基本目標４】（参加と協働） 

 共に考え、協働して環境を守り、育てているまち 

環境問題を自らの問題と認識し、常に気づき、考え、行動する気構えを持って、環境に前

向きに取り組む人が育っているとともに、市民・事業者・市のそれぞれが互いの責任と役割

を理解し、自ら主体的に環境保全に向けて行動し、相互に協力・連携して環境に取り組んで

いるまちになっていることを目指します。 

■施策重点目標 11（環境教育・学習） 

誰もが環境を考え学んでいる 

■施策重点目標 12（協働） 

市民・事業者・市が連携して取り組んでいる 
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３－３ 計画の体系 

３－１及び３－２で定めた「望ましい環境像」及び「基本目標」を達成していくための環境

施策の方向を以下のように体系付け、それに従って第４章で基本施策を掲載します。 

基本目標 施策重点目標及び重点施策 

■施策重点目標１（水環境保全） 
 ・重点施策 1-1 きれいな川の水と水資源を守る 

 ・重点施策 1-2 おいしい水道水を守る 

■施策重点目標２（海・海岸の保全） 
 ・重点施策 2-1 きれいな海と海岸を守る 

■施策重点目標３（森林や農地の保全） 
 ・重点施策 3-1 自然のみどりや田畑を守る 

■施策重点目標４（自然とのふれあい及び生物多
様性の保全） 

 ・重点施策 4-1 自然とのふれあいの推進に努める 

 ・重点施策 4-2 生物多様性保全に向けた取り組みを

進める 

■施策重点目標５（食の安全） 
 ・重点施策 5-1 食の安全を守る 

【基本目標１】 
（生活環境・自然環境
の保全） 
水と緑豊かな自然を
大切にし、健康で安全
な暮らしがあるまち 

望ましい

環境像

美
し
い
自
然
と
歴
史
・
文
化
を
大
切
に
す
る
ま
ち

む
ろ
と

～
み
ん
な
で
守
ろ
う

海
・
空
・
大
地
～

【基本目標２】 
（資源の循環利用と
地球温暖化の防止） 
資源やエネルギーを
大切にし、環境にやさ
しいまち 

■施策重点目標６（ごみ減量・適正処理） 
 ・重点施策 6-1 ごみを少なくする４Ｒを進める 

 ・重点施策 6-2 廃棄物の適正処理や不法投棄防止等

を進める 

■施策重点目標７（省エネルギー推進・再生可能
エネルギー導入） 

 ・重点施策 7-1 省エネルギーの推進及び再生可能エ

ネルギーの導入を進める 

 ・重点施策 7-2 地球温暖化防止に取り組む 

【基本目標３】 
（都市環境の保全） 
歴史文化を守り、安全
で快適な暮らしがあ
るまち 

■施策重点目標８（うるおい環境創出） 
 ・重点施策 8-1 まちを美しく快適にする 

■施策重点目標９（安全な生活環境の確保） 
 ・重点施策 9-1 健康で安全に暮らせるよう、まちづ

くりを進める 

 ・重点施策 9-2 災害時にも安全に暮らせるよう、ま

ちづくりを進める 

■施策重点目標 10（歴史文化保全） 
 ・重点施策 10-1 歴史伝統を守り伝える 

■施策重点目標 11（環境教育・学習） 
 ・重点施策 11-1 環境教育・学習をする 

■施策重点目標 12（協働） 
 ・重点施策 12-1 パートナーシップ体制をつくる 

【基本目標４】 
（参加と協働） 
共に考え、協働して環
境を守り、育てている
まち 
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第４章 第二次計画で掲げる環境施策 

第４章では、「望ましい環境像」の実現に向けて、目標を達成していくための基本的な環境施策

を記載します。また、行政の基本施策と併せて、環境保全のために市民や事業者の皆さんに配慮

していただきたいことを記載しています。 

これら各主体の取り組みを連携して推進していくことにより、その効果が実効性のあるものと

なります。 

４－１ 【基本目標１】（生活環境・自然環境の保全） 

     水と緑豊かな自然を大切にし、健康で安全な暮らしがあるまち 

１ 施策重点目標１（水環境保全） 

水は、生きものの生命を育み、私たちの安全で快適な市民生活を守る上でなくてはならな

いものです。健全な森が健全な川を育て、海を育てると言われるように、森林から川、海に

つながる健全な水循環が、生き物の命を育む源であるということ

を最重要視し、水環境保全が図られていることを重点目標としま

す。 

この重点目標の実現に向けては、特に、家庭での生活排水対策

や事業所での排水対策の推進により川の水をきれいにすること

と、おいしい水道水を保全することを重視します。 

【重点施策】 

1-1 きれいな川の水と水資源を守る 

1-2 おいしい水道水を守る

～海や川の水がきれいで、おいしい水、豊かな水環境にある～
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市の施策 

■合併処理浄化槽の普及に努め、水質の改善・維持向上に取り組みます。 

■家庭からの生活排水対策に関する啓発や浄化槽の適正な維持管理などを市民に啓発します。 

■河川整備に当たっては、水質だけではなく、水量・景観・生態系の保全、水文化の継承などを含め、

流域で暮らす方々の歴史と知恵を活かすよう努めます。 

 主要事業 

 ・合併処理浄化槽設置事業 

 ・環境保全協定の締結 

市民の皆さんへ

■家庭でできる生活排水対策に積極的に取り組みましょう。 

■風呂水を洗濯や散水に利用するなど、節水に努めましょう。 

■合併処理浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。 

■洗剤の過剰な使用を控え、台所から油などを流さないようにしましょう。 

■川にごみを捨てない、汚さないようにしましょう。 

■市民・事業者が連携して、河川の清掃美化に取り組みましょう。 

事業者の皆さんへ 

■事業所からの排水対策に積極的に取り組みましょう。 

■排水処理をさらに高度化し、汚濁物質の削減に努めましょう。 

■市民・事業者が連携して、河川の清掃美化に取り組みましょう。

重点施策 1-1 きれいな川の水と水資源を守る 
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２ 施策重点目標２（海・海岸の保全） 

太平洋に面した壮大な海の景観、長く続く海岸線の

景観は、市民に最も愛着を持ち親しまれてきた市民共

有の財産であり、室戸の地域性を代表する固有の資源

です。 

現状のコンクリートの人工堤防ばかりが目立つ海

岸線ではなく、かつてはそこで遊び、憩い、親しんだ

自然海岸や砂浜、松林などの自然に親しむ海辺環境が

市の施策 

■水道水の保全を市民に啓発します。 

■水道水の水質について市民に広報します。 

■水道水の維持管理と水質管理に取り組みます。 

■「安全でおいしい水」を安定的に供給できるように、配水池の整備や老朽管の布設替を行うなど、施

設の整備を進めます。 

■水の有効活用を図るため、漏水対策を実施し、有収率の向上に努めます。 

■飲料水供給施設の整備が必要な地域については、安定的な飲料水の確保と提供を図るため、現状把握

に努めるとともに、既存施設の改修や新設を計画的に進めます。 

 主要事業 

 ・水質検査の実施 

 ・漏水箇所の調査の実施 

 ・耐震化事業の実施 

 ・水源地の保全 

 ・配水池整備事業、配水管布設替事業 

 ・簡易水道基幹改良事業 

 ・飲料水供給施設整備事業 

市民の皆さんへ 

■水道水の水質保全のために、家庭からできる水質の汚濁防止に積極的に取り組みましょう。 

事業者の皆さんへ 

■事業所からの水質対策に積極的に取り組みましょう。 

■排水処理をさらに高度化し、汚濁物質の削減に努めましょう。

重点施策 1-2 おいしい水道水を守る 

～美しい景観と自然豊かな室戸の海岸が守られている～ 

室戸岬 
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あり、海の水生生物や海岸の植物等の貴重な生息・生育環境となっている、そのような自然

の豊かさと美しさを感じられる海・海岸であることを最重要視し、海・海岸保全が図られて

いることを重点目標とします。 

の重点目標の実現に向けては、特に、海を汚さず、きれいな海と海岸を守る清掃美化に取

り組み、自然に親しみ、憩える海岸にすることを重視します。 

【重点施策】 

2-1 きれいな海と海岸を守る

市の施策 

■家庭からの生活排水対策に関する啓発を行います。 

■工場や事業所の排水処理施設の設置及び維持管理の指導を進めます。 

■魚類による食害や海水温上昇など様々な要因が考えられている磯焼けについては、国・県と連携し、

対策に取り組みます。 

■漁港の整備に当たっては、消波ブロックを乱積みに据え付けるなどで稚魚等の成育空間を確保するな

ど、環境に配慮した整備を行うよう努めます。 

■海ごみ対策や廃船対策を進めます。 

■「高知県うみがめ保護条例（平成 16 年 3 月）」に基づき、うみがめ生育地等保護区に指定された「元・

岩戸・奈良師海岸」などでうみがめの保護に努めます。 

 主要事業 

 ・室戸岬園地遊歩道の整備 

 ・ふるさと室戸まつり花火大会等、各種イベントでの環境美化 

 ・環境・生態系保全活動支援事業 

 ・海岸の保全・有効利用及び美化活動の推進 

 ・漁具の不法投棄及び廃船放置対策の推進、並びに普及啓発活動の推進 

 ・海ごみ処理方法及び廃船処理方法の検討並びに処理体制の構築 

 ・ディープシーワールド排水水質・水温等検査の実施 

市民の皆さんへ 

■家庭でできる生活排水対策に積極的に取り組みましょう。 

■海にごみを捨てない、汚さないようにしましょう。 

■市民・事業者が連携して、海の清掃美化に取り組みましょう。 

■うみがめの捕獲や卵の捕獲等は禁止されています。 

■うみがめ生育地等保護区への車の乗り入れには知事の許可が必要です。 

事業者の皆さんへ 

■事業所からの排水対策に積極的に取り組みましょう。 

■漁業関係者は、海を汚さないように、漁具を管理しましょう。 

■市民・事業者が連携して、海の清掃美化に取り組みましょう。

重点施策 2-1 きれいな海と海岸を守る 
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３ 施策重点目標３（森林や農地の保全） 

森林や農地等の健全な緑の自然は、環境保全上多様な機能を有しています。豊かな水を育

み、さまざまな生き物の生息・生育の場ともなっています。

また、私たちの生活にやすらぎとうるおいを与えるだけでな

く、自然災害で土砂の流出や崩壊を防ぎ、私たちの命を守る

役割も果たします。森林が川の水質保全に重要な役割を果た

しているように、水、緑の自然は連続したひとつのつながり

の中で考えていくことが重要です。 

このような生活の身近なところに豊かな健全な森林の自然環境があることを最重要視し、

森林保全が図られていることを重点目標とします。 

この重点目標の実現に向けては、特に、森林の維持管理により保全育成を行うことと、農

地の荒廃を防ぎ保全することを重視します。 

【重点施策】 

3-1 自然のみどりや田畑を守る

～川と森や田畑がひとつにつながった豊かな自然が守られている～ 
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市の施策 

■化学肥料の低減や農薬の適正使用など、環境保全型農業を推進します。 

■耕作放棄地を利用した放牧や飼料用作物の栽培などを推進します。 

■植樹や間伐などの森林整備や、企業や地域との森林保全活動「協働の森づくり事業」など、より良い

森林環境づくりの取り組みを進めます。 

■恵み豊かな森づくりに向けて、「造る、守り育てる、活用する」という視点に立って施策を展開し、

健全な森が備えるべき環境面の役割としての「水の循環」、「生物の多様性・物質循環」、「自然とのふ

れあい」の機能向上を図ります。 

■森林保全育成においては、漁業関係者との交流、参画を積極的に進め、森林の環境面での果たす役割

やその重要性を広めていきます。 

■自主的な組織活動の支援や研修などにより、担い手の育成・確保を図るとともに、間伐材の付加価値

を高めることや備長炭の生産・販売を推進します。 

■イノシシ、シカ、サル、カラスなどの鳥獣被害については、猟友会、鳥獣保護員、農業協同組合、森

林組合などと連携して、迅速で効果的な捕獲が進むように取り組んでいきます。 

■公共工事を行う際には、法面の植栽を推進するなど、環境に配慮するとともに、積極的な木材利用に

努めます。

 主要事業 

 ・環境保全型農業推進事業 

 ・耕作放棄地対策事業（整地、施設保管） 

 ・協働の森づくり事業 

 ・中山間地域等直接支払事業の実施 

 ・緊急間伐総合支援事業の実施 

 ・森林保全への取り組み推進 

 ・地域林業総合支援事業の実施 

 ・土佐備長炭生産、出荷、販売体制強化事業 

 ・新規製炭者研修支援事業 

 ・鳥獣被害緊急対策事業、シカ被害特別対策事業 

市民の皆さんへ 

■森を育む交流イベントに参加・協力しましょう。 

■森林ボランティアの取り組みにも関心を持ちましょう。 

事業者の皆さんへ 

■漁業関係者は、森林が河川や海の水質保全、水辺環境、生態系の保全等で果たす役割やその重要性を

認識し、林業関係者との交流を深め、森林保全育成にも積極的に参加協力しましょう。 

■企業も森づくりに参加協力しましょう。 

■農地の耕作放棄地の適正な管理をしましょう。

重点施策 3-1 自然のみどりや田畑を守る 
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４ 施策重点目標４（自然とのふれあい及び生物多様性の保全） 

太平洋に面した壮大な海や海岸線は、室戸の地域性を代表する固有の資源です。また、市

域の約 80％を占める森林は、豊かな水を育み、さまざ

まな生き物の生息・生育の場となっています。室戸阿

南海岸国定公園を始めとする室戸市のすぐれた自然

環境を保全し、次世代に伝えていくには、生物や生態

系への配慮、海岸や森林の保全、そして希少な野生動

植物やそれらの生育・生息地の保全など、生物多様性

の保全に向けて取り組むことが重要です。 

このような取り組みの基本となるものが「自然とのふれあい」です。室戸市民に限らず、

市外・県外の人たちが、室戸市における自然学習・自然体験・観光により、室戸市とその自

然環境に関心や愛着を持ち、自然環境保全に取り組んでいくことを重点目標とします。 

【重点施策】 

4-1 自然とのふれあいの推進に努める 

4-2 生物多様性保全に向けた取り組みを進める

～多彩な自然学習・自然体験が行われ、生物多様性の保全に向けた取り組みが行われている～

市の施策 

■国立室戸青少年自然の家や室戸ジオパークを活用した自然体験学習の実施に努めます。 

■自然の中を巡る、遍路道を活かしたまちづくりを推進します。 

■グリーン・ツーリズム（農業体験）やブルー・ツーリズム（漁業体験）などの滞在型観光や、児童・

生徒を対象とした体験学習を推進し、自然環境に対する理解の増進を図ります。 

■自然学習や自然体験のためのガイドや学習リーダー等の人材登録と育成を図ります。 

 主要事業 

 ・ジオパーク推進事業 

 ・ジオパーク拠点施設整備事業 

 ・ジオパーク教育推進事業 

 ・遍路を活かしたまちづくり事業 

 ・自然体験学習事業 

市民・事業者の皆さんへ 

■自然学習や自然体験のイベントがあれば、積極的に参加しましょう。 

■自然環境や農業・漁業について専門知識や技能を持つ人は、自然学習や自然体験のガイド・リーダー

として登録することを検討しましょう。

重点施策 4-1 自然とのふれあいの推進に努める 

室戸ジオパーク 

自然体験 

(磯遊び・生き物観察)
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市の施策 

■室戸市における自然環境の現状を把握するため、「高知県希少野生動植物保護条例（平成 17 年 12 月）」

による希少野生動植物保護専門員や地元研究者の協力を得て、基礎調査の実施を検討します。 

■室戸岬周辺などのすぐれた地形・地質、植物など、自然環境資源の保護と活用を推進します。 

■社叢林などの貴重な原植生については、その保全を図ります。 

■生物多様性の保全についての普及啓発に努めます。 

■室戸固有の在来種の植物、生き物の保全を啓発します。 

市民・事業者の皆さんへ 

■生物多様性がもたらす「生態系サービス」（衣、食、住、医療、文化・教育・学術、環境保全、産業・

経済の各分野でもたらされる自然の恵み）を認識しましょう。

■生物多様性の 4 つの危機（開発などの人間活動による危機、自然に対する働きかけの縮小による危機、

外来種などの人間により持ち込まれたものによる危機、地球環境変化による危機）について理解を深

めましょう。 

■室戸固有の在来種を外来種から守ることに関心を持ちましょう。

重点施策 4-2 生物多様性保全に向けた取り組みを進める 

段ノ谷山ツアー

室戸岬ツアー 
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５ 施策重点目標５（食の安全） 

室戸の気候と大地や海、川の自然が育んでくれる豊富な農林水産物は、豊かな生活を支え、

室戸で暮らす大きな魅力のひとつになっています。 

自然の恵み、自然の物質循環によって育まれた安全・安心な食べ物があることを最重要視

し、食の安全が図られていることを重点目標とします。 

また、この重点目標の実現に向けては、特に、環境保全に関する理解を深め、環境保全を

重視した農林水産業や食育、地産地消の推進により食の安全を守ることを重視します。 

【重点施策】 

5-1 食の安全を守る

～安全・安心な食品や農林水産物が提供されている～ 

市の施策 

■郷土の食の文化に関する情報を市民に啓発します。 

■こどもたちへの食に関する教育を充実します。 

■安全な農林水産物の生産を、事業者に指導・啓発します。 

■地産地消に取り組むことを啓発します。 

■室戸の農林水産物、それらの加工食品を、県外・海外に積極的に情報発信します。 

 主要事業 

 ・環境保全型農業推進事業（再掲） 

 ・食育に関する学校教育・生涯学習の推進 

 ・安全・安心な水産物の流通・販売の促進 

 ・学校給食での地産地消の推進 

市民の皆さんへ 

■郷土の食の文化に関心を持ちましょう。 

■安全な食の産物に関心を持ちましょう。 

■地産地消に関心を持ちましょう。 

事業者の皆さんへ 

■郷土の食の文化を広めるよう、協力しましょう。 

■安全な食の産物の生産に協力しましょう。 

■地産地消に協力しましょう。

重点施策 5-1 食の安全を守る 

金目鯛 

深層水ナス 
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４－２ 【基本目標２】（資源の循環利用と地球温暖化の防止） 

     資源やエネルギーを大切にし、環境にやさしいまち 

１ 施策重点目標６（ごみ減量・適正処理） 

ごみは生活の必要悪だという考えがありますが、大量生産、大量消費、大量廃棄を助長す

るごみの増大は改めなければならない大きな課題です。 

また、ごみのポイ捨て、不法投棄などごみに関する苦情や

問題はどの地域でもみられ、社会ルールを守らない一部の人

のために、他の多くの市民が迷惑し、その解決に頭を悩まし

ている大きな課題です。 

資源は無限ではなく、限りあるもので、大切に使うことが、私たちの責務です。ごみとし

て資源を無駄使いし、ごみを違法に捨て、環境を汚し、社会に迷惑をかけるようなことがな

いことを最重要視し、ごみ減量・適正処理が図られていることを重点目標とします。 

この重点目標の実現に向けては、特に、ごみの減量化を進めるために、市民・事業者・市

が資源の消費を抑え、リフューズ（ごみの発生回避）とリデュース（ごみの発生抑制）をま

ず第一に、次いでリユース（再使用）、リサイクル（再生利用）を推進し、無駄に資源を消

費しない生活行動様式、事業活動に改めていくことを徹底することを重視します。 

さらに、ごみの減量やごみのポイ捨て・不法投棄の根絶は、地域社会で共同して暮らす上

で守らなければならない社会ルールであるという自覚を一人ひとりが持ち、社会ルールを守

らないごみのポイ捨て、不法投棄を許さない社会にすることを重視します。 

【重点施策】 

6-1 ごみを少なくする４Ｒを進める 

6-2 廃棄物の適正処理や不法投棄防止等を進める

～ごみを減らし適正に処理する資源循環の暮らしができている～ 

◇４Ｒとは 

「４Ｒ」とは、ごみを減らすための行動で、次の４つのＲをいう。 

①Refuse（リフューズ）  ごみになるものを買わないなど、ごみの発生を回避すること 

②Reduce（リデュース）  ごみを出来るだけ減らして発生を抑制すること 

③Reuse（リユース）    新たなごみを出さないために、物を繰り返し使うこと 

④Recycle（リサイクル）  不要物を新しい製品の原材料などとして再生利用すること 
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市の施策 

■地域・家庭・学校・企業などと連携して、ごみを少なくする４Ｒを推進します。 

 ・使い捨て容器の使用抑制、食べきれないものを買わない、過剰包装の抑制など、ごみの発生回避（リ

フューズ） 

 ・コンポストやマイバッグの普及、分別徹底と資源化等によるごみの発生抑制（リデュース） 

 ・不用品を捨てずに再使用する。（リユース） 

 ・再使用できないものはリサイクルして再生利用する。（リサイクル） 

■再生資源を原材料とする製品の積極的な使用を事業者に啓発します。 

■市は率先してリサイクル製品を使用します。 

■リサイクルしやすい環境商品の普及・啓発を行います。 

■市民、事業者に向けてごみ分別ルールの徹底を促進します。 

■家庭のごみ分別について啓発します。 

■観光地などでのごみ持帰りのＰＲを行います。 

 主要事業 

 ・エコリサイクル活動交付金事業 

 ・ごみ減量化促進事業 

 ・各地区ごみ減量化運動の促進 

 ・量販店、小売店との協働によるごみ減量化運動の推進 

 ・各常会ごみステーション監視運動の推進 

 ・コピー用紙の使用量の削減 

 ・市道整備等建設事業廃棄物のリサイクル推進 

市民の皆さんへ

■ごみを出さないような消費生活を推進しましょう。 

■ごみの出し方や分別のルールを守りましょう。 

■観光地などではごみの持ち帰りを進めましょう。 

■ビン、カン、古紙などの資源の分別を徹底しましょう。 

■物を購入する際には環境にやさしい商品の購入（グリーン購入）を進めましょう。 

■コンポストなどの利用により生ごみの再資源化を心がけましょう。 

■不用品は捨てずに、フリーマーケットやリサイクルショップなどを利用し、再使用に努めましょう。

事業者の皆さんへ 

■事業所でのごみの減量化を進めましょう。 

■過剰包装しないように配慮するとともに、消費者の理解を求めるよう心がけましょう。 

■事業所で発生するごみの分別収集を徹底しましょう。 

■環境マネジメントシステムの認証取得について検討しましょう。 

■生ごみの有機肥料への転換など、ごみの再資源化を進めましょう。 

■製造元や販売元が、トレイや空きビンなどの回収・リサイクルをしましょう。 

■量販店や漁協等から排出される農水産物の残さ、牧場の牛ふん、し尿汚泥などの廃棄物の有機再資源

化に努めましょう。

重点施策 6-1 ごみを少なくする４Ｒを進める
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２ 施策重点目標７（省エネルギー推進・再生可能エネルギー導入） 

地球温暖化の原因として、温室効果ガスがあげられます。電気やガス等のエネルギーは大

きく石油等の化石燃料に依存していますが、化石燃料は限られた資源であるとともに、温室

効果ガスである二酸化炭素などの排出源です。 

自動車交通量の増大、ごみ排出量・エネルギー消費量の増加などにより、温室効果ガスは

増加し、地球温暖化に影響を及ぼしていると考えられます。 

地球温暖化という地球規模での環境問題にも関わっているのだという意識を持ち、環境に

配慮した生活や事業活動が行われていることを最重要視し、省エネルギー推進・再生可能エ

ネルギー導入が図られていることを重点目標とします。 

この重点目標の実現に向けては、市民・事業者・市が身近にできる省エネルギー活動や再

生可能エネルギー導入を推進することと、地球温暖化防止の意識を高め行動することを重視

します。  

市の施策 

■ごみのポイ捨て防止の啓発を行います。 

■ごみの不法投棄防止の啓発を行います。 

■違法な野焼き防止の啓発を行います。 

■不法投棄防止のための監視体制を強化します。 

 主要事業 

 ・不法投棄対策事業 

 ・ごみ撤収・回収、立看板設置事業 

 ・不法投棄監視パトロール 

市民の皆さんへ 

■パトロールを行うなど、地域ぐるみで不法投棄の防止に協力しましょう。 

■違法な野焼きはやめましょう。 

■ごみの不法投棄や違法な野焼きの防止取り締まりに協力しましょう。 

■ごみのポイ捨てはやめましょう 

事業者の皆さんへ 

■廃棄物の適正処理を行いましょう。 

■違法な野焼きはやめましょう。

重点施策 6-2 廃棄物の適正処理や不法投棄防止等を進める 

～地球にやさしい暮らし方をしている～ 
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【重点施策】 

7-1 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入を進める 

7-2 地球温暖化防止に取り組む

市の施策 

■家庭でできる電気等のエネルギー節約の普及・啓発を行います。 

■市民、事業者の省エネルギー行動を促すため、省エネルギー機器の情報提供を進めます。 

■市が率先して電気や水道水などの省エネルギーに取り組みます。 

■エネルギーの自給率の向上を目指し、地域にあるエネルギー資源を地域で有効活用するため、風力発

電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用を促進します。 

■災害時や非常時等における電源として、再生可能エネルギー設備を公共施設や避難所・防災公園へ導

入します。 

 主要事業 

 ・(仮称)市庁舎省エネルギー作戦の推進 

 ・室戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編） 

  に基づく省エネルギーの推進 

 ・室戸市地域新エネルギービジョン（平成 18 年 2 月）の改定 

市民の皆さんへ

■市などからの省エネルギーに関する情報を取り入れ、実践しましょう。 

■電気・照明などをこまめに消しましょう。 

■冷暖房の設定温度に気をつけましょう。（冷房時 28℃以上、暖房時 20℃以下） 

■電化製品を選ぶ際には省エネルギー型のものを選ぶようにしましょう。 

事業者の皆さんへ 

■冷房や照明の適正化など、工場、事業所における電気・ガスなどのエネルギーの効率的な利用を進め

ましょう。

重点施策 7-1 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入を進める 

◇室戸市地球温暖化対策実行計画 

 実行計画には「事務事業編」と「区域施策編」がある。前者は既に策定済であり、室戸市（行

政）の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減を目的とする。後者は第２部で掲載す

るが、市民や事業所を含めた室戸市全体の地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。 
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市の施策 

■再生可能エネルギーの活用を推進します。 

■環境負荷の低減やまちづくりの幅広い観点から、地域公共交通としてコミュニティバスなどの導入を

検討します。 

■公用車利用時はエコドライブを実施します。 

■温室効果ガスの吸収源として、地球温暖化防止に重要な役割を担っている森林については、間伐など

の適切な森林整備を進めます。 

 主要事業 

 ・(仮称)市庁舎省エネルギー作戦の推進（再掲） 

 ・室戸市地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）に基づく地球温暖化対策の推進 

市民の皆さんへ 

■環境家計簿をつけましょう。 

■エコドライブに取り組みましょう。 

事業者の皆さんへ 

■再生可能エネルギーの導入を促進しましょう。 

■環境マネジメントシステムの認証取得について検討しましょう。 

■エコドライブに取り組みましょう。

重点施策 7-2 地球温暖化防止に取り組む 
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４－３ 【基本目標３】（都市環境の保全） 

     歴史文化を守り、安全で快適な暮らしがあるまち 

１ 施策重点目標８（うるおい環境創出） 

豊かな自然に恵まれた環境の中で、うるおいのある魅力的なまちづくりを進めることは、

市民が地域に住むことを誇りに思い、快適な市民生活を営むことにつながります。 

子どもやお年寄りが身近に集い、楽しみ、憩い、まち中で快適に暮らしていることを最重

要視し、うるおい環境創出が図られていることを重点目標とします。 

この重点目標の実現に向けて、特に、公園や憩える環境を整備し、まちの環境美化を図る

ことを重視します。 

～まちに緑があふれ、安全で、うるおいとやすらぎがある～ 

【重点施策】 

8-1 まちを美しく快適にする

市の施策 

■観光地の環境美化やうるおいある環境整備を進めます。 

■まちの環境美化を推進します。 

■市民が身近にくつろげる、親しめる公園整備を進めます。 

■市街地のうるおいある緑を創出するため、道路や公共施設の緑化を進めます。 

■花苗の配布などにより市民参加による公共緑化、民有地の緑化を進めます。 

■高齢者や障害者も含むすべての人が安全かつ快適に歩けるように、歩道の段差解消などのバリアフリ

ー化を進めます。 

■空き家については、（仮称）空き家等対策計画を策定し、空き家の有効活用を進めるとともに、倒壊、

防犯、衛生、景観上の問題が懸念される管理不良な空き家対策を進めます。 

 主要事業 

 ・ディープシーワールド環境保全基金の活用によるディープシーワールドの環境保全 

 ・公園の美化・憩いの場の創出 

 ・観光地周辺の環境美化推進 

 ・公共空間のバリアフリー化の促進 

 ・室戸岬遊歩道・へんろ道周辺の美化推進 

市民の皆さんへ

■地域の一斉清掃などの環境美化活動に協力しましょう。 

■道路沿道の植栽、公園等の公共空間の清掃や手入れ等の維持管理に協力しましょう。 

■空き家は責任を持って管理しましょう。 

事業者の皆さんへ 

■事業所まわりの環境美化に留意しましょう。 

■地域の一斉清掃などの環境美化活動に協力しましょう。

重点施策 8-1 まちを美しく快適にする 
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２ 施策重点目標９（安全な生活環境の確保） 

市民が暮らしていく上では、大気汚染、騒音、土壌汚染、化学物質などへの対策を推進し、

健康に暮らせる生活環境を確保することが重要です。また、将来発生が予想されている南海

トラフ地震などに備え、安全な暮らしの確保のための対策を常時から進めておく必要があり

ます。 

これらの実現に向けて、各種規制法による発生源対策及び防災対策等を進めます。 

～安全な生活環境を確保できるよう、まちづくりが進んでいる～ 

【重点施策】 

9-1 健康で安全に暮らせるよう、まちづくりを進める 

9-2 災害時にも安全に暮らせるよう、まちづくりを進める

重点施策 9-1 健康で安全に暮らせるよう、まちづくりを進める 

市の施策 

■建築物の解体時におけるアスベスト飛散防止対策を推進します。 

市民の皆さんへ

■深夜の騒音やペットのふん害など、生活型公害を発生させないようにしましょう。 

事業者の皆さんへ 

■各種環境規制法の規制基準を遵守しましょう。 

■建物の建て替えや改修に当たっては、アスベスト使用の有無を確認し、対処方法については市や県に

相談しましょう。 

■化学物質の漏洩により、地下水汚染や土壌汚染が生じることがありますので、日常業務における化学

物質の取り扱いに注意するとともに、設備の点検を定期的に実施しましょう。

市の施策 

■南海トラフ地震などに備え、避難路などの整備や長期孤立が想定される地域へのヘリポートの整備を

進めるとともに、備蓄倉庫を建設し、防災資機材や食料などの備蓄の充実を図ります。 

■自主防災活動の推進を図るため、自主防災組織リーダーの育成や防災士の養成などに努め、防災学習

や防災訓練を実施することで防災力の向上を図り、地域住民がお互い助け合いのできるネットワーク

づくりを進めます。 

 主要事業 

 ・避難路等整備事業 

市民・事業者の皆さんへ

■日頃から避難経路や避難場所を把握しておき、地域の防災訓練には積極的に参加しましょう。 

■高齢者や障がい者などの避難時に支援が必要な人々は、日頃から地域で見守りましょう。

重点施策 9-2 災害時にも安全に暮らせるよう、まちづくりを進める 
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３ 施策重点目標 10（歴史文化保全） 

先人達から引き継がれてきた各地域に伝わる歴史・文化遺産、伝統芸能、祭り等は、地域

の魅力・個性であるとともに、人々の心をつなぎ、郷土意識を育む誇りでもあります。 

これらの歴史文化資源を守るということは、歴史文化資源そのものだけでなく、それらを

含めた地域全体の環境を守っていくことにもつながります。 

そのような歴史文化資源と環境が地域の手で守られ、人々の生活にやすらぎとうるおいを

与えていることを最重要視し、歴史文化保全が図られていることを重点目標とします。 

また、この重点目標の実現に向けては、特に、少子高齢化が急速に進み、歴史伝統を守る

担い手が不足していく危機的状況にあって、それを絶やさないで受け継いでいくことを重視

します。 

～世代を越えて地域の歴史文化や伝統芸能を守り、伝えている～ 

【重点施策】 

10-1 歴史伝統を守り伝える

市の施策 

■有形・無形の歴史文化財の保全に取り組みます。 

■祭りや郷土芸能など、歴史伝統文化の保全継承を啓発します。 

■吉良川の歴史的町並みの保存を支援します。 

■児童・生徒の地域行事への参加や体験活動など「ふるさと教育」を推進します。 

■鯨の里づくりに取り組み、全国に情報を発信します。 

 主要事業 

 ・重要伝統的建造物群保存地区保存事業（伝建物修理・非伝建物修景） 

 ・地域活動交流事業 

 ・伝統芸能等保存事業 

 ・土佐室戸鯨舟競漕大会 

 ・地域の伝統文化を伝承していくための映像保存 

市民の皆さんへ

■地域の伝統文化、伝統芸能の保存・継承に協力しましょう。 

■地域の伝統文化に関心を持ちましょう。 

■各地域に根付いた「神祭」を地域のコミュニティとして大切に受け継いでいきましょう。 

事業者の皆さんへ 

■地域の伝統文化、伝統芸能の保存・継承に協力しましょう。

重点施策 10-1 歴史伝統を守り伝える

水切り瓦となまこ壁の邸宅
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４－４ 【基本目標４】（参加と協働） 

     共に考え、協働して環境を守り、育てているまち 

１ 施策重点目標 11（環境教育・学習） 

「環境教育は学校に任せておけばよい」、「子どもたちの環境教育が重要だ」ということだ

けに偏らず、大人も一緒になって取り組むことが重要です。 

その第一歩は、地域の環境を地域の人が知ることです。地域の環境を知ることが、環境保

全の必要性を認識させ、身近な生活を見直す行動のきっかけになるということです。 

そのような地域の環境を知り、身近な生活からの改善行動を促す環境教育・学習が行われ

ていることを最重要視し、環境教育・学習が図られていることを重点目標とします。 

この重点目標の実現に向けては、身近なところから環境に関心を持ち、気づき、考え、行

動するということを繰り返しながら、一人ひとりが自分自身の身の回りのことから主体的に

取り組んでいく環境教育・学習が図られ、それが、多くの市民の輪が広がった地域的な環境

保全活動へとつながっていくことを重視します。 

～誰もが環境を考え学んでいる～ 

【重点施策】 

11-1 環境教育・学習をする

市の施策 

■子どもたちへの環境教育を進めます。 

■環境教育の人材育成を支援します。 

■高齢者が持つ昔からの知恵や技術を学ぶ機会の創出を図ります。 

 主要事業 

 ・地域性を利用した環境教育の実践 

 ・新たな環境教育への取り組み推進 

市民の皆さんへ

■環境学習に関心を持ちましょう。 

■子どもたちが積極的に環境学習に関心を持つよう、家庭での会話をしましょう。 

■環境学習会に積極的に参加しましょう。 

■ボランティア活動に積極的に参加しましょう。 

事業者の皆さんへ 

■事業者の立場で環境学習に関する情報提供に協力しましょう。 

■職場での環境保全の意識を高めていきましょう。

重点施策 11-1 環境教育・学習をする 
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２ 施策重点目標 12（協働） 

環境保全の取り組みには、市民・事業者の参加と市との協働が不可欠です。 

市民・事業者・市が相互に連携し、市民は市民生活で環境に配慮した取り組みをし、事業

者は事業活動で環境に配慮した取り組みをし、市は率先して環境に配慮した取り組みと市

民・事業者への支援をしていることを最重要視し、協働が図られていることを重点目標とし

ます。 

この重点目標の実現に向けては、市民・事業者の行う環境保全活動を支援するため環境情

報の収集・提供とともに、市民・事業者のそれぞれの環境保全活動を支援する仕組みづくり

と、市民・事業者・市の連携による幅広い環境保全活動が行えるような協働の体制づくりを

進めることを重視します。 

～市民・事業者・市が連携して取り組んでいる～ 

【重点施策】 

12-1 パートナーシップ体制をつくる

市の施策 

■市民・事業者・市が連携する仕組みづくりを行います。 

■環境活動を推進するエコリーダーや環境団体の育成を支援します。 

■環境活動に関するさまざまな情報提供に取り組みます。 

■室戸市の環境に関する情報データを一元化し、情報提供します。 

■多様な人材情報の活用を支援します。 

■市民、事業者が情報交換、相談できる市民活動交流拠点づくりを支援します。 

 主な施策事業 

 ・環境ボランティア育成推進事業の実施 

 ・エコリーダー・環境団体の育成 

 ・広報誌の活用 

 ・環境情報の収集と提供 

市民の皆さんへ

■行政の取り組みに協力しましょう。 

■身近な地域での環境保全活動に参加しましょう。 

事業者の皆さんへ 

■行政の取り組みに協力しましょう。 

■市民の要望にも積極的に耳を傾け、環境保全活動に協力しましょう。

重点施策 12-1 パートナーシップ体制をつくる 
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第５章 計画の推進と進行管理 

５－１ 推進体制 

１ 庁内体制 

望ましい環境像の実現に向け、環境施策を効果的・総合的に推進していくためには、市が

牽引的役割を果たしていくのはもちろんですが、住民参加型の体制づくり、市民・事業者の

協力や連携が必要不可欠です。 

市行政内部における組織体制については、所管する各課が個別に対応するのではなく、各

課が横断的に連携して取り組む庁内推進組織を設置していきます。同組織は、環境基本計画

に位置付けた各課の主な施策事業の部署間調整や、各課が横断的に取り組む環境プロジェク

ト等の推進について調整機能を担います。同組織の事務局は、市民課が務めます。 

２ 市民・事業者・市のパートナーシップ（協働）体制 

室戸市では、市民・事業者・市が共に行動するパートナーシップ（協働）体制を構築し、

環境保全の活動をさらに活発化することを目的として、「環境市民会議」を設置しています。

同会議のメンバーは、環境に関わる特定の人々という範囲に限定せず、市民（常会）、事業

者団体、各種市民活動団体・グループなど、幅広く一緒になって地域の環境保全活動に参加

協力してもらえるメンバーで構成しています。 

第二次計画の推進に当たっても、「環境市民会議」が市民・事業者・市民団体及び市の協

働の場となり、広域的な課題等に対しては、国、高知県、周辺自治体と連携しながら、計画

を推進していきます。 
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図5-1-1 計画の推進体制

５－２ 計画の進行管理 

現行計画と同様、第二次計画においても、計画の実効性を確保していくため、環境マネジメ

ントシステムの考え方を採り入れて、ＰＤＣＡサイクルを繰り返していくことにより計画の進

行管理を行います。 

ＰＤＣＡとは、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施・運用）、Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）、Ａｃｔ

ｉｏｎ（見直し）のことで、環境基本計画の進行状況を把握し、課題に対応しつつ次年度の取

り組みに活かすことを繰り返しながら、継続的な改善を図ることです。 

計画の進行管理に当たっては、毎年度、５－１の庁内推進組織の議事をふまえて、事務局が

環境基本計画の進捗状況をとりまとめ、各年度版の「室戸市環境白書」で公表します。 
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