
４.６ 環境指標

環境目標の達成に向けて、環境指標を定期的に点検し、施策の取組方針や環境指標の見直

しに反映させます。

環境目標 環境指標 現 状 中間目標 計画目標 担当課

(個別施策) （Ｈ１９年度） （Ｈ２５年度） （Ｈ３０年度）

ＢＯＤの年平均値 白石川 1.1 環境基準以下 環境基準以下 生活環境課

、 、 、 、（mg/ ） 沢端川 2.9 (白石川 沢端川 (白石川 沢端川ℓ

、 、谷津川 1.2 児捨川は２mg/ 児捨川は２mg/ℓ ℓ

、 、児捨川 1.2 谷津川は３mg/ 谷津川は３mg/ℓ ℓ

川原子ダム2.3 川原子ダムは１m 川原子ダムは１m

ℓ） ℓ）g/ g/

水環境の保 公共下水道 ６１．９％ ６４．０％ ６４．９％ 都市整備課

全 普及率

公共下水道 ８２．７％ ８６．８％ ９１．８％ 都市整備課

生 水洗化率

農業集落排水 ２７．８％ ８６．０％ ８９．２％ 都市整備課

活 水洗化率

合併浄化槽補助金 ３２基 ４０基 ４０基 生活環境課

環 年交付件数

二酸化窒素 NO2 白石中学校 環境基準 環境基準 生活環境課（ ）

境 の測定値 0.025ppm 0.04ppm以下 0.04ppm 以下

の 浮遊粒子物質（Ｓ 白石中学校 環境基準 環境基準 生活環境課

大気環境の ＰＭ）の測定値 0.058ppm 0.10ppm以下 0.10ppm 以下

保全

保

市役所の低公害車 ７／７３台 財 政 課

（低排出ガス車） （９．６％） １５％以上 ２０％ 以上

全 導入台数

悪臭の苦情件数 ９件 現状より減らす 現状より減らす 生活環境課

２４時間自動車騒 長袋陣場が丘 環境基準 環境基準 生活環境課

音レベル調査 0m 昼74、夜72 0m,20mともに 0m,20mともに

（ｄＢ） 20m 昼58、夜59 昼70、夜65以下 昼70、夜65以下

新幹線鉄道騒音レ 旭町３丁目 環境基準 環境基準 生活環境課

ベル調査（ｄＢ） 12.5ｍ 74 ７０ｄＢ以下 ７０ｄＢ以下

騒音・振動 25m 72

の抑制 50m 71

100m 67

騒音の苦情件数 １件 発生しないよう 発生しないよう 生活環境課

に努める に努める

振動の苦情件数 ０件 発生しないよう 発生しないよう 生活環境課

に努める に努める

－６４－



環 境 指 標

環境目標 環境指標 現 状 中間目標 計画目標 担当課

(個別施策) （Ｈ１９年度） （Ｈ２５年度） （Ｈ３０年度）

森林の面積 19,447㌶ 現状維持 現状維持 農 林 課

(17年4月現在） (22年4月現在） (27年4月現在）

森林・農地 農地の面積 2,191㌶ 現状維持 現状維持 農 林 課

の保全 (17年4月現在） (22年4月現在） (27年4月現在）

自

市内エコファーマ ２４人 ２７人 ３０人 農 林 課

ーの数

然

都市公園等面積 585,809㎡ 現状維持 現状維持 都市整備課

環 緑化の推進

公園愛護活動団体 ２４団体 ２８団体 ３２団体 都市整備課

の数

境

ﾌｧﾐﾘｰｳｫｰｷﾝｸﾞへの 春５２人 春・秋１５０人 春・秋１７５人 健康推進課

参加者数 秋７６人

の

自然とのふ 市民農園・学童農 ６箇所 ７箇所 ８箇所 農 林 課

れあい 園の箇所数

保

シリウス農業ハウ １，５５１人 １，５９７人 １，６２８人 農 林 課

ス利用者数 （３％増） （５％増）

全

指定文化財登録件 国指定 ５件 社会教育課

歴史的・文 数 県指定 ５件 保全に努める 保全に努める

化的環境の 市指定１７件

継承

文化財講演会・企 ２回 ４回 ４回 社会教育課

画展の開催数
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環 境 指 標

環境目標 環境指標 現 状 中間目標 計画目標 担当課

(個別施策) （Ｈ１９年度） （Ｈ２５年度） （Ｈ３０年度）

廃棄物減量 一人１日当たりの ９６８ｇ ９００ｇ ８５０ｇ 生活環境課

化の推進 ごみの排出量 平成１８年度 （７％減） （１２％減）（ ）

散乱ごみの量（市 ４１.０１トン 現状より減らす 現状より減らす 生活環境課

内一斉ｸﾘｰﾝ作戦で

循 のごみ回収量）

環 廃棄物の適 不法投棄通報件数 １２件 現状より減らす 現状より減らす 生活環境課

正な排出と

型 処理

野焼き苦情件数 ５件 現状より減らす 現状より減らす 生活環境課

社

会 可燃ごみ組成分析 ８１．４２％ ９０％ １００％ 生活環境課

による可燃ごみの

の しめる割合

構 一般廃棄物 ２０．２％ ２５％ ３０％ 生活環境課

（ ）リサイクル率 平成１８年度

築

リサイクル 集団回収による資 ３６３トン ３８１トン ４００トン 生活環境課

（ ）の推進 源回収量 （５％増） １０％増

シリウスへの生ご ４６８トン ５５０トン ７５０トン 生活環境課

み搬入量 （１７％増） （６０％増）

温室効果ガス削減 平成１３年度比 平成１９年度比 平成１９年度比 生活環境課

率（市関連施設） (2,614 2) (2,532 2) (2,532 2)t-co t-co t-co
３．１％削減 ２．２％削減 ２．２％削減

地

球 環境管理活動削減 上水道31,247m3 平成１９年度比 平成１９年度比 生活環境課

環 率（市関連施設の 紙28,310㎏ 各項目３％削減 各項目３％削減

境 地球温暖化 電気・水道等使用 電力956,820kwh

ℓへ 防止対策の 量） Ａ重油140,232

ℓの 推進 灯油29,150

貢 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ10,250m3

ℓ献 ｶﾞｿﾘﾝ46,290

ℓ軽油17,129

廃棄物95,625㎏

１人当たり電力使 ５，２７１kwh ５，１１３kwh ４，９５５kwh 生活環境課

用量 電灯を除く （３％削減） （６％削減）（ ）

１人当たり水道使 １２２m3 １１８m3 １１４m3 水道事業所

用量 （３％削減） （６％削減）
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環 境 指 標

環境目標 環境指標 現 状 中間目標 計画目標 担当課

(個別施策) （Ｈ１９年度） （Ｈ２５年度） （Ｈ３０年度）

環境関連イベント １回 ２回 ３回 生活環境課

等の開催数

環境家計簿提出者 ８人 対象者の５０％ 対象者の８０％ 生活環境課

数（小学５・６年 （平成２０年度

市 環境教育・ 生） 対象者の1.2％）

民 環境学習の

の 推進 環境出前講座開催 ３回 ６回 ９回 生活環境課

参 数

加

と いきいきプラザリ ２６０人 ３００人 ３４０人 生活環境課

協 サイクル教室受講

力 者数

に

よ こどもエコクラブ １団体 ５団体 １０団体 生活環境課

る の加入団体

環

境 環境マネジメント １１社 １５社 ２０社 生活環境課

保 認証取得事業者数

全

しろいしサンキュ ６団体 １０団体 １５団体 建 設 課

環境保全活 ーロードサポータ

動の推進 ー登録団体数

市内一斉クリーン １５，０００人 １５，７５０人 １６，５００人 生活環境課

作戦参加者数 （５％増） （１０％増）

（事業所含む）
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