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川越市地球温暖化対策条例について

平成22年7月14日

川越市環境部環境政策課
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川越市の概要

★面積面積面積面積 １０９１０９１０９１０９．．．．１６１６１６１６ k㎡㎡㎡㎡

★★★★人口人口人口人口 ３３３３４０４０４０４０，，，，５２９５２９５２９５２９人人人人 （（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日））））

★★★★世帯数世帯数世帯数世帯数 １３１３１３１３９９９９，，，，８２１８２１８２１８２１世帯世帯世帯世帯（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日））））

★★★★ 平成平成平成平成２２２２２２２２年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額 １１１１，，，，６６５６６５６６５６６５億億億億円円円円

（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計９４１９４１９４１９４１億円億円億円億円、、、、特別会計特別会計特別会計特別会計７２４７２４７２４７２４億円億円億円億円））））

★★★★市制施行市制施行市制施行市制施行 大正大正大正大正１１１１１１１１年年年年１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日

★★★★中核市中核市中核市中核市 平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日

★★★★産業構造産業構造産業構造産業構造

・・・・農業産出額農業産出額農業産出額農業産出額 ７８７８７８７８億億億億６６６６千万円千万円千万円千万円（（（（県内県内県内県内４４４４位位位位））））H18

・・・・製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等 １１１１兆兆兆兆１１４１１４１１４１１４億円億円億円億円（（（（県内県内県内県内２２２２位位位位））））H18

・・・・商品販売額商品販売額商品販売額商品販売額 ７７７７，，，，８５８８５８８５８８５８億円億円億円億円（（（（県内県内県内県内３３３３位位位位））））H16
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かわごえの観光
～みるく（見る・歩く）～

蔵造りの町並み

時の鐘（残したい日本の音風景100選）

市立博物館

喜多院境内

川越まつり
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川越市における温室効果ガス排出量
○川越市における2006年度の温室効果ガス総排出量は、約164万9千

トンで、基準年度（原則1990年）に比べて約23.5％増加。

○温室効果ガス排出量の内、約98％を二酸化炭素が占める。

＜＜＜＜川越市川越市川越市川越市におけるにおけるにおけるにおける温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス総排出量総排出量総排出量総排出量＞＞＞＞ ＜＜＜＜温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量のののの内訳内訳内訳内訳＞＞＞＞
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部門別二酸化炭素排出量
○川越市における2006年度の二酸化炭素排出量は、約161万8千トンで、1990年度と

比較して約25.5％増加。

○全ての部門で排出量が増加。とりわけ、業務部門、家庭部門における伸びが著しい。

＜＜＜＜川越市川越市川越市川越市におけるにおけるにおけるにおける部門別二酸化炭素排出量部門別二酸化炭素排出量部門別二酸化炭素排出量部門別二酸化炭素排出量＞＞＞＞

※端数処理の関係上、合計
と内訳が一致しない。
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1人当たりの二酸化炭素排出量（国・県・市）
○川越市における二酸化炭素排出量を1人当たりで見ると、1990年度からは

大きく増加（＋21％）し、国や県の値に近づきつつあるものの、相対的には

依然として少ない水準。

＜＜＜＜1人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量のののの推移推移推移推移＞＞＞＞
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主体別の二酸化炭素排出量

○活動主体別の二酸化炭素排出量では、家庭生活に起因するものが３割、

事業活動に起因するものが７割となっている。

＜＜＜＜主体別主体別主体別主体別のののの二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量＞＞＞＞

家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活 事業活動事業活動事業活動事業活動：：：：

＜＜＜＜家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活にににに起因起因起因起因するするするする排排排排
出量出量出量出量＞＞＞＞

○家庭部門
○運輸部門（マイカー）
○廃棄物部門（家庭ごみ）

＜＜＜＜事業活動事業活動事業活動事業活動にににに起因起因起因起因するするするする排排排排
出量出量出量出量＞＞＞＞

○産業部門
○業務部門
○運輸部門
（営業用車、自家用車 <事
業系>、鉄道）
○廃棄物部門
（産業廃棄物、事業系 一般
廃棄物）
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川越市の地球温暖化対策川越市の地球温暖化対策への取り組みへの取り組み
平成平成平成平成８８８８年年年年４４４４月月月月 １１１１％％％％節電運動開始節電運動開始節電運動開始節電運動開始

平成９年 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業

平成１０年３月 川越市環境基本計画策定

平成１１年２月 川越市環境にやさしい率先実行計画策定(２編)

平成１１年４月 １％節電プラス１(ワン)運動開始

平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月 ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ１４００１１４００１１４００１１４００１認証取得認証取得認証取得認証取得

平成１２年８月 かわごえ環境ネット発足

平成１５年４月 エコチャレンジスクール認定事業

平成１５年６月 エコチャレンジファミリー認定事業

平成１８年９月 川越市良好な環境の保全に関する基本条例制定

平成１９年３月
第二次川越市環境基本計画策定

第二次川越市環境にやさしい率先実行計画策定

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１２１２１２１２月月月月 川越市地球温暖化対策条例制定川越市地球温暖化対策条例制定川越市地球温暖化対策条例制定川越市地球温暖化対策条例制定

平成２０年１月 川越市環境行動計画「かわごえアジェンダ２１」策定

平成２１年３月
川越市地球温暖化対策地域推進計画川越市地球温暖化対策地域推進計画川越市地球温暖化対策地域推進計画川越市地球温暖化対策地域推進計画

公共工事における環境配慮指針策定
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川越市地球温暖化対策条例の制定

H18H18H18H18年年年年4444月月月月 環境政策課内環境政策課内環境政策課内環境政策課内にににに地球温暖化対策担当設置地球温暖化対策担当設置地球温暖化対策担当設置地球温暖化対策担当設置
H19H19H19H19年年年年1111月月月月～～～～ 市民及市民及市民及市民及びびびび事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等のののの基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査

をををを実施実施実施実施
H19H19H19H19年年年年8888月月月月 環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会にににに対対対対してしてしてして「「「「((((仮称仮称仮称仮称))))川越市地球温暖化対策川越市地球温暖化対策川越市地球温暖化対策川越市地球温暖化対策条条条条

例例例例のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて」」」」諮問諮問諮問諮問
H19H19H19H19年年年年9999月月月月 パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントをををを実施実施実施実施(1(1(1(1ヶヶヶヶ月間月間月間月間))))
H19H19H19H19年年年年10101010月月月月 環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会からからからから答申答申答申答申
H19H19H19H19年年年年12121212月月月月 「「「「川越市地球温暖化対策条例川越市地球温暖化対策条例川越市地球温暖化対策条例川越市地球温暖化対策条例((((案案案案))))」」」」をををを市議会市議会市議会市議会へへへへ上程上程上程上程

「川越市地球温暖化対策条例」の制定

平成19年12月19日公布、施行
（市では全国で３番目）
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条例の内容

≪規制的な措置≫
� 温室効果ガス排出事業者への義務付け
� 建築主への義務付け
� 家電販売事業者への義務付け

≪規制的な措置≫
� 温室効果ガス排出事業者への義務付け
� 建築主への義務付け
� 家電販売事業者への義務付け

◎地球温暖化の防止に関し、市、事業者、市民、
民間団体、滞在者の責務を明確にする。

◎地球温暖化対策地域推進計画の策定及びその他
の地球温暖化の防止に関し必要な事項を定める。
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温室効果ガス排出事業者への義務付け

≪≪≪≪事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量にににに係係係係るるるる削減計画書削減計画書削減計画書削減計画書のののの作成等作成等作成等作成等≫≫≫≫

○○○○エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー使用量使用量使用量使用量がががが一定量以上一定量以上一定量以上一定量以上のののの事業者事業者事業者事業者
市内において年度実績で、燃料と電力を合算したエネルギー使用
量が原油換算で１，５００キロリットル以上の事業所を設置する
事業者

○○○○温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量がががが一定以上一定以上一定以上一定以上のののの事業者事業者事業者事業者
市内において年度実績で、６種類の温室効果ガス排出量が二酸化
炭素換算で３，０００トン以上かつ常時使用する従業員が２１人
以上の事業所を設置する事業者

温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出削減計画書及排出削減計画書及排出削減計画書及排出削減計画書及びびびび実施状況計画書実施状況計画書実施状況計画書実施状況計画書のののの提出提出提出提出
※※※※平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、３５３５３５３５事業者事業者事業者事業者（（（（３６３６３６３６事業所事業所事業所事業所））））がががが該当該当該当該当

≪≪≪≪事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量にににに係係係係るるるる削減計画書削減計画書削減計画書削減計画書のののの作成等作成等作成等作成等≫≫≫≫

○○○○エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー使用量使用量使用量使用量がががが一定量以上一定量以上一定量以上一定量以上のののの事業者事業者事業者事業者
市内において年度実績で、燃料と電力を合算したエネルギー使用
量が原油換算で１，５００キロリットル以上の事業所を設置する
事業者

○○○○温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの排出量排出量排出量排出量がががが一定以上一定以上一定以上一定以上のののの事業者事業者事業者事業者
市内において年度実績で、６種類の温室効果ガス排出量が二酸化
炭素換算で３，０００トン以上かつ常時使用する従業員が２１人
以上の事業所を設置する事業者

温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出削減計画書及排出削減計画書及排出削減計画書及排出削減計画書及びびびび実施状況計画書実施状況計画書実施状況計画書実施状況計画書のののの提出提出提出提出
※※※※平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、３５３５３５３５事業者事業者事業者事業者（（（（３６３６３６３６事業所事業所事業所事業所））））がががが該当該当該当該当
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建築主への義務付け

≪≪≪≪建築主建築主建築主建築主によるによるによるによる建築物建築物建築物建築物にににに係係係係るるるる環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした計画書計画書計画書計画書のののの作成等作成等作成等作成等≫≫≫≫

○○○○一定規模以上一定規模以上一定規模以上一定規模以上のののの建築物建築物建築物建築物をををを新築新築新築新築・・・・増築増築増築増築・・・・改築改築改築改築するするするする建築主建築主建築主建築主
市内において床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物の
新築・増築・改築しようとする建築主

建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及びびびび工事完了報告書工事完了報告書工事完了報告書工事完了報告書のののの提出提出提出提出

【【【【建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書のののの提出状況提出状況提出状況提出状況】】】】
・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 ４４４４件件件件

≪≪≪≪建築主建築主建築主建築主によるによるによるによる建築物建築物建築物建築物にににに係係係係るるるる環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした計画書計画書計画書計画書のののの作成等作成等作成等作成等≫≫≫≫

○○○○一定規模以上一定規模以上一定規模以上一定規模以上のののの建築物建築物建築物建築物をををを新築新築新築新築・・・・増築増築増築増築・・・・改築改築改築改築するするするする建築主建築主建築主建築主
市内において床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物の
新築・増築・改築しようとする建築主

建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及建築物環境配慮計画書及びびびび工事完了報告書工事完了報告書工事完了報告書工事完了報告書のののの提出提出提出提出

【【【【建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書建築物環境配慮計画書のののの提出状況提出状況提出状況提出状況】】】】
・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 ４４４４件件件件
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家電販売事業者への義務付け

≪≪≪≪特定機械器具特定機械器具特定機械器具特定機械器具のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー性能表示性能表示性能表示性能表示についてについてについてについて≫≫≫≫

○○○○一定台数以上一定台数以上一定台数以上一定台数以上のののの特定機械器具特定機械器具特定機械器具特定機械器具をををを販売販売販売販売しているしているしているしている小売販売事業者小売販売事業者小売販売事業者小売販売事業者
市内においてエネルギー消費量の多い、エアコン・テレビ・
冷蔵庫をそれぞれ５台以上を店頭で陳列して販売する事業者

省省省省エネエネエネエネ性能性能性能性能がわかるがわかるがわかるがわかる統一省統一省統一省統一省エネラベルエネラベルエネラベルエネラベルのののの表示表示表示表示

【【【【該当該当該当該当するするするする市内家電販売業者市内家電販売業者市内家電販売業者市内家電販売業者】】】】
・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 １０１０１０１０件件件件（（（（ラベルラベルラベルラベル表示店表示店表示店表示店 ８８８８店店店店））））

≪≪≪≪特定機械器具特定機械器具特定機械器具特定機械器具のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー性能表示性能表示性能表示性能表示についてについてについてについて≫≫≫≫

○○○○一定台数以上一定台数以上一定台数以上一定台数以上のののの特定機械器具特定機械器具特定機械器具特定機械器具をををを販売販売販売販売しているしているしているしている小売販売事業者小売販売事業者小売販売事業者小売販売事業者
市内においてエネルギー消費量の多い、エアコン・テレビ・
冷蔵庫をそれぞれ５台以上を店頭で陳列して販売する事業者

省省省省エネエネエネエネ性能性能性能性能がわかるがわかるがわかるがわかる統一省統一省統一省統一省エネラベルエネラベルエネラベルエネラベルのののの表示表示表示表示

【【【【該当該当該当該当するするするする市内家電販売業者市内家電販売業者市内家電販売業者市内家電販売業者】】】】
・・・・平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度 １０１０１０１０件件件件（（（（ラベルラベルラベルラベル表示店表示店表示店表示店 ８８８８店店店店））））
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川越市地球温暖化対策地域推進計画の策定

川越市地球温暖化対策条例に
基づき、平成２１年３月に策定

「みんなでつくる、豊かさを実感
できる 二酸化炭素排出の少な
いまち」を将来像と掲げ、その実
現に向けた具体的な取組を定め
る



16

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

基準年 2004年 2012年

（目標）

温

室

効

果

ガ

ス

排

出

量

温室効果ガス排出量の削減目標

目標水準目標水準目標水準目標水準

（（（（基準年基準年基準年基準年－－－－００００．．．．６６６６％）％）％）％）

③③③③市市市市のののの重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

基準年比基準年比基準年比基準年比＋＋＋＋４１４１４１４１％％％％

1,878 

目標達成計画目標達成計画目標達成計画目標達成計画のみののみののみののみの場合場合場合場合のののの

削減水準削減水準削減水準削減水準（（（（基準年基準年基準年基準年＋＋＋＋2.72.72.72.7％％％％））））

基準年比基準年比基準年比基準年比＋＋＋＋３２３２３２３２％％％％

1,760

1,335

268

238

44

【【【【総排出量目標総排出量目標総排出量目標総排出量目標】】】】

1,3271,3271,3271,327（（（（千千千千ｔｔｔｔ‐‐‐‐COCOCOCO2222））））

目
標
達
成
計
画

目
標
達
成
計
画

目
標
達
成
計
画

目
標
達
成
計
画
でででで
掲掲掲掲
げ
る
げ
る
げ
る
げ
る
施
策
施
策
施
策
施
策

基準年水準基準年水準基準年水準基準年水準

川越市域川越市域川越市域川越市域におけるにおけるにおけるにおける温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量をををを、、、、2012201220122012年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度（（（（原則原則原則原則1990199019901990年年年年））））からからからから
0.60.60.60.6％％％％ 削減削減削減削減する とをする とをする とをする とを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。排出量排出量排出量排出量のののの計画策定計画策定計画策定計画策定年度年度年度年度であるであるであるである2004200420042004年度年度年度年度((((平成平成平成平成16161616年度年度年度年度））））かかかか
らはらはらはらは約約約約25252525％％％％のののの削減削減削減削減となりますとなりますとなりますとなります。。。。

川越市域川越市域川越市域川越市域におけるにおけるにおけるにおける温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量をををを、、、、2012201220122012年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度（（（（原則原則原則原則1990199019901990年年年年））））からからからから
0.60.60.60.6％％％％ 削減削減削減削減する とをする とをする とをする とを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。排出量排出量排出量排出量のののの計画策定計画策定計画策定計画策定年度年度年度年度であるであるであるである2004200420042004年度年度年度年度((((平成平成平成平成16161616年度年度年度年度））））かかかか
らはらはらはらは約約約約25252525％％％％のののの削減削減削減削減となりますとなりますとなりますとなります。。。。

市市市市がががが国国国国・・・・県県県県とととと してしてしてして取取取取りりりり
組組組組 ものものものもの

国国国国がががが でででで取取取取りりりり組組組組 ものものものもの

(千 -CO2)

基準年度
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重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

川 市 運動

ンジカン ー 進プロジェクト

③ ス 進プロジェクト

太陽 ー等活用推進プロジェクト

ーン プロジェクト

のまちづくりプロジェクト

ごみ イ トプロジェクト

７つの重点プロジェクト

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年におけるにおけるにおけるにおける温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの削減目標達成削減目標達成削減目標達成削減目標達成のためにのためにのためにのために、、、、重点的重点的重点的重点的なななな
対応対応対応対応がががが必要必要必要必要ななななテーマテーマテーマテーマ・・・・課題課題課題課題ごとにごとにごとにごとに、、、、特特特特にににに重要度重要度重要度重要度がががが高高高高いといといといと考考考考えられるえられるえられるえられる事業事業事業事業
をををを７７７７つのつのつのつの重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとしてとしてとしてとして抽出抽出抽出抽出しししし、、、、具体的具体的具体的具体的なななな実施内容実施内容実施内容実施内容やややや各主体各主体各主体各主体のののの
役割役割役割役割などとともになどとともになどとともになどとともに、、、、行動目標行動目標行動目標行動目標やややや期待期待期待期待されるされるされるされるCOCOCOCO2削減量削減量削減量削減量をををを定定定定めているめているめているめている。。。。
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川越市民のエコライフ＝「「「「川川川川エコエコエコエコ」」」」を推進するため、各
種の啓発事業や出前講座などを実施し、地球温暖化問題を
他人事ではなく自らの問題として考える「「「「自分自分自分自分ごとごとごとごと化化化化」、
エネルギー消費を数字で実感し、楽しみながら省エネがで
きるしかけを用意することで、自らの排出量や削減努力の
「見える化」を推進する。

【主な事業】
・エコチャレンジファミリー認定事業
・エコチャレンジスクール認定事業
・エコチャレンジイベント認定事業
・｢川エコ｣の知恵の普及

①川エコ市民運動
～～～～｢｢｢｢自分自分自分自分ごとごとごとごと化化化化｣｢｣｢｣｢｣｢見見見見えるえるえるえる化化化化｣｣｣｣でででで実践実践実践実践するするするする川川川川エコエコエコエコのののの知恵知恵知恵知恵～～～～
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事業活動に起因するCO2排出量の削減には、大規模･中

規模事業所における取組の推進が重要であり、規制的な
手法、補助制度やノウハウの提供、情報の充実など、多
様な手法を組み合わせ、事業活動における省エネや環境
経営を促進し、積極的に環境配慮に取り組む事業者をバ
ックアップする。

【主な事業】
・エコチャレンジカンパニーの広場事業
・環境経営の普及促進
・条例に基づく工場、事業所対策、建築物対策、

｢統一省エネラベル」の表示義務

②エコチャレンジカンパニー普及促進プロジェクト
～～～～未来未来未来未来にににに責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ企業活動企業活動企業活動企業活動～～～～
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業務部門や家庭部門に起因するCO2排出量を削減するた

め、断熱性の高い工法や複層ガラス等の資材の採用、太陽
エネルギーの活用などにより、建物と住まいの省エネ性能
の向上や再生可能エネルギーの普及を図り、快適さと省エ
ネ性能を兼ね備えたCO2排出が少ないスマートな住まいの

普及促進を進める。

【主な事業】
・省エネ住宅の普及促進
・屋上緑化、壁面緑化の普及促進
・生け垣設置の普及促進
・雨水利用の普及促進

③エコハウス普及促進プロジェクト
～～～～ 2排出排出排出排出のののの少少少少ないないないない快適快適快適快適ででででスマートスマートスマートスマートなななな住住住住まいまいまいまい ～～～～
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太陽エネルギーの活用など、自然の恵みを活かした取組
を推進し、CO2の排出を抑え、豊かな暮らしを実現するた

め、公共施設への太陽光発電システムの積極的な導入や資
源化センターでの廃棄物発電や廃熱の有効活用、住宅用太
陽光発電システム、太陽熱利用機器の導入に対する補助金
の交付など自然エネルギーの地産地消を進める。

【主な事業】
・太陽光発電、太陽熱利用の普及促進
・公共施設への太陽光発電システム導入事業
・資源化センターにおける廃棄物発電及び廃熱

利用の推進

④太陽エネルギー等活用推進プロジェクト
～～～～自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みのみのみのみの地産地消地産地消地産地消地産地消～～～～
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低燃費車への移行、エコドライブの実践を推進し、フ
ードマイレージの概念を通した地産地消の普及を図り、
食生活の面からもエネルギーや温暖化問題についての関
心を喚起することで、日々の暮らしの中から自動車利用
のあり方について見つめ直し、運輸部門全体のCO2排出

の抑制につなげる。

【主な事業】
・クリーンエネルギー自動車等の普及促進
・エコドライブの普及促進
・公共交通機関等の利用促進
・地産地消の普及促進

⑤グリーン交通プロジェクト
～～～～人人人人にもにもにもにも地球地球地球地球にもやさしいにもやさしいにもやさしいにもやさしい交通交通交通交通～～～～
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植物には、光合成によるCO2吸収、大気の浄化、ヒート

アイランド現象の緩和、都市の防災機能の強化など様々な
役割を有しており、多様な機能をもつ「緑」を活かし、う
るおいと安らぎを感じるまちづくりを推進していくため、
｢保存樹林｣｢市民の森｣などの各種指定制度により樹林地や
樹木の保全を促進する。

【主な事業】
・保存樹林、保存樹木指定事業
・市民の森指定事業
・苗木配布事業
・緑のカーテン事業

⑥緑のまちづくりプロジェクト
～～～～みんなでみんなでみんなでみんなで育育育育むむむむ緑緑緑緑のまちのまちのまちのまち～～～～
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ごみを減らす(ﾘﾃﾞｭｰｽ: )､物をくり返し大事に使
う(ﾘﾕｰｽ: )、資源として再利用する(ﾘｻｲｸﾙ: )
の｢3R｣に、不要な物を買わない、断る(ﾘﾌｭｰｽﾞ:Refuse)
という積極的な考え方を含めた｢4R｣の取組により、ご

みの減量化・資源化を推進し、温室効果ガス排出量の
抑制を図る。

【主な事業】
・ごみ基本計画に基づく施策の推進
・グリーン購入の普及啓発
・マイバックキャンペーン
・家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業

⑦ごみダイエットプロジェクト
～～～～広広広広げるげるげるげる「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」のののの輪輪輪輪～～～～
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（（（（ 理理理理なくなくなくなく、、、、 なくなくなくなく、、、、自然体自然体自然体自然体でででで））））

みのみのみのみの

用用用用
ートス トートス トートス トートス ト

川越川越川越川越市市市市 クークークークー ・・・・

「「「「 カジカジカジカジ ・・・・マンスマンスマンスマンス」」」」

１％節電運動
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公共施設の電力使用量の削減

年度年度年度年度 削減電 量削減電 量削減電 量削減電 量 （（（（対対対対７７７７年度比年度比年度比年度比）））） 2削減量削減量削減量削減量

8 2,612,017kwh   (－－－－5.41%) 940t

9 2,910,406kwh   (－－－－6.03%) 1,048t

10 2,611,999kwh   (－－－－5.41%) 940t

11 2,220,863kwh   (－－－－4.60%) 800t

12 1,758,226kwh   (－－－－3.64%) 633t

13 2,335,083kwh   (－－－－4.84％％％％) 841t

14 1,620,047kwh   (－－－－3.36％％％％) 583t

15 1,411,503kwh   (－－－－2.93％％％％) 508t

16 500,755kwh   (－－－－1.04％％％％) 180t

17 1,130,095kwh   (－－－－2.34％％％％) 407t

18 2,239,459kwh   (－－－－4.64％％％％) 806t

19 127,938kWh   (－－－－0.27％％％％) 46t

20 1,279,224kWh   (－－－－2.65％％％％) 461t

計計計計 22,757,615kwh   8,193t
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全国で２番目に補助を開始

電電電電でででで いたいたいたいた 費費費費をををを

市民による太陽光発電システムの設置

から へ!!

市市市市 へへへへ !!
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平成 ９ 年度～ 1 当たり １００，０００円

度額 ４００，０００円

平成１５年度～ 1 当たり ７０，０００円

度額 ２８０，０００円

平成１８年度～ 1 当たり ４０，０００円

度額 １６０，０００円

平成２１年度～ 1 当たり ４０，０００円

度額 ２００，０００円 （※２ 上）

平成２２年度～ 1 当たり ３０，０００円

度額 １５０，０００円 （※２ 上）

住宅用太陽光発電システム設置事業補助



30

30 62 113
180

269
418

523
672

827
971
1128

1320

1619
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９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

住宅用太陽光発電システム補助事業

（（（（ ））））

（（（（年度年度年度年度））））

補助件数 年 CO2222削減量

1,619 1,963.0t

補助 数補助 数補助 数補助 数
積 数積 数積 数積 数
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化化化化 ンターンターンターンター１６６１６６１６６１６６ （（（（ ２１２１２１２１））））

市市市市 ンターンターンターンター１５１５１５１５ （（（（ ２１２１２１２１））））

全 中全 中全 中全 中 55555555 にににに
設置設置設置設置 （（（（H18H18H18H18））））

７９施設に約８７６ を設置 (平成21年度 現 )

すべてのすべてのすべてのすべての 設設設設のののの
公共施設公共施設公共施設公共施設へへへへ

公共施設への太陽光発電の導入
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川越 口 館等 合施設川越 口 館等 合施設川越 口 館等 合施設川越 口 館等 合施設 （（（（ １３１３１３１３））））

３０３０３０３０ 、、、、 水 用施設水 用施設水 用施設水 用施設

部地域部地域部地域部地域 あいあいあいあい ンターンターンターンター （（（（ １４１４１４１４））））

１００１００１００１００ 、、、、 水 用施設水 用施設水 用施設水 用施設

年間発電量 年 CO2222削減量

687,071kWh 247t

平成20年度実 （77施設）
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平成２１年４月、 産業
び（ ） ー・産
業 発 構( O) に
る「 １００選」に選定
さ ました。

「新エネ１００選」に選定
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川越市内で さ た
を 用して、 製

川越川越川越川越 ンンンン 製品製品製品製品のののの 製製製製



35

からからからから排出排出排出排出さ るさ るさ るさ るごみごみごみごみをををを 自自自自らがらがらがらが ェ クェ クェ クェ ク!!!!

月１ 、 が実施

庁内ごみ組成調査
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市本 等市本 等市本 等市本 等ごみごみごみごみ排出量排出量排出量排出量のののの推移推移推移推移

■ごみ排出量：目標値 12.99g/人/日以下

ごみごみごみごみのののの排出量排出量排出量排出量がががが１１１１／／／／１０１０１０１０にににに削減削減削減削減!!!!!!!!年度実年度実年度実年度実

13.4313.4313.4313.43

67.267.267.267.2
50505050

42.442.442.442.4 40.240.240.240.2 34.134.134.134.1 31.231.231.231.2 24.124.124.124.1 16.516.516.516.5 12.9912.9912.9912.99
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140140140140

160160160160

１０１０１０１０ １１１１１１１１ １２１２１２１２ １３１３１３１３ １４１４１４１４ １５１５１５１５ １６１６１６１６ １７１７１７１７ １８１８１８１８ １９１９１９１９ ２０２０２０２０

排
出
量
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量

排
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量

排
出
量
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／
（ｇ
／
（ｇ
／
（ｇ
／
人人人人
／／／／
日日日日
））））

135135135135
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平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度はははは、、、、２７２７２７２７公共施設公共施設公共施設公共施設でででで実施実施実施実施。（。（。（。（ ーーーー ・・・・ ママママ・・・・ ガガガガ ））））

本本本本

緑のカーテン事業
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川越川越川越川越 のののの 面 化面 化面 化面 化（（（（ 面面面面 平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１１１１月設置月設置月設置月設置））））

学校への壁面緑化事業



3939
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（（（（平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度～～～～））））

にににに ンジンジンジンジしたしたしたした家庭家庭家庭家庭をををを 定定定定（（（（ ースースースースごとごとごとごと））））

ースースースース（（（（１１１１ 月月月月））））

電 計電 計電 計電 計 ースースースース（（（（１１１１ 月月月月））））

③③③③ 家計家計家計家計 ースースースース（（（（３３３３ 月月月月））））

※※※※全全全全 ースースースース したしたしたした家庭家庭家庭家庭はははは「「「「 ー ンジ ーー ンジ ーー ンジ ーー ンジ ー」」」」にににに 定定定定

エコチャレンジファミリー認定事業
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ンジ ー 定

28

888807070707

980

423

473

83

99

187

247

114

161

計コース名等 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

①省エネナビコース
参加 71 17 9 11 15 17 21

認定 57 4 6 7 8 15 17

②簡易電力計コース
参加 83 38 34 16 14 20 42

認定 70 23 29 13 9 18 25

③省エネ家計簿コース
参加 16 7 32 0 3 23 18

認定 11 6 32 0 2 20 12

④省エネワークブックコース
参加 211 126 58 78

認定 192 101 52 78

合 計
参加 170 62 75 238 158 118 159

認定認定認定認定 138138138138 33333333 67676767 212212212212 120120120120 105105105105 111132323232

ゴールドエコチャレンジファミリー 9 4 3 0 0 6 6
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定定定定 （（（（１７１７１７１７ ））））

１４００１１４００１１４００１１４００１のののの ええええ をををを取取取取りりりり てててて、、、、
「「「「環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい づくりづくりづくりづくり」」」」にににに取取取取りりりり
組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる をををを市 自市 自市 自市 自でででで 定定定定

（（（（ ））））

１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６年度年度年度年度でででで、、、、５５５５５５５５ 全全全全
（（（（ 中中中中 ））））がががが 定定定定さ ましたさ ましたさ ましたさ ました

現現現現 市立 中市立 中市立 中市立 中 ５５５５４４４４ 、、、、市立市立市立市立 、、、、特別特別特別特別 をををを 定定定定

エコチャレンジスクール認定事業
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市内で さ るイ ントで、環境に配慮した
取り組みを て実施しているイ ントを「「「「

ンジイ ントンジイ ントンジイ ントンジイ ント」」」」として 定

エコチャレンジイベント認定事業
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建設業
〒350-0823 川越市神明町13-8

環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを率率率率 してしてしてして実施実施実施実施してしてしてして
いるいるいるいる市内事業者市内事業者市内事業者市内事業者をををを市市市市HPにににに掲掲掲掲

業種
所在地

花植えの様子

川越市の土木、建築業者で結成されている53社か
らなる川越市建設業協会では近年身近な環境の見直
しや社会貢献の一環として、平成20年11月に安比奈
親水公園入口付近のトイレ脇に2箇所の花壇を設置
させて頂きました。安比奈親水公園は、身近な公園
として多くの人たちの憩いの場として親しまれてい
ます。当初は、6色のビオラを植え、4月になって初
夏の花としてマリーゴールド等数種類の花を植え替
えております。年間に3回程度季節の草花を植えて
いく予定です。小さな活動ですが、少しでも多くの
人の心を和ませる事が出来ればと思います。

化活動化活動化活動化活動 ンテンテンテンテ に るに るに るに る ええええ

川越市建設業 会事業.15

エコチャレンジカンパニーの広場
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エコドライブの普及促進



46

までまでまでまで、、、、あまりあまりあまりあまり 用用用用さ る とがなかったさ る とがなかったさ る とがなかったさ る とがなかった

上上上上にににに 物物物物をををを えてえてえてえて をををを増増増増やしますやしますやしますやします。。。。

上 化等補助 付事業上 化等補助 付事業上 化等補助 付事業上 化等補助 付事業

（（（（ 補助 付補助 付補助 付補助 付 １１１１ ガスガスガスガス ））））

口 館等 合施設口 館等 合施設口 館等 合施設口 館等 合施設４４４４ 場場場場

屋上緑化・壁面緑化事業
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環境先進都市川越を目指して

残したい日本の音風景１００選
＜川越の時の鐘＞

・無理なく、抵抗なく、自然体で

・行政、市民、事業者が一体となり、

環境問題へ取り組む

かおり風景１００選
＜川越の ＞


