
第２次和光市環境基本計画実行計画【改訂版】　平成２９年度実施状況調査票

番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

1
　緑被率調査など
の緑地の現状の
把握

　緑被率調査とその結果
に基づく市内緑地の分析
を行い、緑被率の将来目
標を設定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緑被率調査とその結果に
基づく市内緑地の分析や
将来目標の設定を行う。

緑被率の将来目標については、緑の基
本計画に位置づけることになっている
が、その計画の見直しに至ってない。

△
緑地の経年変化を把握するため、５年
毎の調査が必要となる。

都市整備課
・緑被率調査の方法として、Google mapなどを利用す
る簡便法を確立して、実行することが良策。

2

　補助金活用や基
金制度創設等、緑
地保全に向けた仕
組みづくりの推進

　緑地保全のための特定
財源等の確保に関する検
討を行い、緑地保全を推
進する。

緑地保全のための特定財
源確保に関する研究を行
う。

引き続き、先進地事例による緑の基金制
度等の施策を調査研究した。

△

基金制度の運用については、特定財源
としての基金の設置は有効な手段であ
るが、その他にも住民参加型のミニ市
場公募債、などについて幅広く検討す
る。

都市整備課

・「幅広く検討する」だけでなく結果を出すことが重要。
・和光の豊かな水と緑に恵まれた白子2丁目の富澤尚
氏邸裏、芝崎邸樹林地、大坂湧水緑地、市の管理す
るわんぱく広場など連続する樹林地が伐採されて、失
わるがままの状態。緑地保全の先進地事例を活かし
た仕組みづくりが急務。
・欄外へ記載意見あり

3
　貴重な動植物の
調査と市民への公
表

　市内にある貴重な動植
物を調査・保全し、その結
果を公表し、啓発に繋げ
る。

多くの市民が和光市の貴
重種について知っている
状態にする。

和光市自然環境マップを各公共施設で
閲覧したり持ち帰りできるようにするとと
もに、緑化まつり、ジャブジャブ大会、市
民まつり等のイベントで配布し、和光市
の貴重種などの周知を行った。

◎
環境マップは市民への啓発手段として
非常に有効であるため、今後もイベント
等を通じて配布し、啓発していく。

環境課
・和光市内に自生する2か所のカタクリ群生地（漆台と
白子2丁目）の調査報告は保全に活かされていない。

川の国応援団等と協力
し、重要な緑地、湧水、河
川が保全された状態にす
る。

川の国応援団制度に基づく保全活動へ
の協力（主にゴミ回収）を行った。
また、河川の白濁等の通報に対し、県と
連携し、早急に現場確認等を行った。

〇

川の国応援団への協力は引き続き継
続する。また重要な緑地、湧水、河川に
ついて継続した保全活動を推進する必
要がある。

環境課（県）

総合的な緑地保全のあり
方の検討・研究を行う。

斜面林等民有地における緑地保全の区
域拡大の事案がなかった。

△
緑地保全制度の周知PRと土地所有者
の緑地施策に対する合意形成が必要と
なる。

都市整備課

現行の保存樹木制度を見
直し、所有者もそうでない
人も、保存樹木制度につ
いて理解していただく。

市内に残された貴重な保存樹木に対し、
引き続き助成金を交付した。また、制度
周知のために保存樹木の葉でしおりを作
成し、イベントで配布した。

◎
美観や樹勢の悪い樹木の精査は進ん
でいるが、今後は助成制度自体の見直
しが必要である。

環境課

保全地区や保存樹木の追
加指定や同制度の拡充の
検討を行う。

緑地保全地区については、追加指定の
案件がなかった。

△
補助事業制度の拡充は困難であるが、
地権者に緑地保全の必要性の理解し
ていただけるよう努めてまいります。

都市整備課

協働による維持管理を推
進し、美化サポーターの
参加者を増やす。

大坂ふれあいの森において、美化サ
ポーター制度に基づく協働による維持管
理（主にゴミ回収）を行った。

〇

今後も継続して取組を行うとともに、斜
面林や湧水について更なる周知を図
り、市民の関心を高めていく必要があ
る。

環境課

市と環境団体との協働に
よる維持管理の推進及び
拡充を行う。

市民協働型管理や公共施設美化サポー
ター制度の活用により、ふれあいの森等
の維持管理を行った。

◎
市民団体等の活動領域の拡大が課題
である。

都市整備課

望ましい姿１　豊かな水と緑を守り育み伝えるまち

　　方針１（重点方針）　自然環境の保全

4
　緑地や湧水、河
川の保全と緑の回
廊の形成

　斜面林や湧水の保全、
埼玉県水辺再生事業など
を通じた河川の保全活動
を推進する。

・欄外へ記載

5

　民有地における
自然環境保全のた
めの支援制度の
実施・拡大

　保全地区や保存樹木の
追加指定や同制度の拡
充について検討・実施す
る。

・欄外へ記載

6

　民有地にある斜
面林や湧水などの
市民参加による維
持管理

　市と環境団体との協働
による維持管理を推進す
る。

・欄外へ記載

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



自然環境の一体的な保全
を継続して行う。

和光市自然環境マップや国・県のポータ
ルサイトで湧水地情報の周知を図り、湧
水地保全の重要性をＰＲした。

〇
今後も県や周辺自治体と情報を共有し
ながら、湧水地周辺の自然環境の一体
的な保全を行っていく。

環境課

湧水地・斜面林の所有者
との具体的な話し合いを
行い一体的な保全を行
う。

湧水地・斜面林の所有者に対し、保全緑
地制度や市民緑地制度等の説明を行っ
た。

〇
緑地保全制度の周知PRと土地所有者
の緑地施策に対する合意形成が必要と
なる。

都市整備課

生物の多様性やその生態
系を重視した自然が保全
されている状態にする。

緑地保全計画及び過去の植生等の調査
結果に基づき、生物多様性やその生態
系を重視しながら斜面林等の保全を行っ
た。

〇

生物多様性やその生態系の保全は、
開発の進行や外来生物の増加の影響
を受け、容易ではないが、今後、生物多
様性の保全に向けた検討を進めてい
く。

環境課

和光市緑地保全計画に基
づく環境保全施策を実施
する。

湧水地・斜面林の保全を通じて生物多様
性の施策においても寄与できた。

〇
湧水地・斜面林の減少が、生物多様性
への問題に大きく影響する。

都市整備課

番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

9
　計画的な生産緑
地の追加指定

　生産緑地の追加指定を
計画的に行う。

生産緑地面積を44haにす
る。

平成22年5月に和光市生産緑地地区追
加指定要綱を定め、毎年7月までに追加
希望者の申請を受理するが、今年度の
追加指定はなかった。

〇
引続き追加指定について、周知を図り
ながら、基準に合致するものについて
は追加指定を進める。

都市整備課 ・欄外へ記載

10
　環境保全型農業
の促進

　景観作物の栽培や畑の
縁辺部植栽及び低農薬・
有機農業の促進を図る。

現状の景観作物の植栽を
継続する。
特別栽培農産物の認証数
を50％増加させる。

特別栽培農産物の認定に向けて、農業
者及び農業者団体への申請等に係る支
援を行った。
アグリパークにおいて、農業者団体の協
力を得て、景観作物の球根3,800球を植
栽した。

◎

特別栽培農産物認証数の増加を図る
ため、農業者への認証の働きかけを行
うとともに、消費者への制度周知を行
う。

産業支援課

11
　農産物の地産地
消の推進

　学校給食への市内産農
産物供給や木曜市を開催
する。

学校給食への市内産農産
物の利用率を32％とす
る。
市民が地場農産物を入手
できる機会を拡充する。

農業者の協力を得て、21品目の市内産
農産物を学校給食へ提供し、利用率は
約18.8％であった。
木曜市を年間23回、軽トラ市を年間27回
開催したほか、年間を通じてアクシスに
おいて採れたて野菜まちかど販売所を実
施した。

◎

学校給食への市内農産物の提供、木
曜市、軽トラ市、採れたて野菜まちかど
販売所を継続的に実施し、「わこ産わこ
消」を進める。

産業支援課

・学校給食への活用は大変良い。環境問題で、学校
行政との連携は大変有効であり重要。
・学校給食への活用は、地産地消および教育にも大
変良い。

12
　市民農園・体験
型農園・学校農園
の利用促進

　市民農園・体験型農園
の利用促進とアグリパー
クを活用した農業体験事
業を実施する。

市民農園利用率を100％
にする。
農業体験事業の参加者数
を10％増加させる。

市民農園は425区画中416区画が利用さ
れ、利用率は98％と高い水準であった。
農業体験センターで実施する農体験事
業に延べ699人が参加した。

◎

現在実施されている農業体験事業に加
えて、農業者の協力を得て、農業体験
できる品目を増やし、参加者の増加を
図る。

産業支援課

13
　旧冨岡家住宅等
の文化財の維持
管理

　所有者との協議を実施
し、維持管理を行う。

市指定文化財件数を増や
す。

開園後１１年経過、北側茅が傷んできた
ので専門家の助言を得て、北側のみ差し
茅修繕を行った。

◎

古民家の維持管理の為の、修繕が今
後増える可能性があるので、維持補修
予算増を危惧すると同時に、予算の確
保が課題である。

生涯学習課

望ましい姿１　豊かな水と緑を守り育み伝えるまち

　　方針２　都市・自然・歴史文化の共存

7

　湧水地周辺の自
然環境の一体的な
保全と周辺自治体
との連携

　埼玉県や周辺自治体と
の連携を図りながら、湧
水地等の所有者と話し合
いを行い、自然環境の一
体的な保全を行う。

・東京都との連携は重要。練馬区や朝霞市の緑地取
得の状況など参考になる。
・東京都練馬区では、民家とその周辺緑地の買い取り
が行われ市民に開放されている。練馬のカタクリ公
園、稲荷山緑道などは、和光市にも類似した環境が
あり、連携した保全が望まれる。

8

　生物の多様性や
その生態系を重視
した自然（湧水を
含む）の保全

　和光市緑地保全計画に
基づき、環境保全施策を
実施する。

・湧水地・斜面林は白子2丁目の状況を見る限り、目
に見えて減少している。カタクリ自生地が狭められ、
生物多様性の保全が危機的な状況を招きつつある。
・「・・・生物多様性の施策においても寄与できた」とあ
るが、具体的に？
「湧水地・斜面林の減少・・・大きく影響する」ことにお
いて、グリーンベルトの維持が重要性を持つ。（番号4
参照）

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



14
　文化財保全のた
めの組織・人材育
成の支援

　文化財保全のために必
要な組織づくり及び人材
育成への支援を行う。

古民家愛好会や民俗芸能
保存会の会員を増やす。

和光市民大学/2017特別講座全5回「地
元・古民家再発見 ～第二の活動・地域を
知り、体験しよう～」を開講、古民家サ
ポーターへとつながる講座を開催した。

◎

古民家サポーターの人員確保と民俗文
化財後継者不足について、共に人材育
成を目的とした講座等を定期的に開催
する必要があるのと、継続して担い手を
育成することの難しさ。

生涯学習課

15

　伝統行事や郷土
芸能などの発掘・
保存の援助、伝承
機会の拡充

　市民団体との協働によ
り伝統行事や郷土芸能な
どの発掘・保存の援助を
行うとともに、伝承機会の
拡充を図る。

保存会の会員数を増や
す。

保存会運営のための補助金を交付する
とともに、白子囃子の演奏道具である太
鼓の皮の修繕補助を行った。

〇

白子囃子奏者の高齢化と後継者不足
が重要な課題である。後継者育成のた
めの体験講座を開催しているが、参加
者が余り集まらない。

生涯学習課

16

　開発事業におけ
る自然環境配慮の
推進と環境配慮指
針の導入

　まちづくり条例対象事業
における自然環境への配
慮の周知徹底を行う。

まちづくり条例対象事業に
おける事前協議の際は、
必ず自然環境へ配慮する
ことに同意させる。

まちづくり条例に基づく事前協議が52件
あり、協議の中で、開発区域及びその周
辺にある自然環境に配慮するよう指導し
た。

〇

まちづくり条例による自然環境への配
慮については、任意性が強く、開発へ
の抑止効果が弱い面はあるが、今後も
継続して指導していく。

環境課

・緑地等が売却されたとき、中間買い取り業者が、「ま
ず全ての樹木を伐採することにより売りやすくする」と
豪語する。利用者への売却後に利用しうる樹木すら
皆伐される。非常に残念・不合理な事態であり、何ら
かの対応ができるような方策はなかろうか。

17
　環境・景観に配
慮した公共施設の
整備

　環境・景観に配慮した公
共施設整備を行う。

環境・景観に配慮した公
共施設の整備が行われて
いる。

市内部の調整会議等において、公共施
設整備の際の環境配慮への働きかけを
行った。

〇
今後、取組の具体化について検討する
必要がある。

関係課

・屋上緑化は、維持が大変と思う。以前も提案があっ
たが学校の校庭の芝生化を進めたらどうか。新座市
では２校が実施済みと聞く。和光市でも下新倉小は実
施したと聞くので、その得失を比べてもらいたい。
・欄外へ記載意見あり

まちづくり条例対象事業に
おける事前協議の際は、
必ず自然環境へ配慮する
ことに同意させる。

土地区画整理事業地内のまちづくり条例
に基づく事前協議が15件あり、斜面林、
湧水等の自然環境に配慮するよう指導し
た。

〇

まちづくり条例による自然環境への配
慮については、任意性が強く、開発へ
の抑止効果が弱い面はあるが、今後も
継続して指導していく。

環境課

土地区画整理事業の面的
整備における環境配慮の
推進を行う。

現在施行中である４つの土地区画整理
事業では、環境に配慮した面整備を実施
している。

〇

今後も環境に配慮した面整備を行う。ま
た整備予定のある白子三丁目中央地
区の公園について、環境に配慮した計
画となるように検討を進める。

都市整備課

駅前広場や歩道、公園な
どの公共施設の整備率を
100％にする。

外環を挟んだ西側地区において、大規模
小売店舗南側から駅へのルートや妙蓮
寺通り、外環側道へのルートを仮設通路
の整備により歩行者等が通行可能となっ
た。
また、雨水を浸透・貯留する浸透トレンチ
を区８－１号線等に設置した。繰越明許
費となったが１号街区公園の擁壁工事を
実施した。

◎

今後も権利者の合意形成や建物等の
移転交渉の状況により、適宜施工計画
の見直しを行い、早期完成を目指して
いく。

駅北口土地
区画整理事

務所

公共施設に設置されたビ
オトープが適切に維持管
理され、啓発事業が実施
されている。

アグリパークのビオトープにおいて、市民
団体による維持管理が行われた。

〇
今後、ビオトープを活用した啓発事業に
ついて検討する。

環境課

ビオトープ講座への参加
者数を10％増加させる。

ビオトープ管理士を招聘し、アグリパーク
農業体験センターのビオトープで、生き
物観察等を行い、16人が参加した。

◎
ビオトープを活用した水辺の生き物に
関する啓発事業の内容を充実させ、参
加者の増加を図る。

産業支援課

20
　水辺で親しめる
河川空間の整備

　越戸川・白子川における
水辺再生空間の維持管
理を行う。

越戸川・白子川における
水辺再生空間が適切に管
理され、市民が川に親し
める状態にする。

川の国応援団と連携し、河川の保全と
ジャブジャブ大会などのイベントの実施
により、市民が川に親しむことができた。

◎

引き続き川の国応援団への協力と連携
による河川の保全やイベントの実施を
行う。また、市民団体の自主的な活動
については、広報・ホームページを活用
した情報提供等に協力していく。

環境課(県)

18

　土地区画整理事
業の面的整備にお
ける環境配慮の推
進

　土地区画整理事業の面
的整備については、環境
に配慮し実施する。

19
　公共施設でのビ
オトープの設置・維
持管理

　公共施設に設置された
ビオトープの維持管理及
び啓発事業を実施する。

・欄外へ記載

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

21
　景観条例、景観
計画に基づく良好
な景観の形成

　景観条例・景観計画に
基づく啓発指導及び景観
重要建造物・景観重要樹
木の指定を行う。

市景観計画に基づく景観
重要建造物の指定件数を
2件とするとともに景観重
要樹木の指定本数を1本
とする。

景観啓発活動として、市民等を対象とし
た景観まち歩きを実施し、ニホニウム通
り等を散策した。

〇 継続的に啓発活動を実施する。 都市整備課

・いにしえの川越街道と最新のニホニウム通りが交差
する。そんな新旧の対比が面白い。
・富沢湧水が「白子宿特別緑地保全地区」の指定を受
けたことにより、熊野神社や大坂ふれあいの森などを
含めた地域一帯は、自然と景観に恵まれた特徴があ
り、保全活動を含めた啓発も必要。
・５年間で景観樹木１本の指定は目標が低い。重要景
観形成地区の指定など目標を高く広く置くことが望ま
しい。景観、防災の観点から電線地中化が望ましい。
区画整理事業においてこそ電柱地中化を実施すべき
で、越後山地区は合格点であるが他の地区は今一つ
である。区画整理事業は長期的視点に立ち悔いを残
さないようにしたい。

22
　ポイ捨て・路上喫
煙防止条例に基づ
く美化活動の促進

　市が委嘱した美化推進
員による美化推進地域の
清掃活動を促進する。

美化推進地域において、
美化推進員による清掃活
動、及びポイ捨て防止街
頭啓発キャンペーンを実
施し、ポイ捨てごみの回収
量を794.6kgまで減らす。

和光市駅周辺の美化推進地域におい
て、6名の美化推進員による清掃活動を
のべ522回実施し、774.2ｋｇのごみを回収
するとともに、ポイ捨て防止キャンペーン
や路上喫煙防止キャンペーンを5回実施
し、啓発を行った。また、42件の路上喫煙
を指導した。

◎
今後も引き続き駅周辺の美化推進地域
を中心とした美化活動を継続していく。

環境課

法令を遵守した土地利用
が行われている。

水道道路沿いの残土業者に対し、市職
員による定期的な巡回を実施し、残土条
例に基づく行政指導を行った。

〇

当該残土業者のほか、調整区域内にあ
る産廃業者や資材置場に対する有効な
規制法令がないのが現状であるが、今
後、改善につながるような施策を検討し
ていく。

環境課

土地利用に関する法令の
指導徹底を行う。

平成２２年から市全域を対象に、大規模
建築物の新築・増改築及び大規模開発
等を届出対象とし、景観形成基準への適
合確認や周知を行っています。さらに、
土地区画整理事業地区においては、地
区計画の届出により土地利用の適正化
を確認しています。

〇
景観計画や地区計画を、さらに市民・事
業者に周知していくことが課題である。

都市整備課

農地法に基づく農地転用
の審査を適正に行い、違
反転用の発生を抑制す
る。
農用地の内、担い手が利
用に占める面積を40％と
する。

違反転用の改善を行うことに併せ、違反
転用の発生抑制に向けた周知に努め
た。
農地所有者及び借り受け希望者に働き
かけ、新たな農用地利用集積計画を策
定し、農用地の内、利用に占める担い手
の割合が36％となった。

◎

今後においても農地法に基づく、農地
転用に係る審査を適正に行う。
農地利用の最適化に向けて、農業者へ
の働きかけや制度周知により、農用地
利用集積計画の策定を促進する。

農業委員会

市民緑地制度による指定
地の整備をサポートし、適
切に管理された状態にす
る。

大坂ふれあいの森において、美化サ
ポーター制度に基づくゴミの回収を行っ
た。

◎ 今後も継続して取組を行う。 環境課

ふれあいの森など市民緑
地制度による指定地の拡
大及び指定地の整備のサ
ポートを行う。

市民緑地制度による指定地の拡充には
至らなかった。

△
市民協働による活動領域の拡大が課
題である。

都市整備課

望ましい姿１　豊かな水と緑を守り育み伝えるまち

　　方針３　美しい景観の保全と育成

23

　良好な環境を形
成するための適正
な土地利用に向け
た市民・事業者へ
の指導

　土地利用に関して法令
による指導を行い、周知・
徹底を行う。

24
　花や緑のあふれ
る空間づくりの推
進

　ふれあいの森など市民
緑地制度による指定地の
拡大及び指定地の整備
のサポートを行う。

・欄外へ記載

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



25
　屋上緑化、壁面
緑化の促進

　まちづくり条例の規定を
活用した屋上緑化・壁面
緑化への働きかけを行
う。

まちづくり条例施行規則で
壁面緑化についても緑地
の対象となるよう調査・検
討を行う。

開発の相談があった際に、地上緑化が
難しい場合には屋上緑化を勧めた。
また、まちづくり条例の規定に基づく屋上
緑化の申請が4件あり、計165.46㎡の屋
上緑化が計画された。

〇

まちづくり条例では、地上緑化が原則だ
が、代替提案として引き続き屋上緑化
の紹介を行う。また、まちづくり条例に
かかわらず、屋上緑化や壁面緑化の周
知を続けていく。

環境課

番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

26
　地球温暖化対策
実行計画（区域施
策編）の実行

　地球温暖化対策実行計
画(区域施策編)に基づき
各種施策を実施する。

市民一人当たりの二酸化
炭素排出量を2009年度比
で25％削減する。

計画の概要版を作成したほか、広報の
特集記事、商工会通信、ホームページを
活用し、計画の必要性等を市民、事業者
等へ広く周知した。

◎
同計画に基づき、温暖化対策関連の啓
発事業や都市緑化の推進等を行う。

環境課

27
　地球温暖化防止
実行計画の推進

　地球温暖化対策実行計
画（事務事業編）を策定
し、計画に基づく施策を実
行する。

第三次和光市地球温暖化
防止実行計画の計画期間
の中において、市庁舎に
ついては、目標を大きく上
回る削減量を達成した。
ついては、第四次和光市
地球温暖化防止実行計画
において、市庁舎以外の
市有施設について、重点
的に温室効果ガスの削減
のための取り組みを実施
することとする。具体的に
は、平成27年度比で5％
の削減を達成することを
目標とする。

第四次和光市地球温暖化防止実行計画
を基に市有施設に対し、温室効果ガスの
削減をするため、エコオフィス推進委員
会を通じ、冷暖房の適切な使用へ向けた
啓発や自転車利用の呼びかけ等、地球
温暖化防止に向けた活動を実施した。

〇

寒冬であったこともあり、冷暖房の適切
な使用に向けた啓発を実施したが、効
果として大きな変化が見られなかった。
外気温等に左右される部分もあるた
め、継続的な啓発を実施していく必要を
感じている。

総務人権課

28
　地球温暖化防止
に関する講座や体
験イベントの開催

　温暖化防止講習会や相
談会を開催するとともに、
出前講座による普及・啓
発を図る。

環境講座等の参加者数を
150名にする。

省エネコンテスト表彰式に併せて、小学
生向けの温暖化防止講演会を行い、100
名（保護者、一般市民等を含む）が参加
した。また、緑のカーテン教室を実施し、
28名が参加した。

◎
今後も環境講座等の実施、拡充を図
り、更なる普及啓発に努めていく。

環境課

29
　新エネルギーと
省エネルギー製品
の普及促進

　太陽光発電及び省エネ
ルギー機器補助制度の
推進及び省エネルギー講
座の開催による啓発を行
う。

太陽光発電買取契約件数
を1,270件、省エネルギー
機器設置補助件数を230
件にする。

平成28年度をもって太陽光発電及び省
エネルギー機器への補助を休止したた
め、環境学習等の啓発活動に力を入れ
た。省エネコンテスト表彰式の温暖化講
演会では受賞者だけでなく、広報により
広く市民へ周知し参加者の募集を行っ
た。

◎

今後も環境学習等の啓発活動を実施
することで、温暖化対策の重要性を認
識していただき、新エネルギーと省エネ
ルギー製品の普及を促進していく。

環境課

和光市はここ数年の間補助金の巧みな活用も相俟っ
て自然エネルギーの活用と省エネルギーの推進に目
覚ましい成果を挙げて来ました。平成２８年度をもって
太陽光発電および省エネルギー機器への補助を休止
しましたと記述されていますが、平成３２年度の更に
高い目標達成に向け、今後補助再開が必要となりま
すか。

30
　環境家計簿の配
付

　省エネチェックブックを
配付し、その結果をもと
に、省エネコンテストを開
催する。

省エネチェックブックの回
収率を95％にする。

市内の小学４年生を対象に夏休み省エ
ネチェックブックを配布し、96.3％を回収し
た。また、取組の結果、積極性及び独創
性などが優れた事例を抽出し、省エネコ
ンテストで表彰するとともに、各校の代表
者による取組事例の発表を行った。

◎
子どもを対象とした環境啓発活動は、
非常に重要であるため、効果的な取組
になるよう工夫しながら継続していく。

環境課

31
地域制緑地への
指定による保全

　和光市緑地保全計画に
基づく環境保全施策を実
施する。　

和光市緑地保全計画に基
づく環境保全施策の実施
を行う

公園面積の80％以上を緑地とする上谷
津公園の整備を行った。

◎
平成30年度に開園するが、その維持管
理や利活用について市民との協働によ
る検討を行う必要がある。

都市整備課

望ましい姿２　住みよい環境を未来につなぐまち

　　方針１（重点方針）　地球温暖化対策の推進

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

32
ごみ処理基本計画

の推進

　第五次一般廃棄物処理
基本計画に基づき、ごみ
減量化目標などを達成す
るための取組を実施す
る。

計画目標達成や見直しに
向け、施策を立案していく
必要がある。

環境に配慮した循環型社会の形成を目
指しながら一般廃棄物の適正処理を行っ
た。

〇
今後計画目標達成に向け、様々な施策
を立案していく。

資源リサイク
ル課

33
生ごみ・落ち葉の

堆肥化の促進

　ホームページ等を活用
し、堆肥化に関しての情
報提供を行う。

今後も再開する予定はな
い。

落ち葉の堆肥化については、震災に伴う
放射性物質の残留問題により長期間事
業を中断している。

×
長期間の中断のため堆肥化施設の傷
みがひどく、再開の目途がたたないた
め、今後も再開する予定はない。

資源リサイク
ル課

・震災に伴う放射性物資の残留問題に関連して今後
も再開の予定は無いとのことですが、ふれあいの森で
の市民活動等で落ち葉の堆肥化は日常的に行われ
ており健康上の問題はありませんか。

34
ごみ減量・分別に
関する普及・啓発

　広報・ホームページを活
用したごみ減量や分別に
関しての啓発を行う。

市民に対して、わかりやす
く和光市のごみの分別方
法等の情報提供をしてい
く。

広報・ホームページ,ごみ分別パンフレット
等により、市民にごみ減量や分別の啓発
を行なった。

〇

市内への転入者や外国人に対して、わ
かりやすく和光市のごみの分別方法等
の情報提供をしていくことが重要であ
る。

資源リサイク
ル課

35
資源の再利用に
関する普及・啓発

　リユースの啓発を行う。

リサイクル展示場の運営
やごみ分別パンフレット等
を通じて、再利用の普及
や啓発を図っていく。

リサイクル展示場をほぼ毎日（年末年
始、祝祭日にあたる月～金、毎月第３土
曜日を除く）開場し、希望者に展示品の
提供を行った。
集団回収、廃インクカートリッジ、小型家
電の拠点回収を行い、資源の再利用を
実施した。

〇
リサイクル展示場の運営や広報等を通
じて、再利用の普及や啓発を図ってい
く。

資源リサイク
ル課

36
農業廃棄物の再
資源化の推進

　農業用廃プラスチックの
適正処理を推進する。

年間2回以上事業を実施
し、3,000kg程度廃プラス
チックの収集処理を行う。

農業用廃プラスチック収集処理事業を2
回実施し、延べ49件の農業者から
2,660kgの廃プラスチックを収集処理し
た。

◎
収集処理事業を定期的に実施し、農業
者が廃プラスチックを保管する負担を
軽減を図るとともに再資源化を進める。

産業支援課

37
　マイバッグ運動
や簡易包装の推
進

　マイバッグ運動や簡易
包装の啓発を行う。

市内でもレジ袋有料化や
削減の取組みを自主的
行っている店舗等が増え
ていることから、ＰＲしてい
く必要がある。

市内でもレジ袋有料化や削減の取組み
を自主的行っている店舗等が増えてい
る。

△
レジ袋有料化や削減の取組みを自主
的行っている店舗等が増えている。

資源リサイク
ル課

38
　一般廃棄物焼却
施設の整備

　一般廃棄物焼却施設の
今後の方向性について検
討を行う。

設備機器等の基幹的な更
新を実施するとともに、広
域的な廃棄物処理体制の
枠組みの確立、もしくは施
設の新設計画を策定す
る。

H28年度に引き続き、故障個所に修繕、
一部機器の入れ替えを行ったが方向性
については確定していない。

△
施設の新設を和光市だけで行うのか、
他市との広域で行うのかの方向性が定
まっていない。

資源リサイク
ル課

・施設の新設を当市単独で行うのは困難であり、現有
設備を謂わばだましだまし使用していますが、緊急時
の対策を怠りなく立案準備願います。
・燃えるゴミは廃プラを含めてエネルギー資源として利
用する方向にいくべき。設備の高性能化によって有害
物質の除去が格段に進んでいる。広域化処理が国策
であり、国・県が和光市、朝霞市による共同施設建設
を推奨してから10年以上経つ。計画の策定について
も助成があり、市民参加で方針策定に頑張ってもらい
たい。

39
　最終処分場の計
画的確保

　候補地の検討を行う。 候補地の検討。
焼却灰、ばいじんの安定的な搬出先とな
る処分場を確保できている。

〇

現状では安定的な搬出を行っている
が、施設の故障や災害廃棄物など突発
的な事態に備えた分場の確保を行なっ
ていく必要がある。

資源リサイク
ル課

40
　ごみの集積場で
の散乱防止対策
の指導

　自治会等への周知啓発
及び集積場設置時の啓
発指導を行う。

ごみ集積所の散乱防止対
策の検討を行なう必要が
ある。

ごみ集積所が散乱していると市民から連
絡のあったごみ集積所に看板の設置を
行なったり、集積所を利用しているア
パート等に啓発文書やごみ分別パンフ
レットの配布を行った。

〇
ごみ当番や管理人がいないごみ集積
所の散乱防止対策の検討を行なう必要
がある。

資源リサイク
ル課

望ましい姿２　住みよい環境を未来につなぐまち

　　方針２　循環型社会の形成

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



41
　不法投棄対策の
推進

　監視・啓発活動につい
て検討し、継続した取組
を実施する。

不法投棄多発場所に警告
看板の設置など効果的な
不法投棄抑止対策を検討
していく。

不法投棄多発場所に警告看板の設置を
行った。

〇
効果的な不法投棄抑止対策を検討して
いく必要がある。

資源リサイク
ル課（県）

42
フロン類の適正処
理に関する啓発

　フロン類の適正処理に
関して継続した啓発を行
う。

フロン類の適正処理に関
して、広報掲載など必要
に応じて啓発を行う。

フロン類の適正処理に関する情報収集を
行った。

△
ホームページ等を活用し、市民に必要
な情報を適宜適切に提供していく。

環境課（県）

番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

43

　日常生活や事業
活動に伴う騒音・
振動・悪臭防止の
推進

事業活動に伴う騒音・振
動・悪臭に対する指導及
びホームページ等を活用
した啓発活動を行う。

苦情対応件数を40件に減
らす。

市ホームページやチラシ配布等により、
騒音・振動・悪臭の防止啓発に努めた。
また、38件の苦情に対応した。

◎

近年、法律や条例の規制対象外の事
案が多く、行政としての対応が難しい状
況ではあるが、今後も継続して指導及
び啓発を行っていく。

環境課

44
　調査監視体制の
充実

　公害関係調査の分析を
行い、迅速に事後対策を
進める。

継続して大気環境・河川
水質・沿道環境の各調査
の分析い、状況を把握す
る。

河川水質・悪臭・沿道環境の各調査を実
施し、その結果の分析を行った。また、河
川水質については、汚水発生源の一つ
である浄化槽について適正な維持管理
に向けた啓発を行った。

〇
引き続き市として可能な対策を実施して
いく。

環境課

45
　騒音・振動対策
のための路面の適
正管理

　騒音・振動対策として路
面の適正管理を行う。

計画的な舗装修繕計画に
より、ひび割れ率35％占
有率を0にする。

路面性状調査等の結果に基づいた舗装
の個別施設計画を策定し、計画に沿った
修繕を行っている。また、沿道住民から
の要望に基づいた修繕も行っている。

〇

全ての騒音・振動対策をすることは困
難であるが、限られた予算内で効果的
な結果を得るために、効果的な施工方
法を実施したい。

道路安全課

46
　大気汚染対策の
推進

　野焼きなどの大気汚染
防止に向けた指導を行
い、ホームページ等を活
用した啓発活動を行う。

苦情対応件数を3件減ら
す。

市ホームページにおいて、小型焼却炉や
野焼きに関する啓発情報等を掲載した。
また、7件の苦情に対応した。

◎
今後もホームページへの掲載による啓
発を実施していくとともに、迅速な苦情
対応を行う。

環境課

47

　自動車利用の抑
制や環境にやさし
い運転などの普
及･啓発

　ホームページ等を活用
した啓発活動を行う。

ホームページ等を活用し
た啓発活動等を継続する
ことにより、市民のエコドラ
イブに対する意識向上を
図る。

平成29年度に作成した「和光市地球温暖
化対策実行計画（区域施策編）【改訂
版】」概要版において、エコドライブに関
する取組を掲載した。

〇
エコドライブを普及させるため、効果的
な啓発方法を検討する必要がある。

環境課

48
　浄化槽管理者に
対する適正な維持
管理の指導と啓発

　浄化槽管理者に対し、
徹底した指導及び啓発活
動を行う。

浄化槽法定検査受検率を
19.4％にする。

法定検査未受験の浄化槽所有者（国・
県・市を除く）401件に対し、個別に市長
名の文書により啓発指導通知を行った。
また、163件の戸別訪問指導を行った。こ
れにより、受検率が12.9％から18.4％に
増加した。

◎

浄化槽を適正に管理しないと川に負荷
がかかることを説明し、管理者が自覚を
持って適正な維持管理をしてもらうよう
啓発を続ける。

環境課（県）

49
　未整備地区への
公共下水道の整
備

　事業計画区域内の公共
下水道の整備と接続促進
を図る。

・事業計画区域内の公共
下水道の整備率100％。
・整備区域拡大に伴う大
型施設の接続推進。

下水道事業専門員による訪問・郵送での
啓発活動の結果、平成２９年度で２０件
の浄化槽からの切り替えがあった。

◎

・和光市駅北口土地区画整理事業地区
の汚水整備に取り組む。
・更なる啓発活動により、未だ接続され
ていない住宅の接続を促していく。

下水道課

望ましい姿２　住みよい環境を未来につなぐまち

　　方針３　住みやすい生活環境の形成

・県主催の川の勉強会で総所帯に対する下水道利用
所帯と合併浄化槽利用所帯の合計の割合が、埼玉県
の全市町村の中で和光市はトップクラスとの説明を受
けました。関係者の努力に感謝します。近い将来達成
率100％を実現願います。

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



50
　河川水質調査体
制の整備と周辺自
治体との連携

　水質調査の分析や事後
対策及び白子川流域協
議会等を通じた周辺自治
体と合同の水質調査を実
施する。

河川水質調査の分析や迅
速な事後対策の実施及び
白子川流域協議会等を通
じた周辺自治体と合同の
水質調査を継続して行う。

白子川流域協議会（和光市・練馬区・板
橋区）において、2回の合同水質調査や
担当者会議、合同視察研修等を実施し、
連携を図った。

◎

白子川流域協議会は、各市区からの負
担金等がないため、大きな事業はでき
ないが、引き続き連携を図り、情報を共
有していく。

環境課（県）

51
　市民の節水意識
の向上

　節水意識を高めるた
め、啓発活動を実施す
る。

限りある貴重な資源であ
る「水」を大切に使われる
ように水道週間、広報わこ
う、パンフレットなどでPRし
ていく。

　市内９小学校の小学４年生を和光市南
浄水場に招き、見学会を実施し、水の大
切さを伝えた。
1.実施内容
1)講演
 水道のしくみ、配管の実演、ツアー(浄水
場見学)
2)体験
　井戸、消火、耐震管、上総掘り他計8施
設

〇

１.課題・問題点
1)上総掘りなど大型展示物他の設置、
解体に伴う実施手順の確保。
2.今後の方向性
1)今後は職員主体で実施していく。
2)本年度より内容リニューアルを行って
いるが、その継続性の確保。

水道施設課

52
　雨水の利用や地
下浸透の促進

　雨水利用や地下浸透の
促進に関する啓発活動を
実施する。

雨水貯留層・雨水浸透施
設の利用者を増加させ
る。

雨水貯留槽の設置に係る補助金申請が
あった2件について補助金を交付した。
また、緑化まつりなどのイベントにおい
て、雨水利用の啓発を行うとともに、雨水
利用の施策実施に当たっての課題や事
業効果等の情報収集に努めた。

〇

和光市の地域特性として、家庭におい
て雨水を溜めても利用する場所がない
ケースが多いことが課題だが、制度の
周知を粘り強く行い、申請を促していく。

環境課

・雨水の利用だけではなく、和光の特徴である「湧水
の利用」を積極的に進めることが有効。
・和光市は、既に自然に浸透した地下水が湧水となっ
て湧き出している状況であり、「湧水の利用」を積極的
に進めることで、和光の特徴も紹介できるのではない
か。

53
　ダイオキシン類
調査の実施

　定期的なダイオキシン
類調査を実施し、ホーム
ページ等公表する。

定期的なダイオキシン類
調査を継続し、ホーム
ページ等公表する。

昨今の環境情勢や調査結果の数値（基
準値未満）を踏まえ、現在調査は実施し
ていない。

×
引き続き埼玉県が実施している同調査
の市内測定箇所の結果を注視してい
く。

環境課

54
　化学物質に関す
る情報の収集・提
供

　ホームページ等を活用
した啓発活動を行う。

県等が発信する情報を
ホームページ等で発信す
る。

国や県等のホームページなどを確認し、
市民に周知できるトピックス的な情報が
あるかを精査した。

△
化学物質に関する知見が不足してお
り、今後、市としての啓発のあり方につ
いて考えていく必要がある。

環境課

55

　蛍光灯や殺虫剤
などの有害廃棄物
の適正処理の啓
発

　ホームページ等を活用
した啓発活動を行う。

ホームページや広報紙、
ごみ分別パンフレットによ
り有害ごみの処理につい
て啓発を行っていく。

ホームページや広報紙、ごみ分別パンフ
レットにより有害ごみの処理について啓
発を行った。

〇

市民の方で粗大ゴミや不燃ごみの中に
有害廃棄物を混入して排出される場合
もあることから、市民に対し、市の広
報、ホームページ等により注意喚起を
行う必要がある。

資源リサイク
ル課

56
　放射性物質によ
る環境汚染対策

　市内の空間放射線量を
測定し、ホームページ等
公表する。

市内の空間放射線量につ
いて適切な把握・公表を
行う。

各施設所管課において3カ月に1回測定
を行い、環境課がその取りまとめを行っ
た。また、測定体制の見直し（毎月→3カ
月に1回）を行った。

◎

市内の公共施設における空間放射線
量は、基準値以下で推移しており、引き
続き、測定体制（箇所数・頻度等）を見
直していく。

環境課

57

　自転車駐車場の
整備をはじめとし
た自転車利用の促
進

　自転車駐車場整備の検
討と利便性確保のための
維持管理を行う。

駅南口自転車駐車場と駅
北口立体自転車駐車場を
有効活用し、定期利用待
機者を0にする。

運営事業者と協議を重ね、駅北口立体
自転車駐車場が完成し、供用開始ができ
た。

◎
駅南口自転車駐車場と駅北口立体自
転車駐車場の利用状況等を相互に把
握し、利用促進のため周知していく。

道路安全課

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

講座・イベントなどの参加
者を300名にする。（大人
を含む）

市民協働により、夏休みジャブジャブ大
会や和光市民大学の特別講座として「和
光の自然と歴史～和光市自然環境マッ
プとめぐる」を実施した。また、緑化まつり
や省エネコンテストにおいて緑に関する
教室や温暖化防止講演会を実施した。

◎

事業が好評であるため、今後も引き続
き実施していく。
また、学校教育・社会教育と連携した環
境学習を充実させていく。

環境課

理科や総合的な学習の時
間における学習を行うとと
もに、市内小・中学校で夏
休み等を利用した環境講
座を実施する。

県のエコライフDAY（夏・冬）事業に市内
小中学校が積極的に参加した。また、各
学校でフィールドワークや市内めぐりを通
して、和光市内の環境について触れるこ
とができた。

〇

新学習指導要領の実施に向けて、理科
や総合的な学習の時間を通してより良
い環境教育が推進できるよう、各学校
において年間指導計画の見直しが必要
である。

学校教育課

里山体験教室を継続して
実施する。

おとどけ講座「市民講師編」の中に子ども
対象のメニューを提供している。
《メニュー》
森の木探検観察会
和光の湧き水散歩

◎

H29年度は里山体験教室、おとどけ講
座ともに開催がなかった。おとどけ講座
は受講者側のニーズを受けて開催する
ため、啓発的な取り組みとしては弱い。
今後は、主催事業として開催する方法
も視野に入れ取り組んでいく。

生涯学習課

59
　事業者への環境
マネジメントシステ
ムの普及・啓発

　事業者への環境マネジ
メントシステムの普及・啓
発を行う。

環境マネジメントシステム
取得事業者を増やす。

「和光市地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）【改訂版】」の概要を商工会通信
に掲載し、計画の必要性等を事業者へ
広く周知した。

〇
「和光市地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）【改訂版】」に基づき、さまざ
まな施策を展開していく。

環境課

60

　市内の研究機関
や事業者と連携し
た環境活動・啓発
の推進

　市内の研究機関や事業
者と連携し、環境啓発活
動を行う。

連携先の事業者を増や
す。

緑化まつりにおいて、環境に携わる事業
者と連携した子ども向け講座を開催し、
計48名が参加した。

◎
今後も、市内の研究機関や事業者と連
携して啓発活動を推進していく。

環境課

・例えば、司法研修所に協力を請い、環境問題関連
の法律についての知識普及を図る。
税務大学校の協力を得て、環境関連の税法上の得点
などを学び、緑地保全につなげる。

61

　市役所での環境
マネジメントシステ
ムによる継続的改
善

　市役所における環境マ
ネジメントシステムによ
り、継続的な改善を進め
る。

平成28年度より、前年度
のエコオフィス活動に対す
る監査を実施する予定で
ある。
実施対象課は、一年度ご
とに3～4課所を想定して
おり、平成32年度までに
すべての課所の監査を一
巡することを目標とする。

エコオフィス活動に対する監査を実施す
るにあたり、試験として１課にて監査を実
施した。

〇

監査を実施するにあたり調書等書類の
簡略化等を図り、実施対象課の監査資
料作成にかかる負担の軽減等検討をし
たい。

総務人権課

職員ボランティアの実施
（職員互助会主催）の継続
と環境関連の職員研修等
の実施をする。

職員課主催のボランティアによる清掃活
動を実施し、環境課職員を含め、39名が
参加した。また、環境づくり市民会議の
フィールドワークに環境課と都市整備課
の職員が参加し、緑地や河川等の自然
環境保全に関する知見を深めたり、新規
採用職員研修に環境に関する講義を取
り入れ、和光市の環境について学ぶ機会
を設けた。

◎
今後も職員ボランティアによる清掃活動
を継続していく。また、環境関連の職員
研修等についても実施していく。

環境課

ごみ拾いボランティアの参
加者を50人以上にする。

職員のボランティア意識と環境美化意識
の高揚を図るため、職員互助会の事業と
して「ごみ拾いボランティア」を実施した。
参加者３９人。

◎
参加経験のない職員が意欲的になるよ
う、実施方法や成果報告の工夫を検討
し、定期的に実施していく。

職員課

望ましい姿３　環境を育てる心がつながるまち

　　方針１（重点方針）　パートナーシップの仕組みづくり

58
　環境教育・環境
学習の推進

　子ども向けの環境講座
や環境スクールを開催す
る。

62
　環境に関する職
員研修の実施

　職員ボランティアの実施
（職員互助会主催）と環境
関連の職員研修等につい
て検討する。

・「環境に関する職員研修」：とにかく現場の状況を体
感してもらうことが必須。市内の自然環境などの実情
を見たことがない職員が多い。
・白子宿特別緑地保全地区や大坂ふれあいの森、新
倉ふれあいの森など市の職員の方々に見学してもら
い、貴重な動植物を知ってもらうことが大切ではない
か。和光に着任する新任教員への夏の研修では、白
子2丁目の湧水緑地での研修を行っている。

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

協働事業提案制度や市民
協働による環境関連事業
の拡充を図る。

市民協働によるふれあいの森の維持管
理や活用を推進した。また、夏休みジャ
ブジャブ大会や和光市民大学の特別講
座として「和光の自然と歴史～和光市自
然環境マップとめぐる～」を協働で実施し
た。

◎
今後もこの取組を継続するとともに、協
働の担い手があれば、拡充を図ってい
く。

環境課

市民協働事業従事者数
1,000人を目指す

市民協働型管理や公共施設美化サポー
ター制度の活用により、ふれあいの森の
維持管理を推進する。

◎
協働事業の担い手の育成と活動領域
の拡大が課題である。

都市整備課

　現在行われている、環
境関連の協働事業（市民
ふれあいの森等の維持管
理業務）について、全ての
事業を協働事業により継
続させるための支援を行
う。（継続率100％）

現在行われている、環境関連事業につ
いて、全ての事業を協働事業として継続
できた。

◎
今後も、環境関連の協働事業につい
て、全ての事業を協働事業により継続
させるための支援を引き続き行う。

市民活動推
進課

次期環境基本計画の策定
に際し、適切な市民参加
が行われるようその手法
や内容に対し、市民参加
推進会議による助言や提
言を行う。

和光市環境審議会の会議が２回開催さ
れ、和光市環境づくり市民会議の会議が
８回開催されており、市民参加による環
境基本計画の推進、進行管理が行われ
た。

◎

市民参加による環境基本計画の推進、
進行管理が行われるように、引き続き
和光市環境審議会及び和光市環境づく
り市民会議の会議を開催することとす
る。

政策課

美化サポーター登録団体
を13団体にする。

美化サポーター10団体への環境活動支
援を行った。

◎
各施設所管課と調整を図りながら、今
後もこの取組みを継続する。

環境課

　市民協働推進センター
が配信するメルマガを年
24回配信する。また、セン
ターが発行する情報紙を
年6回発行し、環境関連団
体の活動支援を行う。

これまで定期的に市民協働推進センター
からメルマガを発信してきたが、より効果
を得るために、メルマガは不定期発信と
し、平成29年度よりSNSの発信を開始し
た。SNSにより環境関連団体の活動をPR
することで、活動の支援を行った。

◎
SNSを利用して、引き続きより効果的な
情報発信を行っていく。

市民活動推
進課

市民活動団体等が行う、
環境に関する活動を支援
する。

環境にやさしいまちづくり団体への補助
金交付申請はなかった。
美化サポーター活動で回収したごみの受
入を行った。

〇
引き続き市民活動団体等が行う、環境
に関する活動を支援する。

資源リサイク
ル課

・「美化サポーター活動で回収したゴミを受け入れた」
これは大変有効でありがたい。
・「美化サポーター活動で回収したゴミの受け入れ」は
タイムリーに実施してもらい大変ありがたい。

65

　湧水や緑などの
自然環境に関する
広報と市民活動へ
の支援

　自然環境マップを更新
し、広く配布し、啓発を促
す。

環境マップを利用して市
民が気軽に市内の湧水・
緑地などを散策できるよう
にする。

緑化まつりや夏休みジャブジャブ大会な
どで和光市自然環境マップを配布すると
ともに、和光市民大学特別講座において
マップを活用し、湧水・緑地などを散策し
た。

◎
環境マップは市民への啓発手段として
非常に有効であるので、講座やイベント
等を通じて広く配布し、活用してもらう。

環境課

望ましい姿３　環境を育てる心がつながるまち

　　方針２　環境活動の支援・推進

63
　市民参加・市民
協働によるまちづ
くりの推進

　協働事業提案制度や市
民協働による環境関連事
業を推進する。

・市民に自然環境の特徴を知ってもらい、関心を持っ
てもらい、さらに自然環境保全への参加体験も進めて
いっていただきたい。
・欄外へ記載意見あり

64
　地域やボランティ
ア団体と連携した
環境活動の推進

　市民活動団体等が行
う、環境に関する活動を
支援する。また、美化サ
ポーター団体への活動支
援と団体登録の促進を図
る。

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



番
号 基本計画・施策 実行計画内容 平成32年度の目標 平成29年度の取組内容

取組
状況

課題・問題点や
今後の方向性

担当課 委員からの意見など

66
　環境に関する広
報広聴活動の充
実

　ホームページ等を活用
し、環境に関するＰＲ活動
を行う。

環境に関するホームペー
ジ閲覧者数を増やす。

和光市の自然環境をＰＲするための和光
市自然環境マップをホームページからダ
ウンロードできるようにした。また、特定
外来生物等に関する情報をホームペー
ジに掲載した。

◎

今後も市民等に分かりやすい情報を提
示をするため、ツールの検討やホーム
ページの構成の工夫、最新情報への更
新に努める。

環境課

67
　環境活動を行う
ボランティアや
NPOの育成と支援

　市民協働による環境活
動を支援する。

市民協働による環境活動
支援の拡充を図る。

各ふれあいの森やその他公共施設での
市民協働による環境活動を支援した。

◎
今後も市民協働による環境活動の支援
を継続していく。

環境課

市と環境団体との連携の
さらなる拡充を図る。

会議やイベント等を通じて、環境づくり市
民会議をはじめ、各環境団体との連携を
図った。

〇
今後も各環境団体との連携を継続して
いく。

環境課

・小学生には、環境学習として和光の特徴的湧水緑
地の活用が進んでいる。一般市民向けには、環境セミ
ナーのような形で、講義と実際の市内案内を連携させ
た取り組みが望まれるのではないか。

おとどけ講座の職員講師
編・市民講師編として、環
境問題に関するメニュー
を提供し、環境学習への
ニーズに応える。

おとどけ講座の中で環境問題をテーマと
したメニューを提供している。
【おとどけ講座テーマ】
《職員講師編》
地球温暖化の取り組み
ポイ捨て・路上喫煙の取り組み
緑化推進の取り組み
《市民講師編》
環境科学の基礎知識
地球温暖化現象の科学
和光の身近な自然のガイダンス
森の木探検観察会
和光の湧き水散歩

◎

平成29年度は開催がなかった。おとど
け講座は受講者側のニーズを受けて開
催するため、啓発的な取り組みとしては
弱い。今後は、環境課とも連携しながら
市の主催事業の中に指導者を起用す
るなど、市として主体的に開催できる方
法も視野に入れ取り組んでいく。

生涯学習課

・環境問題に関心のある人は多いのだが、おとどけ講
座は役立っていない。
市会議員との意見交換会などとの関連を利用するこ
ともあり得そう。

埼玉県地球温暖化対策西
部地域協議会連絡会等と
連携し、緑化まつりなどで
の催し物や交流事業を継
続して実施する。

埼玉県地球温暖化対策西部地域協議会
連絡会と連携し、緑化まつりにおいて環
境パネルの展示を行った。また、ふじみ
野市・三芳町環境センターの見学へ参加
した。

◎
引き続き埼玉県地球温暖化対策西部
地域協議会連絡会と行政との連携を
図っていく。

環境課

生涯学習事業を企画する
際に、環境もひとつのテー
マとして視野に入れながら
企画していく。

市民大学の１コマにおいて「和光の自然
と歴史～和光市自然環境マップとめぐる
～」を開催し、１２名が参加した。

◎
今後も環境課と連携しながら、講座等を
開催していく。

生涯学習課

望ましい姿３　環境を育てる心がつながるまち

　　方針３　環境活動に関する情報・人材・活動拠点の確保

68
　環境学習・環境
活動のための拠点
づくり

　環境づくり市民会議等を
通じた市と環境団体との
連携を図る。

69
　環境活動に関す
る催し物・講演会・
交流事業の開催

　埼玉県地球温暖化対策
西部地域協議会連絡会
等と連携した催し物や交
流事業を開催する。

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった



【一施策に集約できない意見等】

〈望ましい姿1方針2への意見〉

〈施策1,2,4,6への意見〉

〈施策2,4,5,9への意見〉

〈施策4への意見〉

〈施策6への意見〉

〈施策6,63への意見〉

〈望ましい姿2への意見〉

〈施策17,19,24への意見〉

〈望ましい姿2方針1への意見〉

〈望ましい姿3への意見〉

・魅力ある都市に歴史文化は必須であり、若いまち和光市と喧伝されているが、最近、東京メトロが若手女優を使って、和光市を紹介、宣伝してくれたことには驚いた。午王山遺跡が、国の文化財に指定かという
ニュースには灯台下暗しと感じた。

・△が4件で、困難性がうかがわれる。
緑被率３７％を目標値とするには、それだけの覚悟が必要なことを庁内・議会（市民）共有しておく必要があった。緑地取得の財政措置のため国の制度を精査して、緑の基金、緑のトラスト等の受け皿を用意し、機会
あれば直ちに発動する必要がある。ふるさと納税によって大きな資金を集めている例は多い。これらは、職員の発案によってできたものでありチャレンジを期待する。

・今回の実施状況調査結果で大変気懸りな項目は、番号2（緑地保全の為の財源対策）、番号4および番号5の一部（緑地保全地区制度に関わる都市整備課担当分）で、何れも平成29年度の取組状況が△、即ちあ
まり取り組めなかったと自己評価されています。また、番号9（生産緑地制度）に記載された施策も取組状況は〇と自己評価されておりますが、評価の根拠が釈然としません。これらの項目は何れも平成27,28両年度
実施状況の最終評価の中でその２として取り上げられた重要施策に含まれています。
去る7月17日の全体会で都市整備課より種々説明戴き、これらの施策の進捗、進展が何れも容易で無いことは重々承知していますが、次の緑の基本計画、第３次環境基本計画、更には最上位の総合振興計画とも
絡めて、近い将来和光市に相応しい市独自の緑のトラスト制度の実現を心から願っています。

・ここ1，2年で、著しく緑の回廊・湧水付近の緑地が失われつつある。対策が推進されて居るどころではない。これらをすべて残すことは困難であろうが、あまりにも環境基本計画に反する事態が進行している。二度
と取り戻せない緑の環境を維持する方向性が見られない。
大坂ふれあいの森の隣接地が売却され、それに隣接する国道254側の巨木のある斜面（柴崎邸跡）はことごとく伐採された。さらに、富澤尚邸裏（越の上わんぱく広場下）の湧水を伴うカタクリ等の貴重植物の群生
地が売却・皆伐され、白子川左岸の緑の回廊が大きく損傷している。また、この伐採地の上部に隣接するわんぱく広場下のムクノキやケヤキの巨木が、市の管理の下ですべて伐採された。これは異常な事態であ
る。なぜ樹木（綠の回廊の一部）が残せないのか。さらに、東上線北側では、漆台洗い場付近のカタクリの多生する緑地が，相続発生等により失われつつある。新倉小学校下の「保全緑地」も既に伐採されている。
上谷津ふれあいの森付近の土地取得や、牛房八雲台特別緑地保全地区の指定などは評価できるが、貴重な生態系を持つ、湧水・斜面林の消失があまりにも急速に進みつつある状況は看過できない。
・緑の回廊を形成する白子2丁目の富澤尚氏邸裏、大坂湧水緑地は、緑地保全の区域拡大に最も適したところであり、この2地区の間にある市が管理している「わんぱく広場」の樹林地この一帯が一斉に伐採され
た。「豊かな水と緑を守り育み伝えるまち」という環境基本計画実行計画の重要事項が守られていない。

・大坂ふれあいの森は、和光市の協働事業化が進まない中、実際には市民活動として、ふれあいの森としての維持管理を継続、学校の環境学習や地域学習に活用している。
白子宿特別保全緑地（富澤湧水）と大坂ふれあいの森が隣接し白子湧水群を形成し重要地域であるという認識で、市民レベルで保全し、小学校の環境学習、中学生ボランティア体験等に有効利用されている。ここ
は白子宿の歴史も残されていて、和光の緑の景観地としても市民一般の観察会に適した地で活用が広がってきている。

・大坂ふれあいの森の維持活用のため、協働事業化は必要。
ここ数年、ふれあいの森が減少している（越戸川、西本村、宮ノ台）。白子宿特別保全緑地（富澤湧水）は、保全および小学校の環境学習等に有効利用されているがふれあいの森とはなっていない。牛房八雲台特
別緑地保全地などのへ市民参加による保全と活用の充実が必要。午王山の公開・活用は不十分。

・“安全で”住み良い環境を未来につなぐまちで、“安全で”を落とさぬよう注意願います。“安全”は今日キーワードです。

・環境保全においてビオトープを特別視する必要があろうか？
公園や学校などの空き地を裸地にするのではなく、草地や何気ない低木地にすることにより、子供達が自然（虫や草花など）とふれあう機会が増え、裸地に比べ猛暑対策（裸地では50℃以上に達するも草地は30数
℃）や草地の保水力により都市型水害の低減に役立つ。
人工的な施設よりも自然を活かす方策を。
・和光市は湧水地に恵まれた地域で、その環境を保全し、活かすことによって、和光市が活性化するのではないか。

・「地球温暖化対策の推進」に関しては平成29年3月に「和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）【改訂版】が策定され、前計画を引き継いで、平成32年度までに和光市民一人当たり二酸化炭素排出量を
2009年度比（計画基準年度）25％削減する意欲的な目標を掲げています。本計画には地球温暖化等による悪影響に対する適応策が盛り込まれてはいますが、異常気象が惹起する問題は多岐に亘るため環境施策
としての分類整理・位置付けや責任部署の明示が必要と思われます。平成27年の第2次環境基本計画【改訂版】の策定に当たり、当時の国の環境基本計画の考え方を援用して、望ましい姿2「住み良い環境を未来
につなぐまち」を「安全で住み良い環境を未来につなぐまち」と改めており、予算策定時等一定の手続による実施項目の見直しは然るべきと考えます。各施策項目自体は環境基本計画で位置付けられてはいます
が、変化の激しい現代にあっては弾力的な対応も必要と考えます。
地球温暖化問題の深刻化に対応して、第2次環境基本計画実行計画【改訂版】の枠を越えて着手または実施した施策はありませんか。
・省エネ、CO2削減は重要であるが、これからは、温暖化に起因する異常気象（集中豪雨や猛暑など）への対策（減災・防災）を重視すべき。緑化、緑地保全、湧水利用などの環境維持行政との関連が重要。

・各施策は何れも順調に推移・進捗していると思われます。和光市自然環境マップがあちらこちらで大活躍しています。様々な取り組みを通じて和光市の自然に対する市民の理解や親近感は年々着実に増加してい
るものと思われ、先述した和光市に相応しい緑のトラスト創りで多くの市民が良き協力者・理解者になるものと期待しています。

  ※取組状況 ： ◎よく取り組めた　　〇まずまず取り組めた　　△あまり取り組めなかった　　×全く取り組めなかった


