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資料4-2
課名称

１

事業名称

内
訳

3862 環境教育等推進事業

該

事業番号

事業費

成果指標名

（千円）

成果指標

事業内容

備考
（関連計画など）

地球を守るまち
（１）地球環境の保全
①地球温暖化の防止
○地球温暖化防止に関する意識啓発を行います。

環境課

環境月間に合わせ、えべつ地球温暖化対策地域協議会との共催により「え
べつ環境広場」を開催しています。【H2９えべつ環境広場来場者：６５０
名】

191

○江別市地球温暖化対策実行計画に基づき、市の事務事業における温室効果ガス排出量の削減に努め 環境課
るとともに、市域の排出実態についても定期的に把握します。
（環境政策）

江別市地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効果ガスの排出量目標値を
定め、毎年度進捗状況を把握しています。

○市民・事業者とともにエコドライブ※1を推進します。

広報えべつにエコドライブ関連の記事を掲載し、市民の意識啓発を図って
います。

環境課

○自家用車の使用抑制を進めるため、バスやJRなど公共交通機関の利用を促すとともに、自転車を有
政策推進課
効活用できる環境づくりを進めます。

○道路整備や冬期の除排雪の充実などにより、渋滞の少ない円滑な交通環境づくりに努めます。

137 生活バス路線運行補助事業

全

28,901 バス路線の廃止数（系統数）

全

15,053 実施済み項目の割合

都市建設課

6496 高砂駅周辺整備事業

街路整備課

3805

江別の顔づくり事業（街路事業
該
等）

街路整備課

3805

江別の顔づくり事業（街路事業
該
等）

江別の顔づくり事業（野幌駅周辺
5104 土地区画整理事業）（補助事業
該
分）
江別の顔づくり事業（野幌駅周辺
6127 土地区画整理事業）（単独事業
該
分）

都市建設課
土木事務所
（道路管理課）

6571 道路橋梁再整備事業
642 道路橋梁管理経費（臨時費）

全
全

0
83%

赤字バス路線に補助金を交付することで、生活バス路線の維持確保を図っ
ています。
JR高砂駅への送迎車両用の停車場と、駐輪場の整備を同時に行うことで駅
利用者の利便性が向上します。
サイクルシェアリング事業を実施し、自転車の利用及び、野幌駅の利用を
促進しています。（H29年度登録会員84名）

都心地区整備基本計画

162,378

江別の顔づくり事業として、野幌駅周辺に幹線道路網の整備を行います。
（H29年度整備延長L=227.9m）

都心地区整備基本計画

95,153

江別の顔づくり事業として、野幌駅周辺に幹線道路網の整備を行います。
（H29年度整備延長L=121.9m）

都心地区整備基本計画
区画整理課の予算で執行

2,257

江別の顔づくり事業として、野幌駅周辺に幹線道路網の整備を行います。
（H29年度整備延長L=121.9m）

都心地区整備基本計画
区画整理課の予算で執行

1,582

37,206 再整備が完了した幹線道路の割合
437,005 道路維持管理上の不具合件数

冬期間の凍上や老朽化などにより損傷した道路について、車道幅員を広げ
86% るなどの改良を行うことで、車両等の円滑で安全な通行環境を確保しま
す。
858 路面凍上改修工事、道路再整備工事を実施しています。

建築指導課

・HPで低炭素住宅の認定手続きについてのご案内を行っています。
・建築指導課に低炭素住宅のパンフレットを用意し、情報提供していま
す。

◎えべつ版コンパクトなまちづくりを推進し、集約型都市構造化による効率的な都市づくりを進めま
都市計画課
す。

江別市都市計画マスタープラン２０１４【改訂版】にて位置付けしてい
る。

◎住宅・建築物では、低炭素建築物※2についての啓発や情報提供に努めます。

江別の顔づくり事業（野幌駅周辺

街路整備課

5104 土地区画整理事業）（補助事業

該

110,462

分）
地場産物農産物導入支援

◎食品などの輸送距離短縮につながる地産地消を推進します。

農業振興課

5120 （「食」と「農」の豊かさ発見実 該

第２期江別市地球温暖化対策実行計画
【事務事業編】
計画期間：平成26年度～平成30年度

143

践事業）

江別の顔づくり事業として、野幌駅周辺に幹線道路網等の整備を行いま
す。
（H29年度整備延長L=126m）

都心地区整備基本計画
区画整理課の予算で執行

学校給食（リザーブ給食）での地場産農産物導入にかかる費用の半額を支
援する。

第２次江別市食育推進計画

②省ｴﾈﾙｷﾞｰ・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの推進
○エコカーやエコ家電など省エネ製品の啓発を進めます。

環境課

○公共施設や街路灯、事業所などへの、省電力照明や省エネルギー機器の導入を推進します。

環境課
（環境政策）

市民生活課

契約管財課

出前講座「省エネ生活のススメ」を用意しているほか、省エネ啓発ツール
として、ワットモニターの貸出しを行っています。

3862 環境教育等推進事業

一般財団法人 省エネルギーセンターによる公共施設の無料省エネ診断を実
施しています。⇒H29はいきいきセンターわかくさで実施

162 自治会防犯灯設置費補助金

18 庁舎維持管理経費
6044 庁舎改修事業

9215・1350
全 （設置費・奨励 補助対象の街路灯設置数（単位：基）
金）

該

0

自治会が設置する街路灯（防犯灯）の設置費(新設・更新）の一部を補助(補
助率1/2。※補助限度あり ）しており、消費電力の少ないＬＥＤ灯の設置
450 を積極的に進めています。ＬＥＤ灯に更新した際、１灯あたり3,000円の 防犯灯設置費・防犯灯奨励金
奨励金を支給しています。（Ｈ２９補助対象街路灯数４５０灯 全灯ＬＥ
Ｄ）

省電力・省エネルギー機器導入件数
（LED照明等）

施設の維持修繕や改修にあたって、省電力照明や省エネルギー機器の導入
を検討する。（Ｈ29年度は導入実績なし）

都市建設課

H29は対象事業なし

土木事務所
（道路管理課）

6593 公共街路灯新設更新等事業

全

○わが家のエコガイドなどを活用し、家庭における節電・省エネルギー行動の啓発に努めます。

環境課

3862 環境教育等推進事業

該

◎クールビズ、ウォームビズ、節電など、職場での省エネルギー行動を奨励します。

環境課
（環境政策）
職員課

○節水意識の啓発により、無駄な水の使用を削減します。

66,755 公共街路灯数

道路照明設備点検事業により判明した老朽化による倒壊危険度が高い公共
3,320
街路灯の更新撤去を実施しています。
「わが家のエコガイド」を作成・配布し、環境負荷を低減させる生活様式
の普及・啓発をしています。

0

夏季及び冬季において、節電対策実施要領を策定し、職員の節電に対する
取り組み項目を定めました。
クールビズの一環として、6/1～9/30までの期間、ノーネクタイ・ノー上
着等の軽装実施を推奨している。

夏季軽装の実施

環境課
（環境政策）
給食センター

◎環境マネジメントシステム（EMS）に基づき、エネルギーの効率的利用を重視した環境配慮活動に
環境課
努めるとともに、EMS情報を積極的に発信するなど、事業者における環境経営普及のための啓発を進
（環境政策）
めます。

環境マネジメントシステムによる内部環境監査において、各課等に水の使
用量について報告を求めており、節水への意識啓発に努めています。
1059 学校給食事業

全

4684 環境マネジメントシステム事業 該

242,136 水道使用量（2施設合計）

環境経営普及セミナー

30,000㎥

28名

・調理及び洗浄作業時の効率化を図り、水道使用量節減に努める。
平成２８年度使用量
28,854㎥ 平成２９年度使用量 27,872㎥
市内における企業、事業者への環境経営への取り組みを支援し、普及促進
を図るため産学官連携による環境経営普及セミナーを実施しています。
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資料4-2
課名称

◎太陽光発電やバイオマス※1の活用など再生可能エネルギーの導入を推進します。

事業番号

事業名称

内
訳

事業費

成果指標名

（千円）

成果指標

環境課
（環境政策）

事業内容
環境省や経済産業省など各種補助メニュー情報の提供をしています。

教）総務課
建築住宅課
企業立地課

H29は対象事業無し
5528 新栄団地建替事業
4705 企業立地等補助金

該

25,504 補助金認定件数（累計）

30

新栄団地の建替え

各棟に太陽光発電設備を設置する

環境エネルギー関連施設の立地に対し、江別市企業立地等の促進に関する
条例に基づく補助金を交付する。

グリーンエコナジー㈱ 2,130,500円、王
子グリーンエナジー江別㈱ 20,800,000
円、丸〆フードシステム㈱ 2,573,900円

契約管財課

H29は対象事業無し

◎再生可能エネルギーの導入促進のための情報収集に努めるとともに、関連情報を発信できる体制を 環境課
構築します。
（環境政策）
◎ごみ焼却施設における熱回収や下水処理における消化ガスを利用したコージェネレーションシステ
ム※2、アメニティ下水道※3による街路の融雪、地中熱ヒートポンプなど、多様な手法による熱エネル 施設管理課
ギーの有効利用を進めます。

庁内ネットワーク掲示板などを通じ、環境省や経済産業省などの各種補助
メニュー情報の提供をしています。
環境クリーンセンター等長期包
5259 括的運営管理委託事業（委託
該
費）

平成19年10月より環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事
業として、業務委託を実施し、ごみ焼却により発生する有害物質等の排出
を抑制するため適正な運転、維持管理をしています。また、施設の安定的
な稼動のため、定期的な点検整備を実施しています。

935,023

江別の顔づくり事業（野幌駅周辺

街路整備課

備考
（関連計画など）

5104 土地区画整理事業）（補助事業

該

熱エネルギーを有効利用するため、野幌駅南口駅前広場に地中熱ヒートポ
ンプ式ロードヒーティングを整備を行います。

62,715 野幌駅前南口広場採熱孔設置工事

分）

下水道施設課

アメニティ下水道事業

・下水処理水の熱（水温）を利用して、街路の融雪に利用しています。
【アメニティ下水道：江別駅前地区に流雪溝（アメニティ下水道）を設置
し、江別浄化センターの最終沈殿池から出たうわ水を利用して排雪に活用
しています。総延長560ｍ】

浄化センター

消化ガス・コージェネ発電

下水処理の過程で発生する消化ガスを発電に使用するとともに、排ガスの
熱利用を行っています。
【Ｈ２９発電量 １,２８２,１１２kwh 】

都心地区整備基本計画
区画整理課の予算で執行

③酸性雨（雪）対策、オゾン層の保護
環境課

182 環境負荷軽減推進事業

工栄町（環境事務所）にて、酸性雨（雪）の調査を実施しています。
【H2９ ８回測定、平均５.４】

○酸性雨（雪）の原因物質を削減するため、工場などに対し、大気汚染物質の排出規制や指導を行い
環境課
ます。

182 環境負荷軽減推進事業

市内および市に隣接する４事業所と「公害防止協定」を締結し、排出基準
より厳しい協定値以下での操業の遵守を求めています。

○酸性雨（雪）及び越境大気汚染の状況や影響についての情報の収集・調査を行います。

○フロン類などのオゾン層破壊物質については、引き続き適正な回収・処理を行います。

廃棄物対策課

4652 分別・資源化等啓発事業

全

5,710

施設管理課

5207

リサイクルセンター管理運営事
該
業（委託費）

59,960

「分別の手引き」で、除湿機等でフロンガス及び代替フロンガス使用のも
のは市では収集せず、専門業者へ処理を依頼するよう市民へ啓発し、適正
回収・処理を図っています。

江別市一般廃棄物処理基本計画

平成19年度より、リサイクルセンターの維持、管理、資源物の選別業務の
委託業務に含め一体的に行なっています。

（２）循環型社会の実現
①ごみ減量化の推進
・容器包装廃棄物を減らすため、買い物袋を持参するマイバック運動を推
4,931t 進しています。
・トレイ容器等の店舗内回収ボックスの活用や廃食用油回収の啓発。

○買い物袋の持参（マイバッグ運動）、詰め替え製品の購入、使い捨て製品を使わないなど、ごみを
廃棄物対策課
少なくする取り組みを推進します。

4764 ごみ排出抑制啓発事業

全

543 容器包装廃棄物の排出量

○生ごみの減量化を図るため、排出前の水切りや堆肥化の推進、食材を使い切る・食べ残さないなど
廃棄物対策課
の実践、食品残渣の活用方策の研究を進めます。

6114 生ごみ減量化推進事業

全

349 生ごみ堆肥化容器等助成者数

５８人

・生ごみ堆肥化容器購入助成（助成額１,０００円）
・女性協による出前講座等啓発委託

江別市一般廃棄物処理基本計画

○広報やリーフレット、出前講座などによる３Ｒの取り組み、ごみ減量化についての普及啓発を継続
廃棄物対策課
して進めます。

4652 分別・資源化等啓発事業

全

5,710 講習会（出前講座等）参加人数

124人

・「収集日カレンダー」を作成し、全世帯に配布することにより、ごみの
適正排出を推進しています。
・分別やリサイクルに関する出前講座を開催することにより、分別意識の
高揚を図っています。

江別市一般廃棄物処理基本計画

◎事業所への指導・啓発や分別におけるルールづくりなど、事業所におけるごみ減量化を進めます。 廃棄物対策課

4764 ごみ排出抑制啓発事業

全

ホームページや事業者向けパンフレットによる啓発を図っています。

江別市一般廃棄物処理基本計画

○自治会等による集団資源物回収などへの支援を行い、リサイクル活動を推進します。

廃棄物対策課

○まだ使えるものの有効利用を促すため、リサイクルバンク事業の充実やフリーマーケットなどの情
廃棄物対策課
報提供を進めます。

◎浄水汚泥※2の融雪剤への活用や、下水処理過程で発生した下水肥料の農地への還元を進めます。

6113 資源回収奨励事業

全

5374 リサイクルバンク運営事業

全

543
40,781 集団資源回収量

4,886 再利用点数
提供冊数

ごみの資源化、再利用等、循環型社会の形成に大きな効果をあげている集
6,577t 団資源回収の活動を支援し、自治会、各種団体及び回収業者に対し回収し
た資源量に応じた奨励金を交付しています。
・不要となった家具等、再利用可能な品物を回収し、希望する市民に無償
1,206点 で提供しています。
・H29市民からの提供件数752件、来場者数5,324人

江別市一般廃棄物処理基本計画

江別市一般廃棄物処理基本計画

図書館が保存していた雑誌で保存期限が過ぎたものを利用者の皆さまに無
料で提供致しました。

情報図書館

雑誌リサイクル市

浄化センター

下水肥料緑農地還元

汚水の浄化過程からできる汚泥を下水肥料として緑農地に利用還元してい
ます。【H２９発生量 ４,８５７t】

浄水場

浄水汚泥の活用

浄水処理により発生する汚泥（浄水処理過程で添加した粉末活性炭を含
む）を融雪剤として加工・活用しています。【H29汚泥発生量579ｍ３】

1,254

江別市一般廃棄物処理基本計画
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資料4-2
課名称

事業番号

事業名称

内
訳

事業費

成果指標名

（千円）

成果指標

事業内容

備考
（関連計画など）

②適正なごみ処理の推進
○分別の徹底、リサイクル関連団体の活動について、市民への普及・啓発を推進するとともに、資源
廃棄物対策課
物の収集品目拡大などを検討します。

4652 分別・資源化等啓発事業

◎環境クリーンセンター（ごみ処理施設）や民間処理業者の活用による、適切かつ有効なごみ処理体
施設管理課
制を維持します。

5259 的運営管理委託事業（委託費）

該

廃棄物対策課

4764 ごみ排出抑制啓発事業

全

◎不法投棄や野焼きを防止するため、市民や事業者と協働して監視・通報体制を拡大します。

廃棄物対策課

5209 不法投棄物処理経費

全

◎地域で取り組まれているごみステーションの管理を支援します。

廃棄物対策課

5208 指導担当一般管理経費

全

環境クリーンセンター等長期包括

全

5,710 講習会（出前講座等）参加人数

124人

１－(1)－②
施設管理課
事業番号
5259に含む

出前講座の開催や、自治会回覧・ごみコミえべつの発行などにより、適正
なごみ処理の推進を図っています。
１－(1)－② 施設管理課

江別市一般廃棄物処理基本計画

事業番号5259と同様

環境クリーンセンターで処理が困難なごみや、処理の仕方により資源化ができるも
江別市一般廃棄物処理基本計画
のは、市内民間許可業者の活用により、適正処理の確保をは図っています。

543

190 不法投棄物回収個数

905

指導担当一般管理経費からも、不法
委託料「廃家電のリサイクル料・廃パソコン・消火器・適正処理困難物(廃
投棄防止啓発看板・監視カメラの設
タイヤ)の処理費・運搬経費」
置、不法投棄防止のぼり設置
残置シール印刷、出前講座(カラス除けサークルの利用とごみステーション
江別市一般廃棄物処理基本計画
の管理について)、カラス除けサークル貸出

6,912

③環境配慮型製品などの利用促進
○エコマーク※1商品やグリーンマーク※2商品など環境に配慮した製品の購入を推進します。

２

環境課
（環境政策）

グリーン購入調達方針を策定し、各部署が環境に配慮した物品を購入でき
るよう情報提供を行っています。

豊かな自然を育むまち
（１）地球環境の保全
①生物生息環境の保全・野生生物との共存
◎道立自然公園野幌森林公園などの良好な自然は、国や北海道の機関などとの情報の共有や連携をす
環境課
る中で地域ぐるみの保全を進めます。

「道立自然公園野幌森林公園管理運営協議会」等関係団体と連携し、清掃
活動や情報交換を通じて保全に取り組んでいます。

○野生生物の生息域である樹林地などにおいて、「環境緑地保護地区」、「鳥獣保護区」※1などの保 環境課
全手法を活用していきます。

「北海道自然環境保全条例」に基づき、市内３ヶ所（57.9ｈａ）が「環境
緑地保護地区」として指定されています。

◎生物多様性の確保の観点から、緑地や水辺の生態系ネットワークの充実を図ります。

環境課

生物多様性確保のため、周辺地域・学識経験者等から情報収集を行ってい
ます。

◎外来種については、北海道や農業関係団体などとの連携の中で駆除を進めるほか、正しい知識の普
環境課
及に努めます。

特定外来生物であるアライグマ２種及びアメリカミンクについて、防除従
事者講習を実施し、駆除活動の従事者を育成しています。

農業振興課
◎市街地及び周辺のカラス、キツネ、エゾシカ、ハチなどによる生活被害を軽減するために、これら
環境課
野生生物への対応や共存のあり方について情報提供に努めます。

4631 鳥獣被害防止対策事業
5373 有害鳥獣対策事業

全
全

鳥獣捕獲頭数
自然回帰数
133
駆除数

206 鳥獣被害等をもたらす鳥獣対策を行う団体等に対して事業費を補助する。

江別市鳥獣被害防止計画

0 生活被害防止のための対策を行う（捕獲許可等）一方、野生生物との共存
787 に向けた情報提供、広報などでの啓発を行っています。

（２）身近な緑の保全と創出
①水と緑の保全
◎水辺空間の要素を成す河川や湖沼、周辺の樹林地を治水機能との調和を図りつつ保全します。

「環境緑地保護地区」（市内３ヶ所）の指定のほか、保全活動に取組む団
体の活動を紹介し、保全活動への啓発につなげています。

環境課
公園管理事業

都市建設課

市内の都市公園の水辺空間については、周辺環境の調和を図りつつ、適切
な維持管理を実施しています。

755 【（２）③の同事業と一体的に
行っている】

土木事務所
（治水課）

700 河川・調整池草刈等管理経費

全

39,747

154 保存樹木等指定事業

該

165

農業振興課

573 市有防風林整備事業

全

環境課

154 保存樹木等指定事業

該

○緑地、鉄道林や市街地に残る樹林地などは、所有者の理解と協力を得ながら身近な緑として保全・
環境課
維持を図ります。

◎森林での観察会や体験学習など、自然に親しむ機会を充実します。

江別市緑の基本計画

流水、貯水施設の阻害解消及び美観
向上のための維持管理
保存樹木数
樹林地面積

無 市が管理する河川、調整池の草刈、雑木及び不法投棄の処理に係る経費
113本 鉄道林におけるＪＲ北海道との協議のほか、保存樹木等の所有者に対し、
5,362㎡ 管理謝礼の支払い等を通じて保全・維持を求めています。

江別市緑の基本計画

住宅地と隣接している防風林において、衛生環境に配慮し、防風林の下草
刈、枝落し、植栽、枯死木整理等を行います。

2,639

９月に「名木百選ウォッチング」を開催し、市民の緑化意識の啓発を図っ
ています。

107

②緑化の推進
○市民植樹など緑化イベントの開催や啓発活動を通じて、緑化に対する市民意識の向上を図ります。 環境課
○市民団体などが行う植樹活動や花植え活動に対して、支援・相談体制の充実を図ります。

環境課

○街路樹の整備や公共空間の緑化を推進します。

契約管財課

4702 地域緑化事業

全

市民（自治会等）との協働により植樹事業における資材提供などを行い、
地域緑化を推進しています。
18 庁舎維持管理経費

該

2,273 花壇花苗株数

開発指導課

開発行為許可件数

土木事務所
（道路管理課）

3816 街路樹維持管理事業

情報図書館

1004

図書館運営管理事業
（外構管理業務委託）

郷土資料館
（ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ）

3653

浄化センター

５月に「市民植樹」、10月に「石狩川流域300万本植樹inえべつ」を開催
し、市民・関係団体に対し緑化推進とともに緑化意識の啓発を行っていま
す。

1843 植樹イベント参加数(スタッフ込)

３７０株
9

・庁舎前庭を管理し、良好な環境を維持する【2,225千円】
・庁舎周辺の花壇を整備する【 48千円】
江別市宅地開発指導要綱に基づき、街路樹及び公園・緑地等の整備を推進
しています。

該

7,182 剪定本数

該

1180

図書館敷地内の緑地の保全を実施しています。（６,１６３.４㎡）

セラミックアートセンター管理
該
経費（芝刈業務委託）

2,376

・セラミックアートセンター敷地内の緑地の保全を実施しています。
（10,350㎡）

環境整備事業

709 道路街路樹木の剪定を計画的に実施しています。

浄化センター構内の花壇を整備し緑化事業を実施しています。
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資料4-2
課名称

○住宅地、商業地、工業地において、状況に応じた緑化活動を促します。

事業番号

事業名称

内
訳

事業費

成果指標名

（千円）

成果指標

企業立地課

事業内容
工場立地法に基づく特定工場の緑地確保
必要に応じて当該地区内の緑化について助言しています。

環境課
○宅地開発などにおいては、関係者と協議しながら地区内の緑化を検討するとともに、緑地協定や地
環境課
区計画などの諸制度を活用しながら緑の保全と緑化の推進に努めます。

開発協議では緑の基本計画に基づく緑化推進への協力をお願いしているほ
か、若草町の一部においては「緑地協定」を締結しています。
宅地開発等において、公園整備が伴
う際は、適切な施設配置が行われる
様、関係者と協議・調整を行いま
す。

都市建設課

開発指導課
街路整備課

備考
（関連計画など）

開発行為許可件数
江別の顔づくり事業（野幌駅周
5104 辺土地区画整理事業）（補助事 該
業分）

9

江別市宅地開発指導要綱に基づき、街路樹及び公園・緑地等の整備を推進
しています。
野幌駅周辺の、緑化の推進に努めます。
（H29年度、植樹本数N=48本）

4,752

都心地区整備基本計画
区画整理課の予算で執行

③公園緑地の整備
○公園緑地の持つ環境保全やレクリエーション空間、防災空間など多様な機能の適切な維持管理に努
都市建設課
めます。
○市街地の再開発事業などに際しては、公園、緑地の確保について計画的な誘導及び指導を行いま 区画整理課
す。

755 公園管理事業

全

191,999 不具合件数

0

市内の都市公園は、市民が快適で安心して憩えるように、適切な維持管理
を実施しています。
H29は対象事業なし
宅地開発等において、公園整備が伴
う際は、適切な施設配置が行われる
様、関係者と協議・調整を行いま
す。

都市建設課

○身近な公園の整備については、市民参加による計画・整備を進めます。

都市建設課

770 市民参加による公園づくり事業 全

43,464 再整備公園数【Ｈ１５からの累計】

14

公園の再整備に際し、地域の小学生や自治会等によるワークショップを開
催し、利用者意見を取り入れた計画、整備を実施しています。

6,941ha

農業振興地域について、整備計画に沿った土地利用形態を確立することに
より、優良な農用地の確保を図ります。

④農地の保全と活用
○「農業振興地域整備計画」※1に基づき、農地を良好な状態に維持することで、緑景観機能を保全し 農業振興課
ます。
◎グリーン・ツーリズム※2や６次産業化※3、地産地消の活動を支援するなど各種施策展開と連動し、 農業振興課
江別市の農業と農畜産物に対する理解・意識の向上を図ります。

３

520 農業振興地域整備促進事業

5 農用地面積

全

5121 都市と農村交流事業

全

6057 環境測定局維持管理経費

全

1,266 都市と農村交流事業

江別農業振興地域整備計画

都市と農村の交流を推進するため、グリーンツーリズム関連事業者（農産
580762
物直売所・貸し農園・加工各部会）との連携を図るとともに、各種イベン
人
トの開催を支援する。

人にやさしいまち
（１）良好な生活環境の確保
①大気の保全
◎大気環境の常時監視を行います。

環境課

市内の大気測定局において、NOXやSPMなどの大気汚染物質の常時監視を
行っています。

4,936

○工場や事業所から発生するばい煙、粉じんについて、北海道などとの連携により「大気汚染防止
環境課
法」などの法令に基づく排出基準遵守を指導します。
○家庭や事業所でのごみの焼却や野焼きの防止に関する啓発・指導を推進します。

廃棄物対策課

工場・事業所に対し、法令に基づく施設の設置・管理を指導しています。

5208 指導担当一般管理経費

○ごみ処理の過程で発生するダイオキシン類などの有害物質の排出抑制を図るなど、ごみ処理施設の
施設管理課
適正な管理に努めます。

5259 的運営管理委託事業（委託費）

○ごみ処理施設の維持・管理に際しては、環境への影響に関するモニタリング調査の実施に努めま
施設管理課
す。

5267

○低公害車の普及やエコドライブ推進などの啓発に努めます。

環境クリーンセンター等長期包括

全

該

環境クリーンセンター等モニタ
全
リング事業

環境課

4229 ダイオキシン類調査事業

環境課

3862 環境教育等推進事業

全

・広報えべつ、ごみコミえべつ、ホームページ、チラシによる野焼き防止
を周知
・野焼き防止のぼり設置

6,912
１－(1)－②
施設管理課
事業番号
5259に含む
1,094

１－(1)－② 施設管理課

ＳＰＣ（受託事業者）の管理不備指
摘件数

江別市一般廃棄物処理基本計画

事業番号5259と同様

ごみ焼却施設の維持・管理に際し、環境への影響に関するモニタリング調
0 査の実施するため、環境クリーンセンター等運営管理委託事業の監理、指
導を実施しています。
当別町と公害防止協定、八幡自治会と覚書を交わし、ダイオキシン類調査
を実施しています。

589

広報えべつにエコドライブ関連の記事を掲載し、市民の意識啓発を図って
います。

②水質の保全
○河川の水質測定を定期的に行います。

環境課
浄水場

○工場・事業場からの排水については、北海道などとの連携により、「水質汚濁防止法」や「下水道
環境課
法」などの法令に基づく排水基準遵守を指導します。

182 環境負荷軽減推進事業

該

295

河川水質調査で基準をクリアしてい
る割合

市内6河川7地点について、定期的に水質調査を実施しています。
【H29 生活環境項目＝7地点6回8項目、健康項目＝1地点1回26項目】
適切な浄水処理を行うため、定期的に原水（千歳川表流水）の水質検査を
行っています。また、日常的に原水の異常を監視しています。

原水水質測定

182 環境負荷軽減推進事業

84.9%

該

106

公害防止協定に基づき工場排水の水質調査を実施しています。【H29 3
事業所2回】
【公害防止協定に基づく基準値をクリアしている項目の割合：１００%】
（水質汚濁防止法、下水道法は市環境課に指導権限なし。）
・給食センター調理場の廃水の水質検査を毎月実施しています。

給食センター

1059 学校給食事業

全

242,136 下水排水基準を遵守

基準値を遵守 ・対雁調理場汚水処理槽の清掃を年８回実施しています。（水質検査につ

いては未実施）

◎「江別市水道ビジョン」※1に基づき、水の品質と管理水準の向上に努めます。

浄水場

浄水場放流水

浄水場放流水は、水質汚濁防止法の水質基準を遵守して放流しています。

浄化センター

下水処理水

下水処理水は下水道法や水質汚濁防止法の水質基準を遵守して放流してい
ます。

浄水場

水道水質の品質向上

水安全計画により、水源から給水栓に至る危害管理と管理基準を設定し、
水道水の安全性を確保しています。

H25 水安全計画策定
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資料4-2
課名称

事業番号

事業名称

内
訳

○排水処理施設の適切な維持管理に努めます。

給食センター

1059 学校給食事業

○一般廃棄物最終処分場の浸出水処理施設※2や下水道施設の適切な維持管理に努めます。

施設管理課

環境クリーンセンター等長期包
5259 括的運営管理委託事業（委託
該
費）

○汚水処理の未普及区域の解消を図るとともに、公共下水道区域外においては、合併処理浄化槽
普及を推進します。

全

浄化センター

浄化センター建設事業
浄化センター維持管理事業

の 廃棄物対策課

3713 合併処理浄化槽設置整備事業

全

農業振興課

4727 合併処理浄化槽設置貸付事業

全

事業費

成果指標名

（千円）

242,136 適正な維持管理

成果指標

事業内容

備考
（関連計画など）

点検の実施 毎月点検を実施し、適正な維持管理に努めています。
平成19年10月より環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業
として、業務委託を実施し、ごみ焼却により発生する有害物質等の排出抑
制など適正な維持管理を行なうとともに、最終処分場の放流水を基準値以
下とするため、排水処理施設の適正な管理を実施しています。

39,901

計画汚水量に対応する施設建設を進めるとともに、施設の維持管理を行っ
ています。

※3

3,687 補助金交付世帯数（累計）

下水道認可区域外における家庭から排出される生活排水の適正処理の推進
344 するため、合併処理浄化槽の設置に係る費用の一部を補助。（H29年度： 生活排水処理基本計画
9基）
生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽の設
置に係る補助残額を貸付する。

180 設置基数

H2９実績なし

③騒音・振動の防止
○騒音発生施設を有する工場・事業所などに対し、関係法令に基づき規制基準の遵守、並びに施設の
環境課
適切な維持管理を指導します。
○家庭生活に伴う騒音防止対策の啓発に努めます。

環境課

工場・事業所に対し、法令に基づく施設の設置・管理を指導しています。

182 環境負荷軽減推進事業

該

一般地域における騒音の環境調査を計画的に実施しています。
【H29 一般地域調査6地点】
【基準値を達成した測定箇所の割合：91.6％】

300

特定建設作業の実施届出時には、法令遵守を指導するとともに、付近の環
境に配慮するようお願いしています。
【H29 届出13件、参考届16件】

○建設作業に当たっては、低騒音・低振動型の工法・建設機械の導入のほか、適切な工事時間帯の選
環境課
定を推進します。
建築住宅課
○自動車交通騒音の定期的な測定を行い、あわせて不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速
環境課
などによる自動車騒音・振動防止を啓発します。

工事監理において、施工業者に指導・助言を行っている。

4214 建築設計監理一般管理経費
182 環境負荷軽減推進事業

該

1,512

182 環境負荷軽減推進事業

該

256

自動車騒音常時監視（面的評価）を計画的に実施しています。
【H29 2路線6区間】

④悪臭の防止
○工場・事業所などへの立入検査を実施するとともに、悪臭発生施設並びに防止施設の維持管理や近
環境課
隣への配慮について指導・啓発します。
○悪臭の発生を低減化するため、畜舎の適正管理及びふん尿処理施設の設置を指導します。

公害防止協定に基づき立入調査、悪臭物質の測定を実施しています。
【H29 1事業所1回】
【測定箇所における協定値をクリアしている項目の割合：１００%】

環境課

H2９は対象事業無し

農業振興課

4862 家畜排せつ物処理施設設置貸付事業 全

660 家畜排せつ物処理施設設置整備率

100%

江別市家畜排せつ物処理施設設置資金（江別市農業振興資金特認資金）を
設置し、融資機関（農協）が農業者に貸し付ける資金の原資の一部とし
て、市が融資機関に無利子で預託を行うことにより、農業者への貸付利率
の低減（無利子貸付）を図る。

○家畜排せつ物を堆肥化する場合、または堆肥等を使用する場合には、悪臭の発生防止に努めるよ
農業振興課
う、助言・指導します。

4862 家畜排せつ物処理施設設置貸付事業 全

660 家畜排せつ物処理施設設置整備率

100%

江別市家畜排せつ物処理施設設置資金（江別市農業振興資金特認資金）を
設置し、融資機関（農協）が農業者に貸し付ける資金の原資の一部とし
て、市が融資機関に無利子で預託を行うことにより、農業者への貸付利率
の低減（無利子貸付）を図る。

100%

市内4地点における大気・水質・土壌中のダイオキシン類について、調査を
実施しています。

⑤化学物質、その他の環境汚染等の防止
○関係機関との連携・協力により、ダイオキシン類の環境測定を推進するとともに、それらに関する
環境課
適切な情報提供に努めます。
○家庭や事業所でのごみの焼却や野焼きの防止に関する啓発・指導を推進します。

廃棄物対策課

○内分泌かく乱物質（環境ホルモン）※1について情報収集と提供に努めます。

環境課

○シックハウス症候群※2を未然に防止するための対策・指導を行います。

環境課
建築住宅課

182 環境負荷軽減推進事業

該

1,140

5208 指導担当一般管理経費

全

6,912

大気ダイオキシン調査で基準をクリ
アしている割合

・広報えべつ、ごみコミえべつ、ホームページ、チラシによる野焼き防止
を周知
・野焼き防止のぼり設置

H2９は対象事業無し
H2９は対象事業無し
4214 建築設計監理一般管理経費

設計において使用材料について配慮し、施工前後にVOCの測定を行ってい
る。
建築確認申請時に法に適合しているか確認し、工事完了後に施工状況につ
いての報告を求めています。

建築指導課
◎公共施設の新築・改修に際して、化学物質の影響に配慮した施工に努めます。

建築住宅課

4214 建築設計監理一般管理経費

工事監理において、施工業者に指導・助言を行っている。

◎建築物の解体工事などにおけるアスベスト粉じんの飛散防止対策を促進します。

建築住宅課

4214 建築設計監理一般管理経費

設計・工事監理において配慮している。

◎PRTR制度（化学物質排出移動量届出制度）の趣旨に基づき、化学物質のリスク情報の提供や使用
環境課
量の低減に努めます。

○農薬や化学肥料を減らし、安全・安心な環境にやさしいクリーン農業を推進します。

農業振興課

◎放射性物質や電磁波については、国などの知見や動向を注視し、情報の収集・提供に努めます。

環境課

江別市一般廃棄物処理基本計画

対象事業所からの届出について、年度ごとに江別市域分を集計していま
す。

環境保全型農業支援事業

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の
持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、化学肥
料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う、地球温 Ｈ２９実績なし
暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を行う農業者及び農業者
団体に対して支援する。
携帯電話基地局等の設置の際には、設置者に市への情報提供および近隣住
民への説明をお願いしています。

◎地下水位の定期的な観測により地盤沈下の状況を適切に把握します。

環境課

工栄町にて地盤沈下の経年調査を行っています。

◎「土壌汚染対策法」に基づく届出や、汚染土壌の適正処理の指導を行います。

環境課

該当なし（土壌汚染対策法に係る届出・指導は北海道の事務）。
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資料4-2
課名称

４

事業番号

事業名称

内
訳

事業費

成果指標名

（千円）

成果指標

事業内容

備考
（関連計画など）

うるおいとやすらぎのあるまち
（１）個性と魅力ある都市空間の創造
①地域特性を活かした空間・場の創造

○都市景観賞、景観パンフレット（えべつの景観）などにより、都市の景観に対する意識の向上を図
都市計画課
ります。

○都市計画に関する施策と連動し、景観制度の活用による景観の保全・創出などを誘導します。

714 都市景観創出事業

全

市民
企画展の開催日数
120
美原大橋ライトアップ日数
企画展参加人数

・企画展（まちづくり彩々展）を中央公民館、野幌公民館、大麻公民館、
118,979
旧町村農場で開催。
28
・景観パンフレットを発行し、市民等に配布しています。
0
・美原大橋のライトアップを行っています。（平成24年7月以降節電のた
340
め休止）
都市景観施設設置事業（現廃止）にて整備した施設について、修繕や維持
に関する補助を実施しています。

都市計画課

○歴史的な建造物や文化財、れんがを活用した建物などを地域の環境特性を踏まえながら保存・活用
商工労働課
を図ります。

4648

歴史的れんが建造物保存活用事
全
業

10,568

6080

江別アンテナショップGET’S
全
管理運営事業

7,695

旧ヒダ工場の他、近代産業遺産を含む歴史的れんが建造物の保存、活用を
行う。
「旧ヒダ工場」建物活用賑わい創出・魅力発信事業
都市計画マスタープランにて（歴史的な建造物や文化財等に限定したこと
ではない）環境や地域特性に応じた都市づくりの基本方針の記載がある。
（都市マスP50～P52、3-2景観 P60～P61、2)景観 P69、2)景観
P76、2)景観 P80、2)景観 P86、2)景観

都市計画課

生涯学習課

1220 ガラス工芸館管理運営経費

全

郷土資料館

965 文化財発掘等一般管理経費

該

2,614 来館者数

1,205

各種文化財の適正な維持管理や保護及び江別ガイドブックシリーズの販売
をおこない、保存活用を図っています。

182

H29は対象事業無し
H29は対象事業無し

開発指導課

3801 町名板再整備事業

全

1,768 所在確認の問い合わせ件数

土木事務所
（道路管理課）

4219 道路景観づくり推進事業

全

1,310 違反広告物除去数

環境課

3854 花のある街並みづくり事業

全

3,530

○「れんがや陶芸（やきもの）」を通じ、ふるさと意識の醸成を図るため、やきもの市などイベント
商工労働課
の開催や陶芸教室等の活動支援を推進します。

顔づくり推進事業

レンガ造りの建物をガラス工芸作家の工房として活用し、創作活動及び作
品鑑賞の場として公開している

○わかりやすく親しみのある個性的な公共サインの整備推進、景観に配慮した広告物の設置を誘導し 都市計画課
ます。
都市建設課

◎花のある街並みづくり運動を推進します。

ふるさとふれあい推進事業
対象施設：13施設

4647

えべつやきもの市イベント振興
全
事業

郷土資料館
（ｾﾗﾐｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ）

6266 ・陶芸文化普及振興事業

全

廃棄物対策課

5208 指導担当一般管理経費

全

活動団体数
街並みを彩る実践を行う学校の数

2,700 来場者数
7,318

・展示・事業入場者数
・教室・講座等参加者数

未貼付箇所への街区町名板の貼付、幹線道路信号機への町名板の設置によ
8
り、住民、来訪者への利便性と案内の向上を図っています。
564

北海道屋外広告物条例に違反する「貼り紙」、「貼り札」及び「立て看
板」の除去を実施しています。

快適で美しい街並みづくりのため、自治会等への花苗斡旋や活動協力金の
103
助成、学校や事業所、個人も含めた参加者の花壇を紹介する花のある街並
26
みづくり写真展を行っています。
41,800 えべつやきもの市に対し補助金を交付
5,828 多くの市民に陶芸の体験や鑑賞の機会を提供し、陶芸文化ひいては芸術文
6,272 化全般に対する市民意識の高揚を図っています。

②地域の環境美化の推進
◎ごみのポイ捨て防止、ペットの排せつ物の処理など環境美化に係る普及・啓発を進めます。

◎商店街や街路での花植えや清掃活動などを通じ、街並みや景観についての市民意識の醸成を図りま
環境課
す。

6,912

広報えべつ、ごみコミえべつ、ホームページによる周知

江別市一般廃棄物処理基本計画

花植え活動を推進している団体等を紹介しているほか、植栽や緑化につい
てのアドバイスを広報誌に掲載しています。

3854 花のある街並みづくり事業

都市計画課

H29は対象事業無し

（２）参加と協働による環境保全
①環境教育・環境学習の充実

◎地域や学校での環境に関する教育や学習活動を推進・支援します。

環境課

3862 環境教育等推進事業

該

1,892

6470 太陽光発電啓発事業

該

0

・日本リサイクルネットワーク・えべつ／ごみ減量体験講座「買い物ゲー
ム」を通して江別のごみ処理の仕組みやごみ減量について学びました。
【参加者：896名】
・酪農学園大学環境ＧＩＳ研究室空中写真授業／江別の大型空中写真（4㍍
×4㍍）を使用して、まちの移り変わり、環境の変化などを学びました。
【参加者：496名】
・㈱ノーザンフロンティア ソーラー発電出前授業／地球温暖化防止につい
て太陽光パネル、実験キットを使用して学びました。【参加者：492名】

学校教育課
◎各種環境教育・環境学習メニューの体系整備を進めます。

環境課
生涯学習課

H29は対象事業無し
環境教育・環境学習メニューの充実を図っています。
H29は対象事業無し
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資料4-2
課名称

◎子どもから大人まで幅広く環境学習に参加できるよう、市民向け環境学習・環境イベントの内容充
環境課
実に努めます。

生涯学習課

事業番号

事業名称

内
訳

事業費

成果指標名

（千円）

3862 環境教育等推進事業

該

1,615

6470 太陽光発電啓発事業

該

125

4449

えべつ市民カレッジ(四大学等
連携生涯学習講座)事業

全

1,208 江別市民カレッジ講座数

成果指標

事業内容

備考
（関連計画など）

・水辺の自然塾／江別の自然環境を活かして早苗別川で川の生物などにつ
いて学習しました。【参加者：児童19名】
・弁天丸・ボートで学ぶ石狩川と千歳川／江別河川防災ステーション発着
でボートを漕いで千歳川の自然環境を観察しました。【参加者：児童8名】
・出前環境学校／H24から協働ねっとわーくに委託し、実施しています。
【参加者：児童609名】
・市民環境講座／環境についての学習の場を提供し、市民の環境に対する
意識を高めるため、5回シリーズで開催。【参加者：122名】
・出前ミニエコ講座／子育て等で講座に参加する機会の確保が難しい方を
対象に、子育て支援センター等で開催。【参加者：7名】
・えべつ環境広場／環境月間に合わせ、えべつ地球温暖化対策地域協議会
との共催により「えべつ環境広場」を開催しています。【来場者：650
名】
ソーラー発電教室／地球温暖化防止と太陽光パネルについて講義と実験
キットの作成を通して学び、江別ノーザンフロンティア発電所の見学を行
いました。【参加者：児童58名】

158講座

各大学等で開催している市民公開講座と連携し、それら講座を江別市民カ
レッジとして位置付け、統一的に市民へ提供する。市民カレッジのひとつ
として「ふるさと江別塾」を開催する。

◎「環境経営普及セミナー」など、事業者への環境経営普及に係るプログラムの充実に努めます。

環境課
（環境政策）

市内企業にける環境経営への取り組みを普及、促進するために環境経営普
及セミナーを実施しています。/参加人数：28名

◎出前環境学校や工場見学会など、新たな環境学習機会の創出に努めます。

環境課

新たな環境教育・環境学習メニューを随時検討しています。

生涯学習課

連携する大学等の公開講座の科目と
して、環境をテーマとしたものがあ
る。

H29は対象事業無し

②環境教育・環境学習の基盤強化
◎環境教育活動推進員の養成など、環境教育・環境学習に携わる人材の育成を推進します。
◎教職員に対する情報提供やセミナーなどの開催を通じ、教職員の環境知識の向上を図ります。

環境課

3862 環境教育等推進事業

該

H24より協働ねっとわーくに委託し、環境教育活動推進員の募集及び指
導・育成を実施しています。【H29年度環境教育推進員の育成人数：１6
名】

783

環境課

H2９は対象事業無し

学校教育課

H29は対象事業無し

環境課
◎石狩川や道立自然公園野幌森林公園などの自然に親しめる場や、郷土の歴史や文化などを学ぶこと
ができる施設等を適切に保全し活用します。
郷土資料館
生涯学習課

963 郷土資料館管理運営経費
4770

全

学社融合事業
全
（地域間交流・体験活動事業）

13,109 来館者数
293 事業参加数

7,698

郷土資料館等を適正に管理し、市民に江別の歴史や文化財について学ぶ場
を提供し、利活用の促進を図っています。
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地域・学校・家庭と連携を図りながら、地域間や異世代との交流による体
験活動を、子どもたちに提供する。

③環境活動に関する連携・協働体制の構築
◎環境イベントや環境調査結果など、環境に関する情報をわかりやすく広く市民へ発信します。

環境課

広報えべつや市ホームページ、環境調査等の概要をまとめた冊子「えべつ
の環境」により、情報提供を行っています。

◎様々な環境関連団体情報の集約・充実に努め、それをわかりやすい形で市民に提供します。

環境課

市ホームページ等における情報提供を行っています。

◎環境関連活動を行っている多様な主体とのネットワークの充実に努め、情報共有並びに相互の協力
環境課
体制づくりを進めます。

環境課

えべつ地球温暖化対策地域協議会や、環境学習の実施団体との連携のさら
なる充実を図ります。

3862 環境教育等推進事業

該

6470 太陽光発電啓発事業

該

2,675

◎出前環境学校や工場見学など環境学習の充実に向け、大学や市民、環境活動団体・事業者など多様
な主体との連携を図ります。

0

・日本リサイクルネットワーク・えべつ／ごみ減量体験講座「買い物ゲー
ム」を通して江別のごみ処理の仕組みやごみ減量について学びました。
【参加者：896名】
・酪農学園大学環境ＧＩＳ研究室空中写真授業／江別の大型空中写真（4㍍
×4㍍）を使用して、まちの移り変わり、環境の変化などを学びました。
【参加者：496名】
・出前環境学校／H24から協働ねっとわーくに委託し、実施しています。
【参加者：児童609名】
・㈱ノーザンフロンティア ソーラー発電出前授業／地球温暖化防止につい
て太陽光パネル、実験キットを使用して学びました。【参加者：492名】
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