■環境に関する仙台市の条例・計画及び日本・世界の動き
仙台市

年次

トピックス

条例・計画等（環境局）

条例・計画等（他局）

国

1992 ○環境局発足
（H4）

世界
○国連環境開発会議リオ宣言
アジェンダ 21

1993 ○空き缶・空きびん収集開始（全市域） ○仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に ○緑の基本計画策定
（H5）
関する条例・規則施行

○環境基本法制定
○アジェンダ 21 行動計画
○生物多様性条約加盟（受託）
○気候変動枠組条約批准

○生物多様性条約発効

1994
（H6）
1995
（H7）

○第一次環境基本計画策定

○気候変動枠組条約発効

○杜の都環境プラン基本構想策定
○仙台市地球温暖化対策推進計画策定
○仙台市リサイクルプラザ条例制定

○杜の都の風土を育む景観条例制定

○容器包装リサイクル法制定
○生物多様性国家戦略策定

1996 ○第 5 回地球温暖化アジア太平洋地域 ○仙台市環境基本条例公布
○仙台市公害防止条例全部改正
（H8） セミナー（仙台市開催）
○残したい日本の音 100 選に、
「広瀬川
のカジカガエルと野鳥」「宮城野のス
ズムシ」認定

1997 ○第 1 回音風景保全全国大会（仙台市 ○仙台市環境基本計画「杜の都環境プラ ○仙台市基本構想策定
○環境影響評価法制定
ン」（～H22 年度）策定
（H9） 開催）
○仙台市森林基本計画（～H22）策定
○仙台・ヘルシンキ都市セミナー（仙 ○仙台市自動車公害防止計画策定
台市開催）
○星空にやさしい街 10 選に仙台市認定
○ペットボトル分別収集開始
1998 ○「アジア・太平洋環境会議（エコ・ ○仙台市環境率先行動計画策定
（H10） アジア 98）」「APEC 持続可能な都市の ○仙台市環境影響評価条例制定
ための環境教育シンポジウム」（仙台
市開催）

○仙台グリーンプラン 21（～H22 年
度）策定

○国連環境開発特別総会
○地球温暖化防止京都会議
（京都議定書採択）

○仙台市基本計画「仙台 21 プラン」 ○家電リサイクル法制定
（～H22 年度）策定
○地球温暖化対策推進法制定

1999 ○GPM グリーン購入大賞優秀賞受賞
○仙台市水環境プラン（～H22 年度）策 ○アクセス 30 分構想推進計画策定
○ダイオキシン類対策特別措置
（H11） ○仙台・ヘルシンキ都市セミナー（ヘ 定
○都市計画の方針（都市計画マスター 法制定
ルシンキ開催）
○ISO14001 認証取得（本庁等）
○100 万人のごみ減量大作戦展開

2000 ○環境報告書、第 4 回環境レポート大
（H12） 賞奨励賞受賞

2001 ○環境フォーラムせんだい 2001・環境
（H13） 国際会議（仙台市開催）
○紙類拠点回収事業開始
○粗大ごみ収集方法の変更（ｽﾃｰｼｮﾝ方
式無料収集から戸別有料収集へ）

2002 ○プラスチック製容器包装分別収集開
（H14） 始（全市域）
○仙台市堆肥化センター竣工
○ISO14001 認証更新（本庁舎等）
○ヨハネスブルグサミット自治体セッ
ション参加
○100 万人のごみ減量大作戦キャンペ
ーン（ワケルくんによるごみ分別の徹
底）

○仙台市一般廃棄物処理基本計画（～H2 プラン）（～H22 年度）策定
○特定化学物質の環境への排出
年度）策定
○百年の杜づくり行動計画（～H22 年 量の把握等及び管理の改善の
度）策定
促進に関する法律（PRTR 法）
制定
○仙台市水道事業基本計画（～H21 年 ○循環型社会形成推進基本法制 ○国連ミレニアム宣言
度）策定
定
○残留性有機汚染物質に関す
○仙台市下水道基本計画（～H32 年 ○資源有効利用促進法制定（再 る「ストックホルム条約」採
度）、下水道事業長期計画（～H22 年 生資源利用促進法（H3）改正） 択（PCB、ダイオキシン、DDT
度）策定
○グリーン購入法制定
等）
○食品リサイクル法制定
○建設リサイクル法制定
○第二次環境基本計画策定
○仙台市環境率先行動計画（第 2 期）策 ○仙台まなびの杜 21-仙台市教育ビジ ○環境省発足
定
ョン-（～H22 年度）策定
○フロン回収・破壊法制定
○東西線沿線まちづくり基本方針策 ○PCB 特別措置法制定
定
○自動車 NOx・PM 法（関東・関
西・中京）制定
○低公害車開発普及アクション
プラン策定
○仙台市地球環境温暖化対策推進計画（H ○仙台市新産業創造プラン策定
○京都議定書批准
○持続可能な開発に関する世
７策定、～H22 年度）改定
○仙台市農業基本計画（～H23 年度） ○新・生物多様性国家戦略策定
界首脳会議（ヨハネスブル
○仙台市環境教育・学習プラン（～H22 策定
○自動車リサイクル法制定
グ・環境開発サミット）
年度）策定
○仙台市住まいの基本計画（～H22 年 ○自然再生推進法制定
度）策定

2003 ○イクレイ（持続可能性を目指す自治 ○仙台市環境率先行動計画（第 2 期）改 ○仙台市交通バリアフリー基本構想 ○循環型社会形成推進基本計画 ○「持続可能な開発のための教
（H15） 体協議会）世界理事に仙台市長が就任 定
（～H22）策定
策定
育の 10 年（ESD）
」国連総会に
○グリーン購入企業セミナー、グリー
○環境保全活動・環境教育推進 て日本主導により採択
ン購入フォーラム in 仙台開催
法制定
○みちのく環境管理規格認証機構設立
2004 ○第 1 回グリーン購入世界大会 in 仙台 ○仙台市自動車環境負荷低減計画策定 ○杜の都の風土を守る土地利用調整 ○環境配慮促進法制定
（H16） 開催
（H9 自動車公害防止計画を改定、～H22 条例制定
○GPN グリーン購入大賞大賞受賞
年度）
○杜の都の市民環境教育・学習推進会
議（FEEL Sendai）設立
○ごみ減量・リサイクルの情報総合サ
イト「ワケルネット」開設
2005 ○イクレイ世界理事会（仙台市開催） ○仙台市一般廃棄物処理基本計画改定 ○広瀬川創生プラン（～H26 年度）策 ○地球温暖化対策推進法改正
○京都議定書発効
（H17） ○仙台広域圏（仙台市、気仙沼市、旧 （H11 策定、～H22 年度）中間見直し
定
○クリーン開発と気候に関す
田尻町）が国連持続可能な開発のため
るアジア太平洋パートナーシ
の教育の 10 年を進めるための地域拠
ップ（APP）
点（RCE）に認定
○松森工場竣工

2006 ○ISO14001 認証登録終了
○新・仙台市環境行動計画策定（環境率 ○杜の都のまちなか自転車プラン（～ ○第三次環境基本計画策定
（H18） ○環境 goo 大賞（行政機関部門）大賞 先行動計画を改定）
H27 年度）策定
○容器包装リサイクル法改正
○環境国際交流ワークショップ in 仙
台

2007 ○環境 goo 大賞（行政機関部門）大賞 ○仙台市産業廃棄物処理指導方針策定
（H19） 受賞
○仙台市におけるレジ袋削減に向けた
取り組みに関する協定（事業者・市民
団体・市）締結

○仙台市消費生活基本計画（～H22 年
度）策定
○仙台市森林整備計画（～H28 年度）
策定
○杜の都の環境をつくる条例改正
○アクセス 30 分構想推進計画（H11
策定）中期計画修正（～H27 年度）
○仙台市総合道路整備計画（～H22 年
度）策定
○仙台市下水道事業長期計画（H12 策
定、～H22 年度）見直し
○「創造と交流」仙台市都市ビジョン ○第三次生物多様性国家戦略策 ○気候変動に関する政府間パ
策定
定
ネル（IPCC）による評価報告
○仙台市農業基本計画（H14 策定、～ ○環境配慮契約法制定
書の発行
H23 年度）改定
○国連の「気候変動枠組条約第
○八木山動物公園運営方針（～H38.3）
13 回締約国会議（温暖化防止
策定
バリ会議）
」

2008 ○環境 goo 大賞（行政機関部門）大賞
（H20） 受賞

○循環型社会形成推進基本計画
策定
○生物多様性基本法制定
○省エネ法改正

○ 家庭ごみ 等受 益者負担 制度 （有料
化）、紙類定期回収開始

2009 ○環境 goo 大賞（行政機関・独立行政
（H21） 法人・国立大学法人部門）特別大賞・
ユーザー大賞受賞
※環境局事業概要・各局策定計画等の資料を基に環境局で独自に作成したものです。

○仙台市「杜の都」景観計画策定

