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計画策定の背景 

室戸市では、すべての人々の参加と協働により、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の恵沢を享受するとともに、人類の生存の基盤である環境が将来に渡って良好な状態で維持され

るようにするため、平成8年3月に「室戸市環境基本条例」を制定し、平成19年3月には、同条例第8条の規定に基づ

いて「室戸市環境基本計画」を策定しました。 

しかし、計画策定後、地球温暖化の顕在化や東日本大震災により安全・安心な暮らしへの関心が高まるなど、社会

情勢が変化していることを踏まえて、このほど計画を見直し、「第二次室戸市環境基本計画」及び「室戸市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

 

第二次室戸市環境基本計画 

 

計画の目的 

「第二次室戸市環境基本計画」（以下「第二次計画」という。）は、「室戸市環境基本条例」に基づき策定した計画で

あり、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。 

 

計画の期間 

第二次計画の期間は、2016年度（平成28年度）から2025年度（平成37年度）までの10年間とします。 

 

計画で対象とする環境の範囲 

第二次計画で対象とする環境の範囲及び近年の社会情勢の変化等を踏まえて留意する項目は下表のとおりです。 

区分 環境要素 留意する項目 

生活環境 大気質、水質、音・振動、においなど ・水質の保全、食の安全 

自然環境 
気象、地形・地質、動物、植物、森林、

河川、海など 

・海、川、森林の保全、農地の保全 

・野生鳥獣による被害、外来生物対策 

・「生物多様性国家戦略2012-2020」を踏まえた自然環境保全

都市環境 
公園・緑地、歴史・文化資源、景観

など 

・空き家問題、環境美化の推進 

・大規模災害時の安全な暮らしの確保 

資源の循環 廃棄物、水資源、エネルギーなど 
・ごみの４Ｒ（発生回避、発生抑制、再使用、再生利用） 

・災害時の非常用電源としての分散型エネルギーの整備 

地球環境 地球温暖化、オゾン層、酸性雨など ・地球温暖化の顕在化への対応 

環境学習・教育 

及び環境保全活動 

環境教育・学習、市民・事業者・市の

協働など 
・環境保全活動の担い手の確保、環境情報の提供 

  



 

望ましい環境像 

「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。 

 

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～ 
 

 

計画の体系 

「望ましい環境像」の実現に向けて、以下の体系で計画を推進していきます。 

基本目標 施策重点目標 主要事業 
   

【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．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 

合併処理浄化槽設置事業 

水質検査の実施 

水源地の保全          など

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 

室戸岬園地遊歩道の整備 

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              など

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 

環境保全型農業推進事業 

地域林業総合支援事業 

鳥獣被害緊急対策事業      など

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

ジオパーク推進事業 

遍路を活かしたまちづくり事業 

自然体験学習事業        など

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 

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   など
   

【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 

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 

エコリサイクル活動交付金事業 

ごみ減量化促進事業 

不法投棄対策事業        など

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 

室戸市地球温暖化対策実行計画による地

球温暖化対策の推進 

市庁舎の省エネルギーの推進   など
   

【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 

 

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 

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 など

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 

避難路等整備事業 

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 

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 

地域活動交流事業 

伝統芸能等保存事業       など
   

【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 

11．環境教育・学習 

誰もが環境を考え学んでいる 

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 

12．協働 

市民・事業者・市が連携して取り組んでいる

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 

環境情報の収集と提供      など

  



 

室戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

計画の目的 

「室戸市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（以下「実行計画」という。）は、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」に基づき策定した計画であり、室戸市域の地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。 

 

計画の期間 

実行計画の期間は2016年度（平成28年度）から2030年度（平成42年度）までの15年間とします。 

 

計画の対象 

室戸市域において、二酸化炭素（CO2）など温室効果ガスの排出に関わる市民、事業者、行政、その他すべての活

動を対象とします。温室効果ガスの90％以上を占めるCO2の排出量は、次の部門別に算定します。 

部門 概要 

産業部門 製造業、非製造業（農林水産業、鉱業、建設業）におけるエネルギ

ー消費に伴う排出量を算定します。 

運輸部門 
自動車及び船舶での移動や貨物の運搬に関わるエネルギー消費に伴

う排出量を算定します。 

民生業務部門 
事務所、病院、商業・サービス業、公共施設等におけるエネルギー

消費に伴う排出量を算定します。社用車の排出量は除きます。 

民生家庭部門 
一般家庭におけるエネルギー消費に伴う排出量を算定します。自家

用車の排出量は除きます。 

廃棄物部門 一般廃棄物、産業廃棄物の処理に伴う排出量を算定します。 

 

温室効果ガス排出状況及び削減目標 

国が国際的に約束した年度に準じて2013年度（平成25年度）を基準年とし、温室効果ガスの排出量を算定します。

そして2020年度（平成32年度）と2030年度（平成42年度）を目標年として、将来排出量を推計します。 

室戸市の現況年（2013年度）における温室効果ガス総排出量はCO2に換算して115,975 tになります。そして、

将来の温室効果ガス排出量は、現状から特段の対策を行わない状況を想定すると棒グラフのように推移し、目標年

（2020年度・2030年度）の排出量は、国に準じて定めた削減目標（赤線）を超過すると予測されます。 

そこで、更なる温室効果ガス排出量の削減に向けて次のページに掲げる施策を進めていきます。 
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施策体系 

温室効果ガス削減目標の達成に向けて、以下の施策体系により、地球温暖化対策を進めます。 

行政の取り組み 

気候変動適応策への対応（災害、健康、食料など地球温暖化の進行に伴う影響への対応） 

❑気候変動適応策を全庁横断的施策として位置付け 

❑災害対策、医療対策など潜在的に実施されている気候変動適応策の継続的推進 

地球温暖化防止に向けた情報提供や市民・事業者の啓発 

地球温暖化対策の率先的取り組み（地球温暖化対策実行計画の策定・運用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進体制 

第二次計画及び実行計画の推進に当たっては、「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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産業界における低炭素社会実行計画（経団連）の推
進・強化 
省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進 
❑省エネ機器の導入 
❑ＥＳＣＯ事業（省エネルギーの包括的なサービス

事業）の推進 
エネルギー管理の徹底 
❑エネルギー使用状況の把握・分析
❑省エネ診断の実施 

産

業

部

門 

 低公害車、環境適応車等の導入 
❑電気自動車（ＥＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ、

ＰＨＶ）、超小型モビリティ等への順次買い替え
（自家用車、社有車、公用車等） 

物流の高効率化 
各種インフラの整備 
❑ＥＶ充電スタンド等の設置 

運

輸

部

門

 産業界における低炭素社会実行計画（経団連）の推
進・強化 
 省エネルギー性能の高い建築物・設備・機器の導入

促進 
❑建築物の省エネ改修の実施 
❑省エネ機器の導入 □ＥＳＣＯ事業の推進 
 エネルギー管理の徹底 
❑エネルギー使用状況の把握・分析
❑省エネ診断の受診 

民

生

業

務

部

門 

省エネ型ライフスタイルへの転換 
省エネ家電、高効率給湯器等の導入 
❑省エネ家電の導入 
❑高効率給湯器の導入 
太陽光発電、蓄電システムの導入 
住宅の省エネルギー化の推進 
❑ネット・ゼロ・エネルギーハウス（光熱費が実質

ゼロの住宅）の導入 
❑住宅の省エネリフォームの促進 

民

生

家

庭

部

門


