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里山文化が育んできた自然を愛する持続可能なまち おがわ 

 －地球と人にやさしい持続可能なまち おがわ－ の実現を目指して 

 

 小川町は、環境に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため「里山文化が育んできた自然を愛する持続可能

なまち おがわ」を環境像とする「第２次小川町環境基本

計画」（平成 28（2016）年９月）を、また、地球温暖化対

策の推進を図るため「地球と人にやさしい持続可能なまち 

おがわ」を目指し「小川町地球温暖化対策実行計画（区

域・施策編）」（平成 26（2014）年 3 月）をそれぞれ策定

し、これまで様々な環境施策に取り組んでまいりました。 

 今日、地球温暖化が一因ともされる大規模な森林火災や

集中豪雨といった自然災害が世界各地で発生し、気候変動がもたらす影響は深刻さを増して

います。また、プラスチックごみによる海洋汚染の問題や食品ロス問題をはじめとする新た

な環境問題は社会経済活動と密接な関係にあります。このように環境行政を取り巻く状況は

大きく変化しており、私たちは脱炭素社会の早期実現を含む多様な環境課題の解決に取り組

んでいかなければなりません。 

 国際社会では、平成 27（2015）年に国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）

において採択された地球温暖化対策の新たな枠組みである「パリ協定」のもと、各国が地球

温暖化対策に取り組んでいます。わが国でも、令和２（2020）年 10 月には菅内閣総理大臣

（当時）の所信表明演説において、積極的な温暖化対策により、産業構造や経済社会の変革

をもたらし、大きな成長につなげるという「グリーン社会の実現」を成長戦略の柱として掲

げ、令和 32（2050）年までに温室効果ガスを実質ゼロにするという「カーボンニュートラル

宣言」が発表されました。これにより、今後、目標達成に向けて、様々な取組が加速的に展

開されることとなります。 

 こうした地球温暖化を取り巻く状況を踏まえ、本町としても令和３（2021）年２月に脱炭

素社会の実現に向け、令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカ

ーボンシティ宣言」を表明いたしました。 

 本計画改定に当たっては、「環境基本計画」と「地球温暖化対策実行計画」を一本化し、

新たな豊かさや快適さを実現しながら二酸化炭素排出量の削減を図ることで、より持続性の

ある地域社会を創造していくことを目指しています。併せて、町内の地域資源を活用するこ

とや、町民、事業者、町（行政）等様々な主体による連携・協働といった視点も盛り込みま

した。 

 本計画を着実に推進し、環境にやさしく明るい未来の「小川町」にしていくためには、各

主体それぞれが責任と役割を果たせる仕組みづくりと、町全体で取り組むという体制づくり

が重要ですので、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の改定に当たり、小川町環境審議会の委員各位、並びに多くの町民の皆様

から貴重なご意見をいただきましたことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 

 令和４（2022）年３月 

小川町長     



 

 

  



 

目 次 
 

第１章 計画の基本的事項 ............................................................ 1 

１ 計画策定の趣旨 ................................................................ 1 

２ 計画の位置付け ................................................................ 3 

３ 計画の期間 .................................................................... 5 

４ 計画の推進主体 ................................................................ 5 

５ 対象とする環境要素等 .......................................................... 6 

６ ＳＤＧｓへの取組 .............................................................. 7 

 

第２章 小川町の環境の現状と課題 ................................................... 10 

１ 自然環境 ..................................................................... 10 

２ 生活環境 ..................................................................... 13 

３ まちづくりにおける環境配慮 ................................................... 18 

４ 地球環境問題 ................................................................. 20 

 

第３章 小川町が目指す環境像と基本目標 ............................................. 27 

１ 小川町が目指す環境像 ......................................................... 27 

２ 目指す環境像を実現するための基本目標（４本の柱） ............................. 27 

３ 温室効果ガス削減目標 ......................................................... 28 

４ 計画の体系 ................................................................... 29 

 

第４章 三者協働の取組 ............................................................. 31 

基本目標１ 自然環境の保全 ....................................................... 31 

１ 里山文化を形成する美しいみどりと清流を守ろう ............................... 31 

１－１ 豊かなみどりの保全 ................................................... 31 

１－２ 清らかな水辺の保全 ................................................... 34 

２ 多様な生きものの生息・生育空間を守ろう ..................................... 36 

２－１ 多様な生きものの保全 ................................................. 36 

２－２ 自然を大切にする意識の醸成 ........................................... 37 

基本目標２ 生活環境の保全 ....................................................... 39 

３ きれいな空気や水があるまちを確保しよう ..................................... 39 

３－１ 大気環境の保全 ....................................................... 39 

３－２ 水質環境の保全 ....................................................... 41 

４ 静かで安心して暮らせるまちを確保しよう ..................................... 43 

４－１ 騒音の防止 ........................................................... 43 

４－２ その他の公害の防止 ................................................... 44 

基本目標３ まちづくりにおける環境配慮 ........................................... 46 

５ うるおいのあるまちなみを創出しよう ......................................... 46 

５－１ 快適なまちなみの形成 ................................................. 46 

５－２ うるおいのある公園とみどりの創出 ..................................... 48 

６ きれいで清潔なまちをつくろう ............................................... 50 

６－１ 美しい景観の確保 ..................................................... 50 

６－２ ごみのない美しいまちの確保 ........................................... 52 



基本目標４ 地球環境問題への対策 ................................................. 54 

７ 地球温暖化の防止に努めよう ................................................. 54 

７－１ 事業活動における対策の推進 ........................................... 54 

７－２ 日常生活における対策の推進 ........................................... 56 

７－３ 移動手段における対策の推進 ........................................... 58 

７－４ 廃棄物対策の推進 ..................................................... 60 

８ 持続可能な社会をつくるためにみんなで行動しよう ............................. 62 

８－１ 情報提供・共有の推進 ................................................. 62 

８－２ 環境教育・学習の推進 ................................................. 63 

８－３ あらゆる主体の環境配慮行動の促進 ..................................... 64 

 

第５章 地球温暖化対策実行計画（区域・施策編） ..................................... 65 

第１節 温暖化対策の方針 ......................................................... 65 

第２節 主要施策 ................................................................. 66 

１ 産業・業務部門に関連する取組 ............................................... 66 

１－１ 工場・事務所等における省エネの推進 ................................... 66 

１－２ 工場・事務所等における創エネの推進 ................................... 66 

２ 家庭部門に関連する取組 ..................................................... 67 

２－１ 家庭における省エネの推進 ............................................. 67 

２－２ 省エネ性能の高い住宅・電化製品の普及 ................................. 67 

２－３ 家庭における創エネの推進 ............................................. 68 

３ 運輸部門に関連する取組 ..................................................... 69 

３－１ エコカーの普及 ....................................................... 69 

３－２ 自転車利用の促進 ..................................................... 69 

３－３ 公共交通機関等の確保 ................................................. 70 

４ 廃棄物部門に関連する取組 ................................................... 71 

４－１ 生ごみ等有機廃棄物の活用 ............................................. 71 

５ 吸収源対策に関連する取組 ................................................... 72 

５－１ 森林の適切な管理と木材利用 ........................................... 72 

６ 部門横断的な取組 ........................................................... 73 

６－１ 情報提供及び主体間連携の強化 ......................................... 73 

６－２ 温暖化に係る教育の充実 ............................................... 74 

６－３ バイオマスの活用・地域循環型農業の推進 ............................... 75 

第３節 施策導入のロードマップ ................................................... 76 

第４節 小川町ゼロカーボンシティの推進 ........................................... 77 

１ 循環型社会の構築 ........................................................... 77 

２ 再生可能エネルギーの導入 ................................................... 77 

３ 森林等の吸収源対策 ......................................................... 77 

 

第６章 重点プロジェクト ～スマートシティへの展開～ ............................... 79 

重点プロジェクト１：再生可能エネルギー活用プロジェクト ....................... 80 

重点プロジェクト２：低炭素ライフプロジェクト ................................. 82 

重点プロジェクト３：多様な移動手段のあるまちプロジェクト ..................... 83 

 



 

第７章 計画の推進及び進行管理 ..................................................... 84 

１ 計画推進に向けた各主体の役割 ................................................. 84 

２ 進行管理の方法 ............................................................... 85 

３ 進行管理の体制 ............................................................... 86 

 

資料編 ............................................................................. 87 

資料 １ 第２次小川町環境基本計画策定の経緯 ....................................... 87 

資料 ２ 第２次小川町環境基本計画について（諮問） ................................. 88 

資料 ３ 第２次小川町環境基本計画について（答申） ................................. 89 

資料 ４ 小川町環境審議会委員名簿 ................................................. 90 

資料 ５ 関連指標 ................................................................. 91 

資料 ６ 温室効果ガス排出量の推計方法等 ........................................... 93 

資料 ７ 小川町における排出削減量の目安 ........................................... 95 

資料 ８ 町民アンケート調査結果 ................................................... 96 

資料 ９ 小川町環境保全条例 ...................................................... 104 

資料 10 カーボンニュートラル・シミュレーター ver.1-2 ........................... 119 

資料 11 「ゼロカーボンアクション３０」アクションリスト .......................... 124 

資料 12 用語解説 ................................................................ 129 

 

 



 

 

 



 
 第１章 計画の基本的事項  

1 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

（１）国等における動向 

地球温暖化対策や生物多様性の保全など、世界的な環境課題に対して求められる対応はめ

まぐるしく変化しています。 

本計画がスタートする直前に、国連において令和 12（2030）年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。各自治体

においても積極的な取組が推進されています。 

地球温暖化対策については、令和３（2021）年 10月に国の「地球温暖化対策計画」が改

定され、令和 32（2050）年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を推進することとさ

れています。 

生物多様性については、その保全と持続可能な利用を目指す生物多様性条約に基づいた取

組を推進しています。 

このように、世界的な動向や国における取組、更には埼玉県の取組等をふまえ、本計画を

推進していくことが求められます。 

 

 

■国等における動向 

・平成 27（2015）年 9月 

・平成 29（2017）年 3月 

・平成 30（2018）年 4月 

・令和 2（2020）年 3月 

・令和 2（2020）年 3月 

・令和 2（2020）年 6月 

・令和 2（2020）年 12月 

・令和 3（2021）年 6月 

・令和 3（2021）年 8月 

・令和 3（2021）年 10月 

・令和 3（2021）年 10月 

・令和 3（2021）年 10月 

・令和 3（2021）年 10月 

 

・令和 3（2021）年 11月 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）採択 

埼玉県環境基本計画（平成 29（2017）年３月見直し） 

第五次環境基本計画 

新型コロナウイルス感染症の拡大によるパンデミックをＷＨＯが宣言 

埼玉県地球温暖化対策実行計画（第 2期）（区域施策編） 

気候危機宣言 

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」成立・公布 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第６次評価報告書 

地球温暖化対策計画改定 

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略改定 

エネルギー基本計画改定 

ＣＢＤ－ＣＯＰ１５（生物多様性条約第 15回締約国会合、 

オンライン開催） ※令和 4（2022）年５月に対面で開催予定 

ＣＯＰ２６（気候変動枠組条約第 26回締約国会議） 
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（２）計画の策定 

本町では平成 28（2016）年９月に環境にかかる総合的な取組をまとめた「第 2次小川町環

境基本計画」を策定し、これまで同計画に基づき、総合的かつ計画的な環境の保全及び創造

に関する施策を推進してきました。 

第２次小川町環境基本計画（平成 28（2016）～令和 8（2026）年度）は、中間年の令和３

（2021）年度に見直しを行うこととしています。 

見直しに当たっては、第２次小川町環境基本計画策定以降の取組状況を点検・評価すると

ともに、地球温暖化を始めとする環境関連の動向を踏まえつつ改定を進める必要があります。 

また、町民や事業者との協働のもと、環境の保全や創出に関する施策を総合的かつ計画的

に推進する必要があります。 

一方、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という。）に

基づく「小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」（平成 26（2014）～令和７（2025）

年度）についても、環境基本計画同様に中間見直しの時期を迎えていることから、環境基本

計画と一体的に策定します。 

平成 26（2014）年 11 月にユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙の手漉和紙技術をは

じめ、さまざまな文化を育んだ本町の豊かな自然や風土が今日まで引き継がれており、これ

らを適切に保全していくことが求められます。 

さらに、脱炭素社会の実現に向け、令和３（2021）年２月に「小川町ゼロカーボンシティ

宣言」を表明しました。 

これらの背景を踏まえ、令和４（2022）年度以降、更なる本町の良好な環境を形成してい

くため、「第２次小川町環境基本計画」を改定します。 

なお、改定に当たっては、町民の意向を計画に反映するため、令和３（2021）年７月に

「環境に関するアンケート調査」を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙元山見晴らしの丘公園から望む小川盆地  
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２ 計画の位置付け 
 

小川町環境基本計画は、小川町環境保全条例に基づき策定するものです。また、小川町地

球温暖化対策実行計画（区域・施策編）は、地球温暖化対策推進法に基づいて策定します。 

なお、本計画は、小川町総合振興計画を環境面から実現するための計画でもあり、町の

様々な計画との連携を図りながら、推進していくものです。 

計画の策定及び推進に当たっては、国や県の計画等と整合を図ります。 

 

■国や県計画との関連 

 国  ：環境基本法、環境基本計画（平成 30（2018）年度～） 

     地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策計画（令和 3（2021）年 10月） 

     ＳＤＧｓ未来都市構想の展開 

 埼玉県：埼玉県環境基本条例、環境基本計画（令和 3（2021）年度改定中） 

     埼玉県地球温暖化対策推進条例、地球温暖化対策実行計画（第２期）（区域施策編） 

     （令和 2（2020）～令和 12（2030）年） 

 

 

 小川町：小川町環境保全条例、小川町環境基本計画（令和 3（2021）年度策定） 

     関連計画（国土強靱化地域計画、都市計画マスタープラン、生涯学習推進計画、 

     まち・ひと・しごと創生総合戦略等） 

 

■計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国】 

環境基本計画 

地球温暖化対策計画 

など 

【埼玉県】 

環境基本計画 

地球温暖化対策実行計画 

など 

小川町第５次総合振興計画 

第
２
次
小
川
町
環
境
基
本
計
画
・ 

小
川
町
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画 

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画 

（
小
川
地
区
衛
生
組
合
） 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

生
涯
学
習
推
進
計
画 

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略 

 

な
ど 

【社会経済環境】 

持続可能な開発目標(SDGs) 

地球温暖化・気候変動 

生物多様性 など 

小川町国土強靱化

地域計画 
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■小川町環境保全条例（抜粋） 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来にわたって町民が豊かな自然環境の恵沢を享

受するとともに、安全で健康かつ文化的な生活を維持することができるよう推進されなけ

ればならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な

循環型社会が構築されるよう推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることにかんがみ、

日常生活及び事業活動において、地域の環境はもとより地球環境にも配慮した自発的な取

組により推進されなければならない。 

４ 環境の保全及び創造は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなければ

ならない。 

 

（環境基本計画） 

第１４条 町長は、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、

環境の保全及び創造に関する基本的な計画(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。 

 ⑴ 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

 ⑵ その他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 

 

 ※小川町環境保全条例の全文は、資料編参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        町の花「福寿草」 

 

 

 

 

 

 

                             オオムラサキ（オス）  
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３ 計画の期間 
 

計画の目標年度は、環境基本計画の目標年度である令和８（2026）年度とし、地球温暖化

対策実行計画の目標年度を環境基本計画に合わせることとします。 

本計画の計画期間は、令和４（2022）年度～令和８（2026）年度とします。 

 

■計画の期間 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

総合振興計画 
             

環境基本計画 

             

地球温暖化 

対策実行計画 

             

 

 

４ 計画の推進主体 
 

計画推進の主体は、町民、事業者、町（行政）です。三者の連携・協働により、計画を推

進します。 

 

 

 

 

 

  

（中間見直し） 

（中間見直し） 

町 民 
・環境配慮行動の実践 
・環境活動に参画 

・環境政策立案への参画 

 連携・協働 
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５ 対象とする環境要素等 

（１）対象とする環境要素 

区分 内容 

自然環境の保全 
〇みどりや水辺などの自然の保全や、そこに生息・生育する生き

ものの保全に関する事項とします。 

生活環境の保全 
〇大気、水質、騒音等の日常生活や事業活動における公害等に関

する事項とします。 

まちづくりにおける環境

配慮 

〇景観づくりや美化、コミュニティ空間の形成など快適でうるお

いのある都市の形成に関する事項とします。 

地球環境問題への対策 

〇地球温暖化対策や循環型社会の形成に向けた、日常生活、事業

活動における身近な環境配慮や意識の醸成、地球規模の環境問

題に関する事項とします。 

 

（２）対象とする温室効果ガス 

区分 内容 

エネルギー起源ＣＯ２ 

○産業部門（製造業、建設・鉱業、農林水産業） 

○その他業務部門 

○家庭部門 

○運輸部門（旅客乗用車、貨物自動車、鉄道） 

非エネルギー起源ＣＯ２ ○廃棄物部門（焼却処理に伴う排出） 

 

（３）森林によるＣＯ２吸収 

区分 内容 

森林（山林、里山） 

〇植林や適切な間伐、造林等を通じた健全な森林の整備 

〇効率的かつ安定的な林業経営体の育成に向けた取組 

〇町民参加の森林づくり 

〇木材及び木質バイオマスの利用 

 

※（１）の４項目は、環境基本計画の現状分析、基本目標につながります。なお、４つ目の

項目「地球環境問題への対策」に（２）対象とする温室効果ガスと（３）森林による CO2

吸収は、含まれます。（２）と（３）は、地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）に該

当する項目であり、第５章につながるものです。 

※第２章の小川町の環境の現状と課題、第 4 章の三者協働の取組は、環境基本計画の４項目

に対応して整理しています。 
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６ ＳＤＧｓへの取組 
 

平成 27（2015)年９月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」の中核を成すＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development 

Goals）は、17のゴール（下図の「17の国際目標」のこと。）と、ゴールごとに具体的な目

標を掲げた 169のターゲットで構成されており、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を

不可分なものとして統合的に解決することを目指した、先進国を含む国際社会共通の目標で

す。 

ＳＤＧｓについては、日本においても、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」（令

和元（2019）年改定）が策定され、持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない社会の実現

に向けて取り組むこととしており、地方自治体にも各種計画などにＳＤＧｓの要素を最大限

反映し、取組を推進することが奨励されています。 

 

本町では、ＣＯ２とエネルギーコストの削減などを目的として、平成 26（2014）年度に

「小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」を策定、その推進を図ってきました。 

また、本町は豊かな自然環境に恵まれた中で発展してきたまちであり、ゴール 15の「陸

の豊かさも守ろう」やゴール 11の「住み続けられるまちづくりを」をはじめとして、各ゴ

ールとも重要な取組目標となります。この自然環境を生かした取組の一つにつながる有機農

業が盛んであり、多くの農家により実践されています。 
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■ＳＤＧｓウエディングケーキモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＤＧｓは 17の目標と 169のターゲットから構成されますが、これらの目標の相互の関

係性を示すものとしてＳＤＧｓウエディングケーキモデルがあります。 

同モデルは、ＳＤＧｓの目標 17をケーキの頂点として、その下にある 3つの階層「経済

圏」「社会圏」「生物圏」によって構成されています。この３つの階層の並び方はそれぞれ意

味があり、「経済」の発展は生活や教育などの社会条件によって成り立ち、「社会圏」は下層

の「生物圏」、つまりは人々が生活するために必要な自然の環境によって支えられているこ

とを表しています。 

 

出典：農林水産省 
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■ＳＤＧｓ17のゴール 

ゴール 目標 ゴール 目標 

 

①貧困 
あらゆる場所のあらゆる形態の
貧困を終わらせる 

 

⑩不平等 
各国内及び各国間の不平等を是
正する 

 

②飢餓 
飢餓を終わらせ、食糧安全保障
及び栄養改善を実現し、持続可
能な農業を促進する 

 

⑪都市 
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
人間居住を実現する 

 

③保健 
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 

 

⑫生産・消費 
持続可能な生産消費形態を確保
する 

 

④教育 
すべての人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 

 

⑬気候変動 
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 

 

⑤ジェンダー 
ジェンダー平等を達成し、すべ
ての女性及び女児の能力強化を
行う 

 

⑭海洋資源 
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 

 

⑥水・衛生 
すべての人々の水と衛生の利用
可能性と持続可能な管理を確保
する 

 

⑮陸上資源 
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 

 

⑦エネルギー 
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 

 

⑯平和 
持続可能な開発のための平和で
包摂的な社会を促進し、すべて
の人々に司法へのアクセスを提
供し、あらゆるレベルにおいて
効果的で説明責任のある包摂的
な制度を構築する 

 

⑧成長・雇用 
包摂的かつ持続可能な経済成長
及びすべての人々の完全かつ生
産的雇用と働きがいのある人間
らしい雇用（ディーセント・ワ
ーク）を促進する 

 

⑰実施手段 
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 

 

⑨イノベーション 
強靭（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 

 
出典：国際連合広報センター、外務省 
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第２章 小川町の環境の現状と課題 

１ 自然環境 

（１）地形・水系 

本町は、関東平野が秩父山地の山並みに接する位置にあり、山地、丘陵地、低地により構

成される変化に富んだ地形となっています。 

南西部には、笠山（842ｍ）、堂平山（875.8ｍ）を頂点とする 500～600ｍの山々がそび

え、町域南の境界となる尾根が東南端の仙元山（298ｍ）まで続いています。北西部から北

部にかけては官ノ倉山、金勝山、富士山など、標高 200～300ｍの山々がみられ、その周囲

に丘陵が広がっています。 

主な河川としては、笠山、堂平山を源流とし、町域を蛇行し流れる槻川、金勝山の麓から

流れて槻川に合流する兜川、寄居町の丘陵地を源流として町の北東の境界を流れる市野川が

あります。 

これらの河川とその支流により谷、低地が入り組んだ地形がつくられ、町のほぼ中央、槻

川・兜川合流部の平坦地は、山々に囲まれた盆地となり市街地が形成されています。 

山に囲まれ町が形成されている本町は、みどり豊かな山々の眺望景観に恵まれており、ア

ンケート調査においても、山の景観や山からの眺望を残したいという意見が多く見られまし

た。 
※アンケート調査結果については、「環境に関するアンケート調査報告書」（令和３年７月実施、小川町）参

照（以下同様） 

（２）植生 

本町の植生区分は、大部分はヤブツバキクラス域（常緑広葉樹林帯）、南西部の高標高帯

の一部のみブナクラス域（落葉広葉樹林帯）に区分されますが、永年の人為的な影響によ

り、自然植生はほとんど残されていない状況にあります。 

町域の多くを占める山地・丘陵部には山林が大きく広がり、西部山地部の大部分はスギ・

ヒノキ・サワラ植林で構成されています。東部丘陵はクリ―コナラ林を主体として、所々に

スギ・ヒノキ・サワラ植林、アラカシ群落などが分布しています。平地に面した山地・丘陵

の麓には森林と畑や雑草の群落が混在し、川沿いの低地部の水田雑草群落とともに田園環境

を形成しています。 

特徴的な植生としては、堂平山周辺のミズナラ林（フクオウソウ―ミズナラ群落）、カシ

ワ林（アカメガシワ―カラスザンショウ群落）があり、二次的自然（里山生態系）を留める

重要な植生として位置付けられます。 

また、金勝山周辺には、ヤブツバキクラス域に多い自然植生である、アラカシ群落がみら

れます。 

本町には、原生的な自然はほとんど残されていないものの、里山的な自然には恵まれてい

るといえ、アンケート調査においても「残したい環境」の設問に対しては、雑木林にみられ

るカタクリ、里の風景を彩るサクラやヒガンバナなどを残したいとする意見が多く挙げられ

ました。  
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■小川町の植生及び水系 

 
資料：自然環境保全基礎調査 植生図（環境省）  

21  アラカシ群落 

44  クリ―コナラ群集 

45  クヌギ―コナラ群集 

102 アカマツ群落（V11） 

48  ヤマツツジ―アカマツ群集 

56  伐採跡地群落（V11） 

62  オギ群集 

66  シグ・ヒノキ・サワラ植林 

67  アカマツ植林 

71  その他植林 

73  モウソウチク林 

 

29 アカマツ群落（V） 

23 フクオウアオウーミズナラ群集 

38 伐採跡地群落（V） 

40 アラカシ群落 

44 イロハモミジ―ケヤキ群集 

49 クリ―コナラ群集 

52 アカメガシワ―カラスザンショウ群落 

53 ヤマツツジ―アカマツ群集 

54 低木群落 

56 ススキ群団（V11） 

59 伐採跡地群落（V11） 

69 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

73 カラマツ植林 

79 竹林 

 

h ゴルフ場・芝地 

f 路傍・空地雑草群落 

c 放棄畑雑草群落 

e 果樹園 

a 畑雑草群落 

b 水田雑草群落 

d 放棄水田雑草群落 

 

主な水系 
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（３）動物 

本町は、森林に覆われた山地・丘陵、その麓の畑、川沿いの水田など、多様な地形・植生

が複雑に入り組んだ環境が形成されており、様々な動物の生息の基盤となっています。 

文献によれば、下表のような動物相が確認され、本来、山地性の生きものと、平地性の生

きものが混生する豊かな生態系に恵まれていたことがわかります。最近、サシバ、ミゾゴ

イ、ハチクマ、ホトケドジョウ等の希少動物の存在も確認されました。それらは里山の生物

多様性の豊かさを示しています。 

しかしながら、アンケート調査では、ホタル、クワガタ、カブトムシ、サワガニなど、清

流や雑木林に生息する生物がみられなくなったとの意見も多く、開発等により身近に生きも

のとふれあえる環境が減少した状況がうかがえます。 

 

■文献に基づく小川町の動物相 

区分 動物相 

ほ乳類 
ニホンリス、ムササビ、ニホンテン、ニホンイノシシなどが低山・丘陵地に生息し、谷

津ではカヤネズミがみられる。 

鳥類 
主に平地から低山に掛けて生息する鳥がみられ、特に森林の多い環境のため森林に生息

する鳥が多い。これに対し、水辺の鳥、特にシギ・チドリ類やカモの種類は少ない。 

は虫類・両生類 

渓流に生息するハコネサンショウウオやナガレタゴガエル、丘陵性のトウキョウサンシ

ョウウオが生息し、山地性のヤマアカガエルと平地性のニホンアカガエルが混生するな

ど、山地と平地の中間にある小川町の特徴を示している。 

魚類 
コイ科、アユ科、ドジョウ科等の魚がみられ、山間や丘陵地の細流には良好な環境が保

たれ、希少魚類の生息域もみられる。 

昆

虫

類 

ハチ目 
県内市町村単位で最多の種が確認されており、小川町のみで採集されているものも少な

からずみられる。 

ハエ目 山地性・森林性のものは多いが、平地の草地でよくみられるものは少ない。 

甲虫目 南方性のものも北方性のものも生息し、平地から山地にかけて生息する種が多い。 

チョウ目 

チョウは、県東部の低平地と比較するとシジミチョウ科やタテハチョウ科のものが多

く、また、モンキアゲハなど南方系のチョウもみられる。 

ガでは、県下で小川町でのみ確認されるオオシロテンクチバやゴマフヒゲナガ等や、本

県が分布の北限と考えられるミドリガ等、特色あるガが生息する。 

バッタ目 主にキリギリス科、コオロギ科が多い。 

カメムシ目 
県内市町村単位で群を抜いて最多の種が確認される。小川町のみで採集されているもの

も少なからずみられる。 

トンボ目 

流水環境が多様であるため、河川の状況によって棲み分けているサナエトンボ類が多種

みられること、山間部の冷暗な渓流を好むムカシトンボが低標高の地に生息しているこ

とが専門的見地から注目される。 

その他 
ガロアムシが 200ｍ以下の地に生息すること、エゾハサミムシが確認されることが、専門

的見地から注目される。 

多足類 
山地性のヤスデが多く、また現在県下で２か所目の産地となる希少種が７種得られてい

る。 

甲殻類 
サワガニが食用に採取されていることから減少していると考えられ、帰化動物であるア

メリカザリガニも生息する。 

貝類 石灰岩地域において多くの陸産貝類が確認されている。 

資料：小川町の自然 動物編  
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２ 生活環境 

（１）大気環境 

県が設置する一般環境大気測定局（県立小川高等学校）の測定値を見ると、二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質は、毎年、環境基準を達成し、良好な状況にあるものの、光化学オキシダ

ントは、環境基準未達成の状況が続いています。 

町が実施する一般的な住環境、道路沿道での二酸化窒素の測定値を見ると、いずれも環境

基準値以下で推移しています。 

なお、光化学オキシダントは、工場や自動車などから排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）や

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に太陽の紫外線が作用して生成する酸化性物質であり、県で

は、全測定局において環境基準未達成の状況が続き、全県的な課題となっています。 

 

■一般環境大気観測局（小川高等学校）の大気環境 

測定年度 

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 

年
平
均
値 

日
平
均
値
の
年

間
98

％
値 

環
境
基
準
の 

適
否 

年
平
均
値 

日

平

均

値

の

２
％
値 

環
境
基
準
の 

適
否 

昼
間
１
時
間
値

の
年
平
均
値 

昼
間
１
時
間
値

の
最
高
値 

環
境
基
準
の 

適
否 

(ppm) (ppm) 
適：〇 

否：× 
(mg/㎥) (mg/㎥) 

適：〇 

否：× 
(ppm) (ppm) 

適：〇 

否：× 

Ｈ23 0.008 0.018 ○ 0.020 0.047 ○ 0.033 0.155 × 

Ｈ24 0.008 0.019 ○ 0.018 0.044 ○ 0.036 0.131 × 

Ｈ25 0.008 0.020 ○ 0.021 0.050 ○ 0.037 0.167 × 

Ｈ26 0.008 0.016 ○ 0.020 0.053 ○ 0.037 0.151 × 

Ｈ27 0.008 0.017 ○ 0.017 0.039 ○ 0.034 0.136 × 

Ｈ28 0.007 0.015 ○ 0.014 0.037 ○ 0.034 0.133 × 

Ｈ29 0.007 0.016 ○ 0.014 0.032 ○ 0.035 0.149 × 

Ｈ30 0.006 0.016 ○ 0.015 0.039 ○ 0.035 0.136 × 

Ｒ1 0.005 0.012 ○ 0.013 0.039 ○ 0.033 0.119 × 

Ｒ2 0.005 0.013 ○ 0.013 0.035 ○ 0.032 0.115 × 

資料：埼玉県環境白書、埼玉県大気環境課 

 

■一般的な住環境、道路沿道での大気環境（二酸化窒素）（ppm） 

測定場所 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

①小川町役場屋上 

(一般的な住環境) 
0.022 0.006 0.016 0.015 0.008 0.014 0.021 0.012 0.009 0.007 

②小川警察署前 

(道路沿道環境) 
0.021 0.008 0.016 0.015 0.011 0.011 0.017 0.009 0.009 0.007 

環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04から 0.06までのゾーン内又はそれ以下とされています。 

※H25の①の測定場所は、小川町役場現業棟２階でした。  
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（２）水環境 

①河川の水質 

本町の主要水系をなす槻川とその支流の兜川、町の東端を流れる市野川において水質調査

が行われています。 

下水道の整備等に伴い水質改善は進みつつあります。兜川においては長年、環境基準Ｂ類

型未達成となっていました。 

なお、アンケート調査においても、町民の要望として今後も水質改善策を継続してほしい

という回答が見られます。 

 

■町内河川のＢＯＤの状況（年度平均値）（mg／ℓ） 
調査地点 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

槻 川 

① 渡戸前 1.0 0.8 1.2 0.6 0.6 0.6 0.9 0.7 0.6 0.5 

② 館川合流点下流 0.9 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 

③ 矢岸橋上流 0.8 0.8 1.0 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 

④ 萬世橋上流 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.5 0.6 

⑤ 日の出橋上流 1.4 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.3 0.8 0.8 0.6 

⑥ 柳町橋上流 1.6 1.3 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9 

兜 川 
⑦ 上八幡橋上流 2.9 3.5 5.9 3.4 2.8 1.6 1.3 1.5 1.4 0.6 

⑧ 北川橋上流 2.7 2.4 2.3 2.1 1.9 1.2 1.5 1.0 1.4 1.0 

市野川 ⑨ 新川合流地点上流 2.0 1.9 3.0 2.9 2.2 1.8 2.5 2.1 2.3 2.3 

※網掛けは、環境基準（BOD値 3.0mg／ℓ以下）超過を示します。 

資料：環境農林課 
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②生活排水対策 

本町では、公共下水道事業、農業集落排水事業、公共浄化槽事業及び合併処理浄化槽整備

事業により、生活排水処理施設の整備を進めています。 

これらの結果、単独処理浄化槽・くみ取り便槽の人口は減り、生活雑排水による水質汚濁

は徐々に改善されつつあります。 

 

■公共下水道事業・接続状況 

項目 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

整備率（％） 55.1 55.9 57.3 58.2 58.7 60.8 62.8 64.4 65.5 67.3 

区域内人口（人） 15,162 15,516 15,369 15,191 15,685 15,641 15,582 15,344 15,700 15,624 

水洗化人口（人） 11,958 12,376 12,317 12,386 12,427 12,889 12,793 12,682 12,771 12,661 

水洗化率（％） 78.9 79.8 80.1 81.5 79.2 82.4 82.1 82.7 81.3 81.0 

資料：上下水道課 

 

■農業集落排水事業接続率（％） 

項目 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

後伊 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 

奈良梨・上横田 93.8 93.3 93.9 93.9 93.9 94.5 94.5 94.5 95.0 96.7 

新川 71.9 74.3 76.1 77.9 78.9 80.0 80.6 81.3 81.9 84.0 

資料：上下水道課 

 

■合併処理浄化槽設置届出数 

項目 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

届出数（世帯） 12 24 25 12 14 15 9 8 9 18 

資料：上下水道課 
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（３）道路交通騒音 

道路交通騒音は、等価騒音レベルによる評価で行われ、測定対象時間は、原則１日（24

時間）、２時間帯（昼間及び夜間）区分となっています。 

本町では「幹線交通を担う道路に隣接する空間」として４地点で道路交通騒音の測定を行

っています。 

要請限度についてはいずれの地点でも適合していますが、夜間における竹沢公民館前と高

谷交差点付近において環境基準を超過している状況もみられます。 

 

※沿道における自動車騒音については、自動車が直近を通過するときに最も大きく、遠

ざかると次第に小さくなります。騒音の特徴としてはその繰り返しになり、騒音の種

類は変動騒音となります。 

※一般の道路では、多くの場合、夜間になると交通量が減少し、騒音は小さくなります

が、自動車専用道路やトラック輸送を担う幹線道路では、夜間になっても交通量が減

少せず、大型車の割合も増えることから、騒音は小さくならない場合があります。 

※道路の騒音については、自動車から発生する場合だけでなく、道路構造が原因となり

発生する場合もあります。例えば、トンネル坑口や高架構造物からは音が放射され、

道路の亀裂、マンホール及び高架橋のジョイント部等からは、タイヤの接触による衝

撃的な騒音や振動が発生します。 

 

■道路交通騒音測定結果 

測定場所 区分 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

①小川 

 警察署前 

昼間 63 65 64 64 64 63 64 66 66 65 

夜間 57 58 57 57 57 56 57 60 59 58 

②竹沢 

公民館前 

昼間 69 68 69 69 69 69 69 70 70 68 

夜間 66 65 66 67 66 67 67 67 67 64 

③高谷交差 

点付近 

昼間 67 69 68 68 69 68 69 69 70 69 

夜間 63 64 65 64 66 65 66 66 67 65 

④大河 

公民館前 

昼間 67 66 65 66 65 65 64 66 67 68 

夜間 60 59 59 59 58 58 57 61 61 61 

環境基準 
昼間 70 

夜間 65 

要請限度 
昼間 75 

夜間 70 

※騒音の時間区分 昼間：午前 6時～午後 10時、夜間：午後 10時～午前 6時 

※網掛けは、環境基準超過を示します。 

資料：環境農林課 
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（４）公害関連苦情 

本町に寄せられた公害関連の苦情の状況は以下のとおりとなっています。 

毎年、「野外焼却（野焼き）」「樹木や雑草の繁茂」「飼い主のいない猫や野生動物への無責

任なエサやり」に関する苦情が多くあります。 

野外焼却は原則禁止されており、無責任なエサやり、樹木や雑草の繁茂などは、ご近所ト

ラブルにも発展しかねません。「ペットの飼育や野生動物との関わり方」「土地や建物の適正

管理」については、地域住民へ最大限の配慮が必要です。 

 

■公害関連苦情対応件数 

種類 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

大気 17 14 16 11 7 12 16 10 6 15 

水質 4 8 10 4 8 13 3 0 1 2 

土壌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

騒音 3 2 1 3 0 6 2 0 0 0 

振動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

地盤沈下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

悪臭 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 

その他 2 1 0 2 0 0 19 30 18 19 

計 26 25 27 20 17 31 41 41 25 36 

※その他は、典型７公害以外（「樹木や雑草の繁茂」「飼い主のいない猫へのエサやり」など） 

資料：環境農林課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：国土交通省・法務省リーフレット「大丈夫ですか？あなたの土地」  
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３ まちづくりにおける環境配慮 

（１）みどり・森林 

本町の地目別土地利用面積（令和２（2020）年）を県平均（令和元（2018）年）と比較す

ると、田・畑の面積比は 14.2％（県は 23.4％）と低いものの、山林面積比は 47.5％で県平

均（16.7％）を大きく上回っています。町域に占める農地・山林面積は 6割を超え、恵まれ

た環境となっています。 

農地については、微減傾向で推移していますが、環境に配慮した生産方法でもある有機農

業への取組が他地域に比べて先進的といえます。 

森林については、町の半分近くを占めており、ＣＯ２の吸収源として重要な役割を担って

います。 

森林環境譲与税については、令和元（2019）年度は、森林管理経営事業及び森林環境基金

積立事業に活用しています。 

 

■地目別土地利用面積（㎢） 
地目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

田 3.46 3.42 3.41 3.40 3.39 3.37 3.35 3.34 3.33 

畑 5.32 5.30 5.28 5.30 5.29 5.27 5.26 5.25 5.27 

宅地 5.77 5.82 5.86 5.88 5.88 5.92 5.95 5.97 5.99 

池沼 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

山林 23.76 24.04 24.38 24.81 26.05 27.11 27.06 28.05 28.68 

原野 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 

雑種地 3.29 3.30 3.31 3.34 3.37 3.44 3.47 3.57 3.59 

その他 18.58 18.30 17.94 17.35 16.10 14.98 15.01 13.92 13.24 

総面積 60.45 60.45 60.45 60.36 60.36 60.36 60.36 60.36 60.36 

※町では地籍調査を進めており、山林等の面積が増えることがあります。 

資料：税務課 

 

■地目別土地利用面積構成比（％） 
地目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

田 5.72 5.66 5.64 5.63 5.62 5.58 5.55 5.53 5.52 

畑 8.80 8.77 8.73 8.78 8.76 8.73 8.71 8.70 8.73 

宅地 9.55 9.63 9.69 9.74 9.74 9.81 9.86 9.89 9.92 

池沼 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

山林 39.31 39.77 40.33 41.10 43.16 44.91 44.83 46.47 47.51 

原野 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.38 0.38 

雑種地 5.44 5.46 5.48 5.53 5.58 5.70 5.75 5.91 5.95 

その他 30.74 30.27 29.68 28.74 26.67 24.82 24.87 23.06 21.94 

総面積 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

資料：税務課 

 

都市公園の整備状況をみると、本町には町営の都市公園が 44箇所、10.20ha整備されて

おり、また、都市公園とは別に、仙元山中腹の自然を生かした仙元山見晴らしの丘公園が整

備されています。 

都市公園の１人当たり公園面積は 3.40㎡／人となっており、県平均値 4.70㎡／人（市町

村営のみ）よりも低い水準となっています。 
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アンケート調査においても、「みどりの豊かさ」の評価は高くなっていますが、「公共の広

場、公園」は評価が低く、山林等のみどりには恵まれるものの、公園等の整備が不足してい

る状況がうかがえます。 

 

■都市公園整備状況（平成 30年度末） 
項目 

 区分 
都市計画区域
人口（千人） 

区分 箇所数 面積（ha） 
一人当たり公園
面積（㎡/人） 

小川町 30 町営 44 10.20 3.40 

埼玉県 7,235 
合計 5,318 5,098.43 6.96 

市町村営 5,285 3,439.89 4.70 

資料：市町村別都市公園整備状況（埼玉県） 

 

（２）水辺 

本町は山地から流れる清らかで豊富な水の河川・水路に恵まれ、これらの川沿いにまちが

発展してきました。これらの河川・水路は紙漉きや酒造りなどの地場産業の礎となるほか、

かつては家事に日常的に用いられ、子供たちの遊び場となるなど、生活の一部として親しま

れてきました。 

その後、経済成長に伴い事業所や家庭からの排水により水質が悪化するとともに、水害対

策のため河川改修や護岸整備が進むなど、川の自然本来の姿は徐々に失われ、町民の暮らし

との関わりも大きく変わってきました。 

近年では、下水道の普及等により水質が改善されつつあるほか、多自然型護岸など、自然

や親水性に配慮した河川整備なども進められています。 

 

（３）歴史・文化 

本町は江戸・川越と秩父を結ぶ秩父往還と八王子と上州を結ぶ八王子往還の交わる交通の

要所にあって、一・六の日に市が立ち、市場町・宿場町として発達してきました。和紙をは

じめ清酒、絹織物、建具などの伝統産業が栄え、その産業形態や外秩父の山々に囲まれた盆

地地形、歴史的な風情をとどめる建物が多く残ることなどから「武蔵の小京都」と呼ばれて

います。 

町内には、国の重要無形文化財に指定された細川紙、国指定重要文化財の吉田家住宅、大

聖寺の六面幢、国指定史跡の下里・青山板碑製作遺跡、県指定史跡の腰越城跡、町指定史跡

の鎌倉街道上道(かみつみち)跡など数多くの文化財が残されています。 

特に小川町・東秩父村に伝承されてきた細川紙は、平成 26（2014）年 11月に島根県浜田

市の石州半紙、岐阜県美濃市の本美濃紙とともに「和紙：日本の手漉和紙技術」としてユネ

スコ無形文化遺産に登録され、本町を代表する文化・観光資源となっています。 

また、小川和紙をはじめ埼玉県内の伝統工芸産業の振興を目的とした道の駅おがわまち

（埼玉伝統工芸会館）や和紙体験学習センターがあり、紙漉き体験や技術継承が行われてい

ます。今後、これら施設を拠点として、伝統文化の継承と和紙の普及活動等の拡大が期待さ

れます。 
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４ 地球環境問題 

（１）廃棄物 

①ごみ排出状況 

本町では、ごみ・資源物を、「もえるごみ」「資源物（缶類・びん類）」「資源プラスチッ

ク」「古紙類（古着を含む）」「牛乳パック・廃食用油」「粗大ごみ」に分別し、収集・処理し

ています。 

ごみの排出状況をみると、総排出量は年々減少する傾向となっていますが、これは人口の

減少によるものと考えられます。しかし、令和元（2019）年以降微増に転じています。 

１人１日当たりの排出量をみると、国・県平均値よりも低く推移しており、比較的ごみの

減量化の進んだ自治体といえますが、近年、国・県の１人１日当たり排出量は横ばい傾向に

あるなか、本町は微増傾向となっています。また、中でもごみ排出の約７割を占める可燃ご

みは、総量としては減量しているものの、1人 1日当たりごみ排出量は過去よりも増加する

など、ごみの減量が停滞する状況が続いており、分別を徹底し、混入するプラスチックごみ

の削減や雑がみの資源化など、減量化策の強化に努めていく必要があります。 

 

■ごみ排出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集団回収は除く（令和 2年度は暫定値） 

資料：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 
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■１人１日当たり総排出量 

 
 

■１人１日当たり可燃ごみ排出量 

 
※集団回収は除く（令和 2年度は暫定値） 

資料：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川地区衛生組合「ごみ焼却場」 

 （令和３年度をもって閉炉） 

 

 

 

                        小川地区衛生組合「不燃物処理場」  
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②リサイクル 

本町のリサイクルの状況をみると、リサイクル率は国・県平均より高く推移し、比較的リ

サイクルの進んだ自治体といえます。 

ただし、平成 26（2014）年度以降、リサイクル率は徐々に減少する傾向にあり、リサイ

クルに向けた意識啓発、体制の強化などに取り組んでいく必要があります。 

 

■リサイクル率の推移 

 
※リサイクル率＝（直接資源化＋中間処理後再利用量＋集団回収量）/（総排出量＋集団回収量） 

※令和 2年度は暫定値 

資料：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   プラスチック製品の設計から排出・回収・リサイクルに至るまで、 

   プラスチックのライフサイクル全般に関わる事業者・自治体・消費者の皆さまで、 

   ３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ（再生材・再生可能資源）に取り組んでいきましょう！ 

                                 出典：環境省  
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（２）温室効果ガス排出量と森林による吸収量 

 

①温室効果ガス排出量 

本町の温室効果ガス排出量は、160千ｔ－CO2近い水準で推移しています。 

ＣＯ２排出量の構成は埼玉県と比較すると、産業部門が少なく、業務部門及び運輸部門が

多いという特徴となっています。 

温室効果ガスを削減するうえでは、町が一丸となって、節電や自動車利用の抑制など、環

境負荷の低い暮らし・事業活動に取り組んでいく必要があります。 

 

■ＣＯ２排出量の推移（千ｔ－CO2） 

年度 

部門 

Ｈ22 

(2010) 

Ｈ23 

(2011) 

Ｈ24 

(2012) 

Ｈ25 

(2013) 

Ｈ26 

(2014) 

Ｈ27 

(2015) 

Ｈ28 

(2016) 

Ｈ29 

(2017) 

Ｈ30 

(2018) 

産業部門 21.5 24.7 28.6 33.6 36.2 39.2 52.4 53.9 56.3 

 製造業 18.4 20.6 25.1 29.4 33.4 35.4 49.8 51.4 53.8 

 建設業 1.2 2.3 1.5 2.5 1.3 2.3 0.7 0.7 0.7 

 鉱業 1.3 1.3 1.4 1.1 1.1 1.0 1.4 1.4 1.4 

 農林水産業 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

業務部門 18.5 19.5 20.9 21.6 19.0 17.8 16.8 16.3 15.7 

家庭部門 38.3 42.3 46.0 45.5 42.2 40.8 38.4 40.6 38.4 

運輸部門 54.1 52.2 52.0 50.9 49.2 49.0 48.2 47.3 46.3 

 自動車 53.6 51.5 51.3 50.2 48.5 48.4 47.6 46.7 45.7 

 鉄道 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 

廃棄物部門 4.2 2.0 2.6 2.4 1.7 2.8 2.1 1.1 2.1 

 一般廃棄物 1.1 1.0 1.3 1.6 0.9 1.8 1.4 0.7 1.4 

 産業廃棄物 3.0 1.0 1.3 0.8 0.8 1.0 0.7 0.3 0.7 

計 136.6 140.7 150.1 154.0 148.3 149.6 157.9 159.0 158.9 

※計算結果を四捨五入しているため、合計が合わないところがあります。 

※平成 28 年度までは「埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2016 年度」（埼玉県）によりま

す。 

※平成 29年度及び 30年度は「自治体排出量カルテ」（令和３年３月、環境省）の値を、埼玉県算出の

平成 28年度の値になるよう調整しました。（巻末の資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオディーゼル燃料車（学校給食センタートラック）  



 

24 

②森林による二酸化炭素吸収量 

森林による二酸化炭素の吸収量は、約 19.4千ｔ-CO2であり、温室効果ガスの排出量約

158ｔ-CO2（CO2換算）の約 12.3％となっています。近年、人工林の植林が減少しているこ

とから、安定的な吸収量を確保するためには計画的な伐採・植林を促進していく必要があり

ます。 

■森林のＣＯ２吸収量（ｔ－CO2／年） 
齢級 人工林 自然林 計 

1 2 0 2 

2 119 0 119 

3 250 10 260 

4 71 32 104 

5 273 0 273 

6 817 7 824 

7 1,107 97 1,204 

8 722 121 843 

9 1,206 87 1,294 

10 1,242 258 1,500 

11 1,996 655 2,652 

12 2,323 577 2,900 

13 2,095 424 2,519 

14 1,370 404 1,773 

15以上 2,609 523 3,131 

計 16,202 3,196 19,398 

※計算結果を四捨五入しているため、合計が合わないところがあります。 

※CO2吸収量（t-CO2/年）＝森林面積×森林成長量×拡大係数×(1＋地下部・地上部比) 

             ×容積密度×炭素含有率×CO2換算係数 

※森林成長量については、人工林は「スギ」と「ヒノキ」の平均を、 

自然林は「その他広葉樹」の値を使用しています。 

               資料：「埼玉県森林 CO2吸収量算定基準」（平成 31年１月） 

■森林の齢級別面積（ha） 
齢級 人工林 自然林 計 

1 1 0 1 

2 9 0 10 

3 21 1 22 

4 6 4 10 

5 24 0 24 

6 77 1 79 

7 91 16 107 

8 82 20 102 

9 148 18 166 

10 150 64 214 

11 266 232 498 

12 285 286 571 

13 257 210 467 

14 168 200 368 

15以上 320 259 579 

計 1,905 1,311 3,218 

※計算結果を四捨五入しているため、合計が合わないところがあります。 

                 資料：「小川町における森林及び木質バイオマス活用のための 

事業化計画策定業務報告書」（令和３年２月、小川町）  
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（３）小川町の温暖化対策の取組 

本町では、温暖化対策の方針「地球と人にやさしい持続可能なまちづくり」を目指し、平

成 26（2014）年３月「小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」を策定し、短期目

標として、「令和２（2020）年度までにＣＯ２排出量を平成 17（2005）年度比で 3.8％削

減」を掲げ、各部門の取組を定めるとともに、３つの重点プロジェクトを位置付け、その取

組を推進してきました。ＣＯ２排出量については、平成 30（2018）年度現在、平成 17

（2005）年度比は 6.0％減でしたが、平成 25（2013）年度比は 3.2％増となっています。 

一部の施策については、未着手のものがあったり、十分な成果を達成できていないものも

ありますが、全体としてはおおむね順調に取り組んできました。更なる削減が必要な今日の

状況から考えるとＣＯ２の排出削減については、十分な成果を得るに至っていません。これ

まで以上に削減の取組が求められています。 

なお、中間見直しに当たっては、環境基本計画と地球温暖化対策実行計画（区域・施策

編）を一体的に策定することとしました。 

 

（４）温室効果ガスの排出量推計（現状で推移したケース） 

 

１）将来推計の方法 

現状で推移したケース（温暖化対策を行わないと仮定するケース）における将来推計は、

以下の基本的な考え方（手順）に基づき行いました。（算出方法については、資料編参照） 

また、部門ごとの考え方は表のとおりです。 

 

① ＣＯ２排出量を、［活動量］×［単位活動量当たりのＣＯ２排出量］としてとらえ、実

績値（Ｈ22～Ｈ30年度）より、それぞれの傾向を把握しました。 

② 上記傾向に基づき、ＣＯ２排出量を算定しました。 

 

■部門別排出量の将来推計の考え方等 

排出部門 
活動量・CO2排出

量等 

実績値の傾向 

（H22～H30年度） 

2050年度将来推計（トレンド）の 

考え方・算定方法 

産業部門 

（製造業） ①製造品出荷額等 増加傾向 

増加傾向でしたが、令和２年度はマイナス

となりました。増減なしとし、平成 30

（2018）年度に固定します。 

 
②CO2排出量 ― 

増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定

します。 

産業部門 

(建設業･鉱業) 

①従業員数（建

設・鉱業） 
減少傾向 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、

5年で 16％減とします。 

 
②CO2排出量 ― 5年で 16％減とします。 

産業部門 

(農林水産業) 
①経営耕地面積 減少傾向 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、

5年で 12％減とします。 

 

 
②CO2排出量 ― 5年で 12％減とします。 

家庭部門 

 
①世帯数 減少傾向 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、

5年で 10％減とします。 

 
②CO2排出量 ― 5年で 10％減とします。 
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排出部門 
活動量・CO2排出

量等 

実績値の傾向 

（H22～H30年度） 

2050年度将来推計（トレンド）の 

考え方・算定方法 

業務部門 ①業務系建物の延

床面積 
横ばい傾向 増減なしとします。 

 
②CO2排出量 ― 

増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定

します。 

運輸部門 

(乗用車) 
①保有台数 減少傾向 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、

5年で 10％減とします。 

 ②CO2排出量 ― 5年で 10％減とします。 

運輸部門 

(鉄道) 
①本数 横ばい傾向 増減なしとします。 

 ②CO2排出量 ― 
増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定

します。 

廃棄物部門 

(一般廃棄物) 
①人口 減少傾向 

国立社会保障・人口問題研究所の推計値を

使用します。 

 ②CO2排出量 ― 人口動向に連動させます。 

廃棄物部門 

(産業廃棄物) 
①製造業 増加傾向 産業部門（製造業）と連動させます。 

 ②CO2排出量 ― 
増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定

します。 

 

 

２）将来推計結果 

これまでの取組状況を踏まえ、このまま推移した場合には、ＣＯ２の排出量は平成 25

（2013）年度の 154.0千 t-CO2から令和８（2026）年度は 150.0千 t-CO2になると想定さ

れ、約 2.6％の減となります。これは、人口の減少が大きく影響しています。 

カーボンニュートラル達成のためには、町が一丸となって取り組む必要があります。 

 

■温室効果ガス排出量（現状で推移すると見込んだケース）         （千 t-CO2） 
年度 

部門 
Ｈ25 
（2013） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｒ8 
（2026） 

Ｒ12 
（2030） 

Ｒ22 
（2040） 

Ｒ32 
（2050） 

産業部門 33.6 56.3 55.7 55.5 55.0 54.7 

 製造業 29.4 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 

 建設業 2.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 

 鉱業 1.1 1.4 1.0 0.9 0.6 0.5 

 農林水産業 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

業務部門 21.6 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 

家庭部門 45.5 38.4 37.2 36.6 35.2 33.8 

運輸部門 50.9 46.3 39.3 36.2 29.4 24.0 

 自動車 50.2 45.7 38.7 35.6 28.8 23.4 

 鉄道 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

廃棄物部門 2.4 2.1 2.0 1.9 1.7 1.5 

 一般廃棄物 1.6 1.4 1.4 1.3 1.0 0.8 

 産業廃棄物 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

計 154.0 158.9 150.0  145.9  137.0  129.6  

基準年度（2013 年度）と
の比較増減（％） 

 3.17 -2.61 -5.23 -11.02 -15.85 

※計算結果を四捨五入しているため、合計が合わないところがあります。 
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第３章 小川町が目指す環境像と基本目標 

１ 小川町が目指す環境像 
 

『里山文化が育んできた自然を愛する持続可能なまち おがわ』 
 

本町の自然環境は、町民のアイデンティティを形成する原風景であり、日々の暮らしにう

るおいを与える欠くことのできないものです。 

この自然環境は産業、伝統などの町民の暮らしとともに育まれてきた里山文化の象徴とも

いえます。 

例えば、平成 26（2014）年 11月にユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙の手漉和紙

技術は、本町の自然や風土が育んだ伝統文化でもあり、本町の豊かな自然の恵みのたまもの

であると言えます。本町は、日本有数の有機農業の里といわれていますが、これも自然環境

の上に成り立っています。 

一方、東日本大震災を契機としたエネルギー利用のあり方は、本町においても環境問題は

「地球規模で考えて足元から行動する」という基本的な姿勢を改めて考え直すきっかけとな

り、木質バイオマス活用の推進、住宅用太陽光発電設備設置補助などの取組を推進してきま

した。 

また、令和３（2021）年２月に「小川町ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました。 

私たちは、将来にわたり、この豊かな自然を守り、次世代にこの豊かな環境を残していく

ために、地球温暖化対策などの地球環境問題も視野に入れた、持続可能なまちをつくってい

かなければなりません。 

これらのことから、本町が目指す環境像『里山文化が育んできた自然を愛する持続可能な

まち おがわ』を継承し、この環境像の実現に向けた取組を行っていくこととします。 

 

２ 目指す環境像を実現するための基本目標（４本の柱） 

 

目指す環境像を実現するために、第１章の「５ 対象とする環境要素」に対応する、以下

の基本目標（４本の柱）を設定します。 

 

【自然環境の保全】 

町民の暮らしを育んできた豊かな自然が保全されているまちを目指します 

【生活環境の保全】 

きれいな空気と水、静かで暮らしやすい生活が送れるまちを目指します 

【まちづくりにおける環境配慮】 

美しく、快適で暮らしやすい環境のまちづくりを目指します 

【地球環境問題への対策】 

地球規模で考えて足元から行動する持続可能なまちを目指します  
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３ 温室効果ガス削減目標 

（１）削減目標設定の考え方 

削減目標は、将来のビジョンを示す＜長期目標＞、通常の計画期間として多く用いられる

10年程度の＜中期目標＞、さらに具体的に取組を実現しかつ計画期間内に適切にフィード

バックするための＜短期目標＞（本計画の目標年度）を設定します。 

基準年度については、国の基準年を参考に、平成 25（2013）年度とします。 

 

表 目標年度 

年度 考え方 

基準年度： 

 平成 25（2013）年度 
国及び埼玉県の基準年 

短期目標： 

 令和 ８（2026）年度 

本計画の対象期間 

（基準年度から 13年） 

中期目標： 

 令和 12（2030）年度 

本計画に盛り込む施策の対象期間 

（基準年度から 17年） 

長期目標： 

 令和 32（2050）年度 

政府の長期目標（2050 年においてカーボンニュートラル

を達成）を踏まえたもの（基準年度から 37年） 

 

（２）削減目標 

削減目標は平成25（2013）年度を基準に、以下のとおり設定します。 

 

    令和８（2026）年度  ２４％以上削減（県計画に合わせる。） 

 

     参考【国】 

      令和 12（2030）年度  ４６％削減 

      令和 32（2050）年度  カーボンニュートラルの実現 

 

削減目標設定においては、国のエネルギー政策も考慮する必要があります。そのため、現

時点における国の目標値に合わせる数値で削減目標を設定しました。 

地球温暖化対策計画（令和３（2021）年 10月）においては、令和 12（2030）年度の家庭

部門におけるＣＯ２削減目標を 66％としており、本町においても重点的に取り組みます。 

森林におけるＣＯ２の固定化の取組を促進するため、地元の木材を利用した建築やバイオ

マスエネルギーの活用とともに、計画的な植林や適切な間伐によるＣＯ２吸収量の最大化へ

の取組を推進します。 

    

〇 人口減少による影響 

〇 省エネ家電、電気自動車（再生可能エネルギーを活用した充填設備の整備を含む）の普及促進 

〇 再生可能エネルギーの導入促進・エネルギーの地産地消（太陽光、森林バイオマスエネルギー） 

〇 森林におけるＣＯ２の吸収源対策 

○ 地場産材を使った省エネ住宅への新築・改修の促進（ＣＯ２固定化、省エネ基準の達成） 

○ 地産地消の推進や公共交通機関の利用など、環境に配慮したライフスタイル  
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４ 計画の体系 

（１）環境基本計画（第 4 章） 

 

基本目標１ 自然環境の保全 

町民の生活とともに育まれた豊かな自然が保全されているまちを目指します 

１ 里山文化を形成する美しいみどりと清流を守ろう 1-1 豊かなみどりの保全 

      1-2 清らかな水辺の保全 

２ 多様な生きものの生息・生育空間を守ろう  2-1 多様な生きものの保全 

      2-2 自然を大切にする意識の醸成 

基本目標２ 生活環境の保全 

きれいな空気と水、静かで暮らしやすい生活が送れるまちを目指します 

３ きれいな空気や水があるまちを確保しよう  3-1 大気環境の保全 

      3-2 水質環境の保全 

４ 静かで安心して暮らせるまちを確保しよう  4-1 騒音の防止 

      4-2 その他の公害の防止 

基本目標３ まちづくりにおける環境配慮 

美しく、快適で暮らしやすいまちを目指します 

５ うるおいのあるまちなみを創出しよう  5-1 快適なまちなみの形成 

      5-2 うるおいのある公園とみどりの創出 

６ きれいで清潔なまちをつくろう   6-1 美しい景観の確保 

      6-2 ごみのない美しいまちの確保 

基本目標４ 地球環境問題への対策 

地球規模で考えて足元から行動する持続可能なまちを目指します 

７ 地球温暖化の防止に努めよう   7-1 事業活動における対策の推進 

      7-2 日常生活における対策の推進 

      7-3 移動手段における対策の推進 

      7-4 廃棄物対策の推進 

８ 持続可能な社会をつくるためにみんなで行動しよう 8-1 情報提供・共有の推進 

      8-2 環境教育・学習の推進 

      8-3 あらゆる主体の環境配慮行動の促進 
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（２）地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）（第 5 章） 

 

 

１ 産業・業務部門に関連する取組  1-1 工場・事務所等における省エネの推進 

      1-2 工場・事務所等における創エネの推進 

２ 家庭部門に関連する取組   2-1 家庭における省エネの推進 

      2-2 省エネ性能の高い住宅・家電製品の普及 

      2-3 家庭における創エネの推進 

３ 運輸部門に関連する取組   3-1 エコカーの普及 

      3-2 自転車利用の促進 

      3-3 公共交通機関等の確保 

４ 廃棄物部門に関連する取組  4-1 生ごみ等の有機廃棄物の活用 

５ 吸収源対策に関連する取組  5-1 森林の適切な管理と木材利用 

６ 部門横断的な取組   6-1 情報提供及び主体間連携の強化 

      6-2 温暖化に係る教育の充実 

      6-3 バイオマスの活用・地域循環型農業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

       太陽光発電パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ソーラー街灯
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第４章 三者協働の取組 

基本目標１ 自然環境の保全 

町民の生活とともに育まれた豊かな自然が保全されているまちを目指します 

１ 里山文化を形成する美しいみどりと清流を守ろう 

１－１ 豊かなみどりの保全 
 

 

（１）町の取組 

【普及啓発】 森林や里山、農地の多様な機能や大切さについて理解を深めるため、広報紙

やパンフレット等による周知などにより普及啓発を図ります。 

【町民活動】 里山づくりをはじめとする豊かな自然環境の保全・創出にむけた団体活動な

ど町民の自主的かつ多様な運動を支援します。特に、行政区等による活動は、コミュニ

ティづくりにつながるものとして、支援します。 

【里山の保全活用】 本町の原風景である里地里山の環境は、貴重な自然環境として町民と

ともに保全に努めます。また、人と自然のふれあいの場・交流の場として活用します。

さらに、里地里山の環境を活用したグリーンツーリズムの条件を整備するなどして、地

域の経済的・社会的活性化を図ります。 

【森林整備・森づくり】 健全な育成林の整備をはじめとして、保全管理が必要な森林の重

点整備及び町民参加の森づくりを、森林組合等とともに推進します。 

【森林の多面的な機能の維持】 森林については、林産物の供給、町土の保全、水資源のか

ん養、大気の浄化等の多面的機能を総合的に発揮する持続可能な森林経営の確立に向け

て、森林組合等とともに多様で健全な森林の整備と保全を図ります。 

【森林の土地利用】 太陽光パネルの設置など森林の利用転換については、動植物などの生

態系の保全やみどりの景観の保全、災害の防止など、公益的機能に十分配慮し、周辺の

土地利用との調和を図ります。 

【太陽光発電事業の適正実施】 太陽光発電事業の適正化を図るため、太陽光発電設備の設

置等に関する基準や手続を条例に定め、生活環境の保全及び町民生活の安全の確保を目

指します。 

【二酸化炭素の森林への吸収】 地元の木材利用を促進し、住宅や公共施設等の建築資材と

して二酸化炭素を固定するとともに、計画的な植林を行い、地球温暖化防止に努めます。 

【森林管理道の整備】 環境保全に留意しながら、森林管理のための森林管理道の整備を図

ります。 

【森林の活用】 森林について、森林ボランティア活動、企業の森、森林環境教育などとし

ての活用を促進します。 
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【森林の公益的機能の維持・増進】 小川町森林整備計画に基づいて、森林の有する公益的

機能を維持・増進するための区域を定め、その保全を図るとともに、新規就業支援など

により、林業の振興を図ります。 

【森林ボランティア制度の検討】 山仕事に関心のある町内外の住民がボランティアとして

本町の森林に関わっていけるような仕組みづくりを検討します。 

【地産地消の推進】 地元産の農産物や農産物加工品、特産品について、消費拡大や学校給

食への利用促進など、地産地消を推進します。また、イベントの開催による地元産の農

産物等への理解促進を図ります。 

【農業体験の機会拡大】 田植えや収穫など農業体験の機会を増やし、町民と農業者との交

流の場を創出します。 

【有機農業等の普及】 有機栽培や農薬の低減、循環型農業など、環境に配慮した農業の推

進に努めます。 

【市民農園の普及】 農業とのふれあいを楽しみたい人が農地（農園の一区画）を借りて耕

作を行う仕組みとして、「市民農園」の制度を検討します。 

【耕作放棄地の利用促進】 耕作放棄地については、耕作の拡大を希望する意欲ある農業者

等と連携し、利用促進を図ります。 

【自然環境等と調和ある開発】 一定規模以上の開発などの行為においては、小川町環境保

全条例や開発指導要綱等関係法令の遵守に加えて地域住民との合意形成のあり方を検討

し、自然的な環境と生活環境の調和を図ります。 

【地元木材の活用】 住宅（民間）の新築、増改築に当たっては、地元の木材の活用を促進

します。また、公共施設の増改築等においても、地元の木材の利用に努めます。 

【森林の適切な管理】 森林所有者に対し、適切な維持管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業（地元木材の活用）  
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（２）町民の取組 

【自然の保全】 町内の貴重な野生生物などをみだりに採取しないようにし、町の貴重な自

然の保全に努めます。 

【自宅の緑化】 庭やベランダなどに木や芝生、鉢植えを配置し、自宅の緑化に努めます。 

【自然とのふれあい】 休日には本町周辺の自然散策などに出かけ、自然を身近に感じる機

会を持ちます。 

【自然環境への関心】 自然観察会や勉強会、農業体験などに参加し、自然や農業に対する

理解や関心を深めます。また、自宅の周辺に生息する植物など、身近にある自然環境に

関心を高めます。 

【自主的管理】 地域住民と協力しながら、山林や屋敷林、社寺林等を適切に管理します。 

【地産地消】 地元農家と食卓を結び、健康的な食生活や環境保全にもつながる地産地消を

積極的に取り入れます。 

【里山ボランティア】 里山管理などのボランティア活動を積極的に行います。 

【地元木材の活用】 家の新築、増改築に当たっては、地元の木材を積極的に採用します。 

 

（３）事業者の取組 

【自然の保全】 町内の貴重な自然の保全に努めます。 

【自然環境への配慮】 事業に当たっては、周辺環境への影響に配慮します。 

【敷地内緑化】 事業所内の敷地には芝生や植栽などを配置し、緑化に努めます。 

【環境保全活動への参加】 地域住民や町と連携し、生きものの観察や自然学習会などへの

積極的な参加や協力、支援を行い、地域の環境保全活動に努めます。 

【地産地消】 地産地消促進のため、店頭販売においては地元産の農作物を優先的に仕入れ、

また、社員食堂などでも積極的に取り入れます。 

【里山ボランティア】 里山管理などのボランティア活動への積極的な参加や、協力、支援

を行います。 

【地元木材の活用】 建物の建設や増改築に当たっては、地元の木材を積極的に採用します。 

【農業体験】 田植えや収穫など町民が農業体験できるような機会を増やします。 

【有機農業等の普及】 有機栽培や農薬の低減、循環型農業など環境に配慮した農業を進め

ます。 
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１－２ 清らかな水辺の保全 

 

 

（１）町の取組 

【河川・水路の保全】 生活排水対策の徹底など、自然の姿が残されている河川や水路の保

全を図ります。 

【多自然型河川整備】 河川の整備に当たっては、多自然型工法の採用など自然環境や生態

系、景観への配慮に努めます。 

【河川流域の保全の取組】 河川の保全が図られるよう、小川町内外で流域を通じた連携を

深めます。 

【河川保全町民活動の促進】 町民が行う、河川や水路についての学習会・観察会や清掃活

動を支援・促進します。 

【清流回復活動の促進】 水辺環境や森林の保全を行う団体の活動及び町民参加による河川

清掃など、河川の清流回復活動を支援します。 

【清流回復の取組】 清流を回復するため、森林の保全、環境美化、不法投棄対策などとと

もに、公共下水道等生活排水施設の普及や利用促進を図ります。 

【森林の貯水機能の維持】 水量を確保するため森林の適正管理を推進します。 

【ため池の保全】 農業用水源としてため池の整備を推進するとともに、町民の憩いの空間

として、また、生物多様性が維持される環境として、その保全を図ります。 

【河川等の用地の確保】 河川や水路の自然環境及び水質の保全並びに災害の防止などの観

点から、その用地の確保を図ります。 

【親水空間の整備】 河川敷やため池周辺を活用して、町民の憩いの場となる親水空間の整

備を図ります。また、市街地を流れる槻川や兜川は、市街地の整備に合わせて河川敷に

遊歩道などを整備するなど、自然と共生した親水空間づくりに努めます。 

【親水性や生態系に配慮した河川整備】 河川や水路は治水・利水機能の維持・整備を基本

としながら、親水性や生態系に配慮した整備を進め、水辺とのふれあいやレクリエーシ

ョン機能を持つ緑地として活用を図ります。 

【雨水利用の推進】 雨水の利用を促進し、水道水の利用量の削減を図ります。 
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（２）町民の取組 

【水辺の清掃】 さまざまな生きもののすみかとなる河川や水路などの水辺をきれいにしま

す。 

【水辺環境の理解】 河川や水路などの水辺の環境を守り、生きものの生息環境の確保や水

質保全につながるよう、知識や理解を深めます。 

【河川ボランティア】 河川や水路などの水辺周辺の清掃やボランティア活動に参加します。 

【水辺環境とのふれあい】 親水空間を散策やレクリエーションなどに活用し、水辺環境と

ふれあう機会をつくります。 

【雨水利用の推進】 雨水の利用を進め、水道水の利用量を削減に努めます。 

（３）事業者の取組 

【水辺環境の理解】 河川や水路などの水辺の環境を守り、生きものの生息環境の確保や水

質保全につながるよう、知識や理解を深めます。 

【河川ボランティア】 河川や水路などの水辺周辺の清掃やボランティア活動への参加や協

力、支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       下里・青山板碑製作遺跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        水辺の生きもの（サワガニ）  
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２ 多様な生きものの生息・生育空間を守ろう 

２－１ 多様な生きものの保全 

 

 

（１）町の取組 

【外来種対策の徹底】 外来種に関しては法に基づいて指導を行い、本町本来の生態系を回

復・維持を図ります。 

【生きもの調査の実施】 町内に生息する生きものなどの調査に努めます。 

【動物が生息する環境づくり】 森林や河川の保全とともにトンボやホタル、水鳥等が生息

する環境づくりを推進します。 

【生態系保全ための取組】 自然と共生した農林業の営みによってつくられてきた里地里山

のみどり豊かで多様な生態系が残された環境を保全するため、環境に配慮した農林業の

普及やバイオマスの利活用等を図ります。 

【森林やため池の保全】 生物多様性が保全される環境としての森林やため池の保全を図り

ます。 

 

（２）町民の取組 

【自然環境の保全】 さまざまな生きもののすみかとなる河川や水路などの水辺や山などを

きれいにします。 

【在来種の保全】 町内に生息する生きものに関心を持ち、地域に昔から生息する在来種の

保全に努めます。 

【外来種問題への理解促進】 外来種についての認識を深め、外来種を見かけてもむやみに

持ち帰らず、また屋外に放さないようにします。 

 

（３）事業者の取組 

【環境保全活動】 河川、森林、農地、湿地などが、さまざまな生きもののすみかとなるこ

とについて理解を深め、地域住民とともに生きものの調査や環境保全活動への参加や協

力、支援を行うように努めます。 

【自然環境・生態系への配慮】 太陽光発電事業などの林地開発に当たっては、生きものと

その生息場所や生態系に配慮した工法を用います。 

【環境に配慮した土地利用】 土地の改変を行う場合は、環境への影響が小さくなるよう配

慮します。 

  

ＳＤＧｓ 

への貢献 



 
 第４章 三者協働の取組  

37 

２－２ 自然を大切にする意識の醸成 

 

 

（１）町の取組 

【自然環境への理解促進】 森林や里山、農地の多様な機能や大切さについて理解を深め、

普及啓発を図ります。 

【環境教育の推進】 豊かな自然を生かした自然観察会や体験学習など環境学習プログラム

の実施・支援を行い、町民や町内小中学校、ＮＰＯ等と協力しながら環境教育を進めま

す。また、郷土を愛する心と課題解決能力などの育成を目指す「おがわ学」の取組と連

携を図ります。 

【環境ボランティアの育成、環境保全活動支援】 自然環境を保全、改善するための環境美

化運動の主体として、また、自然環境を維持管理していく主体として、森林ボランティ

アなどの環境保全ボランティア団体を育成するとともに、町民の環境保全活動を支援し

ます。 

【環境に関する広報の充実】 町民に対して環境に関する情報を積極的に提供するため、広

報の充実を図ります。 

【自然を生かした地場産業の振興】 自然を生かし共に生きる技ともいえる地場産業や自然

資源の新たな利用方法などを学ぶ機会、フィールドづくりに努めます。 

【自然を生かした観光振興】 カタクリ群生地、仙元山や槻川などの自然環境を活用した観

光・交流ゾーンの整備を促進し、自然を学ぶ場として活用を図ります。 

【生態系に配慮した道づくり】 町民参加による生態系への配慮や緑化等に対応した道路づ

くりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民による河川清掃  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【自然体験】 自然観察会や勉強会、農業体験などに参加し、自然の役割や農業に対する理

解や関心を深めます。 

【環境学習】 地域や学校、家庭などで環境問題について話し合い、学ぶ機会をつくります。 

【環境イベントへの参加】 自然や水辺を保全するイベントや行事などには積極的に参加し

ます。 

 

（３）事業者の取組 

【環境に配慮する人材育成】 環境に対する高い意識や知識を持ち、自発的に行動できる人

材を育成します。 

【環境学習】 従業員に対して、環境保全に関する勉強会などを開催し、意識向上に努めま

す。 

【環境イベントへの参加】 町や地域における環境関連のイベント・行事への積極的な参加

や協力、支援を行います。 

【周辺環境に配慮した事業活動】 環境に関する事業内容の公表や情報提供などを定期的に

行い、地域住民とのコミュニケーションを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植林（ＣＯ２の吸収源の確保に寄与）  
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基本目標２ 生活環境の保全 

きれいな空気と水、静かで暮らしやすい生活が送れるまちを目指します 

３ きれいな空気や水があるまちを確保しよう 

３－１ 大気環境の保全 

 

 

（１）町の取組 

【大気汚染防止法排出基準の遵守】「大気汚染防止法」に基づく排出基準遵守に向けた周知

及び規制、指導の徹底を図ります。 

【大気環境調査の実施】 町内の大気環境状況調査に努めるとともに、県が実施する大気環

境の調査・監視に協力します。 

【エコドライブの普及】 自動車を利用するときにはアイドリングストップ等のエコドライ

ブの実施を徹底するとともに、町民・事業者への啓発を図ります。 

【ノーカーデーの普及】 各家庭、事業所におけるノーカーデーの普及・啓発を図ります。

また、町民や事業者と連携して、自動車利用の削減に向けた具体的な取組を検討します。 

【街路樹や緑地の整備】 既存の街路樹や緑地帯の維持管理に努めるとともに、道路整備の

際には大気の浄化のために街路樹や緑地帯の設置を検討します。 

【エコカーへの転換】 自動車を更新する際には、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグイ

ンハイブリット自動車）や低燃費のエコカーの購入を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田園風景  

ＳＤＧｓ 

への貢献 
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（２）町民の取組 

【違法な野焼きの取りやめ】 違法な野焼きはやめ、大気汚染や悪臭の発生抑制に努めます。 

【自動車利用の削減】 近距離の移動には徒歩や自転車を利用するほか、自動車の使用をで

きるだけ控え、バスや鉄道などの公共交通機関を利用します。 

【エコドライブの実践】 自動車を利用するときには、アイドリングストップや加速度の少

ない運転、タイヤの空気圧の点検など、エコドライブを心がけます。 

【エコカーへの転換】 自動車を買い替えるときには、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラ

グインハイブリット自動車）や低燃費のエコカーの購入を検討します。 

【違法駐車の取りやめ】 渋滞の原因ともなる違法駐車を行わないようにします。 

 

（３）事業者の取組 

【公害の防止】 事業に当たっては、大気汚染や悪臭などに配慮します。 

【自動車通勤の削減】 通勤の際には、できるだけ自転車や徒歩、バスや鉄道などの公共交

通機関を利用します。 

【エコドライブの実践】 自動車を利用するときには、アイドリングストップや加速度の少

ない運転、タイヤの空気圧の点検など、エコドライブを心がけます。 

【低公害車の導入】 事業所の車両の更新に当たっては、ハイブリッドトラックなどの低公

害車の導入を進めます。 

【違法駐車の取りやめ】 渋滞の原因ともなる違法駐車を行わないようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合鴨農法  
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３－２ 水質環境の保全 

 

 

（１）町の取組 

【水質調査と河川環境の保全】 河川環境の測定と、そのデータの公表に努めます。また、

町民と協力しながら、河川の水質調査イベントを実施するなど、水質保全の啓発に努め

ます。 

【水質汚濁防止法排水基準の遵守】 「水質汚濁防止法」に基づく排水基準遵守に向けた周

知及び規制・指導の徹底を図ります。 

【排水対策の推進】 生活排水や事業排水に関して、県と連携しながら町民、事業者への正

確な情報（調査結果、知識、実践方法など）の普及に努め、適正な排水処理の啓発に努

めます。 

【合併処理浄化槽の普及】 公共下水道及び農業集落排水事業の区域外については、合併処

理浄化槽の普及のため、情報提供などを行い、設置の普及を図ります。また、不要にな

った浄化槽は雨水貯留槽への転用に向けて、町の補助制度を周知するなどし、その推進

を図ります。 

【透水性舗装の普及】 舗装を必要とする広場や駐車場、歩道においては透水性舗装など、

雨水浸透に配慮した整備に努めるとともに民間への普及を図ります。 

【公共下水道及び公共合併処理浄化槽の整備推進】 生活環境の向上及び公共用水域の水質

保全等のため、市街化区域及び周辺部の公共下水道は、計画的に整備推進を図ります。

また、公共下水道等の区域外で、浄化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域に

ついては公共合併処理浄化槽の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【排水への配慮】 日常生活から出る排水に気を配り、町のきれいな水環境を守る意識を持

ちます。 

  例えば、 

   ・調理器具や食器は、汚れを拭き取ってから洗います。 

   ・洗剤やシャンプーなどは適量を使います。 

   ・使用済みの油や、しょうゆ、みそ、お酒、野菜のくずなどを水とともに 

    排水口に流さないようにします。 

【公共下水道等への接続】 公共下水道等が整備されている区域では、公共下水道等に接続

します。 

【合併処理浄化槽の導入】 きれいな水環境を守るために、公共下水道等の整備区域外では

合併処理浄化槽の設置に努め、また、浄化槽の維持管理を適正に行います。 

【生活雑排水の削減】 水質汚染の原因ともなる台所・洗濯・風呂などから出る生活雑排水

を減らします。 

 

（３）事業者の取組 

【排水の法令遵守、配慮】 事業に当たっては、水質汚濁に配慮し、水質汚濁等に関する法

令基準を遵守します。 

【水質汚濁防止への取組】 水質汚濁防止に関する自主的な管理体制や管理方法を定めます。 

【公共下水道等への接続】 公共下水道及び農業集落排水事業の整備されている区域ではこ

れらに接続します。 

【合併処理浄化槽の導入】 公共下水道等の整備区域外では合併処理浄化槽を設置し、適正

な排水処理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田園風景  
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４ 静かで安心して暮らせるまちを確保しよう 

４－１ 騒音の防止 

 

 

（１）町の取組 

【交通騒音対策の推進】 交通騒音に関して、適宜測定を行い、基準を超過する地点につい

ては、関係機関に適切な処置を講じるよう働きかけます。 

【工事騒音対策の推進】 工事及び工事等の騒音において、基準値の周知や監視・指導の強

化に努めます。 

【騒音防止意識の啓発】 町民一人一人の騒音防止意識の啓発に努めます。 

 

（２）町民の取組 

【騒音、振動の発生抑制】 日常生活に伴う音や振動に注意を払い、近隣住民の迷惑となら

ないように心がけます。 

【低騒音型家電の導入】 家電製品を購入する際には、低騒音型のものを選びます。 

【住宅地への通過交通侵入抑制】 住宅地内などの生活道路については通過交通としての利

用を控えるようにします。 

【騒音、振動の発生抑制】 生活音や振動を防ぐために、床に消音材を敷いたり、塀を設け

たりするなどの工夫をするとともに、テレビや音響機器の使用に当たっては時間や音量

に配慮します。 

【ペット飼育マナー】 ペットは鳴き声などが近隣への迷惑とならないよう、責任を持って

飼います。 

 

（３）事業者の取組 

【騒音・振動の防止、抑制】 事業に当たっては、法令による基準を遵守し、周辺住民に迷

惑がかからないようにします。また、工事等でやむを得ない騒音・振動は極力制御し、

周囲の理解を得られるよう努めます。 

【防音機能の強化】 防音機能の強化など、施設の改善に努めます。 

【車走行による騒音・振動の軽減】 輸送や運搬においては、道路周辺住民の生活の妨げと

ならないよう、車の制限速度を守り、騒音や振動の軽減に努めます。 

【住宅地への通過交通侵入抑制】 住宅地内などの生活道路については通過交通としての利

用を控えるようにします。 

【騒音発生の抑制】 音響設備、アナウンスなどは音量や時間に注意し、エアコンの室外機

などは近隣の迷惑にならないように設置します。 

  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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４－２ その他の公害の防止 

 

 

（１）町の取組 

【廃棄物処理の推進】 分別収集の徹底をするなどの適正な廃棄物処理を推進し、有害ごみ

による環境汚染を未然に防止するように努めます。 

【化学物質の安全管理】 事業者に対し、化学物質の安全管理に関する情報の提供を行いま

す。 

【ダイオキシン類の環境調査】 ダイオキシン類の環境調査に努めます。 

【農薬の適正使用】 農薬の適正な使用と管理について、指導の徹底を図ります。 

【環境保全条例の運用】 「小川町環境保全条例」を適切に運用します。 

【光害対策の推進】 「光害対策ガイドライン」（環境省、令和３年３月改訂版）をふまえ、

町が管理する屋外照明等において、安全・防犯と自然環境の保全・省エネルギーの両立

を図ります。 

【公害の未然防止】 公害等苦情件数の減少を目指すとともに、公害等の環境問題の発生を

未然に防止するため、環境調査の実施やパトロールなどの監視体制の強化に努めます。 

【公害発生源対策の強化】 公害の発生に対し、調査を行うなど監視する体制の充実を図り

ます。また、県と連携して発生源対策を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多自然型の水路  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【化学物質の理解】 身のまわりの化学物質について関心を持ち、町や事業者と情報共有し

ながら正しい知識を持ちます。 

【ごみの分別徹底】 ごみ収集時には分別を徹底し、ごみの資源化・再利用や、リサイクル

コスト削減に努めます。 

【家庭ごみの野焼き禁止】 家庭から出る生活ごみの野外焼却は行わないようにします。 

【除草剤等の使用抑制】 除草剤や有機溶剤など有害物質の使用はできるだけ控え、使用す

る場合は適正に使用します。 

【夜間照明の周辺への配慮】 夜間に照明を使用する場合は、光量や時間を考慮し近隣の住

宅に配慮します。 

 

（３）事業者の取組 

【使用する化学物質等の情報提供】 町や町民との環境リスクコミュニケーションを適正に

行うよう努めます。 

【公害発生対策】 公害に関する自主的な管理体制や管理方法を定めて適正に運用します。 

【廃棄物の減量化】 廃棄物の減量化を積極的に進め、排出された廃棄物は法令等を遵守し、

適正に処理します。 

【農業にかかる野焼きの配慮】 法律の例外として認められている農作業等で発生した枝等

の野外焼却についても、時間や風向きなど周辺住民に配慮します。 

【農薬使用の配慮】 農薬の散布には飛散しにくい薬剤を選び、風向きや位置、方向に細心

の注意を払う等適正に使用し、事故を未然に防ぎます。 

【堆肥使用の配慮】 堆肥は悪臭等の周辺環境への影響を考慮し、適正な量を使用します。 

【粉じん発生の抑制】 事業活動に伴う粉じんの発生を抑制し、近隣への配慮と適切な防止

対策に努めます。 

【光害の防止】 「光害対策ガイドライン」（環境省、令和３年３月改訂版）にのっとり、

適正に屋外照明等を設置し、使用します。 

【ごみの発生への配慮】 原材料の仕入れから製品の出荷に至る過程で、ごみの発生を最大

限抑制します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四ツ山城跡  
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基本目標３ まちづくりにおける環境配慮 

美しく、快適で暮らしやすいまちを目指します 

５ うるおいのあるまちなみを創出しよう 

５－１ 快適なまちなみの形成 

 

 

（１）町の取組 

【自然環境等と調和ある開発】 一定規模以上の開発などの行為においては、開発指導要綱

等関係法令の遵守に加えて地域住民との合意形成のあり方を検討し、自然環境と生活環

境の調和を図ります。 

【自転車や徒歩による中心市街地のまちづくり】 自転車や徒歩での利用を前提とした、環

境にやさしい中心市街地のまちづくりを進めます。 

【自然を生かしたまちづくり】 遊歩道の整備など、豊かな自然を生かしたまちづくりに努

めます。 

【農地、水辺、里山の保全】 優良な農地や水辺空間、里山などの保全に努めます。 

【歴史的環境の保全】 名木や古木、神社や寺のみどり、屋敷林、史跡など、歴史的景観の

保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の風景  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【住宅の緑化、周辺清掃】 住宅の周りや庭の緑化、清掃を行います。 

【周辺環境と調和する住宅建築】 住宅の新築や増築、改修の際は、周辺の環境と調和する

よう外観に配慮します。 

【地域の環境保全活動】 地域住民と協力し合い、定期的に地域の清掃・美化活動や神社や

寺のみどり等の管理を行います。また、田畑の手入れ、山林や屋敷林の管理に努めます。 

【路上駐輪の取りやめ】 歩行者を妨げる路上駐輪は行わないようにします。 

【文化財の保全】 歴史的な文化財保全のため、保護活動や保全修理に協力します。 

 

（３）事業者の取組 

【事業所及び周辺の清掃】 事業所内や周辺の清掃を定期的に行い、地域の環境意識の向上

や美化に努めます。 

【敷地内緑化】 敷地内の緑化に努めます。 

【自然環境の保全】 地域の一員として、地域住民や町と協力し、農地や水辺、里山などの

保全に努めます。 

【文化財保全への協力】 歴史的な文化財保全のため、保護活動団体への積極的な支援、協

力を行います。 

【看板の景観への配慮】 看板などの広告物は、周辺の景観に配慮して設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑  
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５－２ うるおいのある公園とみどりの創出 

 

 

（１）町の取組 

【うるおいのある公園整備】 地域の環境にうるおいを与え、町民に親しまれる公園づくり

に努めます。 

【公園の維持管理】 公園施設の点検・維持管理の充実を進めるとともに、安心・安全な公

園づくりに努めます。 

【公共施設の緑化】 公共施設においては、外構への緑化（シンボルツリーの植樹や草花や

特色ある樹木による植栽）、壁面緑化、屋上緑化などの推進と適切な維持管理を行い、

みどりの創出に努めます。 

【花いっぱい運動の推進】 地域ごとの花いっぱい運動を促進し、うるおいのある地域づく

りを進めます。 

【道路空間の緑化】 道路空間のみどりの整備・維持管理と沿道の緑化の促進に努めます。 

【地域における環境美化活動】 地域団体による美化活動や、定期的な植栽運動を支援しま

す。 

【ブロック塀の生け垣化促進】 ブロック塀の生垣化など、町民の協力を得て、緑化推進の

ルールづくりを進めるとともに、防災上の有効手段として緑化を推進します。 

【公園の整備とネットワーク化】 既存の公園について、適正な維持管理を行うとともに、

市街地周辺を散策できる公園や遊歩道の整備を推進し、そのネットワークづくりを進め

ます。 

【緑化協定の締結】 工業団地や住宅団地の開発においては、緑地の確保等緑化推進を図り

ます。 

【公園緑地の保全】 公園緑地については、既存の公園緑地の適切な保全に努め、地域の特

性を生かした公園づくりを推進します。また、市街地においては、本町の魅力及び暮ら

しの質の向上のため公園やオープンスペース等の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業（ＣＯ２の吸収源の確保に寄与）  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【住宅の緑化、周辺清掃】 住宅の周りや庭の緑化、清掃を行います。 

【地域の緑化・美化活動】 歩道や沿道などの緑化・美化活動には積極的に参加します。 

【公園の活用】 自然と親しめる場所、屋外レクリエーションの場として公園を活用します。 

【公園等管理への協力】 公園や街路樹などの適正な管理に協力します。 

 

（３）事業者の取組 

【事業所内及び周辺の環境美化】 事業所内や周辺の清掃を定期的に行い、地域の環境意識

の向上や美化に努めます。 

【敷地内緑化】 事業所の敷地内の緑化に努めます。 

【公園等管理への協力】 公園や街路樹などの適正な管理に協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         もみじ（栃本親水公園） 

                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         栃本親水公園                    
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６ きれいで清潔なまちをつくろう 

６－１ 美しい景観の確保 

 

 

（１）町の取組 

【自然と調和する景観まちづくり】 周辺の自然に調和し、景観に配慮したまちづくりを推

進します。 

【風土を生かしたまちづくり】 歴史的建造物やみどり豊かな里山などの保全に努め、風土

を生かしたまちづくりを推進します。 

【計画的な土地利用】 都市計画マスタープランなどに基づき、計画的な土地利用の促進に

努めます。 

【地域環境に調和する景観まちづくり】 公共建築物の建設、道路や橋梁の整備、河川の改

修などは、周辺の自然・景観との調和に努めます。 

【空き家の有効利用】 空き家の有効利用を促進するとともに、空き家の所有者に対する適

切な維持管理の啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然体験  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【住宅の緑化、周辺清掃】 住宅の周りや庭の緑化、清掃を行います。 

【敷地内樹木の適正管理】 道路や近隣に配慮し、敷地内の樹木の剪定及び害虫対策を定期

的に行います。 

【周辺環境と調和する住宅建築】 住宅の新築や増築、改修の際は、周辺の環境と調和する

よう外観に配慮します。 

【道路緑化、美化活動への参加】 周辺歩道や沿道などの設備への緑化などの美化活動には

積極的に参加します。 

【景観意識の醸成】 美しい景観が町の財産となることを認識し、景観向上のための意識啓

発に努めます。 

【空き家の維持管理】 空き家を所有する方は、空き家の適切な維持管理及び有効活用に努

めます。 

 

（３）事業者の取組 

【事業所及び周辺の美化】 事業所の敷地内の緑化などの美化及び管理に努め、周辺地域と

の環境調和を図ります。 

【地域美化活動への参加・支援】 周辺地域の緑化などの美化活動への積極的な参加や協力、

支援を行います。 

【周辺環境と調和した事業所建設】 事業所の建設や増築、改修の際は、敷地内の緑化、周

辺の環境と調和するよう配慮します。 

【空き家の維持管理】 空き家を所有する方は、空き家の適切な維持管理及び有効活用に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腰越城跡  
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６－２ ごみのない美しいまちの確保 

 

 

（１）町の取組 

【美化活動・植栽運動の促進】 地域団体による美化活動や、定期的な植栽運動を支援しま

す。 

【不法投棄対策の推進】 県、警察、住民などと連携して町ぐるみでごみの不法投棄等を監

視し、事案が発生したときの連絡体制や相談窓口を明確にするとともに迅速に対応しま

す。 

【環境美化活動の顕彰】 美化、不法投棄防止について、個人、グループや事業者を顕彰し

ます。 

【環境美化の啓発】 町民や事業者への環境美化教育、啓発により、散乱ごみの削減を図り

ます。 

【ごみの不法投棄の監視強化】 河川等へのごみの不法投棄を防止するため、監視体制を強

化します。 

【不法投棄、不法埋立の監視パトロール】 ごみの不法投棄や不法な埋立を防止するため、

定期的かつ広範囲なパトロールを実施して、監視体制強化を目指します。 

【不法投棄、不法埋立対策の推進】 ごみの不法投棄や不法な埋立が行われないよう、広報

紙や立て看板などで周知徹底を図ります。また、町民との情報交換や協力体制を密にし、

連携を強化します。 

【リサイクルの推進】 令和４（2022）年度以降、もえるごみに含まれる食品廃棄物や紙ご

みなどの動植物由来の有機物（バイオマス）資源については、寄居バイオガスプラント

においてメタン菌の働きにより発酵処理します。生成されたガスは発電用燃料として利

用されます。プラスチック資源の循環を含め、資源循環型社会づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元で生産された野菜  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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（２）町民の取組 

【ごみのポイ捨て禁止】 ごみのポイ捨ては絶対にしないようにし、外出時にはごみ袋を持

参し、ごみを持ち帰ります。 

【ペットのフンの後始末】 ペットのフンの後始末を徹底します。 

【野良猫等へのエサやり禁止】 野良猫や野生動物へみだりにエサを与えないようにし、地

域住民の生活環境に配慮します。 

【環境美化活動への参加】 地域住民とともに環境美化運動や地域の清掃活動等に参加しま

す。 

【ごみの削減】 地域ぐるみでごみの削減に努めます。 

【環境美化教育】 学校教育や生涯学習等を通じて、環境美化教育に努めます。 

【ごみの不法投棄防止】 自己の土地・家屋の管理に責任を持ち、不法投棄の防止や衛生管

理に努めます。 

【リサイクルの推進】 もえるごみやプラスチックをはじめとして、ごみの分別を徹底する

とともに、リサイクルに参加します。 

 

（３）事業者の取組 

【事業所周辺の美化】 事業所周辺の美化に努めます。 

【環境美化活動への参加・支援】 地域住民とともに環境美化運動や地域の清掃活動等への

参加や協力・支援を行います。 

【リサイクルの推進】 もえるごみやプラスチックをはじめとして、ごみの分別を徹底する

とともに、リサイクルに参加します。 

【ごみの削減】 地域ぐるみでのごみの削減に参加・協力します。 

【ごみの不法投棄防止】 町民や行政と連携し、情報を共有しながら、廃棄物の不法処理抑

止への活動に協力します。 

【廃棄物の適正処理】 事業で発生した廃棄物は、事業主が責任を持って処理します。 

【ごみの発生への配慮】 事業活動で生じるごみについては、その削減に努めるとともにリ

サイクルや適正処理を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察会  
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基本目標４ 地球環境問題への対策 

地球規模で考えて足元から行動する持続可能なまちを目指します 

７ 地球温暖化の防止に努めよう 

７－１ 事業活動における対策の推進 

 

 

（１）町の取組 

【公共施設の省エネルギー化推進】 公共施設の省エネ目標を定め、節電・節水・省エネ行

動を実践するとともに、省エネルギー改修を進めます。 

【公共施設への再生可能エネルギーの導入推進】 公共施設への再生可能エネルギー導入に

努めます。また、災害時等における利用を想定した設備の導入を検討します。 

【町民によるエネルギー事業の促進】 適正規模の太陽光発電など、再生可能エネルギーの

設備を町民自らが出資、管理運営、利用する事業への支援を検討します。 

【地元のエネルギーを地元で利用するための仕組みづくり】 太陽光やバイオなど、地元エ

ネルギーを地元で利用するための仕組みづくりを促進します。 

【事業者の省エネルギー化促進】 国や県が実施する省エネルギー診断や省エネルギー機器

導入への助成などの情報を事業者へ提供し、事業者による省エネルギー支援に努めます。 

【事業者の再生可能エネルギーの利用促進】 国や県が実施する再生可能エネルギー導入へ

の助成などの情報を事業者へ提供し、事業者による再生可能エネルギーの利用促進を図

ります。 

【エコオフィス推進員の配置】 公共施設における省エネルギー化等を推進するためエコオ

フィス推進員を各課に配置するとともに、職員の温室効果ガス削減意識の向上を図りま

す。 

【公共施設の木造化・木質化】 公共施設の大規模改修等の際は木材の利用を検討し、森林

が吸収した二酸化炭素（ＣＯ２）を炭素（Ｃ）として貯蔵、地球温暖化の防止に資する

取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役場屋上の太陽光パネル（上）とモニター（右）  

ＳＤＧｓ 

への貢献 
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（２）町民の取組 

【消費による貢献】 地球温暖化対策に取り組む事業所を応援するため、エシカル消費を進

めます。 

【エネルギー事業への取組】 適正規模の太陽光発電や EV（電気自動車）の充電設備の設置

など、再生可能エネルギーを活用する事業への出資や管理運営への参加を積極的に検討

します。 

（３）事業者の取組 

【省エネの実践】 事業所の省エネ目標を定め、節電・節水・省エネ行動を実践します。 

  例えば、  

   ・事業所にみどりのカーテンを設置して、省エネ・節電に努めます。 

   ・事業所における室温の管理を徹底し、クールビズやウォームビズに努めます。 

   ・物品調達の際には、環境に優しい商品を選ぶとともに、輸送エネルギーの削減 

    及び地産地消促進のため、率先して地元で生産されたものを買います。 

【再生可能エネルギーの導入】 再生可能エネルギーの事業所への導入に努めるとともに、

国際的な取組であるＲＥ１００に参加する企業等との取引を進めます。また、再生可能

エネルギーによるＥＶ（電気自動車）の充電設備を設置し、その利用を推進します。 

【省エネや地場産エネルギー利用のための事業推進】 地場産エネルギーの利活用とＣＯ２

削減を大きなビジネスチャンスと捉え、新たな事業の創出に挑戦します。 

【車両の維持管理】 車両の点検や整備を定期的に行い、効率的な運行計画を立てます。 

【省エネの実践】 省エネルギー型の高効率照明や空調設備を導入するなど、効率的なエネ

ルギーの利用に努めます。 

【従業員の環境保全意識の向上】 従業員に対して事業所としての地球環境問題への取組状

況を周知するなど、従業員の環境保全意識の向上を図ります。 

【テレワークの推進】 通勤に伴う環境負荷を低減する一環として、テレワークを進めます。 

【環境負荷の低減】 事業活動に伴う環境負荷の低減に取り組み、その結果を公表します。 

【埼玉の木づかいＣＯ２貯蔵量認証制度の取組】 埼玉県が取り組む、県産木材を利用した

場合の環境貢献度を「見える化」する「埼玉の木づかいＣo２貯蔵量認証制度」への取

組を進めます。 

【プラスチックの使用抑制等】 事業活動においては、梱包や包装も含めてプラスチックの

使用抑制に努めるとともに、廃棄に当たっては分別を徹底します。また、包装紙等には

小川和紙の活用に努めます。 

【ごみの発生への配慮】 廃棄物の焼却等によりＣＯ２が発生しないよう、その削減に努め

るとともにリサイクルや適正処理を徹底します。 

 

 

 

 

 

ＥＶ（電気自動車）充電スタンド  
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７－２ 日常生活における対策の推進 

 

（１）町の取組 

【省エネ支援情報の提供】 国や県が実施する省エネルギー診断や省エネルギー機器導入の

ための助成などの情報の町民、事業者への提供に努めます。 

【省エネ・ＣＯ２削減にかかる学習推進】 町内の小中学校や生涯学習団体（公民館利用団

体など）等と連携・協力し、省エネ・ＣＯ２削減に関する学習機会の提供に努めます。 

【エコライフＤＡＹの普及】 町内の小中学校を中心に取り組んでいる「エコライフＤＡＹ」

について、各家庭への普及に努めます。また、生涯学習団体等との連携・協力に努めます。 

【低炭素ライフスタイルの普及】 町内の小中学校と連携し、団体や企業、農業者等との協

働により、低炭素ライフスタイルの普及・啓発活動を進めます。 

【環境配慮製品の採択】 物品調達の際には、環境に優しい商品を選ぶとともに、輸送エネ

ルギー削減及び地産地消促進のため、率先して地元で生産されたものを購入し、環境に

配慮します。 

【省エネ性能情報の提供】 家電製品・住宅などの省エネ性能に関する情報を町民へ発信し

ます。 

【再生可能エネルギー助成制度の周知】 国や県が実施する再生可能エネルギーの助成など

の情報を町民へ発信します。 

【エコカーの普及】 ＥＶ（電気自動車）の蓄電機能の活用等によるエコカー普及にかかる

情報発信に努めます。また、太陽光発電によるＥＶ（電気自動車）の充電設備設置への

支援に努めます。 

【「田舎暮らし」情報の発信】 関係部署と連携し、「スローライフ」「田舎暮らし」を志向

する人に役立つ情報発信に努めます。 

【木質バイオマスの普及】木質バイオマス資源の有効活用の観点から、薪を燃料として使用

することについて、その技術や情報に留意し、専門家や熟練者の協力を得ながら普及に

努めます。 

【生ごみ等の循環利用】 家庭用生ごみからのバイオガス抽出及び副産物としての液肥の農

地還元、間伐材等の循環利用など、有機農業や林業との連携を通じ、持続可能な社会づ

くりを進めることを目指します。 

【廃食用油の循環利用】 廃食用油の循環利用を推進するとともに、ＢＤＦ（Bio Diesel 

Fuel、廃食用油を活用した燃料）の利用促進に努めます。 

【再生可能エネルギーの利用促進】 太陽エネルギー等の再生可能エネルギーの有効活用推

進に努めます。 

【プラスチックの使用抑制等】 プラスチック資源循環の促進や海洋プラスチック問題への

対応など、プラスチックによる環境への影響の抑制に努めます。 

【雨水利用の推進】 雨水利用設備を設置し、エネルギーをかけた飲料水の利用量を削減に

努めます。 
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（２）町民の取組 

【環境への理解】 自然環境について関心を持ち、家庭や様々なコミュニティにおいて、わ

たしたちの暮らしと環境のかかわりについて学び、理解することに努めます。 

【環境配慮行動の実践】 家庭や地域の身近なところから実践できる節電・節水・省エネ行

動などの環境配慮行動の実践に努めます。 

  例えば、  

   ・家庭において、様々な知恵を生かしたクールビズやウォームビズを実践します。 

   ・こまめに蛇口を閉める、泡切れの良い洗剤を選ぶ、シャワーヘッドに節水器を 

    取り付けるなど、家庭内において節水を実践します。 

   ・買い物をするときには、環境に優しい商品を選ぶとともに、輸送エネルギーの削減 

    及び地産地消促進のため、率先して地元で生産されたものを買います。 

   ・ごみの分別を徹底します。 

【エコライフＤＡＹへの取組】 各家庭において「エコライフＤＡＹ」への取り組みに努め

ます。 

【プラスチックの使用抑制等】 買い物の際にはマイバッグを持参するなど、プラスチック

の使用の抑制に努めます。 

【食料廃棄物の削減】 調理をする時には、必要以上につくりすぎないようにするとともに、

多くつくった分は保存し翌日食べるなどして廃棄を減らします。 

【環境配慮行動の日常化】 毎日の何気ない行動が、環境に影響を与えているという意識を

持ちます。 

【廃食用油の循環利用】 廃食用油の循環利用に協力します。また、ＢＤＦ（Bio Diesel 

Fuel、廃食用油を活用した燃料）の利用に努めます。 

【再生可能エネルギーの導入】 太陽熱温水器も含めた太陽エネルギーや薪利用を積極的に

取り入れ、電力による熱の利用抑制に努めます。太陽光発電により電力の自給と、雨水

活用により電力使用削減に協力します。 

 

（３）事業者の取組 

【有機農業や林業の振興】 有機農業や林業を通じ、地区単位の持続可能な社会づくりに協

力します。 

【廃食用油の循環利用】 廃食用油の循環利用に努めます。また、ＢＤＦ（Bio Diesel 

Fuel、廃食用油を活用した燃料）の利用に努めます。 

【再生可能エネルギーの導入】 太陽熱温水器も含めた太陽エネルギーや薪利用を積極的に

取り入れ、電力による熱の利用抑制に努めます。太陽光発電により電力の自給と、雨水

活用により電力使用削減に協力します。 
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７－３ 移動手段における対策の推進 

 

 

（１）町の取組 

【エコカー・エコドライブの普及】 自動車由来のＣＯ２が多いことや、エコカーへの更新

に関する情報、埼玉県が実施するエコドライブ講習会の情報などを町民へ発信します。 

【公用車へのエコカーの導入】 公用車の更新に当たっては、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ

（プラグインハイブリッド自動車）や低燃費のエコカーの導入に努めます。 

【エコドライブの普及】 自動車を利用するときにはアイドリングストップ等のエコドライ

ブの実施を徹底するとともに、町民・事業者への啓発を図ります。 

【自転車利用の促進】 事業者に対し、事業活動や通勤時の自転車の活用を推奨します。ま

た、ワイヤレス充電搭載型アシスト自転車の利用促進のため再生可能エネルギー由来の

充電施設の拡充等の環境整備を進めます。 

【集客施設への駐輪スペース設置促進】 事業者と連携・協力し、駅や商業施設、職場にお

ける駐輪スペースの整備を促進します。 

【自転車レーン設置検討】 県道における自転車レーンについて、県と協議を持つなどし、

検討を進めます。 

【公共交通機関の利用促進】 公共交通の環境負荷の少なさについての情報発信や、利用維

持・拡大に向けたＰＲに努めます。 

【交通手段の維持・確保】 交通手段の維持・確保に当たっては、庁内各部署が連携し、温

室効果ガスの削減に努めます。 

【エコカーの普及と利用環境の整備】 エコカーの普及・啓発とともに、再生可能エネルギ

ー由来の充電施設の拡充等を図るなど、エコカーの利用環境の整備を進めます。 

【自転車や徒歩で利用できる中心市街地の環境整備】 中心市街地について自転車や徒歩で

利用できる環境整備を目指します。 

【自動車使用の削減】 職員の近距離の移動には、徒歩や自転車を利用するほか、自動車の

使用をできるだけ控え、バスや鉄道などの公共交通機関を利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デマンドタクシー  
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（２）町民の取組 

【エコドライブの実施】 自動車を利用するときには、アイドリングストップや加速度の少

ない運転、タイヤの空気圧の点検など、エコドライブを心がけます。 

【自動車使用の削減】 近距離の移動には、徒歩や自転車を利用するほか、自動車の使用を

できるだけ控え、バスや鉄道などの公共交通機関を利用します。 

【エコカーの導入】 自動車を買い替える時には、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグイ

ンハイブリッド自動車）や低燃費のエコカーの購入を検討します。 

【環境に配慮した自動車使用】 自動車を利用する際には、目的地までの適切な運行計画を

立てます。また、不要な荷物は載せないようにします。 

 

（３）事業者の取組 

【自転車・徒歩、公共交通機関の利用】 通勤の際には、できるだけ自転車や徒歩、バスや

鉄道などの公共交通機関を利用します。 

【エコカーの導入】 事業所の車両の更新に当たっては、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プ

ラグインハイブリッド自動車）や低燃費のエコカーの導入を図ります。 

【エコドライブの実施】 自動車を利用するときには、アイドリングストップや加速度の少

ない運転、タイヤの空気圧の点検など、エコドライブを心がけます。 

【自動車使用の効率化】 輸送ルートの効率化を図り、交通の円滑化や省エネルギーに努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線バス  
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７－４ 廃棄物対策の推進 

 

 

（１）町の取組 

【バイオガス農業の検討】 バイオガス事業と農業振興（特に有機農業）の取組との連携に

努めます。 

【汚泥や有機廃棄物の活用】 農業集落排水汚泥、稲わらなどの有機廃棄物資源の活用の可

能性について検討を進めます。 

【生ごみ、廃食用油の回収】 生ごみ、廃食用油の回収の取組を進めます。 

【脱プラスチック】 プラスチックの使用を削減するとともに、プラスチック資源循環の取

組を進めます。 

【薪燃料の普及】 薪燃料の普及に向けた環境整備に努めます。 

【ごみの分別収集】 ごみの分別収集については、現行の１８分別の周知・徹底を図り、分

別収集にあった収集体制の充実と環境負荷の低いごみ収集方法の導入を図ります。 

【ごみ集積場所の適正配置】 ごみ集積場所を適正に配置するとともに、地域と連携してそ

の維持管理を徹底します。 

【処理困難物の適正処理】 使用済み乾電池等の処理が困難なものについては、処理体系の

充実を図り、適正処理・資源化を図ります。 

【ごみ処理施設の維持管理】 ごみ処理施設については、一般廃棄物処理基本計画等に基づ

き、小川地区衛生組合の施設の適正な維持管理に努めます。 

【ごみ処理の広域対応】 ごみの適正な処理を継続するため、関係町村と連携して取り組み

ます。 

【ごみの減量化】 ごみをつくらない、不要になった物は資源として再利用するなどの啓発

活動を行い、ごみの減量化を推進します。 

【ペーパーレス化】 資料などの印刷を控え、データなどで共有し、事業所のペーパーレス

化を図ります。 

【リサイクルの推進】 ごみの資源化を図るため、資源回収実施団体への支援を行います。 
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（２）町民の取組 

【再資源化の推進】 廃食用油等、再資源化できる物の回収に取り組みます。 

【薪の利用】 薪を燃料とする機器の導入を図ります。 

【脱プラスチック】 買い物袋を持参するなどプラスチックごみの減量に取り組みます。 

【リサイクルへの協力】 使用済み容器等などは廃棄せず、販売店や製造元への回収に協力

します。 

【廃棄物の削減】 修理が可能、または詰め替えができる製品を優先的に購入し、使い捨て

製品の使用を控えます。また、ごみの減量化のため、生ごみの水切り徹底など、日常の

取組に留意します。 

【食料廃棄物の削減】 食べ残し等の食品ロスの削減に努めます。 

 

（３）事業者の取組 

【廃棄物削減技術の導入】 廃棄物対策推進に必要な関連技術の検討や事業化の検討（農林

業・その他）を行います。 

【再資源化の推進】 食品加工業や飲食店、大規模な社員食堂などを持つ企業などは、メタ

ン発酵設備の導入や廃食用油等の回収を検討します。 

【脱プラスチック】 プラスチックの使用を削減するとともに、プラスチック資源循環の取

組を進めます。 

【４Ｒの推進】 リサイクルしやすい製品の開発・製造を進め、容器等の回収及び資源再生

に努めるとともに、製品の長寿命化を図ります。 

【廃棄物の適正処理】 事業系一般廃棄物や産業廃棄物の適正処理に努めます。 

【ペーパーレス化】 資料などの印刷を控え、データなどで共有し、事業所のペーパーレス

化を図ります。 

【食料廃棄物の削減】 食べ残し等の食品ロスの削減に努めます。 

【廃棄物の削減】 修理が可能、または詰め替えができる製品を優先的に購入し、使い捨て

製品の使用を控えます。また、ごみの減量化のため、生ごみの水切り徹底など、日常の

取組に留意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池ノ入環境センター（し尿処理場）  
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８ 持続可能な社会をつくるためにみんなで行動しよう 

８－１ 情報提供・共有の推進 

 

 

（１）町の取組 

【地球温暖化対策の普及啓発】 地球温暖化対策に関する情報提供やイベントでの普及啓発

に努めます。 

【情報共有の仕組みづくり】 各種団体、事業者、ボランティアなど、各主体間の交流・情

報共有の仕組みづくりを進めます。 

【環境への取組の周知】 あらゆる機会を利用し、取組の普及・拡大に努めます。 

 

（２）町民の取組 

【環境イベントへの参加】 町や地域における環境関連のイベント・行事には積極的な参加

をします。 

【環境問題への理解促進】 地域や学校、家庭などで環境問題について話し合い、理解を深

めます。 

【環境保全に関する情報入手】 環境保全に関わる情報を積極的に入手し、正しい知識を深

め、生活の中で実践します。 

 

（３）事業者の取組 

【環境イベントへの参加】 町や地域における環境関連のイベント・行事への積極的な参加

や協力、支援を行います。 

【環境問題への理解促進】 社員に対しては、環境保全に関する勉強会などを開催し、意識

向上に努めます。 

【事業所の情報公開】 環境に関する事業内容の公表や情報提供などを定期的に行い、地域

住民とのコミュニケーションを図ります。 

【製品の環境にかかる情報提供】 消費者に対して自社の環境配慮製品に関する情報を公表

します。 

【環境に配慮した事業活動】 環境保全に関わる情報の積極的な入手、検証を行い、事業活

動に反映させます。 

【環境保全にかかる情報交換】 事業者間において環境保全に関わる情報交換や交流を図り

ます。 
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８－２ 環境教育・学習の推進 

 

 

（１）町の取組 

【環境教育の推進】 町内の小中学校と連携・協力し、地球温暖化対策・省エネ・ＣＯ２に

関する学習を進めます。 

【環境に係る学習支援】 図書館における環境コーナーの充実や公民館事業における環境テ

ーマの取り入れなど、学習機会の提供拡大に努めます。 

【地域人材の活用】 町民への情報提供を行い、地域における環境保全活動への参加を促し

ます。また、定年退職した方々などが持つスキルを町内の活動に役立てていただけるよ

うなサポートに努めます。 

【食育の推進】 食を通して子供たちに旬の食材や栄養、健全な食生活や地域の農業につい

ての理解や知識を深める食育を進めます。 

 

（２）町民の取組 

【環境学習】 自然観察会や環境学習の機会に関心を持ち、参加します。また、地域や学校、

家庭などで環境問題について話し合い、学ぶとともに、環境に配慮した消費行動（エシ

カル消費）のための学習を進めます。 

【自然体験】 休日には、自然や環境に関心を持てるよう水辺や公園などに出かけ、自然に

親しむ機会をつくります。 

【環境ボランティア活動への参加】 ボランティア活動への参加を促すため、町民同士で呼

びかけを行います。 

【地産地消】 家庭の食事には町で採れた旬の食材を積極的に取り入れます。 

 

（３）事業者の取組 

【環境学習】 町や地域における環境学習の機会などへの積極的な参加や協力、支援を行い

ます。 

【環境経営の情報提供】 事業所の環境への取組について、地域へ周知を図るため、事業所

の見学会などを検討します。 

【環境問題に取り組む人材育成】 環境に対する高い意識や知識を持ち、自発的に行動でき

る人材を育成します。 

【環境経営への取組】 事業計画の目標として環境配慮に向けた取組を積極的に掲げます。 

【環境保全型農業への取組】 安全で安心な農産物が食育や地産地消につながることを認識

し、環境保全型農業の推進を図ります。  
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８－３ あらゆる主体の環境配慮行動の促進 

 

 

（１）町の取組 

【環境保全活動への支援】 環境の保全につながる町民の活動を支援するため、一定の活動

については事業費用の一部を補助する仕組みを検討します。 

【環境保全ネットワークの形成】 環境保全に関わる「ネットワーク」の立ち上げを支援し

ます。 

【グリーン購入】 環境負荷の軽減に努める事業者から優先して調達します。 

 

（２）町民の取組 

【環境学習】 自然観察会や環境学習の機会に関心を持ち、参加します。また、地域や学校、

家庭などで環境問題について話し合い、学ぶ機会をつくります。 

【再生可能エネルギーの導入】 農林業従事者と連携した再生可能エネルギーの導入・活用

に取り組みます。 

【環境意識の向上】 一人一人の日常生活や社会活動が環境に影響を与えているという意識

を持ち、行動します。 

【エシカル消費】 買い物をする際には環境に配慮してつくられたものを購入するなど、エ

シカル消費に心がけます。 

 

（３）事業者の取組 

【環境学習】 町や地域における環境学習の機会などへの積極的な参加や協力、支援を行い

ます。 

【環境経営の情報提供】 事業所の環境への取組について、地域へ周知を図るため、事業所

の見学会などを検討します。 

【環境経営の展開】 環境保全に関する最新情報の収集に努めるとともに、事業活動に反映

します。事業所全体で省エネや廃棄物抑制など、環境負荷低減につながる活動の定着を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

       花摘み 

ＳＤＧｓ 
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第５章 地球温暖化対策実行計画（区域・施策編） 
 

本章では、「地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」の施策内容を整理します。 

第１節 温暖化対策の方針 

 

ゼロカーボンシティの実現に向け、「省エ

ネ」「創エネ」等の取組を、以下の３つの方

針に基づいて推進することにより、「地球と

人にやさしい持続可能なまち おがわ」を

目指します。 

 

○豊かさや快適さとの両立 

○地域資源の活用 

○多様な主体との連携・協働 

 

○豊かさや快適さとの両立 

経済活動の縮小や暑さ・寒さの限界的な

我慢など、「耐え忍んでエネルギーの節約を

し、ＣＯ２を削減」するのではなく、より

高効率・低環境負荷機器の導入や個々の意

識改革・行動実践による、「ＣＯ２の削減を

通じた新たな豊かさや快適さの実現」を図

り、未来社会に向けて持続性を目指します。 

 

○地域資源の活用 

町内に存在する森林や農地、水系等の物的資源などを活用して、再生可能エネルギーの導

入、資源の循環的利用に取り組むことにより、地域に経済的好循環をもたらすなど、地域活

力の向上を目指します。 

 

○多様な主体との連携・協働 

施策の推進に当たっては、埼玉県や近隣自治体との連携はもちろん、バイオガス等の自然

エネルギーの活用に取り組むなど、既に町内で活動している団体・ＮＰＯ・個人との連携・

協働により地域ぐるみで推進します。 
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第２節 主要施策 

１ 産業・業務部門に関連する取組 
 

 

 

１－１ 工場・事務所等における省エネの推進 

＜背景など＞ 

エネルギーの価格上昇等により、近年、電力価格が上昇しています。電力価格の上昇は事

業所の経営コストの増加につながるため、事業所においては省エネルギーの取組の重要性が

高まっています。 

＜主な取組＞ 

◆小川町商工会と連携・協力し、国や県が実施する省エネルギー診断や省エネルギー機器導

入への助成などの情報を事業者へ提供し、事業者による省エネルギーの導入支援に努めま

す。 

 

１－２ 工場・事務所等における創エネの推進 

＜背景など＞ 

東日本大震災を契機に、全国的に再生可能エネルギーへの関心が高まっています。また、

地域に豊富にあるエネルギー資源を活用し最低限のエネルギーを確保することで、外部から

のエネルギー供給が途絶えた場合のリスクを減らすという視点も重要です。 

＜主な取組＞ 

◆事業者や小川町商工会と連携・協力し、国や県が実施する再生可能エネルギー導入への助

成などの情報を事業者へ提供し、事業者による創エネルギーの導入支援に努めます。 
 

【参考】地球温暖化対策に関連する埼玉県の制度（一例） 

名称 内容 

無料省エネ診断 

省エネ診断の専門家により省エネ余地を診断し、費用をかけずに実
施できる運用改善や設備更新による改善などについて、導入コス
ト・コスト削減効果・CO2 削減効果等を試算して省エネ対策を提案
する。 

埼玉県環境みらい資金融
資 

温室効果ガス排出量削減対策等に必要な設備等資金について、金融
機関からの資金調達を低金利かつ長期固定により支援する。 

県内中小クレジット 
県内の中小規模事業所が省エネ対策を行ったことによる削減量をク
レジット化し、目標設定型排出量取引制度を使い大規模事業所の削
減目標に充てる。 

埼玉県森林 CO2 吸収量認
証制度 

社会貢献を目的として、植林や間伐など森林整備活動に取り組んで
いる企業や団体の実績を「見える化」する。 

省エネルギー相談地域プ
ラットフォーム 

専門家が協力してつくる「省エネ支援の連携体」において、省エネ
診断等を切り口として中小企業の現状を把握し、省エネと経営それ
ぞれの専門家がきめ細やかにサポートする。 

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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２ 家庭部門に関連する取組 
 

 

２－１ 家庭における省エネの推進 

＜背景など＞ 

本町における家庭部門からのＣＯ２排出量は、運輸部門、業務部門とともに大きな割合を

占めています。省エネルギーに取り組んでいる家庭は少なくありませんが、こうした取組が

町内の全ての家庭で行われるよう更に普及に努める必要があります。また、消費者の立場か

らは、製造・流通・消費・廃棄の過程でできるだけＣＯ２の排出につながらない商品、製品

を選択するといった視点も重要となってきます。 

＜主な取組＞ 

◆国や県が実施する省エネルギー診断や省エネルギー機器導入への助成などの情報を町民へ

提供します。情報提供に当たっては、「広報おがわ」や町ホームページ等、さまざまな手

段を活用します。 

◆町内の小中学校、公民館等と連携・協力し、省エネ・ＣＯ２削減に関する児童生徒を含め

た町民の学習を推進します。 

◆埼玉県内の各自治体が参加する「エコライフＤＡＹ」について、町内小中学校を中心とし

た取組を拡充し、各家庭への普及に努めます。 

◆できるだけ地元の生産物を購入して消費する「地産地消」の取組により、流通過程で排出

されるＣＯ２の削減に寄与します。 

◆エアコンの効いた涼しい場所をみんなで共有するクールシェアや、暖房の効いた暖かい空

間をみんなで共有するウォームシェアなどの取組を地域に拡げることにより、エネルギー

消費を削減するとともに、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

２－２ 省エネ性能の高い住宅・電化製品の普及 

＜背景など＞ 

住宅の庇を伸ばしたり、風の通り道を工夫したり、断熱材やペアガラスを使うなどのパッ

シブソーラーの技法を採用することで、冷暖房エネルギーを削減することができます。ま

た、薪ストーブなどを導入することで、さらにその効果は上がります。冷暖房機器や冷蔵庫

など、生活に必要な家電製品は、近年省エネ化が進んでいます。「まだ使えるから」という

視点も確かに大切ですが、古くなったものは、エネルギー消費量やその家計への影響を把握

し、適切な対策をとることが重要です。各家庭が家電製品の買い替えを積極的に進めること

で、生活の便利さを失わずに省エネルギー型の生活様式へ転換することを目指します。 

＜主な取組＞ 

◆町内の電気店などと連携し、各種イベント等において、省エネ家電やＬＥＤ照明、スイッ

チタップ等の展示ブースを出展するなど、家庭における省エネ促進に努めます。 

ＳＤＧｓ 

への貢献 
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◆町内の電気店や工務店などと連携・協力し、家電製品・住宅等の省エネ性能に関する情報

提供や国や県の助成制度の周知を図ります。 

◆町内の工務店などと連携し、断熱リフォームやゼロエネルギーハウスの普及を図ります。 

 

２－３ 家庭における創エネの推進 

＜背景など＞ 

東日本大震災後、エネルギー自給の重要性が改めて見直されています。例えば、東日本大

震災の被災地域では、太陽熱利用設備を導入していた家庭ではお風呂を沸かして入ることが

できたというエピソードがありますが、エネルギー自給は家庭レベルでも取り組めるもので

す。本町は持ち家の比率が約９割であり、家屋の改修を自由に行える方が多い状況です。 

本町は土地利用の面積の約５割を森林が占め、木質バイオマス資源は比較的豊富にありま

す。しかし、「山の木材が活用されていない」という声もあります。 

また、近年、「スローライフ」「田舎暮らし」「ＤＩＹ」等、暮らし方や住まいにこだわり

をもつ人も増えていると考えられます。本町は都心にも近く、また、ハイキング等が楽しめ

る地域であり、これらのライススタイルを志向する人にとって比較的ポテンシャルは高い地

域と考えられます。 

町の特性や資源を生かしつつ、ライフスタイルの変化も巧みに取り入れ、住宅における太

陽光、太陽熱、木質バイオマス等の再生可能エネルギーや雨水の利用促進に努めます。 

＜主な取組＞ 

◆「広報おがわ」や町ホームページ等、様々な手段を活用し、国や県が実施する再生可能エ

ネルギーの助成などの情報を町民へ提供します。合わせて、町独自の支援制度を検討しま

す。 

◆関係部署と連携し、「スローライフ」「田舎暮らし」を志向する人に役立つ情報発信に努め

ます。 

◆木質バイオマス資源の有効活用の観点から薪を燃料として使用することについて、その技

術や情報に留意し専門家や熟練者の協力を得ながら普及に努めます。煙突を製造、設置す

る事業者の確保・育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 吉田家住宅 

                 小川和紙（細川紙） 

 

       里山              
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３ 運輸部門に関連する取組 

 

 

３－１ エコカーの普及 

＜背景など＞ 

本町は移動手段の５割超を車に依存しており、車は本町の暮らしに欠かせないものです。

しかし、運輸部門（旅客乗用車）のＣＯ２排出量は、ＣＯ２排出量全体のうち最も大きな割

合を占めます。温暖化対策の観点からは、車からのＣＯ２排出の削減が大きな課題です。 

近年、ＥＶ（電気自動車）等への転換が全世界的に進行しています。令和 3（2021）年 4

月、ホンダは日本の自動車メーカーとして初めて、令和 22（2040）年にガソリンエンジン

車の新車販売をやめ、ＥＶ（電気自動車）とＦＣＶ（燃料電池車）に切り替えると発表する

など、各メーカーの取組が進行しており、再生可能エネルギーによるＥＶ（電気自動車）の

充電施設の拡充が求められます。 

 ＜主な取組＞ 

◆自動車由来のＣＯ２が大きいことやエコカーへの更新に関する情報、埼玉県が実施するエ

コドライブ講習会の情報等を町民へ発信します。また、町内の自動車関連企業と協力し、

ＥＶ（電気自動車）等に関する情報を発信します。 

◆ＥＶ（電気自動車）の充電設備の設置を促進します。また、本町及び周辺における充電設

備の位置情報をホームページ等で提供します。 

３－２ 自転車利用の促進 

＜背景など＞ 

車は本町の暮らしに欠かせないものですが、市街地である低地部は比較的高低差が少ない

ことから、自転車利用を普及する余地は十分にあります。自転車利用へのきっかけづくりや

仕組みづくりを進めることが重要です。 

また、サイクリング客や、駅前のレンタサイクルを利用する観光客にとっての利便性を高

めることは、町のＰＲにもつながります。 

＜主な取組＞ 

◆町内の事業者に対し、事業活動や従業員の通勤時の自転車の利用を推奨します。エコライ

フＤＡＹに合わせたイベントとして始めるなど、定着と拡大を図ります。 

◆事業者と連携・協力し、駅や商業施設、職場等における駐輪スペースの整備を進めます。

自転車レーンについては、関係機関と協議を進め拡充を図ります。 

◆ワイヤレス充電搭載型アシスト自転車の利用促進のための環境整備を進めます。 

◆ガソリン代の節約、健康維持・向上など自転車を利用することのメリットを広くＰＲし、

普及を図ります。健康維持という側面から「福祉まつり」や「和紙マラソン大会」等の機

会を生かしてＰＲします。  

ＳＤＧｓへの貢献 
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３－３ 公共交通機関等の確保 

＜背景など＞ 

本町の公共交通は、鉄道が２路線（ＪＲ八高線・東武東上線）とバスが５路線あります。

本町では今後、高齢化率が 40％を超える状態が長期にわたって継続すると予測されてお

り、高齢者の交通手段としての公共交通の重要性は高まると考えられます。「小川町第５次

総合振興計画後期基本計画」（令和３年３月）においても、高齢者等の交通手段の維持が課

題として挙げられています。 

今後も、町民の交通手段としての公共交通機関の維持が求められています。 

＜主な取組＞ 

◆公共交通が環境負荷の少ないことや利用方法等に関する情報を、ホームページやパンフレ

ット等により発信し、利用促進を図ります。また、公共交通に関する小中学校における体

験学習、民間事業者におけるエコ通勤等の実現可能性について検討します。 

◆交通手段の維持・確保について、温室効果ガスの削減効果や移動困難な方々への対応等、

多面的な観点から確保に努めます。 

◆職員の近距離の移動には、自動車の使用をできるだけ控え、徒歩、自転車利用、バスや鉄

道などの公共交通機関利用を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東武東上線（ＴＪライナー）  
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４ 廃棄物部門に関連する取組 

 

 

４－１ 生ごみ等有機廃棄物の活用 

＜背景など＞ 

本町では、町内の団体である「特定非営利活動法人 小川町風土活用センター（ＮＰＯふ

うど）」が運転する施設を使った町との協働による生ごみバイオガス資源化事業が、平成 16

（2004）年に開始され、平成 18（2006）年には規模を拡大し運転が継続しています。原料

となる生ごみは、現在、学校給食センターから受け入れています。 

＜主な取組＞ 

◆現在のバイオガス施設は小型の実証モデルであり、この施設での実績と経験を生かして、

他の地区への展開を検討します。バイオガス事業推進のため、生産される液肥の農業（と

くに有機農業）への活用に努めます。 

◆生ごみバイオガス事業以外にも、本町で産出される有機廃棄物資源（例：農集排汚泥、稲

藁など）の活用を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオガス発電施設（オリックス資源循環株式会社ホームページより）  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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５ 吸収源対策に関連する取組 

 

 

５－１ 森林の適切な管理と木材利用 

＜背景など＞ 

本町は土地利用の面積の約５割を森林が占めます。森林はＣＯ２の吸収源であるととも

に、木質バイオマス等のエネルギー源としての利用、用材としての利用も含めた価値のある

地域資源であり、今後更に活用していくことが重要です。 

＜主な取組＞ 

◆植林地の下草刈りや間伐等の適切な管理を行うことにより、樹木によるＣＯ２の吸収量を

確保します。自然林においても、定期的な伐採による萌芽更新等、持続的に森林資源の利

用促進を図ります。 

◆植林や自然林の適切な管理は、森林組合・行政・町民・団体の連携・協働により推進しま

す。 

◆生産した木材については、できるだけ長く木材として活用することで大気中へのＣＯ２の

放出を抑制します。用途を終えた木製品もできるだけ原料として再利用し、最終的には木

質バイオマスエネルギーとして利用するなど、それぞれの段階に応じた利用を促進します。 

◆家庭等において薪燃料を有効活用することの普及に合わせて、薪の生産・流通の仕組みづ

くりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植樹会（ＣＯ２の吸収源の確保に寄与）  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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６ 部門横断的な取組 

 

 

６－１ 情報提供及び主体間連携の強化 

＜背景など＞ 

町民が環境に関する情報を入手する手段としては、世代を問わず「広報おがわ」が最も多

くなっていますが、若者や現役世代を中心にインターネット等も使われています。環境行政

に限らず、人々の情報入手手段の多様化への対応が必要であり、情報発信やＰＲの方法が取

組の成否のカギとなることも少なくありません。 

また、自治体財政が厳しくなる中、地球温暖化対策に限らず、行政のみで実行できること

には限界があります。町民や団体の知識・経験・マンパワーを動員していくことが重要であ

り、そのための仕組みづくりが求められます。 

一方で、観光等で来訪する人々や近隣自治体とともに、取組を町外へ拡げていくことなど

も重要となっています。 

＜主な取組＞ 

◆「広報おがわ」や町ホームページ等のメディアや人が集まるイベント等を活用し、町内の

地球温暖化対策に関する情報提供を行います。 

◆各種団体、事業者、ボランティアなど各主体間の交流・情報共有のための仕組みづくりを

進めます。 

◆観光と環境を絡めたイベントを近隣自治体と連携して開催する等、あらゆる機会を利用し、

地球温暖化対策の取組の普及・拡大に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウグイの放流  

ＳＤＧｓ 
への貢献 
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６－２ 温暖化に係る教育の充実 

＜背景など＞ 

近年、国内や世界での異常気象が頻繁に報道されることもあり、地球温暖化の影響に対す

る関心は高まっています。町民アンケートにおいても約６割の町民が「地球温暖化への影

響」に関心を寄せています。 

一方で、省エネルギーに取り組んだにもかかわらず温室効果ガスの増加が防げない等の状

況は、温暖化対策への関心や意欲の低下につながりかねません。 

地球温暖化に関する情報を正しく理解し、将来起こりうる影響を想定し、考え、行動を起

こすための能力を持つ人を増やすことが必要です。その方々がさらに、町内の取組に参加し

知識やノウハウを普及することで、取組がより活性化・進展することも視野に入れて進めま

す。 

＜主な取組＞ 

◆町内の小中学校等と連携・協力し、将来、地球温暖化の影響を受ける可能性がある子供た

ちに対し、地球温暖化対策・省エネ・ＣＯ２等に関する学習を推進します。学習に必要な

スタッフや資材、学習場所については、町内で活動する団体や企業と連携・協力します。 

◆図書館における環境コーナーの充実や、公民館事業における環境テーマの取り入れ等、学

習機会の提供を拡充します。 

◆今後増加が見込まれる定年退職する方々への情報提供を行い、温暖化対策を含む、地域に

おける環境保全活動への参加を促進します。また、この世代の方々などが有するさまざま

なスキルを町内の活動に役立てていただけるよう仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おがわ学の取組（県立小川高校）  
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６－３ バイオマスの活用・地域循環型農業の推進 

＜背景など＞ 

バイオマスをエネルギー等として活用していくことは、地域の活性化や地球温暖化の防

止、循環型社会の形成等の課題解決に寄与することから、その活用の推進が求められていま

す。 

また、米や野菜などの農産物を収穫した後のわらや収穫くずが家畜のえさとなり、その家

畜のふんから堆肥がつくられ、その堆肥で農産物が育つような、有機資源を循環させながら

農産物を生産する営みは、地力を維持し、持続性が高い理想的な農業体系とされています。

近年、農業で出る廃棄物などを地域の有機資源として有効に活用し、環境に配慮した持続性

の高い農業、いわゆる「資源循環型農業」が注目されています。 

有機農業に先進的に取り組んできた本町では、このようなバイオマスの活用、地域循環型

農業への親和性が特に高いといえます。 

＜主な取組＞ 

◆農業から生じる農産物残さなどについては、バイオガスなどのエネルギーや堆肥などとし

て有効利用を進めます。 

◆樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉等の林地残材など木質バイオマスについては、

ペレットストーブ用の燃料などとして有効利用を進めます。 

◆地域循環型農業による地域循環共生圏の構築を図ります。 

 

 

■バイオマス 

 
資料：農林水産省 
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第３節 施策導入のロードマップ 

導入の比較的容易なソフト対策や、ＬＥＤ電球への付け替えなどの手軽な取組などから着

実に導入を進めていき、技術や価格の動向等を踏まえて適切なタイミングで本格的なハード

対策にも取り組みます。 

 

部門 施策の体系 

導入スケジュールのイメージ 

2022年度  
2026年度 

計画目標 
 

2030年度 

中期目標 
 

2050年度 

長期目標 

 

 

 

 

（対策） 

       

産業・ 

業務 

1-1 工場・事務所等

における省エネの推進 

（ZEB） 

       

1-2 工場・事務所等

における創エネの推進 

       

家庭 2-1 家庭における省

エネの推進 

 

       

2-2 省エネ性能の高

い住宅・家電製品の普

及（ZEH） 

       

2-3 家庭における創

エネの推進 

 

       

運輸 3-1 エコカーの普及 

（EV、PHV、FCV） 

 

       

3-2 自転車利用の促

進 

 

       

3-3 公共交通機関等

の確保 

 

       

廃棄物 4-1 生ごみ等の有機

廃棄物の活用 

 

       

吸収源 

対策 

5-1 森林の適切な管

理と木材利用 

 

       

部門横断

的取組 

6-1 情報提供及び主

体間連携の強化 

 

       

6-2 温暖化に係る教

育の充実 

 

       

6-3 バイオマスの活

用・地域循環型農業の

推進 

       

『
地
球
と
人
に
や
さ
し
い
持
続
可
能
な
ま
ち 

お
が
わ
』
の
実
現 

省エネ診断サービスの活用 

エコ活動への取組などソフト対策 

手軽なハード対策 

本格的なハード対策（構想～2026、計画～2030、事業実施～2050） 

診断結果を踏まえた省エネ改修 

工場・事業所屋根への太陽光発電導入の推進 

省エネ行動の実践 

見える化・スマートメーター導入 

住宅の省エネ診断、断熱改修 

省エネ家電への買い替え 

住宅屋根への太陽光発電導入の推進 

薪燃料利用の促進 

エコドライブの普及・実践 

電気自動車等への買い替え促進 

自転車利用環境の整備 

自転車利用の促進 

公共交通機関の充実 

自転車利用の促進 

バイオガスプラントの普及 

バイオガス発電 

森林管理による吸収源確保 

薪の生産・流通 

温暖化の状況及び対策の情報提供 

各主体間の情報共有 

学校教育における環境教育 

町内の人材確保・育成 

バイオマスの活用、地域循環型農業による地域循環共生圏の構築 
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第４節 小川町ゼロカーボンシティの推進 

 

令和 3（2021）年 2月に表明したゼロカーボンシティの実現のため、以下の取組を推

進します。 

 

 

１ 循環型社会の構築 

（１）地球温暖化防止対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（賢い選択）」、 

「ゼロカーボンアクション３０」（次頁参照）やエシカル消費を推進します。 

（２）町民の意識醸成を図りながら、過度の自家用車利用から徒歩や自転車、公共交通利

用への段階的な転換を目指します。 

（３）ごみの４Ｒ活動（Reduce:ごみの排出抑制、Reuse:再利⽤、Recycle:再資源化、

Refuse:ごみの発⽣回避）を推進し、更なるごみの減量化・再資源化に取り組みま

す。 

（４）生ごみを原料にバイオマス発電や液肥の生成の取組を推進します。 

（５）「ＯＧＡＷＡ'Ｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ（おがわんプロジェクト）」として、有機農業を

はじめ、町の資源を活用した地域循環型農業を応援し、持続可能な環境保全型の農

業を推進します。 

 

２ 再生可能エネルギーの導入 

（１）公共施設等への太陽光発電設備の導入拡大を図ります。 

（２）豊富な森林資源を活用した木質バイオマスエネルギーの利用を推進します。 

 

３ 森林等の吸収源対策 

（１）山について学ぶ場をつくり、山を生かす人を育てます。 

（２）森林経営管理制度を活用し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立により、

計画的な森林資源の循環を図っていきます。 

（３）公共施設の更新の際には、地元の木材の活用を検討します。 

（４）川下の消費者に小川町の木材・木製品をＰＲしていきます。 
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ゼロカーボンアクション３０（項目） 
 

 脱炭素社会の実現には、一人一人のライフスタイルの転換が重要です。 

 「ゼロカーボンアクション３０」にできるところから取り組んでみます！ 

 

１ 電気等のエネルギーの節約や転換 

 （１）再エネ電気への切り替え 

 （２）クールビス・ウォームビズ 

 （３）節電 

 （４）節水 

 （５）省エネ家電の導入 

 （６）宅配サービスをできるだけ一回で 

受け取る 

 （７）消費エネルギーの見える化 

 

２ 住居関係 

 （８）太陽光パネルの設置 

 （９）ＺＥＨ（ゼッチ） 

 （10）省エネリフォーム 

 （11）蓄電池（車載の蓄電池）・ 

蓄エネ給湯器の導入・設置 

 （12）暮らしに木を取り入れる 

 （13）分譲も賃貸も省エネ物件を選択 

 （14）働き方の工夫 

 

３ 移動関係 

 （15）スマートムーブ 

 （16）ゼロカーボン・ドライブ 

 

４ 食関係 

 （17）食事を食べ残さない 

 （18）食材の買い物や保存等での 

食品ロス削減の工夫 

 （19）旬の食材、地元の食材でつくった菜

食を取り入れた健康な食生活 

 （20）自宅でコンポスト 

 

５ 衣類、ファッション関係 

 （21）今持っている服を長く大切に着る 

 （22）長く着られる服をじっくり選ぶ 

 （23）環境に配慮した服を選ぶ 

 

６ ごみを減らす 

 （24）マイバッグ、マイボトル、マイ箸、

マイストロー等を使う 

 （25）修理や補修をする 

 （26）フリマ・シェアリング 

 （27）ごみの分別処理 

 

７ 買い物・投資 

 （28）脱炭素型の製品・サービスの選択 

 （29）個人のＥＳＧ投資 

 

８ 環境活動 

 （30）植林やごみ拾い等の活動 

資料：環境省  
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第６章 重点プロジェクト ～スマートシティへの展開～ 
 

 

「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」への取組を含め、環境保全・創造、地球温暖化

対策を推進します。 

本町では、令和３（2021）年２月に「小川町ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました。

令和 32（2050）年度のゼロカーボンに向けた取組を重点的に推進します。 

 

＜重点プロジェクト１＞ 再生可能エネルギー活用プロジェクト 

→  町の強みである地域資源と人的資源を生かした施策として、農業（とくに有機農業）

や林業（里山管理等）と連携を通じた地区単位の持続可能な社会づくりを展開します。 

   木質バイオマス活用推進を核とした地域循環共生圏の形成を図ります。 

 

 

 

 

＜重点プロジェクト２＞ 低炭素ライフプロジェクト 

→  町内の小中学校等と連携し、団体や企業、農業者等との協働で実践的体験的教育を実

施し、低炭素ライフスタイルの普及を図ります。 

 

 

 

 

 

＜重点プロジェクト３＞ 多様な移動手段のあるまちプロジェクト 

→  町内におけるＣＯ２の部門別排出量で基準年（平成 25（2013）年度）に最も多かった

運輸部門における排出削減対策を中心としてエコカー普及、利用環境整備、ＥＶ（電気

自動車）の蓄電機能の活用などの展開を図ります。 

   また、町民の日々の移動や事業活動に伴う移動において、今よりも快適に移動でき、

地域活性化にも資する公共交通環境の形成を図ります。 

 

 

 

 

  

ＳＤＧｓ 

への貢献 

ＳＤＧｓへの貢献 

ＳＤＧｓ 

への貢献 
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重点プロジェクト１：再生可能エネルギー活用プロジェクト 

１ ねらい 

本町では、学校給食センターの生ごみからバイオガスを取り出し、副産物の液肥を地元農

家が農地に還元する仕組みがすでに実用化されています。また、落ち葉、ライスセンターの

もみ殻、家畜糞、廃食用油・間伐材などさまざまな地域資源の循環利用に取り組まれている

方（主に有機農業従事者）もたくさんいます。 

これらの取組をより多くの個人・地区に推進するほか、農地の周辺に広がる里山の森林資

源の管理・活用にも拡げていくことにより、農林業と連携した再生可能エネルギーの普及・

拡大を図ります。 

このような活動には、農林業従事者だけでなく、今後定年を迎える方々などのノウハウや

マンパワーの活用を促進します。 

 

 

 ■木質バイオマス活用を核とした地域循環共生圏の形成イメージ 

 
 

【埼玉県中央部森林組合等との連携】 搬出間伐の推進（燃料材供給量の拡大）について、林

道や作業道に近い部分についてはできるだけ搬出する施業方法（作業道開設も含めて）や

費用確保の方法を検討します。このことを通じて、特に燃料向けとなる低質材の供給量を

増やします。 

【小規模自伐的な林業の育成・支援】 森林管理の担い手を育成していく必要があり、そのた

め担い手組織の立ち上げに加えて、地域おこし協力隊制度等の活用も含めて、小規模自伐

的な林業の担い手育成・支援に努めます。 
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【木質バイオマスセンターの整備】 未利用の森林資源を利活用するために、中核事業となる

木質バイオマスセンターの開設について検討します。 

【木質バイオマス利用普及に向けた支援】 木質バイオマス利用を行いやすい環境整備に努め

ます。 

【森林を活用した地域循環共生圏の構築】 町内や近隣自治体で、地域循環共生圏の構築に結

び付く森林と他の地域資源（教育、有機農業、体験型観光、地域材利用、他）を活用した

多様な活動の芽が存在しています。これらの諸団体の活動を支援・ネットワーク化するこ

とで、木質バイオマスの民生利用（薪等）、町産材利用（建築）、里山体験（観光）、環境

教育等と森林整備・保全を複合的に結びつける本町の特徴を生かした地域循環共生圏の構

築を目指します。 

２ 施策の展開イメージ 

（１）町の取組 

  【再生可能エネルギーの普及】 農林業と連携した再生可能エネルギー普及のため、推進体

制づくりを進めます。 

  【循環型農業のブランド化】 有機農業を基にした循環型農業のブランド化を図ります。 

  【森林資源の活用】 森林資源の活用に際しての林業と農業の調整を図ります。 

  【生ごみ等の活用】 生ごみ、廃食用油の回収とその活用の充実に努めます。 

  【薪燃料の普及】 木質バイオマスの薪燃料としての普及に向けた情報発信に努めます。 

（２）町民の取組 

  【再生可能エネルギーの導入】 農林業従事者と連携した再生可能エネルギーの導入・活用

を検討します。 

  【里山の保全】 里山管理等のボランティア活動への参加に努めます。 

  【生ごみ等の回収協力】 生ごみ、廃食用油の回収に協力します。 

  【薪燃料の活用】 薪を燃料とするストーブ等の機器の導入を検討します。 

（３）事業者の取組 

  【里山管理等への参加】 プロジェクト推進に必要な関連技術の検討や事業化の検討(農林

業・その他)・里山管理等のボランティア活動への参加を検討します。 

  【生ごみ等の回収協力】 生ごみ、廃食用油の回収に協力します（食品加工業、飲食店

等）。 

  【カーボンニュートラルへの取組】 

    2050カーボンニュートラルの実現に向け

た事業活動に努めます。 

 

 

 

 

 

               林業 

        （ＣＯ２の吸収源の確保に寄与）  
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重点プロジェクト２：低炭素ライフプロジェクト 

１ ねらい 

町内の小中学校等と連携し、低炭素なライフスタイルの普及・啓発活動を展開します。町

内の企業やＮＰＯ等の団体、農業者等と協働した体験型環境学習の実践により、次世代の町

を担う児童・生徒に低炭素ライフに親しむ機会を提供し、その活動を通じて広く町民に、低

炭素ライフへの理解が浸透し、実践されることを目指します。 

 

２ 施策の展開イメージ 

（１）町の取組 

  【低炭素ライフスタイルの普及】 町内の小中学校等における低炭素ライフスタイルに関す

る学習の機会の創出を図ります。 

  【低炭素ライフプログラムの提供】 町内で低炭素ライフを実践している当事者と連携した

プログラムの提供に努めます。 

  【低炭素ライフスタイル情報の提供】 低炭素ライフスタイルに関する情報の発信を図りま

す。 

（２）町民の取組 

  【低炭素ライフスタイルの実践】 低炭素なライフスタイルの実践に努めます。（太陽光パ

ネルの設置、ＺＥＨ建築、エシカル消費等） 

  【地産地消の実践】 米、野菜等の農産物は、できるだけ地元でつくられたものの消費に努

めます。 

  【里山の保全活動への参加】 里山管理等のボランティア活動への参加に努めます。 

（３）事業者の取組 

  【低炭素ライフスタイルの普及】 低炭素なライフスタイルを支える商品やサービスの提供

に努めます。 

  【里山の保全活動への参加】 里山管理等のボランティア活動への参加に努めます。 

  【ソーラーシェアリングの実践】 農地を活用したソーラーシェアリングの実施を検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元で生産された野菜  
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重点プロジェクト３：多様な移動手段のあるまちプロジェクト 

１ ねらい 

本町における二酸化炭素排出量の４割弱が運輸部門（自動車）からのものであり、温暖化

対策ではこの部門における排出削減に切り込んで行く必要があります。一方、丘陵部の住宅

地からの移動等で自動車に依存せざるを得ない町の地域特性から、自動車利用を単に削減す

るのではなく、移動の利便性の確保と排出削減との両立を目指します。 

 

２ 施策の展開イメージ 

（１）町の取組 

【自転車や徒歩で移動できるまちづくり】 自転車や徒歩での利用を前提とした中心市街地

のまちづくりを推進します。 

【エコカーの普及・啓発等】 エコドライブやアイドリングストップ等のソフト対策、次世

代自動車購入時の優遇制度等についての普及・啓発を図ります。 

【ＥＶ(電気自動車)等の導入】 公用車としてＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハ

イブリッド自動車）等の次世代自動車の導入と充電設備の設置を図ります。 

【地域公共交通の維持】 町民の移動手段の維持に努めます。 

（２）町民の取組 

【自動車利用の抑制】 不要不急の自動車の利用を、自転車や徒歩、公共交通への転換に努

めます。 

【エコドライブの実践】 自動車運転時のエコドライブの実践に努めます。 

【ＥＶ(電気自動車)等の導入】自動車の買い替え時には、可能な範囲でＥＶ（電気自動車）、

ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）や低燃費のエコカーとします。 

【太陽光発電とＥＶ（電気自動車）の組み合わせ】 ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグ

インハイブリッド自動車）と組み合わせた住宅への太陽光発電の導入を検討します。 

（３）事業者の取組 

【自動車利用の抑制】 大きな荷物の運搬が不要な営業活動の自転車利用への転換を検討し

ます。 

【エコドライブの実践】 自動車運転時のエコドライブの実践に努めます。 

【ＥＶ(電気自動車)等の導入】 自動車の買い替え時には、可能な範囲でＥＶ（電気自動

車）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）や低燃費のエコカーとします。 

【太陽光発電とＥＶ（電気自動車）の組み合わせ】 ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグ

インハイブリッド自動車）と組み合わせた工場・事業所への太陽光発電の導入を検討し

ます。 
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第７章 計画の推進及び進行管理 

１ 計画推進に向けた各主体の役割 
 

・町民、事業者、町（行政）の各主体が、それぞれの責任と役割を果たしつつ、密接な連

携・協働関係を構築・維持し、本計画に基づく具体的な環境保全、環境問題への対応、温

暖化対策等を進めていきます。 

・町内で活動している団体・ＮＰＯ・個人との連携・協働により地域ぐるみで計画の推進を

図るとともに、連携・協働を促進するコーディネーター、ファシリテーターなどとして、

町（行政）だけでなく、ＮＰＯ等による活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日々の生活を通じた取組 

・省エネ行動（節電、エコド

ライブ、環境負荷が低い商

品の選択） 

・高効率機器への買い替え 

・環境活動への参加 など 

日々の業務を通じた取組 

・高効率機器や再生可能エネ

ルギーへの切り替え 

・エネルギー管理体制の構築 

・従業員の環境活動の奨励 

・環境ビジネスの開拓 など 

本計画の施策を通じた 

様々な環境問題への対応、 

町民・事業者への支援 

町 民 事 業 者 

町（行政） 

取組の 

支援 

取組の 

支援 

施策 

への協力 

施策 

への協力 

連携・協働 

サービス

の提供等 

購入・ 

消費等 

（地産地消） 
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２ 進行管理の方法 
 

・本計画を実効性あるものとしていくためには、 

  「計画に記載されている取組を着実に実行」 

    ⇓ 

  「その進捗状況や効果を点検・評価」 

    ⇓ 

  「点検・評価で挙げられた課題を次の計画や施策へ反映」 

 というプロセスをとることが重要です。 

・これらの一連のプロセスは、「Ｐｌａｎ（計画）⇒Ｄｏ（実行）⇒Ｃｈｅｃｋ（点検）⇒

Ａｃｔ（改善）」の頭文字を取り、ＰＤＣＡサイクルと呼ばれます。本計画は、この PDCA 

サイクルの考え方に基づき計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 
 

 

＜Ｐ＞本計画を策定します。また、計画の中間年度と最終年度には、計画の見直しを行いま

す。 

＜Ｄ＞環境保全、環境問題への対応、温暖化対策等を実行します。 

＜Ｃ＞短期目標や中期目標に、目標の達成状況や温暖化施策の進捗状況を総括し、結果を公

表します。 

＜Ａ＞温暖化施策の進捗状況や目標の達成状況を踏まえるとともに、環境保全、環境問題へ

の対応、温暖化対策等に関する国内外の社会情勢の変化や技術革新の状況を考慮し、

必要に応じて施策の軌道修正を行います。 

 

  

Plan（計画する）

　計画の作成・改訂

Do（実行する）

各主体での取組

Check（点検する）
　

庁内外組織による点検・評価

Act（改善する）
　

取組内容などの改善

：計画期間全体の流れ ：毎年の流れ
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３ 進行管理の体制 
 

・本計画は、町民、事業者、町（行政）各主体の連携を軸とした、以下のような推進体制で

進めます。 

・町民への普及啓発や実践活動が効果的に展開されるよう、早急に各主体間の交流・情報共

有の仕組みづくりを行います。 

・次期計画策定に当たっては、現行計画の点検・評価を実施するとともに、町民や事業者等

の参画による策定作業を想定します。 

 

 

 

 

小川町環境審議会 国・埼玉県・他自治体 

各担当課 環境農林課（事務局） 

情報提供・意見 

意見 

連携・情報交換 

【小川町】 

進捗公表 

報告 評価・意見 

取組点検 

連携（各施策の推進） 意見 支援・情報提供 

町民・事業者・各種団体及びボランティア 
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資料編 

資料１ 第２次小川町環境基本計画策定の経緯 
 

開催日 内容等 

令和３年７月～ 

 令和３年 ８月 

環境に関するアンケート調査の実施 

 ・配布数：1,000票 

 ・回収数：  387票 

 ・回収率： 38.7％ 

令和３年７月～ 

 令和３年 10月 
現行計画の進捗状況の点検・評価 

令和３年 11月 24日 
第１回小川町環境審議会 

 ・第２次小川町環境基本計画（中間見直し）について 

令和３年 12月 21日 
第２回小川町環境審議会  

 ・第２次小川町環境基本計画（中間見直し）（素案）について 

令和４年 ２月 ２日 
第３回小川町環境審議会 ※諮問 

 ・第２次小川町環境基本計画（中間見直し）（案）について 

令和４年２月 ９日～ 

    ３月 10日 

パブリックコメントの実施 

 ・意見提出者数  ６人 

 ・意見数      56件 

令和４年 ３月 25日 
第４回小川町環境審議会 ※答申 

 ・第２次小川町環境基本計画（中間見直し）（案）について 

令和４年 ３月 31日 
小川町環境審議会からの答申を受け計画の決定・公表 

パブリックコメントの結果公表 
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資料２ 第２次小川町環境基本計画について（諮問） 
 

小 環 第１７６９００号 

令和 ４ 年 ２ 月 ２ 日 

 

 

 小川町環境審議会会長 様 

 

 

小川町長 松本 恒夫       

 

 

第２次小川町環境基本計画（中間見直し）について（諮問） 

 

 このことについて、小川町環境保全条例（平成１６年小川町条例第１５号）第

１２６条の規定に基づき、別添のとおり諮問します。 

 なお、第２次小川町環境基本計画（中間見直し）には、小川町地球温暖化対策

実行計画（区域・施策編）（中間見直し）を含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別添は、第２次小川町環境基本計画（中間見直し）（案）のこと  
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資料３ 第２次小川町環境基本計画について（答申） 
 

令和 ４ 年 ３ 月２５日 

 

 

 小川町長 松本 恒夫 様 

 

 

小川町環境審議会  

会長 松岡 良治  

 

 

第２次小川町環境基本計画（中間見直し）（案）について（答申） 

 

 令和４年２月２日付け小環第１７６９００号にて諮問のありました、第２次小

川町環境基本計画（中間見直し）（案）について、本審議会で慎重に審議を行った

結果、その内容は、国内外の様々な社会情勢や本町の直面している地域課題等に

適切に対処するため、本町の環境行政を総合的かつ計画的に推進する計画として

ふさわしいとの結論に至りましたので、別添のとおり答申いたします。 

 なお、本審議会として、すべての町民、事業者、町（行政）がそれぞれの立場

から役割を認識し、自主的・積極的に行動するとともに、相互の連携・協働によ

り「第２次小川町環境基本計画」のみんなで目指す環境像『里山文化が育んでき

た自然を愛する持続可能なまち おがわ』の実現及び「ゼロカーボンシティ宣言

のまち」として二酸化炭素排出量の削減目標が達成され、持続可能な脱炭素社会

の実現に向けて大きく前進することを強く要望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別添は、第２次小川町環境基本計画（中間見直し）について（答申）のこと  
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資料４ 小川町環境審議会委員名簿 

 

委員の種別 氏名 所属・団体名等 

１号委員 

（知識経験者） 

  桑 原   衛 ＮＰＯ法人小川町風土活用センター代表 

○ 高 橋 優 子 ＮＰＯ法人生活工房つばさ・游代表 

２号委員 

（各種団体の代表者） 

◎ 松 岡 良 治 小川町商工会会長 

  松 山 政 義 埼玉中央農業協同組合小川基幹支店長 

  大 島 和 典 小川町環境美化推進委員会会長 

３号委員 

（町民の代表者） 

  高 橋   守  

  関 根 健 之  

４号委員 

（関係行政機関職員） 

  堀 口 郁 子 埼玉県東松山環境管理事務所所長 

  中 西   裕 埼玉県寄居林業事務所所長 

※◎：会長、〇：副会長 

※任期：令和３（2021）年１月 16日から令和５（2023）年１月 15日まで（２年間） 

 堀口郁子氏は、令和３年度から令和５（2023）年１月 15日まで 
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資料５ 関連指標 
 

指標名 
基準値 

（R1年度） 

目標値 

（R7年度） 
考え方 

花いっぱい運動参加者数

（人／回） 
1,420 1,500 

全町を対象とした「花いっぱい運動」を推進し

ます。 

河川水質の環境基準類型Ａ

（ＢＯＤの年間平均値2.0㎎

/ℓ以下）達成か所の割合

（％） 

88.9 88.9 

川の有機物による「よごれ」を調べるＢＯＤ

（生物化学的酸素要求量）の達成か所の増加を

目指します。 

空き家活用（件） 30 42 
空き家バンクの設置により地域資源として活用

します。 

都市公園管理数（か所） 44 45 
既存の公園を適正に維持管理し、市街地を中心

とした公園・緑地の新たな整備を目指します。 

都市公園面積（ha） 10.2 10.5 都市公園面積３％増を目指します。 

河川清掃参加者数（人） 4,975 5,500 
町民の協力により河川清掃を実施することで、

河川環境についての意識の醸成を図ります。 

下水道整備率（％） 65.5 96.8 

整備率の向上に努めます。 

※整備率＝供用開始面積÷全体計画面積×100 

全体計画区域を694haから507.9haに変更。 

下水道水洗化率（％） 81.3 81.7 
水洗化率の向上に努めます。 

※水洗化率＝水洗化人口÷排水区域内人口×100 

ごみ一人１日当たり排出量

（ｇ） 
751 705 

「小川地区衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基

本計画」に基づき、ごみの排出量の減少に努め

ます。 

燃えるごみ一人１日当たり

排出量（ｇ） 
588 524 

「小川地区衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基

本計画」に基づき、ごみの排出量の減少に努め

ます。 

公害等苦情件数（件） 25 20 

その年度ごとの時代背景や情勢により件数に開

きが出るという傾向を考慮し、10件程度減らす

ことを目指します。 

不法投棄件数（件） 15 25 

事業系の不法投棄が目立ち始めていることなど

考慮し、過去５年間の平均値（40件）より15件

程度減らすことを目指します。 

温室効果ガス（CO2換算）の

削減率（％） 
3.8 16 

「小川町地球温暖化対策実行計画」における、

基準年（2005年度）に対し、16％削減を目指し

ます。 

町全域の二酸化炭素排出量

（千t-CO2） 

158.9 

(H30年度) 

117.0 

(R8年度) 

小川町地球温暖化対策実行計画を推進し、2026

年度までに二酸化炭素排出量を2013年度比で

24％削減します。 

※「町全域の二酸化炭素排出量」は「小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）」に、 

それ以外は「小川町第５次総合振興計画後期基本計画」によります。 
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※地域森林計画対象森林面積は、3,263haです。（「森林・林業と統計令和２年度版」より） 

 

  

その他の計画関連データ 

森林経営計画認定

面積（ha） 
359.2 

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受け

た者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を

対象として、森林の施業及び保護について５年を１期とする計画

で、認定面積は平成 25 年度から令和５年度までに認定している面

積です。 

荒廃農地面積 

（ha） 
125.9 

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作

業では作物の栽培が客観的に不可能である農地であり、その令和 2

年度実績値です。 

環境保全活動団体

数（団体） 
5 

環境の保全と創造を目的として町内で活動を行い、営利を目的とし

ない町民団体及びグループで、町が補助している団体数の令和２年

度実績数です。 
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資料６ 温室効果ガス排出量の推計方法等 
 

１ 現状値（千 t-CO2） 

 

 ↓温室効果ガス排出量推計結果（埼玉県） 自治体排出量カルテ（国） 

  ↓ bと cは、eと fの値に a/dを乗じる 

 
a b c  d e f 

排出部門 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 
 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

産業部門 52.4 53.9 56.3 
 

68.0 69.0 72.0 

 製造業 49.8 51.4 53.8  62.0 64.0 67.0 

 建設業 0.7 0.7 0.7  1.0 1.0 1.0 

 鉱業 1.4 1.4 1.4        

 農林水産業 0.5 0.4 0.4  5.0 4.0 4.0 

業務部門 16.8 16.3 15.7 
 

31.0 30.0 29.0 

家庭部門 38.4 40.6 38.4 
 

36.0 38.0 36.0 

運輸部門 48.2 47.3 46.3 
 

54.0 52.0 51.0 

 自動車 47.6 46.7 45.7 
 

51.0 50.0 49.0 

 鉄道 0.6 0.6 0.6 
 

2.0 2.0 2.0 

廃棄物部門 2.1 1.1 2.1 
 

2.0 1.0 2.0 

 一般廃棄物 1.4 0.7 1.4 
 

      

 産業廃棄物 0.7 0.3 0.7 
 

      

計 157.9 159.0 158.9 
 

190.0 191.0 190.0 

※計算結果を四捨五入していること等により、合計が合わないところがあります。 

※例えば、平成 29 年度産業部門の排出量 53.9 は、 69.0×（52.4／68.0） により算出していま

す。 

※鉱業については、平成 28年度の値で固定しています。 

※一般廃棄物と産業廃棄物は、廃棄物部門の値を算出し、平成 28 年度の内訳の割合で按分してい

ます。 
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２ 将来推計方法（トレンド） 

 

排出部門 
活動量・CO2

排出量等 

2050年度将来推計（トレンド）の 

考え方・算定方法 

産業部門 

（製造業） 

①製造品出荷

額等 

ホンダ小川工場等の立地企業の増加により近年増加傾向でしたが、令

和 2（2020）年度はマイナスとなりました。 

平成 29（2017）年度から令和 2（2020）年度までの推移は、 

 98,240百万円、109,695百万円、122,398百万円、105,004百万円 

であり、伸び率の平均は年 3％増ですが、令和元（2019）年度から 2

（2020）年度にかけてマイナスとなりました。 

 ②CO2排出量 増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定します。 

産業部門 

(建設業・ 

鉱業) 

①従業員 

（ 建 設 ・ 鉱

業） 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、5年で 16％減とします。 

（2015年人数÷2010年人数） 

＝（791÷944）＝0.84      ※2020年国調のデータは未公表 

 ②CO2排出量 5年で 16％減とします。 

産業部門 

(農林水産

業) 

①経営耕地面

積 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、5年で 12％減とします。（面

積の単位は ha） 

（2015年面積÷2010年面積）＋（2020年面積÷2015年面積）の平均 

＝（（363÷390）＋（302÷363））÷2＝0.88 

 ②CO2排出量 5年で 12％減とします。 

家庭部門 

 
①世帯数 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、5年で 10％減とします。 

平成 27（2015）年と令和 2（2020）年の値は、それぞれ 12,007世帯、

11,764世帯 

 11,764÷12,007＝0.98 ※平成 27年から令和 2年にかけて 2％減 

 ②CO2排出量 5年で 10％減とします。 

業務部門 

①業務系建物

の延床面積 

増減なしとします。 

業務系建物の延べ床面積は、平成 30（2018）年度から令和 2（2020）

年度にかけて、 

 118千㎡、118千㎡、119千㎡ 

であり、ほぼ横ばいです。 

 ②CO2排出量 増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定します。 

運輸部門 

(乗用車) 

①保有台数 

将来的には減少幅が大きくなると想定し、5年で 10％減とします。 

自動車保有台数は、平成 28（2016）年度から令和 2（2020）年度にか

けて、 

 13,318台、13,129台、12,929台、12,658台、12,383台 

であり、年平均 2％の減となっています。 

 ②CO2排出量 5年で 10％減とします。 

運輸部門 

(鉄道) 
①本数 

増減なしとします。 

運行状況に大幅な変更はないものとします。 

 ②CO2排出量 増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定します。 

廃棄物部

門（一般

廃棄物） 

①人口 国立社会保障・人口問題研究所の推計値を使用します。 

②CO2排出量 人口動向に連動させます。 

廃棄物部

門（産業

廃棄物） 

①製造業 産業部門（製造業）と連動させます。 

②CO2排出量 増減なしとし、平成 30（2018）年度に固定します。 
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資料７ 小川町における排出削減量の目安 
 

 ・2026年度の削減目標は       24   ％以上     a 

 ・2013年度の排出量         154   千-tCO2    b 

  2026年度の排出見込量       150.1  千-tCO2    c 

  2026年度の排出目標  b×0.76  117.04 千-tCO2以下  d 

 ・森林による二酸化炭素吸収      10.58 千-tCO2    f 

 ・削減目標量  c－d－f       22.48 千-tCO2以上  e 

 ・削減のための取組  平成 26年度策定時の取組継承 

            平成 26年度策定時の取組充実（ZEH・ZEB、EV、みい電など） 

            ソーラーシェアリングなど新しい施策の展開 

 ・以上により、24％以上削減を達成、更なる高みを目指します。（2030年度 46％削減に向け

て） 

 

 

表 計画策定時（平成 26年３月）に想定した取組内容 

取組内容 2020年度における試算条件 
CO2削減量 

（千-tCO2） 

事業所でのエネルギ

ー機器の効率改善 

エネルギー消費の見える化や、省エネ診断・省エネ改修により、

エネルギー使用量の削減が進む。実施率を 40％と想定。 
4.3 

工場・事業所での太

陽光発電の普及 

工場や倉庫、事業所の建物の 20％に太陽光発電を導入する。（発電

容量 10kW） 
1.9 

住宅用太陽光発電の

普及 

住宅（一戸建・共同住宅）の 20％が太陽光発電を導入する。（発電

容量 戸建て 3kW、共同住宅 10kW） 
3.2 

住宅用太陽熱温水器

の普及 

太陽光発電を導入していない住宅の 20％が太陽熱温水器を導入す

る。 
2.7 

断熱住宅の普及 

新築住宅（2009 年度以降に建築）は、80％が次世代省エネ基準

（1999年）で建てられる。 

既築住宅（2008 年度以前に建築）は、旧省エネ基準（1980 年）及

び同基準より古いものは 40％が、新省エネ基準（1992 年）のもの

は 25％が次世代省エネ基準へ断熱改修される。 

1.3 

省エネ家電への買い

替え 

エアコン・冷蔵庫・照明が省エネタイプのものに買い換えられ

る。新規製品の買い替え率は、エアコン・冷蔵庫・照明いずれも

25％。 

1.6 

住宅用高効率給湯器

の普及 

従来型給湯器から高効率給湯器（エコキュート・エコジョーズ）

への更新が進む。更新率は、エコキュートが 15％、エコジョーズ

が 25％。 

0.9 

エコドライブの普及 町民・事業者の 15％がエコドライブに努める。 1.0 

車の燃費改善 

ガソリン車の燃費改善やエコカーへの切り替えにより車の燃費改

善が進む。エコカーへの新規切り替え率は町民・事業者とも

10％。 

8.8 

薪ストーブの導入 
戸建て住宅の暖房器具として、6％の住宅に薪ストーブが導入され

る。 
0.2 

計  26.0 

※計算結果を四捨五入しているため、合計が一致していません。 

出典：小川町地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）（平成 26（2014）年 3月） 
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資料８ 環境に関するアンケート調査結果 
 

 町住民基本台帳から無作為に抽出した、町内に在住する 20歳以上の男女 1,000人 

 調査方法は郵送配布・郵送回収、調査期間は令和３年７月～８月 

 有効回収数 387人、有効回収率 38.7％ 
 

※設問によっては、一人の回答者が一つだけ回答する場合（単数回答）でも、回答率の合計

が 100％にならないものもあります。 

 

１ 周辺環境への満足度（「満足」＋「やや満足」） 

 

 
 

現在住んでいる周辺環境の満足度について、「⑤緑の豊かさ」は「満足」（56.6％）と「や

や満足」（31.3％）を合わせて 87.9％が「満足」としています。「不満」（1.0％）と「やや

不満」（0.3％）を合わせて「不満」は 1.3％となっています。 

「①空気のきれいさ」（「満足」が 82.2％）や「②まちの静けさ」（同 80.4％）も満足度が

高くなっています。 

一方、「⑫環境に関する町からの情報提供」は「満足」とする割合が最も少なく 37.2％と

なっています。 

  

49.1

47.3

25.1

19.6

56.6

23.3

26.9

24.8

11.9

22.2

22.5

9.8

33.1

33.1

42.4

40.6

31.3

37.0

38.8

42.4

31.0

39.3

30.5

27.4

13.2

11.9

21.7

28.9

8.8

28.7

29.2

24.5

33.3

27.1

28.4

42.1

2.1

4.1

9.0

8.3

2.1

6.5

2.3

4.1

14.5

8.0

11.6

13.7

1.3

2.8

0.8

2.1

0.3

3.1

1.0

2.3

8.0

2.6

6.2

5.9

1.3

0.8

1.0

0.5

1.0

1.6

1.8

1.8

1.3

0.8

0.8

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①空気のきれいさ

②まちの静けさ

③まちのきれいさ

④水のきれいさ

⑤緑の豊かさ

⑥水や水辺との親しみ

⑦土との親しみ

⑧生きものとの親しみ

⑨公共の広場、公園

⑩自然の眺めやまち並みの美しさ

⑪災害、水害からの安全性

⑫環境に関する町からの情報提供

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答
（％）

①空気のきれいさ 

②まちの静けさ 

③まちのきれいさ 

④水のきれいさ 

⑤緑の豊かさ 

⑥水や水辺との親しみ 

⑦土との親しみ 

⑧生きものとの親しみ 

⑨公共の広場、公園 

⑩自然の眺めやまち並みの美しさ 

⑪災害、水害からの安全性 

⑫環境に関する町からの情報提供 
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２ 生きものの情報 

 

■今も見かけることがある（生息しているのを知っている） 

 
 

今も見かけることがある（生息しているのを知っている）生きものは、「トンボ」が

84.5％で最も多く、次いで「ウグイス」（68.7％）、「シラサギ」（64.3％）、「メジロ」

（55.8％）、「タヌキ」（53.5％）、「カタクリ」（50.4％）などとなっています。 

 

  

84.5

68.7

64.3

55.8

53.5

50.4

48.6

42.9

41.6

36.4

31.5

28.9

25.8

24.8

23.3

20.7

11.1

8.5

4.1

4.1

2.6

0 20 40 60 80 100

⑪トンボ

③ウグイス

⑥シラサギ

④メジロ

⑦タヌキ

⑳カタクリ

⑬カブトムシ

⑫クワガタ

②キジ

㉑ニリンソウ

⑩ホタル

⑤カワセミ

⑯サワガニ

⑱メダカ

⑰フナ

⑭オオムラサキ

⑧キツネ

⑨ウサギ

⑲ヤマメ

①サシバ、ミゾゴイ、ハチクマ

⑮サンショウウオ

（％）

⑪トンボ 

③ウグイス 

⑥シラサギ 

④メジロ 

⑦タヌキ 

⑳カタクリ 

⑬カブトムシ 

⑫クワガタ 

②キジ 

㉑ニリンソウ 

⑩ホタル 

⑤カワセミ 

⑯サワガニ 

⑱メダカ 

⑰フナ 

⑭オオムラサキ 

⑧キツネ 

⑨ウサギ 

⑲ヤマメ 

①サシバ、ミゾゴイ、ハチクマ 

⑮サンショウウオ 
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３ 日頃の環境配慮行動 

 

■配慮している割合（「いつも行っている」＋「時々行っている」） 

 
 

日頃行っている、または関心がある環境配慮行動は、「ごみの分別をルールに従って行っ

ている」が 96.9％、「買い物袋を持参し、レジ袋をできる限り断る」が 94.3％、「油や食べ

残しを流さない」が 88.9％などとなっています。 

 

  

96.9 

94.3 

88.9 

88.8 

88.1 

85.3 

83.0 

69.5 

69.0 

68.0 

66.4 

65.4 

56.4 

53.3 

51.2 

42.3 

39.0 

33.3 

32.1 

30.0 

25.1 

20.4 

11.1 

9.6 

8.8 

5.7 

3.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

③ごみの分別をルールに従って行っている

②買い物袋を持参し、レジ袋をできる限り断る

⑯油や食べ残しを流さない

④町や地域で行っている資源回収に積極的に協力

⑬洗面時に水を出しっぱなしにしない

⑱不要なアイドリング、空ぶかし、急発進などをしない

⑤生ごみの減量や生ごみの水切りを実施

①物を買うときは環境への影響を考えながら選択

⑥揚げ物に使った油は容器に貯め繰り返し使用

⑦待機電力を抑えるために主電源をこまめに切る

㉒余暇には自然とふれあう

⑰公共下水道（農業集落排水含む）や合併浄化槽を使用

㉕町主催の河川清掃に参加

⑧月々の電気の使用量を記録し、その変化に注意

㉑農薬の過度の使用を控えている

⑮洗濯には風呂の残り水を利用

㉓自治会が主催する環境保全のための活動に参加

⑭節水型機器など、使う水の量を減らしている

⑳外出の際には、公共交通機関や自転車、徒歩

⑲自家用車をエコカーへ切り替えている

⑫エネルギー創出型の省エネ製品を設置

㉔自治会以外が主催する環境保全ための活動に参加

㉗環境保全を行う団体に寄付

⑨環境家計簿をつけている

⑪太陽光発電システムを設置

㉖自然観察会やバードウォッチングなどに参加

⑩太陽熱温水器を設置

（％）

③ごみの分別をルールに従って行っている 

②買い物袋を持参し、レジ袋をできる限り断る 

⑯油や食べ残しを流さない 

④町や地域で行っている資源回収に積極的に協力 

⑬洗面時に水を出しっぱなしにしない 

⑱不要なアイドリング、空ぶかし、急発進などをしない 

⑤生ごみの減量や生ごみの水切りを実施 

①物を買うときは環境への影響を考えながら選択 

⑥揚げ物に使った油は容器に貯め繰り返し使用 

⑦待機電力を抑えるために主電源をこまめに切る 

㉒余暇には自然とふれあう 

⑰公共下水道（農業集落排水含む）や合併浄化槽を使用 

㉕町主催の河川清掃に参加 

⑧月々の電気の使用量を記録し、その変化に注意 

㉑農薬の過度の使用を控えている 

⑮洗濯には風呂の残り水を利用 

㉓自治会が主催する環境保全のための活動に参加 

⑭節水型機器など、使う水の量を減らしている 

⑳外出の際には、公共交通機関や自転車、徒歩 

⑲自家用車をエコカーへ切り替えている 

⑫エネルギー創出型の省エネ製品を設置 

㉔自治会以外が主催する環境保全ための活動に参加 

㉗環境保全を行う団体に寄付 

⑨環境家計簿をつけている 

⑪太陽光発電システムを設置 

㉖自然観察会やバードウォッチングなどに参加 

⑩太陽熱温水器を設置 

 



 
 資料編  

99 

４ 環境に関する町の取組 

 

 

町が力を入れるべきことは、「雑木林などの緑の保全・管理や緑化を推進し、自然とのふ

れあいのある環境を形成する」が 49.6％、「土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづく

りを推進する」が 46.0％、「廃棄物の不法投棄に対する監視体制を強化する」が 42.4％、

「自然的な水辺環境が残されている場所を保全し、また、新たにそのような水辺をつくって

いく」が 40.6％などとなっています。 

年齢別では、20歳代で「貴重な動植物の保存・育成を図っていく」が 59.1％で最も多く

なっています。地区別では、大河・竹沢・八和田地区で、「イノシシ・シカ・アライグマ・

ハクビシン等の有害鳥獣対策を推進する」が比較的多くなっています。 

その他では、再生可能エネルギーの開発などが自然破壊とならないよう対応する、ダンプ

やトラックなどの大型車が市街地を通らないようにするなどの趣旨の記述がありました。 

  

49.6 

46.0 

42.4 

40.6 

34.4 

31.8 

24.8 

22.2 

21.4 

19.9 

16.0 

15.2 

15.2 

14.2 

6.2 

3.1 

3.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

雑木林などの緑の保全・管理や緑化を推進し、

自然とのふれあいのある環境を形成する

土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづくりを推進する

廃棄物の不法投棄に対する監視体制を強化する

自然的な水辺環境が残されている場所を保全し、

また、新たにそのような水辺をつくっていく

資源の再利用や廃棄物（ごみ）の減量対策を推進する

イノシシ・シカ・アライグマ・ハクビシン等の有害鳥獣対策を推

進する

合併処理浄化槽への転換促進や下水道の整備を促進し、水質汚濁

の防止を図る

自動車による大気汚染や騒音を防止するため、自動車排出ガス対

策や交通量削減、道路の改善などを推進する

有害化学物質などによる環境汚染（ダイオキシン、PM2.5など）

を未然に防止するために、情報の収集、提供などを行う

貴重な動植物の保存・育成を図っていく

再生可能エネルギー（太陽光発電、バイオマス、廃食油の活用な

ど）の普及を推進する

環境に配慮した農業（有機農業など）を推進する

近隣騒音、悪臭など身近な環境問題についての対策を推進する

環境問題に関する情報提供や学校などにおける環境教育を充実す

る

環境保全のための組織づくりや団体などへの支援、各種団体間の

ネットワークづくりの支援を行う

その他

無回答

（％）

雑木林などの緑の保全・管理や緑化を推進し、自然とのふれ
あいのある環境を形成する 

土地の用途を適切に誘導し、計画的なまちづくりを推進する 

廃棄物の不法投棄に対する監視体制を強化する 

自然的な水辺環境が残されている場所を保全し、また、新たに
そのような水辺をつくっていく 

資源の再利用や廃棄物（ごみ）の減量対策を推進する 

イノシシ・シカ・アライグマ・ハクビシン等の有害鳥獣対策を推
進する 

合併処理浄化槽への転換促進や下水道の整備を促進し、水
質汚濁の防止を図る 

自動車による大気汚染や騒音を防止するため、自動車排出ガ
ス対策や交通量削減、道路の改善などを推進する 

有害化学物質などによる環境汚染（ダイオキシン、PM2.5 など）
を未然に防止するために、情報の収集、提供などを行う 

貴重な動植物の保存・育成を図っていく 

再生可能エネルギー（太陽光発電、バイオマス、廃食油の活用
など）の普及を推進する 

環境に配慮した農業（有機農業など）を推進する 

近隣騒音、悪臭など身近な環境問題についての対策を推進す
る 

環境問題に関する情報提供や学校などにおける環境教育を充
実する 

環境保全のための組織づくりや団体などへの支援、各種団体
間のネットワークづくりの支援を行う 

その他 

無回答 
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５ 地球温暖化やエネルギーに関係する事柄への関心 

 

■地球温暖化やエネルギーに関する事柄への関心（「大いに関心がある」＋「少し関心がある」） 

 
 

 
 

 

地球温暖化やエネルギーに関する事柄への関心は、「地球温暖化への影響」が 90.7％、

「家庭でできる省エネやその効果」が 88.9％、「町が進める温暖化対策等」が 84.2％などと

なっています。 

⑥その他では、災害対策（土石流、洪水）・森林保全、個人が行う太陽光パネル設置への

補助、生ごみ処理に要するエネルギーの削減、過剰な消費の問題、水素エネルギーの利用な

どの記述がありました。 

  

90.7

88.9

84.2

81.7

75.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

②地球温暖化の影響

①家庭でできる省エネやその効果

③町が進める温暖化対策等

④国のエネルギー政策

⑤温室効果ガス排出に関する国際的な交渉

（％）

45.5

60.2

41.3

43.7

32.0

43.4

30.5

42.9

38.0

43.4

5.2

4.4

9.6

11.6

17.1

5.9

4.9

6.2

6.7

7.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①家庭でできる省エネやその効果

②地球温暖化の影響

③町が進める温暖化対策等

④国のエネルギー政策

⑤温室効果ガス排出に関する国際的な交渉

大いに関心がある 少し関心がある あまり関心が無い 無回答

（％）

②地球温暖化の影響 

①家庭でできる省エネやその効果 

③町が進める温暖化対策等 

④国のエネルギー政策 

⑤温室効果ガス排出に関する国際的な交渉 

 

①家庭でできる省エネやその効果 

②地球温暖化の影響 

③町が進める温暖化対策等 

④国のエネルギー政策 

⑤温室効果ガス排出に関する国際的な交渉 
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６ 町のゼロカーボンシティ宣言の認知 

 
 

「小川町ゼロカーボンシティ」について、「宣言の内容を含め知っていた」が 3.4％、「宣

言したことだけ知っていた」が 20.2％、合わせて「知っていた」が 23.6％であり、「知らな

かった」が 73.9％です。 

属性別では、職業の「商工・サービス自営業」で「知らなかった」が 57.1％であり、他

の属性が 60％台から 80％台であるのに対して、比較的認知度が低くなっています。 

 

 

７ 気候変動の影響を感じること 

 

日常生活の中で、気候変動の影響を感じることは、「夏の暑さ」が 91.7％、「雨の降り方

の激しさ」が 85.3％となっています。次いで、「桜の開花時期など身近な植物の変化」が

48.3％です。 

属性別にみても、全体の上位 2項目が概ね 2位以内となっています。 

その他では、春と秋が短く感じる、農作物の収穫量の減少、季節が早くなった（4月に新

緑（前は 5月）、雷が多い、梅雨にヒグラシが鳴く）、生活の影響のある台風の増加などの記

述がありました。 

  

宣言の内容を含め知っ

ていた, 3.4 

宣言したことだけ知って

いた, 20.2 

知らなかった, 

73.9 

無回答, 2.6 

（％）

91.7 

85.3 

48.3 

29.2 

22.2 

4.1 

2.1 

2.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

夏の暑さ

雨の降り方の激しさ

桜の開花時期など身近な植物の変化

冬の寒さや雪の降り方

セミの種類・鳴き声など身近な動物の変化

その他

特に感じない

無回答

（％）

夏の暑さ 

雨の降り方の激しさ 

桜の開花時期など身近な植物の変化 

冬の寒さや雪の降り方 

セミの種類・鳴き声など身近な動物の変化 

その他 

特に感じない 

無回答 
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８ 日頃行っている地球温暖化や省エネに関する取組 

 

 
 

日頃行っている地球温暖化や省エネに関する取組について、現在実行しているのは、「人

がいない部屋の冷暖房は確実にオフにする」が 82.9％、「荷物の積み降ろしや人待ち時のア

イドリングを止める」が 66.9％、「エアコンのフィルターをこまめに掃除」が 63.0％、「照

明を省エネ性能の高いものへ切替」が 62.5％などとなっています。実行していないが今後

したいとの回答を含めると、8割程度の実施が期待できる項目群と、6割程度の実施が期待

できる項目群とがあります。 

しかし、「薪ストーブやペレットストーブを使用」（「実行している」と「実行していない

が、今後したい」を合わせて 14.2％）や「太陽光発電システムや太陽熱温水器を使用」（同

27.9％）は、現在、今後とも、比較的少なくなっています。 

 

  

82.9

66.9

63.0

62.5

57.6

49.1

45.2

43.4

39.3

32.8

29.7

24.8

20.7

9.3

4.4

8.8

15.2

28.4

26.6

18.9

33.1

27.6

37.5

20.9

33.1

35.7

37.2

30.5

18.6

9.8

91.7 

82.1 

91.4 

89.1 

76.5 

82.2 

72.8 

80.9 

60.2 

65.9 

65.4 

62.0 

51.2 

27.9 

14.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

⑦人がいない部屋の冷暖房は確実にオフにする

⑫荷物の積み降ろしや人待ち時のアイドリングを止める

⑤エアコンのフィルターをこまめに掃除

②照明を省エネ性能の高いものへ切替

⑨風呂は追いだきしなくて済むよう続けて入る

③自然の光をなるべく取り入れ照明を使わない

④冷暖房の設定温度を夏28℃以上、冬20℃以下に設定

⑥冷暖房や給湯機器は省エネ性能の高いものを導入

⑧ガス給湯器の主電源をオフにする

⑩窓を断熱化する

⑪自家用車をエコカーへ切り替える

①月々のエネルギーや水道の使用量を記録

⑬外出の際、徒歩・自転車・電車・バスを利用

⑭太陽光発電システムや太陽熱温水器を使用

⑮薪ストーブやペレットストーブを使用

実行している 実行していないが、今後したい （％）

⑦人がいない部屋の冷暖房は確実にオフにする 

⑫荷物の積み降ろしや人待ち時のアイドリングを止める 

⑤エアコンのフィルターをこまめに掃除 

②照明を省エネ性能の高いものへ切替 

⑨風呂は追いだきしなくて済むよう続けて入る 

③自然の光をなるべく取り入れ照明を使わない 

④冷暖房の設定温度を夏 28℃以上、冬 20℃以下に設定 

⑥冷暖房や給湯機器は省エネ性能の高いものを導入 

⑧ガス給湯器の主電源をオフにする 

⑩窓を断熱化する 

⑪自家用車をエコカーへ切り替える 

①月々のエネルギーや水道の使用量を記録 

⑬外出の際、徒歩・自転車・電車・バスを利用 

⑭太陽光発電システムや太陽熱温水器を使用 

⑮薪ストーブやペレットストーブを使用 
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９ 家庭からの二酸化炭素排出量削減のために必要なこと 

 

 
 

家庭からの二酸化炭素排出量を削減するためには、「個人の省エネ意識の向上」が

75.2％、「省エネ家電の普及促進」が 51.4％、「住宅の断熱性能の向上」が 33.6％などとな

っています。 

属性別にみても、上位３位は概ね同様の傾向となっています。 

その他では、周知が不足、LCA（Life Cycle Assessment）の観点からの個々のケースの省

ＣＯ２診断ツールの導入、ごみ分別の細分化、過剰な消費の削減、農薬や化学物質の削減、

薪ストーブの導入などの記述がありました。 

  

75.2 

51.4 

33.6 

23.3 

23.3 

11.1 

8.0 

6.7 

1.8 

6.7 

3.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

個人の省エネ意識の向上

省エネ家電の普及促進

住宅の断熱性能の向上

太陽光発電、太陽熱温水器、エネファーム

などの創エネ機器の導入促進

環境に配慮した行動を評価する仕組み

ＨＥＭＳやスマートメーターなど、エネル

ギー使用量の計測・制御機器の普及促進

高効率給湯器の導入促進

複数世帯による同居など、環境負荷の少な

い住まい方の促進

その他

わからない

無回答

（％）

個人の省エネ意識の向上 

省エネ家電の普及促進 

住宅の断熱性能の向上 

太陽光発電、太陽熱温水器、エネファームなどの
創エネ機器の導入促進 

環境に配慮した行動を評価する仕組み 

ＨＥＭＳやスマートメーターなど、エネルギー使用

量の計測・制御機器の普及促進 

高効率給湯器の導入促進 

複数世帯による同居など、環境負荷の少ない住
まい方の促進 

その他 

わからない 

無回答 
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資料９ 小川町環境保全条例 
 

平成１６年１２月１７日 

条例第１５号 

改正 平成１７年３月１０日条例第１０号 

平成１７年６月１３日条例第１７号 

平成１９年６月１５日条例第１７号 

目次 

 第１章 総則 

  第１節 通則（第１条―第３条） 

  第２節 町の責務（第４条―第６条） 

  第３節 町民の責務（第７条―第９条） 

  第４節 事業者の責務（第１０条―第１３条） 

  第５節 環境の保全及び創造に関する基本施策等（第１４条―第２５条） 

 第２章 自然環境の保全 

  第１節 土砂等による土地の埋立て等の規制（第２６条―第４２条） 

  第２節 野生動植物の保護（第４３条―第５２条） 

  第３節 水環境の保全（第５３条―第６５条） 

  第４節 緑地及び森林の保全（第６６条・第６７条） 

 第３章 生活環境の保全 

  第１節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進（第６８条・第６９条） 

  第２節 空き地の適正な管理（第７０条―第７４条） 

  第２節の２ 建物等の適正な管理（第７４条の２―第７４条の４） 

  第３節 放置車両の措置（第７５条―第８６条） 

  第４節 自動車たい積保管の規制（第８７条―第９２条） 

  第５節 農薬安全使用に関する規制（第９３条―第１０９条） 

  第６節 不法投棄の規制（第１１０条―第１１４条） 

  第７節 空き缶、吸い殻等の散乱の防止（第１１５条―第１１８条） 

  第８節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止（第１１９条―第１２１条） 

  第９節 生活環境を阻害するその他の行為の規制（第１２２条・第１２３条） 

 第４章 環境保全協定の締結（第１２４条・第１２５条） 

 第５章 環境審議会（第１２６条―第１３３条） 

 第６章 雑則（第１３４条―第１３８条） 

 第７章 罰則（第１３９条―第１４３条） 

 附則 

   第１章 総則 

    第１節 通則 

 （目的） 

第１条 この条例は、現在及び将来の町民が健康で文化的な生活を営む上において環境を健全で恵み豊かなもの

として享受する権利を有しそれを維持することが極めて重要であることにかんがみ、環境の保全及び創造に関

する基本理念を定め、町、町民及び事業者それぞれ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

する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な推進を図り、もって良

好な環境を将来にわたって確保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、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその成育環境を含むものをいう。 

 ⑵ 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。 

 ⑶ 良好な環境 町民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び景観をいう。 

⑷ 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。 

⑸ 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。 
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⑹ 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄

物をいう。 

⑺ 所有者等 土地、建物、車両、自動販売機等を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来にわたって町民が豊かな自然環境の恵沢を享受するとともに、安

全で健康かつ文化的な生活を維持することができるよう推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会が構築さ

れるよう推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることにかんがみ、日常生活及び事業活

動において、地域の環境はもとより地球環境にも配慮した自発的な取組により推進されなければならない。 

４ 環境の保全及び創造は、町、町民及び事業者との協働を大切にしつつ推進されなければならない。 

第２節 町の責務 

（町の基本的責務） 

第４条 町長は、町民の安全で健康かつ快適な生活を確保するため、良好な環境の保全及び創造に関する施策を

策定し、これを実施するとともに、その実施について町民及び事業者に対して助言、指導その他必要な措置を

行うものとする。 

２ 町長は、前項の施策の実施に当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。 

（環境への配慮の優先） 

第５条 町長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、又は実施するに当たっては、環境の保全及び

創造への配慮に努めるものとする。 

（環境施設の整備） 

第６条 町長は、良好な環境を確保するため、自然環境に配慮しつつ、道路、公園、緑地、下水道その他の環境

施設の整備に努めなければならない。 

第３節 町民の責務 

（町民の基本的責務） 

第７条 町民は、常に良好な環境の確保に努めるとともに、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければ

ならない。 

（土地、建物等の清潔保持） 

第８条 町民は、自ら占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して地域

の良好な生活環境を確保するように努めなければならない。 

（町民の協力義務） 

第９条 町民は、環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、町その他行政機関が実施する廃

棄物の減量、日常の生活に伴う排水（以下「生活排水」という。）への対策及び身近な緑化その他の環境の保

全及び創造に関する施策に協力するように努めるものとする。 

第４節 事業者の責務 

（事業者の基本的責務） 

第１０条 事業者は、自らの事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において必要な万

全の措置を講ずるとともに、周辺環境の保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、廃棄物の減量、リサイクルの推進、廃棄物の適正な処理又は再生資源

等環境への負荷の低減に資する原材料及び役務等の利用に努めなければならない。 

（事業者の協力義務） 

第１１条 事業者は、町その他行政機関が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するように努めるも

のとする。 

（従業者への指導） 

第１２条 事業者は、その従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び町その他行政機関が実施する環

境の保全及び創造に関する施策についてその指導に努めなければならない。 

（苦情又は紛争の解決） 

第１３条 事業者は、事業活動を行うに当たり当該事業活動に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明会又は話

し合いの場を設ける等して自らの責任と負担において誠意をもって解決に当たらなければならない。 

第５節 環境の保全及び創造に関する基本施策等 
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（環境基本計画） 

第１４条 町長は、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、環境の保全及び創造

に関する基本的な計画（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。 

⑴ 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

⑵ その他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 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるととも

に、小川町環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

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。 

（規制の措置） 

第１５条 町長は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

（助成の措置） 

第１６条 町長は、環境の保全及び創造に関して特に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。 

（環境負荷の低減に資する製品等の利用促進） 

第１７条 町長は、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、役務等の利用の促進に努める

ものとする。 

（環境の保全及び創造に関する教育、学習等） 

第１８条 町長は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図り、町民及び事

業者が環境問題についての理解を深めるとともに、活動意欲の増進を促進するために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

（自発的な環境保全活動の促進） 

第１９条 町長は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関す

る活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（情報の提供と意識の啓発） 

第２０条 町長は、町民及び事業者に対し、環境の保全と創造に関する意識の啓発を図るために必要な情報を個

人及び法人の権利及び利益の保護に配慮しつつ適切に提供するように努めるものとする。 

（町民の意見の反映） 

第２１条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策に町民の意見を反映することができるように必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

（環境調査の実施） 

第２２条 町長は、環境の状況の把握又は環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するもの

とする。 

（地球環境の保全） 

第２３条 町長は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するもの

とする。 

２ 町長は、町が進める施策に当たっては、化石燃料依存からの脱却並びに地域資源及び自然エネルギーの利活

用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国、県及び他の地方公共団体との協力） 

第２４条 町長は、環境の保全及び創造に関し、広域的な取組を必要とする施策の策定及び実施に当たっては、

国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

（町民及び事業者との協働） 

第２５条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、協力及び参画を求める等町民及

び事業者等との連携に努めるものとする。 

第２章 自然環境の保全 

第１節 土砂等による土地の埋立て等の規制 

（定義） 

第２６条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 土砂等 土地の埋立て、盛土又はたい積に利用される物で廃棄物以外のものをいう。 
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⑵ 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは土砂等のたい積又は切土を行うことをいう。 

⑶ 工事 事業に係る工事をいう。 

⑷ 事業区域 事業を行う区域をいう。 

⑸ 事業主 自ら事業を施行する者又は工事の施工の契約の注文者をいう。 

⑹ 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。 

（事業主等の責務） 

第２７条 事業主及び工事施工者（以下「事業主等」という。）は、工事を施工するに当たり、災害を防止し生

活環境を保全するため、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る土地周辺の関係者の理解を得るよ

うに努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなけれ

ばならない。 

（事業の許可） 

第２８条 事業主は、次に掲げる事業を施行しようとするときは、規則の定めるところにより町長の許可を受け

なければならない。 

⑴ 事業区域の面積が５００平方メートル以上の事業（事業区域の面積が５００平方メートル未満の事業で、

当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前１年以内に事業が施行され、又は施行中の

ものがある場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを

合算した面積が５００平方メートル以上となるものを含む。） 

⑵ 事業区域の面積が３００平方メートル以上５００平方メートル未満の事業で、現況地盤高と事業により生

じる地盤との高低差が１メートル以上となるもの（現況地盤高と事業により生じる地盤との高低差が１メー

トル未満の事業で、当該事業区域において当該事業を施行する日前１年以内に事業が施行され、又は施行中

のものがある場合には、既に施行され又は施行中の事業が施行される際の現況地盤高と当該事業により生じ

る地盤高とを合算した高低差が１メートル以上となるものを含む。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する事業については、前項の規定は適用しない。 

⑴ 他の法令の規定により許可又は認可を受けた事業で規則で定めるもの 

⑵ 非常災害のために必要な応急措置として行う事業 

⑶ 国又は地方公共団体（特別法により設置される公法人を含む。）が直接行う事業 

（許可の基準） 

第２９条 町長は、前条第１項の事業の計画及び工事の施工方法が次の各号のいずれにも該当しているときでな

ければ許可をしてはならない。 

⑴ 事業の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全その他良好な環境の確

保に支障のないような構造、規模で適正に措置されると認められること。 

⑵ 第３５条に規定する規則で定める施工基準に適合していると認められること。 

（許可の条件） 

第３０条 町長は、第２８条第１項の許可をするときは、災害の防止又は良好な環境の保全上必要と認める条件

を付すことができる。 

（変更の許可） 

第３１条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事項の変更（規則で定める軽微な変更を除

く。）をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の許可について準用する。 

（許可の譲渡及び名義貸しの禁止） 

第３２条 第２８条第１項又は前条第１項の許可は、当該事業主についてのみ効力を有し許可の権利を第三者に

譲渡してはならない。 

２ 第２８条第１項又は前条第１項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはな

らない。 

（許可の承継） 

第３３条 第２８条第１項又は第３１条第１項の許可を受けた事業主について、相続、合併又は分割（当該許可

の全部を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立し

た法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、その許可による事業主の地位を承継する。 

２ 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継のあった日から起算して３０日以内に規則の定め
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るところによりその旨を町長に届け出なければならない。 

（開始の届出） 

第３４条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ規則の定める

ところにより町長に届け出なければならない。 

（施工基準） 

第３５条 事業主等は、規則で定める施工基準に従い、事業を行わなければならない。 

（標識の設置） 

第３６条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければなら

ない。 

（改善勧告） 

第３７条 町長は、事業主等が第３０条の規定による許可の条件又は第３５条の規定による規則で定める施工基

準に違反しているときは、当該条件又は施工基準に適合するよう必要な改善を勧告することができる。 

（改善命令） 

第３８条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることが

できる。 

（許可の取消） 

第３９条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第２８条第１項若しくは第３１条第１項の許可を受け

たとき又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 

（中止命令） 

第４０条 町長は、第２８条第１項又は第３１条第１項の許可を受けず事業を施行している事業主等に対し、当

該事業の中止を命ずることができる。 

（原状回復命令等） 

第４１条 町長は、第３９条の規定により許可を取り消したとき又は前条の規定により事業の中止を命じたとき

は、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 

（事業の中止又は完了等） 

第４２条 第２８条第１項の許可を受けた事業主は、事業を中止し、若しくは廃止し、又は完了したときは、そ

の日から起算して１０日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、第３０条の許可の条件又は第３５条に規定する規則で定め

る施工基準に適合しているかを検査し適合していないと認めるときは、事業主等に対し、期限を定めて必要な

改善を命ずることができる。 

第２節 野生動植物の保護 

（定義） 

第４３条 この節において「野生動植物」とは、町の区域内において生息し又は自生し、かつ、希少又は貴重と

認められる動植物をいう。 

（保護動植物の指定） 

第４４条 町長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、野生動植物を保護動植物として

指定することができる。 

２ 町長は、保護動植物の指定に当たっては、保護すべき動植物の種類及び区域（以下「保護区域」という。）

を定めて指定しなければならない。 

３ 町長は、保護動植物を指定しようとするときは、あらかじめ小川町環境審議会の意見を聴かなければならな

い。 

４ 保護動植物の指定に当たっては、あらかじめ当該指定をしようとする動植物の保護区域の土地の所有者等の

同意を得なければならない。 

（財産権の尊重等） 

第４５条 町長は、保護動植物の指定に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、土地

の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。 

（指定の告示） 

第４６条 町長は、第４４条第１項の規定により保護動植物を指定したときは、規則で定めるところにより告示

しなければならない。 

（標識の設置） 



 
 資料編  

109 

第４７条 町長は、保護動植物を指定したときは、当該保護動植物の保護区域内の土地に規則で定める標識を設

置することができる。 

２ 前項の標識を設置するに当たっては、当該保護区域内の土地の所有者等は、その設置に協力するよう努めな

ければならない。 

３ 何人も、第１項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は汚損し、

若しくは損壊してはならない。 

（指定の解除） 

第４８条 町長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保護動植物の指定を解除することができる。 

２ 町長は、前項の規定による指定の解除をしようとするときは、第４４条第３項及び第４６条の規定を準用す

る。 

（行為の制限） 

第４９条 何人も、町長が指定する保護動植物（動物の卵及び植物の種子を含む。）をその保護区域内において

捕獲し、若しくは採取し、又は殺傷し、若しくは損傷してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で規則で定めるところにより町長の許可を受

けたときは、同項の規定は適用しないものとする。 

⑴ 学術研究のため必要があるとき。 

⑵ 動植物の保護又は育成のため必要があるとき。 

⑶ 公益上やむを得ないとき。 

（助成） 

第５０条 町長は、保護動植物を保護するために必要と認めたときは、規則で定めるところにより助成すること

ができる。 

（損失の補償） 

第５１条 町長は、保護動植物又はその保護区域の指定に関し損失が生じたときは、当該損失を受けた者に対し、

通常生ずべき損失を補償する。 

２ 前項の規定による補償を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、補償する金額を決定し、当該申請をした者に通知しなけれ

ばならない。 

（民間団体等の協力） 

第５２条 町長は、保護動植物に関心のある町民が組織する民間団体等の協力を求めることができる。 

第３節 水環境の保全 

（定義） 

第５３条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和の中で、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地

下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。 

⑵ 水道 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規定するものをいう。 

⑶ 公共用水域 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「水濁法」という。）第２条第１項に規

定するものをいう。 

（水質及び水源等の保全） 

第５４条 町長は、水が限られた貴重な資源であり町民の生活全般及び自然環境の要素として欠くことができな

いものであるとともに森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されることにかんがみ、河川、ため池

及び地下水の水質並びに水道の水源（以下「水道水源」という。）の保全を図るため、必要な施策を推進する

ものとする。 

（生活排水の浄化） 

第５５条 町長は、良好な河川環境を保持するため、住居の立地条件その他の地域性等にも配慮しつつ、生活排

水の適正な対策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 町民は、生活排水が公共用水域に与える影響を認識し、生活排水を公共用水域に排出しようとするときは、

浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。 

（事業所からの排出水の浄化） 

第５６条 事業者は、自らの事業活動に伴う排水（以下「事業排水」という。）が公共用水域に与える影響を認

識し、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。 
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（指導及び助言） 

第５７条 町長は、生活排水又は事業排水を排出している者が必要な措置を講じていないと認められるときは、

当該排出している者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

（雨水及び地下水の利用促進） 

第５８条 町民は、水が限られた資源であることを認識し、上水（飲用その他に供する公共水道水をいう。）の

節水に努めるとともに、可能な範囲において雨水及び地下水の利用に努めるものとする。 

（河川の水質及び水辺の目標） 

第５９条 町長は、河川の水質を保全し、又は自然の姿を残す水辺を保全し、若しくは創造していくため、河川

を指定し、当該河川に係る町の目標又は基準を定めることができる。 

２ 町長は、前項の規定により河川を指定し、当該河川の水質に係る目標又は基準を定めた場合には、その内容

を公表しなければならない。 

（水辺における生態系の保全） 

第６０条 町長は、河川、水路及び池沼に育まれる水生生物等の生態系の保全に努めるものとする。 

２ 町長は、河川、水路及び池沼における工事の施工に当たっては、周辺の生活環境及び地域住民の意向に配慮

しつつ、水辺の自然性や水生生物等の生態系の保全に努めるものとする。 

（外来魚種の規制） 

第６１条 何人も、町内に位置する池沼及び河川の生態系を乱すおそれのあるものとして規則で定める外来魚種

（その卵を含む。）について、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 町内に位置する池沼及び河川に放流すること。 

⑵ 捕獲した外来魚を再び放流すること。 

⑶ 捕獲した外来魚を他の池沼及び河川に放流すること。 

（水環境等保全のための協議） 

第６２条 良好な水環境及び水道水源の保全を図るため、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ地域

住民に対して説明会を行い、当該行為に対する理解を得るように努めるとともに、規則で定める協議書により

当該行為について町長に協議し、その同意を得なければならない。 

⑴ ゴルフ場の新設、増設又は改設 

⑵ 廃棄物の中間処理場又は最終処分場の新設、増設又は改設 

⑶ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１１項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的

で行う土地の区画形質の変更 

⑷ 採石場の新設、増設又は増設に伴う試掘 

⑸ その他良好な水環境等の保全に悪影響を及ぼすおそれのある行為で町長が特に必要と認めるもの 

２ 町長は、前項の同意には、良好な水環境及び水道水源の保全と創造のために必要な限度において条件を付す

ことができる。 

３ 次に掲げる行為については、第１項の規定は適用しない。 

⑴ 非常災害のために必要な応急措置として行う措置 

⑵ 国又は地方公共団体（特別法により設置される公法人を含む。）が直接行う行為 

⑶ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源の保全及

び良好な河川環境の創造のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの 

（勧告） 

第６３条 町長は、前条第１項各号に掲げる行為をしようとする者が町長の同意を得ないとき又は同条第２項の

規定により町長が付した条件に反するときは、当該同意又は条件について必要な措置をとるよう勧告すること

ができる。 

（中止命令） 

第６４条 町長は、前条の規定による勧告をしたにもかかわらず、町長の同意を得ないで第６２条第１項各号に

掲げる行為をしている者又は同条第２項の規定により町長が付した条件に反して当該行為をしている者に対し、

当該事業の中止を命ずることができる。 

（原状回復命令等） 

第６５条 町長は、前条の規定により事業の中止を命じたときは、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命

ずることができる。 

第４節 緑地及び森林の保全 
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（緑地及び森林の保全の推進及び啓発） 

第６６条 町長は、町内に存する緑地及び森林の有する公益的機能（水源かん養、土砂流出防止、野生動植物保

護及び大気保全その他の機能をいう。）にかんがみ、土地の所有者等の意向にも配慮しつつ、その保全を推進

するとともに、町民に対してこれらを保全することの重要性及び自然との共生に関する啓発に努めるものとす

る。 

（緑地及び森林の保全への協力） 

第６７条 町民は、生活環境における身近な緑化に努めるとともに、緑地及び森林の保全に関する町その他行政

機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

第３章 生活環境の保全 

第１節 自動車等の使用に伴うアイドリングストップの推進 

（定義） 

第６８条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 自動車等 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車及び同条第３項

に規定する原動機付自転車をいう。 

⑵ アイドリングストップ 自動車等の駐車時又は停車時において原動機を停止することをいう。 

（アイドリングストップの推進） 

第６９条 町長は、自動車等を運転する者がアイドリングストップの実施に係る埼玉県生活環境保全条例（平成

１３年埼玉県条例第５７号）第４０条第１項の規定を遵守するよう適切な措置を講ずるとともに、町民に対し

アイドリングストップの推進に関し必要な啓発を行うよう努めるものとする。 

第２節 空き地の適正な管理 

（定義） 

第７０条 この節において「空き地」とは、市街化区域又は市街化調整区域の住居付近において、現に使用して

いない土地又は使用していても相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。 

（所有者等の責務） 

第７１条 空き地の所有者等は、当該空き地に雑草等が繁茂し、枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄される等の

管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよう空き地の適正な管理をしなければならない。 

（指導又は助言） 

第７２条 町長は、空き地が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該空き地

の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。 

（適正管理の勧告） 

第７３条 町長は、前条の指導をした場合において、当該指導に従わない空き地の所有者等に対し、当該空き地

の管理不良の状態の解消について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

（適正管理の命令） 

第７４条 町長は、前条の規定による勧告に従わない空き地の所有者等に対し、管理不良の状態の解消について

期限を定めて雑草等の刈取りその他必要な措置を命ずることができる。 

第２節の２ 建物等の適正な管理 

（定義） 

第７４条の２ この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 建物 住居又は事業の用に供する目的で建てられた建築物をいう。 

⑵ 敷地 建物に使用する一定区域の土地をいう。 

（所有者等の責務） 

第７４条の３ 建物及び敷地（以下「建物等」という。）の所有者等は、次に掲げる行為を起因とする害虫や悪

臭の発生又は火災発生の危険性を助長すること等の管理不良状態により近隣の生活環境を損なうことのないよ

う建物等の適正な管理をしなければならない。 

⑴ 建物等に廃棄物を放置しておくこと。 

⑵ 敷地に雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集したままの状態で放置しておくこと。 

（指導又は助言） 

第７４条の４ 町長は、建物等が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該建

物等の所有者等に対して管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。 

第３節 放置車両の措置 
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（定義） 

第７５条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 自動車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「道交法」という。）第２条第１項第９号に規定

するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番号標等がないものをいう。 

⑵ 原動機付自転車 道交法第２条第１項第１０号に規定するもので、機能の一部又は全部が喪失し、登録番

号標等がないものをいう。 

⑶ 自転車 道交法第２条第１項第１１号の２に規定するもの（機能の一部又は全部が喪失しているものを含

む。）をいう。 

⑷ 車両 自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。 

⑸ 放置車両 車両で、公共の場所に正当な権限なく相当な期間にわたり置かれているものをいう。 

（車両の放置の禁止） 

第７６条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。 

（放置車両の調査等） 

第７７条 町長は、放置してある車両について当該車両の状況等を調査をすることができる。 

２ 町長は、前項の規定により調査をしようとするときは、当該公共の場所の管理者（当該公共の場所の管理者

が町長のときは、これを除く。以下この節において同じ。）及び所轄の警察署長に対し、放置してある車両の

照会等について協力を求めることができる。 

（移動命令） 

第７８条 町長は、前条第１項の調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、

期限を定めて当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する

疑いのあるものについては、この限りでない。 

（所有者等不明の場合の移動の告知等） 

第７９条 町長は、第７７条第１項の調査の結果、当該放置車両の所有者等が判明しないために前条の規定によ

る命令をすることができないときは、次に掲げる事項を告知する規則で定める標章を当該放置車両の見やすい

箇所に取り付けることができる。 

⑴ 放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限 

⑵ 放置車両を移動した場合において、町長に申告すべき旨 

⑶ 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置 

２ 前項の標章により放置車両について同項各号に掲げる事項を告知された当該放置車両の所有者等は、当該標

章により告知された移動期限までに公共の場所から当該放置車両を移動しなければならない。 

３ 何人も、第１項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項

の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。 

（移動の申告） 

第８０条 第７８条及び前条第２項の規定により放置車両を当該公共の場所から移動した所有者等は、移動した

日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について、移動した日から起算して１０日以内に町長に申告しな

ければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。 

（期限後の措置） 

第８１条 町長は、放置車両の所有者等が第７８条の規定による命令に従わず、又は第７９条第１項の標章によ

り告知したにもかかわらず移動期限を経過したときにおいても当該車両を移動しないときは、あらかじめ保管

場所として定めた場所に当該車両を移動することができる。 

（移動した放置車両の保管） 

第８２条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を移動した日から起算して６０

日間保管しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。 

（引取命令） 

第８３条 町長は、前条第１項に規定する期間内において、保管している放置車両の所有者等が判明したときは、

当該所有者等に対し、期限を定めて当該車両を引き取るよう命ずることができる。 

（移動費用等の徴収） 

第８４条 町長は、第８２条第１項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又は前条の
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規定により放置車両の引取りを命じられた所有者等から当該車両の移動及び保管に要した費用を徴収すること

ができる。 

（引取りのない放置車両の処分） 

第８５条 町長は、第８２条第１項に規定する期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両については、

あらかじめ処分する旨を告示し、廃棄物と認定して当該放置車両を処分することができる。 

（放置車両の措置通知） 

第８６条 町長は、第７９条第１項の規定により放置車両に標章を取り付けたとき又は第８２条第１項の規定に

より放置車両を保管しようとするとき若しくは前条の規定により放置車両を処分しようとするときは、当該公

共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、規則で定める通知書によりそれぞれ通知するものとする。 

第４節 自動車たい積保管の規制 

（定義） 

第８７条 この節において「自動車」とは、道交法第２条第１項第９号に規定する自動車（道交法第３条の大型

自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。）で機能の一部の喪失若しくは全部を喪失し、又は登録番号標等のな

いものをいう。 

（自動車たい積保管の許可） 

第８８条 自動車のたい積保管（積み重ねて保管することをいう。以下同じ。）をしようとする者は、規則の定

めるところにより、あらかじめ、たい積保管の場所ごとに町長の許可を受けなければならない。 

（許可基準） 

第８９条 町長は、前条の許可の申請があった場合でその申請が規則で定める保管基準に適合していると認める

ときは、許可をしなければならない。 

（許可の条件） 

第９０条 町長は、第８８条の許可をするに当たり、災害を防止し、又は良好な環境を確保するために必要な限

度において条件を付すことができる。 

（改善勧告） 

第９１条 町長は、第８８条の許可を受けた者が第８９条の規則で定める保管基準又は前条の条件に違反してい

るときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。 

（改善命令） 

第９２条 町長は、第８８条の許可を受けた者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な

改善を命ずることができる。 

第５節 農薬安全使用に関する規制 

（定義） 

第９３条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 農薬 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号。以下「農薬法」という。）第１条の２第１項に規定するも

のをいう。 

⑵ ゴルフ場 開設された面積が１０ヘクタール以上のゴルフ場（町の区域を越えて開設されたものを含む。）

をいう。 

⑶ ゴルフ場事業者 ゴルフ場を経営し、又は管理運営している者をいう。 

（減農薬の推進） 

第９４条 農薬を使用する者（以下「農薬使用者」という。）は、農薬の周辺環境に対する影響を考慮し、減農

薬（農薬の使用をできる限り抑制することをいう。）の推進に努めるものとする。 

（農薬の購入） 

第９５条 農薬を購入しようとする者は、農薬法第８条の規定による届出を行っている業者から購入しなければ

ならない。 

（農薬の適正な保管） 

第９６条 農薬使用者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、農薬を適正に保管しなければなら

ない。 

（農薬の適正な使用） 

第９７条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第２条第１項又は同法第１５条の２第１項の規定に

より農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。ただし、ゴルフ場事業者が芝の管理に使用

できる農薬は、次の各号のいずれかに該当する農薬とする。 
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⑴ 環境省により水質指針値が定められた農薬（これらの混合剤を含む。） 

⑵ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）に規定する毒物又は劇物以外の農薬で農薬法に基づく

農薬の登録申請に係る試験成績により A分類に分類されたもの 

（農薬表示事項の遵守） 

第９８条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第７条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び

使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて安全かつ適正に使用しなければならない。 

（ゴルフ場における被害防止対策の徹底） 

第９９条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用に当たっては、気象、地形その他の環境条件を考慮し、農薬の散布に

従事する者並びにゴルフ場の作業員、利用者及び周辺の住民並びにゴルフ場の周辺の河川等に対する十分な被

害防止に関する対策を講じなければならない。 

（ゴルフ場における無農薬芝管理の推進） 

第１００条 ゴルフ場事業者は、農薬の使用量を最小限度にとどめるとともに、芝の無農薬管理の調査研究を積

極的に行い、芝の無農薬管理の推進に努めなければならない。 

（ゴルフ場における農薬安全使用責任者） 

第１０１条 ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者を置き、農薬の安全かつ適正な使用及び適正な保管に当た

らせなければならない。 

２ ゴルフ場事業者は、農薬安全使用責任者の選任又は変更をしたときは、当該選任の日又は変更の日から起算

して３０日以内に規則で定める報告書により町長に報告するものとする。 

（ゴルフ場における農薬使用計画書の提出） 

第１０２条 ゴルフ場事業者は、毎年３月２０日までに、次年度における農薬の使用の予定を規則で定める計画

書により町長に提出しなければならない。 

（ゴルフ場における農薬使用状況の報告） 

第１０３条 ゴルフ場事業者は、毎年５月１日までに、前年度における農薬の使用の状況を規則で定める報告書

により町長に報告しなければならない。 

（ゴルフ場排出水の農薬濃度） 

第１０４条 ゴルフ場からの排出水中の農薬の濃度は、環境省の定めた水質指針値（以下「水質指針値」とい

う。）を超えないものとする。ただし、水道水源に近隣するゴルフ場及び水道水源となる河川の取水口の上流

に排出するゴルフ場については水質指針値に２分の１を乗じて得た数値を超えないものとし、新設のゴルフ場

については水質指針値に１０分の１を乗じて得た数値を超えないものとする。 

（ゴルフ場事業者の水質測定） 

第１０５条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場の調整池等にその生息環境に応じた魚類を飼育し、水質の常時監視に

努めるとともに、ゴルフ場の排出水の排出口又は調整池において定期的に水質測定を実施しなければならない。 

２ 前項の水質測定に当たっては、農薬の使用の実態を考慮し、使用量の多い農薬の成分である物質を優先し、

その使用する農薬の種類別に水質測定の項目を選択しなければならない。 

３ 第１項の水質測定の回数は年４回以上とし、水質測定の時期は、農薬の使用時期、使用量及び使用方法を勘

案しゴルフ場事業者が定めるものとする。ただし、町長が水質測定をゴルフ場事業者に指示した場合は、ゴル

フ場事業者はその指示に基づき速やかに水質測定を実施しなければならない。 

４ ゴルフ場事業者は、水質測定の結果等についての必要な資料を町長に提出しなければならない。 

（ゴルフ場事業者の周辺環境の影響調査等） 

第１０６条 ゴルフ場事業者は、ゴルフ場又はその周辺の環境について常に注意を払い、排出水が第１０４条に

規定する農薬の濃度を超えたとき又はゴルフ場からの排出水等の色相及び臭気並びに周辺の動植物に異常が認

められたときは、直ちに町長に報告し原因について調査するとともに、環境保全のために必要な万全の措置を

講じなければならない。 

（指導又は助言） 

第１０７条 町長は、農薬使用者に対し、農薬の適正な保管及び使用について必要な指導又は助言をすることが

できる。 

（改善勧告） 

第１０８条 町長は、農薬使用者の農薬の保管又は使用が適正でないと認めるときは、当該農薬使用者に対し、

必要な改善を勧告することができる。 

（改善命令） 
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第１０９条 町長は、農薬使用者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずる

ことができる。 

第６節 不法投棄の規制 

（定義） 

第１１０条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ ごみ等 廃棄物及び第２６条第１項第１号に規定する土砂等をいう。 

⑵ 不法投棄 ごみ等を公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所にみだりに捨て良好な環境を損

ねることをいう。 

（不法投棄の禁止） 

第１１１条 何人も、不法投棄をしてはならない。 

（不法投棄されたごみ等の調査等） 

第１１２条 町長は、ごみ等の不法投棄をした者（以下「不法投棄者」という。）を確認するため、その状況を

調査することができる。 

２ 町長は、前項の規定による調査の結果を所轄の警察署長に通報することができる。 

（原状回復命令等） 

第１１３条 町長は、前条第１項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認したときは、当該不法投棄者に対

し、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 

（土地所有者等への撤去要請） 

第１１４条 町長は、第１１２条第１項の規定による調査の結果、不法投棄者を確認できないときは、不法投棄

をされている土地の所有者等に投棄されたごみ等の撤去の協力を要請することができる。 

第７節 空き缶、吸い殻等の散乱の防止 

（定義） 

第１１５条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 空き缶等 飲料を販売するために収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器で収納した飲料の全部

又は一部を欠いたものをいう。 

⑵ 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。 

⑶ 自動販売機 飲料を販売目的とした貨幣等を投入口へ投入することにより物品が自動的に出る装置をいう。 

⑷ 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 

（自動販売機の所有者等の責務） 

第１１６条 自動販売機の所有者等は、回収容器を自動販売機の周辺に設置しなければならない。ただし、次に

掲げる自動販売機については、この限りでない。 

⑴ 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの 

⑵ 建物の内部に設置される自動販売機で、常時これを管理する者がいて、現に管理されているもの 

２ 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が散乱しな

いように努めなければならない。 

（指導） 

第１１７条 町長は、自動販売機の所有者等が回収容器を設置していないとき又は回収容器を適正に管理してい

ないと認めたときは、当該所有者等に対し、必要な指導をすることができる。 

（散乱の防止） 

第１１８条 何人も、自己の家庭の外で自ら生じさせた空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物については、これら

を持ち帰り、又は回収容器に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するように努めなければ

ならない。 

第８節 飼い犬及び飼いねこのふん害等の防止 

（定義） 

第１１９条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 飼い犬及び飼いねこ 飼育管理されている犬及びねこをいう。 

⑵ ふん害等 飼い犬及び飼いねこのふん尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所又は他人の土地、

建物等（以下「公共の場所等」という。）を汚すことによって町民の生活環境を損なうことをいう。 

⑶ 飼い主 飼い犬及び飼いねこの所有者等をいう。 

（飼い主の遵守事項） 
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第１２０条 飼い主は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 飼い犬の飼育に当たっては、飼い犬の本能及び習性等を理解し、しつけを適正な方法で行うとともに、飼

い犬を公共の場所等で運動させる場合は、綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御できる者が行い、ふ

ん尿を適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直

ちに処理すること。 

⑵ 飼いねこの飼育に当たっては、飼いねこの本能及び習性等を理解し、屋内における適正飼育に努め、公共

の場所等を汚さないように配慮すること。 

（指導及び勧告） 

第１２１条 町長は、飼い主が前条各号に掲げる事項を遵守していないと認めたときは、当該飼い主に対し、必

要な指導又は勧告をすることができる。 

第９節 生活環境を阻害するその他の行為の規制 

（周辺生活環境への配慮） 

第１２２条 何人も、法令又は埼玉県生活環境保全条例に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行為によっ

て周辺の生活環境を阻害しないように配慮しなければならない。 

⑴ 振動又は騒音を伴う行為 

⑵ 悪臭の発生を伴う行為 

⑶ 粉じんの飛散を伴う行為 

⑷ 物の焼却を伴う行為 

⑸ その他周辺の生活環境を阻害すると認められる行為 

（指導） 

第１２３条 町長は、前条各号に掲げる行為が町民の健康及び生活環境を阻害するおそれがあると認めたときは、

当該行為をしている者に対し、必要な指導をすることができる。 

第４章 環境保全協定の締結 

（締結） 

第１２４条 町長は、第６２条第１項各号に掲げる行為をしようとする者と環境保全協定を締結することができ

る。 

２ 前項の規定により町長から環境保全協定の締結を求められた者は、当該環境保全協定を締結し、これを遵守

しなければならない。 

（協定に定める項目） 

第１２５条 町長は、環境保全協定を締結しようとするときは、当該行為をしようとする者と協議し、当該環境

保全協定に係る項目を定めるものとする。 

第５章 環境審議会 

（設置） 

第１２６条 環境の保全及び創造に関する重要な事項及び環境基本計画に関する事項について、町長の諮問に応

じ調査審議するため、小川町環境審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第１２７条 審議会は、委員１０人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任

命する。 

⑴ 知識経験を有する者 

⑵ 各種団体の代表者 

⑶ 町民の代表者（前２号に掲げる者を除く。） 

⑷ 関係行政機関の職員 

（任期） 

第１２８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第１２９条 審議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 
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第１３０条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（参考意見の聴取等） 

第１３１条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができ

る。 

２ 審議会は、必要があると認めるときは、関係場所に立ち入り、調査をすることができる。 

（庶務） 

第１３２条 審議会の庶務は、環境担当所管課において処理する。 

（委任） 

第１３３条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。 

第６章 雑則 

（協力要請） 

第１３４条 町長は、この条例の施行に関して必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事業者、関

係団体又は関係人に対し、必要な要請をすることができる。 

（報告の聴取） 

第１３５条 町長は、第２章第１節の施行に必要な限度において、第２８条第１項の規定により許可を受けた事

業主に対し、当該許可に係る事業の施行状況について報告を求めることができる。 

２ 町長は、第２章第３節の施行に必要な限度において、第６２条第１項の規定により同意を受けた者に対し、

当該同意に係る行為の実施状況について報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第１３６条 町長は、第２章第１節の施行に必要な限度において、その職員に、第２８条第１項の規定により許

可を受けた事業の事業区域に立ち入り、当該事業の状況を検査させ、又は当該事業の事業主並びに施工者及び

その従業者に対し、質問させることができる。 

２ 町長は、第２章第３節の施行に必要な限度において、その職員に、第６２条第１項の協議に係る土地に立ち

入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は同項の同意を受けた者及びその従業者に質問させ、又

は当該行為の水環境及び水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。 

３ 町長は、第３章第４節の施行に必要な限度において、その職員に、第８８条の規定による許可に係る自動車

のたい積保管の場所に立ち入り、当該自動車のたい積保管の状況を検査させ、当該許可を受けた者及びその従

業員に対し、質問させることができる。 

４ 町長は、第３章第５節の施行に必要な限度において、その職員に、第９３条第２号に掲げるゴルフ場に立ち

入り、農薬使用の状況を検査させ、又は同条第３号に掲げるゴルフ場事業者及びその従業者並びに第１０１条

第１項の農薬安全使用責任者に対し、質問させることができる。 

５ 町長は、第１２４条第１項の規定により環境保全協定を締結した限度において、当該職員に、当該協定に係

る事業の事業区域に立ち入り、当該事業の状況を検査させ、又は当該事業の事業主及びその従業者に対し、質

問させることができる。 

６ 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら

ない。 

７ 第１項から第５項までに規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

（違反事実の公表） 

第１３７条 町長は、第３８条、第９２条若しくは第１０９条の規定による改善命令に従わなかった者、第４１

条、第６５条若しくは第１１３条の規定による原状回復命令に従わなかった者又は第７４条の規定による適正

管理命令に従わなかった者について、災害の防止又は良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、そ

の事実を公表することができる。 

（委任） 

第１３８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 

第７章 罰則 

（罰則） 

第１３９条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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⑴ 第４０条、第４１条又は第４２条第２項の規定による命令に違反した者 

⑵ 第６４条又は第６５条の規定による命令に違反した者 

第１４０条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第３２条の規定に違反した者 

⑵ 第６１条の規定に違反した者 

⑶ 第７８条又は第１１３条の規定による命令に違反した者 

⑷ 第１３５条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

⑸ 第１３６条第１項から第５項までの規定による検査等を拒み、妨げ又は忌避した者 

第１４１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第３６条の規定による標識を設置しない者 

⑵ 第４２条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

⑶ 第７９条第３項の規定に違反した者 

第１４２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第３３条第２項又は第３４条の規定による届出をしない者 

⑵ 第８３条の規定による命令に違反した者 

（両罰規定） 

第１４３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関

し、第１３９条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本

条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 小川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成５年小川町条例第１９号） 

⑵ 小川町あき地環境保全に関する条例（昭和５９年小川町条例第２５号） 

⑶ 小川町環境審議会条例（昭和４９年小川町条例第６号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に前項の規定による廃止前の小川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例又は

小川町あき地環境保全に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に

基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の際現に附則第２項第３号の規定による廃止前の小川町環境審議会条例の規定により任命さ

れ、又は委嘱された小川町環境審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命され、又は委嘱された日

から起算して２年とする。 

５ この条例の施行の際現に自動車たい積保管をしている者又はその承継人は、この条例の施行の日から起算し

て１年を限り、第８８条の許可を受けた者とみなす。 

６ 第１０４条ただし書の新設のゴルフ場は、当分の間、平成２年９月１７日以降に開発の許可を受けたゴルフ

場とする。 

附 則（平成１７年条例第１０号） 

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第１７号）抄 

 この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に３，０００平方メートル以上の区域で土砂等（土地の埋立て、盛土又はたい積に利

用される物で廃棄物以外のものをいう。以下同じ。）による土地の埋立て、盛土若しくは土砂等のたい積又は

切土を行っている者は、この条例の施行の日から起算して３月間は、改正後の第２８条の規定にかかわらず引

き続き当該行為を行うことができる。  
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資料 10 カーボンニュートラル・シミュレーター ver.1-2 
 

     このまま推移した

ときの予測 
 想定する 2050年

人口 
 

2050年の人口    15,644人  15,644  人 

         

2050年に使用される住宅のゼロエネルギー化（ZEH） 
それぞれの建築時

期別の件数 
 左の件数の何％を

ZEH化するか 
 

 2020年までに建てられた住宅 4,731件  0  ％ 

 2020～30年に建てられる住宅 807件  10  ％ 

 2030～40年に建てられる住宅 726件  20  ％ 

 2040～50年に建てられる住宅 605件  30  ％ 

2050年に使用される住宅以外の建物のゼロエネルギー化

（ZEB） 

それぞれの建築時

期別の床面積 
 左の床面積の何％

を ZEB化するか 
 

 2020年までに建てられた住宅以外の建物 3,300,972ｍ2  0  ％ 

 2020～30年に建てられる住宅以外の建物 137,488ｍ2  10  ％ 

 2030～40年に建てられる住宅以外の建物 395,044ｍ2  20  ％ 

 2040～50年に建てられる住宅以外の建物 651,780ｍ2  30  ％ 

      

2050年までの自動車の走行量の削減  10  ％ 

      

2050年に使用される自動車の電動化 
2050年に何台自動

車があるか 
 左の台数の何％を

電動化するか 
 

 2050年に使用される自家用車の電気自動車比率 10,303台  60  ％ 

 2050年に使用される業務用自動車の電気自動車比率 84台  0  ％ 

      

2050年までの再生可能エネルギーの計画的導入 
2050年にどのくら

い土地があるか 
 左の面積の何％に

設置するか 
 

 駐車場・空地などへの太陽光発電 126ha  30  ％ 

 耕作放棄地への太陽光発電 311ha  10  ％ 

 農地へのソーラーシェアリング（営農型太陽光発電） 646ha  5  ％ 

  
2050年にどのくら

いの設備を置ける

か 

 左の設備の何％を

設置するか 
 

 陸上風力発電 6,000kW  0  ％ 

 小水力発電 60kW  0  ％ 

 地熱発電 0kW  0  ％ 

 木質系バイオマス発電 7,704kW  10  ％ 
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■カーボンニュートラル・シミュレーション結果 

 
 

 

カーボンニュートラル達成 ! 

 

 ※カーボンニュートラル・シミュレーターとは、現状のまま推移した場合の自治体の令

和 32（2050）年の姿（人口、建造物、自動車台数など）を予測するとともに、住宅の

ゼロエネルギー（ZEH）化の割合、自動車の走行量の削減や電動化の割合、再生可能

エネルギーの導入割合等を設定することで、どの程度カーボンニュートラルを達成で

きるかをシミュレーションできる公開ソフトのことです。全市町村の推計ができるよ

う、統計データを使用したシミュレーションのため、ＣＯ２排出量の数値には誤差が

あります。 

  なお、詳細については、次ページ以降の説明参照してください。 

 ※本資料 10 は、前ページの比率（消極的な数値）で、脱炭素の達成状況を確認してみると、

「カーボンニュートラル達成！」ができる目安としての参考指標を示したものです。 
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家庭部門 23.9 24.1 40.9

業務サービス部門 13.9 14.3 35.3

農林業部門 4.7 4.7 7.6

運輸部門（化石燃料由来） 10.4 21.8 40.6

再生可能エネルギー -51.4 0.0 -0.6

年間二酸化炭素排出量
（千ｔ-CO2）
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カーボンニュートラル・シミュレーターの構造 
（このまま推移した場合の 2050年予測をどのように行ったのか） 

 

人口・世帯数・就業者人口 

 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」による

2020 年から 2045 年までの自治体別人口予測における、各自治体の男女 5 歳区分別の人口推移の傾向

を 2050年に延長し、集計することによって各自治体の 2050年人口を推計。 

 ただし、シミュレーターにおいて 2050年人口は自由に設定することが可能であり、各自治体の人口

ビジョン目標に沿った人口などを入れても構わない形としている。各当市町村が属する都道府県の 1

世帯当たり世帯人数の傾向を 2050 年まで延長し、2050 年の当該市町村の 1 世帯当たり世帯人数を推

計する。2050年の人口をこの値で除して、2050年の各市町村の世帯数を推計する。将来の就業者人口

は、2015年の男女 5歳区分の就業者人口比率を、当該市町村の将来の男女 5歳区分人口予測に適用し

て、算出する。なお、福島県の人口予測については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」による福島県の 2040 年までの人口予測を、2010 年国勢調査人

口で各市町村に按分し、そのトレンドを延長する形で各自治体の 2050年人口を推計した。 

 

エネルギー消費量（家庭部門、業務部門） 

 「2019 年全国家計構造調査」における経済圏別の月消費支出に、各市町村を対応させて、各市町村

の月あたりの消費支出額、電気代、ガス代を把握。一方、各市町村のエネルギー消費量は、永続地帯

研究で算出した値を使用。永続地帯研究では、以下のように算出。資源エネルギー庁の「都道府県別

エネルギー消費統計」(2017 年度の確定値)の都道府県別の民生(家庭、業務)部門の年間電力使用量デ

ータを、「家庭用」については 2015年 10月の国勢調査の世帯数を住民基本台帳での世帯数の変化率で

補正した値で、市町村に按分。「業務用」及び「農林水産業」については、業務部門の従業員数(平成

26 年経済センサス基礎調査の業種大分類 F,G,I～S の 13 分類)で、それぞれ市町村に按分。2050 年の

家庭部門のエネルギー消費量は、当該市町村の 2015 年人口と 2050 年人口の変化率に応じて、変化さ

せる。2050年の業務部門のエネルギー消費量は、当該市町村の 2015年就業者人口と 2050年の就業者

人口の変化率に応じて、変化させる。 

 

エネルギー消費量（運輸部門） 

 市町村別自動車保有台数（自動車検査登録協会）と市町村別軽自動車保有台数（全国軽自動車協会

連合会）により、現状の保有台数を把握する。国土交通省の「自動車燃料消費量調査」によって、自

家用・営業用の都道府県別・燃料別の走行距離を把握し、各都道府県の保有台数に占める当該市町村

の保有台数で按分して、各市町村の自家用車と業務用車の燃料別走行距離を推計する。将来の走行距

離については、自家用車は将来の人口予測に応じ、業務用車は将来の就業者人口予測に応じて、それ

ぞれ現状値を変化させて推計する。なお、2050 年までの自動車走行量の政策的な削減比率を選択でき

るようにしている。 

 

産業系のエネルギー消費量の取扱いについて 

 このシミュレーターでは、工場・発電所におけるエネルギー消費量を対象としていない。これらの

部門については、国の産業政策の一環として、脱炭素化が進められるという前提で、自治体のカーボ

ンニュートラル政策の範疇からひとまず区分したものである。しかしながら、各自治体は、これらの

部門において脱炭素化が進められているかどうかについて、地球環境保全協定の締結、報告書の提出

などの施策を通じて、毎年確認することが求められる。なお、今後、各地域の産業特性などに応じて、

導入可能と考えられる再エネ技術情報については、市町村コードと紐付ける形で整理して、情報源へ

のリンクなどを表示させる予定である。 
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建造物（住宅） 

 2015 年の各市町村の世帯数と住宅床面積（平成 30 年住宅・土地統計調査）の比率を算出し、将来

の世帯数予測に適用することによって、2030 年、2040 年、2050 年の必要住宅床面積を算出する。次

に、現状の住宅の建設時期を平成 30年住宅・土地統計調査によって把握し、建築後 41-50年の住宅の

40％、建築後 51年以上の住宅の 60％が滅失するという仮定で、2020年台、2030年台、2040年台に滅

失する住宅床面積を推計する。一方、建築着工統計調査の居住専用住宅及び居住専用準住宅の床面積

合計の値を過去 5年度分について平均し、当該市町村の人口状況に合わせて変化させた値を 10倍し、

2020 年台、2030 年台、2040 年台に新設される住宅床面積を推計する。現状の床面積から、各年代に

滅失する床面積を差し引き、新設される床面積を加えて、2030 年、2040 年、2050 年に存在する住宅

床面積を推計する。存在する住宅床面積が、必要住宅床面積を下回る場合には、その差分が新設され

ると考えて、各年に存在する住宅床面積を必要住宅床面積に合わせる。存在する住宅床面積が、必要

住宅床面積を上回る場合は、必要住宅床面積分が稼働するものと考える。このとき、新設された住宅

床面積を稼働する住宅床面積（必要住宅床面積）に優先的にカウントする。住宅・土地統計調査の対

象外の自治体の住宅建設時期については、同調査の各県集計値から、対象自治体の集計値を差し引い

て、対象外自治体の概算値を導き、それを対象外自治体の人口比で按分した。また、対象外自治体の

1住宅当たりの平均床面積は、当該自治体が属する都道府県値とした。 

 

建造物（業務用建物） 

 平成 30年法人土地・建物基本調査に基づき、工場内及び工場外での 1法人当たり建物総床面積を、

業種別に算出し、経済センサスから得た当該市町村の産業分類別企業数を乗じて、当該市町村の法人

所有の工場内及び工場外の建物床面積を推計する。なお、工場外の建物床面積から、住宅相当分は差

し引く。将来の就業者人口に応じて、2030 年、2040 年、2050 年に必要となる法人所有非住宅建物床

面積を推計する。次に、法人土地・建物基本調査によって、業種別の工場内及び工場外の建物の建設

時期を把握し、建築後 41-50 年の建物の 40％、建築後 51 年以上の建物の 60％が滅失するという仮定

で、すでに建設されている建物であって、2030 年、2040 年、2050 年に滅失する建物床面積を推計す

る。一方、建築着工統計調査の居住専用住宅及び居住専用準住宅以外の床面積合計の値を過去 5 年度

分について平均し、当該市町村の就業者人口予測に合わせて変化させた値を 10 倍し、2020 年台、

2030年台、2040年台に新設される非住宅床面積を推計する。現状の床面積から、各年代に滅失する床

面積を差し引き、新設される床面積を加えて、2030 年、2040 年、2050 年に存在する非住宅床面積を

推計する。存在する非住宅床面積が、必要非住宅床面積を下回る場合には、その差分が新設されると

考えて、各年に存在する非住宅床面積を必要非住宅床面積に合わせる。存在する非住宅床面積が、必

要非住宅床面積を上回る場合は、必要非住宅床面積分が稼働するものと考える。このとき、新設され

た非住宅床面積を稼働する非住宅床面積（必要非住宅床面積）に優先的にカウントする。 

 

住宅・業務用建物以外の太陽光発電 

 住宅・業務用建物に附帯する太陽光発電については、ZEB/ZEH 化の一環として処理するため、その

量を入力しない。その他の既開発土地であって、低利用土地（駐車場、資材置き場、貯水路・水路、

利用できない建物、空き地）の面積については、平成 30年法人土地・建物基本調査に基づき、業種別

の 1 法人当たり保有面積を把握し、経済センサスから得た当該市町村の産業分類別企業数を乗じて、

当該市町村の法人所有の低利用土地面積を推計し、これらへの導入比率を入力する。また、農地にお

けるソーラーシェアリングについては、当該市町村の耕地面積・耕作放棄地面積を、農業センサスか

ら把握し、その導入比率を入力する。なお、林地については、野立て太陽光の対象としない。 
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風力・水力・地熱・バイオマス 

 風力（陸上風力）・水力（中小河川水力）・地熱（フラッシュ/バイナリー発電）、太陽熱、地中熱に

ついては、環境省の再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）から得られる市町村別ポテンシ

ャルデータを上限として、その獲得比率を入力する（太陽熱はレベル 3）。バイオマスについては、林

野庁の樹種別齢級別面積（平成 29 年 3 月 31 日現在）を用いて、森林計画区別の人工林齢級別面積を

把握し、10齢級（46年-51年生）以上を伐採齢級とし、5年当たり 10％を伐採・植林する仮定で、年

間の伐採量を推計する。そして、当該森林計画区の森林面積に占める、当該市町村の森林比率を掛け

て、当該市町村の伐採量を推計する。そして、その半分を木質チップとしてエネルギー利用する場合

に得られる熱量を上限として、その獲得比率を入力する。 

 

対象としていない再生可能エネルギーについて 

 洋上風力発電、畜産系バイオガス・下水処理場などのメタンを活用したエネルギー利用、波力・海

流・海上温度差などの海洋エネルギー利用は、このシミュレーターには含まれていない。今後、拡充

していく可能性がある。 

 

 

 

出典： 

 
 

「基礎自治体レベルでの低炭素化政策検討支援ツールの開発と社会実装に関する研究」(2019-

2021）（ Open Project on Supporting-tools for Municipalities towards De-carbonized 

Societies : OPoSuM-DS） 【代表責任者】千葉大学大学院人文社会科学研究科 
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資料 11 「ゼロカーボンアクション３０」アクションリスト 
 

 脱炭素社会の実現には、一人一人のライフスタイルの転換が重要です。 

 「ゼロカーボンアクション３０」にできるところから取り組んでみましょう！ 

１ 電気等のエネルギーの節約や転換 

アクション 暮らしのメリット 

（１）再エネ電気への切り替え ・自宅への自家消費型太陽光発電を設置することが難しい状況

でも、再エネ普及に貢献できる。 

（２）クールビス・ウォームビズ 

 気候に合わせた服装と、適切な室

温・給湯器温度設定 

・気候に合わせた過ごしやすい服装・ファッションで効率の向

上、健康、快適に（冷房の効きすぎによる体温調整機能の低

下防止等） 

・夏のスーツのクリーニング代節約、光熱費の節約 

（３）節電 

 不要なときはスイッチＯＦＦ 

・光熱費の節約、火災等の事故予防 

・外出先から遠隔操作で家電をＯＦＦに 

（４）節水 ・水道費の節約 

（５）省エネ家電の導入 

 省エネ性能の高いエアコン・冷蔵

庫・ＬＥＤ照明等の利用、買換え 

・電気代の節約ができる。 

・健康、快適な住環境づくり（エアコンの新機能や扇風機・サ

ーキュレーターとの組み合わせによる快適性・利便性の向

上、冷蔵庫の新機能（鮮度保持や収納力向上）による食材の

有効活用促進） 

（６）宅配サービスをできるだけ一

回で受け取る 

 宅配ボックスや置き配、日時指定

の活用等の利用 

・受取時間の指定で待ち時間を有効活用（いつ届くかわからな

いまま受取に備えていたずらに待たずに済む） 

・配達スタッフの労働時間抑制、非接触での受取りが可能 

（７）消費エネルギーの見える化 

 スマートメーターの導入 

・実績との比較により、省エネを実感。 

 光熱費の節約 

・省エネを家族で、ゲーム感覚で楽しみながらできる。 

 

２ 住居関係 

アクション 暮らしのメリット 

（８）太陽光パネルの設置 ・自宅に電源を持ち、余剰分は売電することが可能になる。 

・ＦＩＴ制度等を利用することで投資回収が可能（電力会社等

が初期費用を負担し、電気代により返済する方法も普及しつ

つある。） 

（９）ＺＥＨ（ゼッチ） 

 建て替え、新築時は、高断熱で、

太陽光パネル付きのネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ＺＥＨ） 

・健康、快適な住環境を享受できる（断熱効果で夏は涼しく、

冬は熱が逃げにくい。また、結露予防によるカビの発生抑

制、冬のヒートショック対策、血圧安定化等の効果があ

る。）。 

・換気の効率向上（換気熱交換システムなら冷暖房効率を極力

落とさずに室内の空気環境を清浄に保持） 
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アクション 暮らしのメリット 

・光熱費の節約 

（10）省エネリフォーム 

 窓や壁等の断熱リフォーム 

（（５）と同時実施で相乗効果） 

・遮音・防音効果の向上 

・室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネを実現 

・防災レジリエンスの向上 

（11）蓄電地（車載の蓄電池）・蓄

エネ給湯機の導入・設置 

・貯めた電気やエネルギーを有効活用することを通じて、光熱

費の節約や防災レジリエンスの向上に繋げることができる。 

（12）暮らしに木を取り入れる ・生活の中で木を取り入れることは、温かみや安らぎなど心理

面での効果がある。 

・木は調湿作用、一定の断熱性、転倒時の衝撃緩和等の特徴が

あり、快適な室内環境につながる。 

・木を使うことで、植林や間伐等の森林の手入れにも貢献でき

る。 

（13）分譲も賃貸も省エネ物件を選

択 

 間取りと立地に加え、省エネ性能

の高さで住まい選択 

・光熱費の節約ができる。 

・健康、快適な住環境を享受できる。 

（14）働き方の工夫 

 職住近接、テレワーク、オンライ

ン会議、休日の分散、二地域居住・

ワーケーション 

・通勤・出張等による移動時間・費用の節約、地方移住が選択

肢に 

・生活時間の確保（家族との時間や育児・介護との両立、自宅

で昼食を摂るなど、生活スタイルに合わせた時間の確保） 

・身体的な負担の軽減（混雑した電車や道路渋滞などからの解

放） 

・徒歩や自転車圏内なら、人との接触（密）を避けられる。 

・観光地、レジャー施設、商業施設の混雑緩和 

・寒い冬は南で、暑い夏は北で暮らす等の工夫により、できる

だけ省エネかつ健康維持 

 

３ 移動関係 

アクション 暮らしのメリット 

（15）スマートムーブ 

・徒歩、自転車・公共交通機関で移

動 

・エコドライブ（発進/急停車をし

ない等）の実施 

・カーシェアリングの活用 

・健康的な生活の促進（運動量の確保等） 

・徒歩・自転車利用で密を回避、交通渋滞の緩和 

・移動途中での新たな発見 

・燃費の把握、向上 

・同乗者が安心できる安全な運転、 

心のゆとりで交通事故の低減 

・自動車購入・維持費用の節約、 

 ＴＰＯに合わせて好きな車を選択可能。 

・必要なときに必要な分だけ利用ができる。 

（16）ゼロカーボン・ドライブ 

 再エネ・ゼロカーボン燃料と 

ＥＶ／ＦＣＶ／ＰＨＥＶ 

・静音性の向上、排気ガスが出ない。 

・蓄電池として、キャンプ時や災害時等に活用することも可能 

・ガソリン代のコストパフォーマンスの向上 
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４ 食関係 

アクション 暮らしのメリット 

（17）食事を食べ残さない 

 適量サイズの注文ができるお店や

メニューを選ぶ、それでも食べ残し

て し ま っ た 場 合 は 持 ち 帰 る

（mottECO
も っ て こ

） 

・適量の注文により食事代を節約できる。 

・食べ残しの持ち帰り（mottECO
も っ て こ

）が可能であれば、他の食事

に充てられる（食べ残しが減少することは料理の提供者側の

モチベーションアップにもつながる。） 

（18）食材の買い物や保存等での食

品ロス削減の工夫 

・食べ切れる量を買う 

・工夫して保存し、食べられるもの

を捨てない 

・余剰食品はフードドライブの活用

等によりフードバンク等に寄附す

る 

・食費の節約（計画性のある買い物による節約） 

・家庭ごみの減量（生ごみの管理が不要もしくは低減） 

・子供への環境（家庭）教育推進活動に繋がる。 

・つくり手のモチベーションアップ 

・過食・飽食の抑制、 

 暴飲暴食の回避による健康維持 

・フードバンク等への寄附は、生活困窮者支援にもつながる。 

（19）旬の食材、地元の食材でつく

った菜食を取り入れた健康な食生活 

 食材のトレーサビリティ表示を意

識した買い物 

 ※空輸等の流通経路ではないため 

  ＣＯ２の抑制 

・食を通じたＱＯＬの向上（旬の食材は美味しく栄養価が高

く、新鮮な状態で食べることができる。食を通じて季節感や

地域の気候風土が感じられる。地域活性化や食の安全保障に

も貢献でき、地元の生産者等とつながることは安心にもつな

がる、皮の部分等もおいしく食べる方法を考えることで栄養

価も上がる。本来の食べ物の姿に触れることで自然とのつな

がりが感じられる。） 

・栄養状態の改善（野菜不足を解消し栄養バランスが改善す

る。） 

（20）自宅でコンポスト 

 生ごみをコンポスターや処理器を

使って堆肥化 

・生ごみの減量と子供への環境（家庭）教育推進活動に繋が

る。 

・つくった堆肥を家庭菜園やガーデニングに活用できる。（家

庭菜園やガーデニングによりリラックス効果も） 

 

５ 衣類、ファッション関係 

アクション 暮らしのメリット 

（21）今持っている服を長く大切に

着る 

 適切なケアをする、洗濯表示を確

認して扱う 

・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せ

る。 

・体型維持（健康管理）を心がけることができる。 

・染め直しやリメイクなど手を加えることでより楽しめる。 

・綺麗に管理することで、フリマ等に回すことができる。 

（22）長く着られる服をじっくり選

ぶ 

 先のことを考えて買う 

・無駄遣いの防止（消費サイクルが伸びる。） 

・使い慣れた服を長く使える、愛着がわく、こだわりを表せ

る。 

・体型維持（健康管理）を心がけることができる。 
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（23）環境に配慮した服を選ぶ 

 つくられ方を確認して買う、リサ

イクル・リユース素材を使った服を

選ぶ 

・無駄遣いの防止（衝動買いを避ける。） 

・衣を通じたＱＯＬの向上 

・服のできるストーリーを知る楽しみも出てくる。 

 

６ ごみを減らす 

アクション 暮らしのメリット 

（24）マイバッグ、マイボトル、マ

イ箸、マイストロー等を使う 

・家庭ごみの減量 

・自分の好きなおしゃれなバッグや容器を楽しめる。 

・使い慣れた物を長く使える、物への愛着がわく。 

・自分好みのデザインや機能がある製品を使える。 

・家庭ごみの減量 

・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 

（25）修理や補修をする 

 長く大切に使う 

・こだわりや物を大切にする気持ちを表せる（自分らしいアレ

ンジや親から子へ世代を越えて使うなどして楽しむことがで

きる。）。 

（26）フリマ・シェアリング 

 フリマやシェアリング、サブスク

リプション等のサービスを活用する 

・購入・維持費用の節約（必要な物を安く手に入れることがで

きる。） 

・自分にとっては不要な物でも必要とする他の人に使ってもら

い、収入にもなる。 

（27）ごみの分別処理 

 「分ければ資源」を実践する適正

な分別、使用済製品・容器包装の回

収協力 

・家庭ごみの減量 

・資源回収への協力による協力金やポイント還元等（地域で実

施すれば、コミュニティの活性化にもつながる。） 

 

７ 買い物・投資 

アクション 暮らしのメリット 

（28）脱炭素型の製品・サービス

（環境配慮のマークが付いた商品、

カーボンオフセット・カーボンフッ

トプリント表示商品）の選択 

・より簡易な包装の商品、環境配慮のマークが付いた商品（マ

ークの意味を知る。）、バイオマス由来プラスチックを使った

商品、詰め替え製品を選ぶことで自分の購買によって環境負

荷低減に貢献できることが分かる。 

・ごみの分別が楽になる（ラベルレスのペットボトル等）。 

・市場への供給量が増え、商品の多様化・価格低減化につなが

る。 

（29）個人のＥＳＧ投資 

 ゼロカーボン宣言・ＲＥ１００宣

言など地球温暖化への対策に取り組

む企業の応援 

・個人でＥＳＧ投資（気候変動対策をしている企業の応援） 

・地球温暖化への対策に取り組む企業の商品の購入や製品・サ

ービスの利用、投資等により、環境に配慮する企業が増加

し、脱炭素社会づくりとして還元される。 

 

 



 

128 

８ 環境活動 

アクション 暮らしのメリット 

（30）植林やごみ拾い等の活動 

 団体・個人による地球温暖化対策

行動や地域の環境活動への参加・協

力 

・環境を大事にする気持ちを行動で表せる。 

・ゼロカーボンアクションの取組を発信・シェアすることで取

組の輪を広めることができる。 

 

※地域特性や気候風土等により具体的な内容が異なる部分については、各地域で適宜補足しなが

ら活用することを想定しています。 

※技術の動向や、製品・サービスの進化、暮らしのニーズの多様化等の変化に応じて柔軟にアッ

プデートしながら活用していくことを想定しています。 

※ゼロカーボンアクションについて 

  令和 2（2020）年 10 月の「2050 年カーボンニュートラル宣言」を受けて設置された「国・

地方脱炭素実現会議」において、令和 3（2021）年 6月に、「地域脱炭素ロードマップ」が取り

まとめられました。これは、地域における「暮らし」「社会」分野を中心に、生活者目線での

脱炭素社会実現に向けた工程と具体策を示すものです。 

  「地域脱炭素ロードマップ」では、衣食住・移動・買い物など日常生活における脱炭素行動

と暮らしにおけるメリットを「ゼロカーボンアクション」として整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省  
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資料 12 用語解説 
 

あ行 

●ＲＥ１００ 

Renewable Energy 100％の略。企業等が自らの事業活

動の使用電力を 100％再生可能エネルギーで賄うこと

を目指す国際的な取組。 

 

●ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣⅤ 

ＥＶはElectric Vehicle（電気自動車）の略。電動モ

ーターで車を駆動させる自動車。 

ＰＨＶは Plug-in Hybrid Vehicle（プラグインハイブ

リッド自動車）の略。外部電源から充電できるタイプ

のハイブリッド自動車。 

ＦＣＶは Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）の略。

燃料電池により水素から発電した電気によって走行す

る自動車。 

 

●エコライフＤＡＹ 

１日の二酸化炭素削減量を、簡単なチェックシートを

使って算出することを通じて、地球温暖化防止のため

のライフスタイルを啓発していく取組。 

 

●エシカル消費 

人や社会・環境に配慮した消費行動のこと。消費者そ

れぞれが社会的課題に気付き、その解決を考えたり、

そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活

動を行うこと。障害者支援につながる商品、開発途上

国の労働者の生活改善を目指すフェアトレード商品、

環境に配慮したエコ商品などの持続可能性に配慮した

商品を優先的に購入するなどがある。エシカルとは

「倫理的・道徳的」という意味の英語。 

 

●ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目

標）の略。平成 13（2001）年に策定されたミレニア

ム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継として、平成 27

（2015）年 9月の国連サミットで加盟国の全会一致で

採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」に記載された、令和 12（2030）年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標。17 のゴール・

169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取

り残さない（leave no one behind）」ことを誓ってい

る。 

 

●ＬＣＡ（Life Cycle Assessment） 

ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）とは、ある製

品・サービスのライフサイクル（資源採取―原料生産

―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル）または

その特定段階において、環境負荷を定量的に評価する

手法のこと。 

 

●ＯＧＡＷＡ'Ｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

小川町の田畑は、山々に囲まれた盆地の中にあり、平

坦で広大な農地を抱える「産地」とよばれる地域とは

大きく異なる。小川町の農業は、効率的な田畑に恵ま

れていないからこそ、農家の方々の「創意工夫」に溢

れ、地域の人たちの協力、そして野菜を食べてくれる

皆さんによって守られている。「おがわんプロジェク

ト」は、そうした創意工夫やたゆまぬ努力を「生産者

が宣言」し、「おがわ型農業」として見える化するこ

とで、頑張る農家さんを応援するプロジェクトのこと。 

 

●温室効果ガス 

太陽放射により暖められた熱が宇宙に逃げるとき、そ

の一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持

つ気体。京都議定書の第一約束期間では、二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の 6物質、平成

25（2013）年以降の第二約束期間ではこれに三ふっ化

窒素が加わり 7種類が温室効果ガスとして削減対象と

なっている。 

 

か行 

●カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。二

酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」 

から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引

いて、合計を実質的にゼロにすること。 

 

●環境基準 

環境基本法で「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染

及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の

健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されるこ

とが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類に

ついては、ダイオキシン類対策特別措置法で定めてい

る。これは、行政上の政策目標として定められている

もので、公害発生源を直接規制するための基準（いわ
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ゆる規制基準）とは異なる。 

 

●環境リスクコミュニケーション 

化学物質などの環境リスクに関する正確な情報を行政、

町民、事業者等のすべての者が共有しつつ、相互に意

思疎通を図ること。 

 

●気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ) 

ＩＰＣＣは Intergovernmental Panel on Climate 

Change の略。昭和 63（1988）年に国連環境計画（Ｕ

ＮＥＰ）及び世界気象機関（ＷＭＯ）により設立され

た組織。人間活動による気象変化、影響、対策に関し、

科学、技術的、社会経済学的な見地から包括的評価を

行う。 

 

●環境保全型農業 

可能な限り環境に負荷を与えない（または少ない）農

業、農法のこと。農業の持つ物質循環機能を生かし、

生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じ

て化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配

慮した持続的な農業である。 

 

●揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

揮発しやすく、大気中で気体となる有機化合物の総称

で、光化学スモッグや浮遊粒子状物質の原因となる。

その大部分が炭化水素（炭素と水素からなる化合物）

で、塗料、印刷インキ、接着時、金属洗浄、クリーニ

ングなどの溶剤に使用されている。ＶＯＣは、

volatile organic compoundsの略。 

 

●ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス） 

CO2 などの温室効果ガスの排出量削減のために、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、日々の生

活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという

政府を挙げた国民運動のこと。 

 

●グリーン購入 

購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく

環境の事を考え、環境負荷ができるだけ小さい製品や

サービスを、環境負荷の軽減に努める事業者から優先

して購入すること。 

 

●光化学オキシダント（Ｏｘ） 

工場や自動車から排出される窒素酸化物及び揮発性有

機化合物（ＶＯＣ）を主体とする一次汚染物質が、太

陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより

発生する二次的な汚染物質。 

 

さ行 

●再生可能エネルギー 

太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、

永続的に利用することができるエネルギーの総称。 

 

●里山 

人里近くにある、生活に結びついた山や森林。 

 

●ＣＢＤ 

Convention on Biological Diversityの略。生物の多

様性に関する条約（「生物多様性条約」と略す。）のこ

と。ＣＢＤ－ＣＯＰ１５は、生物多様性条約第 15 回

締約国会議のこと。（→生物多様性参照） 

 

●循環型農業 

一般家庭や畜産業、工業などから生じた、本来なら廃

棄する物を肥料として活用するなど、従来の化学肥料

や農薬などだけに頼らない資源を循環させる農業のシ

ステムのこと。 

 

●食品ロス 

本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品。事業

活動に伴って発生するものと家庭から発生するものが

ある。 

 

●生物多様性 

地球上の生物及びその生息・生育環境の多様さを表す

概念。生物多様性条約では、「すべての生物（陸上生

態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生

態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。）

の間の変異性をいうものとし、種内の多様性（遺伝的

多様性）、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」

と定義している。 

 

●ＺＥＨ（ゼッチ） 

net Zero Energy Houseの略。屋根や外壁窓などの外

皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率

な設備システムの導入により、室内環境の質を維持し

つつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エ

ネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギ

ー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のこ

と。 
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●ＺＥＢ（ゼブ） 

net Zero Energy Buildingの略。年間の一次エネルギ

ー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物のこと。 

 

●ゼロカーボンシティ 

脱炭素社会に向けて、2050 年までに二酸化炭素排出

量実質ゼロを目指す地方自治体のこと。 

 

●ゼロカーボンアクション 30 

カーボンニュートラルを目指して、ライフスタイルの

見直しのため国民一人一人が取り組むべき率先活動が

リスト化され、「ゼロカーボンアクション 30」として

８つの分野で 30個の率先活動があげられている。 

 

た行 

●窒素酸化物（ＮＯｘ） 

窒素の酸化物の総称であり、大気汚染としては、一酸

化窒素と二酸化窒素の混合物を指す。主として物が燃

焼することにより発生し、発生源は、自動車や工場・

事業場などである。光化学スモッグの原因物質の一つ

でもある。 

 

●テレワーク 

Tele（離れて）と Work（仕事）を組み合わせた造語。

情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用でき

る柔軟な働き方。 

 

●等価騒音レベル 

時間とともに変動する騒音（非定常音）について、一

定期間の平均的な騒音の程度を表す指標のひとつ。 

 

な行 

●（森林による）二酸化炭素の固定 

樹木は、光合成によって吸収した大気中の二酸化炭素

(CO2)を取り込んで大きく成長する。これを、二酸化

炭素の固定という。樹木の幹・枝・根の乾燥重量の

50％は炭素(C)の重さであり、それは全て大気中から

光合成によって吸収した CO2由来である。 

 

●二酸化窒素（ＮＯ２） 

窒素の酸化物で赤褐色の気体。代表的な大気汚染物質

である。発生源はボイラーなどの「固定発生源」や自

動車などの「移動発生源」のような燃焼過程、硝酸製

造等の工程などがある。燃焼過程からはほとんどが一

酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化

される。 

は行 

●バイオガス農業（事業） 

家畜排せつ物、⾷品廃棄物、農作物残さ等を原料とし

て、微⽣物の働きによりメタン（ＣＨ４）を主体とし

た「バイオガス」を⽣成することができる。⽣成ガス

を燃焼させることで熱や電気としてエネルギー利⽤す

ることができ、また、同時に⽣成される「消化液」は

肥料成分を多く含むため肥料利⽤することができる。

このような取組のことをバイオガス農業という。 

 

●（電力の）排出係数 

燃料や電力の使用に使う CO2排出量を算出するための

係数。燃料や電力を単位量で使用した際に排出される

CO2 量で表される。燃料の CO2 排出係数については、

燃料種別ごとにほぼ一定の値となるが、電力の CO2排

出係数については、発電電力量の電源別構成比に応じ

て、毎年変化する。 

 

●パンデミック 

パンデミック（Pandemic）は、感染症の世界的大流行

という意味。新型コロナウイルス感染症は、ほとんど

の人が免疫を持たず、人から人へ効率よく感染し、世

界中で大きな流行を起こしている。ＷＨＯ（世界保健

機関）は、令和２（2020）年３月 11 日に新型コロナ

ウイルス感染症をパンデミック（世界的な大流行）と

みなせると表明した。 

 

●ＢＯＤ 

生物化学的酸素要求量。河川水や工場排水、下水など

に含まれる有機物による汚濁の程度を示すもので、水

質汚濁に関する代表的な指標。一定条件のもとで、微

生物により有機物が酸化される際に消費される酸素の

量をいう。数値が大きいほど汚濁の程度が高い。 

 

●浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊している粒子状物質で、代表的な「大気

汚染物質」のひとつ。環境基本法に基づいて定められ

る環境基準では、粒径 10μm以下のものと定義してい

る。 

 

ま行 

●木質バイオマス 

「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）

を表す言葉であり、再生可能な、生物由来の有機性資

源（化石燃料は除く）のこと。そのなかで、木材から

なるバイオマスのことを「木質バイオマス」という。 
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や行 

●有機農業 

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないことな

どを基本として、農業生産に由来する環境への負荷を

できる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる

農業のこと。 

 

●要請限度 

自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路

の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められ

るときに、騒音規制法第 17 条第１項の規定に基づく

指定地域内における自動車騒音を定める環境省令によ

り、市町村長が都道府県公安委員会に道路交通法の規

定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。 

 

ら行 

●類型 

水質汚濁の生活環境項目及び騒音の環境基準について

は、全国一律の環境基準値を設定していない。国にお

いて類型別に基準値が示され、これに基づき都道府県

が河川などの状況や、騒音に関係する地域の土地利用

状況や時間帯などに応じてあてはめ、類型として指定

していく方式となっている。 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

令和４（2022）年 3月改定 

小川町環境農林課 

〒355-0392 小川町大字大塚 55 

ＴＥＬ 0493-72-1221 

ＦＡＸ 0493-74-2920 

メール ogawa109@town.saitama-ogawa.lg.jp 

ＨＰ https://www.town.ogawa.saitama.jp/ 見やすいユニバーサルデザイン 

フォントを採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   


