
施策55　地球温暖化対策の推進

 施策の目的

地球温暖化対策として、本市全域の温室効果ガス＊１を削減し、地球温暖化の防止を行い、環境負荷
の少ないまちにします。

 平成23年度策定時の状況

　地球温暖化に対する市民意識は、和光市地球温暖化対策地域懇談会が実施したアンケート結果から
みると、約９割もの方が関心がある状態となっています。また、事業者についても、温暖化防止講座
などを通じ、認識は高まりつつありますが、その取組については費用等の問題があり、環境経営の認
証登録件数も伸びていません。
　太陽光発電などの新エネルギー　に関しては、平成18年２月策定の地域新エネルギービジョンに基
づき、太陽光発電システム補助制度を導入しています。
　また、平成19年度に策定した第二次地球温暖化防止実行計画において、平成23年度までに本市の事
業活動に伴う温室効果ガス排出量を平成17年度排出量を基準として10％以上削減することを目標とし、
取り組んできました。平成21年度には、一般廃棄物の中のプラスチック焼却量が減ったため、清掃セ
ンターからの温室効果ガス排出量が削減され、平成17年度と比較すると5.6％減となっています。

 平成27年度の現状

　本市全域からの温室効果ガス排出抑制の取組に関しては、平成25年度から新たに省エネルギー機器
等設置補助制度を導入し、再生可能エネルギーの普及促進を図っていますが、和光北インター地域な
ど土地区画整理事業の施行が、温室効果ガス排出の増加要因となっています。
　一方、市役所のエコオフィス化推進のため、平成24年度に策定した第三次地球温暖化防止実行計画
において、平成27年度までに市役所の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を平成22年度排出量を基準
として５％削減することを目標とし、取り組んでいます。平成26年度は平成22年度と比較して、エネ
ルギー全体の使用量は都市ガスを除いて減少しましたが、温室効果ガスの排出量は1.7％の増加となっ
ております。
　これは、温室効果ガス排出量のうち、全体の約40％を占めている電気の使用量が、平成22年度と比
較して12.8％の削減をしているにもかかわらず、温室効果ガス排出量を算出するための係数の数値が
増加していることにより、電気使用による温室効果ガス排出量が、10.5％増加したものです。

＊２

 課題

　地球温暖化問題の深刻化やそれに伴う気候変動への対応とともに、持続可能な社会の構築が求めら
れています。そのため、市民及び事業者の地球温暖化対策に対する意識を向上させることが必要です。
また、新エネルギー導入や省エネルギー　型機械の普及が進んでいません。さらに、本市の事業活動
に伴う温室効果ガス排出量が増えています。

＊３

＊１ 温室効果ガスとは、太陽放射により暖められた熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体のこと。
＊２ 新エネルギーとは、太陽光発電、太陽熱利用、地熱発電、風力発電、バイオマス、雪氷熱利用など、再生可能エネルギーのこと。
＊３ 省エネルギーとは、エネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力・石油・ガスなどの消費節約を図ること。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①地球温暖化対策実行計画区域施策
　編の策定・実行

②地球温暖化対策の啓発

環境問題に対する意識の醸成と環境
保護に関する自主的な活動の実現に
向けた支援

③新エネルギーの導入の促進新エネルギー機器導入を促進させる
経済的な支援や周知

市民・事業者の意識の醸成

④省エネルギー意識啓発・導入の促進省エネルギーの効果的な利用に関す
る普及啓発活動と導入支援

⑤エコオフィス化の推進公共施設における環境負荷の少ない
エコオフィスの積極的な導入

課題解決の考え方と取組

取組内容

１ 地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定・実行
本市の地域特性に応じた温暖化対策に関する計画を策定し、計画実行により温室効果ガス削減
に取り組みます。

２ 地球温暖化対策の啓発
市民・事業者向けの温暖化防止活動講習会や小学生を対象に省エネチェックブックの配布を行
うなど、地球温暖化対策に関する意識啓発を行います。

３ 新エネルギーの導入の促進
　身近な自然エネルギーである太陽光発電システム並びに省エネルギー機器等の設置に対する支
援を行うとともに、固定価格などによる余剰電力買取制度の周知を図り、新エネルギーの導入と
温室効果ガスの排出抑制を促進します。

４ 省エネルギー意識啓発・導入の促進
　市民・事業者向けの省エネルギー講座やアイドリングストップキャンペーンに関する啓発を行
い、エネルギーの効率的使用の意識を高め、省エネルギー化を進めます。

５ エコオフィス化の推進
　公共施設にＬＥＤ照明器具を導入するなど省エネルギー化・新エネルギー化の推進、省資源リ
サイクル対策及びグリーン購入の推進等を行い、温室効果ガス排出量の少ないオフィス環境を整
えます。
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温室効果ガス排出量の推移
（ｔ－ＣＯ2）
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12,000
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資料：第三次和光市地球温暖化防止実行計画
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施策指標

指　　標　　名

太陽光発電買取契約件数（件）
指標説明：市内の太陽光発電の余剰電力買取契約を締結

している件数
参考資料：政府の太陽光発電設置目標

環境講座などの参加者数（人）

温室効果ガス排出量（t－CO２）
指標説明：本市の事業に伴い排出される温室効果ガス

排出量
参考資料：地球温暖化防止実行計画

７７０ 1,270

７８ １５０

12,243 10,833

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考
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施策56　湧水・緑地の保全と再生

 施策の目的

次世代に伝えるべき財産である湧水と緑地などの自然環境を、守り、育て、いかし、自然と調和の
とれたまちにします。

 平成23年度策定時の状況

　本市の自然環境の特徴は、湧水や斜面林、屋敷林、社寺林などの緑で、この特徴が市民の水と緑に
関する関心を高めています。市民意識調査でも、「公園・緑地が整備されている」の満足度は63.0％、
「自然に恵まれている」の満足度は61.7％であり、他の施策に比べ高くなっています。
　また、平成15年に策定した環境基本条例に基づき、これまでに環境基本計画や緑地保全計画を策定
し、緑地の保全に関する様々な施策を実施しています。
　現在、本市には、７箇所の市民緑地（ふれあいの森）があり、市民との協働による維持管理を進め
るなど、環境保全上重要な役割を担う湧水・緑地の保全・育成・活用に努めていますが、市内の緑地
面積は、都市化が進むにつれて、年々減少しています。

 平成27年度の現状

　７箇所あった市民緑地（ふれあいの森）は、土地所有者の相続や区画整理事業の施行などの開発行
為に伴い３箇所が消滅しましたが、新たに１箇所が追加されたため、現在は５箇所となっています。

 課題

　湧水や緑地などの自然環境の保全意識が十分には浸透していないため、その自然環境を継承すべき
次世代の人材が育っていません。また、開発の進行への対応として、緑地を保全、増加させるために
は、公有地（緑地）の整備が求められています。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①自然環境を守る仕組みづくり

②自然環境を育てる仕組みづくり自然環境の保全、維持管理体制の整
備

次世代に伝えるべき市の財産である
湧水と緑地などの自然環境の保全と
再生の実現

③自然環境をいかす仕組みづくり

④公有地（緑地）の整備

⑤計画的な生産緑地の追加指定

緑化に資する公有地の市民との協働
による整備

計画的な都市農地の保全

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 自然環境を守る仕組みづくり
　緑地、湧水などの自然環境を保全し、市民との協働による維持管理体制を整備するなど、自然
環境を守る仕組みをつくり、自然環境の保全及び再生に努めます。

２ 自然環境を育てる仕組みづくり
　まちづくりにおける緑の確保や集合住宅・事業所などにおける緑化を奨励するとともに、新た
な緑を創出するため、緑のカーテンを育てる個人や家族の取組を支援します。

３ 自然環境をいかす仕組みづくり
　自然環境に関する広報や学校教育及び生涯学習における環境学習を通じて、自然環境の保全意
識の向上と継承する次世代の人材を育てます。また、保全・再生に関する市民活動を活性化させ
て緑を増やし、土地所有者、市民、事業者などみんなで緑などの自然環境を維持管理し、いかし
ていきます。

４ 公有地（緑地）の整備
　午王山特別緑地保全地区や牛房八雲台特別緑地保全地区などの緑地としての整備方針を市民と
の協働により定め、進めていきます。

５ 計画的な生産緑地の追加指定
　市街化区域内の、環境保全などに役立つ農地に関して、地権者との調整を図りながら、計画的
に生産緑地を指定し、都市農地の保全を図ります。
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 施策指標

指　　標　　名

緑地・水辺空間の整備面積（㎡） 指標説明：市が整備、保全している緑地面積

市民協働事業従事者数（人）

生産緑地面積（ha）

大坂ふれあいの森

新倉ふれあいの森観察会の風景
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13,010

８００

４４

21,455

1,000

４４

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考
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 湧水

滝の子白D水湧澤冨C水清強B庫車光和・ロトメ京東A

E 漆台洗い場 F 熊野神社 G 個人宅（牛房の湧水） H 大坂ふれあいの森

跡池三半L園公水湧下坂K寺典妙J園公峡場市I

M 新倉小学校下 N 柿ノ木坂湧水公園 O 広沢湧水の越戸川流入口 P 地福寺

坂滝T森のいあれふ倉新S林面斜山後越R橋子白Q

U 新倉ふるさと民家園 V わくわくパーク

 緑地等

1 午王山特別緑地保全地区 2 午王山ふれあいの森 3 指定第11号保全地区 4 指定第002号保全地区

5 柿ノ木坂緑地 6 指定第012号保全地区 7 指定第013号保全地区 8 指定第051号保全地区

9 城山ふれあいの森 10 新倉ふれあいの森 11 上谷津ふれあいの森 12 大坂ふれあいの森

13 半三池緑地 14 宮ノ台緑地 15 新倉氷川八幡神社 16 吹上観音

17 南市場いこいの森 18 牛房八雲台特別緑地保全地区19 越後山斜面林 20 漆台斜面林

園公水湧坂木ノ柿42園公水親池赤32区地全保地緑別特宿子白22社神野熊12

25 新倉ふるさと民家園 26 第五小学校 27 白子小学校 28 成田山神護寺

）区馬練（森のい憩山水清23）区馬練（森のい憩山荷稲13）区馬練（宮幡八田支土03寺福地92

33 デン山、根岸台斜面林等（朝霞市） 34 水久保公園（朝霞市） 35 わくわくパーク 36 荒川河川敷

37 和光樹林公園 38 指定第014号保全地区



越戸川での活動風景

施策57　水環境の保全

 施策の目的

市民が衛生的で水の恵み豊かな生活を送れるよう、水環境を安全に保全します。

 平成23年度策定時の状況

　本市は、白子川、谷中川、越戸川、新河岸川、荒川といった河川が縦横に流れており、河川水質事
故などの公害に関する苦情がたびたび発生しています。苦情件数は、近隣市の平均より多くなってい
ますが、水質事故発生時には、水質事故を招いた原因者に対し、適宜指導を行い、水質の改善に努め
ています。また、道路のアスファルト舗装を進めたことで、雨水が地下に浸透せず、河川に流入して
いる状況が起こっています。

 平成27年度の現状

　浄化槽の適正管理について、法定検査受検率は上昇傾向にありますが、まだ10％にも満たず、河川
水質への影響が懸念されています。

 課題

　地下水の保全に関する関心が高まっている一方で、浄化槽の管理が不十分なことから、今後、雨水
の利用を含め、河川の水質の改善及び保全のための取組が必要です。

第
4
章

第2部

202



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①浄化槽管理者への適正管理の呼びかけ

②河川の水質保全生活排水の適切な浄化による水質管理と
水質調査に基づく健全な水環境の保全

治水と利水のバランスのとれた水環
境の形成

③雨水の有効利用と地下浸透の促進雨水の有効利用を促進させるために
必要な市民に対する協力要請

浄化槽法に基づく適正な管理の周知
徹底

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 浄化槽管理者への適正管理の呼びかけ
浄化槽を設置している管理者に対し、浄化槽法に基づく適正管理を行うよう呼びかけを行いま
す。

２ 河川の水質保全
　河川水質調査を定期的に実施し、監視を行います。また、庁内の連携を図り、水質改善を進め、
健全な水循環を保っていきます。

３ 雨水の有効利用と地下浸透の促進
　市民に対し、雨水の再利用を促進するため雨水貯留槽設置についての啓発を行い、総合治水の
考え方も取り入れ、雨水の循環を図ります。また、雨水の地下浸透及び地下水の涵養を図るため、
雨水浸透施設の設置についての啓発を行います。その他、公共施設においても雨水利用、地下浸
透を推進します。

 施策指標

指　　標　　名

市内３河川の BOD 値＊１（mg/L）

浄化槽法定検査受検率（％）

指標説明：３河川８地点の平均値
参考資料：BOD 値の環境基準

指標説明：浄化槽法第11条に基づく法定検査の受検率

＊１ ＢＯＤ値とは、河川や工場排水、下水などに含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物が一定時間、一定温度の
　　もとで微生物によって生物化学的に酸化されるとき消費される酸素の量のこと。
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2. 1

6. 2

2. 0

19. 4

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考



施策58　生活環境保全の推進

 施策の目的

市民が衛生的で快適に暮らせるよう、生活環境の維持、改善を行います。

 平成23年度策定時の状況

　動物の飼い主に対する飼育管理の指導や環境活動の活性化に努めていますが、動物や生活環境に関
する苦情がたびたび寄せられ、公害苦情の発生件数は、近隣市の平均より多くなっています。
　また、市民による美化活動によって、環境に関する意識も高まりつつありますが、道路や和光市駅
前のポイ捨てごみや路上喫煙は、依然として減少していません。

 平成27年度の現状

　準工業地域など、工場と住宅が混在している地域では、騒音などの公害苦情が度々寄せられていま
す。また、路上喫煙防止のため、駅前での街頭キャンペーン等、啓発に力を入れています。

 課題

　歩行者や車両からのポイ捨てごみや路上喫煙は、依然として一部の人々のマナーが問題となってお
り、引き続き、市民・事業者の環境意識の向上を図る必要があります。また、騒音の発生による生活
環境への影響に対する対応が求められています。
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資料：環境課調べ



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①市民参加による美化活動の推進

②市民や事業者による環境活動の推進

市民・事業者の環境意識の醸成と自
主的な活動の促進

市民の衛生的で快適な暮らしを実現
するために必要な環境維持 ③動物の飼育管理の指導徹底

④騒音公害などへの対応

動物の飼育管理に関する問題の解消

専門性に対応した相談体制の充実

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 市民参加による美化活動の推進
　美化活動団体　の登録数を増やすとともに、登録団体の活動に必要な支援を行い、市民による
市内の美化活動を積極的に進めます。

＊１

２ 市民や事業者による環境活動の推進
　市民・道路管理者などと連携した啓発活動の実施や各種環境講座を開催することにより、ポイ
捨て防止を図り、自ら環境活動を実践できるよう進めます。

３ 動物の飼育管理の指導徹底
動物の飼い主に対し、飼育管理の啓発や指導を行います。

４ 騒音公害などへの対応
騒音をはじめとする公害苦情などに的確に対応するため、専門性に対応した相談体制を充実し
ます。

 施策指標

指　　標　　名

美化活動登録団体数（団体）

駅周辺の美化推進活動による
ゴミ収集量（kg）

生活環境苦情件数（件）

＊１  美化活動団体とは、本市の公共施設美化サポーターや埼玉県の美化活動支援制度を活用し、公共空間である市内の道路、公園及び緑地
　　並びに河川において、ボランティアで清掃や花壇の整備などの環境美化活動を行う市民等のこと。
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