
環境局　平成２８年度　局運営方針
１．主な現状と課題

近年、地球温暖化の進行による気候変動が私たちの生活に大きく影響を及ぼ

しており、地域を越えて温暖化対策に取り組むことが喫緊の課題となっていま

す。

このような中、国においては温室効果ガスを2030年度までに2013年度比

26.0％削減（2005年度比25.4％削減）する新たな目標を掲げたところであり、

本市としても、環境への負荷が少ない持続可能な社会の実現に向けて、再生可

能エネルギー等の導入及び省エネルギー化を推進することにより、市民が安

全・安心に生活できる、エネルギーセキュリティの確保された低炭素なまちづ

くりを進める必要があります。

また、生活環境の保全に関する施策や循環型社会の構築に向けた３Ｒの更な

る推進、廃棄物の安定した処理を継続するための計画的な施設整備や最終処分

場の延命対策など、取り組むべき課題は多くあります。

前地自治会館の

実績写真を

掲載予定（１２月）

前地自治会館の

実績写真を

掲載予定（１２月）

（１）再生可能エネルギー等の導入推進

災害時や停電時に、市民が安全・安心に生活することができる必要最低限の

エネルギーの確保及びエネルギーの大規模消費地としてエネルギー使用量の削

減を図るため、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用、省エネルギー

対策の推進が求められています。

「さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン～新エネルギー政策～」に

基づき、市役所自らが率先して市有施設への太陽光発電設備をはじめとした再

生可能エネルギー等の導入を推進するとともに、市民との協働による太陽光発

電設備導入の促進を目的とした市民共同発電事業推進補助金の交付や創エネ・

省エネ機器を設置する市民に対する補助を引き続き行う必要があります。

【市民共同発電事業推進スキーム】

【前地自治会館発電所

点灯式（H28.2.13）】
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（２）地球温暖化対策の推進

近年の気温の上昇、頻発する集中豪雨、巨大台風の発生などは、地球温暖化

がその一因と言われており、原因となる温室効果ガスの排出量削減に向けた取

組が必要です。

本市の現状として、温室効果ガスのうち大部分を占める二酸化炭素排出量

は、2012（平成24）年度では564.7万t-CO2で、1990（平成2）年度との比較で

は、41.2％の増加となっております。そのうち、家庭やオフィスなどの民生

（家庭・業務）部門からの排出量が大きな割合を占めており、他の部門より大

幅に増加していることから、特に民生部門への対策が求められております。

温室効果ガス排出量削減計画である「さいたま市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）・（事務事業編）」に基づき、市民・事業者・行政が一体とな

り、地球温暖化対策を推進する必要があります。

民生業務部門

非エネルギー起源ＣＯ２

【市域の二酸化炭素排出量の部門別割合】

運輸部門

民生家庭部門

産業部門

平成24年度の二酸化炭素排出量

の割合は、次の部門が上位。

民生家庭部門 29.0％

運輸部門 25.2％

民生業務部門 25.0％

(399.9万t-CO2） （564.7万t-CO2）

【市域の二酸化炭素排出量の年度別推移】

平成2年度と平成24年度との二酸

化炭素排出量の比較では、民生部

門が大幅に増加。

民生家庭部門 89.3％増

民生業務部門 65.2％増
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（３）「環境未来都市」実現に向けた「スマートシティ」への取組

国から地域活性化総合特区として指定を受けた「次世代自動車・スマートエ

ネルギー特区」の最終年度を迎え、「スマートホーム・コミュニティの普

及」、「ハイパーエネルギーステーションの普及」、「低炭素型パーソナルモ

ビリティの普及」の3つの重点取組を通じて、スマートシティ化の実現に向けた

様々な知見を得るとともに、多くの課題も確認したところです。

また、この間、国による電力・ガスの自由化や国土強靭化の取組が始まり、

本市を取り巻く状況も大きなターニングポイントを迎えています。

低炭素でエネルギーセキュリティの確保された、安全・安心で快適・便利な

環境未来都市の実現に向け、計画期間終了後を見据え、最新の情報や技術など

を踏まえた、継続的なスマートシティ化への取組を進める必要があります。

国との3年間の連携事業（平成27年度終了）を踏まえ、低炭素で市民が使いや

すい仕組づくりに向けた、次のステージの取組を進めてまいります。

【メガソーラー+急速充電器】

スマートホーム・コミュニティの普及

ハイパーエネルギーステーションの普及

低炭素型パーソナルモビリティの普及

みそのウイングシティに平成27年度創設した「アーバンデザインセンターみ

その（ＵＤＣＭｉ）」を拠点に、「美園タウンマネジメント協会」を通じ、「公民

＋学」による先進的な総合生活支援サービスなどの取組を「スマートシティ

さいたまモデル」として展開し、本市のスマートシティ化を推進します。

【商用水素ステーション】

次世代自動車を活用し、平時の環境負荷低減を図るとと

もに、災害時の有効な輸送手段やバックアップ電源の確

保に取り組みます。

輸送用エネルギーの、用途に応じた多様化に向けて、水

素・電気・天然ガスなどを災害時にもいち早く供給可能

なハイパーエネルギーステーションを整備し、レジリエ

ンスの強化を進めてまいります。

国が進める国土強靭化の主旨を踏まえ、平時には低炭素で、災害時には暮らしを

守るモデル街区を美園地区に先行整備し、本市の未来の縮図とするとともに、「さい

たまモデル」となる認証制度の創設に向けて民間力を活かしてまいります。

●

●

●

●

【ＵＤCＭｉオープン（H27.10.17）】
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②雨水貯留タンクの設置促進

さいたま市水環境プランでは、望ましい水

環境像のひとつに「健全な水環境のあるまち」

を掲げており、この目標を達成するためには、

雨水の有効利用等を推進する必要があります。

そこで、子どもたちに水循環や水資源の大

切さを学んでもらうため、市内全小学校（103

校）に雨水貯留タンクの設置を進めておりま

す。設置校の合計は平成27年度末で73校とな

り、これらの小学校に対しては、出前講座など

による環境教育を行っております。

また、雨水の有効利用を更に推進するため、

平成27年度に創設した住宅向けの雨水貯留タン

ク設置補助制度の申請件数は109件ありました。

この制度は市民の皆様から大変好評を頂いてお

り、引き続き雨水貯留タンクの普及促進を図っ

ていく必要があります。

（４）水辺環境の再生及び雨水の有効利用等

①水辺の環境美化活動の支援

本市は、見沼田んぼや荒川などに代表される自然豊かな水と緑を有してお

り、これらの貴重な水辺環境を守り、育んでいくためには、市民、事業者及び

行政の協働した取組が求められています。

「水辺のサポート制度」では、現在、8団

体と協定を結んでおり、河川敷、公園等にお

いて、これらの団体が環境美化活動を行う際

に、傷害保険や消耗品等の提供などの支援を

行っております。

この活動の参加者数は、平成27年度は延

べ2,026人でした。

今後も、ニーズに即した支援の充実を図る

ことにより、参加者数を増やし、水辺環境の

再生に向けた連携強化を進める必要がありま

す。

【市民団体による環境美化活動】

【花壇の水やりに雨水利用】

【雨水貯留タンク】
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（５）自動車の環境負荷低減
本市の二酸化炭素排出量の4分の1以上が自動車に起因していることから、地

球温暖化対策を確実に進めるためには、自動車から排出される二酸化炭素を削
減することが重要です。その有効な対策として、自家用自動車から公共交通機
関、自転車、徒歩等への転換を促進する「モビリティマネジメント」、及び車
の燃費の向上や交通事故防止にもつながる「エコドライブ」を積極的に推進し
ていく必要があります。
そこで、平成26年度より、すべての区役所で、モビリティマネジメントをお

知らせする冊子等を市内転入者に配布しております。また、エコドライブを学
ぶための市民向け「エコトレーニング」、各種イベント開催時の啓発活動等を
実施しています。
今後も、より効果的な施策を展開し、自動車による環境負荷を更に低減して

いく必要があります。

運輸部門からの二酸化炭素排出量は、全排出量の4分の1以上を占めており、

その7割近くが、自家用車からの排出となっています。

自家用乗

用車
68.8%バス

2.1%

タクシー
1.4%

小型貨物
11.6%

大型貨物
16.1%

【さいたま市の二酸化炭素排出量（平成24年度）】

産業部門
17.4%

民生業務

部門
25.0%

民生家庭

部門
29.0%

運輸部門

25.2%

非エネル

ギー起源
CO2
3.4%

全CO2排出量

564.7万t

運輸部門

CO2排出量

142.1万t

【市内転入者の方に配布している

モビリティマネジメント啓発冊子等】

【エコドライブを実車走行で学ぶエコトレーニング】

-69-



②環境教育の推進

本市の環境教育の考え方や方向性を定めた「さい

たま市環境教育基本方針」では、市民、事業者、学

校、市などすべての主体が、連携・協働によって環

境教育を推進することとしています。

そのため、市や事業者等が連携して環境学習の機

会を提供する「ネットワーク型環境教育拠点施設」

の取組を、平成21年度に市有環境施設8施設で開始

し、その後、市内事業者等の参加を得て、平成28年

4月現在、18施設にネットワークを拡充しました。

また、小学生が環境に関心を持つとともに、地域

への愛着を深める取組として、平成27年度から「さ

いたまこどもエコ検定」を新たに実施し、小学校に

おける環境教育の充実に寄与しています。今後、

小・中学生を対象とした「環境保全標語・ポスター

作品コンクール」も含め、これらの取組を一層推進

することで、より多くの方々が環境学習に取り組む

ことができる機会の創出を図っていく必要がありま

す。

（６）空き家対策及び環境教育の推進

①空き家対策の推進

本市の空き家対策としては、平成25年1月に施行した「さいたま市空き家等の

適正管理に関する条例」により、管理不全な状態にある空き家等の所有者等に

対し、状態の改善に向けた指導等を行ってきました。また、平成27年5月26日に

全面施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、新たに空き

家利活用の視点等が加わり、総合的かつ計画的な空き家対策の推進が求められ

ています。そこで、平成26年度及び28年度の都市計画基礎調査（都市局所管）

における空き家調査の結果等を全庁的に共有し、将来的な施策展開に向けて検

討を行う必要があります。

（年度）

（件）

【空き家等に係る相談件数の推移（10区合計）】

【拠点施設での環境学習会】

【さいたまこどもエコ検定問題集】
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（７）ごみ処理に関する基本計画の見直しに向けた基礎調査

平成26年度のごみ総排出量は、426,912ｔ(市民1人1日当り928ｇ)で、年々減

少傾向にありますが、中間処理後の焼却灰等を埋立する最終処分場を新たに建設

することは難しいため、今後も引き続きごみ減量を推進する必要があります。

本市では、これまで第３次一般廃棄物処理基本計画に基づき、「雑がみ」の

分別、「生ごみ」の水切りの推奨、小型家電の回収などを実施し、ごみ減量及

びリサイクルに関する施策を推進してまいりました。

基本計画（平成24～33年度）の最終年度までに、ごみの総排出量を計画目標

（市民１人１日当り850ｇ）まで減量するためには、中間年度（平成28年度）にお

いて、ごみの組成分析調査及び市民意識調査を実施し、これまで推進してきた施策

の効果を検証することが必要です。この検証により、新たな減量化施策等を検

討し、平成29年度に予定している基本計画の見直し（改定）に反映してまいります。

1,112 
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排出量 最終処分

比率

市民1人1日あたりの総排出量

市民1人1日あたりの家庭系ごみ排出量（資源物を除く）

最終処分比率

H26年度
実績値

H33年度
目標値

ごみの総排出量
（ｇ/人・日）

928ｇ 850ｇ

家庭系ごみの（資源物を除く）
排出量（g/人・日）

529ｇ 494ｇ

最終処分比率（％） 6.1% 4.0%

【市民1人1日当たりのごみ総排出量と最終処分比率の推移】
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【統廃合計画概要】

（８）一般廃棄物の安定処理

市内に現在4つある廃棄物処理施設の中には、稼働から30年以上経過している

施設もあり、老朽化の問題を抱えていることから、安定した処理を継続するた

め、廃棄物処理施設全体の計画的な更新、再編を図る必要があります。

① サーマルエネルギーセンター整備事業（東部環境センター更新）

廃棄物処理施設の計画的な整備を図るため、第３次一般廃棄物処理基本計画

に基づき、東部環境センター及び西部環境センターの2施設を統廃合するサーマ

ルエネルギーセンター整備事業を進めていく必要があります。

平成28年度は、施設整備地内での土壌等の環境調査などを予定しています。

【統廃合イメージ（平成28年4月現在）】

名　　　称 西部環境センター 東部環境センター サーマルエネルギーセンター

所 在 地 西区大字宝来52番地１ 見沼区大字膝子626番地１ 見沼区大字膝子626番地１

敷地面積 55,109㎡ 41,185㎡ 45,875㎡

焼却能力 　　 300ｔ/日 　　 300ｔ/日 　約400t/日

竣　　　工 平成5年2月 昭和59年7月 平成33年度予定

発電能力 　3,600kw  1,700kw 10,000kw以上（目標）

余熱利用 西楽園（温水プール、温浴） 東楽園（温浴）
余熱利用施設

（温水プール、温浴等）

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ なし 併設 併設

統
廃
合
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【他の廃棄物処理施設の現状】

【環境啓発施設】 【余熱体験施設】

名 称 クリーンセンター大崎 桜環境センター 

所 在 地 緑区大崎 317 番地 桜区新開 4丁目 2番 1号 

敷 地 面 積 78,627 ㎡ 51,900 ㎡ 

焼 却 能 力 450t/日  380t/日 

竣 工 平成 8年 3月 平成 27 年 3 月 

発 電 能 力 7,300kw 8,500kw 

余 熱 利 用 見沼ヘルシーランド（温水プール、温浴） 余熱体験施設(歩行プール、温浴) 

リサイクルセンター なし 併設 

② 桜環境センター運営管理事業

平成27年4月1日に供用開始した桜環境センターは、燃えるごみ焼却による熱

を、高効率で回収する熱回収施設、資源物や燃えないごみを選別して資源物を

回収するリサイクルセンターのほか、地域のコミュニティの場として、管理棟

に環境啓発施設と余熱体験施設を併設しています。

熱回収施設では、焼却時に発生する熱エネルギーを廃棄物発電に利用すると

ともに、本市が運営する他の廃棄物処理施設から発生する残渣等についても、

焼却・溶融し、スラグ化することで資源化を進め、最終処分比率の低減に寄与

しています。

環境啓発施設では、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）や環境問題

について楽しく学べるコーナーや、リサイクル品の展示スペース等が設けら

れ、余熱体験施設では、廃棄物を焼却した際に発生する熱エネルギーを利用し

た温浴施設をメインに、大広間、レストラン、トレーニングルーム、スタジオ

等を設置しており、連日 1,000人前後といった多くの方々にご利用いただいて

おります。

これらの施設の管理運営はＤＢＯ方式により特別目的会社に委託をしてお

り、廃棄物の安定処理のため、適切な維持管理運営を継続していく必要があり

ます。
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）再生可能エネルギー等の導入推進により、低炭素なまちづくりを進めます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

1 総振スマートホーム推進・ 170,000 178,000 住宅に太陽光発電設備など、創エネ・省エネ

創生創って減らす機器設置 (170,000) (178,000) 機器を設置する市民に対し、費用の一部を助

補助事業 成

〔地球温暖化対策課〕

2 総振市民共同発電事業 2,000 2,000 市民から寄付等を募り、自治会館等の公益的

倍増〔地球温暖化対策課〕 (2,000) (2,000) 施設に太陽光発電設備を設置する団体に対

創生 し、費用の一部を助成

（２）温室効果ガスの排出量削減により、地球温暖化対策に取り組みます。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

3 総振実行計画(区域施策編) 10,699 10,314 さいたま市域における市民一人あたりの温室

事業 (83) (10,314) 効果ガス排出量を削減するための温暖化対策

〔地球温暖化対策課〕 事業の実施

4 総振実行計画(事務事業編) 2,693 6,416 市の事務事業における温室効果ガス排出抑制

事業 (2,693) (6,416) に係る事業の実施

〔地球温暖化対策課〕

（３）「暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する環境未来都市」の実現を目

　指します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

5 拡大環境未来都市推進事業 57,612 47,889 運輸部門の低炭素化と災害時の輸送手段確保

総振〔環境未来都市推進 (55,653) (45,662) のため、電気自動車（ＥＶ）に加え、燃料電

成長課〕 池自動車（ＦＣＶ）など、次世代自動車の普

創生 及を促進

市民が、安全で安心した生活ができるよう、エネルギーセキュリティを確保するととも

に、再生可能エネルギーの導入や水素利用の推進、徹底的な省エネなど、低炭素化による温

暖化対策を進めるほか、環境保全対策や廃棄物対策などの市民生活に密接に関わる施策にも

積極的に取り組み、「暮らしやすく、活力のある都市として継続的に成長する環境未来都

市」の実現を目指します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

6 総振次世代自動車・スマー 71,493 142,426 総合特区制度の3つの重点取組のひとつである

成長トエネルギー特区推進 (33,335) (134,495) ハイパーエネルギーステーション（ＨＥＳ）

創生事業 について、事業者への整備費補助と併せ、市

〔環境未来都市推進 有施設に継ぎ足し充電機能（ＶｔｏＸ）を付

課〕 加したＨＥＳを整備し、環境未来都市の実現

に向けた、平時の低炭素化と災害時のエネル

ギーセキュリティの確保を推進

7 拡大アーバンデザインセン 293,669 132,201 「アーバンデザインセンターみその（ＵＤＣ

総振ターみそのの運営 (293,669) (124,885) Ｍｉ）」を拠点に、美園地区を「市が目指す

倍増〔環境未来都市推進 理想都市の縮図」とするため、公民＋学によ

成長課〕 る先進的な総合生活支援サービスの提供及び

創生 「スマートホーム・コミュニティ」のモデル

街区を展開し、低炭素でエネルギーセキュリ

ティの確保された「スマートシティさいたま

モデル」の構築に向けた取組を実施

（４）水辺環境の再生及び雨水の有効利用等を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

8 総振さいたま市水辺のサ 154 306 「水辺のサポート制度」に加入している団体

倍増ポート制度の推進 (154) (306) に対する清掃用具等の提供や傷害保険の加入

創生〔環境対策課〕 などの支援

9 総振雨水貯留タンク設置推 1,514 2,195 環境教育にも役立つ小学校への雨水貯留タン

進事業 (1,514) (2,195) クの設置

〔環境対策課〕

10 総振雨水貯留タンク設置補 2,487 2,400 雨水の有効利用推進のため、災害時の非常用

助事業 (2,487) (2,400) 水の確保にも役立つ、住宅への雨水貯留タン

〔環境対策課〕 クの設置に対する補助事業

（５）自動車の環境負荷を低減するまちづくりを推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

11 総振エコ・モビリティ推進 2,451 2,232 自動車から排出される大気汚染物質や二酸化

事業 (2,451) (2,232) 炭素の削減のため、自動車から公共交通機関

〔環境対策課〕 等への転換及びエコドライブの推進

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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（６）空き家対策及び環境教育を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

12 拡大空き家対策の推進 122 105 空き家対策の検討を行う、外部委員を含めた

〔環境総務課〕 (122) (105) 委員会の開催

13 総振環境教育の推進 1,840 1,945 環境教育拠点施設の拡充、さいたまこどもエ

〔環境総務課〕 (1,840) (1,945) コ検定及び環境保全標語・ポスター作品コン

クールの実施

（７）市民生活に欠かせないごみ処理に関する基本計画の見直し（改定）を行います。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

14 総振基本計画策定基礎調査 6,956 0 第３次一般廃棄物処理基本計画の改定に向

業務 (6,956) (0) け、現行施策の効果検証及び分別に関する市

〔資源循環政策課〕 民認知度を調査し、次期計画における基本的な

方向性の決定

（８）廃棄物処理施設の更新・再編を図り、一般廃棄物の安定処理を推進します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 28年度 27年度 説明

15 総振サーマルエネルギーセ 72,778 34,613 施設整備地内での土壌等の環境調査などを実

倍増ンター整備事業 (65,767) (24,623) 施

〔環境施設課〕

16 総振桜環境センター運営管 1,700,937 1,647,453 高効率で熱回収し発電等を行う熱回収施設、

倍増理事業 (1,150,509) (1,093,250) リサイクルセンター、環境啓発施設及び余熱

〔環境施設課〕 体験施設の維持管理を実施

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１３事業　　成長 … 成長戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
　　　　　行革 … 行財政改革推進プラン２０１３事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

環境総務課
ポスター・標語作品
コンクールの見直し

入賞作品展示会2回のうち1回について会場を見直
し、設営を直営で行うことで、委託料を縮小する。

△ 76

環境総務課
環境フォーラム実施
報告書の見直し

環境フォーラム実施報告書の仕様を見直すことで、
印刷製本費を縮小する。

△ 162

環境対策課
さいたま市水辺のサ
ポート制度の見直し

水辺のサポート制度における、参加団体に対する清
掃用具の提供等の支援内容を見直すことで予算額を
縮小する。

△ 152

資源循環政
策課

ごみ減量セミナーの
開催方法の見直しに
よる廃止

市民を対象に行うごみ減量セミナーを、「クリーン
さいたま推進員」の委嘱式と同時に開催すること
で、講師謝礼や会場運営費を削減する。

△ 871
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