


 

 

  



 

 

 

豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市へ 

 

 

本市は、東日本と首都圏を結ぶ鉄道や高速道路などの広域的

な交通網が充実しており、国内で有数の大都市にありながら、

荒川や見沼田圃など豊かな水と緑を身近に感じることができ

る自然環境を有しています。この都市の形成と環境の保全を両

立する環境共生都市の実現に向け、平成 16 年（2004 年）１月

に「さいたま市環境基本計画」を策定し取り組んできました。 

 

一方、近年の地球温暖化による気候変動は、干ばつや洪水などの甚大な災害を引き

起こし、さらには動植物等の生態系にも影響を及ぼしています。これらの環境問題の

解決に向けて、世界では「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の採択やパリ協定の発効

など、国や地域を超えた取組が進められています。 

 

この度、新たに策定した第２次さいたま市環境基本計画では、ＳＤＧｓの理念を踏

まえ、地球温暖化対策や生物多様性の保全、ごみの減量化などに取り組むことにより、

環境、経済、社会が同時に成長する施策を展開してまいります。 

本計画を市民、事業者、行政が絆を結び一丸となって推進することにより、本市ら

しい魅力を創出し、活力に満ちた希望にあふれる持続可能な環境共生都市づくりを進

めてまいりますので、皆様の御協力をお願いいたします。 

 

 

令和３年３月 
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第 1章 計画の基本となる事項 
 計画の基本となる事項 

計画策定の背景と目的 
「さいたま市環境基本計画」は、「さいたま市環境基本条例（以下、「条例」という。）」に

掲げる市民の健康で安全かつ快適な生活の確保の実現に向けて、条例第９条に基づき、環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

本市では、平成 16（2004）年に「さいたま市環境基本計画（以下、「旧環境基本計画」

という。）」を策定し、その後、本市を取り巻く環境や国内外の動向を踏まえ、平成 23（2011）

年３月に計画を改訂しました。 

旧環境基本計画では、望ましい環境像と５つの基本目標を掲げ、環境の保全及び創造に

関する各種施策を推進した結果、次世代自動車の普及や、市民 1 人 1 日当たりのごみ排出

量の削減といった目に見える成果があがっています。 

また、本市は、ＳＤＧｓの視点を意識した施策の推進により、誰もが「住みやすい」「住

み続けたい」と思えるさいたま市の実現に取り組んでいます。令和３（2021）年３月には、

今後の市政運営の方向性を明らかにする「さいたま市総合振興計画」を策定し、新たな将

来都市像「上質な生活都市」、「東日本の中枢都市」を掲げたところです。 

その一方で、環境行政を取り巻く状況は大きく変化しています。世界では、地球環境の

危機を反映しＳＤＧｓの採択やパリ協定の発効など、国際社会が一丸となって持続可能な

社会の実現のために取り組むための動きが加速しています。国はパリ協定を踏まえ、令和

32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルや

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。本市においても国に先立ち、令和２（2020）

年７月に令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）を目指

すことを表明しています。 

更には、イギリスのエレンマッカーサー財団が平成 28(2016)年に発表した報告書におい

て、海洋に漂うプラスチックごみの量は、このまま何の対策もとらなければ令和 32（2050）

年に魚の重量を上回ると警鐘を鳴らしたことが注目され、国際的な関心が高まりました。

国は「プラスチック資源循環戦略」を策定し、リデュースの徹底、効果的・効率的で持続可

能なリサイクル等の取組を進めており、本市においても市民、事業者、行政等のすべての

主体が自らの問題ととらえ、プラスチックごみの減量やマイクロプラスチックの発生を抑

制するために取り組むことが必要です。 

こうした背景を踏まえ、国内外の社会情勢の変化や新たな環境の課題に対応するため、

令和３（2021）年度を始期とする第２次さいたま市環境基本計画を策定します。 
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第 1章 計画の基本となる事項 

計画の位置付け 

「さいたま市環境基本計画」は、本市の環境を保全及び創造し、環境共生都市の実現を

目指す、環境分野の総合計画です。環境の保全と創造に関する施策は環境基本計画に沿っ

て推進するとともに、上位計画である「さいたま市総合振興計画」の環境分野の施策との

整合性を図り、取り組むこととしています。 

令和の新時代を迎えた今、世界的な時代潮流や国内の社会経済状況は急激に変化し、環

境行政に求められる視点がよりグローバル化しているとともに、本市の施策として対応す

べき範囲もより広範になっています。そこで、本計画は、関連の深い個別計画を包含する

形で策定し、環境分野の個別計画における施策に方向性を与えるものとしています。 

なお、本計画に包含する個別計画は以下のとおりです。 

・「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」（地球温暖化対策の推進に関す

る法律第 21 条） 

・「気候変動適応計画」（気候変動適応法第 12 条） 

・「流域水循環計画」（水循環基本計画） 

・「生物多様性地域戦略」（生物多様性基本法第 13 条） 

・「環境教育等行動計画」（環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第８条） 

また、冊子の構成としては、本計画の他、包含する個別計画の具体的な施策や取組を別

冊として示す形とします。 

 

 
図 1 計画の位置付け 

 

さいたま市総合振興計画 

さいたま市環境基本計画 

 

さいたま市環境基本条例 

平成 13（2001）年５月 

環境分野の保全及び創造に向けた個別計画 

 さいたま市一般廃棄物処理基本計画 等 

関連するその他の主な計画 

・さいたま市都市計画マスタープラン 

・さいたま市緑の基本計画 

・さいたま市見沼田圃基本計画 

・さいたま市都市景観形成基本計画 

・さいたま市農業振興ビジョン 

・さいたま市産業振興ビジョン 等 

【別冊】 
さいたま市地球温暖化
対策実行計画 
（区域施策編） 

根拠（第９条） 

施策の方向性 

連携 【別冊】 
さいたま水と生き
ものプラン 

貢献 
貢献 
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第 1章 計画の基本となる事項 
 

対象範囲 

現代の環境問題は、地球規模のものから地域レベルのものまで広範囲に及んでおり、本

市が対応すべき範囲は多岐にわたります。 

本計画では、対象範囲を次のとおり設定します。 

 

環境の範囲 環境項目 

地球温暖化 エネルギー、気候変動 

資源循環 廃棄物、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル） 

自然環境 生物多様性、里やま、公園・緑地、水辺 

生活環境 大気、水質、土壌・地盤、騒音・振動、悪臭、化学物質、景観 

環境保全活動 環境教育・学習、環境保全活動、国際協力 

 

計画期間 

本計画の期間は令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。 

なお、本市を取り巻く環境の状況や国内外の動向などを踏まえ、中間見直しを実施しま

す。 

 

 

 

  

令和３年度 令和７年度 令和 12 年度 

計画開始年度 中間見直し 目標年度 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

国内外の動向 

共通事項 
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：ＳＤＧｓ）は、平成 27（2015）年

の国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた、平成

28（2016）年から令和 12（2030）年までの国際目標で、17 の目標とそれらに付随する 169

のターゲットから構成されており、環境・経済・社会の３つの側面を統合的に解決する考

え方が強調されています。ＳＤＧｓ では、発展途上国への開発協力だけでなく、先進国も

自らの国内における課題への取組みを強化し、国際社会全体として、将来にわたって持続

可能な発展ができるよう、取り組んでいくことが必要とされています。 

わが国の現状をふまえ、政府は、日本におけるＳＤＧｓの実施指針を平成 28（2016）年

12 月に決定し、2030 アジェンダに掲げられている５つのＰ（People（人間）、Planet（地

球）、Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））に対応する日本

の８つの優先課題を掲げています。環境面においては、エネルギー、気候変動対策、循環

型社会、生物多様性、森林、海洋等の環境保全などが掲げられており、全ての課題に統合

的に取り組むとしています。 

 

 
出典：「2030 アジェンダ」（国際連合広報センターホームページ） 

図 2 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 のゴール 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

第五次環境基本計画 
国の「第五次環境基本計画」が、平成 30（2018）年４月に閣議決定され、目指すべき社

会の姿として、「地域循環共生圏」の創造、「世界の範となる日本」の確立、これらを通じ

た、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現が掲げられました。ま

た、ＳＤＧｓの考え方を活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化していくという

アプローチとともに、分野横断的な６つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、技術、国

際）が示されました。 

【目指すべき社会の姿】 

1．「地域循環共生圏」の創造 

2．「世界の範となる日本」の確立 

3．これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現 

【計画のアプローチ】 

1．ＳＤＧｓの考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向上を具体化 

2．地域資源を持続可能な形で最大限活用し、経済・社会活動をも向上 

3．より幅広い関係者と連携 

【6 つの重点戦略】 

①持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築 
②国土のストックとしての価値の向上 
③地域資源を活用した持続可能な地域づくり 
④健康で心豊かな暮らしの実現 

⑤持続可能性を支える技術の開発・普及 

⑥国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップの構築 

 

 
出典：「第五次環境基本計画の概要」（環境省） 

図 3 環境基本計画の目指すべき社会の姿及びアプローチ  
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

地球温暖化 
ゼロカーボンシティ「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ」の実現 

気候変動への関心の高まりにより、自治体による積極的な動きが加速化しています。令

和２（2020）年６月には、全国知事会において「ゼロカーボン社会構築推進プロジェクト

チーム」が設立され、同年７月には、指定都市市長会において、温室効果ガス排出削減等

に向けた指定都市の取組について議論がなされました。また、同年８月に初めてとなる第

１回ゼロカーボン社会構築推進プロジェクトチーム会議が開催されました。同年 12 月時

点では、本市を含む 177 の自治体（24 都道府県、97 市、２特別区、44 町、10 村）が「2050

年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明しています。表明した自治体を合計すると、人

口は国の総人口の半数を超える約 8,206 万人、ＧＤＰは約 376 兆円となっています。 

 

温室効果ガス排出量の削減 
令和２（2020）年以降の温室効果ガス排出削減等の新たな国際的枠組みである「パリ協

定」が平成 28（2016）年に発効しました。「パリ協定」は、世界全体での「脱炭素社会」

の構築に向けた転換点となるものであり、世界全体の目標として、産業革命以前に比べて

世界の気温上昇を２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することが掲

げられています。 

令和元（2019）年 12 月にスペイン・マドリードで開催されたＣＯＰ25 では、温室効果

ガスの削減・抑制目標の引き上げについて検討が行われ、各国に義務付けるまでには至り

ませんでしたが、各国は温室効果ガスの削減目標を引き上げることで合意しています。 

国内では、平成 28（2016）年５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、

令和 12（2030）年度に向けたわが国の温室効果ガス排出削減目標が「2013 年度比で 26％

削減」と定められ、長期目標として、「2050 年までに 80％の排出削減」が示されました。

また、令和元（2019）年には、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定

されました。この戦略では、令和 32（2050）年までに 80％の温室効果ガスの削減に取り

組むことを基本的な考え方とし、最終到達点として「脱炭素社会」を達成することを掲げ

ており、その達成に向けて、ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた「環境と成

長の好循環」の実現を目指すことが示されています。 

さらに、国は、令和 32（2050）年温室効果ガス排出実質ゼロを宣言したことにより、各

省庁と横断的な取組で環境の成長産業化を進めるとともに、令和 32（2050）年までの脱炭

素社会の実現へ向け政策を組みなおし、「地球温暖化対策計画」や「エネルギー基本計画」

についても反映することとしました。 

 
気候変動による影響への適応 

気候変動に起因する災害等の影響への備えの必要性が高まっていることから、平成 30

（2018）年には「気候変動適応法」が公布・施行されるとともに、「気候変動適応計画」が

閣議決定されました。気候変動の影響は、気候条件、地理的条件、社会経済条件等によっ

て地域ごとに大きく異なることから、同計画では、基盤的施策の一つとして、「地方公共団

体の気候変動適応に関する施策の促進」を掲げており、国と地方公共団体等が連携して地

域における適応策を推進することとしています。 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

国における具体的な気候変動適応策としては、表 1 の分野別施策と基盤的施策に基づく

取組を進めていくこととしています。 

 

表 1 「気候変動適応計画」における施策 

分 野 別

施策 

（１）農業、森林・林業、水産業 

（２）水環境・水資源 

（３）自然生態系 

（４）自然災害・沿岸域 

（５）健康 

（６）産業・経済活動 

（７）国民生活・都市生活 

基 盤 的

施策 

（１）気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用 

（２）気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保 

（３）地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進 

（４）事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進 

（５）気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進 

出典：「気候変動適応計画」（環境省）より作成 

 

 

資源循環 
「第四次循環型社会形成推進基本計画」 

国では、平成 30（2018）年に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、

環境・経済・社会の３つの側面での重要な方向性として、「地域循環共生圏形成による地域

活性化」、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」、「適正処理の更なる推進と循環再

生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」、「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の

海外展開の推進」が政策の柱として掲げられ、持続可能な社会づくりとの統合的取組を推

進するとしています。 

 

プラスチック資源循環戦略 
国は、第四次循環型社会形成推進基本計画を踏まえ、資源・廃棄物制約、海洋プラスチ

ックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応す

るため、令和元（2019）年５月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、３Ｒ＋Renewable

（再生可能資源への代替）を基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進する

こととしました。 

さらに、世界では令和元（2019）年６月に開催された、G20 持続可能な成長のためのエ

ネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合において、「G20 海洋プラスチックごみ対策

実施枠組」が合意され、プラスチックごみ及びマイクロプラスチックの流出抑制・削減の

ための行動をとる決意が表明されました。また、同時期に開催された G20 大阪サミットに

おいては、海洋プラスチックごみに関して、令和 32（2050）年までに追加的な汚染をゼロ

にすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。 
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自然環境 
「生物多様性戦略計画 2011-2020」及び「愛知目標」 

平成 22（2010）年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締結国会議（Ｃ

ＯＰ10）において、「生物多様性戦略計画 2011-2020」及び「愛知目標」が採択されまし

た。令和 32（2050）年までの長期目標として「自然と共生する世界」の実現、令和２（2020）

年までの短期目標として「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施

する」ことを掲げています。あわせて、生物多様性の損失を止めるため、愛知目標として

20 の個別目標が定められており、世界各国において具体的な取組が進められています。 

「生物多様性戦略計画 2011-2020」の期間の終了を見据え、令和２（2020）年１月には、

国連の生物多様性条約事務局から、令和２（2020）年以降の生物多様性の世界目標となる

「ポスト愛知目標」の草案が発表されています。愛知目標からの大きな変更点として、「よ

り実効性を持たせるため、数値による定量目標を多く盛り込んだこと」、「ＩＰＢＥＳ報告

書が指摘した生物多様性の５つの脅威、「土地利用」「外来生物」「汚染」「乱獲」「気候変動」

への対策を盛り込んだこと」、「最終年が同じ 30 年のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と整

合性を取ったこと」が挙げられます。 

 

「生物多様性国家戦略 2012-2020」 
愛知目標の採択を受け、国内では、我が国の生物多様性に関する目標や戦略を示すもの

として、「生物多様性国家戦略 2012-2020」が平成 24（2012）年９月に閣議決定されまし

た。愛知目標の達成に向けたわが国のロードマップとして、13 の国別目標と 48 の主要行

動目標等を定めるとともに、令和２（2020）年度までに重点的に取り組むべき施策の方向

性として「５つの基本戦略」が設定されました。 

生物多様性国家戦略 2012-2020 に代わる次期生物多様性国家戦略は、令和３（2021）

年のＣＯＰ15 で採択予定のポスト 2020 生物多様性枠組を踏まえて策定される予定となっ

ています。 

 

環境保全活動 
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ） 

世界的に、持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development：ＥＳＤ）

の重要性が認識されており、持続可能な開発に向けた進展を加速するためには、教育及び

学習の全てのレベルと分野で行動を起こし拡大していくことが重要とされています。 

国内では、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法

である「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が公布され、平成 24（2012）

年に完全施行されました。 

改正法では、具体的に法目的に「協働取組」の推進が追加され、地方自治体による推進

枠組みの具体化として「環境教育・協働取組推進の行動計画」の策定ができること、学校

教育における環境教育のさらなる充実、環境教育教材の開発等が追加されました。 

平成 30（2018）年には、環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の

増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」が、環境教育等を取りま
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く現状をふまえて変更され、「体験活動」の意義を捉え直し、地域や民間企業の「体験の機

会の場」の積極的な活用を図っていくことが掲げられました。 

また、平成 25（2013）年の国連の「ＥＳＤに関するグローバル・アクション・プログラ

ム（ＧＡＰ）」の採択を受け、国の「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するグロ

ーバル・アクション・プログラム実施計画（ＥＳＤ国内実施計画）」が平成 28（2016）年

に策定され、具体的な取組みが進められています。 

 

 
出典：「日本ユネスコ国内委員会 持続可能な開発のための教育」（文部科学省ホームページ） 

図 4 ＥＳＤの基本的な考え方 

 

ＥＳＧ投資 
ＥＳＧ投資は、国連が平成 18（2006）年に投資家にＥＳＧを反映した投資行動を促す

「責任投資原則（ＰＲＩ）」を提唱したことを契機に欧米に浸透し、日本においても、ＰＲ

Ｉに日本の年金積立金管理運用独立行政法人が平成 27（2015）年に署名したことを受け広

がりつつあります。具体的には、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会

（Social）・ガバナンス（Governance）の要素も考慮した投資のことで、環境問題への対応、

社会への貢献、従業員への配慮、法令順守等に前向きに取り組んでいることも含めて評価

され、投資先が選定されます。 

最近では、化石燃料関連銘柄への投資から撤退する方針を打ち出す大手機関投資家も複

数現れているほか、各国政府に対し、気候変動の緩和に必要な投資を加速するための政策

強化を求めるなどの動きもみられています。 
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コラム 

■グリーンリカバリーとは 
令和２（2020）年 12 月現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な感染拡大

により、世界の経済が落ち込み、リーマンショックを上回る影響が予測されています。 

新型コロナウイルス感染拡大による経済の落ち込みからの経済復興に当たり、気候危機、環境対

策に重点を置き、持続可能な社会の再構築を目指す「グリーンリカバリー」という考え方が広まっ

ており、EU 加盟国を中心に世界中で実践され始めています。 
■世界における取組事例 

EU では、令和 2（2020）年 7 月の EU 首脳会議で 7,500 億ユーロ規模の欧州復興基金（Next 

Generation EU）の創設が合意されました。基金によって調達する資金を欧州グリーンディール（ク

リーンエネルギー技術への投資、建物やインフラの改修、運輸やロジスティクスのクリーン化）な

ど EU の長期的政策の推進を通した復興支援に充てることで、短期的危機に対応しつつ、気候中立

といった長期的目標の達成にも貢献することになります。 

〈各国の取組事例〉 

・カナダ ：企業がつなぎ緊急融資を受ける条件として、気候関連財務情報を開示することを義

務化（令和 2（2020）年 5 月）。 

・フランス：航空会社エールフランスへの緊急融資の条件として、近距離フライトの削減、環境

負荷の低い機体への移行、令和 6（2024）年までに燃料の 2％の持続可能エネル

ギーへの移行を求めた。 
■日本やさいたま市におけるグリーンリカバリーの推進 

我が国においても経済産業省が令和 2（2020）年 6 月 17 日に開催された第 26 回 産業構造

審議会総会でポスト・コロナの経済政策の中で、「新たな日常」への適応として「医療・健康」「デ

ジタル」「グリーン」の 3 分野への取組を抜本的に強化すると示しており、「グリーン」分野では

「気候変動問題への対応・エネルギー安全保障」として、脱炭素化をより一層推し進めることが明

らかにされました。 

環境省が令和 2（2020）年 8 月 3 日に開催した「選択と集中」実行本部第 4 回会合で取りま

とめた改革案のなかで省エネ対策や再エネ推進を支援する「エネルギー対策特別会計」の予算のう

ち約 450 億円を、脱炭素社会への移行、循環経済への移行、自立分散型社会への移行という 3 つ

の移行の分野に振り替えることを示しています。 

本市においても、「グリーンリカバリー」の考え方のもと、コロナ禍からの復興に取り組んでい

きます。 

グリーンリカバリー ～経済復興と脱炭素の両立～ 
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さいたま市の環境の現状と課題 

地球温暖化 

市内現状 

温室効果ガス 

本市の平成 29（2017）年度における温室効果ガス排出量は 696 万 t-CO2 となり、基準

年度である平成 25（2013）年度と概ね同量となっています。 

温室効果ガス排出量を部門別に見ると、平成 29（2017）年度では、業務部門が全体の

37％、次いで家庭部門が 28％、運輸部門が 13％の順となっています。家庭部門が、平成

25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて減少している一方、運輸部門は増加し

ています。 

 

  

図 5 部門別温室効果ガス排出量の推移 

 

図 6 部門別温室効果ガス排出量割合 
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再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーの導入容量及び導入件数は順調に伸びており、平成 26（2014）年４

月の 33,979 kW から令和２（2020）年３月の 114,713 kW へと約３倍に増加しています。

また、市内に導入されている再生可能エネルギーは、本市の地域特性から、主に太陽光発

電が大部分を占めています。 

 

 

出典：「固定買取制度情報公表用ウェブサイト」(資源エネルギー庁ホームページ) 

図 7 再生可能エネルギー導入量・導入件数（さいたま市） 

 

気候変動 

埼玉県の年平均気温は、100 年当たり 2.1℃上昇しており、真夏日や熱帯夜、猛暑日は増

加傾向が、冬日は減少傾向が見られます。また、本市の熱中症救急搬送者数は平成 22（2010）

年以降、毎年概ね 400～700 人で推移しています。本市を含む東京都市圏では、都市化の

進展に伴い都市の気温が周囲よりも高くなるヒートアイランド現象が顕著になりつつあり、

熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念され

ています。 

 

 

出典：「気候変化レポート 2018‐関東甲信・北陸・東海地方‐」(東京管区気象台) 

図 8 埼玉県（熊谷地方気象台）の年平均気温の経年変化 
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出典：「気候変化レポート 2018-関東甲信・北陸・東海地方-」（東京管区気象台） 
図 9 埼玉県（熊谷地方気象台）の年間猛暑日日数の経年変化 

 

 

出典：「さいたま市消防局提供資料」より作成 
図 10 さいたま市の熱中症救急搬送者数の推移 

 

本市は、環境省・農林水産省・国土交通省が連携事業として実施した「地域適応コンソ

ーシアム事業（平成 29（2017）年度より３年間）」に参加し、各地域のニーズに沿った気

候変動影響に関する情報の収集・整理を行うとともに、地方公共団体、大学、研究機関な

ど、地域の関係者と連携し、具体的な適応策の検討を進めてきました。 

その事業成果集では、21 世紀末に本市における日最高気温（８月平均）が 2.9℃上昇す

ること、熱中症のリスクが最大で 2.5 倍上昇することや、埼玉県において内水氾濫による

浸水範囲が拡大することが示唆されています。 

635
522

453

621
478

714

389
479

1,032

665 677

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 (年度)

熱中症救急搬送者数(人)



 

14 

第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

 

出典：「地域適応コンソーシアム事業成果集」(環境省) 
図 11 さいたま市における熱中症発生リスクマップ 

 

主な課題 
 市内の温室効果ガス排出量は、業務部門と家庭部門の割合が比較的高くなっているこ

とに加え、令和 12（2030）年までは人口増加が予測され、世帯数の増加、業務系建物

の延べ床面積の増加等が見込まれています。そのため、日常生活や事業活動において

省エネ行動や省エネ機器・設備等の導入を継続・強化していくことが必要です。 

 市有施設における再生可能エネルギーの導入、市民・事業者の再生可能エネルギーの

利用を促進するため、太陽光等の再生可能エネルギーの導入拡大を継続・強化してい

くことも重要です。 

 深刻化する気候変動の影響から市民の安全・健康、生態系、産業等を守っていくため、

市として実施可能な対策を検討することに加え、熱中症等の健康被害や将来起こりう

る大規模災害による被害の未然防止・軽減のための対策が必要となっています。 

  

現在予測値と比較して、
最大2.5倍のリスク上昇

現在予測値と比較して、
最大1.6倍のリスク上昇

21世紀中頃、RCP2.6 21世紀末、RCP8.5
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資源循環 

市内現状 

一般廃棄物 

令和元（2019）年度のごみ総排出量は約 42.3 万 t となっており、市民１人１日当たりの

総排出量に換算すると約 881g/人・日で、平成 21（2009）年度より 87g/人・日減量して

います。 

ごみの総排出量は平成 25（2013）年度以降概ね減少傾向となっています。また、資源化・

有効利用量の総量は大きな変化は見られませんが、内訳を見ると、近年では総資源化量が

減少傾向、焼却処分からの有効利用量が増加傾向にあります。 

 

 

備考）家庭系には団体資源回収と小型家電回収（平成 25（2013）年以降）も含みます。 

出典：「さいたま市統計書」より作成 

図 12 ごみ排出量・1 人 1 日のごみ排出量の推移 

 

 

出典：「さいたま市統計書」より作成 

図 13 資源化・有効利用量の推移 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

廃棄物処理施設の状況 
本市では、家庭から排出されるごみを市内の４施設で焼却するとともに３施設で破砕し

ています。また、資源化、最終処分も行っています。 

 

表 2 さいたま市のごみ・リサイクルに関連する施設 
（令和３（2021）年３月末現在） 

処理 施設名 能力 竣工 
熱回収設備

の有無 

焼却 

西部環境センター 300t/24h 平成５(1993)年２月 有 

東部環境センター 300t/24h 昭和 59(1984)年７月 有 

クリーンセンター大崎 450t/24h 平成８(1996)年３月 有 

焼却・溶融 桜環境センター 380t/24h 平成 27(2015)年３月 有 

破砕 

西部環境センター 75t/5h 平成５(1993)年２月  

クリーンセンター大崎 50t/5h 平成８(1996)年２月  

桜環境センター 28t/5h 平成 27(2015)年３月  

資源化 
東部環境センター 40t/5h 平成５(1993)年４月  

桜環境センター 63t/5h 平成 27(2015)年３月  

最終処分 
うらわフェニックス 372,700m3 昭和 63(1988)年３月  

環境広場 208,100m3 平成８(1996)年１月  

 

産業廃棄物 
市内で発生した産業廃棄物の量（産業廃棄物管理票交付等状況報告書の実績値）は、近

年、増減を繰り返しつつ、やや増加傾向にあります。市は、産業廃棄物の不適正処理（不法

投棄等）に対する改善指導を継続的に行っています。 

 

 

図 14 市内の産業廃棄物発生量の推移 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

主な課題 
 家庭系ごみ、市民 1 人１日当たりのごみ総排出量は減少傾向にある一方で、事業系ご

みは横ばいで推移しているため、ごみ総排出量の減量は緩やかになっています。特に

事業者によるごみの減量を促進するとともに、市民も含めて３Ｒの意識向上を図って

いくことが重要です。 

 老朽化が進んでいる廃棄物処理施設については、計画的な施設の整備・更新が必要と

なっています。 

 産業廃棄物の不適正処理に対しては、排出事業者・処理業者の監視、指導の継続及び

強化が必要です。 

 

自然環境 
市内現状 
動植物 
さいたまみんなの生きもの調査等を始めとした市内で行われた各種調査結果をまとめる

と、平成 28（2016）年度には 700 種の生きものが確認されています。 

また、これまでに本市で作成した自然環境調査報告書や環境影響評価書からも 1,000 種

を超える生きものが確認されているほか、平成 28（2016）年度版生きものリストにはレッ

ドリスト掲載種 47 種、特定外来生物 24 種が掲載されています。河川沿いや農地、雑木林、

屋敷林、街なかなどの調査する場所によって確認することのできる生きものは異なってい

ます。 

 

緑と公園 
本市の緑は、中央部の見沼田圃、西部の荒川、東部の元荒川が市街地を挟むように位置

しており、大きな骨格を形成しています。荒川や綾瀬川周辺の低地には水田を主体とする

農地が、見沼田圃や荒川、元荒川近くの台地上には屋敷林・雑木林・農地がまとまってい

る区域がそれぞれ広がっています。 

市街地には、比較的小規模ではあるものの、様々な緑が点在しています。しかし、中央

部を縦断する鉄道沿線の南北にのびる市街地では、緑が少ない状況となっています。 

このように、本市は河川低地が骨格となっており、その周辺の樹林地や農地などが広が

る区域が、様々な緑が点在する市街地を包んでいるという構造となっています。 

都市においては、公園や街路樹などの公共の緑、宅地や施設内における緑地などが、自

然環境の保全やヒートアイランド現象の緩和など、都市環境を改善する機能を有していま

す。 

本市全体の都市公園の状況を見ると、都市公園総面積は緩やかな増加傾向にあります。 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

 

図 15 見沼田圃 

 

 

出典：「身近な緑現況調査及び分析業務委託調査報告書」（埼玉県）より作成 
図 16 さいたま市 緑の構造図 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

 

図 17 市全体の都市公園面積と住民 1 人当たりの都市公園面積 

 

 

河川と水辺 
市内には、荒川、鴨川、芝川、綾瀬川などの一級河川の他にも多くの小河川が存在して

いますが、これらの河川のうち荒川を除いた河川は、都市化の進行に伴い水源を失って生

活排水や工場・事業場排水、降雨の排水先となっているものが多くなっています。 

芝川と加田屋川、見沼代用水東西縁に囲まれた見沼田圃は、本市を代表するまとまった

緑の空間であり、水辺地としても良好な場所が多数存在しています。このほか、身近に親

しめる水辺として、鴨川みずべの里、アーバンみらい東大宮の多目的遊水地、大宮南部浄

化センター自然庭園、大谷ホタルの里、六辻水辺公園、別所沼があり、近年では合併記念

見沼公園、秋葉の森総合公園など、積極的な水辺環境の創造がなされています。 

 

 

  

図 18 荒川 図 19 別所沼 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「身近な緑現況調査及び分析業務委託調査報告書」（埼玉県）より作成 
図 20 市内の主要な河川と水辺の分布 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

農地 
本市では都市化の進展や、社会・経済情勢の変化に伴い、農業就業人口の減少、農業従

事者の高齢化、後継者不足が進んでいます。農地の宅地・道路等への転用や遊休農地が発

生している一方で、市内には、見沼田圃、荒川、綾瀬川、元荒川流域の豊かな水田地帯など

貴重な優良農地が広がっています。 

 

 

出典：「農林業センサス」「作物統計調査」（農林水産省）より作成 
図 21 さいたま市の農業就業人口と耕地面積の推移 

 

 

主な課題 
 アライグマなどの外来生物や有害鳥獣の駆除等の対策を推進し、市内の生態系や生活

環境を保全していくことが重要です。 

 中央部を縦断する鉄道沿線の南北にのびる市街地では、緑が少ない状況となっている

ことに加え、都市化の進展に伴い、市街地に点在していた樹林地等は年々減少してお

り、その傾向が続くものと予想されます。そのため、市街地を中心に身近な緑の保全・

創出を継続していくことが必要です。 

 市内の河川のうち荒川を除いた河川の多くは、都市化の進行に伴い水源を失って、生

活排水や工場・事業場排水、降雨の排水先となっているため、雨水の浸透や河川整備

等の推進による水循環の健全化を図っていくことが必要となっています。 

 農地の転用が進んでいる一方、市内には見沼田圃などの貴重な優良農地が見られ、こ

れらの農地を保全していくことが重要です。 
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生活環境 
市内現状 
大気環境 
市内では、一般環境大気測定局９局、自動車排出ガス測定局５局の合計 14 局で大気汚染

の状況を常時監視しています。 

平成 30（2018）年度は、環境基準の定められている６物質（二酸化窒素、浮遊粒子状物

質、二酸化硫黄、一酸化炭素、光化学オキシダント、微小粒子状物質（ＰＭ2.5））のうち、

光化学オキシダントを除き、全局で環境基準を達成しています。 

光化学オキシダントについては、全局で環境基準を超過しました。光化学オキシダント

は、工場や自動車等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの大気

汚染物質が太陽光により化学反応を起こすことで生成されています。光化学スモッグの原

因物質である非メタン炭化水素の濃度は平成 24（2012）年以降横ばいとなっています。 

また、長期暴露による健康への影響が懸念されるベンゼンや、トリクロロエチレン等の

有害大気汚染物質についてモニタリング調査が継続的に実施されており、環境基準が設定

されている４物質（ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン）については全ての地点で基準を満たしています。 

 

 

  
出典：「さいたま市統計書」 

図 22 二酸化硫黄の年平均値推移 
出典：「さいたま市統計書」 

図 23 二酸化窒素の年平均値推移 
  

  
出典：「さいたま市統計書」 

図 24 一酸化炭素の年平均値推移 
出典：「さいたま市統計書」 

図 25 光化学オキシダントの年平均値推移 
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出典：「さいたま市統計書」 

図 26 浮遊粒子状物質の年平均値推移 
出典：「さいたま市統計書」 

図 27 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の年平均値推移 

  

  
出典：「さいたま市統計書」 

図 28 光化学オキシダント原因物質の年平均値推移 

出典：「さいたま市統計書」 
図 29 光化学スモッグ注意報等の発令回数 

  

 
出典：「平成 30 年度有害大気モニタリング調査結果」 

図 30 有害大気汚染物質の年平均値の推移 
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水質 
河川の有機汚濁の代表的な指標であるＢＯＤは、水質悪化の著しかった昭和 40 年代に

比べると大きく改善してきていますが、今なお環境基準を超過する地点がみられます。水

質汚濁の原因は、生活排水、工場・事業場排水、道路排水などに加え、市街化の進展による

雨水の地下浸透や流域の保水能力の減少、湧水の枯渇などが複合的に影響していると考え

られます。 

水質測定項目として、ＢＯＤのほかに全窒素、全リンに関する調査を実施しています。

窒素及びリンの排出源は、生活排水に由来する負荷と農地等からの面源負荷があると考え

られています。河川には、全窒素、全リンに関する水質環境基準は定められていませんが、

東京湾の水質環境基準の達成のため、工場・事業場排水の汚濁負荷量の総量を一定以下に

する総量規制（対象項目はＣＯＤ、全窒素、全リン）を行っており、今後より一層の水質改

善が期待されます。 

 

 

 

 

  
図 31 ＢＯＤ75％の経年変化（荒川 羽根倉橋） 図 32 ＢＯＤ75％の経年変化（綾瀬川 畷橋） 

  

 

図 33 ＢＯＤ75％の経年変化（鴨川 加茂川橋・中土手橋） 
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下水道 
本市における下水道普及率は上昇傾向にあり、令和元（2019）年度の下水道普及率は

93.6％に達し、十分な処理を経ないまま河川等へ放流される生活排水、小規模事業場排水

量は、年々減少しています。本市の下水道は、単独公共下水道と２つの流域関連公共下水

道から構成されています。公共下水道整備の推進により、関連する河川における水質改善

効果が期待されています。 

 

 

 
図 34 下水道普及率と行政人口・処理人口の推移 

 

 

 

景観 
「さいたま市景観計画」及び「さいたま市景観条例」では、市全域において地域の都市

景観の形成に影響を与える一定規模以上の建築物の建築等及び工作物についての建設等、

外観を変更することとなる修繕などは届出を義務付けています。この届出において景観計

画に適合するよう景観誘導を行い、建築物等が周辺の都市環境と調和することにより、市

民が愛着や誇りを持てる優れた都市景観の形成を図ります。 

また、同計画及び条例に基づき、歴史的・文化的意義のあるものや地域のシンボルとし

て市民に親しまれているものなどであって、良好な景観の形成に重要と認められる建造物

や樹木を景観重要建造物及び景観重要樹木として指定し、保全しています。令和元（2019）

年度末現在、景観重要建造物８件、景観重要樹木４件の計 12 件を指定しています。 
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大宮区役所・大宮図書館 大宮盆栽美術館 

図 35 景観重要建造物（抜粋） 

 

 

 

  
ＪＲ西大宮駅北口駅前広場の 

シンボルツリー ツガ 
ＪＲ西大宮駅北口駅前広場の 

シンボルツリー ケヤキ 

図 36 景観重要樹木（抜粋） 

 

 

主な課題 
 大気質に関する環境基準は概ね達成していますが、引き続き国や県、周辺地域と連携

した広域的な大気汚染対策を継続していくことが必要です。 

 水質については、概ね環境基準を達成しているものの、調査年によっては、環境基準

を超過する年があります。日常生活や事業活動において河川等に排出している汚濁負

荷を軽減するため、工場・事業場排水の監視・指導の強化や、公共下水道整備、合併

処理浄化槽の普及を継続していくことが必要です。 

 良好な都市景観や歴史的・文化的環境を次代へ継承していくため、景観重要建造物及

び景観重要樹木の指定や、歴史的・文化的資源を維持、活用していくことが必要です。 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

環境保全活動 
市内現状 
環境教育 
本市では、市民、事業者、学校、行政等すべての主体が連携して、環境教育の推進に取り

組んでいくことの大切さを呼びかけています。 

将来を担う子どもたちを対象に、一人ひとりが環境に関心を持ち、どのような取組が必

要かを考え、できることから行動するためのきっかけづくりを目的として、さいたまこど

もエコ検定やごみスクールなどの環境教育、学習事業を実施しています。 

また、いつでも、どこでも、みんなで環境教育に取り組める仕組みづくりとして、民間

事業者等とのネットワークの拡充を図り、それぞれが所有する環境教育資源を有効活用し、

施設見学、環境学習会、出前講座などを実施することで、多くの人が環境への関心を持つ

機会を提供しています。 

教育委員会では、「さいたま市の学校における環境教育基本計画（平成 21（2009）年６

月）」に基づき、子どもたちの発達の段階を考慮した環境教育に取り組んでいます。 

 

 

図 37 みぬま見聞館における「秋の自然観察・環境学習会」の様子 

 

環境保全活動 
環境保全活動は、市民の自発的かつ自主的な活動や事業者のＣＳＲ活動で支えられてお

り、市内においても、緑化活動や自然緑地の保全活動、環境美化活動、リサイクル活動な

ど、多くの市民活動団体や事業者が活動しています。 

本市では、市民、事業者、学校等とのパートナーシップにより、それぞれの環境保全活

動について情報交換を行うとともに、多くの方々に関心を持っていただき、環境の輪が広

がっていく機会づくりとして、環境フォーラムなどの各種イベントを開催し、環境保全活

動の促進に取り組んでいます。 

また、ＮＰＯやボランティア団体、自治会など、市内で市民活動を行っている団体や、

これから地域で活動を始めたいと思っている市民を応援するための施設として、浦和駅東

口駅前のコムナーレ９階に「さいたま市市民活動サポートセンター」を設置しています。 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

主な課題 
 地域における持続可能な社会の担い手を育むため、一人ひとりが問題の本質や解決に

向けた取組みの方法を考え、解決する能力を身に付け、具体的な行動を起こしていく

というＥＳＤの視点を意識した教育の促進が求められています。 

 より多くの市民が環境への関心を持ち、環境学習に取り組めるようにするため、環境

学習に関する情報提供や公共施設における環境講座の推進、民間事業者等とのネット

ワークの強化・拡充が必要です。 

 市内の環境保全活動を促進していくため、市民の多様なライフスタイルに配慮した、

参加しやすい環境保全活動の仕組みづくりや支援を検討し、環境保全活動の輪を広げ

ていくことが重要です。 
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

市民の意識 
令和元（2019）年９月に、1,036 人の市民を対象とした環境に関するアンケート調査を

行いました。主な結果を以下に示します。 

 

さいたま市の環境への満足度及び重要度 
全体平均としては、満足度が極端に低い項目はありません。重要度が比較的高く、満足

度が比較的低い項目は、「自転車道や自転車レーンの整備状況」、「ヒートアイランド対策」、

「地球温暖化の抑制」となっています。 

 
No. 項目 No. 項目 

① 空気のさわやかさ、きれいさ ⑭ まち並みの美しさ 

② におい（悪臭がしないこと） ⑮ 歩道の整備状況 

③ 水（水質）のきれいさ ⑯ 自転車道や自転車レーンの整備状況 

④ 河川・川辺のきれいさ ⑰ 公共交通機関の利用のしやすさ 

⑤ まわりの静けさ ⑱ ゆとりのある空間（公園、広場）の多さ 

⑥ 星の見やすさ ⑲ 地域内の清潔さ 

⑦ 生きものの豊かさ ⑳ ごみの収集、処理の状況 

⑧ 自然の緑の豊かさ ㉑ 環境学習の場の整備状況 

⑨ 都市の緑の豊かさ ㉒ 緑、自然の景観 

⑩ 公園や街路樹の整備状況 ㉓ ヒートアイランド対策 

⑪ 住宅の緑の豊かさ ㉔ 地球温暖化の抑制 

⑫ 自然との親しみやすさ ㉕ 川や池など遊べる水辺 

⑬ 史跡や遺跡、神社、寺などの文化財の保存状態   
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結果を併せて総合的にみるために、下図に示すように横軸に満足度、縦
軸に重要度の２次元グラフで表示しています。

施策毎に次の5段階で点数化しています。
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第 2章 さいたま市を取り巻く環境の現状と課題 

市民の保全活動の状況 
地球温暖化対策 
「冷蔵庫は壁から適切な間隔で設置する」、「冷蔵庫の扉をすぐ閉める」、「炎がなべ底か

らはみ出ないようにする」、「シャワーは流したままにしない」、「便座暖房の設定温度を低

くする」は、「いつも取り組んでいる」の割合が 50％以上と比較的高くなっています。 

一方、「パソコンやスマートフォンの使用時間を１日１時間減らす」や「エアコンのフィ

ルターを月に２回程度掃除する」は、実施率（「いつも取り組んでいる」及び「時々取り組

んでいる」）が 40％程度と他の項目と比較して低くなっています。 

 

 

循環型社会 
「詰め替え用の洗剤やシャンプーなどを積極的に使用する」、「ごみ・資源の分別を徹底

する」、「古紙・紙パック・缶・びん・ペットボトルなどをリサイクルに出す」については、

「いつも取り組んでいる」の割合が高い傾向にあります。一方、「生ごみを堆肥化する」は、

「いつも取り組んでいる」が７％、「時々取り組んでいる」が 10％と特に低くなっており、

「今後取り組みたい」の回答が 47％と多くなっています。 
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自然環境 
「外来生物を持ち込まない、飼っている外来生物を放さない」については、「いつも取り

組んでいる」の割合が高くなっています。一方、「農地や森林の果たす環境保全機能につい

て関心を持ち、その保全の重要性を意識する」については、「いつも取り組んでいる」が 14％

程度、「時々取り組んでいる」が 30％程度と実施が低く、「今後取り組みたい」が 46％程度

と高くなっています。 

 
 

「さいたま市」らしさ 
「さいたま市」らしさとして「盆栽村や大宮氷川神社などの文化や景観を守る美しいま

ち」が 55％と最も多く、次いで「自然と共生し、見沼田圃などの緑豊かなまち」が 40％と

なっています。歴史的・文化的な資源や美しい景観、見沼田圃などの貴重な自然が多くの

市民に「さいたま市」らしさとして認識されています。 
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第 3章 望ましい環境像と基本目標 

望ましい環境像と基本目標 

望ましい環境像 

 

 

  

豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市 

この図は、計画に基づいた様々な取組を進めることで実現する、本市の目指す望ましい環境像を具現化した

際のイメージとして示したものです。 

望ましい環境像が実現したさいたま市 

令和 12（2030）年の風景 

荒川、元荒川などの水辺や、見沼田圃、雑木林、屋敷林など身近に残る里やまの緑は、

そこに生きる様々な生きものが生活する場であるとともに、人々の憩いの場にもなってお

り、人と自然が共生するための貴重な資源として保全されています。 

こうした人と自然の共生は、先進技術の導入とそこで暮らし、活動する人々の環境への

意識によって支えられています。 

脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及が加速化し、

家庭や地域で創られ、蓄えられた電力は、災害時のエネルギーとしても活用されています。

市内にはＥＶ等の次世代自動車が走り、ＡＩやＩｏＴを活用したエネルギーマネジメント

が進んだ最先端のスマートシティが実現しています。 

また、３Ｒの意識が定着し、適正なごみの分別、食品ロスやプラスチックごみの削減な

ど、環境に配慮した行動が生活の一部になっています。人々の生活で発生したごみは、ご

み焼却施設でエネルギーに生まれ変わり、太陽光発電などとともに、地域の電力として活

用されています。資源とエネルギーの循環が市内で形成され、市外からは都市間ネットワ

ークによる再生可能エネルギーの導入が行われるなど、環境とともに経済・社会が成長す

る好循環が生まれています。 

市民、事業者、学校、行政等のあらゆる主体は、こうした人と自然が共生する持続可能

な環境を将来に引き継ぎ、豊かな未来を創造するために、分野や組織の垣根を超えて手を

取り合い、ＳＤＧｓという世界共通の目標とともに、積極的に行動しています。 
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望ましい環境像の実現のための基本方針 

環境分野における取組では、国の「第五次環境基本計画」や「さいたま市総合振興計画」、

ＳＤＧｓ等の考え方を取り入れ、各分野における課題を統合的に解決することが求められ

ています。本市が目指す「望ましい環境像」の実現に向けても、ＳＤＧｓを踏まえた様々

な視点から環境施策を推進するとともに、多様な主体と連携することで、経済・社会が同

時に成長するマルチベネフィットを創出し、脱炭素社会、循環型社会、レジリエントな社

会への移行を目指します。  

計画の視点 

基本方針 

   
 

社会システム
の変革 

環境の保全 
と創造 

ライフスタイル
の転換 

イノベーション
の進展 

「新たな日常」を踏まえた 

マルチベネフィットの創出 
（環境と成長の好循環） 

新しい生活様式
の実践 

脱炭素社会・循環型社会・レジリエントな社会への移行 

ＥＳＧ投資の促進 

ＡＩ･ＩｏＴや先進技術
の活用 地域資源等の 

活用 

市民協働・公民連携
の推進 

ＥＳＤの視点による
教育の推進 

まちづくりとの 
連携 

グリーンリカバリー
の推進 

ＳＤＧｓの概念に基づき、持続可
能な社会を構築する基盤と捉え、
地域の社会や経済の向上に繋がる
ものとして、分野横断的に取り組
みます。 

市内における連携・協働の輪をさ
らに広げるとともに、他地域との
連携を深め、環境保全の取組の幅
を広げていきます。 

①ＳＤＧｓを意識した 
施策の推進 

②多様な主体との連携による 
施策の推進 
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基本目標とさいたま市総合振興計画の関係 

本市の総合振興計画の将来都市像の実現に貢献するため、総合振興計画の施策展開に合

わせて本計画の施策体系を設定します。 

 

 

  

第１節 地域から取り組む「脱炭素社会に向けた持続可能な都市」の実現 

第２節 ともに取り組み、参加するめぐるまち（循環型都市）の創造 

第３節 人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造 

第４節 環境の保全と創造に意欲的に取り組む都市の実現 

戦術 1 先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創造 

戦術 4 環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現 

大きく貢献する事業を重点化 

さいたま市総合振興計画 

第３部 第２章 環境 

重点戦略１ 

重点戦略２ 
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第２次さいたま市環境基本計画 

豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市 

  地球温暖化の問題に地域から行動し、脱炭素社会を実現する 

  ともに取り組み参加する、循環型都市を創造する 

  自然と共生し、多様ないのちが息づくまちを実現する 

  安全で誰もが暮らしやすい生活環境を実現する 

すべての主体が手を取り合い、環境の保全と

創造に意欲的に取り組むまちを実現する 

１ ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築 

２ スマートシティの実現 

５ 水と緑のエコロジカル・ネットワークの形成 

３ ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進 

４ 安定的な廃棄物処理体制の確保 

達成に貢献 

環境政策に関わる国内外の動向等を踏まえ、本市の目指す「望ましい環境像」を着実に

実現していくため、４つの環境分野ごとの基本目標と、それらの基本目標を実現するため

の各分野を横断する共通目標を合わせた５つの基本目標を掲げます。 

また、重点的かつ優先的に取り組むべき施策・事業として６つの重点施策を設定します。 

各目標達成の下支え 

重点的かつ優先的に具体展開を図る主要な施策・事業 

基本目標

１ 

基本目標

２ 

基本目標

３ 

基本目標

４ 

基本目標

５ 

６ 公民ネットワークを活用した環境教育活動の推進 

望ましい環境像 

重点施策 
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施策の展開 

施策体系 
 

 

 

  

基本目標 施策の柱 

 

 基本目標 1  
地球温暖化の問題に地
域から行動し、脱炭素社
会を実現する 

 
1-1 省エネルギー化の推進 

          
           
           
  1-2 持続可能なエネルギー政策の推進 

          
           
  

1-3 環境未来都市の実現 

          
           
           
  

1-4 気候変動への適応 

          
           
           
           
 基本目標 2  
ともに取り組み参加する、
循環型都市を創造する 

 

2-1 ３R の推進による
廃棄物の減量 

          
           
           
           
  

2-2 
廃棄物の循環利
用と適正処理の推
進 

          
           
           
           
           
 基本目標 3  
自然と共生し、多様ない
のちが息づくまちを実現す
る 

 

3-1 生物多様性の保全と再生 

          
           
           
           
  3-2 緑の保全と創出           
           
  

3-3 水環境の保全と活用の推進 

          
           
           
           
 基本目標 4  
安全で誰もが暮らしやす
い生活環境を実現する 

 

4-1 大気質の保全・交通環境対策 

          
           
           
           
  

4-2 水質の保全 

          
           
           
           
  4-3 景観の保全           
           
 基本目標 5  
すべての主体が手を取り
合い、環境の保全と創造
に意欲的に取り組むまち
を実現する 

 
5-1 環境教育・環境学習の推進 

          

           

  
5-2 環境保全活動の促進 

          

            

 

重点施策１ 

重点施策２ 

重点施策３ 

重点施策４ 

重点施策５ 

重点施策６ 

環境像 

豊
か
な
未
来
を
創
造
す
る 

持
続
可
能
な
環
境
共
生
都
市 

各施策が貢献するＳＤＧｓの目標 
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ＳＤＧｓの目標を達成するためには、人間の生存の基盤である環境の保全が必要不可欠

です。本計画では、地球温暖化、資源循環、自然環境、生活環境、環境保全活動といったあ

らゆる環境分野に取り組むこととしており、下表では各施策が貢献するＳＤＧｓの主な目

標を示しています。※ＳＤＧｓの目標については、資料編で解説しています。 

 

 

  

施策の方向 

    1-1-1 省エネルギー行動の促進   
    1-1-2 家庭や事業所の省エネルギー化の促進   
    1-1-3 市役所における省エネルギー化の推進   
    1-2-1 再生可能エネルギー等の利用拡大   
    1-2-2 自立・分散型エネルギーシステムの構築   
    1-3-1 エネルギー効率の良いまちづくりの推進   
    1-3-2 環境負荷の少ない交通体系の構築と利用の促進   
    1-3-3 先進的な技術・サービスの推進   
    1-4-1 農業及び自然環境への影響に関する対策の推進   
    1-4-2 自然災害対策の推進   
    1-4-3 市民生活や健康への影響に関する対策の推進   
    1-4-4 広域的な連携の推進   
    2-1-1 ごみの発生抑制・再使用（リデュース・リユース）の推進   
    2-1-2 資源回収及び再生利用（リサイクル）の推進   
    2-1-3 ３R の意識啓発   
    2-1-4 産業廃棄物の 3 R の推進   
    2-2-1 効率的なごみ回収   
    2-2-2 廃棄物の循環利用の推進   
    2-2-3 計画的な施設の整備・更新   
    2-2-4 産業廃棄物の適正処理の推進   
    2-2-5 円滑な災害廃棄物の処理の推進   
    3-1-1 重要拠点の保全   
    3-1-2 エコロジカル・ネットワークの形成   
    3-1-3 外来生物対策   
    3-1-4 生きものの保全活動   
    3-2-1 緑の保全と育成   
    3-2-2 身近な緑づくり   
    3-3-1 地下水の涵養   
    3-3-2 湧水の維持と復活   
    3-3-3 水辺の整備   
    3-3-4 水に係る保全活動   
    4-1-1 大気汚染物質対策の推進   
    4-1-2 交通環境対策の推進   
    4-1-3 騒音・振動・悪臭対策の推進   
    4-1-4 化学物質対策の推進   
    4-2-1 水質の改善に係る事業・施設整備の推進   
    4-2-2 土壌・地下水・地盤環境の保全   
    4-2-3 定期的な水質調査・監視の充実   
    4-2-4 水質に係る調査研究、広域連携等の推進   
    4-3-1 都市景観の保全   
    4-3-2 歴史的・文化的環境の保全   

    5-1-1 学校における環境教育の推進   

    5-1-2 市民等の環境学習の推進   

    
5-2-1 環境活動の促進 

  
5-2-2 国際協力の推進 

 

 

 

第２次さいたま市 

地球温暖化対策 

実行計画 

（区域施策編） 

別冊 

 

さいたま 

水と生きものプラン 

別冊 

「流域水循環計画」 
「生物多様性地域戦略」 
 に相当 

気候変動適応計画 

関連施策 

関連施策 

環境教育等行動計画 

包含する計画 
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施策 

基本目標1地球温暖化の問題に地域から行動し、脱炭素社会を実現する 
 

 
 

温室効果ガスの削減目標 
本市では、国の施策と連携した地球温暖化対策と、市独自の対策を推進していくことで、

約 35％の温室効果ガス削減の可能性があると推計されました。 

そこで、本市の温室効果ガス削減目標を令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年

度比で 35％以上と定め、国の「地球温暖化対策計画」に加え、本計画に定める施策を進め

ることで、温室効果ガス排出量の削減を図っていきます。 

また、令和 12（2030）年度の本市の推計人口 1,318,000 人（出典：「本市における推計

人口の見直しについて」（H30 本市推計人口））と令和 12（2030）年度における排出量の目

標値（454.4 万 t-CO2）より、令和 12（2030）年度における市民 1 人当たり温室効果ガス

排出量目標を 3.4 t-CO2 以下と定めます。 

 

 

 

 

 

  

地球温暖化は、本市の環境や市民生活に深刻な影響をもたらす危険性があり、環境へ

の負荷の少ない脱炭素社会の実現が喫緊の課題となっています。市民の安全で安心な暮

らしや見沼田圃や荒川を始めとする本市の豊かな自然資源を「未来」へ引き継ぐために

は、行政が率先して温暖化対策に取り組むとともに、市民・事業者との連携・協働が必

要不可欠となります。 

このため、これまでの省エネルギー化（省エネ）の推進や再生可能エネルギー等の導

入を継続するとともに、本市がこれまで培ってきた強みを活かし、ＥＶ等の次世代自動

車の普及をさらに促進させ、ＡＩやＩｏＴを活用した最先端のスマートシティの実現を

目指します。また、都市間・地域間連携による再生可能エネルギーの調達、電力の地産

地消等により、エネルギー効率がよく、レジリエンス性も高いまちをつくっていきます。

これらに加え、気候変動の影響への適切な備えや対応が進んだ、脱炭素社会（ゼロカー

ボンシティ）に向けた持続可能な都市の実現を目指します。 

地球温暖化の問題に地域から行動し、脱炭素社会を実現する 基本目標 1 

2030 年度 温室効果ガス排出量削減目標 2013 年度比  35％以上 

2030 年度 温室効果ガス排出量目標（市民 1 人当たり） 3.4 t-CO2 以下 
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図 38 2030 年度温室効果ガス排出量削減目標 

 

表 3 2030 年度温室効果ガス排出量削減目標の部門別内訳 

 2013 年度比部門別増減量 
（万 t-CO2） 

2013 年度比部門別削減率
（％） 

産業部門 ▲25.5 ▲35％ 

業務部門 ▲107.5 ▲41％ 
家庭部門 ▲101.6 ▲47％ 
運輸部門 ▲22.4 ▲28％ 

廃棄物部門 0.9 +3％ 
その他ガス 15.3 +43％ 

 

温室効果ガス削減の将来目標 

本市の目指すべき将来像（将来目標）は、ゼロカーボンシティの表明を踏まえた「2050

年温室効果ガス排出実質ゼロ」と定め、脱炭素社会実現に向けた取組を推進していきます。 

将来目標を達成するためには、その実現に向けた通過点として、本計画の目標年度であ

り、ＳＤＧｓの目標年度でもある、令和 12（2030）年度までに、様々な視点から、より効

果的な施策に取り組み、削減目標を達成することを目指すとともに、この目標にとどまる

ことなく更なる脱炭素化の取組（アクション）を加速させ、市民・事業者・行政のあらゆる

主体が一丸となってチャレンジしていく必要があります。 

令和 12（2030）年度以降は、本計画に基づく取組の継続・深化に加え、次世代技術の発

展・定着や新たな社会システムの浸透、本市の追加対策等による取組の強化により、温室

効果ガス排出量を削減に取り組むほか、残る温室効果ガス排出量については、植林などの

森林吸収、カーボンリサイクル技術「CCUS（CO2 の回収・有効利用・貯留：Carbon dioxide 

Capture, Utilization and Storage）」の実用化やカーボンオフセットの活用などにより相殺し

ていくことで、大幅な CO2 の削減を可能とし、カーボンニュートラル（実質排出量ゼロ）※

な社会の実現を目指します。 

今後、国の動向等を踏まえ、必要に応じた検討及び見直しを行うこととします。 

※二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量

との間の均衡を達成すること 

696.0

454.4

2013
基準年度

2030
目標年度

2013年度⽐

35%削減

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

▲241.6

(万t-CO2)

※四捨五⼊により合計値が⼀致しない場合があります。

ケースⅠ 現状趨勢による増減量

ケースⅡ、Ⅲ、Ⅳ 対策による削減⾒込量

Ⅱ▲215.8

Ⅰ 9.4

削減⾒込量合計

現状趨勢
705.4

Ⅲ▲30.6

Ⅳ▲4.6
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図 39 2050 年度に向けたさいたま市における温室効果ガス排出量削減イメージ 

 

再生可能エネルギー等の導入目標 
本市の温室効果ガス削減の将来目標達成のため、持続可能なエネルギーの利用拡大が必

要です。太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入やエネルギーの「地産地消（自家消

費）」は、温室効果ガス削減目標に寄与するだけでなく、エネルギーセキュリティの強靭化

につながります。 

再生可能エネルギー等の導入目標は、令和 12（2030）年度に計 7,321TJ とします。 

再生可能エネルギーとしては、太陽エネルギー、廃棄物エネルギー、水力エネルギー及

びバイオマスエネルギーを、エネルギー高度利用技術としては、天然ガスコージェネレー

ション及び燃料電池の導入を促進します。 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量

（年度）

実績推計 現状趨勢 対策ケース排出量

（万t-CO2）

2013年度
基準年度
696.0 短期間で効果的な対策の

実施が求められる

残留排出量
の相殺

本計画に基づく取組
(アクション)の推進

2050年度
将来目標

温室効果ガス排出
実質ゼロ

2030年度
目標年度
454.4

削減に向けた

チャレンジ

（更なる努力・取組の推進）

2013年度比

35％削減

実質ゼロの
早期実現

バックキャスティング

次世代技術の発展と定着

ライフスタイルの転換 イノベーションの進展

社会システムの変革 環境の保全と創造

目指すべき将来像（将来目標）  2050 年度 温室効果ガス排出実質ゼロ 

市域の 2030 年度再生可能エネルギー等の導入量 2013 年度比  2 倍 

（7,321 TJ 以上 ） 
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施策の柱と指標・目標 
施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 

基本目標 
成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和12年度 
地球温暖化の問
題に地域から行
動し、脱炭素社
会を実現する 

市民１人当たりの温室
効果ガス排出量 

5.6t-CO2 
(基準年度:平成 25 年度) 

4.31t-CO2 
(令和５年度) 

3.67t-CO2 
(令和 10 年度) 

市域の再生可能エネル
ギーなどの導入量 

3,724TJ 
(基準年度:平成 25 年度) 

5,840TJ 
(令和５年度) 

6,898TJ 
(令和 10 年度) 

施策の柱 
目標指標 

目標指標項目 実績 令和７年度 令和12年度 
1-1 省エネル

ギー化の推
進 

家庭部門における温室
効果ガス排出量（市民） 

216 万 t-CO2 
(基準年度:平成 25 年度) 

156 万 t-CO2 
（令和５年度） 

126 万 t-CO2 
（令和 10 年度） 

産業部門・業務部門に
おける温室効果ガス排
出量（事業者・行政） 

333 万 t-CO2 
(基準年度:平成 25 年度) 

254 万 t-CO2 
（令和５年度） 

215 万 t-CO2 
（令和 10 年度） 

市役所の事務事業にお
ける温室効果ガス排出
量（行政） 

286,742t-CO2 
(基準年度:平成 25 年度) 

211,139t-CO2 
（令和６年度） 

176,774t-CO2 
（令和 11 年度） 

市内の乗用車の新車登
録台数に占める次世代
自動車の割合 

34.6％ 
(平成 30 年) 

42.3％ 
(令和６年） 

48.7％ 
(令和 11 年) 

1-2 持続可能
なエネルギ
ー政策の推
進 

太陽光発電設備等を導
入した施設（公民館） 

20％【12 館】 
（令和元年度） 

40％【24 館】 57％【34 館】 

公共施設への再生可能
エ ネ ル ギ ー 等 の 導 入
（電力の地産地消） 

― 
公共施設・市域

への導入拡大及

び効果検証 

公共施設・市域

への導入拡大 

【電力の地産地消を

確立】 
再生可能エネルギー等
の導入施設数 

― ６施設 16 施設 

1-3 環境未来
都市の実現 

「生活支援サービス」
の実装数 

３事業実装済 
（R2.4.1 時点） 

８事業 13 事業 

1-4 気候変動
への適応 

適応策に資する事業数 
18 事業 

（令和元年度） 
23 事業 28 事業 

 

地球温暖化の問題

に地域から行動し、

脱炭素社会を実現

する 

基本目標 1 

1-4 気候変動への適応 
 

1-3 環境未来都市の実現 
 

1-2 持続可能なエネルギー政策の推進 
 

1-1 省エネルギー化の推進 

施策の柱 
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施策内容 

 

1-1 省エネルギー化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー行動の促進 

市内人口はしばらく増加を続けることが予測されているとともに、身の回りの省エネル

ギー行動には、まだ工夫や取組の余地が残されています。今後、温室効果ガス排出量を削

減するためには、一人ひとりが主体的に省エネルギー行動を実践することが重要です。 

各種イベントや啓発活動の実施により、市民、事業者、行政による日常生活や事業活動

における身近な省エネルギー行動を促進し、温室効果ガスの削減を図ります。 

 

① 脱炭素型ライフスタイルの推進 

 クールビズやウォームビズの実践、ライフスタイルキャンペーンの実施、エコライフ

ＤＡＹの実施、エコ通勤などの取組の周知・啓発を推進し通年で環境配慮行動に取り

組むライフスタイルへ転換していくことを促します。 

 市内で生産された農産物のブランド化や直売所等に関する情報発信等の消費活性化策

の実施により、地産地消を推進します。 

 

② 地球温暖化対策に関する啓発・連携・協働 

 各種イベントやキャンペーンでの普及啓発や国と連携した地球温暖化対策のための国

民運動「COOL CHOICE」の推進、自発的な行動変容を促す「ナッジ」の手法を取り入

れた効果的な普及啓発等を通じて、地球温暖化対策に関する市民や事業者への意識向

上と取組促進を図ります。 

 市内Ｊリーグチームとのコラボレーションや、市民、事業者、団体等様々な主体、さ

いたま市地球温暖化対策地域協議会との連携・協働により、地球温暖化対策や環境配

慮に関する意識啓発を推進します。 

 

  

1-1 

省エネルギー化

の推進 

施策の柱 

1-1-3 市役所における省エネルギー化の推進 

1-1-2 家庭や事業所の省エネルギー化の促進 

1-1-1 省エネルギー行動の促進 

施策の方向 
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家庭や事業所の省エネルギー化の促進 
家庭や事業所においてさらなる温室効果ガス排出削減を実現していくためには、身の回

りの省エネルギー行動に加えて、エネルギー消費効率の良い設備・機器の利用を進めて行

く必要があります。 

環境に配慮した家電やオフィス設備の導入、エネルギー効率の良い建築物の普及の推進、

フロン類の適正処理等の促進を図ります。 

 

① 家庭への省エネルギー設備・機器の普及促進 
 家庭におけるエネルギー使用状況の『見える化』と省エネルギー意識の向上を図りま

す。 

 補助制度等を通じて、家庭における高効率な省エネルギー型設備･機器の導入を促進し

ます。 

 

② 事業所への省エネルギー設備・機器の普及促進 
 高効率エネルギー利用機器、ＢＥＭＳ等の導入促進、中小事業者に向けた省エネ診断

サービス等の実施により、事業所における省エネ対策を支援します。 

 環境負荷低減計画制度の適切な運用及び参加企業の拡大により、事業者の自主的な環

境保全活動を促進します。 

 商店街街路灯のＬＥＤ化を支援します。 

 

市役所における省エネルギー化の推進 
本市は、市民、事業者の取組を牽引する立場として、市の施設や事業から発生する温室

効果ガスの排出削減に率先して取り組む必要があります。 

市役所業務における省エネルギーの率先行動を徹底するとともに、市有施設の省エネル

ギー化を推進します。 

 

① 市役所業務における省エネルギーの取組推進 
 市役所職員による省エネルギー、環境配慮の率先行動を推進します。 

 電力、公用車等の調達、庁舎の維持・修繕等においてグリーン購入を率先して取り組

むとともに、グリーン契約を推進します。 

 都市間連携による森林整備を活用したカーボンオフセットの実施を検討します。 

 

② 公共施設の省エネルギー化の推進 
 新設施設におけるＺＥＢ化やＥＳＣＯ事業の導入などにより、公共施設における省エ

ネルギー化を推進します。 

 施設の新増設や改修にあたっては、施設の長寿命化・エネルギー消費量の極小化を図

った施設改修・建設を推進します。 

 公用車への次世代自動車の導入を推進します。 
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 1-2 持続可能なエネルギー政策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー等の利用拡大 
再生可能エネルギーの活用を進めることで、温室効果ガス排出量の大幅な削減につなが

ります。 

市民、事業者による再生可能エネルギーの利用拡大を図ります。また、公共施設におけ

る太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や、地中熱、バイオマス等、新たな再生可能

エネルギーの利用に向けた調査・検討を行います。 

 

① 市民による再生可能エネルギー利用促進 
 市民による再生可能エネルギーの利用拡大に向け、家庭における再生可能エネルギー、

蓄電池等の導入を支援します。 

 市内の住宅等に設置された卒ＦＩＴ電源の有効活用による電力の地産地消に向けた取

組の推進や、温室効果ガス排出係数の低い低炭素電力調達の促進を図ります。 

 

② 事業者による再生可能エネルギー利用促進 
 市街地開発事業や新築住宅などの建築に際し、太陽光発電の導入を促進します。 

 事業者による再生可能エネルギーの利用拡大に向け、再生可能エネルギー発電事業等

の事業化や、未利用エネルギーの利用等を促進します。 

 

③ 市役所における再生可能エネルギー等の利用の推進 
 大規模太陽光発電施設（メガソーラー）の活用・維持・健全化、市有施設の屋根貸し

による再生可能エネルギーの導入等、様々な手段により、市有地・公共施設へ再生可

能エネルギーを導入します。 

 災害時に避難所となる小・中学校や公民館を中心とした市有施設に、災害時のエネル

ギーセキュリティを確保するために再生可能エネルギー（主に太陽光発電）、省エネル

ギー・高効率機器、蓄電設備等の総合的な導入を推進します。 

 上水道施設等の既存の水利用設備のポンプ水圧・流量を利用した小水力発電を継続し

て行います。 

 ごみ焼却施設においてごみ焼却時に発生する余熱を利用した給湯、冷暖房、隣接する

温浴施設への熱源供給等を継続して行うとともに、ごみ焼却時に発生する余熱で発電

1-2 
持続可能なエネ

ルギー政策の推

進 

施策の柱 

1-2-2 自立・分散型エネルギーシステムの構築 

1-2-1 再生可能エネルギー等の利用拡大 

施策の方向 
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した電力の地産地消を行います。 

 下水処理時に発生するメタンガスの利用、下水熱の利用に向けた調査や、下水等の処

理汚泥のエネルギー化技術の調査を推進します。 

 都市間連携により、市民、事業者、市有施設等が再生可能エネルギー由来の低炭素な

電力を調達できる方策について調査・検討を進めます。 

 民間事業者との連携により、ＩｏＴ（ブロックチェーン技術）や蓄電池などの活用を

検討し、再生可能エネルギーの導入や、更なる省エネルギーを推進します。 

 

④ 水素エネルギーの活用 
 事業者との連携により、水素エネルギーについて市民が学ぶ機会を提供します。 

 水素社会の実現に向け、環境負荷低減やエネルギーの安定確保等に大きく貢献する水

素エネルギーの普及に向けた取組を推進します。 

 

自立・分散型エネルギーシステムの構築 
市内でも導入が進んでいる太陽光発電などの再生可能エネルギーは、地産地消を行うこ

とにより、温室効果ガス削減効果などの環境面だけでなく、災害時のエネルギー確保の手

段としての役割を果たすため、今後も一層の推進を図る必要があります。 

再生可能エネルギーを地産地消する仕組みの検討や構築に取組みます。また、防災拠点

等において、再生可能エネルギーや蓄電池を活用し、災害時等の安全・安心を確保する自

立・分散型エネルギーシステムを構築します。 

 

① エネルギーの地産地消の推進 
 公共施設への太陽光発電設備の導入や、ごみ焼却施設における余熱の有効利用、余熱

で発電した電力の地産地消を推進します。 

 

② エネルギーセキュリティ確保の促進 
 災害時の自立性確保に向け、災害時の防災･避難拠点となる小・中学校を中心とした市

有施設に太陽光発電と蓄電設備の導入を推進するとともに、停電時にも活用できる発

電設備としてコージェネレーションシステムの普及に向けて、事業者との連携を図り

ます。 

 平時の低炭素化と災害時の輸送手段やエネルギーセキュリティ確保に向け、水素や電

気をはじめとした、多様なエネルギーを次世代自動車へ供給する「ハイパーエネルギ

ーステーション」を整備します。 
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 1-3 環境未来都市の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー効率の良いまちづくりの推進 

温室効果ガスの大幅な削減のためには、一人ひとりの省エネルギー行動に加えて、市全

体でエネルギーをより効率よく使うまちづくりが必要です。 

エネルギー効率の良い建築物の普及促進、複数の建物でエネルギーを融通し合う「エネ

ルギーの面的利用」、スマートホーム・コミュニティの普及等、まちづくりにおける省エネ

ルギー化とエネルギー利用の効率化を推進します。 

 

① エネルギー効率の良い建築物の普及促進 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る指導、助言を行います。 

 「さいたま市建築物環境配慮制度」や「長期優良住宅」等の認定により、エネルギー

効率の良い建築物の普及を促進します。 

 

② 地区や街区におけるエネルギーの効率的利用 

 スマートホーム・コミュニティの普及やエネルギーの面的利用の促進により、地区や

街区におけるエネルギーの効率的利用を推進・誘導します。 

 「都市計画マスタープラン」等の推進により、環境に配慮した土地利用や、集約型都

市構造を目指したまちづくりを推進・誘導します。 

 

環境負荷の少ない交通体系の構築と利用の促進 

運輸部門の温室効果ガス排出量は、増加傾向が続いており、そのうち８割以上が自動車

による排出となっているため、今後、自動車による排出を削減していくことが重要です。 

徒歩や自転車、公共交通を利用しやすい環境を整備・維持することにより、環境負荷の

少ない移動を促進します。また、自動車利用の抑制及び次世代自動車の利用促進を図りま

す。 

 

① 歩行者・自転車利用環境の維持・向上 

 健康づくりや観光まちづくり等の分野と連携し、市が整備する歩道の利用について普

及・啓発を行います。 

1-3 

環境未来都市の

実現 

施策の柱 

1-3-3 先進的な技術・サービスの推進 

1-3-2 環境負荷の少ない交通体系の構築と利用の促進 

1-3-1 エネルギー効率の良いまちづくりの推進 

施策の方向 
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 シェアサイクルの普及、自転車通行環境の整備、駐輪場の適正な配置等、自転車利用

環境を維持・向上するための取組を推進します。 

 

② 公共交通利用環境の維持・向上 
 バス、鉄道等を含め、公共交通機関の利便性向上のための取組を推進します。 

 コミュニティバス等の地域公共交通の充実を推進します。 

 

③ 自動車利用の抑制と効率化 
 広域連携や都市間連携による自動車排出ガス対策を推進します。 

 都市計画道路の改善、物流の効率化や低炭素化等の自動車交通量対策を推進します。 

 

④ 次世代自動車の普及促進 
 「E-KIZUNA Project(イー・キズナプロジェクト)」により、電気自動車の普及を促進す

るとともに、取組を国内外に発信し、普及拡大を図ります。 

 市民、事業者による次世代自動車導入への支援や、周知・啓発により、市域における

次世代自動車の導入を促進します。 

 

先進的な技術・サービスの推進 
省エネルギーやエネルギーの効率的な利用を行う技術やサービスは日々進化しており、

それらの先進技術を積極的に取り入れていくことで、エネルギー利用の効率化が進みます。 

また、本市は、ＳＤＧｓ未来都市として選定されていること、政令指定都市であること

などから、国内において先進的な取組を行い、他都市を牽引していく立場にあります。 

都市間連携、事業者との連携により、エネルギー分野における先進的な技術の実証、導

入及び活用を進め、スマートホーム・コミュニティやパーソナルモビリティ等、市民への

サービス提供を進めます。 

 

① イノベーションによる先進的なまちづくりの推進 
 本市の副都心でもある美園地区では、民間企業や大学などとの「公民＋学」の連携に

より、本市が理想とする都市の縮図として「スマートシティさいたまモデル」の構築

に取り組んでおり、ＩＣＴやＩｏＴといった先端技術を活用した生活支援サービスの

提供を進めます。 

 環境・エネルギー分野をはじめとする新事業の創出を図るため、高い技術力を持つ市

内企業の環境分野への参入支援を行います。 

 

② エネルギー関連ビジネスの促進 
 産学連携を通じて、事業者による環境・エネルギー関連の研究開発支援や事業化を促

進します。 

 産学官連携によるスマートホーム・コミュニティやマルチモビリティシェアリング等

の新技術導入を推進します。  
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 1-4 気候変動への適応 
 

 

 

 

 

 

 

 

農業及び自然環境への影響に関する対策の推進 
気温の上昇や極端な気象現象等の気候変動は、動植物の生息・生育域の変化をもたらす

など、農業や生態系などの基盤となる自然環境へ様々な影響を及ぼしており、これらの影

響への対策を行っていく必要があります。 

農業分野における気候変動対策に関する情報提供や、新たな対策に関する検討等の取組

を推進します。また、自然環境への影響の監視と対策の検討を行います。 

 

① 農業に係る対策 
 国や県、研究機関、農業関連団体等と連携し、温暖化に対応した品種、栽培技術、農

業技術の普及のための支援策や情報提供を行います。 

 国や県、研究機関、農業関連団体等と連携し、気候変動に伴う病害虫の増加等に関す

る情報収集及び対応策の検討を行います。 

 

② 水環境に係る対策 
 公共用水域の水質等を含め、水環境に関する継続的な監視を行い、今後必要となる対

策の検討を行います。 

 学校での水をテーマとした環境学習や水道教室を通じた水環境に関する意識の啓発を

行います。 

 

③ 生態系に係る対策 
 気候変動による生態系への影響を把握するため、生物調査等の継続的なモニタリング

を実施し、データベースの構築と必要な対策の検討を行います。 

 市民参加による街路樹、花壇等への水遣り等を促進します。 

 市内に多様な動植物の生態系基盤となる水辺環境や自然公園等を、グリーンインフラ

の考え方も取り入れながら整備するとともに、緑地の保全や市街地における緑化の推

進等により水と緑のエコロジカル・ネットワークを形成します。 

1-4 

気候変動への 

適応 

施策の柱 

1-4-4 広域的な連携の推進 
 
 

1-4-3 市民生活や健康への影響に関する対策の推進 
 
 

1-4-2 自然災害対策の推進 

1-4-1 農業及び自然環境への影響に関する対策の推進 

施策の方向 
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自然災害対策の推進 
集中豪雨や大型台風等の極端な気象現象は、大規模な災害につながるケースもあり、市

民生活に大きな影響を及ぼし兼ねません。そのため、今後予想される自然災害等の被害の

未然防止・軽減に取り組んでいく必要があります。 

河川等の整備を推進するとともに、ハザードマップや避難誘導対策を周知することで市

民による備えを促進し、市民生活の安全・安心の確保を図ります。 

 

① 洪水、内水、土砂災害への対策 
 河川改修、下水道浸水対策等により、洪水や内水被害の軽減を図ります。 

 ハザードマップ（洪水、内水、土砂災害等）の作成及び周知・啓発等により、災害時

の被害軽減策を推進します。 

 災害時の自立性確保に向け、災害時の防災･避難拠点となる小・中学校を中心とした市

有施設に太陽光発電と蓄電設備の導入を推進するとともに、停電時にも活用できる発

電設備としてコージェネレーションシステムの普及に向けて、事業者との連携を図り

ます。 

 

市民生活や健康への影響に関する対策の推進 
夏季のヒートアイランド現象等による気温の上昇は、熱中症の増加の要因となっており、

人びとの健康上の大きなリスクとなっています。また、今後気温の上昇によって、感染症

を媒介する蚊の生息域が北上することなども想定され、こういった影響への適切な対応が

求められています。 

宅地開発における暑さ対策の導入、緑のカーテンづくり等、夏の暑さを緩和するまちづ

くりを進めるとともに、熱中症予防対策について、市民への普及啓発を強化します。また、

気候変動の影響によって想定される新たな感染症のリスクについても、市民への周知を図

ります。 

 

① 暑熱対策 
 ヒートアイランド現象を緩和するため、家庭、事業所、公共施設における緑のカーテ

ンの普及を促進します。 

 遮熱性塗料等を利用するなど、公共施設や市有地における暑さ対策を進めます。 

 街路樹等による緑陰の創出や、商店街等との連携によるミストシャワーの設置等によ

り屋外の暑さ対策を推進します。 

 風の流れを計算した街区設計、断熱効果の高い住宅設計等、暑さ対策を考慮した宅地

開発の他、大規模開発における緑地の創出を促進し、暑さを緩和するまちづくりを進

めます。 

 

② 熱中症対策 
 夏季に暑さをしのぎ涼むことができる場所として、公共施設を一時休息所として開放

します。 
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 防災行政無線放送、市ホームページやＳＮＳ等を通して、熱中症に対する注意喚起、

暑さ指数の実況、予測情報の周知を行います。 

 

③ 感染症対策 
 気候変動によって今後発生し得る感染症のリスクについて、市民への周知・啓発を行

います。 

 

広域的な連携の推進 

気候変動適応法に基づく「気候変動適応広域協議会」を通じ、国や近隣自治体など地域

レベルでの幅広い関係者と連携・協力を図り、気候変動適応の取組を推進します。 

 

① 広域的な連携による取組の推進 
 気候変動適応法に基づく気候変動適応広域協議会を通じ、地域の適応策に関する優良

事例の共有、地域における気候変動影響に関する科学的知見の整理を行うとともに、

地域における関係者の連携をさらに強化し、地域レベルで幅広い関係者が連携・協力

して気候変動適応を推進します。 

 埼玉県や庁内関係部署との連携を図り、気候変動適応センターを通じた、市域におけ

る、気候変動実態やその影響、将来予測、適応策に関する情報の収集と整備、分析や

市民、事業者に向けた適応策に関する情報発信に取り組みます。 

 都市間や広域的な連携、森林環境整備基金の活用等を通じた気候変動適応の取組やカ

ーボンオフセット等の活用について検討します。 

 

② 多様な主体との連携による取組の推進 
 気候変動の影響は、頻発化・激甚化しており、「気候危機」とも言われています。今後

は、市民・事業者・行政のあらゆる主体が危機感を認識・共有し、各主体それぞれが

自らの責任と役割を理解し行動するとともに、連携・協力を図り、気候変動適応の取

組を推進していきます。 

 

  



 

51 

第 4章 施策の展開 

  

 

コラム 

 

■深刻化する気候変動による影響 

最近起こった国内の大規模気象災害として、「令和元年東日本台風」（台風第 19 号）では、

静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となりました。 

各地で甚大な土砂災害が発生し、その被害は、死

者 99 名、全壊 3,280 棟、半壊 29,638 棟にも及

びました。 

また、「令和元年房総半島台風」（台風第 15 号）

では、千葉県を中心に甚大な被害が生じたほか、大

規模な停電が発生し、東京電力管内では最大約 93

万戸が停電しました。 

豪雨等による災害だけでなく、身の回りの環境や

私たちのくらしにおいて、様々な影響が既に現れて

います。 

 

例えば、気温の上昇に伴って、熱中症で搬送される人の増加や、伝染病を媒介する蚊の北上な

どの影響が出ています。また、サクラの開花が早まる、スキー場の雪が少なくなるなど、人びと

のレジャーなどに関わる影響も見られています。 

今後は、地球温暖化の原因物質である温室効果ガスの排出量を削減する努力（緩和策）は最大

限実施しつつ、こういった気候変動による避けられない影響への対策（適応策）を適切に行って

いくことが重要となっています。 

 

■適応策とは 

既に起こりつつある気候変動影響への防止・軽減のための備えと、新しい気候条件の利用を行

うことを「適応」と言います。例えば、洪水等の自然災害対策、渇水対策、農作物の新種の開発

や、熱中症の早期警告インフラ整備などが例として挙げられます。 

 

■私たちができる適応策 

気候変動について知ろう 

世界や日本で気候変動のどのような影響が起きているのか、将来はどうなっていくのかな

ど、気候変動について学び、理解を深めましょう。 

○適応に関する情報サイトの例： 

「A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」 
（https://adaptation-platform.nies.go.jp/index.html） 
「埼玉県気候変動適応センター」 
（https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/adaptation/index.html） 

身の回りでできる適応策に取り組もう 

一人ひとりが自身の健康や安全を守ることも「適応」です。身近なところから行動してみま

しょう。 

 

気候変動による影響について 

出典:「令和元年台風第 19 号による被害等」 

(国土交通省) 
令和元年東日本台風による被害 

夏の暑い日の
こまめな水分
補給 

エアコンの適切
な温度設定によ
る熱中症予防 

屋外で蚊に刺
されない工夫 

災害時の避難
経路の確認 

保存食品を
備えておく 
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基本目標2ともに取り組み参加する、循環型都市を創造する 

 
 

施策の柱と指標・目標 
施策体系 

 

 

 

 

 

指標 

基本目標 
成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 

ともに取り組み
参加する、循環
型都市を創造す
る 

市民１人１日当たりの
ごみの総排出量 

881ｇ 
(令和元年度) 

838ｇ 
827ｇ 

(令和９年度) 

ごみの総排出量に対す
る最終処分比率 

3.15％ 
（令和元年度） 

3.1％ 3.1％ 

施策の柱 
目標指標 

目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 
2-1 ３Ｒの推

進による
廃棄物の
減量 

市民１人１日当たりの
家庭系ごみ排出量 

518ｇ 
(令和元年度) 

467ｇ 
456ｇ 

(令和９年度) 

事業系一般廃棄物排出
事業者への啓発・指導
件数 

3,624 件 
（令和元年度） 

5,200 件 6,700 件 

2-2 廃棄物の循
環 利 用 と
適 正 処 理
の推進 

焼却灰及び飛灰の資源
化率 

72％ 
（令和元年度） 

80％ 80％ 

不法投棄情報通報協定
件数 

ー 70 件 100 件 

 

ともに取り組み参

加する、循環型都

市を創造する 

基本目標 2 

2-1 ３R の推進による廃棄物の減量 

施策の柱 

私たちの物質的に豊かな暮らしは、多くの資源とエネルギーに支えられていますが、

その反面、資源の大量消費や廃棄物の大量発生などにより、資源の枯渇や不法投棄等の

問題を引き起こしています。また、食品ロスやプラスチックごみ、感染症対策などの新

たな課題も生じており、それらの解決のためには、生産、流通、消費、廃棄等のすべて

の段階において、分別の徹底などによる廃棄物の発生抑制や資源の循環的利用、廃棄物

の適正処理に取り組む、環境負荷の少ない循環型社会を構築する必要があります。 

このため、市民、事業者、行政等が、自発的にごみの発生抑制・再使用（リデュー

ス・リユース）を行うよう、環境への意識の醸成を行い、ごみの減量を促進します。そ

の上で、排出されてしまった廃棄物の再生利用（リサイクル）と適正処理を行う循環型

都市の創造を目指します。 

ともに取り組み参加する、循環型都市を創造する 基本目標 2 

2-2 廃棄物の循環利用と適正処理の推進 
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施策内容 
 

2-1 ３R の推進による廃棄物の減量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの発生抑制・再使用（リデュース・リユース）の推進 
資源をより有効に活用する質の高い循環型社会においては、３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の中でも、とりわけ２Ｒ（リデュース・リユース）の取組を強化し、ごみ

が排出される前の段階で減量することが重要です。 

新しい生活様式においても、市民の日常生活や事業活動から発生するごみの発生抑制、再使用

への取組、ごみを減らす生活スタイルを実践することにより、ごみの減量を促進します。 

① ごみの発生抑制の推進 
 「もえるごみ」に含まれがちな資源物（「その他の紙（雑がみ）など」）の分別徹底や、

生ごみの水切り、生ごみ処理容器の購入支援等により、ごみの減量を推進します。 

 食品ロス削減のための各種取組を推進します。 

 マイボトルやマイバッグの利用促進により、レジ袋の削減や廃プラスチックごみの減

量を図ります。 

 イベント等におけるリユース食器の活用等により、使い捨て容器ごみの減量を図ります。 

 事業用大規模建築物の所有者等への減量等計画書の提出義務付けにより、事業者によ

るごみの減量化・再資源化を促進します。 

② 再使用の推進 
 リサイクル家具展示販売会の開催、フリーマーケットの後援などにより、リユース品

の有効利用を推進します。 

 図書館において除籍した本や市民から寄贈された本を活用するため、公共施設に提供

する頒布会や市民向けの「古本バザール」「古本リサイクル」等で再利用を図ります。 

  

2-1 

３R の推進によ

る廃棄物の減量 

施策の柱 

2-1-4 産業廃棄物の３R の推進 

2-1-3 ３R の意識啓発 

2-1-2 資源回収及び再生利用（リサイクル）の推進 

2-1-1 ごみの発生抑制・再使用（リデュース・リユース）の推進 

施策の方向 
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資源回収及び再生利用（リサイクル）の推進 
循環型社会の創造においては、リデュース・リユースを優先的に進めたうえで、それでも発生

する不用物のリサイクルに取り組むことで、資源を有効に利用していく必要があります。 

市民や事業者によるごみの分別の徹底、資源物の回収を促進し、再資源化の仕組みの強

化を図ります。 

① 資源回収と再資源化の推進 
 ごみの出し方マニュアル等による分別啓発を行い、食品包装プラスチック、小型家電

等の資源物の分別の徹底を促進します。 

 市民団体等による資源回収運動を支援し、資源ごみの回収を促進します。 

 事業所や家庭における剪定枝・大型木製品などの木くず及び刈草類のリサイクルを推進しま

す。 

② 再生品利用の推進 
 グリーン購入の推進により、再生品利用の拡大を図ります。 

 

３R の意識啓発 
循環型社会を創造するための第一歩として、市民一人ひとりや各事業者が、資源を無駄

にせず有効に利用することを心がけ、日々の行動に移すことが重要です。 

出前講座等の環境教育や啓発イベント等により、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ

クル）に関する市民の意識向上を図ります。また、事業者に対して、適正処理に関する啓

発や指導を行います。 

① ３R の意識啓発 
 出前講座、ごみスクール等の環境教育の実施、清掃関連施設の見学会の開催やイベン

トへの出展、ごみ分別アプリの利用促進や、ごみに関する情報発信等、市民の３Ｒの

意識向上を図るための取組を推進します。 

 クリーンさいたま推進員等によりごみの減量や適正排出に関する啓発活動を推進する。 

 市内事業者に対し、ごみの適正処理に関する啓発・指導を行います。 

 

産業廃棄物の３Ｒの推進 
循環型社会の創造においては、産業廃棄物についても最終処分ゼロを目指し、３Ｒに取

り組む必要があります。 

排出事業者への指導や啓発、本市の公共事業における率先した取組等により、産業廃棄

物の３Ｒを推進します。 

① 排出事業者の取組促進 
 排出事業者を対象とする産業廃棄物処理実務者研修会の実施や、多量排出事業者に対

する減量化・再資源化への取組の啓発により、ごみの減量と適正排出を促進します。 

② 公共事業の取組推進 
 下水処理センターで排出する汚泥のセメント原料としての再資源化や、公共工事等に
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おける廃棄物のリサイクルを推進します。 

③ 産業廃棄物に関する啓発 
 市民参加による産業廃棄物処理施設見学会を実施し、市民への産業廃棄物に関する意

識の普及啓発を促進します。  
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 2-2 廃棄物の循環利用と適正処理の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効率的なごみ回収 

ごみ処理事業の安定した運営を維持していくためには、市民や事業者による適正な排出

の徹底や、効率的な収集・運搬を行っていく必要があります。 

ごみ収集車の低公害車化を進め、ごみ収集所における定曜収集を行うとともに、支援が

必要な高齢者等に対するごみ収集を支援することで効率的なごみの収集・運搬を行います。

また、廃棄物処理施設におけるごみの適正な排出、不法投棄やポイ捨て防止に関する指導

を実施します。 

 

① 効率的なごみの収集・運搬 

 高齢者等を対象とするごみ収集の支援や、ごみ収集車への低公害車の導入を通じて、

効率的なごみの収集・運搬に努めます。 

 環境センターの統廃合に併せ収集体制を再編成することで、安定的なごみの収集体制

を確保します。 

 

② ごみの適正な排出 

 廃棄物処理施設への搬入物の検査など、ごみの適正な排出に係る指導を行います。 

 市民参加による河川や市街地等の清掃活動を実施し、不法投棄物撤去や環境美化を推

進します。 

 路上喫煙及びポイ捨て行為の減少を図るため、路上喫煙禁止区域及び環境美化重点区

域等における環境美化指導を行います。 

 

廃棄物の循環利用の推進 

本市のごみ処理施設で発生する焼却残渣についても、可能な限り有効利用を進めていく

ことが必要です。 

2-2 

廃棄物の循環利

用と適正処理の

推進 

施策の柱 

2-2-5 円滑な災害廃棄物の処理の推進 

2-2-4 産業廃棄物の適正処理の推進 

2-2-3 計画的な施設の整備・更新 

2-2-2 廃棄物の循環利用の推進 

2-2-1 効率的なごみ回収 

施策の方向 
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焼却残渣の資源化と焼却熱の有効利用を促進します。 

 

① 廃棄物の循環利用の推進 
 中間処理後に発生する溶融スラグや焼却灰等の焼却残渣の資源化及び、焼却施設にお

ける余熱の有効利用を推進します。 

 

計画的な施設の整備・更新 
廃棄物の安定処理を確保するためには、老朽化したプラントの更新、施設の適切な統廃

合等を進めていく必要があります。 

本市の廃棄物処理施設の計画的な整備・更新を推進します。 

 

① 計画的な施設の整備・更新 
 サーマルエネルギーセンターの整備、清掃事務所や衛生センターの統廃合、焼却施設、

破砕施設の長寿命化等、安定的な廃棄物処理体制を維持します。 

 

産業廃棄物の適正処理の推進 
産業廃棄物の処理は、排出事業者の責任において自ら行うか、処理業者へ委託する場合

はその処理状況を最終処分まで確認することが求められています。 

排出事業者や処理業者への適正処理指導、不法投棄の防止等に関する指導を行い、産業

廃棄物の適正処理を促進します。 

 

① 排出事業者への適正処理指導等 
 排出事業者に対する指導、処理業者への立入検査等を行い、産業廃棄物の適正処理を

促進します。 

 産業廃棄物の処理における情報の合理化、処理システムの透明化等に向け、電子マニ

フェストの普及を促進します。 

 

② 処理業者への適正処理指導等 
 産業廃棄物処理業者や使用済自動車のリサイクル業者に対して指導を行い、適正処理

を促進します。 

 

③ 不法投棄対策及び不適正処理業者指導 
 不法投棄対策パトロール等の監視体制を強化し、未然防止と早期発見に努めるととも

に、不適正処理業者への指導を行います。 

 周辺自治体や関連機関・民間事業者との連携による不法投棄の監視を行います。 

 

④ 有害廃棄物への対応 
 有害廃棄物の適正処理を徹底するため、事業者への指導を行います。 

 市内河川及び地下水のダイオキシン類、内分泌かく乱化学物質の濃度調査を行うとと

もに、廃棄物焼却炉を設置している工場・事業場に対して立入検査を実施します。 
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 ＰＣＢ廃棄物について、期限までの処理に向けて指導を強化します。 

 最終処分場跡地の適正利用の指導を行います。 

 

円滑な災害廃棄物の処理の推進 
近年、各地で起こっている自然災害では、膨大な災害廃棄物が発生しており、今後起こ

り得る災害等に備えたごみ処理体制の確保は喫緊の課題となっています。 

発生後の混乱した状況の中でも、災害により生じた廃棄物を迅速・円滑かつ適正に処理

するための対策を推進します。 

 

① 円滑な災害廃棄物の処理の推進 
 「災害廃棄物処理計画」に基づき、大規模災害に備えた廃棄物処理体制の確保、災害

後における迅速・円滑かつ適正に廃棄物処理を行うための対策を推進します。 

 市内廃棄物処理委託業者と締結した「さいたま市災害廃棄物処理の協力に関する協定」

に基づき、災害時における災害廃棄物の迅速・円滑かつ適正な処理を行うことで、市

民の安全・安心な生活環境を確保します。 
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コラム 

 

■食品ロスの現状 

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。 

世界では、「世界全体で人の消費向けに生産された食料」のおよそ 1/3 に当たる約 13 億トンの食

品ロスが発生しています。一方で平成 30（2018）年には約８億人が飢餓状態にあるとされており、

社会的な観点からも、私たち一人ひとりが食べものをもっと無駄なく、大切に消費していく必要があ

ります。 

平成 29（2017）年度の調査によると、日本では、年間約 612 万トンの食品ロスが発生したと推

計されており、そのうちの 328 万トンが事業者から、284 万トンが家庭から発生しています。これ

は、全国民が、毎日、茶碗１杯分のご飯を捨てているのと同等の量です。 

食品ロスは環境問題とも密接に関係し

ています。国際連合食糧農業機関（FAO）

によれば、人に消費されなかった食糧を作

る過程や、それらを処分する際に排出され

る温室効果ガスの量は CO2 換算で年間

36 億トンとされ、これは世界の温室効果

ガス排出量の約 8%を占めています。 

また、食糧の大部分を国外からの輸入に

頼っている日本にとって、輸送段階におけ

る CO2 排出量を減らすためにも、食品ロ

ス削減に向けて行動することが重要と言

えます。 

 

■食品ロス削減に向けて 

事業所で行われていること 

食品リサイクル法に基づく新たな基本方針として、事業系食品ロスを平成 12（2000）年度比で

令和 12（2030）年までに半減させるという目標が設定されました。各事業所においては、商習慣

の見直しや、食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する

「フードバンク」やウェブサイト等で必要な人に販売する「フードシェアリングサービス」の活用な

ど、食品ロスの削減に向けた取組が進められています。 

私たちができること 

家庭からの食品ロスの要因は、料理を作りすぎたりして残る「食べ残し」、野菜の皮や茎など食べ

られるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」、未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」

です。食品ロスを減らすためには、私たち一人ひとりが、次の３点を心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市の取組「さいたま市食品ロス削減プロジェクト」 

余った食材の利用を啓発する「Saitama Sunday Soup」や、家庭において余った食品をフードバ

ンクを通じて福祉施設に寄付をする「フードドライブ」など、本市では食品ロス削減に向けて、様々

な取組みを行っています。 

 

 

食品ロスの今とこれから 

★買い物時は 
「必要な分だけ買う」 

★料理の際は 
「食べきれる量を作る」 

★食事の際は 
「おいしく食べきる」 

出典：農林水産省ホームページ 

日本における食品ロス 
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基本目標3自然と共生し、多様ないのちが息づくまちを実現する 

 

施策の柱と指標・目標 
施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

指標 

基本目標 
成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 
自然と共生し、多
様ないのちが息づ
くまちを実現する 

水辺や緑地の保全・再生
活動に関心がある市民
の割合 

61.0％ 
（令和２年度） 

68％ 73％ 

施策の柱 
目標指標 

目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 
3-1 生物多様性の

保全と再生 
自然観察・環境学習会に
参加して生物多様性に
ついて理解した参加者
の割合 

27％ 
（令和２年度） 

67％ 87％ 

3-2 緑の保全と創
出 

オープン型緑地の整備
率 

85％ 
（令和元年度） 

90％ 95％ 

3-3 水環境の保全
と活用の推進 

水辺のサポート制度登
録団体数 

15 団体 
（令和２年度） 23 団体 31 団体 

自然と共生し、多

様ないのちが息づ

くまちを実現する 

基本目標 3 

3-3 水環境の保全と活用の推進 
 

3-2 緑の保全と創出 

3-1 生物多様性の保全と再生 
 

施策の柱 

見沼田圃や荒川・元荒川周辺の身近な緑地や、里やまなどの自然環境は、多様な動物の

生息環境として、また、それを支える植物の生育環境として重要であるだけでなく、市民

に豊かな自然とのふれあいの場を提供しています。また、持続可能なまちづくりに向けて、

本市の風土が育んできた地域の環境特性に配慮した土地利用を計画的に進め、身近な緑や

水辺環境を保全・創造する必要があります。さらに、農地の持続可能な利用と保全・維持

に努める必要があります。 

このため、市内の生物多様性の現状に関する情報提供や、自然・生きものにふれあう機

会の創出によって、生物多様性の理解浸透、市内に存在する貴重な水と緑の保全と再生を

目指します。また、行政だけでなく、市民との協働により、多様な動植物が生息・生育す

る里やまなどの自然環境の保全・活用・再生と、都市の緑と身近な水辺環境の保全・創造

に取り組み、人にも生きものにもやさしく、多様ないのちがいつまでも息づく都市を目指

します。 

自然と共生し、多様ないのちが息づくまちを実現する 基本目標 3 



 

61 

第 4章 施策の展開 

 

施策内容 
 

3-1 生物多様性の保全と再生 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要拠点の保全 
市内の生物多様性を保全・再生していくためには、生物の生息空間となる質の高い環境

の形成や確保が求められます。 

市内に生息・生育する動植物の現状を継続的に把握するとともに、生物多様性にとって

重要な拠点の保全・活用を推進します。 

 

① 生物多様性の現状把握 
 市内の動植物の生息・生育状況に関する調査を実施し、生物多様性に関するデータの

充実を図ります。 

 

② 見沼田圃等の拠点となる地域の保全 
 指定史跡及び天然記念物の保存・活用を促進します。 

 見沼田圃、大谷ホタルの里などの生物多様性の重要拠点の保全を推進します。 

 

エコロジカル・ネットワークの形成 
市内の雑木林や屋敷林などは、郊外部にある緑の拠点であり、市内に棲む動物や植物が

生息・生育するうえで重要です。また、公園等は都市部にあるまとまった緑であり、市内

のエコロジカル・ネットワーク形成上の拠点としても機能しています。 

これらの貴重な緑の保全・再生を図りつつ、市民等と連携した水と緑のネットワークの

形成を推進します。また、拠点となる生息地の配置、連続した緑や水辺による移動空間の

確保などによるエコロジカル・ネットワークの整備を推進します。 

 

3-1 

生物多様性の保

全と再生 

施策の柱 

3-1-4 生きものの保全活動 
 

3-1-3 外来生物対策 
 

3-1-2 エコロジカル・ネットワークの形成 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-1-1 重要拠点の保全 

施策の方向 
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① 里やま等の保全と再生 
 見沼田圃を始めとした、樹林地や農地などの緑地の保全を推進します。 

 生産緑地地区の指定、農地の適正管理通知などを通じて遊休農地の発生防止や農業の

活性化を図るなど、里やま等の保全を推進します。 

 

② 公園等における生物多様性の保全 
 生物多様性に配慮した公園づくりや未利用市有地の緑地化などを推進します。 

 新規公園や既存公園、未利用市有地や既存公共施設において、石や木を積む、草刈り

を長めにするなど、整備や維持管理が簡便な生きものの生息場所の整備を検討します。 

 

③ 身近な生物多様性保全の促進 
 公共施設の緑化時には、公共施設緑化マニュアルに準拠し、生物多様性に配慮した緑

の整備を推進します。 

 市民による屋上、壁面、接道部の緑化や生垣の設置を支援し、緑の街並みづくりを推

進します。 

 

④ エコロジカル・ネットワークの形成 
 水辺や街路樹などを活用した、生きものの生息及び移動空間を確保します。 

 公共用地における樹木等の管理ガイドラインを運用します。 

 

⑤ 生物多様性に配慮したまちづくり 
 一定の規模以上の開発行為では、環境影響評価を実施し、生物多様性に配慮した地域

整備を推進します。 

 手作りミニビオトープの作り方を示した冊子を作成し市民等へ配布します。 

 公共施設や公園等でのミニビオトープの展示、苗木やプランターの配布を行います。 

 

外来生物対策 
外来生物は、国内外の本来の生息地を離れて市内に侵入してきた動物や植物であり、在

来生物を駆逐してしまうなど、市内の生態系や生活環境に影響を及ぼしています。 

外来生物や有害鳥獣の駆除等の対策を推進し、市内の生態系や生活環境を保全します。 

 

① 外来種等の侵入・拡散防止及び駆除 
 特定外来種等の侵入・拡散防止及び駆除を行います。 

 

② 有害鳥獣に関する注意喚起、防除対策 
 有害鳥獣に関する相談の受付、防除対策に関する情報発信、助言などを行います。 
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生きものの保全活動 
地域の生物多様性を保全していくためには、市民・事業者・市が協力して市内の生きも

のの保全に取り組む必要があります。また、都市化の進んでいない地域において多様な生

きものが活き活きと生息・生育できる場所を確保していくことも重要です。 

他地域と連携・協働した生物多様性の保全に関する取組の検討を行います。また、市民

による生物多様性の理解・浸透を図るため、生きものに関する教育や学習機会を提供しま

す。 

 

① 地域間連携による生物多様性の保全と再生 
 木材利用の推進等により、山間部における森林整備・保全を促進します。また、荒川

流域自治体間での連携及び協力について検討・協議していきます。 

 

② 生きものに関する教育と学習機会の確保 
 子ども向けの体験講座や啓発イベントの開催などを継続的に開催し、生物多様性の理

解・浸透を図ります。 

 自然観察教室の開催や、自然散策ルートの設定等により、市民が生きものに触れ合う

機会を創出し、自然に対する興味・関心を高め、環境保全や生命を尊重する態度を育

てます。 
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 3-2 緑の保全と創出 
 

 

 

 

 

 

 

緑の保全と育成 
市内の森林や公園等の緑地、畑地等の農地には、ヒートアイランド現象の緩和などによ

り都市の環境を改善したり、多様な生き物を育む機能があります。 

公園・緑地・農地などの整備と管理の推進により、緑の保全と育成を図ります。また、森

林環境譲与税を適切に活用し、森林機能の周知及び木材利用の推進を図ります。 

 

① 緑地等の保全 
 個人が所有する屋敷林などの樹林地を、地域の重要な緑の資産として、条例に基づく

指定緑地への指定を推進し、担保性の向上を図ります。特に貴重な緑地については、

公有地化を図り、特別緑地保全地区に指定することで担保性のある緑地として永続的

に保全します。 

 

② 公園等の緑地の保全と育成 
 新たな公園の整備、公園の芝生化、公共施設の緑化等により、緑地の保全と育成を推

進します。 

 市民意向を反映した公園整備・再整備方針の策定に取り組みます。 

 

③ 都市の緑の保全と育成 
 住宅や事業所の屋上や壁面・接道部などの緑化による、緑の街並みづくりを推進しま

す。 

 

④ 農地の保全 
 緑の多面的な機能を発揮するために、農地の保全を推進します。 

 

⑤ 森林環境譲与税の活用 
 公共施設の木質化や森林機能の周知・ＰＲを通じて、水源涵養機能を含めた山間部森

林の多面的機能の維持を図るため、国から譲与される森林環境譲与税を適切に活用し

ます。 

  

3-2 

緑の保全と創出 

施策の柱 

3-2-2 身近な緑づくり 

3-2-1 緑の保全と育成 

施策の方向 



 

65 

第 4章 施策の展開 

身近な緑づくり 
日常の中で触れ合える身近な緑は、市民の憩いの場となるだけでなく、地域の環境の改

善や自然との触れ合いの場としても大きな役割を果たします。 

日常の中で触れ合える身近な緑を広げていくため、街中、公共施設や学校における緑の

創出を進めます。 

 

① 市民等による緑づくり 
 市民との協働による花いっぱい運動や緑地保全活動を推進します。 

 身近な緑との触れ合いの場である市民農園、栽培収穫体験農園の開設を支援します。 

 

② 公共施設等の緑づくり 
 「公共施設緑化マニュアル」及び「公共用地における樹木等の管理ガイドライン」の

適切な運用により、緑のカーテン、公園の樹木や街路樹等による緑化を推進します。 

 

③ 学校の緑の保全・育成 
 学校における緑のカーテンや芝生の整備、維持管理を推進します。 

 

④ 緑に関する啓発・情報提供 
 市民の緑に対する理解促進や、緑づくりの活動への参加促進を図るための啓発・情報

提供を行います。  
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 3-3 水環境の保全と活用の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水の涵養 
緑は地下水を涵養し、水質を浄化するといった機能を有するなど、水循環に欠かせない

役割を担います。 

また、水は貴重な資源であることから、雨水の有効利用や地下浸透を促進することで、

健全な水循環を保全する必要があります。 

緑地・農地の保全、雨水浸透や河川整備の推進による健全な水循環系の保全、水資源の

有効利用を推進します。 

 

① 緑地、農地の保全 
 緑地と農地、用水・河川との一体的な保全による水循環を確保できるように検討しま

す。 

 多面的な機能の評価、水路の整備による農地の保全に努めます。 

 
② 水循環の健全化 
 雨水浸透施設や貯留施設の整備を推進します。 

 河川の整備・改修を推進します。 

 
③ 水資源の有効利用の促進 
 建築物からの排水を再利用し、当該建築物において雑用水として利用することを促進

します。 

 漏水調査などの実施により、安定した給水を確保します。 

 し尿処理汚泥を利用して堆肥を生産するなど、浄化発生土などの有効利用を促進しま

す。 

 

  

3-3 

水環境の保全と

活用の推進 

施策の柱 

3-3-4 水に係る保全活動 
 
 

3-3-3 水辺の整備 
 

3-3-2 湧水の維持と復活 
 

3-3-1 地下水の涵養 
 
 

施策の方向 
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湧水の維持と復活 
湧水は、地域の生態系を支える重要な環境要素であるとともに、地域の文化資源として

も重要な存在であり、湧水の保全と復活を図ることが望まれます。 

湧水は、比較的狭い流域の水循環の健全性を表すものであり、定期的に水量や地下水の

状態を調べることで、市内の水循環の状態を把握するとともに、雨水浸透や地下水の揚水

規制を推進し、湧水の維持・復活に努めます。 

 

① 定期的な河川流量や地下水揚水量等の調査 
 主要河川の流量調査を継続的に行います。 

 地下水揚水量、地盤沈下量の調査、監視を継続します。 

 

② 湧水の維持と復活 
 今ある湧水の保全と復活を図るため、斜面林の保全やタケなどに遷移した植生を広葉

樹の雑木林に戻すための管理を行うなどの取組を推進します。 

 市街地部での雨水浸透施設や貯留施設を整備します。 

 

水辺の整備 
河川や水路沿いの遊歩道、公園内の水辺には、散歩散策や水あそびなどの市民の利用が

多いところもあり、貴重な憩いの場となっています。 

また、水辺空間を創出することは、生きものの生育、生息の場としての効果も期待でき

ます。 

市内に残る大小の河川・水路とその周辺の緑地、斜面林、湿地帯など自然的な水辺を保

全するとともに、地域に応じた水辺の整備、創出に取り組みます。 

 

① 自然的な水辺の保全 
 見沼田圃等の自然的な水辺の保全に努めます。 

 環境影響評価事業による水環境の保全及び再生に取り組みます。 

 

② 水辺の整備、創出 
 都市公園や水辺環境の整備を推進し、水・緑と調和した街の形成を図ります。 

 環境と整備の調和を図る多自然川づくりを推進します。 

 

水に係る保全活動 
良好な水環境を構築するためには、市民・事業者の水環境に関する理解を増進し、市内

の水環境の保全に協力して取り組む必要があります。 

行政からの水環境情報の提供を充実させることに加え、地域の情報を可能な限り吸い上

げ、情報交換、共有化していくとともに、市民等との連携・協働により水環境の保全に取

り組みます。 
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① 水環境に係る歴史文化の承継 
 指定天然記念物、史跡などの保護、保存を推進するとともに、市民への普及、啓発を

行います。 

 水環境の歴史、文化的資源に関する情報を積極的に紹介することで、市民の関心を高

めます。 

 

② 水に関する情報提供、啓発 
 学校における水をテーマとした環境学習や水道教室を通じて、水環境に関する意識啓

発を促進します。 

 水とふれ合う体験機会を提供し、水環境、節水などの意識啓発を図ります。 

 

③ 水環境に関する連携・協働 
 河川や地下水の水質調査に加え、良好な水環境を構築するための調査研究を推進し、

市内外の機関との広域的な連携や市民等との連携により水質の改善に取り組みます。 
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コラム 

 

■生物多様性とは 

約 40 億年といわれる地球の歴史の中で、生きものは何種類生まれたかご存じですか？ 

地球上の生きものは約 40 億年の間に、様々な環境に適応して進化し、3,000 万種ともいわれる

多様な生きものが生まれています。これらの生命は一つひとつに個性があり、全てが複雑に関わり

合って存在していることを「生物多様性」といいます。生物多様性には、①生態系（自然）の多様

性・②種（種類）の多様性・③遺伝子の多様性という３つのレベルの多様性があります。 

3 つのレベルの多様性 

① 生態系（自然）の多様性 

様々な自然が、地域ごとに形成されてい

ます。森林、里やま、河川、湿原、干潟、

サンゴ礁などいろいろなタイプの自然が

あります。 

②種（種類）の多様性 

動植物から細菌などの微生物にいたる

まで、いろいろな生きものが生息・生育し

ています。 

③遺伝子の多様性 

同じ種でも異なる遺伝子を持つことに

より、形や模様、生態などに多様な個性が

あります。 

 

■日本の生物多様性の危機 

 

 

絶滅のおそれのある日本の野生動植物の割合 

 
 

日本の生物多様性は危機にさらされています。人間活動による影響が主な要因で、地球上の種の

絶滅のスピードは自然状態の約 100～1,000 倍にも達し、日本では野生動植物の約３割が絶滅の

危機に瀕しています。 

 

■生物多様性の恵みと私たちができること 

水や空気はもちろん、食べものや着るものの材料、木材、薬の原料など、いろいろな生きものと

のつながり（生物多様性の恵み）によって、私たちは生きています。生物多様性の恵みを受け続け

られるように、次の中から、日々の生活で自分にできることを選んで取り組みましょう。 

 

  

生物多様性について 

★地元でとれたものを食べ、旬のものを味わう 

★自然の中へ出かけ、動物園、水族館や植物園などを訪ね、自然や生きものにふ

れる 

★自然の素晴らしさや季節の移ろいを感じて、写真や絵、文章などで伝える 

★生きものや自然、人や文化との「つながり」を守るため、地域や全国の活動に

参加する 

★エコラベルなどが付いた環境に優しい商品を選んで買う 

出典：「生物多様性に迫る危機」（環境省） 
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基本目標4安全で誰もが暮らしやすい生活環境を実現する 

 

 

施策の柱と指標・目標 
施策体系 

 

 

 

 

 

 
 

指標 

基本目標 
成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

安全で誰もが暮
らしやすい生活
環境を実現する 

生活環境（空気・水のき
れいさ、静けさ、にお
い・かおり）に満足して
いる市民の割合 

44.8％ 

（令和元年度） 
50％ 55％ 

施策の柱 
目標指標 

目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 
4-1 大気質の保

全・交通環
境対策 

大気汚染物質の環境基
準達成率 

80％ 
（令和元年度） 

80％ 80％ 

4-2 水質の保全 水質汚濁に関わる環境
基準達成率 
（公共用水域の測定計
画地点 7 地点） 

99.2％ 
（令和元年度） 

100％ 100％ 

4-3 景観の保全 景観重要建造物・樹木
の指定件数 

累計 13 件 
（令和２年度） 

累計 15 件 累計 15 件 

  

安全で誰もが暮ら

しやすい生活環境

を実現する 

基本目標 4 

4-3 景観の保全 
 

4-2 水質の保全 

4-1 大気質の保全・交通環境対策 
 

施策の柱 

私たちの健康で安全・安心な生活を支える重要な要素である良好な大気環境や水環境

を大切に保全していくとともに、快適な生活環境を維持するため、騒音、振動、悪臭等

の都市型公害に対しても、市民ニーズを踏まえ適切に対応していく必要があります。ま

た、本市が積み上げてきた歴史的・文化的環境を保全しつつ、東日本の中枢にふさわし

い都市景観の形成に向けて取り組む必要があります。 

このため、これまで行ってきた環境の状況を把握するための各種調査の継続、公害等

の発生源に対する規制、都市景観の保全等の施策を推進することにより、良好な生活環

境を確保し、誰もが安全で、安心して暮らせる都市を目指します。 

安全で誰もが暮らしやすい生活環境を実現する 基本目標 4 
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施策内容 

 

4-1 大気質の保全・交通環境対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染物質対策の推進 

本市の大気環境は、環境基準の定められている６物質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、

二酸化硫黄、一酸化炭素、光化学オキシダント、微小粒子状物質（ＰＭ2.5））のうち、光化

学オキシダントを除き、環境基準を達成しています。今後も良好な大気環境を維持し、市

民生活の質を確保していく必要があります。 

良好な大気環境を保全していくため、大気汚染の状況を把握するとともに、大気汚染物

質の排出抑制のため、広域的かつ継続的な取組を推進します。 

 

① 工場・事業場等対策 

 一般環境大気測定局９局、自動車排出ガス測定局５局の合計 14 局で大気汚染の状況

を常時監視します。 

 大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき、ばい煙発生施

設からの排出ガスの規制・指導を行います。 

 本市に相談が寄せられた公害苦情を迅速かつ円滑に解決することにより生活環境の保

全と市民満足度の向上を図ります。 

 建築物等における適切なアスベスト対策を徹底するため、所有者等へアスベストに関

する知識や支援制度の周知・啓発及び助言を行います。 

 

交通環境対策の推進 

交通は、社会・経済活動や人々の暮らしに欠かせないものですが、大気汚染、騒音・振

動、温室効果ガスの排出といった様々な環境問題の原因の一つともなっているため、次世

代自動車の利用や、自動車の燃費改善につながる道路整備などを進めていくことが必要と

なっています。 

4-1  

大気質の保全・

交通環境対策 

施策の柱 

4-1-4 化学物質対策の推進 

4-1-3 騒音・振動・悪臭対策の推進 

4-1-2 交通環境対策の推進 

4-1-1 大気汚染物質対策の推進 

施策の方向 
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大気汚染の原因となる自動車排出ガス削減のため、低公害・低燃費車の普及、市民によ

るエコドライブ、エコ通勤を促進するとともに、沿道環境の整備など、道路交通の効率化

のため取り組みます。 

 

① 自動車対策 
 首都圏の１都３県及び５政令指定都市（九都県市）で連携・協力しながら、低公害・

低燃費車の指定及び普及促進に取り組みます。 

 市民によるエコドライブやエコ通勤を促進し、自動車の効率的な利用や、自動車に過

度に依存しないライフスタイルの普及を図ります。 

 交通システムの改善、人の動きを自動車利用から公共交通機関等へ転換する「モビリ

ティマネジメント」及び環境にやさしい物流システム等の推進により、自動車交通量

の削減を図ります。 

 シェアサイクルの普及、自転車通行環境の整備、駐輪場の適正な配置等、自転車利用

環境を維持・向上するための取組を推進し、自動車利用からの転換を図ります。 

 

② 沿道対策 
 自動車のスムーズな流れを目指す道路ネットワークの整備により、交通渋滞の緩和を

図ります。 

 首都圏の１都３県及び５政令指定都市（九都県市）で協力・連携しながら、低公害・

低燃費車の指定及び普及促進など、自動車排出ガスの削減に取り組みます。 

 

騒音・振動・悪臭対策の推進 
自動車騒音・振動については、道路構造や交通量等の変化に対応するため、定期的に状

況を把握し、騒音、振動公害の予防に向け、道路の適正な維持管理や道路構造の見直しを

行っていく必要があります。 

道路騒音・道路沿道振動を対象とした定期的な調査を実施し、市内の状況を監視すると

ともに、交通流対策や道路舗装の改良等、騒音・振動の防止・軽減対策を実施します。ま

た、事業活動による騒音・振動・悪臭について、発生状況の把握及び事業者に対する指導

を継続します。 

 

① 騒音・振動対策 
 建設作業や開発行為から生じる騒音、振動の防止対策の指導を行います。 

 市内主要道路に面する地域の環境基準達成状況を把握するため、道路交通騒音・振動

調査を実施します。 

 新幹線鉄道の騒音・振動について、市内の２地点における継続的な測定を行います。 

 

② 悪臭対策 
 悪臭防止法に基づく特定悪臭物質濃度及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に

基づく臭気指数規制により悪臭防止指導を継続します。 
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化学物質対策の推進 
化学物質による汚染を防止するためには、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関する法律によるＰＲＴＲ制度に基づき、事業者による化学物質の排

出量と移動量の届出と適正処理を徹底していく必要があります。 

事業者に対して有害化学物質の適正管理を指導し、化学物質による生活環境への支障の

未然防止に努めます。 

 

① 化学物質対策 
 化学物質による環境リスクに関する正確な情報を共有しつつ、相互に理解を深めて信

頼関係を築くため、環境コミュニケーションを推進します。 
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 4-2 水質の保全 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質の改善に係る事業・施設整備の推進 
市内河川の水質は、悪化が著しかった昭和 40 年代と比べると大きく改善していますが、

今だに環境基準を超過する地点がみられます。水質汚濁の原因は、生活排水、工場・事業

所からの排水、雨水の地下浸透の減少等が複合的に影響していると考えられます。 

日常生活や事業活動によって、河川等へ排出される汚濁負荷を軽減するため、公共下水

道の整備、排出者に対する監視・指導等の排出源対策を推進するとともに、家庭における

生活排水対策を促進します。 

 

① 下水処理対策 
 下水道計画区域内における公共下水道普及率及び接続率の向上を図ります。 

 合併処理浄化槽の普及を促進し、適切な維持管理に関する指導を行います。 

 

② 産業・生活排水に関する対策 
 水質汚濁防止法等に基づいて実施している工場・事業場排水の監視、指導、公共用水

域の水質異常事故対策の充実を図ります。 

 生活雑排水による排水路などの汚濁負荷量を削減するため、家庭において取り組む生

活排水対策についての啓発を行います。 

 

土壌・地下水・地盤環境の保全 
土壌汚染は一度発生すると元の状態に戻るまでに長い年月がかかるとともに、その対策

費用が高額になる場合が多いため、事業活動において有害物質を適切に管理することが重

要です。また、本市の上水道水源である地下水について、渇水や災害対策等に活用できる

貴重な自己水源を保全するためにも深井戸の運用を継続する方針であることから、地下水

の採取による地盤沈下を防止していく必要があります。 

有害物質等による土壌・地下水汚染対策や、人為的な地盤沈下対策等を推進するなど、

土壌・地盤環境の保全に努めます。 

4-2  
水質の保全 

施策の柱 

4-2-4 水質に係る調査研究、広域連携等の推進 
 

4-2-3 定期的な水質調査・監視の充実 
 

4-2-2 土壌・地下水・地盤環境の保全 

4-2-1 水質の改善に係る事業・施設整備の推進 

施策の方向 
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① 土壌・地盤環境の保全 
 土壌や地下水の調査を行うとともに、事業者に対して汚染防止や浄化対策の指導を行

います。 

 地盤沈下を防止するため、地下水採取量の届出による把握を継続し、上水道水源に占

める地下水の割合が一定比率を維持するよう、地下水の揚水規制を行います。 

 

定期的な水質調査・監視の充実 
きれいな水の確保による市民生活の質の維持・向上、また、水生生物の保全の観点から

も、河川や地下水の水質を良好に維持していく必要があります。 

水質がどのような状態にあるかを計画的に把握し、様々な取組の進捗状況を確認すると

ともに、新たな課題を速やかに認識できるように調査、監視を継続的に行います。 

 

① 水質の調査 
 従来から実施している公共用水域や地下水の水質に係る調査、監視を継続するととも

に、微量化学物質等も含めた調査により、市内の水質の現状を的確に把握し、地理情

報システムの活用により見える化し市民等と情報を共有します。 

 

② 水質の管理 
 汚染土壌、地下水の調査・監視、事業者に対する指導を継続的に行います。 

 

水質に係る調査研究、広域連携等の推進 
市内の水質の保全、生物多様性の保全を図るためには、市内にとどまらず、市民、事業

者、行政が広域的に連携・協働することが重要です。 

河川や地下水の水質調査に加え、良好な水環境を構築するための調査研究を推進し、市

内外の機関との広域的な連携や市民等との連携により水質の改善に取り組みます。 

また、庁内関係部署、住民、関係機関・団体等と連携し、水質の保全に取り組んでいきま

す。 

 

① 水質に係る調査研究 
 市内の水環境の状況を把握するため、水質、魚類、水生植物及び底生生物等を調査し、

良好な水環境保全のための研究を実施します。 

 

② 水質に係る連携 
 市内外の機関や市民、関係団体等と広域的に連携し、流域の視点での水環境の保全に

取り組みます。 
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コラム 

■化学物質とは 

「化学物質」と聞いて、どのような印象を抱きますか？科学的には、元素や元素が結びついたも

のを、化学物質と呼びます。自然由来のもの、人間が作ったものの全てが化学物質です。例えば、

毎日食べている塩は、ナトリウムと塩素からできた化学物質です。しかし、一部には有害な化学物

質があり、環境汚染や人体へ悪影響を及ぼすものもあります。 

■残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants：POPs）とは 

有害な化学物質の中に、残留性有機汚染物質（POPs）と呼ばれる化学物質があります。環境中で

分解されにくく、生物体内に蓄積しやすく、地球上で長距離を移動して遠い国の環境にも影響を及

ぼすおそれがあり、一旦環境中に排出されると私たちの体や生態系に有害な影響を及ぼしかねない

ものがあります。例えば、ダイオキシン類等といった化学物質が挙げられます。 

■ストックホルム条約 

1990 年代から各国が協力して POPs 対策に取り組むための話し合いが始められ、平成 13

（2001） 年 5 月にスウェーデンのストックホルムで、POPs の有害な影響から人の健康及び環

境を保護することを目的として、環境中での残留性が高い（分解されにくい）12 物質の削減や廃

絶などに向けた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）」が採択され、

同年 5 月 17 日に発効しました。 

POPs 条約の対象物質は、隔年で開催される POPs 条約締約国会議（COP）で決められますが、

平成 21（2009）年以降増え続けており、現在までに対象物質は計 30 物質となっています（下表

参照）。日本等の締約国は、対象となっている物質について、法令等で規制することになっており、

対象物質の追加に伴い、新たに法令等で規制を行う等の対応を行う必要があります。 

POPs 条約の規制対象となっている化学物質 

 

 
出典：POPs 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会資料 （環境再生・資源循環局廃棄物規制課）より作成 

■日本やさいたま市における規制動向 

日本は、平成 24（2012）年に POPs 条約に加入し、POPs を「化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律（化審法）」や「農薬取締法」いう法律によって規制していました。令和元（2019）

年に開催された COP9 における、PFOA（ペルフルオロオクタン酸：フライパンのテフロン加工等

に使用されていた化学物質）の規制対象への追加、PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸：航

空機火災の際の泡消火剤等に使用されていた化学物質）の規制の見直しに対応し、令和 2（2020）

年には、水質汚濁防止法で PFOA・PFOS を環境基準の要監視項目への追加、水道法で PFOS・

PFOA を要検討項目から水質管理目標設定項目への変更等のように、環境分野でも法令による規制

の進展がありました。 

当市においては、水質汚濁防止法における PFOS・PFOA の環境基準の要監視項目への追加を受

け、令和３（2021）年度から両物質の分析を開始する等、動向を注視しながら監視計画を立てて

いきます。 

 

最近の化学物質の規制動向 

採択年月 条約採択 
2001年 

COP4 
2009年 

COP5 
2011年 

COP6 
2013年 

COP7 
2015年 

COP8 
2017年 

COP9 
2019年 

農薬類 

アルドリン 
クロルデン 
DDT 
ディルドリン 
エンドリン 

HCB 
ヘプタクロル 
マイレックス 
トキサフェン 

クロルデコン 
α-HCH 
β-HCH 
PeCB 
リンデン 

エンドスルファン  
PCP とその塩
及びエステル
類 

 ジコホル 

フッ素系化合物   
PFOS とその
塩及び
PFOSF 

    PFOA 

臭素系難燃剤   HBB 
POP-BDes  HBCD  DecaBDE  

塩素系製剤 PCB     HCBD 
PCN SCCP  

非意図的生成物 HCB PCB 
PCDD/DF PeCB   PCN HCBD  
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 4-3 景観の保全 
 

 

 

 

 

 

 

都市景観の保全 
市民の生活に潤いと安らぎを与える良好な都市景観を維持していくためには、住環境や

景観が調和した市街地の形成を計画的に進めていくことが必要です。 

景観重要建造物や景観重要樹木の指定、無電柱化、屋外広告物の適正化などの取組によ

り、良好な都市景観の保全を図ります。 

 

① 良好な都市景観の保全 
 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定を推進します。 

 無電化推進計画に基づき、自然災害への対策、安全で歩きやすい歩行空間の確保、優

れた都市景観の形成などを目的に無電柱化を推進します。 

 

② 環境美化の推進 
 市民ボランティアとの連携による違反広告物の撤去により、屋外広告物の適正化を推

進します。 

 

歴史的・文化的環境の保全 
地域の歴史的・文化的な遺産や街並みなどを守っていくためには、市民や事業者、学校、

市などすべての主体の意識啓発を図り、有効に活用していくことが大切です。 

市民が愛着を持てる環境を次の世代へと引き継いでいくため、歴史的・文化的資源の観

光資源としての利用など、有効利用に取り組みます。 

 

① 歴史的・文化的環境の保全及び活用 
 歴史文化探索ルート・観光モデルコースの設定と利用促進により、歴史的・文化的環

境に関する理解促進や活用促進を図ります。 

 古道や古社寺、盆栽関連施設などの本市の環境と関わりの深い歴史的・文化的資源を

活用した魅力あるまちづくりを推進します。 

  

4-3  
景観の保全 

施策の柱 

4-3-2 歴史的・文化的環境の保全 

4-3-1 都市景観の保全 

施策の方向 
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基本目標5すべての主体が手を取り合い、環境の保全と創造に意欲的に取り組むまち

を実現する 

 

 

 

環境教育等行動計画としての位置づけ 
これまで、本市では「さいたま市環境教育基本方針（平成 21（2009）年 12 月策定）」に

基づき、環境教育に関する施策に取り組んできました。平成 24（2012）年に「環境教育等

による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等促進法）」が施行され、さらに、平

成 30（2018）年には環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及

び環境教育並びに協働取組の推進に係る基本的な方針」が変更されたことを踏まえ、本節

を「環境教育等促進法」第８条に基づく「さいたま市環境教育等行動計画（以下「本行動計

画」という。）」として位置付けます。 

本行動計画は、本市の環境教育に関する施策の方向や具体的な取組とともに、環境教育

の推進に向けて多様な主体が連携・協働を進めるための施策と取組を示すものです。 

 

環境教育等に関する基本的事項 
① 持続可能な社会の実現に向けて 

本市が目指す将来像「豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市」を実現し、持

続可能な社会を築いていくためには、担い手の育成、社会を構成する多様な主体の参加と

協力を得ることが必要です。市民一人ひとりが問題の本質や解決に向けた取組の方法を考

え、解決する能力を身に付けていくためには、ＥＳＤの視点を重視する環境教育の取組を

促進・強化し、学習や体験の場・機会をさらに充実させていくことが必要です。また、持続

地球温暖化や気候変動、生物多様性の損失などの国や地域を超えた喫緊の課題を

解決するために、社会全体で環境への関心を高め、環境に配慮した生活や行動がで

きるよう、ライフスタイル・ビジネススタイルの転換を促進する必要があります。 

また、これらの課題は複雑かつ多様化し、環境分野を超えた様々な主体との連携

が必要であることから、市民、事業者、学校、行政等すべての主体が環境の保全と

創造に関心を持ち、相互に連携して環境教育・学習や環境に配慮した活動などの施

策を推進していくことが求められます。 

このため、すべての主体の意識が向上するよう、環境教育・環境学習の場・機会

のさらなる充実、自主的・自発的な活動の促進に繋がる情報の発信等を実施しま

す。また、市民や事業者等が多種多様な生活様式や働き方に合わせて日常生活や事

業活動のあらゆる場面に環境への配慮を織り込む仕組みを構築していきます。さら

に、本市がこれまで構築してきた各主体間のネットワークを拡充し交流を深めるこ

とで、すべての主体が手を取り合い、環境保全と創造に意欲的に取り組む都市を目

指します。 

すべての主体が手を取り合い、環境の保全と創造に 
意欲的に取り組むまちを実現する 

基本目標 5 
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可能な社会は、様々な産業、家庭や地域といった社会、科学技術、文化、歴史の継承とも深

く関わってきます。さらに、持続可能な社会をつくるためには、世界的な視野に立ち、地

球市民として取り組むことが必要です。 

そのため、本行動計画に基づく取組を進めることにより、持続可能な社会の実現に向け

て、教育及び学習の全てのレベルと分野で行動を起こし拡大していきます。また、各主体

が具体的な行動を起こしていくために必要な教育・学習・体験の場や機会をさらに充実さ

せ、環境教育の取組を促進・強化していきます。 

また、ＳＤＧｓの達成に向けても、「教育がすべてのＳＤＧｓの基礎」であり、「すべて

のＳＤＧｓが教育に期待」している、とも言われています。特にＥＳＤは持続可能な社会

の担い手づくりを通じて、ＳＤＧｓの 17 の目標すべての達成に貢献するものです。 

 

② 取組の基本方針 
 ひとづくり 

持続可能な社会をつくるため、環境負荷の少ないライフスタイルや事業活動などを自主

的に実践し、環境の保全と創造の活動に積極的に取り組める人を育てます。 

環境について専門的な知識を持つ人、地域のことをよく知る人、体験活動や実践活動を

指導できる人など、効果的な環境教育を行うことができる人や団体を発掘、育成し、継続

的な活動を支えます。 

環境活動を担う人を育てるためのプログラムや機会を充実し、提供します。 

 つながりづくり 

市民、事業者、学校、行政等すべての主体が、パートナーシップのもと環境教育を効果

的に展開できるよう情報共有や連携・協働を可能にするネットワークづくりを図り、環境

の保全と創造の活動の輪を広げていきます。 

 しくみづくり 

あらゆる人が自分の関心や行動に合わせて環境教育や環境の保全と創造の活動を進める

ことができるよう、環境に関する情報や活動の場などの基盤をつくり、主体的・継続的な

活動の実践と取組への意欲の増進を図ります。 

 

③ 基本的な視点 
1 いのちを大切にする心 

人のいのち、動植物のいのち、いのちあるものすべてが生態系の中で互いに関わり合

い、支え合って生きていることを理解し、いのちを大切にする心を育みます。 

2 自分の行動と身近な環境、さらに地球規模の環境との関わりの理解 

自分の行動が、身近な地域の環境、さらには地球規模の環境に影響を及ぼしているこ

とを理解し、日常生活や事業活動の中で環境の保全と創造に取り組みます。 

3 環境と社会、経済のバランスの重視 

人間を含めたすべての生物を支える「環境」、文化的に人々が暮らす「社会」、人々の生

活を支える活動である「経済」は相互に関係しています。持続可能な社会の実現に向

け、これらのバランスがとれた状況を重視します。 
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4 体験活動の重視 

体験的な活動は、知識や理解を行動に結びつけるために大切です。環境教育を進める

うえでは、体験活動を重視します。 

5 地域の環境特性や市民の関心の把握 

環境教育を進めるうえでは、地域の環境特性や市民の関心を把握し、地域の環境の保

全と創造に役立ち、多くの市民が関心を持って取り組めることを重視します。 

6 国際的な視点での取組 

身近な問題だけに目を向けるのではなく、世界各国で生じている深刻な問題にも目を

向けるなど国際的な視点に立ち、環境教育に取り組みます。また、世界の人々や外国人

市民と協力し、相互理解、共生意識のもと環境の保全と創造に一緒に取り組むことが

大切です。 

 

各主体の役割と協働取組 
環境保全活動、環境教育等に関する取組がより大きな成果を得るためには、多くの人が

参加し、それぞれの持つ能力、資源、資金等をいかし、協働していくことが必要です。その

ため、本行動計画の推進においては、市民、事業者、学校、行政等、あらゆる主体が、それ

ぞれの立場に応じた取組を推進します。 

また、環境保全活動や環境教育等を推進する上では、単独の主体だけでなく、市民、事

業者、学校、行政等が相互に協力して取り組むことによって、取組効果を高めることが可

能となります。そのため、様々な主体による参加や協力を得て、適切な連携・協働を進め

ていきます。 
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施策の柱と指標・目標 
施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

指標 

基本目標 
成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 

すべての主体が手

を取り合い、環境

の保全と創造に意

欲的に取り組むま

ちを実現する 

環境に配慮した行動
を実施している市民
の割合 

91.5％ 
（令和２年度） 

92％ 92％ 

施策の柱 
目標指標 

目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12年度 
5-1 環境教育・環

境学習の推進 
こどもエコ検定に取
り組んだことで環境
について児童が興味
を持った学校の割合 

63％ 
（令和元年度） 

95％ 95％ 

市と連携して環境教
育・学習の推進に取り
組む民間事業者等の
団体数 

11 団体 
（R2.4.1 時点） 

20 団体 25 団体 

5-2 環境保全活動
の促進 

環境イベントの参加
者数合計 

1,404 人 
（令和元年度） 

2,470 人 2,720 人 

ＳＤＧｓ企業認証数 ー 
新規認証企 

業数 5 年間で
100 社増 

新規認証企 
業数 10 年間 
で 200 社増 

環境美化活動（市民清
掃活動）の参加者数 

97,438 人 
（令和元年度） 

100,000 人 100,000 人 

  

すべての主体が手

を取り合い、環境

の保全と創造に意

欲的に取り組むま

ちを実現する 

基本目標 5 

5-2 環境保全活動の促進 

5-1 環境教育・環境学習の推進 
 

施策の柱 
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施策内容 
 

5-1 環境教育・環境学習の推進 
 

 

 

 

 

 

 

学校における環境教育の推進 
環境を保全し、持続可能なまちを実現していくためには、環境配慮に関する一人ひとり

の心がけと実践が必要であり、その基礎・基盤となる学校での環境教育をより充実してい

く必要があります。 

将来を担う子どもたちが持続可能な社会の創り手となることを目指すＥＳＤの視点を踏

まえた環境教育の促進を図るための取組を充実することにより、環境に関する理解や学び、

体験を促進するとともに年齢に応じた環境教育の充実に努めます。 

 

① 学校における環境教育の支援 
 学校における環境教育の総合的、継続的な取組の支援を行い、エコ検定などの小中学

生を対象とした環境教育の継続的な実施を推進します。 

 自然の教室等の校外行事における環境教育を継続します。 

 

② 学校における環境活動の促進 
 学校におけるリサイクル活動や美化活動など、児童・生徒による環境活動を促進しま

す。 

 

市民等の環境学習の推進 
環境配慮に関する一人ひとりの心がけと実践を促すためには、より多くの市民が環境へ

の関心を高めるきっかけや、身近な場所で環境学習に取り組むことができる機会を創出し、

提供していく必要があります。 

公共施設における環境学習の実施や、市内の環境学習に関する情報提供を行うとともに、

多様な生活様式や働き方などにも対応して、様々な手法によって環境学習の機会を創出し

ます。また、民間事業者等との連携拡充を図ることで、地域の様々な環境教育資源を活用

し、幅広い世代の市民が環境教育・学習に取り組める機会や場所を提供します。 

 

5-1  
環境教育・環境

学習の推進 

施策の柱 

5-1-2 市民等の環境学習の推進 

5-1-1 学校における環境教育の推進 

施策の方向 
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① 環境学習の支援 
 オンラインや公共施設において、自然観察教室などの環境に関する各種講座を実施す

るなど、市民等の環境学習を支援します。 

 民間事業者等とのネットワークの強化・拡充を図り、幅広い世代の多くの市民が環境

教育・学習に取り組める機会や場所を提供します。 

 市民活動団体や事業者等と協働・連携し、環境に関する各種講座等を実施するなど、環

境活動を担う人材を育成します。 

 インターネットやＳＮＳ等を活用し、新しい生活様式にも対応した新たな環境教育・

学習の場を提供します。 

 

② 環境学習情報の発信 
 広報やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、環境学習に関する情報を発信します。 

 民間事業者等とのネットワークを活用し、幅広い世代の市民へ環境学習に関する情報

を提供します。 
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5-2 環境保全活動の促進 
 

 

 

 

 

 

環境活動の促進 
環境を保全し、持続可能なまちを実現していくためには、専門的な知識を持つ人や団体、

地域のことを良く知る人や団体、体験活動や実践活動を指導できる人や団体等を発掘、育

成するとともに、様々な主体と連携・協働し、様々な環境分野における活動を促進してい

く必要があります。 

市民、市民活動団体、事業者などの環境活動を促進するため、様々な支援を行うととも

に、異なる主体同士のパートナーシップや、環境活動のネットワーク化を支援することで、

取組を効果的に推進していきます。 

 

① 環境活動の普及啓発 
 市民の環境保全に対する理解と関心を深め、環境にやさしいライフスタイルが自発的

に実践されるよう、様々な方法で、関連情報の継続的な周知・啓発を行います。 

 ナッジの考え方を活用し、省エネ行動等を呼びかけるポスター・チラシ・イベントグ

ッズ等の普及啓発ツールを作成し、市民等へのＰＲを行います。 

 

② 環境美化の推進 
 環境美化意識の向上を図るため、環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域内での環境

美化指導員による巡回指導を実施するとともに、啓発を行います。 

 

③ 市民・団体等の活動への支援 
 市民・団体等と連携・協働して実施する清掃・美化活動、緑づくりなどの環境活動へ

の支援を行います。 

 市民活動団体が実施する環境学習や環境イベント等による啓発活動への支援を行いま

す。 

 新しい生活様式を踏まえ、新たなＷＥＢシステムを導入した環境活動を実施し、活動

の取組を広げます。 

 

5-2  
環境保全活動の

促進 

施策の柱 

5-2-2 国際協力の推進 

5-2-1 環境活動の促進 

施策の方向 
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④ 事業者の環境配慮の促進 
 事業者向けの環境研修会を開催するなど、研修機会や相談体制の充実を図ります。 

 環境マネジメントシステム等の認証取得支援や中小企業の環境対策への支援を実施し

ます。 

 ＳＤＧｓに取り組む企業を認証します。 

 

⑤ 連携・協働の推進 
 「さいたま市環境フォーラム」などの連携・協働による環境イベントの開催を推進し

ます。 

 市民、事業者等と各種環境イベントを連携・協働で開催することにより、広く環境へ

の取組の普及・啓発を図ります。 

 市内Ｊリーグチームとのコラボレーションや、市民、事業者、団体等様々な主体との

連携・協働により、地球温暖化対策や環境配慮に関する意識啓発を推進します。 

 

国際協力の推進 
ＳＤＧｓでは、国際社会全体として将来にわたって持続可能な発展ができるよう取り組

んでいくことが必要とされています。 

本市の優れた設備と技術を有する環境関連施設や、これまでの環境の保全と創造への取

組の経験を活かすとともに、市内の事業者等とも連携することにより、環境分野における

国際協力に貢献します。 

 

① 国際協力の推進 
 海外からの視察や研修生の受け入れ、発展途上国等への再生物資の譲与などにより、

環境分野における国際協力を推進します。 
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コラム 

 

■環境教育の重要性 

いま、地球上では地球温暖化やごみ問題、生きものの絶滅など、様々な環境問題が起きています。

豊かな環境を未来に引き継いでいくためには、環境への負荷が少ない持続可能な社会をつくってい

くことが重要です。そのためには、自ら環境問題について学び、積極的に環境保全活動に取り組ん

でいく人を育てていくことが重要であり、そのためには環境教育は欠かせないものです。 

 

■環境教育における重要な視点、ＥＳＤ 

環境教育において重要な視点の一つにＥＳＤ（イーエスディー）があります。ＥＳＤは、

「Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）」の頭文字をとっ

た略称です。 

ＥＳＤとは、世界の人々や、地球上の生きもの、そしてこれから先の未来のことも考えて、みん

なが幸せに暮らしていける地球にしていくために、わたしたち一人ひとりができることを考え、行

動するための学びのことです。 

 
出典：「ＥＳＤ・ＳＤＧｓとは」（環境省） 

 

■環境教育とパートナーシップ 

行政や学校等が単独で環境教育に取り組むと、内容が単調となってしまうこともありますが、あ

らゆる主体（行政・学校・企業・住民・自治会・ＮＰＯ・ＮＧＯ・科学者コミュニティ・協同組合

等）がパートナーシップのもと取り組むことで、内容、参加者、資金、広報などに広がりを持つこ

とができ、取組の輪をさらに広め、大きな効果が期待できます。 

これからの環境教育においては、あらゆる主体が連携・協力してネットワークを構築し、パート

ナーシップのもと取組を進めていくことが求められています。 

 

■さいたま市の取組 

本市では、いつでも、どこでも、みんなで環境学習に取り組むことができるよう、多くの人が環

境へ関心を持ち、環境の保全や創造につながる行動を実践する機会を提供することを目的とし、本

市と事業者等が連携し、施設見学や環境に関する学習会等を行うことで、多くの人が環境に関心を

持つ機会を提供しています。ぜひ、施設見学や学習会等に参加してみてください。 

 

 

これからの環境教育 ～未来に向けて行動しよう！～ 
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重点施策 

重点施策の位置付け 

重点施策の考え方及び位置付け 
本市の目指す望ましい環境像「豊かな未来を創造する 持続可能な環境共生都市」の実

現に向け、市民、事業者及び行政の連携のもとで、重点的かつ優先的に具体展開を図って

いくべき主要な施策・事業を「重点施策」として位置づけることとします。 

また、「重点施策」の推進においては、ＳＤＧｓの考え方にあるように、環境面だけでな

く、経済や社会への便益にもつなげることを意識して取り組んでいきます。 

 

重点施策の選定基準 
重点施策は以下の基準で選定しました。 

 

 先進的な取組 

本市として新たに取り組む事業など、本市の取組として先進性があるもの 

 基本目標において先導的役割を持つ取組 

本計画の基本目標の実現に向けた取組を牽引し、計画の着実な推進につながるもの 

 本市の環境課題の解決や改善に大きく貢献する取組 

本市において重要度や優先度が高い環境課題の解決を具体的に進めていくもの 

 様々な主体による取組と連携・協働を促す取組 

市民や事業者、団体、連携自治体など、様々な主体による参画や連携・協働を促進す

るもの 

 継続的な波及効果や水平展開が期待できる取組 

一時的・限定的な取組効果ではなく、継続的な波及効果や、取組の水平展開が期待さ

れるもの 

 

重点施策の設定 
下記のとおり重点施策を設定します。 

重点施策 

1 ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築 

2 スマートシティの実現 

3 ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進 

4 安定的な廃棄物処理体制の確保 

5 水と緑のエコロジカル・ネットワークの形成 

6 公民ネットワークを活用した環境教育活動の推進 
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重点施策 

重点施策１ ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築 

 

 

 
 

  

 

 

気候変動による影響は頻発化・激甚化しており、脱炭素社会の実現は国、地域を超えて、

あらゆる主体が共に取り組むべき喫緊の課題となっています。そうした背景を踏まえ、本

市では、令和２（2020）年７月に、「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ（ゼロカーボンシテ

ィ）」の実現を目指すことを表明しました。 

その実現に向けて、太陽光発電設備や蓄電池等の普及拡大を図るとともに、ごみ焼却施

設で発電した電力や市内の卒ＦＩＴ電力を地域で有効活用するエネルギーの地産地消を

推進します。また、それらを補完する取組として、再生可能エネルギーの利活用を通じた

都市間連携を図るなど、自立・分散型の社会を形成し、地域の特性に応じて資源を補完し

支えあう「地域循環共生圏（国の第五次環境基本計画に掲げられた概念）」の実現を目指し、

環境・エネルギー政策を契機とする経済・社会との統合的取組を推進します。 

 再生可能エネルギーの導入拡大 

太陽光発電設備や蓄電設備等の導入を積極的に進めるとともに、再生可能エネルギーを

含む低炭素電力の調達などを通じて、再生可能エネルギーの普及拡大を図ります。 

 エネルギーの地産地消の推進 

ごみ焼却施設で発電した電力や市内卒ＦＩＴ電力を地域で有効活用するため、民間事業

者との連携などにより、新たなエネルギー利活用のスキームを構築し、エネルギーの地産

地消を推進します。 

 サーマルエネルギーセンターの整備 

老朽化した西部環境センターと東部環境センターの２つを統廃合し、新たにサーマルエ

ネルギーセンター（高効率ごみ発電施設）をＤＢＯ方式により整備します。 

 都市間連携・都市間共創による再生可能エネルギーの導入促進等 

都市間・地域間の連携により、再生可能エネルギー由来の低炭素な電力を調達できる方

策やカーボンオフセットの活用等について調査・検討します。 

 地域循環共生圏の構築（共創の推進） 

多様な主体と連携することで、地域内でのエネルギーや資源・経済の循環を促すととも

に、分野横断的な地域間での交流や広域的なネットワークづくりにより、経済・社会が同

時に成長するマルチベネフィット（温室効果ガスの排出抑制等と同時に追求できる便益）

の創出に向けた「地域循環共生圏」の構築を目指します。 

 

◇具体的な取組 

◇概要 
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環境 
・温室効果ガスの排出削減 ・再エネ等の導入拡大  

・生物多様性の保全、自然共生 

経済 
・社会コストの削減 ・地域内経済循環の促進  ・ＥＳＧ投資の促進 

・新規ビジネス創出に伴う地域活性化、雇用創出等  

社会 

・エネルギーの自立分散化 ・災害時のレジリエンス（強靭性）の向上 

・広域的なネットワーク形成、連携の促進 ・地域資源の有効活用 

・ＡＩ・ＩｏＴ等の技術革新への対応 ・デジタル化の推進 

 

 

【基本目標 1】市域の再生可能エネルギーなどの導入量 

 

 

１－２ 持続可能なエネルギー政策の推進 

１－２－１①市民による再生可能エネルギー利用促進 

１－２－１②事業者による再生可能エネルギー利用促進 

１－２－１③市役所における再生可能エネルギー等の利用の推進 

１－２－２①エネルギーの地産地消の推進 

１－２－２②エネルギーセキュリティ確保の促進 

１－４ 気候変動への適応 

１－４－１③生態系に係る対策 

２－２ 廃棄物の循環利用と適正処理の推進 

２－２－２①廃棄物の循環利用の推進 

５－２ 環境保全活動の促進 

５－２－１ 環境活動の促進 

 

 

図 40 事業のイメージ  
 

◇取組の効果 

◇関連する施策 

◇関連する指標 
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重点施策２ スマートシティの実現 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、公民＋学の連携で、電気自動車普及施策「E-KIZUNA Project」や低炭素化と

まちの強靭化施策「次世代自動車・スマートエネルギー特区」に取り組んできており、次

世代モビリティの普及、シェアサイクル・スクーターの全市展開、スマートホーム・コミ

ュニティのモデル構築など、脱炭素型スマートシティの実現を目指しています。 

また、新たな技術や様々なデータを活用し、市民生活の質の向上を目指す取組も進めて

おり、これらの様々な取組を、地域の住民、事業者など、あらゆる関係者とともに進め、

脱炭素化を前提に、市民生活を「より豊かに」、「より快適に」、そして地域コミュニティ

が育まれたスマートシティの実現を目指します。 

 データ利活用型スマートシティの構築 

ＡＩ・ＩｏＴ・ＩＣＴといった新たな技術や、健康やエネルギーなどのデータを活用

することで、新たな生活を支援するサービスの提供などにより、市民生活の質の向上を

目指す取組を進めていきます。 

 脱炭素型次世代交通システムの構築 

ＥＶシェアスクーターの導入を図るとともに、電動アシスト自転車や超小型モビリ

ティなどのシェアリングサービスをワンポートで提供するマルチモビリティシェアリ

ングの構築を図ることで、天候や人数といったその時々の状況に応じて、最適なモビリ

ティを提供できる環境を整備します。さらに、ＡＩオンデマンドバスの導入に向けた実

証などを進め、脱炭素型の次世代交通システムの構築を目指します。 

 スマートホーム・コミュニティの先導的モデル街区（第３期）の整備 

脱炭素化と災害に強く、コミュニティの形成を目指したモデル街区の整備を行いま

す。第１期、２期のコミュニティ醸成のためのコモンスペース、その地中部を活用した

電線類の地中化、高断熱・高気密の地区基準 HEAT20G2 さいたま市地区基準に加えて、

第３期では、街区住民の移動手段としてシェアする電気自動車を導入し、蓄電池として

も活用することで、平時に低炭素で災害時に自立する街区として整備を進めます。 

 公民連携による脱炭素化に向けた取組の推進 

エネルギー事業者やハウスメーカーといった民間事業者等との協働で、一般住宅や

事業所関連の脱炭素化に向けた普及・啓発などの取組を推進します。 

◇概要 

◇具体的な取組 
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環境 ・自動車等からの温室効果ガス排出削減 ・大気汚染物質の排出削減 
経済 ・ＩＣＴ等関連産業の振興 ・公共交通の利便性向上による観光振興 

社会 

・市内移動の利便性・快適性向上 
・自転車等の利用や外出の機会増加による健康増進 
・コミュニティの活性化 ・ＥＶ等による災害時の電源確保 

 

 

【基本目標 1】「生活支援サービス」の実装数 

 

１－３ 環境未来都市の実現 

１－３－１①エネルギー効率の良い建築物の普及促進 

１－３－１②地区や街区におけるエネルギーの効率的利用 

１－３－２①歩行者・自転車利用環境の維持・向上 

１－３－２②公共交通利用環境の維持・向上 

１－３－３①イノベーションによる先進的なまちづくりの推進 

１－３－３②エネルギー関連ビジネスの促進 

 

図 41 美園地区のスマートシティのまちづくり  

行政市民

大学企業

スマートシティの実現 ～より豊かに、より快適に～

コミュニティ

スマートホーム・
コミュニティ

ハイパーエネルギー
ステーション

さらなるサービスの向上

データ
様々なデータを集約
(共通プラットフォーム) 

マルチモビリティシェア

AIオンデマン
ド交通

E-KIZUNA 
Project

モビリティ

エネルギー
ヘルスケア スポーツ

健康

E-KIZUNA Project

 電気自動車普及施策 E-KIZUNA Project（イー・キズナプロジェクト）の推進 

運輸部門の脱炭素化を図るため、施策の見直しを行い、ゼロエミッションビークル

を共有する社会を構築する等、次世代自動車の普及に取り組みます。また、国際会議

の開催を契機として、国内外の先進都市と共に更なる脱炭素化に向けた取組を推進し

ます。 

◇関連する施策 

◇取組の効果 

◇関連する指標 
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重点施策３ ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進 

 
 
 

 

 

 

  

 

わたしたちが何気なく捨てているごみの中には、再使用などにより資源として有効活用

できるものも多く存在します。例えば、食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される

食品、いわゆる「食品ロス」は、食品の生産・流通・販売の様々な過程において多くの資

源の無駄を生じさせています。家庭における食品ロスだけでも年間約１万４千トン発生す

ると見込まれており、ごみ処理コストの増大やごみの焼却による温室効果ガス排出量増加

等の環境負荷を生じさせています。また、世界では年間 800 万トンを超えるプラスチック

ごみが陸上から海洋へ流出しているとされており、海洋中のマイクロプラスチックが生態

系に及ぼす影響が懸念されています。 

このような資源の無駄や環境負荷を減らすため、市民や事業者との連携・協働による、

食品ロスやプラスチックごみの削減、製品の再使用等の各種取組を展開し、廃棄物の削減

に取り組みます。加えて、３Ｒの意義を市民により良く理解してもらい、商品購入あるい

は選択の段階からごみを減らす生活スタイルを実践することでごみの減量に習慣的に取

り組んでもらえるよう、市民や事業者等との協働による循環型都市を構築していきます。 

 食品ロス削減の推進 

家庭系食品ロス削減のため、家庭において余った

食材の活用レシピを発信するなどおいしく食べき

るための新しいライフスタイル（Saitama Sunday 

Soup 日曜日は食べつくスープ等）を提案します。食

べきれない食品については、フードドライブ等によ

り回収し、地域の福祉施設などに寄付します。 

また、事業系食品ロスを削減するために「チーム

Eat All」を設立し、本市と事業者が連携・協働して

食品ロスを出さない社会を作ることを目指します。 

 

◇具体的な取組 

◇概要 

エコ料理教室の様子 

フードドライブのイメージ 

日曜日は食べつくスープの宣伝 

「チーム Eat All」のスローガン 
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環境 

・ごみの減量 

・廃棄物運搬・処理に伴う環境負荷の低減 

・マイクロプラスチックごみ等による環境影響の低減 

・環境意識の向上 

・温室効果ガス排出削減 

経済 

・食品ロス削減による利益率向上 

・天然資源の確保 

・原料調達費の削減 

社会 
・ごみ処理に係る行政コストの削減 

・食料支援 

 

 

【基本目標 2】市民 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 

 

 

２－１ ３Ｒの推進による廃棄物の減量 

２－１－１①ごみの発生抑制の推進 

２－１－１②再使用の推進 

２－１－２①資源回収と再資源化の推進 

２－１－２②再生品利用の推進 

２－１－３①３Ｒの意識啓発 

  

 プラスチックごみ削減の推進 

マイボトル・マイバッグ運動を実施、

不要なレジ袋やペットボトルを使わな

い、もしくは使い捨てにしない習慣を

心がけるよう市民に呼びかけます。 

 家庭ごみ減量に係る環境学習等の推進 

ごみの正しい出し方や分別リサイクル等について、出前講座等を通じて普及啓発を行

います。また、未就学児や小学生については、各清掃事務所が「ごみスクール」を実施

し、３Ｒについて親しむ機会を提供します。 

 再利用・再生利用の促進 

市民から排出される粗大ごみ等を削減するため、まだ製品として使えるものを必要な

方が再利用できるように支援します。また、小型家電等に含まれる貴重な資源を回収・

再生させるため、小型家電回収ボックスを設置します。 

◇取組の効果 

◇関連する指標 

◇関連する施策 

 
 

スイングポップ（マイバッグ） 
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重点施策４ 安定的な廃棄物処理体制の確保 

 

 

 

 

 

 

  

 

本市の廃棄物処理施設は、建設後長期間が経過し、老朽化しているものもあるため、

施設規模の見直しなどを行い、より効率的かつ安定的な中間処理体制を確立していく必

要があるとともに、廃棄物処理に伴う温室効果ガスの削減の観点からもより低炭素な施

設の整備・運用を進めていく必要があります。 

本市は廃棄物の減量を進め、処理施設の負担軽減を図るとともに、更なる廃棄物の安

定処理実現のために老朽化したプラントの更新、施設の適切な統廃合や民間事業者との

連携を推進します。 

 一般廃棄物処理施設の更新 

西部環境センターと東部環境センターの老朽化に伴い、東部環境センター敷地にサー

マルエネルギーセンターを建設し、施設稼働後に西部環境センターを閉鎖するとともに

東部環境センターを解体します。 

 クリーンセンター大崎の長寿命化 

クリーンセンター大崎の焼却施設と破砕施設について基幹的設備の改良・更新等工事

を実施し、CO2 の削減、施設の長寿命化を図ると共に廃棄物の適正処理を推進します。 

 衛生センター統廃合の推進 

大宮南部浄化センターとクリーンセンター西堀を統合後に稼働させる施設について

は、基幹的設備の改良・更新等工事を実施し、CO2 の削減、施設の長寿命化を図り、工

事完了後に施設を統合します。 

 民間を活用した廃棄物処理システムの普及 

民間事業者が持つ先端技術を活用し、効率的なリサイクル処理システムを導入・促進

することで、廃棄物の適正処理及び最終処分量の削減を図ります。 

事業系の「木くず及び刈草類」「厨芥類（食品残渣）」については、「剪定枝・大型木

製品等の木くず及び刈草類のリサイクル」「食品廃棄物のリサイクル」などにより、民

間事業者によるバイオマス系リサイクルの処理システムの普及を検討します。 

◇具体的な取組 

◇概要 
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環境 
・ごみ焼却設備の更新等による環境負荷低減 

・ごみ焼却のエネルギーを有効利用 

経済 ・廃棄物処理、リサイクルに関する民間事業の活性化 

社会 ・行政サービスの効率化 

 

 

【基本目標 2】市民１人１日当たりのごみの総排出量 

【基本目標 2】ごみの総排出量に対する最終処分比率 

 

 

２－２ 廃棄物の循環利用と適正処理の推進 

２－２－３①計画的な施設の整備・更新 

 

 

 

図 42 サーマルエネルギーセンター イメージ 

 

  

◇取組の効果 

◇関連する指標 

◇関連する施策 
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重点施策５ 水と緑のエコロジカル・ネットワークの形成 

 

 

 

 

 

 

  

 

本市は、中央部には見沼田圃、西部には荒川、東部には元荒川等が市街地を挟むよう

に位置しており、野鳥や水生生物等様々な生きものが生息する緑地や水辺などの自然が

多く現存しています。今後は、都市化が進んだ市街地等においても自然と共生するまち

づくりを進めるとともに、市民生活に安らぎと潤いを与えてくれる貴重な自然環境や生

物多様性がもたらす恵みをより良い状態で次世代に引き継いでいくことが大切です。 

本市の貴重な自然環境や生物多様性への市民の理解や興味・関心を高めていくため、

みぬま見聞館を生物多様性保全のための啓発・教育の拠点と位置づけ、生きものに直接

触れ生物多様性への理解を深める機会を創出するための体制を強化します。また、市内

に多様な動植物の生態系基盤となる水辺環境や自然公園等を、グリーンインフラの考え

方も取り入れながら整備するとともに、緑地の保全や市街地における緑化の推進等によ

り水と緑のネットワークを形成します。 

◇具体的な取組 

◇概要 

 生物多様性の現状把握・理解促進 

市内にどのような動物や植物が生息・生育し、それらを取り巻く環境がどのようになっ

ているのかを把握することは、市内の生物多様性を保全するうえでの基本的な情報となり

ます。生物多様性保全上の課題を把握することや方針を検討するうえでの重要な情報とな

ることから、市民等と連携した調査を推進します。また、生物多様性の理解を促進するた

めに、自然と触れ合う体験講座やイベントを開催します。 

 見沼田圃等拠点となる地域の保全 

見沼田圃において人と多様な野生生物が持続的に活き活きと共生することができる環

境を形成するため、野生生物の生息・生育空間となっている緑地や水辺空間の保全・再生

を図るとともに、既存の拠点や新たに形成される拠点を緑道、河川・揚水、斜面林などで

結び連続性を確保し、見沼田圃全域に広がる「水と緑の骨格形成」を図っていきます。 

 里やまの保全と再生 

市内の雑木林や屋敷林などは、郊外部にある緑の拠点であり、タヌキやイタチなどの中

型の哺乳類など生息地になるなど、市内に棲む動物や植物が生息するうえで重要です。 

これらの貴重な緑の保全・再生を図りつつ、市民等と連携した水と緑のネットワークの

形成を推進します。 

 公園等における生物多様性の保全 

公園等は都市部にあるまとまった緑であり、市内のエコロジカル・ネットワーク形成上

の拠点としても機能しています。公園等の中にある小さな茂みがバッタ類の生息地となる

など、少しの配慮でビオトープとしての機能が充実します。そこで、公園や緑地、公共施

設や未利用市有地などでの生物多様性を保全します。 
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環境 
・生物多様性の保全 

・人と自然の共生 

経済 ・観光客、訪問者等による経済効果 

社会 
・人びとの憩いの場の確保 

・コミュニティの活性化 

 

 

【基本目標 3】自然観察・環境学習会に参加して生物多様性について理解した参加者の割合 

 

 

３－１ 生物多様性の保全と再生 

３－１－１①生物多様性の現状把握 

３－１－１②見沼田圃等の拠点となる地域の保全 

３－１－２①里やま等の保全と再生 

３－１－２②公園等における生物多様性の保全 

３－１－４②生きものに関する教育と学習機会の確保 

 

 
出典：「自然環境と人間活動が調和するランドスケープの形成に関する論点 参考資料」（国土交通省） 

図 43 水と緑のネットワーク構成要素のイメージ 

  

◇取組の効果 

◇関連する指標 

◇関連する施策 
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重点施策６ 公民ネットワークを活用した環境教育活動の推進 

 

 

 
 

 

 

本市では、市内の環境施設や事業者などが連携し、それぞれが持つ環境教育資源を活

用することにより、市民等へ多様な形での環境学習の機会を提供しています。また、市

民、事業者等による環境保全活動も活発に行われています。今後、より豊かなさいたま

市をつくっていくためには、このような市民や事業者等による主体的な取組や、連携・

協働による取組をさらに活性化し、環境保全の取組を拡大・定着させていくことが求め

られます。 

地域にある様々な環境教育資源の有効活用や情報共有の機会を創出することなどに

より、市民、事業者、学校、行政等、市内で環境保全活動に取り組む様々な主体のネッ

トワーク化をはかり、子どもから高齢者まで、だれもが情報収集や学習することができ

る機会や場所を創出します。また、環境イベントや環境教育・学習の機会を通じて、市

民や事業者等と連携・協働して環境の保全に取り組むとともに、環境への関心や活動へ

の意欲を高めていきます。 

 小中学校における環境教育・学習の推進 

将来を担う子どもたちが環境に関心を持ち、考え、行動へとつなげるきっかけづくり

として、ＥＳＤの視点やナッジの概念を踏まえた、こどもエコ検定等の環境教育・学習

事業を実施します。 

 公民連携による環境教育・学習の機会の拡充 

環境教育に市と協働で取り組む民間事業者等とのネットワークの強化・拡充を図るこ

とで、民間事業者等が有する様々な技術、情報等を活用し、多くの市民が環境教育・学

習に取り組む機会を提供します。 

 

◇具体的な取組 

◇概要 

◆参加事業者等が、それぞれの特色を活かし
た、施設見学、環境学習会、出前教室など
を実施します。 

◆動画やＳＮＳ等を活用した環境教育資源
や学習教材等を提供します。 

◆市と参加事業者等が連携し、環境教育や環
境イベント等を開催します。 

◆環境学習や環境イベント情報を一元化し、市ホームページ、リーフレット、ＳＮＳな
ど、様々な手段で情報発信します。 

さいたま市環境教育ネットワーク 
～ いつでも！どこでも！みんなで！環境教育♪ ～ 
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環境 

・次世代の環境保全活動の担い手の育成 

・地域の環境美化や保全活動の促進 

・環境意識の向上 

経済 
・将来の市内で働く人材の確保 

・地域事業者への関心の向上 

社会 
・郷土への関心向上 

・コミュニティの活性化 

 

 

【基本目標 5】環境に配慮した行動を実施している市民の割合 

 

 

５－１ 環境教育・環境学習の推進 

５－１－１①学校における環境教育の支援 

５－１－１②学校における環境活動の促進 

５－１－２①環境学習の支援 

５－１－２②環境学習情報の発信 

５－２ 環境保全活動の促進 

５－２－１①環境活動の普及啓発 

５－２－１③市民・団体等の活動への支援 

５－２－１④事業者の環境配慮の促進 

５－２－１⑤連携・協働の推進 

 

 

 

 イベント活動による環境への取組の促進 

市民、事業者、学校、行政等が連携・協働し、それ

ぞれの主体が実施している環境への取組の紹介等を

行う環境フォーラムを開催します。また、市民、事業

者等と各種環境イベントを連携・協働で開催するこ

とにより、さらに広く普及・啓発を図り、環境への取

組を促進します。 

◇取組の効果 

◇関連する指標 

◇関連する施策 

さいたま市環境フォーラム 
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計画の推進 

推進主体 

私たちの生活や活動は地域及び地球全体の環境と深く関わっており、各主体が環境への

意識や責任感を持ち、環境保全のために行動することが必要です。そのため、市民、事業

者、学校、行政がそれぞれの役割を果たすことに加え、各主体が連携・協働して本計画の

取組を推進していきます。 

また、各主体の取組を促進するにあたっては、様々な生活様式や働き方、社会の状況な

どに適切に対応し、幅広い主体が参加できるよう配慮します。市民、事業者、学校、行政の

パートナーシップによって良好な環境を保全・創造していくことにより、本計画の目標達

成を目指します。 

 

市民 
市民は、自らの日常生活が地域環境はもとより地球環境にまで影響をおよぼし、環境に

負荷を与えていることを理解し、生涯学習の場などあらゆる機会を活用して常に環境への

関心を高めるとともに、省エネルギー・省資源など持続可能なライフスタイルの実践に努

めます。 

また、地域における環境保全活動に参加するなど、本計画に掲げる「望ましい環境像」

の実現に向けて自発的かつ積極的に環境の保全と創造に取り組みます。 

 

事業者 
事業者は、自らの事業活動が、環境に負荷を与えていることを認識し、環境汚染を防止

するとともに、省エネルギー・省資源など環境への負荷の少ない事業活動に努めるととも

に、環境産業分野への積極的な参入などにより、持続可能な経済・社会の発展に貢献しま

す。 

また、地域社会の構成員として、市民や市とのパートナーシップのもとに、本計画に掲

げる「望ましい環境像」の実現に向けて環境の保全と創造に取り組みます。 

 

学校 
学校は、環境に配慮した生活の工夫や、環境の保全と創造につながる行動に興味を持ち、

考え、判断し、実行する力を育むことに努めます。 

そのため、各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動及び潤いの時間の教育活動全

般に環境教育の視点を取り入れ、学習指導に活かします。 

また、発達段階に応じたカリキュラムの充実とともに、すべての教職員、保育従事者が

環境教育の重要性について共通の認識と理解を深めるなど資質向上に取り組みます。 
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行政 
本市は、本計画に掲げる「望ましい環境像」の実現に向けて、総合的且つ計画的に、良好

な環境の保全と創造に関する様々な施策を推進します。 

また、自らが事業者・消費者であることを自覚し、事務事業において率先して環境配慮

に努めます。 

さらに、市民、事業者等及び他の自治体などと連携を図りながら、環境情報の提供や活

動支援、環境保全に関する基盤づくりを行い、本計画を効果的に推進します。  
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推進体制 

本計画が目指す目標を実現するためには、本計画で定めた環境施策を総合的に推進して

いく必要があります。そのためには、市民、事業者、学校、行政等、すべての主体が連携

し、新たな課題や様々な生活様式を踏まえて、環境の保全と創造に向けた行動をすること

が大切です。 

また、環境施策の取組状況や効果に客観性を持たせるため、本計画の点検・評価を年次

報告書として作成し公表していきます。 

さいたま市環境審議会は、本計画の推進状況について、客観的な視点から審議します。

さいたま市環境審議会は年次報告書について、公表前に報告を受け、意見・提言を行いま

す。 

市民、事業者等は、各々の主体が役割分担のもとに目標の実現に向けた取組を推進する

とともに、年次報告書の公表により本計画の点検・評価の結果について情報提供を受けた

ときは意見・提言を行います。 

また、本計画の推進にあたっては、国や県、九都県市、他の政令指定都市及び他の自治

体とも緊密に連携・協力していきます。 

 

 
図 44 計画の推進体制 

  

さいたま市 環境審議会 

 

〇国や県 

〇九都県市 

〇他の政令指定都市

及び他の自治体 

〇学術・教育機関、 

市民活動団体 

 等 

市民 

年次報告書の 

作成・公表 

さいたま市 
関係行政機関等 

情報提供 

意見・提言 

庁内課 

連携・協力 

（事務局） 
環境創造政策課 

報告・諮問 意見・提言 

事業者 
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進行管理 

本計画の進行管理は、市民、事業者、学校、行政等すべての主体のパートナーシップに

よって行います。 

市民、事業者、学校、行政等すべての主体は、本計画に沿ってその責務や役割に応じた

取組を決定します（PLAN：計画）。それぞれの取組を自主的、積極的に、パートナーシップ

のもとに実行します（DO：実行）。本市は、どのような取組が行われ、どのような成果があ

ったかなどを毎年とりまとめ、年次報告書を作成し、公表します。また、環境審議会のほ

か、市民、事業者等からの意見や提言を踏まえ、本計画の目標の達成状況や取組の点検・

評価を行います（CHECK：点検・評価）。点検・評価の結果に基づき、次年度の取組をより

適切に行えるように、取組を見直します（ACT：見直し）。 

これらのＰＤＣＡサイクルに基づく点検・評価や見直しを行い、計画の改善を図ります。

ＰＤＣＡサイクルは、計画の進行管理に係る全期間と、事業の進行管理に係る毎年度の２

種類を運用します。前者のＰＤＣＡサイクルについては、長期にわたる計画期間の中間地

点である令和７（2025）年度を目途に中間見直しの機会を設け、計画の改善につなげます。 

また、毎年度実施するＰＤＣＡにおいては、その時点の社会の状況等から判断し、実行

することが必要な課題等が生じることも考えられることから、計画の推進の中で適切に対

応しながら取組を進めていきます。 

 

図 45 ＰＤＣＡサイクルによる計画推進の流れ  

第２次さいたま市環境基本計画（令和３年度～令和 12年度）の策定 PLAN 

令和元年度～令和２年度 

市民、事業者、学校、市に

よる環境配慮行動の実践 
DO 

令和３年度～令和 12年度 

取組状況の点検・評価 CHECK 

次期計画の策定 ACT 

令和 11 年度～令和 12年度（予定） 

令和７年度（予定） 

毎年度   ※実施結果は一般に広く公表する 

計画の中間見直し 

事業計画の立案 Plan 

事業の実施 Do 

実施結果（前年度）の点検・評価 Check 

事業計画（翌年度）の改善 Act 

ACT 
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指標及び数値目標による評価 

評価は、設定した指標の目標値に対する進捗状況により定量的に評価します。 

 

市民アンケート及び事業実施状況による評価 

評価は、市民アンケートの手法により、望ましい環境像や５つの基本目標などについて、

基本目標の達成時のイメージの実現状況をどのように考えるかを調査し定性的に評価しま

す。 

また、本市の各部署が実施する本計画に基づく施策や事業、取組の状況について把握し、

評価します。 

 



 

105 

資料編 

資料編 

さいたま市環境基本条例 
目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 基本的施策等 

第１節 施策の策定等に当たっての環境への配慮（第８条） 

第２節 環境基本計画（第９条） 

第３節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等（第 10 条－第 25 条） 

第４節 地球環境保全及び国際協力（第 26 条） 

第３章 環境審議会（第 27 条） 

第４章 補則（第 28 条） 

附則 

  

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基

本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を

明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、環境

の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全か

つ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）環境への負荷 人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 

（２）公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動

その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状

態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同

じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び

悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活

に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）

に係る被害が生ずることをいう。 

（３）地球環境保全 人の活動による地球の温暖化、

オゾン層の破壊その他の地球の全体又はその広

範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境

の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに

市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与

するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ

快適な生活を営むために環境と共生し、自然との調

和のとれた豊かな環境を確保するとともに、これを

将来にわたって継承していくことを目的として行わ

れなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、環境に関する資源が有限で

あることを認識し、環境への負荷の少ない持続的な

発展が可能な循環型社会を構築することを目的とし

て行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民がそれ

ぞれの責務に応じた公平な役割分担と連携の下に積

極的に取り組むことにより行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深

くかかわっていることを考慮し、すべての者がこれ

を自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及

び日常生活において推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、市域の自然的社会的条件に応

じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的

な施策を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、前項の施策のうち、広域的な取組を必要とす

る施策を策定し、及び実施するに当たっては、国及

び他の地方公共団体と協力して推進しなければなら

ない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動

を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防

止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境

を適正に保全するために必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又

は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その

事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃

棄されることによる環境への負荷の低減に資するよ

うに努めるとともに、その事業活動において、再生

資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、

役務等を利用するように努めなければならない。 

３ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創

造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全
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及び創造に関する施策に積極的に参加し、及び協力

する責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に

おいて、資源及びエネルギーの節約、ごみの減量、

環境配慮型製品及び役務の優先的な購入、生活排水

による水質汚濁の防止等により、環境への負荷の低

減に努めなければならない。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造

に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及

び創造に関する施策に積極的に参加し、及び協力す

る責務を有する。 

（年次報告書） 

第７条 市長は、毎年、環境の現況並びに環境の保全及

び創造に関する施策の実施状況に関する報告書を作

成し、これを公表するものとする。 

第２章 基本的施策等 

第１節  施策の策定等に当たっての環境へ

の配慮 

（施策の策定等に当たっての環境への配慮） 

第８条 市は、基本理念にのっとり、すべての施策の策

定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減その

他の環境の保全及び創造について配慮するものとす

る。 

第２節 環境基本計画 

（環境基本計画） 

第９条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、さいたま市環境基

本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定する

ものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

（１）環境の保全及び創造に関する目標及び施策の

方向 

（２）環境の保全及び創造に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市

民及び事業者の意見を反映させるための必要な措置

を講ずるとともに、さいたま市環境審議会の意見を

聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに

これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用

する。 

第３節 市が講ずる環境の保全及び創造の

ための施策等 

（環境基本計画との整合） 

第１０条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策 

を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計

画との整合を図らなければならない。 

（事業等に係る環境配慮） 

第１１条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある土地

の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する

事業を行おうとする事業者に対し、当該事業の実施

に際し、その事業が環境に配慮されたものとなるよ

うに必要な措置を講ずるものとする。 

（環境影響評価の措置） 

第１２条 市は、前条の事業のうち、環境への影響に関

し特に必要があると認められる事業を行う事業者が、

その事業に係る環境への影響を事前に評価し、その

結果に基づき、その事業が環境に配慮されたものと

なることを推進するため、必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする 

（規制措置） 

第１３条 市は、公害その他の環境の保全上の支障を防

止するために必要な規制措置を講ずるものとする。 

（助成措置） 

第１４条 市は、環境の保全及び創造について必要があ

ると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ず

るものとする。 

（環境の保全及び創造に資する事業等の推進） 

第１５条 市は、廃棄物処理施設、下水道、環境への負

荷の低減に資する交通施設その他の環境の保全上の

支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地等人と自然のふれあいができる快

適な環境の適正な保全に資する公共的施設の整備及

び健全な活用を推進するため、必要な措置を講ずる

ものとする。  

３ 市は、環境保全型農業の振興を推進するとともに、

多様な野生生物の生息空間の確保、適正な水循環の

形成その他の環境の保全及び創造に資する事業を推

進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第１６条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減

に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用

が促進されるように、必要な措置を講ずるものとす

る。 

（環境教育及び環境学習の推進） 

第１７条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造

についての理解と関心を深められるように、環境の

保全及び創造に関する教育及び学習の推進その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

（民間団体等の自発的な活動の促進） 

第１８条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織す

る民間の団体（以下「民間団体等」という。）が自発

的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進さ

れるように、必要な措置を講ずるものとする。 

（情報の収集及び提供） 

第１９条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び 

創造に関する情報の収集に努めるとともに、その情

報を適切に提供するように努めるものとする。 

（市民等の意見の反映） 
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第２０条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、

市民及び事業者の意見を反映させるための必要な措

置を講ずるものとする。 

（調査、研究等） 

第２１条 市は、環境の保全及び創造に関する科学的な

調査及び研究並びにそれらの成果の普及に努めなけ

ればならない。 

（監視等の体制の整備） 

第２２条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境

の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため

に必要な監視、測定、巡視等の体制を整備するもの

とする。 

（環境監査） 

第２３条 市は、事業活動が環境に与える影響について

事業者が自主的に行う環境監査に関し調査研究を行

うとともに、その普及に努めるものとする。 

（民間団体等との連携） 

第２４条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が民

間団体等の積極的な参加と協働により効果的に推進

されるよう、これらのものとの連携に努めなければ

ならない。 

（総合調整のための体制の整備） 

第２５条 市は、環境の保全及び創造に関する施策につ

いて総合的に調整し、及び計画的に推進するために

必要な体制を整備するものとする。 

第４節  地球環境保全及び国際協力 

（地球環境保全及び国際協力） 

第２６条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温

暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を推進

するものとする。 

２ 市は、国、他の地方公共団体その他の団体と連携し

て、地球環境保全に関し、国際協力の推進に努める

ものとする。 

第３章 環境審議会 

（環境審議会） 

第２７条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44

条の規定に基づき、さいたま市環境審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を

調査審議する。 

（１）環境基本計画に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創

造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

上で必要な事項 

３ 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）識見を有する者 

（２）市民及び事業者の代表者 

（３）前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認め

る者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げな

い。 

６ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 補則 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附則 

この条例は、平成 13 年５月１日から施行する。 
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策定の経緯 

令和元（2019）年  

７月 17 日 さいたま市環境審議会（諮問） 

11 月 12 日 第２次さいたま市環境基本計画等策定庁内検討委員会 

11 月 19 日 さいたま市環境審議会 

  

令和２（2020）年  

３月 19 日 さいたま市地球温暖化対策推進委員会 

４月 21 日 第２次さいたま市環境基本計画等策定庁内検討委員会 

10 月 ２日 次期さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定委員会 

11 月 ６日 さいたま市環境審議会 

12 月 15 日 次期さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定委員会 

  

令和３（2021）年  

１月 ４日 第２次さいたま市環境基本計画等策定庁内検討委員会（報告） 

１月 15 日 さいたま市都市経営戦略会議 

２月 16 日 さいたま市議会市民生活委員会（報告） 

２月 18 日 パブリックコメント開始 

３月 10 日 パブリックコメント終了 

３月 16 日 次期さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定委員会（報

告） 

３月 17 日 さいたま市環境審議会 

３月 17 日 さいたま市環境審議会答申 

３月 23 日 さいたま市地球温暖化対策推進委員会 

 

 

  



 

109 

資料編 

検討組織 

さいたま市環境審議会 委員名簿 
（五十音順、敬称略） 

荒 川  仁  市民公募委員 

飯 野 耕 司 さいたま市環境保全連絡協議会副会長 

飯 野 俊 彦 さいたま商工会議所中小企業振興部部長 

石 川 憲 次 さいたま市自治会連合会副会長 

市 川 千 恵 さいたま市環境会議理事 

梅 澤 貞 雄 市民公募委員 

大 高 文 子 水環境ネットワーク副会長 

小 口 千 明 埼玉大学大学院理工学研究科准教授 

國府田 明 子 さいたま市みどり愛護会 

作 山  康 （会 長） 芝浦工業大学システム理工学部教授 

西 山 佳 孝（副会長） 埼玉大学大学院理工学研究科教授 

前 田 博 之 （公財）埼玉県生態系保護協会事務局長 

増 田 幸 宏 芝浦工業大学システム理工学部教授 

森 田  博  さいたま市中央地区土地改良区設立準備会会長 

山 井  毅  埼玉県環境部産業廃棄物指導課課長 

山 﨑 蓉 子 さいたま市環境美化会議副会長 

横 山 寿世理 聖学院大学人文学部日本文化学科准教授 

 

※さいたま市環境基本条例第 27 条に基づき、さいたま市の環境の保全及び創造に関する

事項を調査審議する機関として設置。 

 

さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定委員会 委員名簿 
（五十音順、敬称略） 

秋 元 智 子（副会長） 認定特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター事務局長 

市 川 千 恵 さいたま市地球温暖化対策地域協議会（市民公募委員） 

内 田 東 吾 一般社団法人イクレイ日本事務局長 

小 川  優 東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社部長 

門 野 博 史（会 長） 埼玉大学大学院理工学研究科教授 

金 子 貴 代 再エネ 100 宣言 RE Action 協議会（兼） 

グリーン購入ネットワーク事務局 

川 原 博 満 環境省関東地方環境事務所地域適応推進専門官 

小中野  誠 東京ガス株式会社エネルギーソリューション本部 

エネルギー企画部公共グループ（兼）埼玉支社副支社長 

砂 川  智 さいたま商工会議所中小企業振興部海外支援課副主幹 

原   政 之 埼玉県環境科学国際センター研究員・博士（理学） 

藤 野  毅 埼玉大学大学院理工学研究科教授 
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さいたま市環境審議会 答申 

 

 

令和３年３月 17 日  

 

さいたま市長 清 水 勇 人 様 

 

さいたま市環境審議会  

会 長  作 山 康  

 

さいたま市環境基本計画について（答申） 

 

当審議会は、令和元年７月 17 日付環環環創第 1214 号により「さいたま市環境基本計画」

について諮問を受け、第２次さいたま市環境基本計画の策定について審議を重ねてまいりま

した。 

審議に当たりましては、市がこれまで取り組んできた環境施策の状況を踏まえつつ、国内

外の社会情勢の変化や新たな環境の課題、更には新たな感染症への対応等を勘案するととも

に、幅広い世代を対象としたアンケートで市民等からの意見を取り入れ、慎重かつ活発な議

論を行ってまいりました。 

当審議会では、ＳＤＧｓを踏まえた様々な視点からの環境施策を多様な主体との連携によ

り推進することで、経済・社会も同時に成長する環境分野の総合計画となることを念頭に審

議し、本日ここに「第２次さいたま市環境基本計画（案）」を答申するものです。 

 

答申の附帯意見 

１ 第２次さいたま市環境基本計画の推進について 

（１）地域における身近な環境問題から地球規模の環境問題といった様々な課題に、市民、

事業者、学校、行政の連携・協働のもと、豊かな未来を創造する持続可能な環境共生都

市の実現を目指し、スピード感のある施策を展開すること。 

（２）今後生じる新たな環境問題に対しても柔軟に対応し、先見的な取組を進めること。 

２ 第２次さいたま市環境基本計画の進行管理について 

市の環境施策・事業の取組状況を明らかにする年次報告書（さいたま市環境白書）につ

いては、新計画の策定に合わせて内容や構成を再検討し、環境基本計画の進捗状況を分か

りやすく把握できるものにするとともに、 新情報、身近な情報を分かりやすく公表する

こと。 
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庁内委員会 
第２次さいたま市環境基本計画策定庁内検討委員会 

 

委 員 長：環境共生部長 

副委員長：環境創造政策課長 

委  員：下表のとおり 

局等 部 課（室、担当） 

都市戦略本部 
都市経営戦略部 総合政策担当副参事 

未来都市推進部 環境未来都市推進担当副参事 

環境局 

環境共生部 環境対策課長 

資源循環推進部 

資源循環政策課長 

廃棄物対策課長 

産業廃棄物指導課長 

施設部 環境施設管理課長 

経済局 

商工観光部 
経済政策課長 

産業展開推進課長 

農業政策部 
農業政策課長 

農業環境整備課長 

都市局 
都市計画部 

都市計画課長 

交通政策課長 

自転車まちづくり推進課長 

都市公園課長 

みどり推進課長 

まちづくり推進部 まちづくり総務課長 

建設局 

土木部 
道路計画課長 

河川課長 

建築部 建築総務課長 

下水道部 下水道計画課長 

水道局 業務部 水道総務課長 

教育委員会事務局 

管理部 学校施設課長 

学校教育部 指導１課長 

生涯学習部 文化財保護課長 

※第２次さいたま市環境基本計画の策定に関する事項を検討する機関として設置。 
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指標一覧 

【基本目標１】 地球温暖化の問題に地域から行動し、脱炭素社会を実現する 

成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

市民１人当たりの温室効果ガス排出量 
5.6t-CO2 

(基準年度:平成25年度) 

4.31t-CO2 

(令和５年度) 

3.67t-CO2 

(令和10年度) 

市域の再生可能エネルギーなどの導入量 
3,724TJ 

(基準年度:平成25年度) 

5,840TJ 

(令和５年度) 

6,898TJ 

(令和10年度) 

目標指標 

施策の柱 目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

1-1 省エネルギ

ー化の推進 

家庭部門における温室効果ガス排出

量（市民） 

216 万t-CO2 

(基準年度:平成25年度) 

156 万t-CO2 

（令和５年度） 

126 万t-CO2 

（令和10年度） 

産業部門・業務部門における温室効果

ガス排出量（事業者・行政） 

333 万t-CO2 

(基準年度:平成25年度) 

254 万t-CO2 

（令和５年度） 

215 万t-CO2 

（令和10年度） 

市役所の事務事業における温室効果

ガス排出量（行政） 

286,742t-CO2 

(基準年度:平成25年度) 

211,139t-CO2 

（令和６年度） 

176,774t-CO2 

（令和11年度） 

市内の乗用車の新車登録台数に占め

る次世代自動車の割合 

34.6％ 

(平成30年) 

42.3％ 

(令和６年） 

48.7％ 

(令和11年) 

1-2 持続可能な

エネルギー

政策の推進 

太陽光発電設備等を導入した施設（公

民館） 

20％【12 館】 

（令和元年度） 
40％【24 館】 57％【34 館】 

公共施設への再生可能エネルギー等

の導入（電力の地産地消） 
― 

公共施設・市域へ

の導入拡大及び効

果検証 

公共施設・市域へ

の導入拡大 

【電力の地産地消を

確立】 

再生可能エネルギー等の導入施設数 ― ６施設 16 施設 

1-3 環境未来都

市の実現 
「生活支援サービス」の実装数 

３事業実装済 

（R2.4.1時点） 
８事業 13 事業 

1-4 気候変動へ

の適応 
適応策に資する事業数 

18 事業 

（令和元年度） 
23 事業 28 事業 
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【基本目標２】 ともに取り組み参加する、循環型都市を創造する 

成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

市民１人１日当たりのごみの総排出量 
881ｇ 

(令和元年度) 
838ｇ 

827ｇ 

(令和９年度) 

ごみの総排出量に対する 終処分比率 
3.15％ 

（令和元年度） 
3.1％ 3.1％ 

目標指標 

施策の柱 目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

2-1 ３Ｒの推

進による

廃棄物の

減量 

市民１人１日当たりの家庭系ごみ排

出量 

518ｇ 

(令和元年度) 
467ｇ 

456ｇ 

(令和９年度) 

事業系一般廃棄物排出事業者への啓

発・指導件数 

3,624 件 

（令和元年度） 
5,200 件 6,700 件 

2-2 廃棄物の

循環利用

と適正処

理の推進 

焼却灰及び飛灰の資源化率 
72％ 

（令和元年度） 
80％ 80% 

不法投棄情報通報協定件数 ー 70 件 100 件 

 

【基本目標３】 自然と共生し、多様ないのちが息づくまちを実現する 

成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

水辺や緑地の保全・再生活動に関心がある市民の割合 
61.0％ 

（令和２年度） 
68％ 73％ 

目標指標 

施策の柱 目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

3-1 生物多様

性の保全

と再生 

自然観察・環境学習会に参加して生

物多様性について理解した参加者の

割合 

27％ 

（令和２年度） 
67％ 87％ 

3-2 緑の保全

と創出 
オープン型緑地の整備率 

85％ 

（令和元年度） 
90％ 95％ 

3-3 水環境の

保全と活

用の推進 
水辺のサポート制度登録団体数 

15 団体 

（令和２年度） 
23 団体 31 団体 

 

  



 

114 

資料編 

【基本目標４】 安全で誰もが暮らしやすい生活環境を実現する 

成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

生活環境（空気・水のきれいさ、静けさ、におい・かお

り）に満足している市民の割合 

44.8％ 

（令和元年度） 
50％ 55％ 

目標指標 

施策の柱 目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

4-1 大気質の

保全・交通

環境対策 

大気汚染物質の環境基準達成率 
80％ 

（令和元年度） 
80％ 80％ 

4-2 水質の保

全 

水質汚濁に関わる環境基準達成率 

（公共用水域の測定計画地点 7 地

点） 

99.2％ 

（令和元年度） 
100％ 100％ 

4-3 景観の保

全 景観重要建造物・樹木の指定件数 
累計13 件 

（令和２年度） 
累計15 件 累計15 件 

 

【基本目標５】 すべての主体が手を取り合い、環境の保全と創造に意欲的に取り組むまちを実現する 

成果指標 

成果指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

環境に配慮した行動を実施している市民の割合 91.5％ 

（令和２年度） 
92％ 92％ 

目標指標 

施策の柱 目標指標項目 実績 令和７年度 令和 12 年度 

5-1  環境教育・

環境学習

の推進 

こどもエコ検定に取り組んだことで

環境について児童が興味を持った学

校の割合 

63％ 

（令和元年度） 
95％ 95％ 

市と連携して環境教育・学習の推進

に取り組む民間事業者等の団体数 

11 団体 

（R2.4.1時点） 
20 団体 25 団体 

5-2 環境保全

活動の促

進 

環境イベントの参加者数合計 
1,404 人 

（令和元年度） 
2,470 人 2,720 人 

ＳＤＧｓ企業認証数 ー 

新規認証企業数 

5 年間で 

100 社増 

新規認証企業数 

10 年間で 

200 社増 

環境美化活動（市民清掃活動）の参

加者数 

97,438 人 

（令和元年度） 
100,000 人 100,000 人 
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さいたま市の環境に関連する主な現状 

位置と面積 
本市は東京から 30km 圏の関東平野のほぼ中心に位置しています。また、周囲がすべて

他の都市とつながる内陸都市で、東は春日部市、越谷市、白岡市、西は川越市、富士見市、

志木市、朝霞市、南は川口市、蕨市、戸田市、北は上尾市、蓮田市に接しています。 

市域は、東西 19.6km、南北 19.3km で、面積は 217.43km2 です。 

 

 

図-1 さいたま市の位置 図-2 さいたま市を構成する 10 区 

 

気候 
本市の夏は暑く湿潤で、冬は快晴が続き、降水量も比較的少なく、全体として穏やかで

住みやすい気候です。 

過去５年間（平成 27（2015）年～令和元（2019）年）で月平均気温が最も高かったの

は８月、最も低かったのは１月で、月降水量が最も多かったのは 10 月、最も少なかったの

は１月となっています。 

 

 

備考）観測地点：さいたま（平成 13（2001）年４月 30 日までの地点名「浦和」）  

北緯 35 度 52.5 分 東経 139 度 35.2 分 

出典：「気象統計情報」(気象庁 HP) 

図-3 過去５年間の月別平均気温・降水量  
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人口 
本市の総人口は、平成 27（2015）年の 126.4 万人から令和 12（2030）年頃の 131.8 万

人をピークに、その後減少に転じ、令和 27（2045）年には 128.6 万人まで減少する見通

しです。 

 

 

資料 平成 27（2015）年までは、「国勢調査」（総務省） 

令和２（2020）年以降は、社人研から発表された推計値 

※あくまでも過去の状況から推計されたものであり、今後の都市開発等の政策的要因を加味したものではありません。 

 

図-4 総人口の見通し 

 

土地利用 
平成 31（2019）年 1 月時点における本市全体の地目別土地利用は宅地が 39.3％と最も

多く、雑種地（13.0％）、畑（11.5％）、田（9.0％）と続いています。 

 

   

出典：「さいたま市統計書」 

図-5 さいたま市の地目別土地利用割合（平成 31（2019）年 1 月時点） 
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産業 
産業３区分別の労働者人口の推移を見ると、第１次、第２次産業の労働者が減少傾向で

ある一方、第３次産業の労働者数は増加傾向にあります。産業分類別事業所数では「卸売・

小売業」が 24.9％でトップとなっています。 

 

 
出典：「さいたま市統計書」 

図-6 産業別就業者数の推移 

 

 

出典：「さいたま市統計書」 
図-7 産業分類別事業所数の内訳（平成 28（2016）年） 
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交通 
本市には、新幹線６路線を始め、ＪＲ・私鉄各線等多くの鉄道が走っています。市内に

は 33 の駅があり、鉄道の利便性が高い状況にあります。 

また、鉄道駅等を発着する多くの民間路線バスが運行されるとともに、路線バスの補完

交通として、令和２（2020）年９月時点で、６区（西区、見沼区、桜区、南区、北区、岩

槻区）でコミュニティバスを、５地区（西区指扇地区、見沼区大砂土東地区、見沼区片柳西

地区、岩槻区和土地区、岩槻区並木・加倉地区）で乗合タクシーを運行しており、市民の重

要な移動手段となっています。 

 

 
出典：「さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画」 

図-8 さいたま市の鉄道網 
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本計画とＳＤＧｓの各目標との関係 

ＳＤＧｓの目標を達成するためには、人間の生存の基盤である環境の保全が必要不可欠

です。本計画では、地球温暖化、資源循環、自然環境、環境保全活動といった、あらゆる環

境分野に取り組み、ＳＤＧｓの目標達成に貢献します。そこで、本計画と関連するＳＤＧ

ｓの各目標と、その達成に貢献する環境保全に係る各取組との関連性を整理しました。 
 

関連するＳＤＧｓの主な目標 目標達成に貢献する本計画の主な取組 

飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、

持続可能な農業を促進する。 

・ごみ減量化等による食品ロス削減の推進 
・温暖化に対応した品種、栽培技術、農業技

術の普及促進 

全ての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を促進する 

・有害化学物質や大気、水質及び土壌汚染へ
の対策 

質の高い教育をみんなに 
すべての人々に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保

し、生涯学習の機会を促進する。 

・ＥＳＤの視点を踏まえた環境教育・学習の
推進 

安全な水とトイレを世界中に 
すべての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を

確保する。 

・水環境の保全と活用の推進 
・河川等における水質の保全 

エネルギーをみんなにそしてクリーンに 
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的

エネルギーへのアクセスを確保する。 

・再生可能エネルギーの普及拡大 
・エネルギー効率の良いまちづくりの推進 
・電力の地産地消 

産業と技術革新の基盤を作ろう 
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続

可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。 

・自立・分散型エネルギーシステムの構築 
・先進的な技術・サービスの推進 

住み続けられるまちづくりを 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都

市及び人間住居を実現する。 

・大気質の保全と交通環境対策 
・気候変動への適応策の推進 
・歴史的・文化的環境の保全 
・廃棄物の適正処理 

つくる責任使う責任 
持続可能な生産消費形態を確保する。 

・３Ｒの推進 
・廃棄物の循環利用と適正処理 
・化学物質への対策 

気候変動に具体的な対策を 
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じ

る。 

・地球温暖化対策に関する教育・啓発 
・気候変動への適応策の推進 

海の豊かさを守ろう 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続

可能な形で利用する。 

・プラスチックごみ等の減量化や適正処理の
推進 

陸の豊かさも守ろう 
陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、持続

可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣

化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

・里やまなどの緑や水辺の保全・再生・整備 
・外来生物への対策等による生態系の保全 

パートナーシップで目標を達成しよう 
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバ

ル・パートナーシップを活性化する。 

・市民、事業者等と連携した環境保全活動の
推進 

出典：「すべての企業が持続的に発展するために‐持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド‐（第 2 版）」（環境省） 
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用語解説 

 

【あ行】 

 

●愛知目標 

生物多様性戦略計画 2011-2020 において、

令和 32（2050）年までに「自然と共生する

世界」を実現することを目指し、令和２

（2020）年までに生物多様性の損失を止め

るための 20 の個別目標のこと。 

 

●アスベスト 

天然に産出する繊維状の鉱物。耐久性、耐

熱性等の性質から、建築材料等として多量に

使用されてきたが、吸入するとじん肺、悪性

中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こ

す可能性もあることから、現在では、原則と

して製造や使用が禁止されている。 

 

●一酸化炭素（ＣＯ） 

化石燃料など炭素を含むものが不完全燃

焼を起こすと発生する大気汚染物質。血液中

のヘモグロビンと結合し中毒を引き起こす

ほか、温室効果ガスであるメタンの大気中で

の寿命を長くする。 

 

●一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般家庭の日常

生活に伴って生じた家庭系一般廃棄物と、会

社や商店、学校や各種団体、個人事業等の事

業活動によって生じた事業系一般廃棄物に

分類され、基本的に自治体が処理することに

なっている。 

 

●イノベーション 

モノ、仕組みなどに対して、全く新しい技

術や考え方を取り入れて新たな価値を生み

出し、社会的に大きな変化を起こすこと。 

 

●インフラ 

インフラストラクチャーの略。公共施設の

うち、都市活動を支える道路、橋りょうなど

の交通施設や公園、上下水道などの施設の総

称。 

 

●ウォームビズ 

冬期の地球温暖化対策の一環として、暖房

時の室温を 20℃（目安）にし、温かい服装

を着用することで快適に過ごすライフスタ

イルのこと。 

 

●雨水浸透施設 

雨水を地下へと浸透させ、雨水の流出抑制

や地下水の涵養に役立つ施設のこと。 

 

●雨水貯留施設 

 河川へ流れ込む雨水を一時的に貯め、下流

の河川や下水道への負担を軽減するための

施設のこと。 

 

●エコ 

エコロジー（生態学）の略。主に、環境や

自然との共生をはかる社会運動や、環境に配

慮する行為等を象徴する意味で使われてい

る。 

 

●エコ通勤 

自動車で通勤する代わりに、自転車、徒歩、

公共交通機関の利用など環境負荷の低減を

考慮した方法で通勤すること。地球温暖化問

題や交通渋滞の解消という観点から事業者

単位でエコ通勤に取り組むことが提唱され

るようになった。 

 

●エコドライブ 

環境にやさしい自動車の運転方法のこと。

急発進をしない、加減速の少ない運転、アイ

ドリングストップ、タイヤの空気圧の適正化

などにより、大気汚染物質の排出量削減や効

率的な燃料消費が可能となる。 

 

●エコライフＤＡＹ 

任意の１日に省エネルギー・省資源など環

境に配慮した生活をすることにより、その成

果を二酸化炭素排出の削減量というかたち

で把握する日。 

 

●エコロジカル・ネットワーク 

野生生物が生息・生育する様々な空間（森

林、農地、都市内緑地・水辺、河川、海、湿

地・湿原・干潟・藻場・サンゴ礁等）がつな

がる生態系のネットワークのこと。生態系ネ

ットワークとも呼ばれる。 
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●エネルギー基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示す

ためにエネルギー政策基本法に基づき政府

が策定した計画。平成 30（2018）年７月に

閣議決定された第５次エネルギー基本計画

では、令和 12（2030）年に向けた方針とし

てエネルギーミックスの確実な実現へ向け

た取組の更なる強化を行うこと、令和 32

（2050）年に向けては、パリ協定発効に見ら

れる脱炭素化への世界的な勢いを踏まえ、エ

ネルギー転換・脱炭素化に向けた挑戦を掲げ、

あらゆる選択肢の可能性を追求していくこ

ととしている。 

 

●エネルギー高度利用技術 

天然ガス等のエネルギーを発電と熱利用

の両方に用いて有効利用する仕組等、エネル

ギー効率の飛躍的向上やエネルギー源の多

様化に資する新規技術のことを。燃料電池、

コージェネレーションシステム等が挙げら

れる。 

 

●エネルギーセキュリティ 

国際情勢の変化や災害時等に必要なエネ

ルギーを供給することができるエネルギー

システムを確保すること。 

 

●エネルギーマネジメント 

工場・ビル・住宅などで、エネルギーを合

理的に利用するための活動のこと。 

 

●オープン型緑地 

市内の身近な樹林地のうち、市民の利用が

可能な緑地として指定した市民緑地や自然

緑地などのこと。 

 

●汚濁負荷量 

汚水中に含まれる汚濁物質の総量で、水中

の物質の濃度に排出量（流量）を掛けた数値。 

 

●温室効果ガス 

地球温暖化の原因となる温室効果を持つ

気体のことで、略称はＧＨＧ（Greenhouse 

Gas）。「地球温暖化対策の推進に関する法律」

では、二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン（ＣＨ4）、

一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）、代替フロン等４ガス

［ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）、

パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）、六ふ

っ化硫黄（ＳＦ6）、三ふっ化窒素（ＮＦ3）］

の７つの温室効果ガスを対象とした措置を

規定している。 

【か行】 

 

●カーボンオフセット 

自らの日常生活や企業活動等による温室

効果ガス排出量のうち削減が困難な量の全

部又は一部を、ほかの場所で実現した温室効

果ガスの排出削減や森林の吸収等をもって

埋め合わせること。 

 

●カーボンニュートラル 

二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的

な発生源による排出量と、森林等の吸収源に

よる除去量との間の均衡を達成すること。 

 

●海洋プラスチックごみ 

海洋に流出する廃プラスチック類のこと。

時間が経つにつれ劣化と破砕を重ねながら、

次第にマイクロプラスチックと呼ばれる微

細片となっていく。 

 

●外来種 

導入（意図的・非意図的を問わず人為的に、

過去あるいは現在の自然分布域外へ移動さ

せること。導入の時期は問わない。）により

その自然分布域（その生物が本来有する能力

で移動できる範囲により定まる地域）の外に

生育又は生息する生物種（分類学的に異なる

集団とされる、亜種、変種を含む）のこと。 

 

●化石燃料 

石炭、石油、天然ガス等、地質時代にかけ

て動植物の死骸などが地中に堆積し、長い年

月をかけて地圧・地熱等により変成されてで

きた有機物の化石で、燃料として用いられる

もののこと。 

 

●合併処理浄化槽 

し尿と台所や風呂から出る雑排水を合わ

せて処理する浄化槽のこと。し尿のみを処理

する単独処理浄化槽に比べ、河川の水質へ与

える影響（汚濁負荷量）を９分の１に削減で

きる。 

 

●カリキュラム 

目的や発達の段階に応じて教育内容を編

成する計画のこと。 

 

●環境影響評価 

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある

開発事業などの実施前に、事業者自らが事業

の実施による環境への影響を調査、予測、評
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価し、住民その他利害関係者から環境保全上

の意見などを聴取し、事業計画に反映させる

ことにより、公害防止や環境の保全を図るこ

と。環境アセスメントともいう。 

 

●環境基準 

環境基本法及びダイオキシン類対策特別

措置法により政府が定めるもので、「大気の

汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係

わる環境上の条件について、それぞれ、人の

健康を保護し、及び生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい」とされる基準の

こと。 

 

●環境教育 

持続可能な社会の構築を目指して、家庭、

学校、職場、地域その他あらゆる場において

行われる、環境の保全と創造に関する教育及

び学習のこと。 

 

●環境コミュニケーション 

事業者が取り扱っている化学物質等に関

する情報を市民や行政との対話を通じてす

べての関係者が正確な情報を共有し、相互理

解を図るために行う取組のこと。これにより

環境負荷低減活動に繋げ、地域の環境保全対

策に役立てることができる。 

 

●環境美化指導員 

「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポ

イ捨ての防止に関する条例（平成19（2007）

年施行）」に基づき、指定された環境美化重

点区域、及び路上喫煙禁止区域（大宮駅、浦

和駅、南浦和駅、北浦和駅、武蔵浦和駅、東

大宮駅、宮原駅、さいたま新都心駅、浦和美

園駅、与野駅、北与野駅、岩槻駅の 12 駅周

辺）での啓発、巡回、指導に従事する者。 

 

●環境美化重点区域 

「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポ

イ捨ての防止に関する条例（平成19（2007）

年施行）」に基づき、「環境美化の促進を図る

ため、特に必要があると認められる区域」と

して指定した区域のこと。令和３（2021）年

1 月現在、市内 12 駅（大宮駅、浦和駅、南

浦和駅、北浦和駅、武蔵浦和駅、東大宮駅、

宮原駅、さいたま新都心駅、浦和美園駅、与

野駅、北与野駅、岩槻駅）周辺の各区域が指

定されている。 

 

 

●環境負荷低減計画制度 

「さいたま市生活環境の保全に関する条

例」による、環境への負荷が相当程度大きい

事業所を設置（管理）する事業者が、温室効

果ガスの削減等に関する計画（環境負荷低減

計画）を作成する制度。事業者が温室効果ガ

ス削減の目標と計画を立てて実施し、計画を

市に提出し、公表することで、事業者の自主

的な環境保全活動を促進することを目的と

している。 

 

●環境マネジメントシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取組

を進めるに当たり、環境に関する方針や目標

などを自ら設定し、これらの達成に向けて取

り組んでいく仕組みのこと。ＩＳＯ14001 は、

環境マネジメントシステムの代表的な国際

認証規格のひとつ。 

 

●環境リスク 

様々な環境要因が人の健康や動植物に悪

い影響を及ぼす可能性のこと。 

 

●涵養 

降雨・河川水などが地下浸透して帯水層

（地下水が蓄えられている地層）に水が供給

されること。 

 

●気候変動 

気候変動の要因には自然の要因と人為的

な要因があるが、気候変動枠組条約において

は、地球の大気の組成を変化させる人間活動

に直接又は間接に起因する気候の変化であ

って、比較可能な期間において観測される気

候の自然な変動に対して追加的に生ずるも

のと定義されている。 

 

●揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

Volatile Organic Compounds。トルエン、キ

シレン等の揮発性を有する有機化合物の総

称で、太陽光線により光化学反応を起こし、

光化学オキシダントを生成する。塗料、イン

キ、溶剤（シンナー等）等に含まれるほか、

ガソリン等の成分になっているものもある。 

 

●九都県市 

首都圏の１都３県と５政令指定都市（埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川

崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）のこ

と。 
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●クールビズ 

地球温暖化対策の一環として、室温設定

28℃を目安に過度な冷房に頼らず、様々な

工夫をして暑い日を快適に過ごすライフス

タイルのこと。 

 

●グリーンインフラ 

社会資本や土地利用等のハード・ソフト両

面において、自然環境が有する多様な機能

（防災・減災や地域振興、気温上昇の抑制等）

を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・

地域づくりを進める取組のこと。 

 

●グリーン契約 

製品やサービスを調達する際に、環境への

負荷ができるだけ少なくなるような工夫を

した契約。 

 

●グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境への

負荷ができるだけ小さいものを優先して購

入すること。 

 

●グリーンリカバリー 

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち

込んだ経済の復興を図る際に、脱炭素化など

環境問題への取組も併せて実行しようとす

るウィズコロナ、アフターコロナにおける政

策の一つ。 

 

●景観重要建造物・景観重要樹木 

地域の景観上重要な建造物（建築物及び工

作物）又は樹木について、景観法に基づき、

市長が指定することにより、地域の個性ある

景観づくりの核として、その維持、保全及び

継承を図るもの。 

 

●光化学オキシダント 

自動車や工場等から排出される窒素酸化

物や揮発性有機化合物が紫外線によって光

化学反応を起こして発生する光化学スモッ

グの原因物質の総称。 

 

●光化学スモッグ 

光化学オキシダントが原因となり発生す

る大気汚染のひとつ。夏期、日射が強く風の

弱い日に発生しやすく、その影響は目やのど

の粘膜を冒す健康被害のほか、農作物被害な

ど広範囲にわたる。 

 

 

●公共用水域 

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、

沿岸海域その他公共の用に供される水域及

びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路

その他公共の用に供される水路をいう」と定

められている。 

 

●耕地面積 

農林水産省の定義では、耕地とは農作物の

栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔

を含む。 

 

●コージェネレーション 

天然ガス等を燃料として、エンジン、ター

ビン、燃料電池等の方式により発電し、その

際に生じる廃熱も同時に回収するシステム

のこと。 

 

●固定価格買取制度 

Feed-in Tariffs（ＦｌＴ）とも呼ばれ、電

気事業者に対し、再生可能エネルギーにより

発電された電力について規定の価格（固定価

格）で買い取ることを義務付ける制度。固定

価格での買取により導入者の投資回収を予

測しやすくし、再生可能エネルギーへの投資

を加速させることを目的としている。 

 

●ごみ処理施設 

家庭等から排出されるごみなどを処理す

る施設で焼却施設、粗大ごみ処理施設（リサ

イクル施設等）がある。 

 

●コミュニティバス 

地域住民の利便性向上などのため一定地

域内を運行するバスで、自治体の関与のもと、

交通不便地域の解消並びに公共施設、病院、

駅、商店街など市民生活に密着した施設への

移動手段の確保を主な目的としている。路線

バス網の補完的な役割を担うもの。 

 

●コモンスペース 

集合住宅における共用空間（道路や庭）の

こと。 

 

【さ行】 

 

●再資源化 

使用済物品等のうち有用なものの全部又

は一部を再生資源又は再生部品として利用

することができる状態にすること。 
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● 終処分比率 

市内で排出されたごみ量に対する 終処

分量の割合。 

 

●再生可能エネルギー 

非化石エネルギー源のうち、太陽光・風力・

水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自

然界に存する熱・バイオマス等の永続的に利

用可能なエネルギー源によって作られるエ

ネルギーのこと。 

 

●さいたまこどもエコ検定 

児童が環境への関心を高め、行動を始める

とともに、地域への愛着を深めるきっかけづ

くりを目的として、小学生を対象に実施する

環境をテーマとした検定。 

 

●さいたま市環境フォーラム 

毎年１回、市民、事業者、行政の協働によ

り環境保全の取組を推進するために開催す

る市民参加型イベント。市民や事業者等が日

ごろの環境活動の報告、環境に関する啓発活

動を行う展示報告会などを実施している。 

 

●さいたま市市民活動サポートセンター 

市内でＮＰＯやボランティア団体、自治会

等の市民活動を行っている団体や、これから

地域で活動をはじめたいと思っている市民

を応援するために、浦和駅東口駅前のコムナ

ーレ９階に設置した施設。 

 

●さいたま市生活環境の保全に関する条例 

生活環境の保全に関し、市、事業者及び市

民の責務を明らかにするとともに、環境への

負荷の低減を図るための措置及び公害等の

発生源に対する規制を定めることにより、生

活環境の保全に関する施策を推進し、もって

現在及び将来の市民の健康の保護及び安全

かつ快適な生活の確保に寄与することを目

的とした条例。 

 

●里やま 

自然林の破壊により人為的に形成され、維

持管理されてきた人里の二次林（関東地方で

は主としてコナラ・クヌギを優占種とする雑

木林）、あるいは二次林と周辺の農地や用水

路、草地、史跡等を合わせた地域の景観のこ

と。 

 

 

 

●産学官連携 

技術開発や製品開発などにおいて、産業界

（産）、大学・研究機関（学）、国・県・市（官）

等が連携して取り組むこと。 

 

●産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃

えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃

プラスチックなど 20 種類の廃棄物のこと。

大量に排出され、また、処理に特別な技術を

要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責

任に基づきその適正な処理が図られる必要

がある。 

 

●残渣 

残りかすのこと。ごみ処理において発生す

る残渣としては、可燃物、不燃物の燃え残り

や破砕くずなどがある。 

 

●ジクロロメタン 

発がん性が疑われている有機塩素系溶剤

の一種で、洗浄剤・溶剤として利用されてお

り、地下水汚染の原因物質のひとつとなって

いる。急性症状としては中枢神経に対する麻

酔作用がある。 

 

●資源化率 

廃棄物（市収集ごみ量と資源回収量の合計）

に対する資源回収量の割合のこと。 

 

●資源物 

環境への負荷を出来る限り少なくするた

め、循環資源として再利用することができる

廃棄物のこと。主にびん、かん、ペットボト

ル、古紙類、繊維類等、分別収集の対象とな

るものをいう。 

 

●次世代自動車 

窒素酸化物（ＮＯx）や粒子状物質（ＰＭ）

等の大気汚染物質の排出が少ない、又は全く

排出しない、燃費性能が優れているなどの環

境にやさしい自動車のこと。環境省の「次世

代モビリティガイドブック 2019」では、燃

料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、

ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッ

ド自動車が挙げられている。 

 

●次世代自動車・スマートエネルギー特区 

本市が総合特別区域法（平成 23（2011）

年８月に施行）に基づく、地域活性化総合特

区として平成 23（2011）年 12 月に指定を
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受けた名称。地球温暖化や少子・高齢化とい

った社会課題に対応し、環境、経済、社会の

３つの価値を創造することで、誰もが暮らし

やすく、活力のある都市として、継続的に成

長するまちを目指している。令和２（2020）

年３月 31 日に計画期間終了に伴い、指定を

解除している。 

 

●持続可能 

将来にわたって、維持、持続できること。

一人ひとりが世界の人々や将来世代、また環

境との関係性の中で生きていることを認識

し、行動することが大切といわれている。 

 

●自動車排出ガス測定局 

交差点、道路、道路端付近等、自動車の排

気ガスによって大気汚染の影響を受けやす

い区域において大気の状況を常時監視する

ことを目的に設置されている測定局のこと。 

 

●市民農園 

レクリエーションや生きがいづくり、生

徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小

面積の農地を利用して野菜や花を育てるた

めの農園のこと。 

 

●斜面林 

文字通り斜面にある森林のことで、谷や低

地を縁取る形で存在しており、多様な生物が

生息し、豊かな生態系が保持されている場合

が多い。 

 

●臭気指数 

臭気を感知しなくなるまで希釈した場合

の希釈倍数の対数を 10 倍した値で、「悪臭

防止法（昭和 46（1971）年制定）」及び同法

施行規則により定義されている。 

 

●集約型都市構造 

中心市街地及び鉄道駅等の主要な交通結

節点周辺等に各種都市機能を集約したコン

パクトな都市構造のこと。 

 

●循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄という社会

経済活動やライフスタイルが見直され資源

を効率的に利用し、できる限りごみを出さず、

やむを得ず出るごみは資源として再び利用

し、どうしても利用できないごみは適正に処

分することで、環境への負荷を極力低減する

システムを持つ社会のこと。 

●小水力発電 

一般河川、農業用水、砂防ダム、上下水道

などで利用される水のエネルギーを利用し、

水車を回すことにより発電すること。「小水

力発電」について厳密な定義はないが、「新

エネルギー利用等の促進に関する特別措置

法（新エネ法）」の対象のように出力 1,000kW

以下の比較的小規模な発電設備を総称して

「小水力発電」と呼ぶことが多い。 

 

●自立・分散型エネルギー 

従来の原子力発電所、火力発電所などの大

規模な集中型の発電所で発電し各家庭・事務

所等に送電するシステムに対して、地域ごと

にエネルギーを作りその地域内で使ってい

こうとするシステムのこと。 

 

●森林環境譲与税 

森林の有する公益的機能の維持増進の重

要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する

森林の整備及びその促進に関する施策の財

源に充てるため、創設されたものである。使

途について、「森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律」によって、市町村において

は、森林の整備に関する施策、森林の整備を

担うべき人材の育成及び確保、森林の有する

公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の

促進その他の森林の整備の促進に関する施

策に要する費用に充てなければならないと

されている。 

 

●水源涵養機能 

森林の土壌が持っている、降水を貯留し、

河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を

緩和するとともに、川の流量を安定させる機

能。 

 

●水質汚濁防止法 

国民の健康を保護し、生活環境を保全する

ことを目的に昭和 45（1970）年に制定。水

質汚濁防止を図るため、汚濁物質の工場及び

事業場からの公共用水域への排出及び地下

水への浸透を規制し、さらに生活排水対策の

実施を推進するもの。 

 

●スマートシティ 

都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴ等の

新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、

整備、管理・運営等）が行われ、全体 適化

が図られる持続可能な都市又は地区。 
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●スマートホーム・コミュニティ 

環境負荷の軽減や、エネルギーセキュリテ

ィが確保されるとともに、住みやすく、住民

同士のコミュニティの醸成を目的として、再

生可能エネルギーの地産地消や、高断熱・高

気密住宅、コモンスペースを活用した電線類

の地中化、住民同士のコミュニティ形成とい

った要件を兼ね備えた街区。 

 

●生産緑地地区 

市街化区域内にある農地の緑を活かし、計

画的、永続的に保全することによって、公害

や災害の防止に役立てるとともに、都市環境

を形成することを目的として、「生産緑地法」

に基づき、都市計画に定める地域地区の一つ。 

 

●生態系 

植物、動物、微生物と、それらを取り巻く

大気、水、土壌などの環境とを統合したひと

つのシステムのこと。 

 

●生物多様性 

様々な生きものがいること。いろいろなタ

イプの自然があるという「生態系の多様性」、

様々な生きものがいるという「種の多様性」、

同じ種内でも多様な個性があるという「遺伝

子の多様性」の３つのレベルで多様性がある

としている。 

 

●生物多様性基本法 

「生物多様性条約」の国内実施に関する包

括的な法律で、議員提案により平成20（2008）

年６月に施行された。生物多様性の保全や持

続可能な利用についての基本原則などが示

されている。 

 

●生物多様性地域戦略 

「生物多様性基本法」第 13 条の規定に基

づき、都道府県及び市町村が、「生物多様性

国家戦略」を基本として、当該自治体の区域

内における生物の多様性の保全及び持続可

能な利用に関して定める基本的な計画。自治

体は単独で又は共同して生物多様性地域戦

略を定めるよう努めることとされている。 

 

●生物多様性モニタリング 

生物多様性の状況を観察し、記録すること。

生物多様性に関する基礎的な情報を継続的

に収集・蓄積することにより、状況の変化な

どの把握を目的としている。 

 

●ゼロエミッション電源 

ゼロエミッション電源とは、主に太陽光発

電、風力発電、地熱発電、水力発電、バイオ

マス発電などの発電時に温室効果ガスを排

出しない再生可能エネルギー由来の電源の

こと。原子力発電も含まれる。 

 

●ゼロエミッションビークル 

走行時に二酸化炭素等の温室効果ガスを

排出しない電気自動車や燃料電池自動車、プ

ラグインハイブリッド自動車の総称。 

 

●ゼロカーボンシティ 

令和 32（2050）年に温室効果ガスの排出

量又は二酸化炭素を実質ゼロにすることを

目指す旨を首長自らが又は地方自治体とし

て公表した地方自治体のこと。 

 

●全窒素 

窒素化合物全体のことで、無機態窒素と有

機態窒素に分けられる。窒素は動植物の増殖

に欠かせない元素（栄養塩）であるが、水中

に過剰に存在すれば、プランクトンの異常増

殖等の要因となる。 

 

●全リン 

リン化合物全体のことで、無機態リンと有

機態リンに分けられる。リン化合物は窒素化

合物と同様に、動植物の成長に欠かせない元

素（栄養塩）である。 

 

●総量規制 

東京湾など広域的な閉鎖性水域の水質環

境基準の達成のため、工場・事業場排水の汚

濁負荷排出量を一定以下に規制している。規

制の対象となる工場・事業場は、日平均排水

量 50ｍ３以上の特定事業場（指定地域内事業

場）で、規制の対象となる項目は、化学的酸

素要求量（ＣＯＤ）、全窒素及び全りんであ

る。 

 

●卒ＦＩＴ 

ＦＩＴ（固定価格買取制度）による電力の

買取期間が満了した太陽光などの発電のこ

と。 

 

【た行】 

 

●ダイオキシン類 

主に廃棄物の焼却過程などで非意図的に

生成される有機塩素系化合物で、発がん性、
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生殖毒性、催奇形性等の毒性を有していると

指摘されている。分解しにくいために、環境

中に微量であるが広く存在している。 

 

●太陽エネルギー 

太陽の光や熱からつくり出したエネルギ

ー。光を電気に変換して利用するものは「太

陽光発電」、太陽熱温水器等、熱で水をお湯

に変えて利用する「太陽熱利用」がある。 

 

●太陽光発電 

光を受けると電流を発生する半導体素子

を利用し、太陽光エネルギーを直接電力に変

換するシステム。 

 

●多自然川づくり 

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域

の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、

河川が本来有している生物の生息・生育・繁

殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する

ために、河川管理を行うこと。 

 

●脱炭素社会 

温室効果ガスの排出が実質ゼロとなって

いる社会のこと。 

 

●多面的機能 

国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、

生物多様性の保全、良好な景観の形成等の多

面にわたる機能のこと。 

 

●地域コミュニティ 

いま暮らしている地域をより良くしよう

と、多様な主体がそれぞれの役割分担のもと

相互連携を図りながら、地域社会の課題解決

に向けた取組やまちづくり活動等に自主的

に展開している共同体のこと。 

 

●地球温暖化対策地域協議会 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第

26 条第１項の規定に基づいて組織された団

体のこと。統括と進行管理等を行う全体会議

と、具体的な個別事業を行う運営委員会で構

成される。地域協議会は、本計画に基づき、

市民、事業者及び市等の協働の下に、市域の

温室効果ガス排出の抑制等に関して必要な

取組等について協議し、具体的に対策を実践

することにより、地域における地球温暖化対

策の推進を図ることを目的としている。 

 

 

●蓄電池 

１回限りではなく、充電を行うことで電気

を蓄え、繰り返し使用することができる電池

（二次電池）のこと。 

 

●地産地消 

地域で生産された農林水産物を、その生産

された地域内において消費する取組のこと。 

 

●窒素酸化物 

窒素と酸素の反応により生成された物質

の総称。一酸化窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（Ｎ

Ｏ２）など。光化学スモッグの原因物質で、

主な発生源は、自動車の排出ガス、工場、ビ

ルのボイラーなどである。 

 

●長期暴露 

長期間、化学物質等に接触すること。食品

や水等を介した経口的なもの、呼吸による吸

入、皮膚との接触による経皮吸収等の経路が

ある。暴露量は作用する化学物質濃度、接触

する期間などからその量が計算される。 

 

●低公害・低燃費車 

従来のガソリン車やディーゼル車に比べ、

排出ガス中の汚染物質量や騒音が大幅に低

減され、燃費に優れたソーラーカー、電気自

動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、

ハイブリッド自動車などの総称。 

 

●適応策 

気候変動影響に対応して、これによる被害

の防止又は軽減その他生活の安定、社会若し

くは経済の健全な発展又は自然環境の保全

を図ること。 

 

●テトラクロロエチレン 

有機塩素系溶剤の一種で、トリクロロエチ

レン等とともに地下水汚染の原因物質とな

っている。ドライクリーニングのシミ抜き溶

剤、金属・機械等の脱脂洗浄剤などに利用さ

れている。 

 

●電気自動車 

電気を動力源とし電動機（モーター）によ

って走る自動車のこと。 

 

●電子マニフェスト 

電子マニフェストは、マニフェスト（※）

情報を電子化したもの。関係者間における情

報管理の合理化によって、「事務処理の効率
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化」、「データの透明性」の確保、「法令の遵

守」の徹底等を図ることができる。 

（※）マニフェスト 

産業廃棄物の委託処理における排出事

業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止

のため、処理を他人に委託する場合に、産

業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、

取扱い上の注意事項などを記載したマニ

フェスト（産業廃棄物管理票）を交付して、

産業廃棄物と一緒に流通させることによ

り、産業廃棄物に関する正確な情報を伝え

るとともに、委託した産業廃棄物が適正に

処理されていることを把握することとな

っている。 

 

●特別緑地保全地区 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の緑

地のうち、風致や景観が優れているなど、一

定の要件に該当する良好な自然的環境を形

成している緑地について、それを保全するた

め、都道府県又は市町村が都市計画に定める

地区。市内では平成 18（2006）年度に初め

て、大和田緑地公園を指定している。 

 

●都市計画道路 

都市計画法に基づく手続によって決定す

る道路のこと。都市計画で決定することによ

り、将来整備に必要な区域を明確化し、住民

の合意形成を図るとともに、建築の制限など

により事業の円滑化を図る。 

 

●都市公園 

街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、

運動公園、広域公園等の国又は地方公共団体

が設置する公園のこと。 

 

●特定悪臭物質濃度 

「悪臭防止法」第２条に基づいて指定され

る「不快な臭いの原因となり、生活環境を損

なうおそれのある物質」の濃度のこと。同法

施行令により 22 物質が指定されている。 

 

●特定外来生物 

外来生物（移入種）のうち、特に生態系等

への被害が認められるものとして、「外来生

物法（平成 16（2004）年制定）」によって規

定された生物。令和３（2021）年１月現在、

アライグマ、タイワンリスなど 156 種類が

指定されている。 

 

 

●トリクロロエチレン 

有機塩素化合物の一種であり、テトラクロ

ロエチレン等とともに地下水汚染の原因物

質となっている。金属、機械部品等の脱脂洗

浄剤などに用いられる。 

 

【な行】 

 

●内分泌かく乱化学物質 

生体内に取り込まれて内分泌系（ホルモン）

に影響を及ぼす化学物質のことで、環境ホル

モンと呼ばれている。 

 

●ナッジ 

行動科学の知見（行動インサイト）の活用

により、「人々が自分自身にとってより良い

選択を自発的に取れるように手助けする政

策手法」のこと。 

 

●生ごみ処理容器 

生ごみを堆肥化する容器で、庭等に容器を

埋め込み設置する屋外型と、バケツタイプの

室内型が主流。コンポストと呼ぶ場合もある。 

 

●二酸化硫黄（ＳＯ2） 

硫黄酸化物（ＳＯＸ）の一種で、硫黄や硫

黄化合物の燃焼時に発生し、ぜんそく、酸性

雨の原因となる大気汚染物質。 

 

●二酸化炭素（ＣＯ2） 

地球温暖化の 大の原因物質と目されて

いる温室効果ガスで、炭素分を含む物質の燃

焼などにより生じる。化石燃料の燃焼、吸収

源である森林の減少などにより、大気中濃度

が増加している。 

 

●二酸化窒素（ＮＯ2） 

窒素酸化物（ＮＯＸ）の一種で、物質の燃

焼過程などで生じる一酸化窒素が空気中で

酸化され生成する。自動車の排出ガスなどに

含まれ、大気汚染の原因物質となる。呼吸器

系統への影響が報告されている。 

 

●熱回収 

廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、

焼却の際に発生するエネルギーを回収・利用

すること。サーマル･リサイクル（Thermal 

Recycle）とも呼ばれる。ごみ焼却炉の熱を利

用して発電や温水として活用する。ごみの材

質を変えずにリサイクルするマテリアル（材
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料）リサイクルと比較して使われることが多

い。 

 

●熱中症 

高温環境下で、体内の水分や塩分（ナトリ

ウム等）のバランスが崩れたり、体内の調整

機能が破綻したりして発症する障害の総称。

めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、意識障

害等の症状が見られ、重症化すると死に至る

こともあるが、予防方法を知っていれば防ぐ

ことができ、応急処置を知っていれば救命で

きる。 

 

●燃料電池 

1950 年代、米国のアポロ計画でも利用さ

れた歴史の長い技術で、補充可能なマイナス

反応剤（水素）とプラス反応剤（空気中の酸

素等）の化学反応により、継続的に電力や熱

を取り出すことができる装置の総称。反応剤

を補充し続けることで制限なく放電・放熱を

永続的に行うことが可能。熱機関を用いる通

常の発電システムと異なり、化学エネルギー

から電気エネルギーへの変換途上で熱エネ

ルギーや運動エネルギーという形態を経な

いため理論上、発電効率を高くすることがで

きる。 

 

【は行】 

 

●パートナーシップ 

市民、事業者、学校、行政等の各主体が、

それぞれの責任と役割に基づき相互に連携・

協力すること。 

 

●ばい煙 

物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ば

いじん(いわゆるスス)、有害物質（カドミウ

ム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、

弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、

窒素酸化物）のこと。 

 

●バイオマス 

もとは生物の量を意味するが、転じて化石

燃料を除いた生物由来の有機エネルギー、資

源を指す。例えば、食品残渣（生ごみ）、剪定

枝（枝の切りくず）、家畜ふん尿等がこれに

当たる。 

 

●バイオマスエネルギー 

光合成によって太陽エネルギーを蓄えた

植物をエネルギーとして利用するもので、森

林資源から得られる薪や木炭等の固体燃料、

農作物をアルコール発酵させて得られる液

体燃料等がある。バイオマスは炭素を含むエ

ネルギー資源であるが、樹木を伐採して燃焼

してエネルギーと利用しても、その分に見合

うだけ植林すれば大気中の二酸化炭素のバ

ランスを崩すことがない性質を持っている。 

 

●排出係数 

二酸化炭素排出係数の場合、電気、ガス等

の単位量当たりから排出される二酸化炭素

の量のこと。１ヶ月の使用量に二酸化炭素排

出係数をかけると、１ヶ月の二酸化炭素排出

量が算出できる。 

 

●ハイパーエネルギーステーション 

災害時も継続してエネルギーを供給し、安

全・安心な市民生活の確保を目的として整備

した施設の名称。ガソリン、軽油、天然ガス、

電気、あるいは、水素といった多様なエネル

ギーを複数供給する施設や、又は、災害時に

それらのエネルギーが供給可能なエネルギ

ーセキュリティが確保された施設。 

 

●ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に

使用する目的で、被災想定区域や避難場所・

避難経路などの防災関係施設の位置などを

表示した地図のこと。 

 

●バックキャスティング 

目指すべき社会の姿から振り返って現在

すべきことを考えるという思考法のこと。 

 

●パリ協定 

平成 27（2015）年 12 月、パリで開催さ

れた気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（ＣＯＰ21）において、全ての国が参加する

新たな国際枠組みとして「パリ協定」が採択

され、翌平成 28（2016）年に発効した。パ

リ協定では、温室効果ガス排出削減（緩和）

の長期目標として、気温上昇を２℃より十分

下方に抑える（２℃目標）とともに 1.5℃に

抑える努力を継続すること、そのために今世

紀後半に人為的な温室効果ガス排出量を実

質ゼロ（排出量と吸収量を均衡させること）

とすることが盛り込まれた。 

 

●浮遊粒子状物質 

ＳＰＭ（Suspended Particulate Matter）と

呼ばれ、大気中に浮遊する粒子状物質で、粒
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径10μm（1μm=0.001mm）以下のものをいう。

人工的な発生源として、自動車、工場、鉱山

等、自然的な発生源としては、土壌粒子、火

山噴火物等があり、その組成は多種多様であ

る。呼吸器系疾患等の健康への影響が指摘さ

れている。 

 

●ヒートアイランド現象 

人工物の増加、地表面のコンクリートやア

スファルトによる被覆の増加、自動車やエア

コンからの人工排熱の増加などにより、都市

部の気温が郊外に比べて高くなる現象。夏の

日中の気温が異常に上昇することで熱射病

の患者が出る、夜も気温が下がらず熱帯夜に

なるなどの問題が顕在化している。 

 

●ヒートポンプ 

冷媒等を用いて低温部（空気や水等）から

高温部に熱を移動させるしくみのことで、冷

暖房や給湯等に利用する。化石燃料を燃やし

て熱を得る従来の熱利用に比べて非常に効

率が良く、ＣＯ２の排出も少ないことから、

環境への負荷が低いシステムとして期待さ

れている。 

 

●ビオトープ 

生物を意味する「BIO」と、場所を意味する

「TOPE」を合成したドイツ語で、野生生物の

生息空間を意味する。 

 

●微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

浮 遊 粒 子 状 物 質 の う ち 、 粒 径 2.5μm

（1μm=0.001mm）以下のさらに小さなもの

をいう。浮遊粒子状物質よりも粒径が小さく、

肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸器系疾

患等の健康への影響がより大きいと考えら

れている。 

 

●プラント 

工場や工場の設備のこと。 

 

●フロン類 

正式にはクロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）

等と称されるフッ素を含む炭化水素で、冷媒、

金属洗浄剤、噴霧材等に使われてきた。大気

中に放出されるとほとんど分解されず上空

の成層圏まで達し、塩素原子を放出して成層

圏中のオゾンを破壊するため、ウィーン条約

やモントリオール議定書により国際的な枠

組で生産規制等が実施されている。 

 

●ベンゼン 

独特の芳香を持つ無色の液体。かつては工

業用の有機溶剤として用いられていたが、毒

性が問題視され、現在は他の溶剤に替わられ

ている。自動車用のガソリンにも含まれ、自

動車排出ガスからも検出される。 

 

●保水能力 

森林などの緑地が降雨を一時的に貯留し、

また地中に浸透させる能力のこと。 

 

【ま行】 

 

●マイクロプラスチック 

一般に５mm 以下の微細なプラスチック類

のこと。含有・吸着する化学物質が食物連鎖

に取り込まれ、生態系に及ぼす影響が懸念さ

れる。 

 

●マルチベネフィット 

複数の社会的課題を総合的に解決するこ

と。 

 

●マルチモビリティシェアリング 

環境負荷の軽減や、市民や来街者の自由な

移動を目的として、天候や人数といったその

時々の状況に応じて、 適なモビリティをひ

とつのポートで提供する複合型（電動アシス

ト自転車、スクーター、超小型モビリティ等）

のシェアリング事業。 

 

●水循環 

地球上の水は気圏、陸圏、水圏に存在して

いる。気圏では水蒸気、陸圏では地表水（河

川水、湖沼水）や土壌水分、地下水、また水

圏では海水や流氷などに形を変える。これら

は連続的に相互に流入、流出しており、この

循環を「水循環」と呼ぶ。 

 

●水辺のサポート制度 

市民団体、事業者等が河川、遊水池、公園

内の水辺などで、清掃活動などの環境美化活

動を行う際、市が用具の提供やごみの運搬等

の支援する制度。 

 

●緑のカーテン 

日当たりのよい窓や壁をツル性の植物な

どで覆うこと。強い日差しが遮られるととも

に、植物の葉の蒸散により、夏季における室

内温度を下げる。省エネルギー、ヒートアイ
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ランド対策、地球温暖化対策等の効果が期待

される。 

 

●見沼代用水 

江戸時代（享保年間）にそれまでの見沼溜

井に代わる農業用水の供給施設として、利根

川の水を利用するために新たに開削された

用水路。埼玉県行田市にある利根大堰から取

水され、県東南部～東京都足立区にかかる約

60km を埼玉県を南北に縦断するように流れ

ている。現在は、これらの地域に農業用水を

供給している他、荒川連絡水道専用水路を通

じて用水の一部を荒川へと送り埼玉県及び

東京都の水道用水としても利用されている。 

 

●見沼田圃 

本市の中央部に広がる面積約 1,260ha の

首都圏における貴重な平地的大規模緑地空

間。さいたま新都心駅や大宮駅等の駅から２

～３km という近さにありながら、田圃（水

田）や畑、雑木林、河川や見沼代用水によっ

てつくられる田園風景と、生きものを育む豊

かな自然が現在も残されている。 

 

●未利用エネルギー 

海や川の水温は、夏も冬もあまり変化がな

く、外気との温度差がある。また、工場や変

電所等から排出される熱もエネルギー（熱源）

として利用できる。そのような今まで利用さ

れていなかったエネルギーを「未利用エネル

ギー」と言う。これらのエネルギーはヒート

ポンプや熱交換器を使って、冷暖房等に利用

できる。 

 

●無電柱化 

電線を道路に埋めるなどして電柱をなく

すこと。景観の改善や防災、路上スペー 

スの確保などを目的に行われる。 

 

●面源負荷 

市街地や農地等の汚濁の排出地点を特定

できない発生源からの汚濁負荷のこと。水を

対象とすると、屋根・道路・グランド等に堆

積した汚濁、農地・山林・市街地などにおけ

る落ち葉・肥料・農薬などを含む汚染源が面

的に分布し、風雨などによって拡散・流出し

てくる負荷を指す。これに対し、家庭や工場

等の排水など排出源を特定できる汚濁負荷

を点源負荷という。 

 

 

●モビリティマネジメント 

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会

的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動

車利用から公共交通等を適切に利用する等）

に変化することを促す、コミュニケーション

を中心とした交通政策のこと。 

 

【や行】 

 

●屋敷林 

屋敷の周囲に設置された林。屋敷森とも呼

ばれる。防風や防雪の目的で設置され、特に

家々が孤立している場合に有効である。 

 

●有害大気汚染物質 

平成８（1996）年の「大気汚染防止法」改

正で、低濃度長期暴露で発がん性等が懸念さ

れる有害な大気汚染物質について、健康被害

の未然防止の観点から、継続的に摂取される

場合には人の健康を損なうおそれがある物

質で大気の汚染の原因となるものを有害大

気汚染物質と定義し、排出抑制基準等が定め

られた。ベンゼン、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、ダイオキシン類等が指

定されている。 

 

●遊休農地 

現状、耕作の目的に供されておらず、かつ、

引き続き耕作の目的に供されないと見込ま

れる農地。又は、前述で掲げる農地を除き、

その農業上の利用の程度がその周辺の地域

における農地の利用の程度に比し、著しく劣

っていると認められる農地。 

 

●揚水規制 

地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下

の防止を目的とした規制のこと。本市は、一

部地域において工業用水法、建築物用地下水

の採取の規制に関する法律の規制の対象地

域となっている。また、すべての地域が「さ

いたま市生活環境の保全に関する条例」によ

る規制の対象地域となっている。 

 

●溶融スラグ 

焼却灰を溶融炉によって高温溶融した後、

冷却化された固形物のこと。道路の路盤材、

コンクリート２次製品（Ｕ字溝等）、アスフ

ァルト合材等に再利用される。 
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【ら行】 

 

●ライフサイクル 

製品の原料採取から廃棄に至るまでの製

品の一生のこと。 

 

●ライフスタイルキャンペーン 

九都県市による「エコなライフスタイルの

実践・行動」キャンペーンと連携した、省エ

ネ・節電を推進するためのキャンペーン。 

 

●レジリエント 

自然災害等の突発的なショックや社会問

題等の慢性的なストレスによる影響を 小

限にとどめ、適応し、発展する能力があるこ

と。 

 

●流域水循環計画 

流域の特性を踏まえつつ、地域における健

全な水循環の維持又は回復のための理念、基

本的方向、目標を定めるとともに、水循環に

関する施策を流域の関係者が協働して推進

するための計画。 

 

●連携・協働 

「連携」「協働」とも、同じ目的を持つも

の同士が連絡を取り合い、協力し物事に取り

組むこと。特に「協働」は、「さいたま市市民

活動及び協働の推進条例」において、「市及

び市民活動団体が、地域又は社会における共

通の目的の実現及び共通の課題の解決に向

けて、対等な立場で連携を図りながら協力し

て事業を行うこと」と定義している。 

 

●路上喫煙禁止区域 

「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポ

イ捨ての防止に関する条例（平成19（2007）

年施行）」に基づき、「路上喫煙が他の歩行者

等にとって特に危険であると認められる区

域」として指定した区域のこと。令和３

（2021）年１月現在、市内 12 駅（大宮駅、

浦和駅、南浦和駅、北浦和駅、武蔵浦和駅、

東大宮駅、宮原駅、さいたま新都心駅、浦和

美園駅、与野駅、北与野駅、岩槻駅）周辺の

各区域が指定されている。 

 

【英数字】 

 

●３Ｒ（スリーアール） 

Reduce（リデュース：ごみを出さない）、

Reuse（リユース：再使用する）、Recycle（リ

サイクル：再利用する）の頭文字をとった略

称。 

 

●ＡＩ 

Artificial Intelligence（人工知能）の略で、こ

れまで人間にしかできなかった知的な行為

を、人工的に作られた知能で可能にする技術

のこと。 

 

●ＢＥＭＳ 

Building and Energy Management System（ビ

ル・エネルギー管理システム）の略。業務用

ビルや工場等の建物全体のエネルギー利用

状況を一元的に監視し、制御するシステムの

ことをいう。建物全体のエネルギー消費状況

をモニタリングし、 適な運転計画を立案で

きるため、消費量の低減に役立つと期待され

ている。 

 

●ＢＯＤ 

Biochemical Oxygen Demand の略。バクテ

リアが、水中の有機物を分解するのに必要な

酸素量で、水質汚濁の指標のひとつ。普通

20℃において５日間に消費する量を、ppm 又

は mg/l で示す。化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

が海域や湖沼で用いられるのに対し、ＢＯＤ

は河川の汚濁指標として用いられる。 

 

●COOL CHOICE 

令和 12（2030）年度の温室効果ガスの排

出量を平成 25（2013）年度比で 26％削減す

るという目標達成のために、脱炭素社会づく

りに貢献する製品への買換え、サービスの利

用、ライフスタイルの選択など、温暖化対策

に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運

動のこと。 

 

●ＣＳＲ 

Corporate Social Responsibility の略で、企

業の社会的責任のこと。顧客、取引先、株主、

従業員などの利害関係者や地域社会との関

係性を考慮しながら果たすべき社会的責任

を意味する。企業経営全般に関わるため、本

市では「企業経営そのもの」と説明している。 

 

●E-KIZUNA Project 

持続可能な低炭素社会の実現に向け、市

民・事業者・行政等の連携により、①充電セ

ーフティネットの構築、②需要創出とインセ

ンティブの付与、③地域密着型の啓発活動を
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基本方針に、電気自動車普及拡大の課題解決

に取り組むプロジェクト。 

 

●ＥＳＣＯ事業 

Energy Service Company 事業の略。省エネ

ルギー改修にかかる全ての経費を光熱水費

の削減分で賄う事業のこと。ＥＳＣＯ事業者

は、省エネルギー診断、設計・施工、運転・

維持管理、資金調達などにかかる全てのサー

ビスを提供する。また、省エネルギー効果の

保証を含む契約形態をとることにより、自治

体の利益の 大化を図ることができるとい

う特徴を持つ。 

 

●ＥＳＤ 

Education for Sustainable Development（持

続可能な開発のための教育）の略で、持続可

能な社会づくりの担い手を育む教育のこと。 

 

●ＥＳＧ投資 

従 来 の 財 務 情 報 だ け で な く 、 環 境

（Environment）・社会（Social）・ガバナンス

（Governance）も考慮した投資のこと。 

 

●ＥＶ 

Electric Vehicle（電気自動車）の略。電気自

動車を参照。 

 

●ＦＩＴ 

Feed-in Tariffs（固定価格買取制度）の略。

固定価格買取制度を参照。 

 

●Ｇ20 

「金融・世界経済に関する首脳会合」のこ

と。Ｇ７（仏、米、英、独、日、伊、加、欧

州連合（EU））に加え、亜、豪、ブラジル、

中、印、インドネシア、メキシコ、韓、露、

サウジアラビア、南アフリカ、トルコ（アル

ファベット順）の首脳が参加して毎年開催さ

れる国際会議である。 

 

●ＧＤＰ 

Gross Domestic Product（国内総生産）の略。

国内で一定期間内に生産されたモノやサー

ビスの付加価値の合計額を指す。 

 

●ＨＥＡＴ２０Ｇ２ 

ＨＥＡＴ２０（一般社団法人 20 年先を見

据えた日本の高断熱住宅研究会）が定めた、

断熱性能の基準の一つ。温暖地域で冬季に概

ね 13℃を下回らず、平成 28（2016）年省エ

ネ基準より 30～50％の省エネになるグレー

ドを指す。 

 

●ＩＣＴ 

Information and Communication Technology

（情報通信技術）の略。ＩＴ（Information 

Technology（情報技術））に「Communication」

を加え、ネットワーク通信による情報・知識

の共有が念頭に置かれた表現。国際的にはＩ

Ｔよりも一般的。 

 

●ＩｏＴ 

Internet of Things の略で、モノのインター

ネットと訳される。様々なものがインターネ

ットにつながり相互に情報交換することで、

遠隔操作やデータ収集・分析などを行うこと

ができる。 

 

●ＩＰＢＥＳ 

Intergovernmental science-policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services（生物

多様性及び生態系サービスに関する政府間

科学-政策プラットフォーム）の略。生物多

様性と生態系サービスに関する科学や伝統

知識などの幅広い知見を収集・体系化し、中

立的な立場からこうした知見に基づく政策

の実現を支援する政府間組織のこと。「生物

多様性版のＩＰＣＣ」とも呼ばれている。 

 

●ＬＥＤ照明 

（Light Emitting Diode/発光ダイオード）を

使った照明のこと。主に装飾的な照明に使わ

れることが多かったが、 近では消費電力の

少なさに着目され、室内照明にも使用され始

めている。 

 

●ＮＧＯ 

Non-Governmental Organization の略で、国

際協力に携わる「非政府組織」等と訳されて

いる。開発、人権、環境、平和など地球規模

の問題に国境を越えて取り組んでいる非政

府・非営利の組織を指す。 

 

●ＮＰＯ 

Non-Profit Organization の略で「民間非営

利組織」等と訳されている。継続的、自主的

に社会貢献活動を行う営利を目的としない

団体の総称。 
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●ＰＣＢ 

Polychlorinated Biphenyls の略。工業的に合

成された有機塩素化合物の一種。熱安定性、

電気絶縁性に優れ、電気機器の絶縁油をはじ

め幅広い用途に使用されていたが、発がん性、

催奇形性等の毒性が問題になり、昭和 47

（1972）年に製造中止になった。 

 

 

●ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）、実施（Do）、点検（Check）、

見直し（Act）というプロセスを繰り返すこ

とにより、計画の継続的な改善を図る進行管

理の方法のこと。 

 

●ＰＲＩ 

Principles for Responsible Investment（責任

投資原則）の略。国際連合が平成 17（2005）

年に公表し、加盟する機関投資家等が投資ポ

ートフォリオの基本課題への取組について

署名した一連の投資原則のこと。世界経済で

大きな役割を果たす投資家等が、投資を通じ

て環境問題、社会問題、企業統治について責

任を全うする際に必要な６つの原則を明示

したもの。 

 

●ＰＲＴＲ制度 

人の健康や生態系に有害なおそれのある

化学物質が、事業所から環境（大気、水、土

壌）へ排出される量及び廃棄物に含まれて事

業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し

国に届出をし、国は届出データや推計に基づ

き、排出量・移動量を集計・公表する制度の

こと。 

 

●ＲＣＰ 

Representative Concentration Pathways（代

表的濃度経路）の略。人間活動に伴う温室効

果ガス等の大気中の濃度が、将来どの程度に

なるかを想定した「排出シナリオ」の 1 種で

国際的に共通して用いられる。ＲＣＰシナリ

オには、ＲＣＰ2.6、ＲＣＰ4.5、ＲＣＰ6.0、

ＲＣＰ8.5 があり、ＲＣＰに続く数値は、そ

の値が大きいほど 2100 年までの温室効果

ガス排出量が多いことを意味し、将来的な気

温上昇が大きくなる。 

 

●ＳＮＳ 

Social Networking Service の略で、個人間

のコミュニケーションを促進し、社会的なネ

ットワークの構築を支援する、インターネッ

トを利用したサービスのこと。 

 

●Society 5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空

間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立

する、人間中心の社会のこと。 

 

●t-ＣＯ2（二酸化炭素トン） 

二酸化炭素（ＣＯ２）の量。メタン（ＣＨ４）、

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、代替フロン類は、地

球温暖化への寄与（温室効果の強さ）が異な

る。このため、これらの排出量はそれぞれの

排出量に「地球温暖化係数」を乗じることで

二酸化炭素量として換算され、「t-ＣＯ2eq

（二酸化炭素換算トン）」と表記される。た

だし、本計画においては、t-ＣＯ2eq を含む

温室効果ガスの総量を t-ＣＯ2として表記し

ている。 

 

●ＺＥＢ 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の略。快適な室内環境を

実現しながら、建物で消費する年間の一次エ

ネルギーの収支をゼロにすることを目指し

た建物のこと。 
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