
 

 

事業者市民

市

計画推進

 
平成 24 年改定  【概要版】 

「人と自然が共生するまち」をめざして 

平成 24 年度（2012 年度）～平成 33 年度（2021 年度） 
 

1 計画の基本的な考え方 

本計画は、国の長期目標である「循環を基調とする社会経済」「自然との共生」「すべての主体の参加」

の実現に向けた地域からの貢献とともに、市民が健やかに暮らし続けられるまちや持続的発展が可能な社

会を構築することを目指すものです。 

また、「桶川市環境自治体宣言」及び「桶川市ゴミ 10 ヶ条宣言」を受け継ぎ、桶川市第 5 次総合振興計

画との整合を図り、関連する他の分野の計画とも連携して計画を推進します。 

【計画の位置付け】 
 

桶川市第5次総合振興計画

「人と自然が共生するまち」

等

桶川市環境基本計画
【目指す方向、施策、各主体の行動】

●桶川市環境自治体宣言

●桶川市ゴミ10ヶ条宣言

関連計画等

○桶川市一般廃棄物処理基本

計画

○桶川市分別収集計画

○桶川市環境にやさしい庁内

率先実行計画

○緑のまちづくり基本計画

○桶川市都市計画マスタープ

ラン

等

考え方

方針

方針

連携

 
 

環境保全には、市民、事業者、市のそれぞれが互いに協力・連携しな

がら、自主的かつ積極的に行動することが不可欠です。 

そのため本計画の推進は、市民、事業者、市がそれぞれの自覚と役割

をもって担うこととします。. 

 

【計画の推進主体】 



 

 

2 計画の目指すところ 

「桶川市第 5 次総合振興計画」が掲げる 5 つの基本理念から、主に環境問題の分野を対象とした「人と自然が

共生するまち」を本計画の目指すべき環境像とします。また、①生活環境、②自然環境、③廃棄物、環境衛生、

④地球環境の 4 つの分野ごとに方針を掲げて、次の体系により環境施策を位置付けます。 

 

【環境像】 【方針】 【施策の方向】

━1-1  大気汚染の把握と健康被害の防止

1

━1-2  水質汚濁の把握と生活排水対策の推進

━1-3  騒音・振動の把握と対応

━1-4  環境汚染等の把握と対応

━2-1  緑のまちづくり基本計画の推進

2

━2-2  生物多様性の保全

━2-3  河川風景の保全・再生

━2-4  田園地域・風景の保全・再生

━2-5  乱開発の防止

━2-6  市民・事業者・市が連携した緑化推進

━3-1  資源循環型社会に向けた啓発と情報提供

3

━3-2  ごみ処理体制の確立

━3-3  4R実践の促進

━3-4  不法投棄の防止

━3-5  身近な生活環境の充実とルールの周知

━3-6  地域協働の取組の促進

━4-1  地球温暖化対策の計画的な推進

4

━4-2  市民・事業者・市が連携した地球温暖化対策推進

━4-3  クリーンエネルギーの導入促進

━4-4  あらゆる年代の環境学習の充実

━4-5  環境学習の人材の育成と活用

安心して快適に暮ら
せる生活環境づくり

美しい資源循環型
社会の形成

里地・里山の
自然との共生

地球温暖化対策の
推進

人
と
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3 環境の指標 

次の指標を方針の具体化の目安として計画を推進し、指標の評価による進行管理を図ります。 

 

生活環境関連 現況 目標 

二酸化窒素に関わる環境基準適合状況 〈H22 年度〉適合 〈H27 年度〉適合 

光化学スモッグ被害者数 〈H22 年度〉0 人 〈H27 年度〉0 人 

河川の水質に関わる環境基準適合状況（健康項目） 〈H22 年度〉適合 〈H27 年度〉適合 

河川の水質に関わる環境基準適合状況（生活環境項目） 〈H22 年度〉不適合あり 〈H27 年度〉適合 

道路交通騒音に関わる環境基準適合状況 〈H22 年度〉不適合あり 〈H27 年度〉適合 

土壌中のダイオキシン類に関わる環境基準適合状況 〈H22 年度〉適合 〈H27 年度〉適合 

地盤沈下（年間 2cm 以上の沈下） 〈H22 年度〉沈下なし 〈H27 年度〉沈下なし 

公害苦情件数 〈H22 年度〉50 件 〈H27 年度〉40 件 

下水道普及率 〈H22 年度〉73.8% 〈H27 年度〉75.3% 

合併浄化槽設置補助件数（単独処理浄化槽・汲み取り便槽からの転換） 〈H23 年度〉4 基 〈H27 年度〉10 基 

合併浄化槽の法定検査の実施率 〈H22 年度〉3.0% 〈H27 年度〉30%以上 

音や振動等の静けさに満足している市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉25.6% 〈H27 年度〉30% 

空気のきれいさに満足している市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉27.7% 〈H27 年度〉30% 

自然環境関連 現況 目標 

市民緑地等の契約面積 〈H22 年度〉14,227m2 〈H27 年度〉50,000m2 

緑化ボランティア人数（保険加入者数） 〈H22 年度〉70 人 〈H27 年度〉100 人 

保存樹木の指定数 〈H22 年度〉78 本 〈H27 年度〉90 本 

水路の臭い、ユスリカ発生等に関する要望件数 〈H22 年度〉9 件 〈H27 年度〉6 件 

耕作放棄地の面積 〈H22 年度〉39ha 〈H27 年度〉20ha 

乱開発防止のためのパトロールの実施回数 〈H22 年度〉1 回 〈H27 年度〉2 回 

市内に優れた景観があると思う市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉6.6% 〈H27 年度〉12% 

みどりの豊かさ等の自然環境に満足している市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉33.0% 〈H27 年度〉40% 

川等の水辺と親しめる環境に満足している市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉8.8% 〈H27 年度〉13% 

緑のまちづくりに関する協働事業実施件数 〈H22 年度〉4 件 〈H27 年度〉5 件 

廃棄物、環境衛生関連 現況 目標 

資源化率 〈H22 年度〉31.2% 〈H27 年度〉35% 

ごみ排出量 〈H22 年度〉785g/人日 〈H27 年度〉780g/人日 

事業系ごみ排出量 〈H22 年度〉4,265t/年 〈H27 年度〉4,080t/年 

家庭ごみの収集・処理に満足している市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉36.5% 〈H27 年度〉45% 

狂犬病予防注射接種率 〈H22 年度〉73% 〈H27 年度〉80%以上 

地球環境関連 現況 目標 

桶川市域からの二酸化炭素の排出量 〈H2 年〉288 千 t-CO2 〈H32 年〉H2 年比-25%

市役所等から発生する温室効果ｶﾞｽの総排出量の年間削減率（H18 年度比） 〈H22 年度〉1.4% 〈H24 年度〉3% 

高効率給湯器設置費補助件数 〈H23 年度〉43 基 〈H27 年度〉120 基 

住宅用太陽光発電システム設置費補助件数 〈H23 年度〉79 基 〈H27 年度〉150 基 

環境リーダー数 ─ 〈H27 年度〉5 人 

日常生活の中で地球温暖化への取組をしている市民の割合（総合振興計画市民ｱﾝｹｰﾄ） 〈H21 年度〉69.3% 〈H27 年度〉75% 

地球温暖化対策の啓発に関する協働事業実施件数 〈H23 年度〉1 件 〈H27 年度〉2 件 



 

 

4 市民・事業者・市の環境配慮行動 

地球温暖化対策を始めとした環境保全の推進には、市民・事業者の日常的な環境配慮の取組が必要なこ

とから、日常生活やオフィス活動などにおける環境配慮行動を促すための指針を示します。 

また、市が策定、推進している「桶川市環境にやさしい庁内率先実行計画」を、行政活動における取組

に位置付けます。 

【環境配慮行動の指針の例】 

◆ ごみの排出が少ない買い物や、エコマーク製品等の環境に配慮した製品の購入に努める。 

◆ ごみの減量やリサイクルに努める。 

◆ 電気・ガス・灯油等の節約に努める。 

◆ LED 照明等、省エネ機器の導入に努める。 

◆ エコドライブ（環境に配慮した運転）やエコカーの利用に努める。 

◆ 過度な暖房や冷房に頼らない省エネルギー化に配慮した建築に努める。 

   等 

5 計画の進行管理と協働の推進 

（1）推進と進行管理 

○ 各部署が担当する施策の推進に努めるとともに、分野横断的な施策についての庁内連携を図ります。 

○ 庁内の連絡会議及び調整会議を通じて、進捗の把握、課題検討等を行います。 

○ 指標及び各種環境基準について、毎年度評価を行い、広報・ホームページ等で公表します。 

○ 施策・事業の実施担当の各部署からの報告に基づき、取組の見直しと新たな取組の検討を行います。 

 

（2）協働の推進 

環境保全では公共的な問題・課題の解決に向けて、市民・事業者・市の協働による取組や、ボラン

ティア・市民公益活動団体・NPO 法人等の民間活動による取組が重要となっていることから、協働の

取組を推進します。 

【協働推進の施策】 

● 地域活動情報コーナーの活用 

● インターネット等を活用した新たな情報発信の検討 

● 団体間交流の機会の提供 

 

桶川市環境基本計画 
平成 24 年 3 月改定 

桶川市市民生活部環境課   〒363-8501 埼玉県桶川市泉 1 丁目 3 番 28 号 
電話：048-786-3211  ファクシミリ：048-786-3740   e-Mail：kankyo@city.okegawa.lg.jp  


