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日
立
市
環
境
審
議
会

報告
（諮問）

提言
（答申）

市
環境政策課

関係課所

事業の実施
取りまとめ

事業の実施

市民
（地域・
 民間団体を含む）

事業者

国・県・他市町村等

連携

協　働
環境を創る
日立市民会議

■計画の推進体制イメージ●本計画の推進にあたっては、右に示すよう
な推進体制をとり、庁内関係課所はもとよ
り、市民、市民団体、事業者、関係機関な
どとの連携・協働により、効果的な推進を
図ります。
●本計画を実効性のあるものとするため、環
境マネジメントシステムの考え方に基づき、
PDCAサイクルによる進行管理を行います。
●計画の進捗状況の点検結果等について、日
立市環境審議会へ報告するとともに、施策
改善への反映に努めます。

●本計画は、日立市環境基本条例第8条の規定に基づき策定するものであり、本市における環境の保全及び創
造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画です。
●地球温暖化対策の推進に関する法律第19条において、市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温
室効果ガスの排出抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定するように努めるものとされており、第2
次日立市環境基本計画に引き続き、本計画においても「日立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を掲
載します。
●本計画の計画期間は、平成30（2018）年度から平成34（2022）年度までの5年間とし、本計画の対象とす
る地域は、日立市全域とします。
●本計画に関する対象範囲は、以下の6項目とします。

3 計画の推進

2 計画の基本的事項

●日立市は、東側が青々と広がる太平洋に面し、市街地の西側に
緑豊かな多賀山地を抱えており、豊かな自然と穏やかな気候に
恵まれ、他市に誇れる自然環境を有しています。
●また、本市は、鉱工業都市として100年を超える歴史を有し、
工業生産の拡大とともに都市としての成長を遂げてきました
が、その発展の過程で様々な産業公害問題に直面し、市民、
企業、市が連携してその解決に取り組んできました。
●大正期には、日立鉱山による深刻な煙害問題への対策として、
当時世界一の高さ155.7mの大煙突を建設し、ばい煙に強い
大島桜を植栽し山林の植生回復に取り組むなど、企業による
思い切った公害対策が実施されました。
●本市は、平成11（1999）年に日立市環境基本条例を制定し、また、平成17（2005）年には「環境都市・日立」
を宣言し、本市の環境に対する姿勢を内外に示してきました。
●平成25（2013）年3月に、環境を取り巻く社会経済情勢や地球環境問題などに対応するため、「第2次日立
市環境基本計画」を策定し、市、市民、事業者それぞれが環境の保全と創造に取り組んできましたが、計画
期間が平成29（2017）年度末をもって終了となることから、今後の新たな環境行政の指針として、「第3次日
立市環境基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。

●平成17（2005）年に「環境都市・日立」を宣言し、この中で、
将来の市民に対し、環境と活力の調和した、持続可能な社会
を創ることが、今に生きる私たちの使命であり、先人の偉業に
学び、協力して問題に取り組み、この環境を未来に引き継ぐこ
とを決意しています。
●平成24（2012）年3月には日立市総合計画を策定し、基本構
想には、本市の目指す将来都市像の実現のため、生活環境の
分野では「安全で環境にやさしいまち」を掲げ、自然と調和し
た快適な生活環境をつくるとしています。
●本市は、これからも将来にわたって、市民・事業者・市が連携・
協働し、環境の保全と創造に関する取組を積極的に推進することにより、他市に誇れるかけがえのない財産で
ある豊かな自然環境を守りながら、環境負荷の少ない持続可能な社会をつくり、後世に引き継いでいきます。

4 日立市の目指す環境の将来像

未来につなぐ環境都市日立
～次世代へ誇れる環境にやさしいまち～

未
来
に
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な
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境
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ち
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環境目標と行動方針の設定

本市の目指すべき将来像を実現するために、本市を取り巻く社会経済情勢や、環境に関する現状と課題等を
踏まえ、対象とする環境の分野を体系的に整理・分類し、5つの環境目標を定め、環境目標ごとに15の行動方
針を設定します。

新エネルギーの利用促進
環境負荷の少ない都市空間の形成
省エネルギーの促進

1
2
3

生態系及び生物多様性の確保
「ひたち」らしい自然環境の保全
きれいなまちづくりと自然環境等の活用

1
2
3

大気・水・土壌等環境の保全
身近な生活環境の保全と向上
事故由来放射性物質による環境汚染対策

1
2
3

新たな廃棄物収集システムの構築
廃棄物の減量と再資源化の促進
廃棄物の適正処理

1
2
3

環境教育・環境学習の推進
市民・事業者・市の連携・協働
人材の活用・育成

1
2
3

将 来 像 環 境 目 標 行 動 方 針

環境目標 1

未来の地球環境にやさしいまち
地球環境など

環境目標 2

豊かな自然や多様な生物を育むまち
自然環境など

環境目標 3

健やかで安心して暮らせるまち
生活環境

環境目標 4

資源を大切にして有効利用するまち
資源環境

環境目標 5

誇れる環境を次世代へつなぐまち
環境教育、連携・協働

1 計画策定の背景・目的

地球環境 自然環境 快適環境 生活環境 資源環境 環境教育等

海から昇る美しい朝日

神峰山の山頂から海と市街地を望む

2 3
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　それぞれの環境目標の達成に向け、環境目標における行動方針ごとに、市、市民、事業者それぞれの取組内
容を掲げます。

新規 ：新規に取り組む事項 拡充 ：内容を拡充して取り組む事項★：第3次環境基本計画で重点的に取り組む事項

環境目標 2 豊かな自然や多様な生物を育むまち
海や山など「ひたち」らしい多様な自然環境を保全するとともに、生態系や生物多様性に配慮した、人と自然が
ふれあい親しめる快適なまちを目指します。

生態系及び生物多様性の確保

市の主な取組内容

●貴重な動植物である、「ホタル」、「イトヨ」、「ヒカリモ」などの生息・生育
環境の保全活動を支援します。

●希少な昆虫である「ハッチョウトンボ」の復活を目指し、小木津山自然公
園湿地の環境整備を行います。

●　県生物多様性センターと協力して、生物多様性の保全に関する取
組を推進します。

●　イノシシなど有害鳥獣による被害の防止対策を推進します。
●　県と連携し、オオキンケイギクなど、生態系などに影響を与える

おそれのある「特定外来生物」に関する情報提供などに努めます。

市民・事業者の主な取組内容

●市や市民団体等が行う貴重な野生生物の保護活動に参加・協力しましょう。 
●開発事業を行う際は、生態系等への負荷を抑制した計画的な事業活動に努めましょう。

1針方動行

新規
新規

新規

東滑川海浜緑地のヒカリモ

「ひたち」らしい自然環境の保全

市の主な取組内容

●自然とふれあい親しめる、小木津山自然公園、助川山市民の森などの再
整備・維持管理を進めます。

●環境対策の象徴となっている「オオシマザクラ」を守り育てるため、鞍掛
山のさくらの山づくりを進めます。

●　山々が連なる「日立アルプス」などの自然豊かなハイキングコース
の整備に努めます。

● 海水浴場の景観保全を図るため、ビーチクリーンキャンペーンを実施します。

新規

市民・事業者の主な取組内容

● 森林や里山整備、海岸の環境保全活動に積極的に参加しましょう。
●開発事業に際しては、周辺の自然景観への影響を最小化するように配慮しましょう。

2針方動行

鞍掛山のさくらの山づくり

きれいなまちづくりと自然環境等の活用

市の主な取組内容

●　ごみゼロキャンペーンを実施し、市民にポイ捨て禁止などを呼びか
けます。

●　空き家が増加しているため、まちの景観を損なうことがないよう
に、所有者に対し適切な管理等の助言・指導を行います。

●　関係機関と連携し、市内の商店街や公共物等の落書き防止対策を
推進します。

●自然あふれる中里地区での農業体験や交流事業などを通じて、自然との
ふれあいや都市と農村の交流を推進します。

新規

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容

●身近な道路や公園等の緑化・美化活動に取り組みましょう。
●地域における河川やため池などの清掃活動に協力しましょう。

3針方動行

ごみゼロキャンペーン（日立駅）

地球環境など環境目標 1 未来の地球環境にやさしいまち
地球温暖化を防止するため、本市の地域特性を活かした新エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用に努め

るとともに、都市空間・基盤の整備により低炭素な社会の実現を目指します。

新エネルギーの利用促進

市の主な取組内容
●★　国・県などとの連携により、先進的なプロジェクトを積極的に

推進します。（水素ステーションの設置、燃料電池バスの導入など）
●　導入支援制度により、再生可能エネルギーや水素エネルギーなど

家庭向け新エネルギーの普及を促進します。
●　市ガイドラインなどに基づき、事業者による事業用太陽光発電の

適正な導入の取組を促進します。
●　「日立市新エネルギービジョン」に基づき、新エネルギー導入の具

体的な施策の検討などを進めます。

市民・事業者の主な取組内容
● 住宅・建物の新築・改築では、新エネルギーの導入に努めましょう。
● 新エネルギー導入に関するイベント、セミナー等へ積極的に参加しましょう。

1針方動行

新規

新規

新規

拡充

家庭用燃料電池（エネファーム）

環境負荷の少ない都市空間の形成

市の主な取組内容
●　ひたちBRTを活用した「自動走行」の実証試験に協力し、省エネ

ルギーやCO2削減に貢献します。
●まちづくりと連携した公共交通ネットワークの再編を図ります。また、公

共交通利用者の利便性の向上を図ります。
●　公共交通の幹線となる、定時性・速達性に優れた新交通「ひたち

BRT」の延伸及び駅周辺地区の安全で快適な歩道整備を推進します。
●沿道・公園の緑化を推進します。（花いっぱいコンクールなどの実施） 　

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容
●マイカー利用を控え、電車やバスなどの公共交通機関や自転車を積極的に利用しましょう。

2針方動行

新交通システム「ひたちBRT」

省エネルギーの促進

市の主な取組内容
●　環境負荷の少ない、次世代自動車（EV、PHV、FCVなど）の普

及を促進します。また、電気自動車の充電器の普及促進も図ります。
●　住宅、工場、事業所等のエネルギー管理システム等による省エネ

ルギー化を促進します。
●自動車利用を控えるノーマイカーデーを実施します。また、事業所等と

連携し通勤における公共交通の利用を促進します。
●市役所もエコオフィスプランに基づき率先して省エネの取組を推進します。

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容
●クールビズ・ウォームビズを取り入れて冷暖房を適切に設定しましょう。
● 省エネ効果の高いLED灯へ切り替えましょう。
●自動車の購入・更新時は、環境負荷の少ないエコカーを選択しましょう。

3針方動行

エネルギー効率に優れた次世代自動車

5 環境目標実現のための取組内容 自然環境など
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　それぞれの環境目標の達成に向け、環境目標における行動方針ごとに、市、市民、事業者それぞれの取組内
容を掲げます。

新規 ：新規に取り組む事項 拡充 ：内容を拡充して取り組む事項★：第3次環境基本計画で重点的に取り組む事項

環境目標 2 豊かな自然や多様な生物を育むまち
海や山など「ひたち」らしい多様な自然環境を保全するとともに、生態系や生物多様性に配慮した、人と自然が

ふれあい親しめる快適なまちを目指します。

生態系及び生物多様性の確保

市の主な取組内容

●貴重な動植物である、「ホタル」、「イトヨ」、「ヒカリモ」などの生息・生育
環境の保全活動を支援します。

●希少な昆虫である「ハッチョウトンボ」の復活を目指し、小木津山自然公
園湿地の環境整備を行います。

●　県生物多様性センターと協力して、生物多様性の保全に関する取
組を推進します。

●　イノシシなど有害鳥獣による被害の防止対策を推進します。
●　県と連携し、オオキンケイギクなど、生態系などに影響を与える

おそれのある「特定外来生物」に関する情報提供などに努めます。

市民・事業者の主な取組内容

●市や市民団体等が行う貴重な野生生物の保護活動に参加・協力しましょう。 
●開発事業を行う際は、生態系等への負荷を抑制した計画的な事業活動に努めましょう。

1針方動行

新規
新規

新規

東滑川海浜緑地のヒカリモ

「ひたち」らしい自然環境の保全

市の主な取組内容

●自然とふれあい親しめる、小木津山自然公園、助川山市民の森などの再
整備・維持管理を進めます。

●環境対策の象徴となっている「オオシマザクラ」を守り育てるため、鞍掛
山のさくらの山づくりを進めます。

●　山々が連なる「日立アルプス」などの自然豊かなハイキングコース
の整備に努めます。

● 海水浴場の景観保全を図るため、ビーチクリーンキャンペーンを実施します。

新規

市民・事業者の主な取組内容

● 森林や里山整備、海岸の環境保全活動に積極的に参加しましょう。
●開発事業に際しては、周辺の自然景観への影響を最小化するように配慮しましょう。

2針方動行

鞍掛山のさくらの山づくり

きれいなまちづくりと自然環境等の活用

市の主な取組内容

●　ごみゼロキャンペーンを実施し、市民にポイ捨て禁止などを呼びか
けます。

●　空き家が増加しているため、まちの景観を損なうことがないよう
に、所有者に対し適切な管理等の助言・指導を行います。

●　関係機関と連携し、市内の商店街や公共物等の落書き防止対策を
推進します。

●自然あふれる中里地区での農業体験や交流事業などを通じて、自然との
ふれあいや都市と農村の交流を推進します。

新規

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容

●身近な道路や公園等の緑化・美化活動に取り組みましょう。
●地域における河川やため池などの清掃活動に協力しましょう。

3針方動行

ごみゼロキャンペーン（日立駅）

地球環境など環境目標 1 未来の地球環境にやさしいまち
地球温暖化を防止するため、本市の地域特性を活かした新エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用に努め

るとともに、都市空間・基盤の整備により低炭素な社会の実現を目指します。

新エネルギーの利用促進

市の主な取組内容
●★　国・県などとの連携により、先進的なプロジェクトを積極的に

推進します。（水素ステーションの設置、燃料電池バスの導入など）
●　導入支援制度により、再生可能エネルギーや水素エネルギーなど

家庭向け新エネルギーの普及を促進します。
●　市ガイドラインなどに基づき、事業者による事業用太陽光発電の

適正な導入の取組を促進します。
●　「日立市新エネルギービジョン」に基づき、新エネルギー導入の具

体的な施策の検討などを進めます。

市民・事業者の主な取組内容
● 住宅・建物の新築・改築では、新エネルギーの導入に努めましょう。
● 新エネルギー導入に関するイベント、セミナー等へ積極的に参加しましょう。

1針方動行

新規

新規

新規

拡充

家庭用燃料電池（エネファーム）

環境負荷の少ない都市空間の形成

市の主な取組内容
●　ひたちBRTを活用した「自動走行」の実証試験に協力し、省エネ

ルギーやCO2削減に貢献します。
●まちづくりと連携した公共交通ネットワークの再編を図ります。また、公

共交通利用者の利便性の向上を図ります。
●　公共交通の幹線となる、定時性・速達性に優れた新交通「ひたち

BRT」の延伸及び駅周辺地区の安全で快適な歩道整備を推進します。
●沿道・公園の緑化を推進します。（花いっぱいコンクールなどの実施） 　

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容
●マイカー利用を控え、電車やバスなどの公共交通機関や自転車を積極的に利用しましょう。

2針方動行

新交通システム「ひたちBRT」

省エネルギーの促進

市の主な取組内容
●　環境負荷の少ない、次世代自動車（EV、PHV、FCVなど）の普

及を促進します。また、電気自動車の充電器の普及促進も図ります。
●　住宅、工場、事業所等のエネルギー管理システム等による省エネ

ルギー化を促進します。
●自動車利用を控えるノーマイカーデーを実施します。また、事業所等と

連携し通勤における公共交通の利用を促進します。
●市役所もエコオフィスプランに基づき率先して省エネの取組を推進します。

新規

新規

市民・事業者の主な取組内容
●クールビズ・ウォームビズを取り入れて冷暖房を適切に設定しましょう。
● 省エネ効果の高いLED灯へ切り替えましょう。
●自動車の購入・更新時は、環境負荷の少ないエコカーを選択しましょう。

3針方動行

エネルギー効率に優れた次世代自動車

5 環境目標実現のための取組内容 自然環境など
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環境目標 3 健やかで安心して暮らせるまち
日常生活や事業活動などに伴い発生する大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、化学物質等の環境への影響の未然

防止及び負荷低減に努めます。また、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質については、空間放射線量
の測定などを継続することで、健やかで安心して暮らせるまちを目指します。

大気・水・土壌等環境の保全

市の主な取組内容

●　光化学スモッグ、微小粒子状物質（PM2.5）に関する情報提供を
行うとともに、緊急時情報の発令時には迅速に市民等へ周知します。

●事業所等の排水の水質監視を行うとともに、改善指導に努めます。
●有害化学物質などの適正使用・管理に関する改善指導に努めます。
●工場・事業所に対する悪臭・騒音・振動の規制及び改善指導を行います。
●放射性物質を含む指定廃棄物と汚染土への適切な対応に努めます。

市民・事業者の主な取組内容

●節水や雨水の有効活用に努めましょう。
●粉じん、悪臭、騒音、振動などの発生抑制に努めましょう。

水生生物観察会（十王川）

拡充

1針方動行

2針方動行

3針方動行

身近な生活環境の保全と向上
事故由来放射性物質による環境汚染対策

環境目標 5 誇れる環境を次世代へつなぐまち
特に未来を担う子どもたちの環境教育や環境学習を推進するとともに、市民・事業者・市が連携・協働して環
境保全活動などを実施することにより、本市の誇れる環境を次世代へつなぐまちを目指します。

環境目標 4 資源を大切にして有効利用するまち
廃棄物の収集システムについて、コミュニティや高齢化の変化に応じた見直しを進めるとともに、ごみの減量

化・再資源化、有効利用を図ることで、持続可能な循環型社会の形成を目指します。

新たな廃棄物収集システムの構築

市の主な取組内容

●★　市民サービスの向上、市民の生活形態の変化などに対応するた
め、ごみ・再生資源の収集回数・品目の見直しを検討します。

●　集積所へごみ等の排出が困難な高齢者世帯等を支援するためのご
み等収集システムを検討します。

●　使用済小型家電から東京オリンピック・パラリンピックのメダルを
つくるプロジェクトに参加・協力します。

●　スマートフォンを活用し、ごみ収集日等を知らせるアプリの配信を
検討します。　

●　不法投棄監視員によるパトロールを実施し、不法投棄の未然防止
対策を強化します。

市民・事業者の主な取組内容

●燃えるごみや不燃ごみ、再生資源は適切に分別して出しましょう。
●事業系ごみは排出ルールを守り、排出事業者の責任において適切に処理しましょう。

1針方動行

2針方動行

3針方動行

廃棄物の減量と再資源化の促進
廃棄物の適正処理

「都市鉱山からつくる！みんなの
メダルプロジェクト」の取組拡充

新規

新規

新規

新規

環境教育・環境学習の推進

市の主な取組内容

●★　子どもの環境への関心の芽を育てる「（仮）日立市環境少年団」
の創設を検討します。（子どもが指導を受けて貴重な体験ができる活動）

●日立市環境教育基金を活用し、子どもたちの自然を守るための実践活動
や環境に関する活動を支援します。

●小中学生が描く「環境を考えるポスター展」を開催し、環境問題について
理解を深める機会とします。

●多くの企業・団体・学校・行政が参加する、環境イベント「エコフェスひ
たち」の開催により、市民へ広く環境情報を提供し、環境に対する意識
の高揚を図ります。

市民・事業者の主な取組内容

●楽しく学べる環境教育・環境学習の場を増やしましょう。
●行政や業界団体等が主催する研修や講習等に積極的に参加しましょう。

1針方動行

新規

環境イベント「エコフェスひたち」

市民・事業者・市の連携・協働

市の主な取組内容

●「環境を創る日立市民会議」と協働して、自然観察会などを実施し、市民
の環境保全への意識の向上を図ります。

●「鞍掛山さくら１００年委員会」を中心として、鞍掛山の整備活動を進め、
環境保全についても意識醸成を図ります。

●地域住民と市の連携により、「久慈川菜の花エコネットワーク事業」を推
進し、河川敷の景観向上などを図ります。

市民・事業者の主な取組内容

●地域、団体、市等が行う環境保全活動への参加・協力に努めましょう。
●事業者は相互に交流・情報交換を行い、環境保全の取組を活性化させま
しょう。

2針方動行

自然観察会
（環境を創る日立市民会議事業）

人材の活用・育成

市の主な取組内容

●子どもたちが環境や自然を学び研究するための活動を支援することで、
次の時代の担い手の育成を図ります。

●環境保全活動のリーダーや地球温暖化防止活動推進員などの育成に努め
ます。

●環境保全活動に貢献している市民や市内の学校、団体、企業等を県等の
顕彰制度に推薦します。

市民・事業者の主な取組内容

●環境に関するイベントや研修会、講習会に積極的に参加しましょう。
●ボランティアなどへの社員の参加を奨励しましょう。

3針方動行

地球温暖化防止キャンペーン
（日立駅）

生活環境

資源環境

環境教育、連携・協働
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環境目標 3 健やかで安心して暮らせるまち
日常生活や事業活動などに伴い発生する大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、化学物質等の環境への影響の未然
防止及び負荷低減に努めます。また、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質については、空間放射線量
の測定などを継続することで、健やかで安心して暮らせるまちを目指します。

大気・水・土壌等環境の保全

市の主な取組内容

●　光化学スモッグ、微小粒子状物質（PM2.5）に関する情報提供を
行うとともに、緊急時情報の発令時には迅速に市民等へ周知します。

●事業所等の排水の水質監視を行うとともに、改善指導に努めます。
●有害化学物質などの適正使用・管理に関する改善指導に努めます。
●工場・事業所に対する悪臭・騒音・振動の規制及び改善指導を行います。
●放射性物質を含む指定廃棄物と汚染土への適切な対応に努めます。

市民・事業者の主な取組内容

●節水や雨水の有効活用に努めましょう。
●粉じん、悪臭、騒音、振動などの発生抑制に努めましょう。

水生生物観察会（十王川）

拡充

1針方動行

2針方動行

3針方動行

身近な生活環境の保全と向上
事故由来放射性物質による環境汚染対策

環境目標 5 誇れる環境を次世代へつなぐまち
特に未来を担う子どもたちの環境教育や環境学習を推進するとともに、市民・事業者・市が連携・協働して環

境保全活動などを実施することにより、本市の誇れる環境を次世代へつなぐまちを目指します。

環境目標 4 資源を大切にして有効利用するまち
廃棄物の収集システムについて、コミュニティや高齢化の変化に応じた見直しを進めるとともに、ごみの減量
化・再資源化、有効利用を図ることで、持続可能な循環型社会の形成を目指します。

新たな廃棄物収集システムの構築

市の主な取組内容

●★　市民サービスの向上、市民の生活形態の変化などに対応するた
め、ごみ・再生資源の収集回数・品目の見直しを検討します。

●　集積所へごみ等の排出が困難な高齢者世帯等を支援するためのご
み等収集システムを検討します。

●　使用済小型家電から東京オリンピック・パラリンピックのメダルを
つくるプロジェクトに参加・協力します。

●　スマートフォンを活用し、ごみ収集日等を知らせるアプリの配信を
検討します。　

●　不法投棄監視員によるパトロールを実施し、不法投棄の未然防止
対策を強化します。

市民・事業者の主な取組内容

●燃えるごみや不燃ごみ、再生資源は適切に分別して出しましょう。
●事業系ごみは排出ルールを守り、排出事業者の責任において適切に処理しましょう。

1針方動行

2針方動行

3針方動行

廃棄物の減量と再資源化の促進
廃棄物の適正処理

「都市鉱山からつくる！みんなの
メダルプロジェクト」の取組拡充

新規

新規

新規

新規

環境教育・環境学習の推進

市の主な取組内容

●★　子どもの環境への関心の芽を育てる「（仮）日立市環境少年団」
の創設を検討します。（子どもが指導を受けて貴重な体験ができる活動）

●日立市環境教育基金を活用し、子どもたちの自然を守るための実践活動
や環境に関する活動を支援します。

●小中学生が描く「環境を考えるポスター展」を開催し、環境問題について
理解を深める機会とします。

●多くの企業・団体・学校・行政が参加する、環境イベント「エコフェスひ
たち」の開催により、市民へ広く環境情報を提供し、環境に対する意識
の高揚を図ります。

市民・事業者の主な取組内容

●楽しく学べる環境教育・環境学習の場を増やしましょう。
●行政や業界団体等が主催する研修や講習等に積極的に参加しましょう。

1針方動行

新規

環境イベント「エコフェスひたち」

市民・事業者・市の連携・協働

市の主な取組内容

●「環境を創る日立市民会議」と協働して、自然観察会などを実施し、市民
の環境保全への意識の向上を図ります。

●「鞍掛山さくら１００年委員会」を中心として、鞍掛山の整備活動を進め、
環境保全についても意識醸成を図ります。

●地域住民と市の連携により、「久慈川菜の花エコネットワーク事業」を推
進し、河川敷の景観向上などを図ります。

市民・事業者の主な取組内容

●地域、団体、市等が行う環境保全活動への参加・協力に努めましょう。
●事業者は相互に交流・情報交換を行い、環境保全の取組を活性化させま
しょう。

2針方動行

自然観察会
（環境を創る日立市民会議事業）

人材の活用・育成

市の主な取組内容

●子どもたちが環境や自然を学び研究するための活動を支援することで、
次の時代の担い手の育成を図ります。

●環境保全活動のリーダーや地球温暖化防止活動推進員などの育成に努め
ます。

●環境保全活動に貢献している市民や市内の学校、団体、企業等を県等の
顕彰制度に推薦します。

市民・事業者の主な取組内容

●環境に関するイベントや研修会、講習会に積極的に参加しましょう。
●ボランティアなどへの社員の参加を奨励しましょう。

3針方動行

地球温暖化防止キャンペーン
（日立駅）

生活環境

資源環境

環境教育、連携・協働
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●計画の目的
近年、地球温暖化の進行による影響と考えられる気候変動や自然災害
など様々な問題が顕在化しており、今後これらによるリスクを軽減するた
めに一人ひとりの取組がますます重要になっています。
このため、本市においても、市民、事業者、市が協働して地球温暖化
対策を計画的に推進し、本市域から排出される温室効果ガスの削減に取
り組む必要があります。

●計画の範囲
日立市全域における、市民、事業者、市等の全ての活動を対象にします。

●計画の期間
第3次日立市環境基本計画と同じ、平成30（2018）年度から平成34

（2022）年度までの5年間とします。

●本市の温室効果ガス排出量及び部門別割合
本市における平成26（2014）年度の二酸化炭素※の排出量は、360.4
万ｔ-CO₂となっています。また、部門別でみると、産業部門が7割近くを
占めており、かなり高い割合になっているのが本市の特徴といえます。
※温室効果ガスの大部分を二酸化炭素が占めています。

●本市の温室効果ガスの削減目標
国は、平成28（2016）年5月に、COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）で採択されたパリ協定な
どを踏まえた「地球温暖化対策計画」を策定しており、この中で中期目標として、「温室効果ガスの排出量を2030年
度までに2013年度比で26％削減する」ことを目指しています。
本市においても、これらとの整合を図り、同じ目標を掲げることとします。

日立市新庁舎の太陽光発電施設

●基準年度…………………2013年度（平成25年度）  現況値 407.6万t-CO₂
●計画期間の最終年度……2022年度（平成34年度）  経過値 350.5万t-CO₂
●目標年度…………………2030年度（平成42年度）  目標値 301.6万t-CO₂

第3次日立市環境基本計画
（含　第2次日立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編））
概要版
平成30年3月
日立市生活環境部環境政策課

基準年比14%減
基準年比26%減

産業部門
69.1%

家庭部門
9.7%

業務部門
10.3%

運輸部門
10.0%

廃棄物部門 0.9%

温室効果ガスの排出量を2030年度（平成42年度）までに
2013年度（平成25年度）比で26%削減する

日立市助川町1－1－1
TEL：0294－22－3111（代表）
e-mail kansei@city.hitachi.lg.jp
URL http://www.city.hitachi.lg.jp
※計画の詳細を掲載しています

6 日立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

平成26（2014）年度の
二酸化炭素の部門別排出量割合

新エネルギーの利用促進1針方本基

●目標実現のための取組

再生可能エネルギー、水素エネルギー、次世代自動車の導入促進など
市民・事業者の排出抑制等の活動促進2針方本基

省エネ設備の普及促進、省エネ活動の促進、環境教育の推進など
低炭素社会に向けた地域環境の整備3針方本基

公共交通等の都市基盤整備の推進、公共交通機関の利用促進など
循環型社会の形成4針方本基

ごみの削減・資源のリサイクルの促進、二酸化炭素吸収源として森林
整備の推進など

8


	Merge_概要版表紙ラスタ
	Merge_概要版P2-7ラスタ
	Merge_概要版P8ラスタ

