
取組内容・課題 指標

　家庭における太陽光を始めとする再生可能エ
ネルギ－を導入しやすくする支援制度の充実を図
るとともに、中小規模事業者を対象とした情報提
供の充実に努めます。

（取組）
・県の住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度を市のホーム
ページで紹介している。
・県の事業者向けＣＯ2排出削減設備導入補助制度を市のホー
ムページで紹介している。
（課題）
・市が実施していた太陽光発電及び省エネ機器等導入補助
は、平成28年度をもって休止したが、今後新たな技術開発等
がある場合は検討する必要がある。

　小・中学校（新築・改築時）への太陽光発電・太陽
熱利用システムの設置など、公共施設への再生可
能エネルギ－の積極的な導入を推進し、導入効果
等を広く発信していきます。また、公共施設等にお
ける再生可能エネルギーによる電力を災害時に
活用できるよう検討を進めます。

（取組）
・公共施設に太陽光発電設備を設置している。
＜※下新倉小学校はＬＥＤ、蓄電池あり＞
・屋根貸し太陽光発電事業を実施している。
（課題）
・今後公共施設の建て替え等があれば、積極的に導入を促して
いく必要がある。

　市内事業者が製造・販売する太陽光発電システ
ムを始めとする再生可能エネルギ－関連製品の
積極的な購入の促進等、再生可能エネルギ－技
術開発を担う市内事業者の育成に努めます。

（課題）
・現状として太陽光発電等の再生エネルギー関連製品の製造・
販売を行う市内事業者に対する支援等ができていないため、
方策を検討していく必要がある。

「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」施策実施状況調査票

(計画書Ｐ31～　「第５章　温室効果ガス排出抑制等に関する施策＜２　削減に向けた基本施策＞」平成29年度実施状況)

施策１　再生可能エネルギ－の普及促進

①　家庭・事業
所における再生
可能エネルギ
－の導入支援

②　公共施設
等における再生
可能エネルギ
－の積極的導
入と災害時活
用の検討

③　再生可能
エネルギ－関
連企業の活性
化

　エネルギ－利用における二酸化炭素(ＣＯ2)
排出量の削減に向けた取組として、化石燃料を
始めとする枯渇性エネルギ－に依存しない、資
源が尽きない「太陽光」、「太陽熱」、「風力」、
「水力」、「地熱」、「バイオマス」などの「再生可
能エネルギ－」への転換を図ります。
 個別の家庭や事業所における再生可能エネル
ギ－の導入には初期投資が必要であるため、
家庭向きには引き続き、導入促進に向けた支援
を行うとともに、公共施設への「再生可能エネ
ルギ－」の導入を積極的に推進します。さらに、
自然的特性をいかした再生可能エネルギ－の
導入技術の開発や実用化など将来的な研究動
向も踏まえ、再生可能エネルギ－の普及を促進
します。

・公共施設太陽光発電設備実績
みなみ保育園、しらこ保育園、総合福祉会
館、南地域センター、新倉小学校、大和中学
校、下新倉小学校）　計7施設
総発電容量　63ｋW

・屋根貸し太陽光発電事業実績
総合体育館、勤労福祉センター　計2施設
総発電量259,697ｋWｈ

資料２－１



取組内容・課題 指標

　市民や事業者等のライフスタイル・ビジネススタ
イルの転換を図るため、「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ］国民
運動を推進し、家庭のエコ診断等を活用し、日常
生活や事業活動における省エネルギー行動を促
すことで、市域全体で二酸化炭素（ＣＯ2）排出量
を軽減できるよう取り組みます。

（取組）
・ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥについて市のホームページやポスター、省エ
ネチェックブック等で紹介している。
（課題）
・ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥについて認知していない人が多いため、更な
る周知方法について検討する必要がある。

　エネルギ－の効率の良い環境配慮型建築物
（住宅・事業所）の認知度を高め、高気密・高断熱な
どの環境配慮を促進するために、各種制度や表示
に関する情報提供、認定制度の活用の促進に努め
ます。公共施設の省エネルギ－化も率先的に推進
し、その効果等を広く情報提供します。
　また、建築物の遮断に効果的で、空調の省エネ
ルギ－につながる屋上緑化や壁面緑化、緑化ブ
ロック、緑のカ－テンなどの普及を促進します。

（取組）
・職員や市民等（地球温暖化対策西部地域協議会）による環境
配慮型建築物（ふじみ野市・三芳町環境センター）の視察を
行った。
・まちづくり条例や県の条例に基づき開発時に屋上緑化等を
推進している。
・緑化まつりで緑のカ－テン教室を開催し、参加者にゴーヤの
苗の配布を行うことで、緑のカーテンを普及促進している。
（課題）
・環境配慮型建物の認知度を高めるための方策を検討する必
要がある。

　家庭や中小規模事業所において、高効率機器
を始めとする省エネルギ－設備等の導入を促す
ため、省エネルギ－診断の紹介や関連機器等に
関する情報提供、国・県等の各種補助制度等の紹
介、支援制度創設の検討などを行います。
　家庭については、住宅用省エネルギー機器等
設置費補助及び雨水貯留槽・浸透施設設置費補
助を行い、さらなる普及を促進し、小・中学校（新
築・改築時）など公共施設においても、高効率機器
等省エネルギー設備や、省エネルギーにつながる
雨水利用設備などの導入を率先的に推進し、その
効果等を広く情報発信します。

（取組）
・ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ、ライフスタイルキャンペーン(エコライフＤＡ
Ｙ、埼玉WEB版家庭のエコ診断等）を市のホームページやポス
ター、省エネチェックブック等で紹介している。
・県の住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度を市のホーム
ページで紹介している。（再掲）
・県の事業者向けＣＯ2排出削減設備導入補助制度を市のホー
ムページで紹介している。（再掲）
・雨水貯留槽・浸透施設設置費補助制度を実施している。
（課題）
・省エネルギー設備等の普及に向け更なる啓発及び新たな補
助制度について検討する必要がある。

　家庭におけるＨＥＭＳ（ヘムス　家庭用エネル
ギー管理機器）の導入を促すため、住宅用省エネ
ルギー機器等設置費補助を行い、日常生活の行
動の可視化による省エネ行動を促進します。
　また、ＢＥＭＳ（ベムス　商用ビル向け）、ＦＥＭＳ
（フェムス　工場向け）、ＣＥＭＳ（セムス　地域全
体）の導入を促進するため、その効果や関連制度
等を広く情報発信します。

（取組）
・下新倉小学校では、太陽光発電による発電量や使用量を見
える化し、児童の省エネ行動を促進している。
・県の住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度を市のホーム
ページで紹介している。（再掲）
・県の事業者向けＣＯ2排出削減設備導入補助制度を市のホー
ムページで紹介している。（再掲）
（課題）
・省エネルギー設備等の普及に向け更なる啓発及び新たな補
助制度について検討する必要がある。（再掲）

　夏場や冬場の冷暖房が必要な時期に、ウォーム
シェアやクールシェアの場として公共施設の利用
を呼びかけ、市民の省エネへの取組を促進しま
す。

（取組）
・市内の公共施設をクールシェアスポット（9都県市）として登録
し、市ホームページで紹介している。
・市内の公共施設をクールオアシス（県）として登録し、市ホー
ムページで紹介している。
（課題）
・ウォームシェアの取組について検討する必要がある。
・クールシェアスポットの利用者の把握が困難である。

施策２　省エネに配慮したライフスタイルの推進

①　「ＣＯＯＬ Ｃ
ＨＯＩＣＥ」国民運
動の推進　【新

規】

②建物の省エ
ネルギ－化の

推進

③省エネル
ギー設備等の

普及

④日常生活や
事業活動にお
ける行動の可
視化（見える
化）の推進
【新規】

⑤ウォームシェ
アやクールシェ
アの推進【新規】

　より多くの市民や事業者等の省エネルギ－
行動を促すため、低炭素な「製品」、「サービ
ス」、「ライフスタイル」を推奨する「ＣＯＯＬ　ＣＨ
ＯＩＣＥ」国民運動を推進します。
 また、家庭及び事業所の省エネルギ－促進の
ために、日常生活や事業活動の拠点である建
物（住宅・事業所）の高気密・高断熱化を図り、省
エネルギ－型の設備・機器の導入を促進すると
ともに、日常生活や事業活動における行動の可
視化（「見える化」）を推進し、省エネへの意識
づけを促します。さらには、市の公共施設に省
エネルギ－化や省エネルギ－型の設備・機器を
率先的に導入するとともに、ウォームシェアや
クールシェアの場として公共施設の利用を促進
します。

・緑のカーテン教室参加者数28人

・まちづくり条例の規定に基づく屋上緑化件
数４件、計165.46㎡

・クールシェアシェアスポット登録件数5件（図
書館、坂下公民館、中央公民館、南公民館、
樹林公園）

・クールオアシス登録件数26件

・雨水貯留槽設置費補助件数2件



取組内容・課題 指標

　長期的な視点による人口減少への対応として、
効率的で持続可能な都市機能の集約について検
討を進めます。また、事業者等と連携し、カーシェ
アリングの拠点整備等の検討を進めます。

（取組）
・広沢複合施設整備事業による効率的な施設の集約計画を進
めている。
（課題）
・カーシェアリングの拠点整備については、更なる検討が必要
である。

　公共交通の利便性を高め、徒歩や自転車で暮
らしやすいまちづくりを進め、自動車に依存しな
いライフスタイルへの変換を図ります。

（取組）
・和光市駅前に駐輪場を整備している。
・市内循環バスを運行している。
・市役所において自転車利用を推進している。
（課題）
・自動車に依存しないライフスタイルへの変換に向け、更なる
周知ＰＲを行っていく必要がある。

　環境への負荷が少ない次世代自動車（燃料電
池自動車、電気自動車等）の普及を促すとともに、
自動車運転時におけるエコドライブの推進及びア
イドリングストップの徹底を図ります。

（取組）
・庁用車の運転日報等にエコドライブの方法等を掲載し、推進
している。
・市役所駐車場に電気自動車の急速充電器を設置し、電気自
動車の利便性を高め、利用を促進している。
・アイドリングストップの周知及び指導を行っている。
（課題）
・電気自動車等の次世代自動車の普及に向けた周知ＰＲを行っ
ていくとともに、国や県の補助制度を紹介していく必要があ
る。

取組内容・課題 指標

　循環型社会の構築及び地球温暖化防止への
貢献に向けて、家庭及び事業系一般廃棄物の
減量化や適正な分別に基づく資源化を推進し、
ごみ焼却量並びに二酸化炭素（ＣＯ2）排出量を
低減します。また、市も一事業者として日常的
にごみの分別や省資源に徹底的に取り組みま
す。

　ごみの減量・分別、資源の再使用・再利用の取組
など、日々の暮らし方や事業活動のあり方を環境
保全の観点から見直し、資源循環型社会づくりを
推進します。

（取組）
・ごみの分別方法について、パンフレットの配布(外国語にも対
応)や集積所への掲示、ホームページへ掲載して周知をして
いる。
・清掃センターに集積された粗大ごみは、再利用できるものは
リサイクル展示場にて無償提供をし、再利用できないものは、
可燃物、不燃物、磁性物、アルミ、非鉄類等に選別し、資源の有
効利用を図っている。
・リサイクル活動推進費補助金を交付し、資源回収活動を促進
している。
（課題）
・今後も引き続き広報・ホームページを活用したごみ減量や分
別について周知を図っていく必要がある。

・清掃センターの二酸化炭素排出量8,421ｔ

・家庭系日一人当たりのゴミ排出量597ｇ

・市のごみの再資源化量5,258ｔ

・市民団体のごみの再資源化量976ｔ

・リサイクル活動推進費交付額2,933,136円

施策３　低炭素型の交通体系の推進

①都市機能の
集約とカーシェ
アリング拠点の

検討
【新規】

②公共交通及
び自転車の利

用促進

③自動車利用
時の二酸化炭
素排出量（ＣＯ
2）の低減

施策４　循環型社会の構築

ごみ減量化・資
源化の推進

　高効率で持続可能なコンパクトシティの実現
をめざし、都市機能の集約やカーシェアリング
の導入、利便性と効率性を重視した交通体系の
整備等について検討を進めます。また、公共交
通機関や自転車への交通手段の転換を促し、
環境への負荷が少ない次世代自動車（燃料電
池自動車、電気自動車等）の普及や運転時のエ
コドライブの促進を図ります。また、市の公用車
への次世代自動車の導入を積極的に推進しま
す。

・市内公設駐輪場収容台数7,145台(駅北口
立体自転車駐輪場を含む)

・市内循環バス利用者数171,508人

・アイドリングストップの指導件数2件



取組内容・課題 指標

　街路樹や公園の整備、さらに民有地における
緑化を推進することにより、みどりを創出する
とともに、緑地保全制度を活用しながら既存の
緑地の保全を図ります。

　二酸化炭素（ＣＯ2）吸収、ヒ－トアイランドの緩
和、都市環境改善などの面から、街路樹や公園の
整備等公共施設における緑化を進めるとともに、
民有地においては、緑地保全地区の指定を進め、
屋上及び壁面緑化を促し、市街地のみどりの創出
を図ります。
　また、既存の緑地については、市民緑地制度を
活用し、保全を図ります。

（取組）
・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。
・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。
・まちづくり条例等に基づき開発の際に一定割合の緑地を設
けるよう指導をした。
・保存樹木として貴重な樹木を指定している。
（課題）
・市内に残された貴重な緑地等が減少傾向にあることから、土
地所有者の理解と協力を得ながら有効な緑地保全策を検討
していく必要がある。

・まちづくり条例及び県条例による緑化件数
28件、計38,042㎡(駐車場・屋上を含む)

・保存樹木指定件数612本

・市民緑地数5か所

・特別緑地保全地区数3か所

取組内容・課題 指標

　広報やホームページなどの様々な媒体を活用
し、市域全体で地球温暖化への危機感を共有する
とともに、家庭や事業所、地域における地球温暖
化防止に向けた取組を促進します。
　また、その効果等を広く紹介し、地球温暖化対
策への市域全体の意識の醸成を図ります。

（取組）
・平成28年度に策定した和光市地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）及び29年10月に策定した同計画の概要版を公共施
設、学校、事業者等へ配布し、周知を図った。
・地球温暖化防止対策実行計画(事務事業編)に基づき、本庁
舎及び出先機関におけるＣＯ2排出量等実績をホームページ
で公表している。
（課題）
・市域の二酸化炭素排出量について、県と連携を図り公表して
いく必要がある。

　環境配慮行動を促すため、イベント等の行動体
験機会を創出します。また、市民を対象とした地
球温暖化防止対策の啓発・普及活動として、出張
環境学習講座などを実施します。
　さらに、多様な主体が連携して、市全体で地球
温暖化対策を推進するために、市民のエコ活動サ
－クル、事業者の意見交換会・勉強会、多様な事業
者等が集まって開催するイベントなどの連携・交
流機会の創出や、市民のエコ活動を促進する制度
などの仕組の検討を行います。

（取組）
・市民まつりにおいて市民団体と連携し省エネ体験を実施し
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。
・子ども向けの体験イベントとして「夏休みジャブジャブ大会」
を実施した。
・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。
（課題）
・おとどけ講座の一つとして、地球温暖化防止の取組に関する
メニューを用意しているが、実施要望がなかったことから、周
知ＰＲを図っていく必要がある。

　小・中学校における環境教育の一環として、小・
中学校（新築・改築時）への太陽光発電システム等
の再生可能エネルギ－及び高効率機器等省エネ
ルギ－設備の導入や、それらの設備を用いた環
境・エネルギ－教育の実施などを推進します。
　また、和光市省エネチェックブックやエコライフ
ＤＡＹ（埼玉県主催）等の継続的な実施を促し、次
世代を担う子どもたちへの環境教育の充実に向
けて取り組みます。

（取組）
・夏休み省エネチェックブック（小学４年生対象）やエコライフＤ
ＡＹ（埼玉県主催、小中学生対象）を配布し、省エネ行動を促し
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。
・下新倉小学校では、太陽光発電による発電量や使用量を見
える化し、児童の省エネ行動を促進している。（前掲）
（課題）
・環境科学国際センター（県施設）などへの見学を通して、子ど
もたちが体験学習できるような取組を実施していく必要があ
る。

施策５　都市緑化等の推進

緑地保全と緑
化の推進

施策６　環境学習・情報提供の充実

①情報提供の
推進

②体験・学習・交
流機会の創出

③学校等にお
ける環境教育

の充実

　市民、事業者、学校、市など、様々な主体が関
わり、市域全体で地球温暖化を防止するため
に、地球温暖化に関する理解を深め、取組への
意識を高めるための情報提供や体験・交流機会
の創出、環境学習・環境教育などを進めます。

・市庁舎及び出先機関の二酸化炭素排出量
13,908ｔ-ＣＯ2（清掃センターも含む）

・市民一人当たりの二酸化炭素排出量3.3ｔ-
ＣＯ2(平成27年度)

・環境講座等の参加者数
　ジャブジャブ大会　101人
　省エネコンテスト　100人
　和光市民大学　12人
　緑のカーテン教室　28人（再掲）
　緑の庭園講座　15人
　環境わごん　25人　　　　　
　万華鏡工作教室　23人

・省エネチェックブック回収率96.3%


