
2.1 生活環境

2.1.1 水 環 境

2.1.1.1 河川水質

、 、白石市には 白石川や斎川を初めとする１１の一級河川と多くの普通河川が流れており

それらには多数の支流が流れ込んでいます。これらの河川は、生活用水や農業用水として

市民の生活には欠かせないものとなっています。

自然環境を保全するため、河川等に対しては「環境基本法」に基づく環境基準 の水
＊１

域類型 を定めています。公共用水域に汚水や廃液を排出する特定事業場は「水質汚濁
＊２

防止法」や「宮城県公害防止条例 （以下「県条例」という ）により必要な規制が行わ」 。

れています。

本市では、河川水質の汚染の監視のため、河川１８カ所、その他の沢及び川原子ダムな

ど９カ所の計２７カ所において水質の調査を毎年行っています。

水質汚濁の指標となるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） の測定結果（表１－１）を
＊３

みると、概ね良好な水準を維持しています。これは、下水道などの整備が進んだことによ

、 。り 生活雑排水の河川や用水への流入量が減少していることが大きな要因と考えられます

しかし、１９年度の測定値は、いずれの箇所においても前年度測定値より高くなってい

るため、引き続き監視・調査の継続実施が必要です。

なお、県においても白石川、斎川などで水質調査を毎年実施しています。

（単位： ℓ)■表１－１ ＢＯＤ測定結果 mg/

測 定 箇 所 類型 環境基準 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

白石川（上水道水源地） Ａ ２mg/ℓ以下 ０．７ ０.５ ０.７ ０.６ １.１

沢端川（七十七銀行前） Ｂ ３mg/ℓ以下 ０．７ ０.５ ０.８ ０.７ ２.９

谷津川（大鷹沢） Ｂ ３mg/ℓ以下 ０．６ ０.７ ０.８ ０.６ １.２

児捨川（深谷） Ａ ２mg/ℓ以下 １．０ ２.４ １.２ ０.７ １.２

川原子ダム（出口） ＡＡ １mg/ℓ以下 １．１ １.９ １.０ １.６ ２.３

資料：市生活環境課

注：各年度の実測値〔年４回調査（川原子ダムは年２回調査）の平均値〕を示す。

：大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護＊１ 環境基準

し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法に基づき定められており、国や地

方公共団体が公害対策を進めていく上での行政上の目標として定められている。これに対し規制基準は、排出基

準、排水基準、燃料基準などの総称で、法律や条例に基づいて、事業者等が遵守しなければならない基準として

設定されている。

：水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の基準については、河川、湖沼、海域別に利水目的＊２ 水域類型

に応じた水域を区切ってＡＡ～Ｅまでの６段階で類型を設けて、それぞれの水域類型毎に環境基準項目について

基準値を定めている。

（生物化学的酸素要求量：Biochemical Oxygen Demand ：水中の有機物を分解するために微生物が必＊３ ＢＯＤ ）

要とする酸素の量のことで、値が大きいほど水質汚濁が著しいことを示す。
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生活環境の現状と課題

2.1.1.2 水道水源の水質

白石市では、安全で良質な水道水を確保するため、平成１３年３月に「水道水源保護条

例」を制定し水源地域の保護に努めています。

本市の水道は、七ヶ宿ダム（県広域水道からの受水）と市内に４カ所ある湧水を水源と

しており、給水区域内普及率は平成１９年度末現在で９６.６％で、ほとんどの世帯に給

水されています。

給水量全体の湧水の占める割合は約４０％となっており 各水源については 全項目 ５、 、 （

１項目）水質検査を年１回、通常検査９項目を毎月委託機関で実施しています。平成１９

、 。 、年度の水質検査では４カ所すべての水源において 水道法の基準に適合しています また

クリプトスポリジウム 対策として嫌気性芽胞菌（指標菌）検査も同時に毎月実施して
＊４

います。

2.1.1.3 生活排水処理

生活排水処理は、下水道事業を中心に進められており、水洗化率は着実に増加していま

す。

白石市の下水道（表１－２）は、平成１９年度末現在、整備人口は２４，０３４人、普

及率は６１.９％となっています。

（平成２０年３月末現在）■表１－２ 下水道整備状況

行政人口 整備人口 普及率 水洗化済人口 水洗化率
項 目

（人） （人） ％ （人） （％）（ ）

38,849 24,034 61.9 19,866 82.7下水道

資料：市都市整備課 注：整備人口＝処理区域内人口 普及率＝整備人口／行政人口

水洗化率＝水洗化済人口／整備人口

（平成２０年３月末現在）■表１－３ 農業集落排水整備状況

行政人口 整備人口 普及率 水洗化済人口 水洗化率
項 目

（人） （人） （％） （人） （％）

169 0.4 147 87.0薬師堂

38,849 298 0.8 259 86.9斎 川

越 河 1,831 4.7 232 12.7

38,849 2,298 5.9 638 27.8計

資料：市都市整備課

注：越河地区は平成１９年１０月１５日より一部供用開始

：ウシやヒトの腸に感染する人畜共通の寄生虫で、熱には弱く煮沸すると死滅する。＊４ クリプトスポリジウム

感染すると激しい下痢を起こすが、免疫機能が正常な人では、数日間で自然に治る。
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生活環境の現状と課題

下水道事業の計画区域外では、農業集落排水 事業、合併処理浄化槽 整備事業に
＊５ ＊６

よって生活排水の処理が行われています。

農業集落排水事業（表１－３）は、薬師堂、斎川、越河の３処理区の事業が完了し、供

用が開始されています。浄化槽（表１－４）については、平成１９年度末現在１,８６７

基が設置されており、合併処理浄化槽については、平成５年度から設置補助事業を実施し

ております。

（平成２０年３月末現在）■表１－４ 浄化槽整備状況

行政人口 浄化槽区域 普及率 水洗化済人口 水洗化率 備 考
項 目

（ ） ）（人） 内人口 人 （％） （人） （％） (設置基数

38,849 12,517 17.2 5,733 45.8 1,523合 併

955 7.6 344単 独

38,849 12,517 17.2 6,688 53.4 1,867計

資料：市生活環境課

注：浄化槽区域内人口＝行政人口－下水道人口－農集排人口

普及率＝水洗化済人口／行政人口 水洗化率＝水洗化済人口／浄化槽区域内人口

なお、下水道及び農業集落排水事業供用区域の中には、下水道等へ接続していない方が

おり、今後も接続を呼びかけていくことが求められます。

生活・事業活動に伴う排水対策◇ ◇課題

下水道整備等の推進

監視･調査の継続実施

：農業振興地域内の農業集落における下水道を示し、トイレのし尿、台所・浴室等からの生＊５ 農業集落排水

活雑排水を集めこれらをきれいに処理して農業用水路や川にもどすことにより、農村の生活環境を快適にすると

ともに、農村をとりまく水環境の保全や農作物生産条件の改善を図る。

：トイレからのし尿と台所・浴室等からの雑排水を一括して処理できる浄化槽を指す。こ＊６ 合併処理浄化槽

れに対し、し尿のみを処理する浄化槽を「単独処理浄化槽」という。なお、浄化槽法の改正により、現在では単

独処理浄化槽の新設は禁止されている。
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生活環境の現状と課題

2.1.2 大気環境

2.1.2.1 大気質

大気汚染の主な原因となるものは、自動車からの排気ガス、事業活動からの排出ガスな

どがあります。生活環境を保全するため、大気質については、大気汚染の原因となる物質

ごとに「環境基本法」に基づく環境基準を定めています。大気汚染物質を排出する事業所

は 「大気汚染防止法」や「県条例」により適切に管理が行われています。、

県では、大気質の汚染の監視を目的として、県内３３カ所に一般環境大気測定局を設置

しています。白石市内では白石中学校に設置されており、二酸化窒素 、浮遊粒子状物
＊７

質 、光化学オキシダント の調査を行っています。
＊８ ＊９

平成１５年度から１９年度の大気環境測定結果（表１－５）では、二酸化窒素、浮遊粒

子状物質については環境基準を達成していますが、光化学オキシダントについては、達成

されていません （光化学オキシダントは、県内の測定局すべてで環境基準を達成してお。

らず、全国的にも達成率が低い状態です ）。

（測定箇所：白石中学校)■表１－５ 大気環境測定結果

項 目 評価方 環境基準 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

※１法

0.027 0.028 0.026 0.025二酸化窒素 長期的 日平均値0.04 以下ppm 0.024

0.042 0.043 0.046 0.058浮遊粒子物質 長期的 日平均値0.10 3以下mg/m 0.042

0.092 0.090 0.082 0.095光化学 短期的 １時間値0.06 以下ppm 0.082

157 140 175 54ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ ※２ 146

資料：宮城県環境対策課

※１ 長期的評価は、年間を通じた測定結果で評価するもの。短期的評価は、１時間または１日の測定

結果で評価するもの。光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄの１時間値は測定期間中の最高値である。

※２ 環境基準（１時間値が0.06 以下）を超過した時間を表記している。ppm

、 、良好な大気環境の維持のためには 大気汚染物質の発生源の１つである自動車について

低公害車 の利用促進や、アイドリングストップ 、ノーカーデーなどに取り組むとと
＊10 ＊11

もに、工場や事業所などから排出される排ガスに対する指導など、事業活動における大気

環境の負荷低減に向けた取り組みを進める必要があります。

（ＮＯ2 ：一酸化窒素（NO）と酸素の作用等により発生する赤かっ色の刺激性の気体。比較的＊７ 二酸化窒素 ）

水に溶解しにくいので肺深部に達し、肺水腫等を引き起こす。

(ＳＰＭ ：大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、粒径が10μm（マイクロメートル=100＊８ 浮遊粒子状物質 ）

万分の1m）以下のものをいう。呼吸器系への障害等を引き起こす。

（Ｏx ：工場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素等が太陽光線の中の紫外＊９ 光化学オキシダント ）

線により光化学反応が原因で発生すると言われている。一般的には春から夏にかけて、気温が高く、日差しが強

く、風があまりないような日に多く発生する。被害としては、目がチカチカする、喉が痛む、頭痛、吐き気、息

苦しいなどの症状が出ると言われている。１時間値0.12 以上の状態となり、かつ継続が予想されるときは、ppm
注意報が発令される。
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生活環境の現状と課題

2.1.2.2 悪 臭

悪臭は、原因の特定が困難なことや人の臭いに対する感覚に左右されること、風向など

の気象条件に左右されやすいことなどから、取り扱いが難しい問題です。その原因の多く

は、市民の日常生活や事業者の活動と深く関わっています。

生活環境を保全するため、悪臭に対しては「悪臭防止法」や「県条例」により必要な規

制が行われており、市民から苦情があった場合には、原因者に対して改善指導を実施して

います。

本市の悪臭に対する苦情の多くは工場や事業所などでの事業活動を原因としており、保

健所などと連携を図りながら、引き続き現地パトロールの実施や悪臭の発生源対策を指導

していく必要があります。

大気汚染防止対策◇ ◇課題

悪臭防止対策

監視･調査の継続実施

：大気汚染物質の排出や騒音の発生が少なく従来の自動車よりも環境への負荷が少ない自動車の＊10 低公害車

総称。電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリット自動車等が開発されている。

：信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物などの駐停車の時に、自動車のエ＊11 アイドリングストップ

ンジンを停止させること。エネルギー使用の低減、大気汚染物質や温室効果ガスの排出抑制を主たる目的とし、

アイドリングストップ運動という場合もある。
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生活環境の現状と課題

2.1.3 騒 音・振 動

2.1.3.1 騒 音

騒音には、工場・作業場などから生じる工場騒音、建設工事などの作業騒音、自動車・

鉄道などの交通騒音、人が生活することによって生じる生活騒音などがあります。

生活環境を保全するため、騒音に対しては「環境基本法」に基づく環境基準を地域特性

に応じて定めています。工場や建設作業からの騒音、自動車からの交通騒音に対しては、

「騒音規制法」により必要な規制が行われています。カラオケや飲食店、娯楽施設などか

らの騒音に対しては 「県条例」に基づく規制や指導などの対策を講じています。また、、

市民からの騒音に係る苦情に対しては、原因者への立ち入り調査などを行い、改善指導を

行っています。

白石市では、市内３カ所で２４時間自動車騒音測定を毎年実施しており、その結果を表

１－６に示しています。 1の２０ｍ地点の騒音レベル は環境基準を満足していましNO ＊12

たが、０ｍ地点はいずれの年も昼間・夜間とも超過しています。

なお、県においても国道、県道などで自動車騒音測定を毎年実施しています。

また、県では、白石蔵王駅周辺で新幹線鉄道騒音の測定（表１－７）を毎年実施してい

ます。騒音レベルは、いずれの年も環境基準を超過しており、環境基準達成に向け、関係

機関に対策を講じるよう要請していく必要があります。

（単位：ｄＢ）■表１－６ 平成１９年度２４時間自動車騒音調査結果

地 道 路 名 地域区分 距 騒音レベル 環境基準

点 測 定 場 所（ 離 昼間 夜間 昼間 夜間Ｈ19年9月11～12日測定）

国道４号・東北自動車道 第１種住居 0ｍ ７４ ７２ ７０ ６５ＮＯ

１ 福岡長袋字陣場が丘 20m ５８ ５９ ７０ ６５

東北自動車道 無指定 0m ５７ ５７ － －ＮＯ

２ 大平森合字北中屋敷 20m ５４ ５５ － －

国道４号 無指定 0m ７２ ７２ － －ＮＯ

３ 大平森合字権現 20m ６０ ６０ － －

地 距 H15.9.2～3 H16.9.8～9 H17.9.8～9 H18.9.5～6

点 離 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

0ｍ ７４ ７３ ７４ ７３ ７４ ７３ ７３ ７２ＮＯ

20m ５７ ５７ ５７ ５７ ５７ ５６ ５９ ５８１

0m ５７ ５７ ５７ ５７ ５８ ５８ ５８ ５８ＮＯ

２ 20m ５６ ５７ ５５ ５６ ５６ ５７ ５５ ５６

0m ７２ ７２ ７１ ７２ ７２ ７２ ７２ ７３ＮＯ

３ 20m ６１ ６３ ６０ ６２ ６１ ６３ ６０ ６１

資料：市生活環境課

注：距離とは官民境界からの距離を示す。

昼間とは６時～２２時、夜間とは２２時～６時の時間帯を示す。

２、３は都市計画法に基づく用途地域の指定がなく環境基準が適用されない。NO
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生活環境の現状と課題

（単位：ｄＢ）■表１－７ 東北新幹線鉄道騒音測定結果

騒音レベル
測定日 測定地点 類型 環境基準

12.5m 25m 50m 100m

H15.5.15 旭町３丁目 Ⅰ ７０ ７５ ７３ ７３ ６９

H16.5.12 〃 〃 〃 ７３ ７２ ７２ ６８

H17.5.16 〃 〃 〃 ７３ ７３ ７４ ７１

H18.5.12 〃 〃 〃 ７４ ７３ ７１ ６７

H19.6.12 〃 〃 〃 ７４ ７２ ７１ ６７

資料：宮城県環境対策課

注：騒音レベルは、測定した車両本数の上位半数のパワー平均値である。

2.1.3.2 振 動

振動には、工場・作業場や建設工事などから生じる振動や自動車交通からの振動などが

あります。生活環境を保全するため、振動に対しては「振動規制法」や「県条例」により

必要な規制が行われています。市民からの振動に係る苦情はほとんど生じていないため、

振動の状況については概ね良好な状態にあると考えられます。

自動車・鉄道の騒音・振動対策◇ ◇課題

事業活動等に伴う騒音・振動対策

監視･調査の継続実施

：ＪＩＳに規定される指示型の騒音計で測定して得られる値で、騒音の大きさを表す。一般に＊12 騒音レベル

は耳の感覚に似せた騒音計の聴感補正回路Ａ特性で測定した値をdB（Ａ）又はホンで表す。

７０ 騒々しい事務所の中、騒々しい街■音のおおきさの目安 （デシベルｄＢ）

１２０ 飛行機のエンジンの近く ６０ 静かな乗用車、普通の会話

１１０ 自動車の警笛（前方２ｍ） ５０ 静かな事務所、クーラー（室外、始動時）

１００ 電車が通るときのガード下 ４０ 市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼

９０ 騒々しい工場の中、カラオケ（客席） ３０ 郊外の深夜 ささやき声

８０ 地下鉄・電車の車内 ２０ 木の葉のふれ合う音
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生活環境の現状と課題

2.1.4 その他の生活環境

2.1.4.1 土壌汚染

土壌汚染の原因は、工場などで使用された有害物質の漏出や、廃棄物に含まれている有

害物質が廃棄物とともに埋立処分されることのほかに、有害物質に汚染された水が土中に

浸透することによるものなどがあります。土壌汚染は、有害物質による健康被害のほか、

植物の生育に影響を及ぼすことや農作物などを通しての被害をもたらすことが懸念されて

います。

生活環境を保全するため、土壌汚染に対しては「環境基本法」に基づく環境基準を定め

ています。

、 （ ） 、本市では 昭和４８年に小原赤井畑地区にある鉱山跡 戦後閉山 の下流地域の土壌が

カドミウムに汚染されていることが明らかになりました。その後、土壌改良事業により、

現在は環境基準を超えるレベルではありませんが、カドミウムを含む農作物を生産する地

域が確認されています。

、 、 。 、土壌は一度汚染されると 大気や水に比べ その影響が長期にわたり持続します また

土壌の汚染は地下水の汚染の原因ともなることから、化学物質に侵されない安全な土壌と

地下水を保全するため、農薬・化学肥料の使用量削減などの土壌汚染対策の啓発や指導を

進めるとともに、土壌汚染の実態を把握するための監視・調査の継続的な実施が必要とな

ります。

2.1.4.2 地盤沈下

地盤沈下の主な原因は、地下水の過剰な汲み上げであると言われています。

県では、地表面の変動を観測するための水準測量調査を行うとともに、地層ごとの地盤

収縮量や地下水位の動向を観測するための観測井を設置し、地盤沈下の状況を把握してい

ます。白石市内では中央公民館に観測井が設置されています。

平成１９年度宮城県環境白書によると「現在、地盤沈下がみられる地域は、仙台市・塩

竃市・名取市・多賀城市・岩沼市及び利府町、大崎市古川、石巻市、気仙沼市、また、地

盤沈下のおそれのある地域は、石巻地域、大崎平野地域、白石・角田・船岡地域など」と

なっており、市内の一部（粘土層などの軟弱な地盤）の地域が指定されています。

（単位：ｍ）■表１－８ 観測井における地下水位(年平均値）

Ｈ８ Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

39.03 39.27 × 39.92 39.92 39.75 39.72 40.01 40.23 40.02 40.32 40.23

資料：市生活環境課

注：観測井設置箇所は白石市中央公民館（標高４５ｍ）

地下水位は標高換算値である。平成１０年度は水位計の故障により測定不能
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生活環境の現状と課題

表１－８の観測井における地下水位は、ほぼ横ばいの傾向にあり安定しておりますが、

地盤沈下はいったん発生するとほとんど回復不可能であることから、地下水の適切な利用

についての指導や意識啓発等の対策など、県と連携を図りながら未然防止に努めていく必

要があります。

2.1.4.3 有害化学物質

有害化学物質のうち、ダイオキシン類 はごみの焼却などに際して発生するもので、
＊13

健康への被害が懸念されています。

、 「 」生活環境を保全するため ダイオキシン類に対しては ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく環境基準が大気、水質、土壌に定められています。また、同法により排出ガス及

び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制などが行われています。

平成１３年４月から農林漁業に関するやむを得ない焼却などを除いて廃棄物の野外焼却

が禁止され、平成１４年１２月からダイオキシン対策の基準を満たさない簡易焼却炉の使

用が禁止されています。

今後も、有害化学物質の危険性に関する情報収集及び提供や、有害化学物質の排出を防

止する対策を進めていく必要があります。

2.1.4.4 公 害 苦 情

本市の公害苦情件数（表１－９）は、平成１８年度から急増しています。

また、平成１９年度の公害 苦情の内訳（表１－１０）をみると、典型７公害の中で
＊14

、 、 。は 水質汚濁及び悪臭については 畜産事業活動に起因するものが多くを占めております

７公害以外では、不法投棄に関する苦情が多くなっています。

その他の苦情としては、空き地の雑草に関するものが最も多く、次いで集積所内のごみ

散乱、野外焼却、ペットふんの始末など市民生活に関わる苦情が増加傾向にあり、その対

策として個人のモラルの向上が求められています。

公害苦情に関しては、保健所など関係機関と連携を図りながら、適正に対応していく必

要があります。

■表１－９ 公害苦情件数の推移

年度 件 数

Ｈ１５ ４５

Ｈ１６ ２４

Ｈ１７ １３

Ｈ１８ ５５

Ｈ１９ ５１

資料：市生活環境課

注：同一箇所（事業所）に対する苦情が２回以上

あっても１件として計上している。
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■表１-１０ 苦情の内訳（件数）

種 類 １８年度 １９年度

大気汚染 ０ ０

典 水質汚濁 ５ ６

型 土壌汚染 ０ ２

７ 騒音 １ １

公 振動 ０ ０

害 地盤沈下 ０ ０

悪臭 ３ ９

廃棄物投棄 １８ １２

その他 ２８ ２１

合 計 ５５ ５１

資料：生活環境課

土壌汚染・地盤沈下対策◇ ◇課題

有害化学物質の排出防止対策

監視･調査の継続実施

：ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDDs 、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDFs 、及＊13 ダイオキシン類 ） ）

びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称。通常、環境中に極微量に存在する有害な物質。人

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、平成１２年１月「ダイオキシン類対策

特別措置法」が施行され、廃棄物焼却炉などからの排出規制が行われている。

：環境基本法では 「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質＊14 公害 、

の汚濁 水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む 土壌の汚染 騒音 振動 地盤の沈下 鉱（ 。）、 、 、 、 （

物の掘採のための土地の掘削によるものを除く ）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ず。

ることをいう 」と定義している。この７公害を通常「典型７公害」と呼んでいる。。
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2.2 自然環境

2.2.1 動物・植物の保全

市内に棲む小動物の良好な生息環境としては、比較的緑が残っている白石川流域や川原

子周辺などの雑木林とともに、市内のいたるところでタヌキ、ハクビシン、リス、ノウサ

ギなどの小動物が生息しています。

馬牛沼や白石川河畔には白鳥や雁などが毎年飛来し、いたるところでツバメ、スズメ、

ウグイス、メジロなど多くの野鳥を見ることができます。

■表２－１ 白石市で観察できる主な鳥類

主な場所 鳥 名

白石川で オオハクチョウ、コハクチョウ、オナガガモ、マガモ、

コガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ

留鳥 カルガモ、カイツブリ

、 、 、 、河川・小川・ 水辺に留鳥 ハクセキレイ セグロセキレイ キセキレイ カワセミ

水田などで コサギ、ダイサギ、アオサギ、イソシギ、イカルチドリ

留鳥 ホオジロ、カワラヒワ、ヒバリ、キジ

夏鳥 オオヨシキリ

冬 カシラダカ・ツグミ

やや上流で カワガラス、ヤマセミ

大萩山など丘 留鳥 アカゲラ、ウグイス

陵地の森林で 夏鳥 オオルリ、キビタキ、ホトトギス、カッコウ、センダイ

ムシクイ、エゾムシクイ

秋～冬 シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラなどの混群

蔵王連峰を中 亜高山～山地 イワヒバリ（絶滅危惧Ⅱ類 、カヤクグリ、コマドリ、）

、 （ ）、 、心に キクイタダキ サンショウクイ 要注目種 ウグイス

シジュウカラ、ヒガラ、ヤマガラ、コガラ、アオゲラ、

アカゲラ、コゲラ

特に沢沿いで カワガラス、ミソサザイ、キセキレイ

夏鳥 オオルリ、キビタキ

市街地で 留鳥 スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、オナガ、キジバト、シジ

ュウカラ

夏鳥 ツバメ、イワツバメ、カッコウ

秋～春 ジョウビタキ、シメ

資料：白石ガイドブック（Ｈ１５年３月：市振興課発行）

しかし、近年の都市化の進展に伴い、生物の生息地が奪われ、絶滅の危機に瀕している

生物も現れるようになりました。

宮城県では、平成８年度から１２年度の５カ年で「希少野生動植物保護対策事業」とし

て、県内に生息する動植物の分布状況を調査し、絶滅のおそれのある動植物を「宮城県レ

ッドデータブック」 としてまとめています。白石市内で見られる代表的な植物（表２
＊１

－２）のうち、シラネアオイが絶滅危惧Ⅱ類に、トウゴクミツバツツジ、レンゲショウマ

が準絶滅危惧に、また、カラマツ、ザオウアザミ、タカネバラが要注目種に指定されてい

、 、 。るなど 平成２０年７月現在 本市で見られる絶滅危惧植物は１６７種類となっています

市内に残る水と緑に囲まれた豊かな自然環境での良好な生態系を保つため、動植物の生

息しやすい緑地や河川、水辺などの環境を保全・創出する取り組みや、地域の生態系を侵

食する外来種に関する対策を進めていく必要があります。
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■表２－２ 白石市内で見られる代表的な植物

植生帯 主な植物群落 主な植物種

ハンノキ、ヒシ、シロヤナギ、ヨモギ、アズマネザサ、スス平野地帯 ﾊ ﾝ ﾉ ｷ林、水生植物群

キ、ハコベ、ナズナ、メヒシバ、オオバコ、シロツメクサ、落、河辺植物群落、

スギナ、オモダカ、ホタルイ、コナギ、イ、コヌカグサ、チゴ畑地雑草群落、水田

ザサ、ヨシ、オオイヌノフグリ、オニウシノケグサ、ヒメジ雑草群落、帰化植物

ョオン、ゲンゲ群落

モミ、イヌブナ、イヌシデ、チゴユリ、コナラ、コゴメウツ丘陵地帯 ﾓﾐ･ｲﾇﾌﾞﾅ林、 ｺﾅﾗ･ｸﾘ

、 、 、 、 、林 ｱｶﾏﾂ林 ｱｶｼﾃﾞ林、 、 、 ギ カタクリ カスミザクラ ムラサキシキブ ヤマツツジ

、 、 、 、 、ｽｷﾞ人工林 アオキ ヒカゲスゲ アカマツ アカシデ ハウチワカエデ

エゴノキ、アカソ、シュンラン、トウゴクミツバツツジ、チ

ジミザサ、ミゾシダ、クリ、フジ、ニリンソウ、ヤマブキ、

、 、 （ ）、 （ ）キリンソウ スギﾞ(植) シバザクラ 植 サルスベリ 植

ブナ、チシマザサ、オオバクロモジ、タムシバ、ハイイヌガ山地帯 ﾌﾞﾅ林、 ﾄﾁﾉｷ･ｻﾜｸﾞﾙﾐ

ヤ、ムラサキヤシオ、ウリハダカエデ、サワグルミ、リョウ林、 ﾐｽ ﾞ ﾅ ﾗ林、 ｽｽ ｷ草

メンシダ、トチノキ、エゾアジサイ、スミレサイシン、ミズ原、ｽｷﾞ人工林、ｱｶﾏﾂ

、 、 、 、 、人工林、ｶﾗﾏﾂ人工林 ナラ オオヤマザクラ シロヤシオ マイヅルソウ ススキ

アカマツ、カラマツ、レンゲショウマ、コブシ、サラサドウ

ダン、ミズバショウ、シラネアオイ、スギ(植)

ミヤマナラ、ミネカエデ、ダケカンバ、カラマツ、ハクサン亜高山帯 亜高山落葉広葉樹林、

コザクラ、イワオトギリ、ミネザクラ、キャラボク、ナナカｶﾗﾏﾂ林、ﾁｼﾏｻﾞｻ草原、

マド、ハクサンフウロ、ミヤマヤナギ、コメススキ、イワカ火山荒原植物群落、ｱ

ガミ、アオモリトドマツｵﾓﾘﾄﾄﾞﾏﾂ林

ハイマツ、ハクサンシャクナゲ、アカミノイヌツゲ、チシマ高山帯 ﾊ ｲ ﾏ ﾂ低木林、風衝草

ザサ、ザオウアザミ、ミツバオウレン、ツルツゲ、キンコウ原

カ、イワショウブ、イワオウギ、ウスユキソウ、ハクサンイ

チゲ、タカネバラ

資料：蔵王国定公園･県立自然公園蔵王連峰学術調査報告（1968 、白石市植物誌（1983 、） ）

日本植生誌東北（1987）などによる。

動植物の生態系の保全◇ ◇課題

動植物の生息・生育情報の収集・分析

：カテゴリー区分は以下のとおり＊１ レッドデータブック

１絶滅（過去に生育していたことが確認されており、既に絶滅したと考えられる種 ・・２０種）

２絶滅危惧類Ⅰ（ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い種 ・・・２７１種）

３絶滅危惧類Ⅱ（絶滅の危険性が増大している種 ・・・２８０種）

４準絶滅危惧類（存続の基盤が脆弱な種 ・・・２３３種）

５情報不足（評価するだけの情報が不足している種 ・・・２７２種）

６要注目種（現時点で普通に見られるものの、特徴ある生息・生育状況等により注目すべき種 ・・・２２４種）
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2.2.2 森林・農地の保全

2.2.2.1 森林の保全

森林は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化防止、生物多様性の保全など、さまざま

な公益的機能を有しています。また、自然環境や観光、景観資源としても重要な役割を有

しています。

しかしその一方で、林業の担い手の減少や高齢化、木材価格の低迷による経営環境の悪

化などのため、適切な森林管理が困難な状況も見られ、森林（特に人工林）の荒廃が進ん

でいる地域もあります。

白石市の森林面積（表２－３）は平成１７年４月現在、１９，４４７haで市総面積の６

７.９％を占めており、うち公有林と私有林を合わせた民有林面積は１５，１１４haとな

っています。

民有林の人工林面積は８，８５３haで、市制施行１０周年を機に積極的に拡大造林を進

めた結果、人工林率は５８％と県平均の５４％を上回り、その資源は着実に成熟しつつあ

ります。

（平成17年４月現在）■表２－３ 白石市の森林面積

人工林率
保有形態

総面積 立木地

面積(Ａ) 比率 計 人工林(Ｂ) 天然林 (Ｂ／Ａ)

総 数 ％ ％19,447 100 18,811 11,156 7,655 57.4ha ha ha ha
4,329 22.3 4,105 2,303 1,802 53.2国有林

1,018 5.2 969 865 104 85.0公 県有林

1,242 6.4 1,206 879 327 70.8有 市有林

18 0.1 18 11 7 61.1林 財産区有林

2,278 11.7 2,193 1,755 438 77.0計

12,836 66.0 12,513 7,098 5,415 55.3私有林

資料：市農林課

しかし、人工林のうち８齢級以下の保育、間伐などを必要とする林分が５，３８８haで

６１％と多くを占めており、今後、これらの育成途上にある森林の適正な整備が課題とな

っています。

このことから、平成１８年３月に森林整備の基本方針を定めた「白石市森林整備計画」

に基づき、適正な造林、間伐、保育や森林病害虫（松くい虫）防除対策、林業労働者・林

業後継者の育成方策、住民参加による森林の整備などに取り組んでいるところですが、同

計画の着実な推進のためには、森林所有者、森林組合、林業研究会などとの相互の連携及

び官民一体となった森林施業の共同化、効率的な森林施業の推進体制の整備に努めていく

必要があります。

また、同計画では、森林の有する各機能の高度発揮の上から望ましい森林の姿に誘導す

るため、水源涵養機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林 （特に白石川上流」
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自然環境の現状と課題

域の小原・福岡地区の森林 、生活環境保全機能又は健康文化機能を重視する「森林と人）

との共生林 （主に国立南蔵王青少年野営場や白石市不伐の森 を中心とする南蔵王山麓」
＊２

の森林 、木材等生産機能を重視する「資源の循環利用林 （白石全地区）の３つに区分） 」

し整備することとしており、重視すべき機能に応じた適正な森林施業の実施が必要とされ

ています。

2.2.2.2 農地の保全

農地は農作物を栽培する機能だけでなく、水生生物などの生息環境や田園風景を形成す

る景観資源などとしての役割も有しています。また、雨水を貯留して洪水を抑える機能や

緩やかに地中に浸透させて地下水をかん養する機能など、多様な公益的機能を果たしてい

ます。

白石市の農地耕作面積（表２－４）は平成１７年現在、２，１９１haで市総面積の７.

６％を占めており、水稲や野菜、果樹などの栽培が行われていますが、農業後継者不足を

原因とする農家戸数や農業従事者数は、いずれも減少傾向にあり、遊休荒廃農地も中山間

地域を中心に増加傾向を示しています。

このため、本市では 「中山間地域等直接支払交付金事業」や「農地・水・環境保全向、

上対策事業」などを活用して、転作や花栽培、田畑周辺の草刈りを行うなど農地の環境保

全に努めています。

また、農業後継者の確保と育成を行っているほか、豊かな土壌の形成や有機農産物への

関心などの観点から、エコファーマー の認定などの環境保全型農業を推進するととも
＊３

に、学校給食センターにおける「こだわり米」 の使用を初め、農協などと協議しなが
＊４

ら地場産品を給食に取り入れるなど地産地消を推進しています。

今後も地域の農業を育成するとともに、環境保全機能を有する貴重な農地を保全する必

要があります。

■表２－４ 白石市の農家数、経営耕地面積

農家数（戸） 経営耕作面積（ha）

専 業 兼 業 計 田 畑 樹園地 計項 目 自給的
農家

1990年 237 2,238 535 3,010 1,749 895 125 2,770

1995年 247 2,003 537 2,787 1,603 890 80 2,573

2000年 255 1,763 535 2,553 1,529 768 44 2,340

2005年 265 1,494 617 2,376 1,372 784 35 2,191

資料：白石市統計書（農業センサス・世界農林業センサス）

：蔵王連峰の南端にそびえる不忘山（１，７０５ｍ）の東南約５㎞にある川原子ダム湖の＊２ 白石市不伐の森

右岸及び左岸側に位置し、標高５５０㍍前後のなだらかな起伏の火山地形の上にアカマツ人工林及び落葉広葉樹

林の約３９ｈａの森林。白石市では、この地を将来にわたって伐採することなく市民の永久財産として継承する

ため、平成８年３月に「白石市不伐の森条例」を制定している。
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自然環境の現状と課題

森林の保全◇ ◇課題

（森林の公益的、多面的機能の維持増進）

（保育、間伐、病害虫防除などによる森林の適正な整備）

農地の保全

（環境保全型農業の推進）

（地産地消促進）

：持続性の高い農業生産方式（土づくり、化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行う生産＊３ エコファーマー

方式）を導入する計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者をいう。平成２０年３月末現在、白石市内の

２４人を含む宮城県では８，７１４人が認定されている。

：農薬と化学肥料の使用を半分以下に減らして栽培した米＊４ こだわり米
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自然環境の現状と課題

2.2.3 緑化の推進

公園や緑地は、市民の憩いやスポーツ・レクリェーションの場の提供のほか、公害・災

害の発生の緩和、避難・救護活動の場としても活用されています。

本市の公園数は、平成２０年３月現在、総合公園２カ所、都市緑地１カ所、街区公園９

カ所、風致公園１カ所、近隣公園１箇所、その他の公園５１カ所の合計６５カ所、４７.

０９ｈａが供用されています。

また、都市計画区域外には８カ所で１０.５７ｈａ、その他県が設置した河川敷内の公

園施設２カ所で０.９２ｈａがあり、総計７５カ所の公園全体の面積は５８５．８１ｈａ

になります。

平成１９年度の市民一人当たり（平成２０年３月現在人口38,808人）の都市公園等面積

は、１５.０１㎡で、国平均の９.１㎡よりは高くなっていますが、県平均の１５.４㎡に

比べて低い数値（国及び県平均値は平成１９年３月末現在）となっています。

都市化が進むにつれて市民が身近にふれられる緑は減少しつつあり、私たちが暮らすま

ちを緑豊かにしていくためには、多くの人が利用する場所の都市公園等の緑化、街路樹の

整備、個々の建物の周囲の緑を増やしていく必要があります。

（平成２０年３月現在）■表２－５ 都市公園等一覧

種別 公園数 面積(ｍ2) 主な公園名

都 総合公園 ２ 益岡公園、スパッシュランドパーク164,833

市 都市緑地 １ 白石川緑地公園96,085

計 街区公園 ９ 中央、旭町第２、つくし公園ほか20,955

画 風致公園 １ 大萩山公園45,000

区 近隣公園 １ 白石川サッカー公園24,544

域 その他公園 ５１ 桜の小径、花と鳥とのふれあいの公園ほか119,444

470,861内 計 ６５

都市計画区域外 ８ 水芭蕉の森、材木岩公園ほか105,748

県が設置した公園 ２ 斎川公園、白石川切通公園9,200

585,809合 計 ７５

資料：市都市整備課

公用地内の緑化◇ ◇課題

民有地内の緑化
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自然環境の現状と課題

2.2.4 自然とのふれあい

＜ 緑とのふれあい＞

白石市には数多くの緑や自然とふれあう場所があり、樹木などの緑のある場所では、木

の実や樹液を求めてやってくる昆虫や鳥などの動物に出会うことができます。

川原子ダム周辺の「白石市不伐の森」や、大鷹沢地区の「若林公園周辺」の森林は、森

林とのふれあいの場として、四阿、トイレ、歩道などが整備されています。また、白石地

区の「大萩山公園」は、住宅地としての開発が進んでいるにもかかわらず、広葉樹の大径

木が点在するなど優良な里山林が残されており、市民の憩いの場となっています。

「スパッシュランドパーク」では、春には県内一の景観を誇る１２万５千株のシバザク

ラが 秋にはサルスベリやハギの花が咲き乱れます 国の天然記念物に指定されている ヒ、 。 「

ダリマキガヤ」の種子から育てた後継樹を観察することもできます。

「水芭蕉の森・どうだんの森」には木道が設置され、広大なハンノキの湿地帯に白い妖

精のように点々と花咲くミズバショウや、サラサドウダンの群生を自由に散策することが

できます。

、 、昭和５３年に市の木・ブナ 市の鳥・ウグイスとともに市の花に制定されたヤマブキは

鉢森山の裾野や大萩山の縁が見事で、益岡公園、沢端川沿いでも鑑賞できます。

また、新緑と紅葉の時期には、川原子ダム周辺などを散策する「みやぎ蔵王ファミリー

ウォーキング」も行われています。

一方、白石型トラスト運動 によりブナの原生林復元などの環境保全活動に取り組ん
＊５

でいるＮＰＯ法人に対し、市では用地を共有する形で支援するとともに、同法人との協働

により市制施行５０周年を記念して開始された「４万人市民の森づくり事業」には、毎年

多くの市民が参加しています。

そのほか、木とのふれあいと緑化思想の高揚、啓発を図るため、平成９年５月に白石市

で開催された全国植樹祭を記念し、毎年５月３日と４日に、みどりの少年団による募金活

動や緑化木の配付を行うとともに、１１月の白石市農業祭では 「緑のフェスティバル」、

を開催し緑とのふれあう場を提供しています。

今後とも、このような景観を保全・維持向上していくとともに、動植物や緑とのふれあ

いの場を創出する取り組みを進める必要があります。

：南蔵王の森林再生に取り組んでいる「ＮＰＯ法人蔵王のブナと水を守る会」が、平＊５ 白石型トラスト運動

成１３年に白石市と共有で南蔵王不忘山麓に植林地約１３ を取得し、平成１４年から毎年６月に市内外の個人ha

・企業の参加のもと植林祭を行っている。植林終了後、森林の再生が確認できた際には、白石市が「不伐の森」

として指定し、永遠の蔵王の森林として、官民一体となって管理していく。
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＜ 土とのふれあい＞

土とふれあう場としては 郡山地区にある市民農園 表２－６ や河川ふれあい農園 表、 （ ） （

２－７ 、生ごみ資源化事業所（以下「シリウス」という ）に隣接する農業ハウスでの） 。

いちごなどの栽培、市内小中学校に設置されている学童農園などがあり、農地の確保と市

民が農業にふれあう場を提供しています。

また、市外在住者を対象とした田舎暮らし体験ツアーでは田植え、稲刈り体験を取り入

れています。

今後とも、土とのふれあいの場をより充実させるため、農業と市民とのふれあいの創出

を図り、農業・農地への理解や関心を深める必要があります。

■表２－６ 市民農園

区画数 所在地 総面積 １区画面積 開設年月日

１０２ 郡山平成171 2他 平成３年１０月- 6,497㎡ 40㎡

資料：市農林課

■表２－７ 河川ふれあい農園

区画数 所在地 総面積 １区画面積 開設年月日

２５ 郡山字西堀33 3他 平成１７年３月- 2,516㎡ 45㎡

資料：市都市整備課

＜ 水辺とのふれあい＞

複数の河川が流れる白石市は、水辺とふれあう場に恵まれています。

市内中央を流れる「沢端川」のいきいきプラザ付近には、展望デッキ「ふれｉデッキ」

が設置され、鯉やカモなどを観察することができます。沢端川清流の水面に映る四季の眺

めはすばらしく、市内でも有数の環境良好な場所として知られています。

白石川上流にあり国の天然記念物に指定されている「材木岩」の対岸には、親水路で水

遊びができる「水と石との語らいの公園」が整備されています。

小原温泉のそばを流れる白石川の渓谷は、明治の文豪徳富蘇峰が「碧玉渓」と詩に詠ん

だ名勝で、約２㎞の遊歩道が整備されています。

白石川河川敷（福岡蔵本地区）には、水の豊かな白石の原点となる切り通し「片平観平

隧道」 の復元や、魚道観測テラスなどの水辺を中心とした「切通公園」があり、気軽
＊６

に自然を体験できます。

白石川と馬牛沼には、毎年３００～４００羽のハクチョウとカモ、ユリカモメなど多数

：藩政時代の初め、農業用水や生活用水は白石川（蔵本大堰）を堰き止め城下に導水してい＊６ 片平観平隧道

たが、洪水のたびに堰が破られ水不足が続き、これを修復するための労役に服していた領民は塗炭の苦しみを舐

めていた。これを見かねた片倉家臣片平観平が、天保年間（１８３０年頃 、私財を投じ、白石川より２０ｍも）

高い城下に水を導くため、１０年の歳月をかけ約４５０ｍにも及ぶ岩盤を掘り抜いた。これが蔵本大堰切通（片

平観平隧道）である。
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の野鳥が飛来しています。なお、馬牛沼地区では 「森・ため池を楽しむ」などをテーマ、

としたワークショップが開かれ、地域の子供たちが野鳥観察会や森と沼の役割に関する講

演会などに参加し、地域の自然について学んでいます。

そのほか 郡山地区斎川右岸には散策路型の公園である 桜の小径公園 斎川公園 か、 「 」「 （

たらいの水辺 」が整備されています。）

今後とも、白石川を初めとする河川の保全に努めるとともに、水辺や河川沿いの遊歩道

の整備など、親水空間の創出に関する取り組みが必要です。

自然とのふれあう場の保全と創出◇ ◇課題

多様な自然とのふれあい活動の推進
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2.2.5 歴史的・文化的環境の継承

城下町として歴史を刻んできた白石市には、数多くの貴重で歴史的な文化遺産が今日に

伝えられています。平成２０年８月現在、国指定文化財が５件、県指定文化財が５件、市

指定文化財が１７件指定されており、史跡や文化的建造物などが今でも大切に保存されて

います。また、深谷神明神楽、鷹巣神明太神楽、坂谷神楽、白川犬卒都婆のゴンダチなど

の地域の伝統芸能や伝統文化も継承されています。このほか、遺跡や古墳が３９５カ所に

及びます。

今後も、指定文化財や埋蔵文化財等の歴史的な文化遺産についての調査研究を推進する

とともに、各種ガイドの充実等による歴史や文化財の紹介、歴史的な文化遺産と緑の調和

したまちづくりを進め、市民とのふれあいの機会を創出していく必要があります。

（平成２０年８月現在）■表２－８ 指定文化財一覧

種 別 名 称 所 在 地 指定年月日

小原の材木岩 小原清水・上台 昭 9. 5. 1

国 小原のヒダリマキガヤ 小原湯沢神前 昭17.10.14

指 天然記念物 小原のコツブガヤ 小原御仮屋 昭18. 2.19

定 ヨコグラノキ北限地帯 小原上台 昭17.10.14

球状閃緑岩 大鷹沢大町菊面石他 大12. 3. 7

史 跡 鷹巣古墳群 鷹巣 昭46.11. 9

県 建 造 物 片倉家中武家屋敷旧小関家 西益岡町 平 5.12.24

指 旧上戸沢検断屋敷木村家住宅 小原上台 平16. 3.30

定 工 芸 技 術 日本刀鍛錬技術 宮城昭守 平16. 3.30

天然記念物 嘉右衛門山の逆さケヤキ 大平中目字梨ノ木平山 平17. 5.10

堂田遺跡 福岡八宮 昭48. 7.25

郡山横穴古墳群 郡山穴ノ前 〃

史 跡 世良修蔵の墓 福岡蔵本 〃

片倉家御廟所 〃 〃

白石城跡 益岡町 昭57. 7. 2市
工 芸 品 白石焼壺 片倉重信 昭57. 7. 2

指 白石焼・山神講徳利一対 白石市 平12. 3.15

彫 刻 阿弥陀如来像 当信寺 平 4. 4. 1

定 民俗文化財 小原の百矢納め 小原 平13. 4.12

榊流大町神楽 大鷹沢大町 平18. 5.11

建 造 物 旧刈田病院本館 亘理町 平20. 7. 7

栃原の一本杉 福岡深谷字栃原山 平14. 3.29

傑山寺の一本杉 南町二丁目 〃

天然記念物 湯口寺のイチョウ 福岡深谷高野原 〃

堂形のケヤキ 福岡蔵本字堂形 〃

鎌先のトチノキ 福岡蔵本字鎌先 〃

常林寺のヒガンザクラ 南町一丁目 平20. 7. 7

資料：市社会教育課

歴史的文化財の保全◇ ◇課題

歴史的・文化的環境とのふれあい創出
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2.3 循環型社会

2.3.1 一般廃棄物の抑制

白石市の平成１１年度から１８年度までの一般廃棄物 搬入量の推移は表３－１に示
＊１

すとおりとなっています。ごみ総量は平成１６年度以降は増加傾向にあります。また、リ

サイクル率は平成１５年度のシリウスの稼動を契機として上昇しています。

平成１８年度でみると、市民１人１日当たりの排出量は９６８gで、平成１６年度以降

は増加しています。また、リサイクル率は２０％に留まっており、事業廃棄物を含めた廃

棄物の抑制が依然として大きな課題となっています。

なお、可燃ごみは角田衛生センターへ、不燃ごみ及び紙類を除く資源ごみは仙南リサイ

クルセンターへ、紙類は古紙回収業者へ搬入されています。

（単位：トン）■表３－１ 白石市の一般廃棄物搬入量の推移

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

12,089 12,125 12,401 10,428 9,613 9,731 10,227 10,069可燃ごみ ａ

418 428 525 474 499 490 491 483不燃ごみ ｂ

84 134 43 52 61 66 78 59粗大ごみ ｃ

947 1,033 912 595 457 474 530 530直接搬入ごみ ｄ

13,538 13,720 13,881 11,549 10,630 10,761 11,326 11,141小 計（a+b+c+d） ｅ

1,349 1,173 1,239 1,098 962 978 891 951資源ごみ（缶等） ｆ

0 0 478 976 1,134 986 979 1,153資源ごみ（紙類） ｇ

213 289 308 257 237 328 300 348資源ごみ 集団回収 ｈ（ ）

－ － － － 416 434 409 373資源ごみ(生ごみ)※１ ｉ

1,562 1,462 2,025 2,331 2,749 2,726 2,579 2,825小 計（f+g+h+i） ｊ

15,100 15,182 15,906 13,880 13,379 13,487 13,905 13,966合 計（e+j） ｋ

41,466 41,180 41,069 40,759 40,432 40,202 39,923 39,539人 口（人）※２ Ｌ

998 1,010 1,061 933 907 919 954 968１人１日当たり ｇ ※３（ ）

10.3 9.6 12.7 16.8 20.5 20.2 18.5 20.2リサイクル率(％)※４ j / k

資料：白石市一般廃棄物処理事業実態調査

（ ） 、 、 、※１:資源ごみ 生ごみ は シリウスへ搬入された生ごみのうち異物 脱水残さを除いた数量であり

異物及び脱水残さは可燃ごみに算入されている。

※２:人口は各年10月１日現在 ※３:１人１日当たり排出量はｋ/Ｌ/365で算出

※４:資源ごみとして排出されたごみのうち資源化されないごみがあるため、環境省が公表しているリ

サイクル率とは異なる （環境省公表の白石市のリサイクル率は平成１８年度１８．６％で県内。

１４位であり、県平均の１８．１％を上回っている ）。

家庭ごみ排出の抑制◇課題◇

事業ごみ排出の抑制

：家庭から生じた廃棄物と、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの（事＊１ 一般廃棄物

務所・商店等から生じた紙ごみ、飲食店から生じた生ごみなど）をいう。
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循環型社会の現状と課題

2.3.2 廃棄物の排出と処理

2.3.2.1 不法投棄、ごみのポイ捨て防止

本市では、平成９年１２月に「白石市空き缶等の散乱の防止に関する条例 （以下「ポ」

イ捨て禁止条例」という ）を制定し、不法投棄などの一掃により努めていますが、人通。

りの少ない空き地や山林、道路、河川などにおいては、ごみの悪質な不法投棄やポイ捨て

が依然として多く見られます。

今後も、不法投棄やごみのポイ捨て対策を強化するため、保健所、警察署などと連携を

図りながら、不法投棄監視パトロールの実施や不法投棄防止看板の設置、ポイ捨て禁止条

例の啓発と趣旨徹底を図るなど、市民のモラル向上と市民参加による環境美化活動の推進

により、まちの美化を図る必要があります。

2.3.2.2 市内一斉クリーン作戦

市民参加による環境美化活動として、平成１４年より白石市公衆衛生組合連合会と白石

市の共催により、春と秋の年２回、全市民が一斉に住居周辺の道路などの清掃を実施する

「市内一斉クリーン作戦」が行われています。また、この時期と合わせて、ボランティア

の方々による沢端川の清掃や事業所による清掃奉仕活動も行われています。

2.3.2.3 ごみ分別・排出状況

平成１９年度において、仙南地域広域行政事務組合（以下「仙南広域」という ）及び。

構成市町で、可燃ごみの組成分析（表３－２）を行いました。本市においては、可燃ごみ

の中に紙類を初めとした資源ごみが約１８％含まれているなど、ごみ分別の徹底が依然と

して大きな課題となっています。

■ （単位：重量比％）表３－２ 白石市の可燃ごみ組成分析結果

Ａ＋Ｂ＋Ｃ
調査日

可燃ごみ Ａのうち 資源ごみ Ｂのうち 不燃ごみ
Ａ 生ごみ Ｂ 紙類ごみ Ｃ

82.67 53.36 16.75 13.27 0.58 100.019. 7.20

81.34 34.46 18.03 16.39 0.63 100.019. 8.31

79.53 35.09 19.97 12.23 0.50 100.019.11.30

82.16 47.60 17.63 13.70 0.21 100.020. 2.22

81.42 42.62 18.10 13.89 0.48 100.0平 均

資料：仙南地域広域行政事務組合

また、集積所に排出されたごみ袋の中には分別されていないものや、指定日と異なった

品目を出して収集されずに集積所に残っているものがよく見られることから、さらなる分

別・排出マナーを周知徹底する必要があります。

なお、事業系ごみは、ごみ処理場に自己搬入するか収集運搬許可業者に収集を委託する
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循環型社会の現状と課題

こととなっていますが、依然として地域のごみ集積所へ搬出する事業者が見受けられるこ

とから、適正なごみ排出の指導を強化していくことが求められます。

2.3.2.4 一般廃棄物処理施設の整備

焼却施設などの一般廃棄物処理施設の整備及び維持管理は、仙南広域で行っています。

現在、本市の可燃ごみは角田衛生センターで焼却処理しています。平成４年度の稼動以

来、ダイオキシン類の排出を低減化する改造工事などを行い今日に至っています。

また、不燃ごみ、資源ごみなどの中間処理後の無価物などは、白石市鷹巣にある仙南最

終処分場で平成９年度から埋立処分をしております。

両施設とも適切な運転・管理により、ごみ処理に支障を来すような設備等の不具合は生

じていませんが、一般的には焼却施設の寿命は２０～３０年と考えられていることや、最

終処分場の埋立容量にも限界があるため、今後、仙南広域では構成市町との連携を図りな

がら、老朽化による補修や新規施設の整備などを検討していくこととされています。

私たちは、焼却施設や最終処分場の延命化を図るためにも、より一層のごみの減量・分

別排出の努力が求められています。

2.3.2.5 災害廃棄物の処理

災害廃棄物の処理については、平成１８年２月に策定した「白石市地域防災計画」との

整合性を図りながら、具体的な集積場所や収集運搬体制などを定めた「災害廃棄物処理計

画」を策定していく必要があります。

2.3.2.6 その他

平成１１年に施行された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

（以下「家畜排せつ物法」という ）により、家畜ふん尿の野積みが禁止されていますの。

で、畜産農家に対して適切な処理をするよう継続指導していく必要があります。

また 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （以下「廃掃法」という ）の一部改正に、 」 。

より、平成１３年４月から廃棄物の野外焼却（野焼き）が一定の例外を除き禁止されまし

た。しかし、野外焼却は依然として多くの地域で見られており、野外焼却に関する禁止規

制の周知徹底をしていく必要があります。

不法投棄の防止◇課題◇

環境美化の推進

廃棄物の適正な排出の指導強化
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循環型社会の現状と課題

2.3.3 リサイクル

2.3.3.1 ごみのリサイクル

家庭ごみの分別については、平成１５年４月から現行の品目となり、大別すると、可燃

ごみ、不燃ごみ、資源ごみの３種類に区分されます。その中で資源ごみは、缶、プラスチ

ック、ビン（無色・茶色・その他 、ペットボトル、紙類（新聞紙、雑誌・本、衣類、段）

ボール、紙パック類、雑紙類）に細分化されており、現在、１２品目のリサイクルに取り

組んでいます。

2.3.3.2 シリウスの運営

■表３－３ シリウス生ごみ搬入者内訳可燃ごみについては、表３－２の組成分析

搬入量 割合結果に示すとおり、生ごみが４２％を占めて
搬 入 者

ｋｇ ％います。本市では、生ごみの減量化とリサイ

64,745 13.8クルを図るため、平成１５年４月からシリウ 学校給食センター

10,065 2.2スを稼働しています。 保育園

130,165 27.8シリウスは、学校給食センターや公立病院、 家庭（自治会）

28,970 6.2旅館、市内事業所、モデル自治会などから排 公立病院

234,050 50.0出される生ごみを発酵処理し、得られるバイ 一般事業者

467,995 100.0オガスを燃焼発電することにより、自設備へ 計

資料：市生活環境課 ※平成１９年度実績の電気及び農業用ハウス、学校給食センター

へのお湯（熱量）の供給を行うもので、環境

負荷軽減と食農教育の意識向上、ごみの減量化への啓蒙に寄与しています。生ごみ搬入者

の内訳（表３－３）では、一般事業者が半数を占めており、次いでモデル自治会、学校給

食センターとなっています。

シリウスへの生ごみの搬入量の推移は表３－１にあるとおりで、年々減少しており、安

定した生ごみ搬入量の確保が望まれます。

2.3.3.3 白石市まちをきれいにリサイクル運動報奨金

本市では、平成３年度から、自治会、子ども会、老人クラブ、ＰＴＡなどの団体が、再

■表３－４ リサイクル運動報償金

登録団体 活動回数 回収量(ﾄﾝ)

Ｈ１５ ８３ １６９ ２３７

Ｈ１６ ８６ ２５２ ３２８

Ｈ１７ ８７ ２３８ ３００

Ｈ１８ １０１ ２４８ ３４８

１９ １００ ３８９ ３６３H

資料：市生活環境課
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循環型社会の現状と課題

生資源の集団回収を通して行うリサイクル運動に対し、対象となる回収品目を売却した販

売額と同額を報償金として交付しています。平成１４年度には既設の報償金に回収量に応

じた額を加算し、資源の有効活用を図るとともに、地域コミュニティづくりに寄与してい

ます。回収量（表３－４）は年々増加しており、平成１９年度は３６３トンとなっていま

す。

以上のようなことに取り組んでいますが、本市のリサイクル率の向上のため、５Ｒを見

据えた３Ｒ 運動の促進、シリウスへの生ごみ搬入システムの確立、ＢＤＦ などの新
＊２ ＊３

たなリサイクル仕組みづくりの検討が必要とされます。

３Ｒ運動の推進◇課題◇

新たなリサイクル仕組みづくりの検討

白石市生ごみ資源化事業所「シリウス」

○所在地：福岡長袋字天王６－２５

○敷地面積：約６，０００㎡（うち施設８００㎡、温室８００㎡）

○愛称シリウスの由来：シ＝しろいし、リ＝リサイクル、ウ＝うまい、ス＝すてきな施設

○処理能力：３ｔ／日

○生ごみ処理フロー（生ごみが電気と熱に変わるまで）

（１）前処理施設

①受入ホッパー（生ごみ投入）→②分別機（生ごみに誤って混入した異物を除去）

→③スラリータンク（生ごみと水を混ぜ合わせスラリー状にする）

（２）メタン発酵

④バイオリアクター（約10日間かけてスラリー状の生ごみを分解、バイオガスを発生させ

る。１日当たり最大４８０㎥のバイオガスができる。この量は一般家庭のお風呂に例える

と、およそ１５０軒分のお風呂のお湯を沸かせるエネルギーになる）

（３）バイオガス前処理

⑤脱硫塔（バイオガス中に含まれる硫黄分を取り除き、安全に利用できるガスにする）

→⑥ガスホルダ（バイオガスを溜める）

（４）発電

⑦マイクロタービン発電機（バイオガスを高速で燃やして電気を発生させる。発電能力は

３０ 。施設電力の約２０％を賄う）kw/h
→⑧排熱ボイラ（発電により出る排気の熱を利用し、排熱ボイラで熱交換し温水を作る。

温水は農業用ハウスと学校給食センターに供給する）

： ごみを出さない 「一度使って不要になった製品や部品を再び使う 「出たごみはリサイクルす＊２ ３Ｒ 「 」 」

る」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位のこと 「リデュース（ ＝ごみの発生抑制 「リユー。 ）」Reduce
ス（ ＝再使用 「リサイクル（ ＝再資源化 」の頭文字を取ってこう呼ばれている。一般的にReuse Recycle）」 ）

は、この３Ｒに「リフューズ（ ＝ごみになるものを買わない 「リペア（ ＝修理して使う 」Refuse Repair）」、 ）

を加えて５Ｒと言われている。

（バイオディーゼルフュエル ：植物性廃食用油の資源化技術のひとつ。生成した再生油は、硫＊３ ＢＤＦ ）

黄酸化物をほとんど含まず、黒煙を1 2～1 3に減少させるため、 （粉塵除去装置）の装着の必要がなく、/ / DPF
ディーゼルエンジン搭載車両用のクリーン燃料として注目されている。燃費や走行性は軽油とほとんど変わ

らず、混用も可能である。反応が簡単で大規模なプラントを必要としないこと、業者や市民による地域の廃

食用油回収運動と結びついていることに特徴がある。
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2.4 地球環境

地球温暖化2.4.1

地球温暖化は、人間活動の拡大により、太陽からの熱を地球に封じ込める働きを持つ二

酸化炭素などの温室効果 ガスが大量に排出されることで地表面の平均気温が上昇する
＊１

現象です。すでに異常気象などにより私たちの生活に影響が出始めていますが、今後農業

生産や生態系、人体などへ深刻な影響が出てくるものと懸念されています。

地球温暖化防止に向けて、先進各国が二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の削減を

。 、行うことを規定した京都議定書 が平成１７年に正式に発効しました 京都議定書では
＊２

日本は温室効果ガスの総排出量を平成２０年から平成２４年までの５年間に、平成２年の

レベルよりも６％削減することが目標として定められました。

平成１７年度現在、わが国の温室効果ガスの排出量は、平成２年の水準から約８％増加

しており、京都議定書に定める削減目標を達成するためには、平成２４年度までに温室効

果ガスの排出量を現在から約１４％削減しなければなりません。具体的には、全国で約１

億７千５百万トン、国民１人当たりでは約１.４トンの二酸化炭素を削減する必要があり

ます。１人当たりで約１.４トンの二酸化炭素の削減のためには、１人当たりのガソリン

または灯油の消費量を現状から約６００リットル減らすことになります。

この目標達成のためには、省エネルギーに努め、太陽光発電や風力発電などの「新エネ

ルギー」を推進することにより石油などの化石燃料 の消費を減らすことが必要です。
＊３

現在、目標達成に向けた各種の取り組みが全国レベルで展開されていますが、現状で推移

した場合、目標の達成は非常に困難な状況です。

地球温暖化防止対策2.4.1.1

白石市では、地球温暖化防止に向けて市民、事業者に対する規範となるべく、平成１４

年２月にＩＳＯ１４００１ の認証を取得しました。これを契機として、市役所内のす
＊４

べての課や公民館、幼稚園、保育園などで省エネルギー活動（環境管理活動）を行い、上

：大気中の微量ガスが、地表面から宇宙空間に放出されるべき熱を吸収してしまい、大気の温度＊１ 温室効果

が上昇する現象。赤外線の形で放出されるべき熱を吸収する気体には、水蒸気、二酸化炭素、フロンガスなどが

あるが、近年特に、人間の活動に伴う二酸化炭素の増加が著しく、気候の温暖化が懸念されている。

：地球温暖化を防止するため、二酸化炭素など６種類の温室効果ガス（GHG）の排出削減を法的＊２ 京都議定書

に義務付けるよう求めた国際協定。１９９７年に京都市で開かれた「気候変動枠組み条約第３回締約国会議 （C」

OP3）で採択された。先進国の温室効果ガス排出量について法的拘束力のある数値目標が設定されており、２０

０８年から２０１２年の５年間に、１９９０年（一部ガスは１９９５年を選択できる）比で日本は６％の削減が

義務付けられている。ただし、この数値目標はあくまで国の目標であって、国民あるいは事業者の目標（義務）

ではない。

：石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない有限性の燃料資源。現在、＊３ 化石燃料

人間活動に必要なエネルギーの約85％は化石燃料から得ている。しかし、化石燃料の燃焼にともなって発生する

硫黄酸化物や窒素酸化物は大気汚染や酸性雨の主な原因となっているほか、二酸化炭素は地球温暖化の大きな原

因となっており、資源の有限性の観点からも、環境問題解決の観点からも、化石燃料使用量の削減、化石燃料に

頼らないエネルギーの確保が大きな課題となっている。
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水道、紙、電力、Ａ重油、灯油、プロパンガス、ガソリン、軽油、一般廃棄物の使用量の

目標値を毎年度各部 １４年門で設定し、削減に取り組んでいます（表４－１ 。また、平成）

４月に環境物品等の調査の推進に関する基本方針を策定し、グリーン購 を推進して入
＊５

います。

■表４－１ 市庁舎・関連施設の各種使用量

一般廃棄物上水道 紙 電力 Ａ重油 灯油 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ｶﾞｿﾘﾝ 軽油

(㎥) (㎏) (kwh) (ℓ) (ℓ) ｶﾞｽ(㎥) (ℓ) (ℓ) (㎏)

Ｈ１３ 39,735 35,548 889,076 169,376 43,298 11,030 51,239 32,889 121,972

Ｈ１４ 37,791 29,705 875,704 165,477 46,342 11,174 47,492 29,128 113,612

Ｈ１５ 34,659 32,501 851,770 159,577 36,970 10,437 45,177 27,978 112,652

Ｈ１６ 33,590 30,433 896,635 155,403 35,768 10,277 44,172 30,529 108,593

Ｈ１７ 33,722 33,256 959,545 158,515 37,186 10,609 44,800 20,386 101,480

Ｈ１８ 33,274 30,549 957,661 151,463 28,815 10,497 41,992 18,823 99,483

Ｈ１９ 31,247 28,310 956,820 140,232 29,150 10,250 46,290 17,129 95,478

21.4 20.4 7.6 17.2 32.7 7.1 9.7 47.9 21.7増減比(％) △ △ △ △ △ △ △ △

資料：市生活環境課 注：増減比＝（ １９年度÷Ｈ１３年度－１）×１００H

さらに、平成１５年３月には 「白石市地球温暖化防止実行計画」を策定し、市役所の、

業務に関する地球温暖化の防止に取り組んでいます。この計画の目標値は、平成１３年度

を基準とし、温室効果ガスの年間排出量を１％以上削減するというものですが、平成１９

年度は３.１％の削減を達成し、温室効果ガス総排出量は２,５３２ｔ－CO2となっていま

す。

今後は、地球温暖化防止実行計画の見直しを行うとともに、市内全域を対象とした「地

球温暖化対策地域推進計画」を策定し、市、市民及び事業者が一体となって温室効果ガス

の排出を抑える取り組みを進める必要があります。

2.4.1.2 酸性雨の状況

欧州や北米では、酸性雨（酸性雪） による森林や湖沼などの生態系への影響が報告
＊６

されています。日本でも、全国的に酸性雨が観測されていますが、現時点では酸性雨によ

：環境マネジメントシステムの国際規格であり、環境に配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステ＊４ ISO14001

ムを構築した組織に与えられる認証である。生産、流通、廃棄などの一連の事業活動における環境保全対策を体

系的に(1)計画立案、(2)実行、(3)チェック、(4)改良していくシステムとして平成８年９月に制定され、企業は

もとより自治体での認証取得も活発になってきている。

：製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、価＊５ グリーン購入

格、機能、品質だけでなく 「環境」の視点を重視し、環境への負荷が出来るだけ少ないものを優先的に購入す、

ること。

：大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物が取り込まれて、水素イオン濃度（pH）５.６以下となった酸＊６ 酸性雨

性の雨をいう。原因物質の排出源としては、工場や自動車からの排出ガスなどがあげられる。
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る生態系や土壌などへの影響は明らかになっていません。

本市では毎年、酸性雪の測定調査（表４－２）を行っており、今後も継続的に実施して

いくことが必要です。

単位：ｐｈ■表４－２ 酸性雪検査結果

第１期 第２期 第３期 第４期

平成１５年度 ７.２ ６.９ ６.６ ６.７

平成１６年度 ６.５ ６.５ ６.６ ６.５

平成１７年度 ６.６ ６.９ ６.７ ６.８

平成１８年度 採取不可 ６.４ ３.８ ４.３

平成１９年度 ５.２ ５.４ 採取不可 ４.７

資料：市生活環境課

測定箇所は市役所屋上、 調査期間は各年度１月から２月で１期は１週間単位

2.4.1.3 オゾン層の破壊

オゾン層 は、フロンガス などのオゾン層破壊物質が大気中に放出されることで破
＊７ ＊８

壊されます。オゾン層の破壊は、有害な紫外線の増加につながり、皮膚がんや白内障など

の健康障害を発生させるおそれがあるだけでなく、生物の遺伝子障害・発育障害など生態

系に悪影響を及ぼします。

フロンガスは、各種スプレー製品、冷蔵庫、エアコンなど身近な製品に数多く使われて

きましたが、それらの製品を廃棄する場合には適正な処理が必要です。

地球温暖化防止対策の推進◇課題◇

：強い紫外線による光化学反応で、成層圏に達した酸素（O2）がオゾン（O3）に変わり形成され＊７ オゾン層

たオゾン濃度の高い大気層。地上から２０～２５㎞に存在する。オゾンは生物に有害な波長を持つ紫外線を吸収

する。近年、極地上空でオゾン濃度が急激に減少している現象が観測され、フロンガス等によるオゾン層破壊が

問題となっている。

：炭化水素の水素原子が、いくつか塩素原子とフッ素原子で置き代わった化合物の総称。熱に＊８ フロンガス

強く、冷媒や溶剤として優れた性能を持つため、クーラーや各種スプレー、半導体製品の洗浄剤として広く利用

されてきた。しかし、成層圏に達してオゾン層を破壊することから、地表に到達する紫外線を増加させ、人間や

生態系に影響を及ぼすおそれがあるとして、国際的に問題となっている。
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2.4.2 省資源・省エネルギー

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の削減のためには、化石燃料の消費を減らし、

省エネルギーの推進に努める必要があります。

本市におけるエネルギーの使用状況についてみると、電力の総使用量（表４－３）はほ

ぼ横ばいで推移しています。また、水道の総使用量（表４－４）は、わずかながら減少傾

向で推移しています。

今後とも、市民・事業者へクールビズ・ウオームビズ や低公害車・低燃費車などの
＊９

普及を図り、一層の省エネルギーの推進に努める必要があります。

（単位：1000 ）■表４－３ 白石市の電力量の推移 kwh

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

電 灯 71,594 73,672 75,676 74,831 77,304

電 力 197,217 201,600 206,720 205,116 206,077

計 270,811 275,272 282,396 279,947 283,381

4,878 5,015 5,178 5,188 5,2711人当たり（ ）kwh

資料：白石市統計書（東北電力）

１人当たり＝電力（電灯を除く）／行政人口

（単位：1000 3）■表４－４ 白石市の水道給水量の推移 m

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

4,585 4,735 4,682 4,421 4,350上 水 道

129 126 128 132 145簡易水道

4,714 4,861 4,810 4,553 4,495計

123 128 127 122 122１人当たり(m3)

資料：白石市統計書（市水道事業所）

１人当たり＝水道給水量（上水道＋簡易水道）／給水人口

省資源・省エネルギーの促進◇課題◇

地球温暖化防止の一環で、クールビズは夏のオフィスの冷房設定温度を省エ＊９ クールビズ・ウォームビズ：

ネ温度の28度にし、それに応じた軽装化する夏のビジネススタイルのこと。ウォームビズは、秋冬のオフィスの

暖房設定温度を20度にし、暖かい服装を着用する秋冬のビジネススタイルのこと。
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2.4.3 新エネルギー

化石燃料の大量消費による二酸化炭素の多量排出といった地球環境問題のため、石油に

代わる代替エネルギーとして新エネルギーへの期待が高まっています。

新エネルギーは、太陽光、太陽熱、風力、バイオマス などの自然エネルギーを利用
＊10

、 、 。したものと 水素を利用した燃料電池 ごみを集めて発電する廃棄物発電などがあります

環境への負荷が少ないだけでなく、エネルギーの安定供給の確保、持続可能な経済社会の

構築に寄与できることが特徴です。国は、平成９年に「新エネルギー利用等の促進に関す

る特別措置法」を制定し、新エネルギーの導入の進展を図っています。

本市では、バイオマスエネルギーを活用した「シリウス」を平成１５年度から稼働して

います。

新エネルギーの導入推進◇課題◇

化石燃料以外の生物由来の有機性資源で、基本的に再生産可能なものをいう。主なものとし＊10 バイオマス：

ては、家畜ふん尿、食品廃棄物、建設廃材・林地残材等の廃木材、製紙工場からの黒液、下水汚泥などがある。

主な活用方法としては、肥料、燃料の他、発酵等による燃料化などのエネルギー利用がある。
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2.5 市民の参加と協力

2.5.1 環境教育・環境学習

2.5.1.1 リサイクルプラザ

いきいきプラザの２階にあるリサイクルプラザでは、資源を有効利用し価値のあるもの

を作り出すリサイクル教室やフリーマーケットなどを開催し、ゴミ減量・リサイクルの普

及・啓発を図っています。

また、ボランティアグループまんさくによるリサイクル活動や、白石工業高校生徒によ

る「おもちゃの病院 （壊れたおもちゃを診察・治療する）の開院など、市民主体の特色」

ある活動も行われています （表５－１）。

■表５－１ いきいきプラザでのリサイクル教室等

参 加 者 数 （人）
開催日 主 な 内 容

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

８１フリーマーケ １６９ １７０ ９７ １０４
毎月１回

ット 店舗 店舗 店舗 店舗 店舗

短 前期、後 ネクタイ・布切れ端などを

期 期ともに 使って「ミニタペストクス １３８ １３８ ２３５ ２０５ １６６

教 全５回 カバー 「ショッピングバ」

リサイク 室 ッグ」作り ほか

ル教室 定 ペットボトルで 風車 虫「 」「

期 かご 、牛乳パックで「菓 ８３ ２４ ４７ ５５ １６０」

教 毎月１回 子皿 「ペン立て 、食用廃」 」

「 」「 」室 油で 石けん ロウソク

作り ほか

毎月１回 古布から小物入れ作り － － － ７２ １４７
自 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

主 まんさく

活 白石工業 夏休み期 ２４組 １４組 ２３組 １９組 ７組おもちゃの病院
動 高校 間１～２日 親子親子 親子 親子 親子

そ の 他 随 時 広告チラシ、牛乳パックか ３７ ３１－ － － 大人 大人

らハガキ作り ８４ 560子供 子供

資料：市生活環境課

2.5.1.2 市内一斉小中学校ごみ分別学習作戦

市内小中学校では、子どもたちの環境・道徳意識を高めるため、環境に関する授業や清

掃活動、ごみ分別といった取り組みの中で、資源の大切さやごみに対するモラルなどを学

習する「市内一斉小中学校ごみ分別学習作戦」を平成１８年度から実施しています （表。

５－２）

また、ごみの分別やリサイクルに関する「副読本」を子どもたちに配付し、環境教育の

充実を図っています。
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■表５－２ 市内小中学校一斉ごみ分別学習作戦の主な取り組み（平成１９年度）

学 校 名 主 な 実 施 内 容

白石第一小学校 ・総合学習で「環境」をテーマとしゴミ処理場見学

・家庭から出るアルミ缶回収運動での収益で車椅子を寄付

白石第二小学校 ・ＰＴＡと一緒にクリーンウォーク（地域のごみ回収・分別）

越河小学校 ・ＰＴＡの廃品回収活動に参加

斎川小学校 ・クリーン活動（地域内のごみ回収・分別の実施）
・角田衛生センターを見学

大平小学校 ・学校周辺の清掃活動

・アルミ缶プルタブ回収活動の収益で車椅子等の寄付

大鷹沢小学校 ・スーパーマーケットの分別コーナーを利用

・マイバッグ持参による買い物体験

・クリーン作戦（通学路や学校周辺のごみ拾いと分別）

白川小学校 ・ＰＴＡの廃品回収活動に参加

・仙南リサイクルセンターを見学

福岡小学校 ・ 生き物と環境」についての学習「

・学校周辺のごみ拾い

深谷小学校 ・クリーン活動（通学路や学校周辺のごみ拾いや分別）

小原小学校 ・学校周辺のごみ拾いと分別、バス停の清掃
・３Ｒについての学習

白石中学校 ・益岡公園や緑地公園、学校周辺の道路等を清掃

南中学校 ・クリーン作戦（国道４号のごみ拾い、越河駅の清掃）

・ごみの分別について校内放送で呼びかけ

（ 、 ）白川中学校 ・美化活動 北白川駅 学校周辺及び高田川沿いのごみ拾い・分別

福岡中学校 ・文化祭で出たごみの分別

小原中学校 ・文化祭で出たごみの分別

・総合学習のそばづくりで生ごみ等の出し方を学習

東中学校 ・通学路の清掃・ごみ分別

・市発行「ごみの分別・出し方ガイドブック」を使用して学習

資料：市生活環境課

2.5.1.3 シリウス・農業ハウスでの食農教育

シリウスへはこれまで県内外から多くの団体などが視察・見学に訪れています。

平成１９年度においては、３０の団体・個人約４００人が訪れました。そのうち、市内

からは主に小学生がシリウスを見学し、生ごみが電気と熱に変わるまでなどを学習してい

ます。

シリウスに隣接する２棟の農業ハウスでは、園児や児童などが、イチゴの植栽・つみ取

り体験を行っており、食農・環境教育を推進しています （表５－３）。
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■表５－３ 農業ハウス利用者数

親 子 小中学生 園 児 計（人）

Ｈ１５ ２０５ ５５３ ７１８－

Ｈ１６ ３８６ ８４８ ４０８ １，６４２

Ｈ１７ ４１５ ８００ ３９３ １，６０８

Ｈ１８ ４４０ ８１９ ３３６ １，５９５

Ｈ１９ ４１５ ７５７ ３７９ １，５５１

資料：市農林課

2.5.1.4 出前講座

自治会や小中学校、保育園などからの要請により、ごみの分別や出し方、環境全般につ

いて、地域に出向き講座を開催し、ゴミ減量・リサイクルの普及・啓発を図っています。

2.5.1.5 環境情報の提供

ごみの分別や出し方、３Ｒなどの環境情報は、ホームページ、広報しろいしで提供して

いるとともに、健康福祉まつりの会場内に環境コーナーを設け、パネル展などでのＰＲに

努めています。

しかし、近年の環境に対する関心の高まりなども踏まえ、本計画の進行状況についての

環境報告書の作成や、地球環境問題や市の環境に関する情報発信の促進など、各種環境情

報をわかりやすく、かつ正確に住民や事業者に公表していくことが求められていることか

ら、公表体制の整備・充実が必要となっています。

地域の環境学習の推進◇課題◇

小中学校における環境教育の推進

環境情報の提供

－４１－



市民の参加と協力の現状と課題

2.5.2 環境保全活動

2.5.2.1 市民の環境保全活動

白石市では、春と秋の年２回行われている「市内一斉クリーン作戦」のほか、尾箆地区

の「ホタルの里を守る活動」や川原子地区の「あじさいロード整備」など自治会の住民が

主体となって、身近な河川や道路の清掃、希少動植物保護などに自主的に取り組んでいる

ところが多く見られます。

沢端川の川干の際には、白石市観光協会と白石商工会議所が中心となって、清掃活動を

行っています。

また、平成１８年４月より、各地区公民館にあるストックヤードがまちづくり会議（指

定管理者）に開放されたことから、地域での紙や缶類などの有価資源物の回収が活発にな

り、その売却益は地域活動に活用されています。

2.5.2.2 事業者の環境保全活動

一方、市内の事業所においては、ＮＰＯ法人の「蔵王のブナと水を守る会 「不忘ア」、

ザレア」が蔵王山麓の自然保護に積極的に取り組んでいるのを初め、市内一斉クリーン作

戦に参加するなど、事業所周辺の清掃や地域の美化活動などにも参加・協力する事業所が

増えています。

また、白石市と蔵王町に立地している１ＳＯ１４００１取得企業８社で組織する「白石

蔵王エコフォーラム」は、市内のイベントへの出展や、小学校への環境問題をテーマにし

た出前教育を行うなど、企業市民として地域環境に意欲的に取り組んでいます。

市内のＩＳＯ１４００１の認証取得事業者（表５－４）は、平成２０年３月現在、１１

社となっています。

（平成２０年３月現在）■表５－４ 白石市内のISO14001認証取得事業者

登録日 事 業 所 名 所 在 地

1997-04-22 ソニー白石セミコンダクタ（株） 白鳥３丁目53 2-

1998-03-10 みやぎ生活協同組合白石店 八幡町11 1-
1998-09-25 NECトーキン(株) 白石事業所 旭町７丁目1-1

1999-03-05 NECインフロンティア東北(株) 旭町６丁目１

1999-11-05 セコム工業(株) 福岡蔵本字一本木3-3

2000-05-30 トーカドエナジー(株) 白石工場 東町４丁目1-14

2002-04-26 (株)ニチレイフーズ 白石工場 白鳥１丁目16-2

2004-03-19 仙台トヨペット(株)白石蔵王店 福岡長袋字坂下24-1

2005-01-18 (株)キャニング 福岡深谷字佐久来5-10

2007-06-18 (有)なかよし産業 福岡深谷字名無沢1-15

2007-11-29 ワコーエレクトロニクス(株) 福岡深谷字佐久来100

資料：日本適合性認定協会（ＪＱＡ）ホームページ
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市民の参加と協力の現状と課題

2.5.2.3 サンキューロード・プログラム

サンキューロード・プログラムは、ボランティア活動に意欲を持つ地域住民や企業の方

々に、サンキューロードサポーターとして、市管理道路（市道など）の一定区間を、定期

的に、清掃や緑化活動などの美化活動や歩道の除雪・除草などを行っていただき、市では

活動区間内に、サポーターの名を記した「表示板」を設置し、サポーターの社会貢献をア

ピールしようとするもので、平成１８年４月から始めました。平成２０年３月現在、６団

体が登録されています （表５－５）。

この表示板や活動状況を見ることで、ドライバーや歩行者のマナー向上も図られ、ポイ

捨てなどを減らす効果も期待でき、道を介したコミュニティーの形成も期待されます。

また、同様のものとして、宮城県で行っている「スマイルロード （表５－６）には６」

団体 「スマイルリバー （表５－７）には４団体が登録されています。、 」

（ ）■表５－５ しろいしサンキューロードサポーター 平成２０年３月現在

参加団体名 実施箇所（活動路線名） 活動延長 登録人数 活動内容

1 ＮＥＣインフロンティア東北(株) 旭町地内 約1,000 全従業員 清掃・緑化・除

ＮＥＣトーキン(株)白石事業所 (市道 旭町32号線他) m 雪・川底さらい

2 白石ライオンズクラブ 国道4号バイパス～ 約300m 18人 清掃・緑化

白石西児童公園入口

3 （株）ヨークベニマル白石店 大手町地内 約500m 全従業員 清掃・緑化

(市道 八幡町兎作線他）

4 社団法人 白石青年会議所 亘理町交差点～沢端川 約300m 全会員 清掃・除雪

(市道 中央通り線)

5 みやぎ生活協同組合 白石店 八幡町～南町地内 約400m 全従業員 清掃・除雪

(市道 八幡坂通り線他）

6 田町尽くし会 田町一丁目～田町三丁目 約1,400 全会員 清掃・緑化・

(市道 中央通り線) m 除雪

資料：市建設課

（平成２０年３月現在）■表５－６ みやぎスマイルロードサポーター

参加団体名 実施箇所（活動路線名） 活動延長 登録人数 活動内容

1 越河第９区自治会 一般県道 越河角田線 1,100ｍ １ １ ３ 清掃・緑化・

人 法面の草刈り

2 小原大熊自治会 国道 １１３号 1,400ｍ ５５人 清掃・緑化

3 上郡山スマイルサポーター 国道 １１３号 100ｍ １５人 清掃・緑化

4 東北電力（株）白石営業所 主要地方道 白石上山線 500ｍ ５９人 清掃

5 山田乳業（株） 主要地方道 白石上山線 300ｍ １３人 清掃

6 みやぎ生活協同組合 白石店 主要地方道 白石丸森線 300ｍ ５４人 清掃・草刈

資料：宮城県大河原土木事務所

－４３－



市民の参加と協力の現状と課題

（ ）■表５－７ みやぎスマイルリバーサポーター 平成２０年３月現在

参加団体名 河川名 活動延長 登録人数 活動内容

1 白石川西堀農園愛護会 白石川/白石川右岸（河 200ｍ ２２人 清掃・除草・

川ふれあい農園の周辺） 植栽

2 斎川公園愛護会 斎川/郡山雨ヶ作1-4地先 240ｍ １３人 清掃・除草

～字七屋敷27-1地先

3 切通公園愛護会 白石川/白石川砂防堰堤 200ｍ １９人 清掃・除草

4 社団法人 白石青年会議所 白石川/白石川緑地公園 1.000ｍ 全会員 清掃・除草

資料：宮城県大河原土木事務所

このような市民・事業者の自主的な環境保全活動を活性化するとともに、各主体間の連

携や協力を育成、強化する基盤として、情報交換や交流の場を築いていく必要性が考えら

れます。

市民・事業者の自主的な環境保全活動の推進◇課題◇

環境保全活動を通じた各主体間の連携・協力の推進
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