わたしたちの暮らす青い地球。
地球温暖化が進む今，
1880 年から 2012 年で世界平均気温は 0.85℃上昇し，
日本の平均気温も 100 年前より 1.15℃上昇しています。
地球温暖化がこれ以上進まないように，
私たちにできる「エコライフ」に取り組むことが，
家
もりおかの環境・地球環境を守ることにつながります。
もはや他人事にして目をそらしている時間はありません。
庭ごみ・廃
一人ひとりの取組が大きな力になります。

自然環境
歴史的環境
生態系

気候変動
廃棄物
CO2

環境部ウェブサイトキャラクター

石割メイちゃん

盛

岡 市

（Ｒ３年４月発行）

未来につなげたい！もりおかの環境
私たちの住む盛岡は，豊かな水辺や緑，美しい景観のまち
並みや眺望，歴史的・文化的遺産など，人にうるおいや
安らぎをもたらしてくれる環境に囲まれています。

自然環境

盛岡市には多様な自然環境が存在し，
その中で多くの生物のいのちが育まれています。
山間部には国有林を中心に今では貴重な存在となった自然林が
残っており，ニホンカモシカやツキノワグマ，イヌワシ，クマ
タカ，オオタカなどの貴重な動物が生息しています。
また，市内には北上川や雫石川，中津川，簗川，根田茂川，
米内川など多数の河川があり，貴重な生物の生活の場となって
います。

写真：市域で確認された希少動物
「カワシンジュガイ」
大きさは 10 ㎝ほど

豊かな水辺や緑，自然とのふれあい，景観の美しいまち並み，
歴史的環境 歴史的な雰囲気といった盛岡らしさを醸し出す環境資源は，
人と自然とのかかわりの中で，長い年月をかけて守られ，築き
上げられてきたものです。これらは私たちが潤いや安らぎのある生活を営む上で貴
重なものです。
もりおかの街づくりは約 400 年前に遡り，盛岡城築城にはじまるとされていま
す。盛岡城跡や町割りに城下町の面影を残し，現存する寺社仏閣や明治・大正期の
建造物等が盛岡を特徴づける景観として親しまれています。

保護庭園「一ノ倉邸」と
「中尊寺ハス」

私たちの住むもりおかの環境をよく知ると魅力が見え，
環境への意識が向上し，地域への愛にあふれた生活につながります。

盛岡市環境基本計画（第三次）が策定されました
盛岡市では第三次環境基本計画を策定しました。そこで，盛岡市環境基本条例
第３条の「基本理念」，第７条の「施策の基本方針」を踏まえ，本計画のめざ
す将来像（スローガン）を次のとおり掲げます

未来へとみんなが築く，
自然と“わ”になるまち“もりおか”
未来へとみんなが築くために大事なことは？？
もりおかの環境をさらによくするにはどうしたらよいでしょうか？
環境や経済，社会の問題は切り離せるものではありません。環境だけではなく色々な
問題に貢献できる取組が重要となります。それが次の３つの取組であり，新しい環境
基本計画でも中心となる考え方です。

環境と経済の両立

くらしの意識改革

・省エネでお財布にもお得！クールチョイス！
・地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入で，
・必要量の買い物・調理。残さず食べきり食品ロス削減！
地域内での雇用が生まれ，経済がめぐり活性化に貢献！ ・自転車や徒歩移動で環境にやさしく＆健康に！
・気候変動対策も暮らしを変えることでできることがある！

盛岡の魅力を知って活かす
・特産品の利用は地産地消につながり，農産業が活性化！
・地産地消は，少ない輸送エネルギーで環境にやさしい！
・魅力を知ると環境への意識アップ！地域愛にあふれた生活に！

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の考え方の活用

SDGs とは 2015 年に国連で採択された持続
可能な開発のための目標で，2030 年までに解
決しなければならない世界共通の課題です。

ＳＤＧｓは，それぞれの目標は独立してい
るものではなく，総合的に取り組むことが
必要です。それぞれの課題が相互に関連し
ていることを認識し，何かを達成するため
に別の何かを犠牲にしなければならない関
係が生じてもＳＤＧｓの考え方を活用し，
同時解決を目指すことが重要となります。

世界ではさまざまな問題が起きています
地球温暖化による海面上昇

島の低地の水没が日常の風景になっているツバル

経済活動による環境破壊
気候変動による自然災害
伝染病・感染症の流行・拡大

写真提供：海南友子氏（参考：環境省ホームページ）

生態系における絶滅危惧種の増加
世界のプラスチックごみのうち，9％がリサイクル，12％が

海洋プラスチックによる生物への影響
焼却，79％が埋立て，ゴミ山，環境への不法投棄と言われ
森林伐採地(インドネシア)
写真提供：熱帯林行動ネットワーク

ています。そのうち川から海に年間 800 万トン流出してい
るとみられ，生き物や産業観光に影響を与えています。
（参考：国連広報センター）

深刻な問題は
ほかにもたくさんあります
北極海の海氷の減少
永久凍土の減少
熱波

水害

干ばつの
長期化

漁獲量減少

エボラ出血熱

野生生物
の乱獲

紛争からの
環境破壊

サンゴの
白化現象

砂漠化

ハリケーン

デング熱
ジカ熱
農地開拓のため
の森林破壊

オゾンホール

世界のいたるところで人と自然環境に様々な被害が及んでいます。

これらの問題は地球温暖化による
気候変動が原因とされています
1986 年～2005 年平均気温からの気温上昇
（産業革命前と比較する際は 0.61℃を加える）

気候変動って？？
地球の歴史から見て急速に気候が変
化していることを指し，地球活動に
よる要因と，人間活動による要因が
あるとされています。

最新の研究では，20 世紀末頃（1986 年～2005 年）と比べて，有効な温暖化対策をと
らなかった場合，21 世紀末（2081 年～2100 年）の世界の平均気温は，2.6～4.8℃
上昇（赤色の帯）する可能性が高くなると予測されています。
今，地球温暖化の原因とされる温室効果ガス（主に二酸化炭素）の排出量を減らす取組が
世界中で進められています。

ひ と

盛岡も他人ごとではない

冬季は本州の県庁所在地で最も寒いとされる盛岡ですが，
10 度以下まで冷え込む
気候変動 年々冷え込みが弱くなり，氷点下
ことは少なくなりました。桜の名所として知られる高松の池も
影響を受けており，かつては湖面が厚く凍結し，1958 年には冬季国体と全国高校
スケート大会が行われるなどスケート場として親しまれていましたが，池の氷が薄
くなり，現在では氷上スポーツの利用はできなくなっています。このように，気温
の変化は身近なところでも実感できるほど大きく，また動植物の生態系にも影響を
及ぼしており，こうした変化は「気候変動」によるものとされています。
（参考：盛
岡市公式ホームページ「高松の池」）
1965 年頃の冬の高松の池

盛岡でも起きている気候変動の影響
・真冬日・降雪量の減少！
・度重なる台風・豪雨の襲来による多大な被害！
・極端な気候の変化！

気候変動に加えて周囲の生活環境の変化によって現在は
見ることのできない風景となりました。

気候変動への対策
今後予想される気候変動に対し，気候変動の原因を少なくする緩和策をとるのは
もちろん，気候変動の影響に備える適応策も取りながら，両輪で対策をとってい
くことが大切になります。

原因を少なく
森林を増やす

緩和

影響に備える

２つの
気候変動
対策

エコカー・エコ住宅の普及
省エネ・省エネ家電の普及

再生可能エネルギーの活用

感染症予防のため
水 分 補 給 で 虫刺されに注意する
熱中症予防

適応

災害から身を守る工
夫
高温でも育つ農作物の
品種開発や栽培

私たちができる緩和策

廃棄物をへらす
毎日の生活の中で，ごみは必ず出てしまいます。
盛岡市内の家庭や事業所から排出されるごみは減少傾向にありますが，引き続き，
ごみの減量・資源化に取り組む必要があります。
また，食品ロスや海洋ごみなども私たちの生活が深く関わる問題であり，これらの
解決に向けては３R を中心とする市民一人ひとりのライフスタイルの見直しが求め
られます。

盛岡市の資源とごみの排出状況

私たちができる緩和策

省エネに取り組む
出典）「家庭向け省エネ関連情報『無理のない省エネ節約』」経済産業省 資源エネルギー庁

対象
照明
器具
エア
コン

省エネ行動
54W の白熱電球から 9W の電球形 LED ランプに交換
54W の白熱電球 1 灯の点灯時間を 1 日 1 時間短縮

家中の照明を
交換したら
大きな節約！！

夏の冷房時の室温は 28℃を目安に外気温度 31℃の時,エアコン（2.2kW）の設定温度を 27℃→28℃にした場合（使用時間：9 時間/日）
冬の暖房時の室温は 20℃を目安に外気温度 6℃の時,エアコン（2.2kW）の設定温度を 21℃→20℃にした場合（使用時間：9 時間/日）
ガス

室温は 20℃を目安に外気温度 6℃の時,暖房の設定温度を 21℃から 20℃にした場合（使用時間９時間/日）

石油

室温は 20℃を目安に 1 日１時間運転を短縮した場合(設定温度 20℃)

暖房

テレビを見ないときは消す液晶の場合：1 日 1 時間テレビ（32V 型）を見る時間を減らした場合

環境省ホームページより引用

テレビ
画面は明るすぎないようにテレビ(32V 型)の画面の輝度を最適(最大→中間)にした場合
パソコン

使わない時は, 電源を切る（デスクトップ型）1 日 1 時間利用時間を短縮したら
設定温度は適切に周囲温度 22℃で, 設定温度を「強」から「中」にした場合

電気

壁から適切な間隔で設置上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合との比較

冷蔵庫
ものを詰め込みすぎない詰め込んだ場合と, 半分にした場合との比較
電気
ポット
風呂
給湯器

長時間使用しないときは，プラグを抜く

10 年以上使用している
冷蔵庫は買い替えが
お得でエコ！！

ポットに満タンの水 2.2L を入れ沸騰させ, 1.2L を使用後, 6 時間保温状態にした
場合と, プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較

入浴は間隔をあけずに 2 時間放置により 4.5℃低下した湯(200L)を追い炊きする場合(1 回/日)
シャワーは不必要に流したままにしない 45℃の湯 を流 す時 間 を 1 分 間 短 縮 した場 合 （ 節 約 金 額 はガス， 水 道 の合 計 ）

衣類
自然乾燥と併用する自然乾燥 8 時間後,未乾燥のものを補助乾燥する場合と,乾燥機のみで乾燥させる場合の比較(1 回/2 日)
乾燥機
ふんわりアクセル「e スタート」最初の 5 秒で時速 20 キロを目安に少し緩やかに発進した場合
自
動
車

加減速の少ない運転速度にムラのない運転をした場合
早めのアクセルオフ適時適切にエンジンブレーキを有効活用した場合
アイドリングストップ 30km ごとに 4 分間の割合で行った場合

CO2 削減量
節約金額
43.9kg
2,430 円
11.6kg
530 円
14.8kg
820 円
25.9kg
1,430 円
18.3kg
1,320 円
25.4kg
880 円
8.2kg
450 円
13.2kg
730 円
15.4kg
850 円
25.7kg
1,670 円
22.0kg
1,220 円
21.4kg
1,180 円
52.4kg
2,900 円
85.7kg
6,190 円
28.7kg
3,210 円
192.6kg
10,650 円
194.0kg
11,950 円
68.0kg
4,190 円
42.0kg
2,590 円
40.2kg
2,480 円

ひと

他人ごとではなく｢自分ごと｣として取り組みたい！
気候変動の原因となる二酸化炭素の排出量は減少傾向にあるものの，私たちの暮らしからまだ
多くの二酸化炭素が排出されており，さらなる削減努力が必要です！
・地球規模の環境問題については，地球の一員という意識を持ってしっかりと取り組みましょう。
・「資源を分けて残ったものがごみ」という意識を持ち，ごみを減らしながら資源を循環できる
ようにしましょう。

盛岡市の取組
●エネルギーの効率的な利用の促進
（公共施設照明の LED 化，クールビズ・ウォームビズの取組）
●再生可能エネルギーや省エネ機器等の普及促進
（太陽光発電，廃棄物発電，木質バイオマス，電気自動車，LED 照明）
太陽光発電システム等設置補助
盛岡市は，太陽エネルギーの利用促進及び利用の効率化を図るため，市内にある，自分で所有し居住するための
一戸建て住宅に太陽光発電システム，太陽光発電システムと連携する蓄電システム及びホームエネルギーマネジメ
ントシステム(HEMS)を設置する人へ補助金を交付しています。詳しくは環境企画課までお問い合わせください。

●二酸化炭素の吸収源となる森林の適正管理
●ごみ分別徹底によるごみの減量化，資源化の促進
●再利用・再生品の利用の拡大
●環境教育・環境学習の推進
（「もりおかエコライフイベント」や環境学習講座の開催）

盛岡市環境部ウェブサイト“eco もりおか”で各種環境関連情報掲載中！
http://www.eco-morioka.jp/（トップページ）

えこもりおか

「えこもりおか」で検索！またはこちらから→

問い合わせ先：盛岡市役所環境部環境企画課
☎019-626-3754

✉kankyou@city.morioka.iwate.jp

