
 

 

 

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（区域・施策編）） 

 

資 料 編 



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  



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 

  



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。 



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。 

  



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 

 



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 

 



 
 資料編  

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 

 



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 

 



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 

 



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。 



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。 



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） 



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 



（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



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） 



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） 



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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     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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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。 

 

 



 

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） 



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。 

 



（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。 
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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  

  



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。 

 



●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。 

 

 

 

 

 


