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は じ め に 

 

本市は、平成 19 年に将来像を「豊かな自然と歴史を育む 

生命力
い の ち

みなぎる 鏑
かぶら

の地とみおか」とする第 1 次富岡市環境

基本計画を策定し、第 2 次計画、また各計画期間中には施策

や進捗状況の見直しを行い、「環境にやさしいまち富岡」に

向けた取組を皆様とともに行ってまいりました。 

この間、国際社会においては、2015 年の国連総会で採択

された持続可能な開発目標「SDGs」への取組が始まり、国

連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）では「パリ協定」が採択されました。 

また、国内においては、2050 年には温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カ

ーボンニュートラル」を目指すと国は宣言しており、現在、化石燃料から再生可能エ

ネルギーへの大幅な転換が、時代のニーズとなっています。 

本市では、これまでの施策の成果や課題、また、目指すべき環境都市としてのあり

方を検証し、「豊かな自然と歴史を育み 未来につなぐ 安全・安心な環境都市 とみ

おか」を将来像とする「第 3 次富岡市環境基本計画」を新たに策定いたしました。こ

の計画では、「エネルギーが賢く利用される環境にやさしいまち」、「資源が循環利用さ

れる環境にやさしいまち」、「里地里山の恵みを守り・育み・活かす安全・安心で快適

なまち」、「富岡の環境を楽しみ・活かす市民の環」を基本目標とし、併せて、国際的な

取組である気候変動や環境汚染に備えた安全・安心なまちを次代につないでいくこと

を目指しています。 

本計画の目的達成に向け、市民・事業者・行政が、手を携えて環境負荷を減らし、未

来につなげるよう、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、ご審議をいただきました富岡市環境審議会の皆様

をはじめ、アンケートにご協力をいただきました市民の皆様、事業者の皆様など、多

くの方々に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

  富 岡 市 長 

令和４年３月 
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第１部 基本構想 
第 1 章 計画策定の背景と趣旨 

１ 環境に関わる変化と動向 

世界では産業革命以降の人口増加と経済発展に伴い、天然資源・エネルギー、水、食料

等の需要拡大や温室効果ガスの排出など人間活動に伴う環境負荷が増加しています。そ

の結果、地球温暖化をはじめ、生物種の減少、マイクロプラスチック1等による海洋汚染、

有害化学物質による汚染などが深刻化しており、大気や水循環、食物連鎖等を通じた私

たちの健康や生態系への影響が懸念されています。また、気候変動による極端な気象現

象（自然災害）や熱中症等健康被害の増加、地域環境の変化など、様々なリスクが増大

しています。 

こうした中、2015（平成 27）年の国連持続可能な開発サミットで「持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ）」を中核とする「2030 アジェンダ2」が採択され、同年の国連気候変動枠

組条約締約国会議（ＣＯＰ21）においては、地球温暖化対策の国際的な枠組である「パ

リ協定」が採択されるなど、持続可能な社会に向けた動きが国内外で加速しています。 

 

① 持続可能な世界の実現に向けて～ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）～ 
近年の国際社会が直面しているグローバルな問題（世界経済危機・自然災害や気候変

動・環境問題・伝染病・難民や紛争など）に対処し、持続可能な世界を達成するために、

2015（平成 27）年の国連持続可能な開発サミットで 2030（令和 12）年までの「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、その達成に向け、「誰一人取り残さない」

という理念の下、普遍的な目標「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
1 マイクロプラスチックとは、5mm 以下のプラスチックの粒子やかけら。汚染物質が吸着しやすく、生物による誤食と食物

連鎖を通して、生態系への影響が問題となっています。 
2 アジェンダ（agenda）とは、実施すべき計画、行動計画のこと。 

ＳＤＧｓのポスター・ロゴ・アイコン （国際連合広報センターより） 
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● 国及び本市での取組 
国では、2016（平成 28）年 12 月に「ＳＤＧｓ 実施指針」を決定しました。国の第五

次環境基本計画では、ＳＤＧｓの考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向上の具

体化を目指しています。 

2019（平成 31）年１月の「ＳＤＧｓ全国フォーラム 2019」において、「ＳＤＧｓ日本

モデル」宣言がなされ、本市をはじめ多くの地方自治体もこの宣言に賛同を表明しまし

た。 

本市では、2019（令和元）年 12 月に富岡市

ＳＤＧｓ推進本部を設置し、市独自の「富岡市

ＳＤＧｓ推進取組方針」を定め、各課が策定す

る個別計画へのＳＤＧｓの反映、市が発行する

チラシへのロゴマークの掲載など、積極的にＳ

ＤＧｓの普及を進めています。 

ＳＤＧｓの推進には市民の暮らしに密着し

た地域発の取組が重要です。また、市が進める

施策や事業とＳＤＧｓの取組は関わりが非常

に密接です。 

本市では推進取組方針を庁内外に発信・共有

し、市域全体でＳＤＧｓの理念等に対する関心

を高めていくことで、市民や団体、民間企業等との協働のまちづくりをさらに推進する

ことにしました。 

また、県内初の取組として、2019 年度にスタートした「第２次富岡市総合計画中期基

本計画」とＳＤＧｓを連動させ、ＳＤＧｓの達成とともに、さらなる行政サービスの向

上を目指しています。 

 

ＳＤＧｓ

推進の基

本的方向 

１ 市政におけるＳＤＧｓ要素の反映 

２ 国、県の取組との連動 

３ 職員への理解浸透及び市民、企業、団体等への普及啓発 

進行管理 
総合計画に基づく各施策・事務事業を通じて行うため、進行管理は総合計

画と一体的に行う。 

 

本計画においてもＳＤＧｓ推進取組方針に基づき、これまで環境分野ごとに進めてき

た取組を統合的に位置づけ、基本目標と基本施策を定め、各施策や事業との一層の連携

と推進により、ＳＤＧｓの達成を図っていきます。 

 

  

富岡市のＳＤＧｓオリジナルロゴマーク
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② パリ協定（気候変動・地球温暖化対策）の推進に向けて 
2015（平成 27）年の国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ21）において、2020（令

和２）年以降の温室効果ガス排出削減等のためのパリ協定が採択されました。パリ協定

では、「世界共通の長期目標として平均気温の上昇を２℃より低く、1.5℃に抑える努力

を追求すること」、「主要排出国を含むすべての国が削減目標を５年ごとに提出・更新

すること」などが決定されました。 

 

● 気候変動の「緩和」と「適応」 
パリ協定では、中長期的に避けられない影響に対する対策（適応）の強化が求められ

ました。国では、地球温暖化対策推進法の改正（2016（平成 28）年）と気候変動適応法

の制定（2018（平成 30）年）を行い、温室効果ガス排出削減対策（緩和策）と気候変動

の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）の両面から進めていくことにしました。 

 

● 脱炭素社会（カーボンニュートラル3）の実現に向けて 
国では、パリ協定を踏まえ 2020（令和２）年に 2050 年までに、温室効果ガスの排出を

全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目

指すことを宣言し、2021（令和３）年に 2030 年に向けた温室効果ガスの削減目標につい

て、2013 年度に比べて 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向けて挑戦を

続けていくことを表明しました。 

こうした方針に呼応し、多くの地方自治体でも脱炭素社会に向けて、2050 年二酸化炭

素実質排出量ゼロ（ゼロカーボンシティ4）に取り組むことを表明しています。 

2021（令和３）年 10月 22 日に閣議決定した国の地球温暖化対策計画では、2050 年の

カーボンニュートラルに向けて、中間年 2030 年における従来の削減目標を見直し、2013

年度比 46％削減と定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
3 カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。「排出を全体としてゼロ」とは、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

にすることを意味しています。 
4 ゼロカーボンシティとは、2050 年までに温室効果ガス、または二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を公

表した自治体をいいます。 

環境省 脱炭素ポータル 「カーボンニュートラルとは」より 
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「地球温暖化対策計画（改定 令和３年 10 月 22 日閣議決定）」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 資源循環（プラスチックごみ、食品ロス対策）に向けて 

● 海洋プラスチックごみ問題 
海洋に漂流したプラスチックは自然に分解されにくく、波や紫外線により砕かれた微

小なプラスチック（マイクロプラスチック）は、有害化学物質を吸着しやすく、海洋生

物の誤食と食物連鎖により生態系や社会への影響が懸念されています。 

国では、2019（令和元）年に「プラスチック資源循環戦略」を制定するとともに、「プ

ラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を 2022(令和４)年４月から施行し、

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチ

ック資源循環等の取組（３Ｒ5+Renewable6）を促進していくことにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
5 3R とは、Reduce（リデュース）ごみ発生を減らす、Reuse（リユース）再使用・繰り返し使う、Recycle（リサイク

ル）再資源化の 3 つの R からなり、ごみの減量・資源化を進める取組の総称です。 
6 3R+Renewable とは、ごみの減量・資源化を進める取組の総称である 3R に、Renewable（リニューアブル・再生可能

にする）を加えた取組をいいます。 
 

Plastics Smart 環境省公式サイトより
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● 食糧問題と世界中から飢餓をなくす（食品ロス対策） 
世界ではおよそ 13 億トンの食糧が毎年廃棄され、この廃棄された食糧を処分するため

に燃料が使用され、多くの温室効果ガスが排出されています。 

国内では、毎年約 600 万トンの食べ物が、食べられるにもかかわらず捨てられている

と推計されています。こうした食品ロス削減を総合的に推進することを目的に、「食品

ロスの削減の推進に関する法律」が 2019（令和元）年 10 月に施行されました。毎年 10

月を「食品ロス月間」、10 月 30 日を「食品ロス削減の日」に定め、食品ロスの削減に向

けた取組を進めていくことにしました。 

 

④ 生物多様性7保全に向けて 
生物多様性は、人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらすものです。生物に国

境はなく、世界全体でこの問題に取り組むことが重要です。1992（平成４）年に「生物多

様性条約」が採択され、翌年に発効しました。2010（平成 22）年の愛知県名古屋市で開

催された生物多様性条約第 10 回締約国会議において、名古屋議定書と新たな世界目標で

ある「生物多様性戦略計画 2011-2020」及び「愛知目標」が採択されました。 

私たちの暮らしは、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系から

の恵み（生態系サービス）によって支えられています。生物多様性を守ることは、こう

した恵みを持続的に享受することにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
7 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生命は一つひとつに個性があり、全て支えあって生きてい

ます。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3 つのレベルで多様性があるとしていま

す。 
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⑤ 地域循環共生圏の創造に向けて 
広域にわたって経済社会活動が行われている現代においては、それぞれの地域が閉じ

た経済社会活動を行うことは困難であり、各地域間で補完し合うことが重要となってい

ます。 

国の第五次環境基本計画（2018（平成 30）年４月閣議決定）では、こうした複数の課

題の統合的な解決というＳＤＧｓの考え方も活用した「地域循環共生圏」を提唱し、そ

の実現を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域循環共生圏創造の手引き 環境省より
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２ 本市における環境の保全及び創造に関する取組 

2006（平成 18）年３月 27 日に旧富岡市と旧妙義町が合併し、現在の富岡市が誕生しま

した。地域における良好な環境の保全及び創造に関する取組は、旧富岡市の環境基本条

例及び環境基本計画を継承するとともに、同年９月に「環境都市宣言」を発出し、地球

環境の保全と人にやさしいまちづくりの実現を目指していくことにしました。 

 

環境都市宣言（平成 18 年 9 月 29 日告示） 

私たちが暮らす富岡市は、清流鏑川や日本三奇勝の妙義山に代表されるように、美

しく豊かな自然環境と恵まれた風土の中で地域独自の歴史・文化が育まれてきた。 

現代に生きる私たちは、先人たちから受け継がれた地域の貴重な自然を大切に育み

次代へ引き継いでいく使命と責任がある。 

自然環境がもたらす恵みと資源を大切に育て、資源・エネルギー多消費社会を見直

し、地球環境の保全と人にやさしいまちづくりを実現するため、富岡市を「環境都

市」とすることを宣言する。 

 

2007（平成 19）年 11 月には、旧富岡市が策定した環境基本計画の見直しを行い、富岡

市環境基本計画（第１次）を策定し、市民・事業者・行政が協力して本市の環境保全の推

進に取り組んできました。 

その後、2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災をはじめ、2014（平成

26）年６月に富岡製糸場が世界遺産登録されるなど、本市を巡る社会情勢や国内外の環

境情勢の変化に応じて、2012（平成 24）年に第２次計画を公表し、2017(平成 29)年には

中間見直し計画を公表しました。 

今回、2021（令和３）年度に第２次計画の計画期間が終了するのに合わせて、改めて環

境に関するアンケート調査や第２次計画中間見直しの進捗状況等を踏まえ、施策の見直

しを行い、持続可能な社会の構築に向けた新たな計画として「第３次富岡市環境基本計

画（以下、本計画という。）」の策定を行うことにしました。 
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３ 環境基本条例の基本理念と各主体の責務 

本計画は、平成 18 年３月 27 日に施行された「富岡市環境基本条例（以下、基本条例

という。）」の第８条に基づく、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図ることを目的とした計画です。 

以下に基本条例の基本理念を示します。 

 

基本理念（第 3 条） 

● 良好な環境の保全及び創造は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとと

もに、その環境が将来の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。 

● 良好な環境の保全及び創造は、すべての者ができる限り環境への負荷を低減する行

動を行うことにより、積極的に推進されなければならない。 

● 地球環境の保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることにかんが

み、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならな

い。 

 

この基本理念にのっとり、市・事業者・市民の各主体は、自らの行動や活動において環

境負荷の低減に努めるとともに、市の環境保全等の施策に協力することが定められてい

ます。 
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第 2 章 環境の現状と課題 

１ 市の概要と環境の現状 

① 位置と地勢 
本市は、群馬県の南西部に位置し、安中市、下仁田町、甘楽町、高崎市と接していま

す。東京から約 100km の距離にあり、上信越自動車道及び関越自動車によって東京練馬

インターチェンジへ約１時間で往来でき、高崎市及び前橋市からは 10～30km の距離にあ

ります。 

東は、関東平野に続く平坦地で、西

には上毛三山の一つである妙義山、

南は稲含山、北は丘陵地帯であり、中

央部を鏑川とその支流である高田川

が流れ、その流域に耕作地が開け、市

街地を形成しています。 

大塩湖、丹生湖といった水辺、谷津

田やため池の分布する里地里山や山

林などには、多くの生き物が生息し

ています。 

また、本市には 2014（平成 26）年

６月に世界遺産に登録された「富岡

製糸場と絹産業遺産群」の構成資産

で国宝にも指定された富岡製糸場をはじめ、妙義神社、貫前神社、中高瀬観音山遺跡な

どに代表されるように、多くの史跡や文化財が存在する歴史のまちでもあります。 

 

② 気候 
気候は年間を通じて

温暖であり、年平均気温

は約14℃、年間降水量は

1,000 ㎜前後で、晴天日

数がおおむね 200 日を

超えています。近年、平

均気温の上昇がみられ

ます。 

  

資料：富市統計書 
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③ 人口・世帯 

● 人口・世帯数の推移 
2021（令和３）年 10 月１日現在の人口は 46,782 人で、年々減少しています。世帯数

は 18,520 世帯で、一時減少しましたが、その後緩やかな上昇、または横ばい状況で推移

しています。世帯当たりの人員は 2.5 人と、減少傾向となっています。 

年齢３区分別では、年少人口（15 歳未満）、生産年齢（15～64 歳）が減少し、老年人

口（65歳以上）が増加しており、少子高齢化が進行しています。2020（令和２）年の各

区分別の人口割合は、年少人口 10.8％、生産年齢人口 55.9％、老年人口 33.3％と超高齢

社会となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 人口推計 
人口減少が更に進行することが見込まれており、2020（令和２）年３月策定の第 2 期

富岡市総合戦略では、2055 年には人口が 30,000 人を下回ることが推計されています。ま

た、この推計によると、本計画の目標年次である 2031（令和 12）年度には、42,000 人前

後になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

  

資料：第２期富岡市総合戦略 

資料：群馬県移動人口調査 
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④ 産業 

● 農業 
農家数は大きく減少していま

す。専業農家と兼業農家からな

る販売農家数は、兼業農家の大

幅な減少に伴い、全体として大

きく減少しています。反面、自給

的農家数は増加傾向で推移して

きましたが、2020（令和２）年は

減少となっています。 

耕作地面積は、2020（令和

２）年 2,000ha で、2011 年比

で 17％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

● 商業・工業 
商店数及び従業者数はともに減少してきています。2016（平成 28）年の商店数及び従

業者数は、2007（平成 19）年比で、それぞれ 20.8％と 9.4％減少しています。また、年

間商品販売額も 4％減少しています。 

製造業は、輸送品やプラスチック、金属製品、食料品などの加工業が中心です。事業所

数及び従業者数は減少傾向にあります。製造品出荷額は 2013（平成 25）年度以降増加し

てきましたが、2019（令和元）年度は前年より下がりました。 

 

● 観光 
観光入込客数は、富岡製糸

場が世界遺産に登録された

2014（平成 26）年と翌年に大

きく増加しましたが、その後、

減少傾向となっています。 

2020（令和２）年は新型コ

ロナウイルス感染症まん延

防止により大きく減少しま

した。  

資料：富岡市統計書 

資料：富岡市統計書 

資料：群馬県観光客入込客統計調査報告書 
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⑤ 自然環境の現状 

● 森林・里地里山環境 
本市の良好な自然環境を代表する里地

里山は、人が利用することで長い年月を

経て特有の生態系を形成し、私たちにさ

まざまな恵みをもたらしてきました。 

近年、里地里山の利用が低下し、人の

手が入らなくなったため、本来の里地里

山の機能が十分発揮されなくなり、生活

環境の悪化を招いています。 

● 自然公園 

本市の北西部の妙義山一帯は、妙義荒

船佐久高原国定公園の特別地域や特別保護地区に指定され、優れた自然環境や自然景観

の地域となっており、内外の人々が身近に優れた自然とふれあえる場となっています。 

また、市内には多くの歴史的文化資源をはじめ、大塩湖や丹生湖などの水辺環境、県

立自然史博物館など、自然とふれあい、人との関わりを学べる場所が多くあります。 

● 耕作放棄地等 

 里地里山の自然を支える農地は、耕作放棄や農地転用などで減少しています。耕作放

棄地は 2012（平成 24）年度は 746ha でしたが、2020（令和２）年度は 953ha に増え、

景観上の問題も発生しています。 

● 外来生物8 
外来生物による農業や水産資源、生態系、生活環境への被害が発生してきており、外

来生物対策が課題となっています。全国各地でサクラやウメ等の木を食害する特定外来

生物9「クビアカツヤカミキリ」が分布を拡大しています。 

県及び市では、特定外来生物や外来生物に関する情報を発信し、市民への注意喚起や

駆除対策などを進めています。 

● 鳥獣被害 
近年、イノシシやニホンジカ、ニホンザル、ハクビシンやアライグマなど野生鳥獣の

生息域の拡大による樹木被害や農作物被害の増加をはじめ、人身被害への影響が懸念さ

れるなど、鳥獣被害対策が課題となっています。 

本市では、鳥獣被害防止計画を策定し、狩猟や捕獲等による対策、侵入防止柵の設置、

追い払い対策などを行っています。 

  

                                        
8 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって意図的・非意図的に持ち込まれた生きもの。在来

の自然環境や野生生物に深刻な悪影響を及ぼしています。 
9 特定外来生物とは、海外から持ち込まれた生物で、日本の生態系や農林業、人の生活に大きな悪影響を及ぼすおそれのある

「特定外来生物法」で定められた外来種をいいます。 

資料：群馬県森林林業統計書
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⑥ 生活環境の現状 

● 大気環境 
大気環境は県が常時監視を行っており、市内には富岡小学校に一般環境大気測定局が

設置され測定を行っています。光化学オキシダント10は、環境基準を超えた時間が毎年500

時間以上で環境基準を満たしていませんが、光化学オキシダントを除く各物質は、環境

基準を満たしており、基準超過時間数は年々減少傾向が見られます。 

 

● 水環境 
市では毎年、公共用水域の７地点で水質調査を実施し、水質状況の監視を行っていま

す。蚊沼川や星川ではＢＯＤ11の数値が高く、毎年、環境基準（２mg/L 以下）を満たして

いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活排水は、公共下水道や農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽で処理されていま

すが、単独処理浄化槽やし尿汲み取り、自家処理など未処理人口も多く、2020（令和２）

年度における生活排水処理率は 58.4％となっています。 

 

 

 

  

                                        
10 光化学オキシダントとは、工場の煙や自動車の排気ガスなどに含まれている窒素酸化物や炭化水素が、太陽からの紫外線

を受けて光化学反応を起こして生じる酸化性物質（オキシダント）の総称で、強力な酸化作用を持ち健康被害を引き起こす大

気汚染物質であり、光化学スモッグの原因となっています。 
11 BOD とは、生物化学的酸素要求量のこと。最も一般的な水質指標のひとつで、水中の有機物などの量を、その酸化分解の

ために微生物が必要とする酸素の量を示したものです。 

資料：富岡市統計書 
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● 公害苦情（騒音・振動・悪臭等） 
公害取り扱い件数は、2011（平成 23）年度から 2013（平成 25）年度に大きく減少しま

したが、その後増加し、ほぼ横ばい状況で推移しています。典型７公害（悪臭・土壌汚

染・水質汚濁・大気汚染・振動・騒音・地盤沈下）に特定されない雑草・樹木の繁茂、野

焼きなどを含む「その他」の件数が全体の３分の２以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑦ ごみの減量・資源化の現状 

● ごみ発生量の推移 
本市の一般廃棄物（ごみ）の排出量は、2020（令和２）年度は 17,348t で、その内の

７割近くが家庭系ごみとなっています。ごみの排出量は減少傾向が見られ、2015（平成

27）年度比で 11.8％減少しています。また家庭系ごみは 16.2％減と大きく減少していま

す。事業系ごみも増加後緩やかな減少傾向となっています。 

2020（令和 2）年度の市民１人１日当たりのごみ排出量は 1001g/人・日で、緩やかな

減少傾向が見られますが、直近の 2019（令和元）年度の県平均の 989g や全国平均の 918g

より多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：富岡市統計書 

資料：環境課 
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● リサイクル量の推移 
リサイクル量は、2015（平成 27）年度以降、ほぼ横ばいで推移しています。リサイク

ル率も上昇傾向が見られましたが、2020（令和２）年度は 15.9％と全体として横ばい状

況となっています。  

リサイクル量は紙媒体の減少などに伴い減少が見込まれているほか、プラスチックご

みの減量・資源化や代替製品への転換、店頭回収など事業者による資源回収など、リサ

イクルのしくみの変化なども考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 最終処分量の推移 
ごみ処理における最終処分量（甘楽町の受託分を含む）は、2020（令和２）年度が 1,925

ｔと減少傾向で推移しています。今後も、ごみの減量化やリサイクルの推進などにより、

最終処分量を減らし、最終処分場の延命を図ることが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：富岡市清掃センター事業概要 

資料：富岡市清掃センター事業概要 
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⑧ 地球温暖化対策の現状 

● 気候変動の影響 
近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに伴う農作物の品質低下や熱中症リスク

の増加など、気候変動によると思われる影響が全国各地で生じており、県内でも様々な

影響が表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

県内における気候変化は、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第５次評価

報告書において、現在以上に厳しい温暖化対策をとらなかった場合のシナリオ（RCP8.5

シナリオ）に従った場合、21 世紀末には次のようになると予測されています。 
 

県内の気温 ・年平均気温、日最高気温、日最低気温ともに約４℃上昇 

・季節的には冬に上昇幅が大きい傾向 

・年間の夏日、真夏日、熱帯夜はいずれも約 60 日増加 

平均降水量 ・減少する傾向 

・無降水日数が約４日/年増加 

・最深積雪及び降水量はいずれも減少 

・１時間降水量 50mm 以上の発生回数は、主に夏から秋にかけて増加 
※予測情報資料：「気候変化レポート 2018－関東甲信・北陸・東海地方－」（東京管区気象台） 

 

また、県が行った気候変動の環境影響評価結果では、重大性が大きく、また緊急性が

高い項目として、次の項目があげられています。 
 

分  野 考 え ら れ る 影 響 

農林水産業 害虫発生の早期化 果実の軟化 着色不良 渇水 山地災害 

水環境・水資源 ダム湖の富栄養化 

自然生態系 植物種の分布適域の変化 野生鳥獣の生息域の拡大  

自然災害 水害の激甚化 浸水時間の長期化 

健康 熱中症患者の増加 感染症の流行期間の長期化 

生活 大雨による土砂災害等の発生頻度の増加 暖冬小雪後の豪雪 

 

  

過去の平均気温の 

経年変化 

前後 5 年移動平均の

平均気温の変化 

長期変化の傾向 

（信頼水準 95％で統

計的に有意な場

合） 
トレンド＝2.0（℃/100 年） 

1887～2018 年の観測値

から計算した長期変化傾向

（トレンド）100 年当たり

2℃上昇していることを示し

資料：「気候変化レポート 2018－関東甲信・北陸・東海地方－」（東京管区気象台） 
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● 温室効果ガス排出状況 
2018（平成 30）年度の市域からの温

室効果ガス排出量（エネルギー起源Ｃ

Ｏ2
12排出量）は 38万８千 t-CO2で、部

門・分野別の排出割合は、産業部門が

38.1％、運輸部門 28.5％と両部門で

全体の７割弱を占めています。家庭部

門及び業務部門はそれぞれ 16％前後

となっています。 

ＣＯ2 排出量は、リーマンショック

後の 2009（平成 21）年度に減少し、

その後上昇し 2012（平成 24）年度に

49 万 4 千 t-CO2に増加しましたが、そ

の後、減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の地球温暖化対策計画の基準年度（2013（平成 25）年度）における市域からの排出

量 45 万５千 t-CO2に比べ、2018（平成 30）年度は 14.7％の減少となっています。業務そ

の他部門で 26.8％、産業部門 17.3％と大きく減少しています。家庭部門では 3.9％減、

運輸部門で 9.1％減少となっています。  

                                        
12 エネルギー起源ＣＯ2（二酸化炭素）とは、化石燃料の燃焼で発生・排出される二酸化炭素のことです。温室効果ガスのＣ

Ｏ2 には廃棄物焼却等に伴う非エネルギー起源ＣＯ2 があります。地球温暖化対策推進法では、二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン

（ＣＨ4）、一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化

硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の 7 種類のガスを温室効果ガスの対象としています。 

出典：自治体排出量カルテ 環境省 

資料：自治体排出量カルテ（環境省） 
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● 再生可能エネルギー導入状況 
2019（令和元）年度における市内の再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ13）

による再生可能エネルギー導入容量累積は 78,256kW、発電電力量は 102,794MWh で、全て

太陽光発電からなります。 

市域の電気使用量に対する消費電力ＦＩＴ導入比は 25.9％となっています。そのうち

９割弱が 10kW 以上の設備・施設からとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＩＴの開始後、大規模な太陽光発電設備設置の増加に伴い、自然環境や景観、生活

環境へのさまざまな影響が顕在化してきました。市では「富岡市自然環境、景観等と太

陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定し、適切な事業実施を事業者や土

地所有者等に求めていくことにしました。 

  

                                        
13 ＦＩＴとは、Feed-in-tariff の略で、再生可能エネルギー固定価格買取制度のことです。再生可能エネルギーを普及させ

るための制度で、再生可能エネルギーで発電した電気を国が定めた価格で一定期間電力会社に買い取るように義務付けていま

す。 

出典：自治体排出量カルテ（環境省） 
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２ 市民等の環境への意識・意向 

本計画の策定にあたって、市民等の本市の環境に対する考えや意見などを計画に反映

していくため、「富岡市の環境に関するアンケート」を実施しました。 

 
 中学生アンケート 市民アンケート 事業者アンケート 

調査対象と 
対象者数 

中学 2 学年 180 人 
（各学校 1 クラス) 

18 歳以上の市民 
1,000 人 

市内事業所 
100 社 

調査方法 学校配布、回収は郵送 郵送 郵送 

調査の期間 令和 3（2021）年 7 月 13 日～7 月 30 日 

回収数（率） ７９人（43.9％） 352 人（35.2％） 51 社（51.0％） 

 

① 住まい周辺の環境について（市民・中学生） 
身近な環境では、市民・中学生の多くが、地元農産物や果物のおいしさ､山の自然景観、

歴史的文化的環境、空気のきれいさなどが良いと感じています。反面、野生生物や水と

のふれあいがあるとは思っていなく、ポイ捨てなどごみの散乱が気になっています。 

住まい周辺の環境で「そう思う」及び「そう思わない」項目（市民・中学生） 

 市民 中学生 

そう

思う

項目 

①地元で採れた農産物や果物がおいしい 

②自然の山がきれいだ 

③空気がおいしい 

④歴史を感じるものや文化遺産が残っている 

⑤太陽光発電など再生可能エネルギー利用が

増えている 

①地元で採れた農産物や果物がおいしい 

②歴史を感じるものや文化遺産が残っている 

③自然の山がきれいだ 

④空気がおいしい 

⑤田や畑がきれいだ 

そう

思わ

ない

項目 

①水とのふれあいがある 

②野生の生物とのふれあいがある 

③ポイ捨てがなく、ごみが散らかっていない 

④まちなみがきれいだ 

⑤自然の川や池がきれいだ 

①野生の生物とのふれあいがある 

②ポイ捨てがなく、ごみが散らかっていない 

③水とのふれあいがある 

④草木や花など植物とのふれあいがある 

⑤自然の川や池がきれいだ 

※そう思う項目：「とてもそう思う」と「そう思う」の割合の合計が高い上位第 5位までの項目 

※そう思わない項目：「そう思わない」と「まったくそう思わない」の割合の合計が高い上位第 5位までの項目 

 

② 関心がある、知りたいと思う環境問題（市民・中学生） 
市民及び中学生の関心がある環境問題として、上位 5 位までで見ると、気候変動の影

響やイノシシなどの有害鳥獣、有害物質による環境汚染などで、共通して環境面からの

リスクへの関心が高くなっています。また、市民では空き地・空き家問題、中学生では

プラスチックごみの散乱や海の汚染が高くなっています。 

関心が低い項目としては、生物由来資源バイオマスの利用や生物多様性・自然等の役

割、再生可能エネルギー利用などとなっています。 
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「関心がある」または「知りたい」と思う環境問題（市民・中学生） 

 市民 中学生 

関心
が高
い項
目 

①異常気象など自然災害の多発 

②空き地・空き家の増大 

③イノシシなどの鳥獣被害の増加 

④地球温暖化による環境や健康への影響 

⑤有害物質による環境汚染や健康への影響 

①プラスチックごみの散乱や海の汚染 

②異常気象など自然災害の多発 

③地球温暖化による環境や健康への影響 

④有害物質による環境汚染や健康への影響 

⑤イノシシなどの鳥獣被害の増加 

関心
が低
い項
目 

①生物由来資源バイオマスの利用 

②生物多様性の低下（生物種の減少） 

③地域の自然や生物が果たしている役割など 

④CO2(温室効果ガス)排出の削減 

⑤太陽光発電など再生可能エネルギーの利用 

①生物由来資源バイオマスの利用 

②地域の自然や生物が果たしている役割等 

③生物多様性の低下（生物種の減少） 

④太陽光発電など再生可能エネルギーの利用 

⑤ごみの分別とリサイクルなどごみの減量 

※関心が高い項目、関心が低い項目のそれぞれ上位第 5位まで 

 

③ 市が力を入れるべき環境政策について（市民・事業者、中学生） 
市民・事業者とも市が力を入れるべき取組としては、不法投棄・ポイ捨て対策をはじ

め、森林の保全・育成、河川等の水質保全や景観の保全・回復など里地里山の環境保全

が高くなっています。また、リサイクルなどごみの減量化・資源化も力を入れるべきと

しています。反面、環境負荷の少ない交通対策や、地盤沈下、騒音・振動対策、ごみ処理

の広域化などは低くなっています。 

最近の環境問題である気候変動への適応の取組はやや高い反面、再生可能エネルギー

活用や省エネルギー対策など温室効果ガス排出削減への取組は低い傾向となっています。 

また、中学生は、市民と同様に大気や河川・池の水をきれいにする取組やごみのポイ

捨て・不法投棄の防止が高くなっています。なお、温室効果ガスの排出削減など地球温

暖化対策や気候変動の適応対策などについては、市民・事業者に比べ高くなっています。 

今後、環境保全等に向けて力を入れて欲しい項目（市民・事業者・中学生） 

富岡市が力を入れるべき環境政策について 
（共通設問、36 項目中上位第 10位まで） 

積極的に進めてほしいと思うこ
と（13 項目中上位第 6位） 

市民 事業者 中学生 

①不法投棄・ポイ捨て対策 

②川やため池の水質保全 

③森林の保全・育成 

④ごみ・リサイクルの推進 

⑤ごみ減量化の推進 

⑥農用地の保全 

⑦川やため池の景観の保全と

回復 

⑧公園の整備 

⑨食品ロス対策 
⑩環境教育・環境学習 

①不法投棄・ポイ捨て対策 

②森林の保全・育成 

③ごみ･リサイクルの推進 

④ごみ減量化の推進 

⑤川やため池の水質保全 

⑥ごみ処理の適正化 

⑦食品ロス対策 

⑧歴史文化的遺産の保全 

⑨環境に配慮した企業経営奨励 

⑩川やため池の景観の保全と回

復 

①大気や河川・池の水をきれい

にする 

②ごみのポイ捨て・不法投棄の防

止と美化・清掃活動を進める 

③CO2(温室効果ガス)排出をなく

し、地球温暖化を緩和する 

④地球温暖化（気候変動）によ

る影響への対策を進める 

⑤環境ボランティア活動を進め

る、参加しやすくする 
⑥地元の農産物や木材などの活

用（地産地消）を進める 

※青字：市民及び事業者で上位第 10 位までの項目中、共通しない項目  
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３ 第２次計画の進捗状況と今後の課題 

【計画の進捗状況】 
2016（平成 28）年度に策定された第２次中間見直し計画の理念・施策ごとの取組の指

標から見た現時点での進捗状況は、概ね次のような状況となっています。 

（次頁の【参考】を参照） 

理念 1 

豊かで特色ある自然と

歴史文化環境を守り・

育み・活かす 

森林・里地里山の保全及び耕作放棄地に関する指標は低下傾向が

見られるなど、取組の遅れや対策を上回る状況で悪化が進んでいる

ことなどが考えられます。 

理念 2 

循環型の暮らしと環境

に配慮した経済活動を

推進する 

13 指標中７指標で改善傾向となっており、ごみ排出量は目標を達

成しています。しかし、ごみの不法投棄をはじめ、ごみの収集・処

理対策、資源ごみの集団回収に対する補助回数が低下しているなど、

依然として課題となっています。 

理念 3 

安心で安全な生活を構

築する 

大気環境は概ね横ばい状況、水環境は年による変化などがあり、

やや悪化傾向となっていますが、汚水処理の整備等は順調に進んで

きています。 

自動車騒音に対する指標は上昇傾向にありますが、自動車依存や

高齢化社会の広がりなどを受け、公共交通の整備への満足度は減少

傾向が見られます。 

理念 4 

豊富な人材の環を結

び、市民が主体の環境

行動を起こす 

上昇傾向が見られるものもありますが、最近では、少子高齢化や

人口減少、新型コロナウイルス感染症対策によるイベント等中止な

ど、指標の現状把握が困難といった課題もあります。 

 

【今後の主な課題】 
● 持続可能な社会の構築に向け、本市の豊かな森林や清流に育まれた里地里山の恵み

や歴史・文化を資源として適切に保全・活用し、気候変動の影響など環境面のリスク

回避・軽減を図り、安全・安心して暮らせる快適なまちづくりが求められています。 

● 喫緊の環境課題である気候変動への適応や 2050 年ゼロカーボンシティ（脱炭素社

会）の実現、循環型社会形成に向け、エネルギーや資源が循環利用され環境負荷の少

ない「環境にやさしいまちづくり」を進めていく必要があります。その実現に向けて

市民・事業者の理解と協力を一層深め、地域全体で進めていくことが大切です。 

● 現行計画で取組が進んでいない施策の見直しと合わせて、市民等の環境ニーズが高

い不法投棄・ポイ捨て対策やリサイクルなどのごみの減量化・資源化をはじめ、河川

等の水質保全や景観の保全・回復、有害鳥獣対策などを推進し、良好な生活環境を確

保していく必要があります。 

● これらの取組は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関わりを踏まえて実施し、

地球や地域の環境保全等に貢献していくことが求められています。 

● 少子高齢化や人口減少が進む中、市民や団体、事業者、市が連携・協働を一層進め

ていく必要があります。 
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【参考】第２次計画中間見直しにおける取組の指標から見た進捗状況 

理念 施策 取組の指標 
進捗 
状況 

達成 
状況 

1 

豊かで特

色ある自

然と歴史

文化環境

を守り・

育み・活

かす 

森林・里山の保
全 

森林整備面積 ⬊ □ 
自然環境の保全の満足度 NA 

農地・緑化・生
物多様性の保全 

耕地の整備率 ⬈ △ 
耕作放棄地の比率 ⬊ □ 
都市公園面積 ⬌ □ 
公園や緑地などの整備の満足度 ⬊ □ 

景観・歴史・文
化財の保全 

景観形成の推進の満足度 NA 
歴史遺産・文化財の保存・活用の満足度 NA 

2 

循環型の

暮らしと

環境に配

慮した経

済活動を

推進する 

資源の循環利用 

一般廃棄物のリサイクル率  ⬌ □ 
家庭系一般廃棄物の可燃ごみ排出量 ⬈ ◎ 
不法投棄件数（家電 4 品目） ⬊ □ 
ごみ収集・ごみ処理対策の充実の満足度 NA 
家庭用生ごみ処理機等の補助金交付件数（累積） ⬈ △ 
生ごみ減量化器具（コンポスター）無償貸与数（累
積） 

⬈ △ 
家庭の廃食油回収量（累積） ⬈ △ 
資源ごみの集団回収を行う各種団体への補助回数 ⬊ □ 

エネルギーの循
環利用 

市役所の事務・事業による温室効果ガス排出量 
（富岡市地球温暖化対策推進実行計画 2017） 

⬈ ◎ 
市域における市民 1 人当たりの温室効果ガス排出量 ⬈ ◎ 
公共施設への太陽光発電設備設置数（累積）  ⬈ ◎ 
住宅用新エネルギー機器（太陽光）設置補助件数 事業終了 

環境に配慮した
経済活動の推進 

市内の環境マネジメントシステム（ISO14001、エコ
アクション 21、環境 GS など）取得企業数 

⬊ □ 

3 

安心で安

全な生活

を構築す

る 

大気 

市民 1 人当たりの乗合タクシー乗車回数 ⬈ △ 
公共交通の整備の満足度 ⬊ □ 
公用車におけるハイブリッド車・電気自動車などの低
燃費車・低公害車等の台数（累積） 

⬈ ◎ 
上信電鉄の市内駅利用者数 ⬊ □ 
一般環境大気測定局基準値超過日数 ⬌ ◎ 
一般環境大気測定局基準値超過時間 ⬊ □ 
一般大気中のダイオキシン類の環境基準達成率  NA 

水質 

汚水処理人口普及率 ⬈ □ 
市内水質調査地点の BOD 環境基準達成率 ⬊ □ 
汚水処理（下水道など）の整備の満足度 ⬈ △ 

騒音・振動・悪
臭等 

自動車騒音の環境基準達成率 ⬈ ◎ 

4 

豊富な人材の環を結び、市民

が主体の環境行動を起こす 

クリーンボランティア覚書締結団体数 ⬊ □ 
資源化センターの見学者数 NA 

市民と行政との協働の推進の満足度 ⬈ □ 
ボランティア・NPO の活動の推進、支援の満足度 NA 
市民への行政情報提供の充実の満足度 NA 

 

  

凡例 ⬈ 基準年度に比べ改善･上昇傾向 ◎ 現状年度で指標値を達成 
 ⬌ 基準年度と比べ横ばい状況 △ 指標値に近づいている 
 ⬊ 基準年度に比べ悪化･低下傾向 □ 指標値の改善の変化が少ない 

 NA 調査項目変更（評価不能）、コロナウイルス対策等で開催中止を含む 

【参考】指標により、基準年度は H26・H27 年度、現状年度 H29・R2 年度は異なる。目標年度 R3 年度は共通 
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第３章 計画の基本的事項 
 

１ 計画が果たす役割と計画の位置付け 

本計画は、第２次富岡市総合計画の将来像「世界遺産にふさわしいまち とみおか」

の環境面からの実現に向けて、環境基本条例第８条に基づき、本市における環境行政に

係る各種施策を総合的かつ体系的に示すもので、本市の環境に関する最上位計画です。 

また、国、県の環境基本計画及び本市の関連計画とも整合を図り、効率的、効果的な推

進を図ります。こうした取組を通して、総合計画に掲げる基本目標の一つである「次代

につなぐ安全・安心なまち」の実現を図っていきます。 

なお、地球温暖化及びそれに伴う気候変動の影響は、本市の自然環境、生活環境、都市

環境、資源・エネルギーの循環、環境保全活動などのさまざまな分野にまたがり、相互

に密接な関わりが深いため、地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策実行計画（区

域施策編・事務事業編）を、本計画に包含するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

富岡市環境基本条例 

関連計画 

・富岡市都市と交通
のマスタープラン 

・富岡市まちづくり
計画 

・富岡市景観計画 
・富岡市観光戦略プ

ラン 
・富岡市空家等対策

計画 
・富岡市地域防災計

画  
・他 

第３次 

富岡市環境基本計画 

富岡市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編、事務事業編）を包含 

調整 
連携 

県の環境基本条例 

環境基本法 

国 
環境基本計画 

県 
環境基本計画 

国 
関連計画 

県 
関連計画 

富岡市総合計画 

市の最上位計画 
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２ 計画の対象範囲と地域（計画における環境の範囲と対象地域） 

本計画が対象とする環境の範囲は、持続可能な社会の実現に向けた安全・安心が確保

される社会、自然共生社会、循環型社会、脱炭素社会、協働社会に係る地域環境及び地

球環境とします。 

本計画の対象地域は、富岡市全域とします。 

また、計画の対象範囲は、私たちの身近な環境や地球環境の保全・育成・活用に寄与す

るため、本市における市民・事業者・行政の取組に加え、周辺市町村等との広域的な連

携を含むものとします。 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の対象期間は 2022（令和４）年度から 2031（令和 13）年度までの 10 年間とし

ます。ただし、計画期間中においても、新たな環境問題の発生など、環境の変化や社会

情勢の変化に適切に対応する必要があり、2026（令和８）年度に中間見直しを行う予定

です。 

 

年度 
2021 

R3 

2022 

R4 

2023 

R5 

2024 

R6 

2025 

R7 

2026 

R8 

2027 

R9 

2028 

R10 

2029 

R11 

2030 

R12 

2031 

R13 

            

            

 

  

 次期総合計画 後期基本計画 中期基本計画 第２次富岡市総合計画 

第３次富岡市環境基本計画    

中間見直し 

 



25 

４ 計画の推進と進行管理に向けて 

１）市民・事業者・市の役割 
本計画は、市民・事業者・市が推

進主体となり、それぞれが個々に、

又は協働で、計画に掲げる施策・事

業や環境保全行動・活動を推進して

いきます。 

市民・事業者は本計画に定めた取

組を理解し、それぞれ自主的に活動

するとともに、市民・事業者・市が

協働で実施する取組については積

極的に協力します。 

 

 

 

 

 

基本条例では、市民・事業者・市の役割と責務が以下のように定められています。 
 

市民 

（第６条） 

● 市民は、日常生活において、資源やエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等

により、環境への負荷の低減に努めなければならない。 

● 市民は、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好

な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

事業者 

（第５条） 

● 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止

し、及び自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

● 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その

事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への

負荷の低減に資するように努めるとともに、その活動において再生資源その他の

環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努めなければならない。 

● 事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他良好な

環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び

創造に関する施策に協力する責務を有する。 

市 

（第４条） 

● 市は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

  

 

市 民 

市

事業者 

協働 
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２）計画の推進と進行管理 
本計画は、総合計画と連携して、本計画が進める取組の推進とＰＤＣＡサイクルに沿

った進行管理を図っていきます。 

そして、市民・事業者及び関係機関との協力・連携のもと、計画を推進していくととも

に、毎年度、計画の進捗状況を把握し、環境審議会に報告し、環境審議会の意見等を踏

まえ、取組の改善を図っていくなど適切な進行管理を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 富岡市環境審議会 
富岡市環境審議会は、環境担当課より報告される進捗状況を審議し、必要に応じて環

境担当課へ意見を述べます。 

また、市長より環境に関する諮問を受けた際には、これに対する審議を行い、市長へ

答申を行います。 

● 環境担当課 
環境担当課は本計画の推進に際し、各主体の連携調整および庁内調整等を行います。

また、各部局の進捗状況をとりまとめ、富岡市環境審議会に報告し、審議会の意見等を

踏まえて公表していきます。 

市長 富岡市環境審議会 

調整 

連携 

周辺市町村・県・国 

市民 

事業者 

 

Ｐlａｎ（計画） 

Ｄｏ（実行） 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

環境担当課 各部局 

諮問 

答申 

進捗状況の報告 意見 

報告 実施 

指示 

実績報告 実施 

協力 

連携 

協力 

連携 

協力 

連携 

参加・協力連携 

公表 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 
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第４章 計画がめざす環境の将来像と基本目標 
 

１ 環境の将来像 

本計画における環境の将来像は、本市が山地や里地里山、川や湖などの自然に囲まれ、

近代産業発祥の地であることから定められた第２次計画及び第２次計画中間見直しの将

来像を継承しつつ、第２次富岡市総合計画の将来像、環境に関する社会情勢、市民アン

ケートを踏まえて、以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが暮らす富岡市は、清流鏑川や日本三奇勝の妙義山に代表される美しく豊かな

自然環境に恵まれています。また、世界遺産に登録された富岡製糸場をはじめ、数多く

の地域独自の歴史・文化が育まれてきました。 

こうした自然環境や歴史・文化は、現在と未来を生きる市民の共通の資産であり、将

来に向けて継承していかなければなりません。そのためには、里地里山など身近な自然

環境を保全し、資源の循環利用を促進させるとともに、脱炭素社会に向け、エネルギー

を賢く活用することで、地球にも人にも優しいまちづくりを進めていく必要があります。 

「第３次富岡市環境基本計画」では、気候変動や環境汚染などのリスクからの安全・

安心を確保し、みんなが快適に暮らせる持続可能な環境都市「とみおか」を築き、未来

につないでいくことを目指します。 
 

環境に係る社会情勢 
市の環境特性及び環境変化 
市民等の環境へのニーズ 

本計画がめざす環境の将来像 

豊かな自然と歴史を育み 未来につなぐ   

安全・安心な環境都市 とみおか 

～人と自然が共生する都市をめざして～ 

第２次富岡市総合計画における 
環境分野の基本目標 

次代につなぐ安全・安心のまち 

第２次中間見直し計画における将来像 

豊かな自然と歴史を育む 生命力
い の ち

みなぎる鏑
かぶら

の地 とみおか 
～人と自然が共生する都市をめざして～ 

第２次富岡市総合計画の将来像 

世界遺産にふさわしいまち とみおか 

環境基本条例の基本理念 環境都市宣言 
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２ 環境の基本目標と取組の方向（基本施策） 

本市の環境の将来像を実現するため、本計画では第２次計画中間見直しの理念と基本

施策を統合的に整理し、次の４つの環境政策の分野ごとに基本目標を定め、総合的・計

画的な環境づくりを進めます。 

 

第２次中間見直し計画 第３次富岡市環境基本計画 

理念 施策 基本目標 基本施策 

循環型の暮らし

と環境に配慮し

た経済活動を推

進する 

エネルギーの循環利用 エネルギーが賢く

利用される環境に

やさしいまち 

脱炭素社会の実現 

環境に配慮した経済活動の
推進 

気候変動への適応の推進 

資源が循環利用さ

れる環境にやさし

いまち 

資源の循環利用の推進 

資源の循環利用 
廃棄物の適正処理 

安心で安全な生

活を構築する 

水質、大気、騒音・振動・悪臭等 

放射線対策、災害廃棄物対策 
里地里山の恵みを

守り・育み・活かす

安全・安心で快適

なまち 

安全・安心で快適な生活環境

の保全と創出 

豊かで特色ある自然
と歴史文化環境を守
り・育み・活かす 

森林・里山の保全 
農地・緑化・生物多様性の保全 
景観・歴史・文化財の保全 

自然・歴史・文化と共生した

環境にやさしいまちづくりの

推進 

豊富な人材の環を結び、市民が主体の環境行

動を起こす 

富岡の環境を楽し

み・活かす市民の

環 

環境に学び、環境を守り・育

み・活動する人材の育成 

富岡の環境資源を守り・育

み・活用する市民の環を育む 

※第２次計画中間見直しの理念・施策の順は、本計画の基本目標・基本施策に合わせ並べ替えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちなか周遊観光バス（電動バス） 
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今日の環境情勢に対応し持続可能な社会を実現するためには、環境と経済の両立が必

要であり、そのためには循環型社会の構築をはじめ、化石燃料によるエネルギーから再

生可能エネルギーへの転換と活用など脱炭素社会の構築が求められます。 

また、本市の環境の基盤である里地里山の森林や水辺環境、それらに育まれた生物多

様性や歴史・文化は、豊かで特色ある環境資源として、私たちの暮らしや経済を支えて

います。こうした豊かな恵みが一層発現できるよう資源を守り・育んでいくとともに、

資源を活かし、気候変動の影響や環境汚染などの環境面からのさまざまなリスクを回避・

軽減するなど、安全・安心で自然・歴史・文化と共生したまちづくりを進めていくこと

が求められます。 

また、2014（平成 26）年６月に世界遺産となった富岡製糸場を有する本市では、多く

の観光客が訪れることから、環境に配慮した観光手法の検討や、山間部、農村地域との

交流による地域経済の活性化と地産地消の一層の推進などが求められます。 
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基本目標Ⅰ エネルギーが賢く利用される環境にやさしいまち 
 

現在、各地で多発している記録的な豪雨災害をはじめ、熱中症などの健康被害の増大、

水資源や環境への影響なども、温暖化に伴う気候変動に起因しています。 

東日本大震災による原子力発電所停止等に伴い、火力発電への依存が高まりました。 

また、再生可能エネルギー買取制度（ＦＩＴ）による太陽光発電の普及が進んできた反

面、里地里山等での大規模発電施設の開発に伴う影響など、さまざまな課題も生じてい

ます。 

こうした中、2050 年カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現と気候変動への適応

の促進などが急務となっています。 

そのため、気候変動への適応に向けた取組をはじめ、ＣＯ2吸収源としての里地里山等

の整備と活用を進めていくとともに、暮らしや産業の脱炭素化の推進、住宅等建物のゼ

ロエネルギー化や再生可能エネルギー活用の促進など、エネルギーを有効に賢く利用す

る環境にやさしいまちづくりを進め、ゼロカーボンシティの実現を目指します。 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 資源が循環利用される環境にやさしいまち 
 

現在の私たちの暮らしや産業は、大量消費・大量廃棄型の社会によって支えられてき

ました。その結果、廃棄物の増大をはじめ、マイクロプラスチックによる海洋汚染など、

人の健康や生態系にさまざまな影響がもたらされています。また、食品ロス問題や廃棄

物処理経費の増大などは、持続可能な社会の実現に向けて、私たちが解決しなければな

らない重要な課題となっています。 

そのため、廃棄物の発生や処理についての理解を深め、日常生活や産業活動において

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）によるごみの減量化と資源化を一層進め、循

環型社会の構築を目指します。また、不法投棄やポイ捨ての防止、環境美化など、清潔

で快適なまちづくりを進めます。あわせて、環境に配慮した廃棄物処理や循環利用が効

率的・効果的に進められるよう広域処理体制の確立や地域循環共生圏への取組を進めま

す。 
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基本目標Ⅲ 里地里山の恵みを守り・育み・活かす安全・安心で快適なまち 
 

里地里山は、農林業など様々な人間の働きかけにより形成されてきましたが、近年の

開発や離農などによりその本来の姿は失われてきました。 

現在、荒れた里地里山を整備するため、竹林間伐等を行っている環境保全団体が市内

にはいくつかあります。そのような活動を市内全域に拡大していくことが求められてい

ます。また、市内外の人々が、こうした活動や自然と歴史・文化とのふれあいを楽しみ

ながら、本市の豊かな環境について知り、一緒になって育て・活用していくことにより、

里地里山が果たしている多面的機能（生態系サービスなど）を向上し、自然災害や環境

汚染の防止などを図り、安全・安心で快適なまちづくりに資することが求められます。 

また、大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、悪臭をはじめ、有害物質や放射性物質、気候

変動等に伴う環境面のリスクは、快適な日常生活の妨げになるばかりでなく、私たちの

健康に大きな影響を及ぼす恐れがあります。その未然防止や対策などを進め、安全で安

心して暮らせる良好な生活環境を確保していく必要があります。 

 

 

 

 

基本目標Ⅳ 富岡の環境を楽しみ・活かす市民の環 
 

本市には、豊かで特色ある自然や歴史・文化、水辺や里地里山、先人の知恵、特色ある

環境を活かした観光や産業、地産地消への取組など、多彩な資源に恵まれています。ま

た、環境に関する高度な知識や豊富な経験を持つ人々、団体等が数多く存在しています

ので、その活動の輪を広げていくことが求められています。 

また、本市の恵み豊かな環境とのふれあいを楽しみながら、環境について学び・知り、

考え・行動する機会を高めていく必要があります。 

こうした取組を進め、市民・事業者・市が相互に連携・協力しあい、学校や地域などの

さまざまな場で、環境学習や自然とのふれあい・体験、交流を深め、環境保全活動が進

められるまちづくりを目指します。 
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第２部 施策の展開 
施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ-１ 脱炭素社会の実現 

Ⅰ-２ 気候変動への適応の推進 

Ⅱ-１ 資源の循環利用の推進 

～３R の普及と推進～ 

Ⅱ-２ 廃棄物の適正処理 

Ⅲ-１ 安全・安心で快適な生活環境 

の保全と創出 

Ⅲ-２ 自然・歴史・文化と共生した 

環境にやさしいまちづくりの推進 

Ⅳ-１ 環境に学び、環境を守り・育み・ 

活動する人材の育成 

Ⅳ-２ 富岡の環境資源を守り・育み・ 

活用する市民の環を育む 

将来像 基本目標 施策の方向（基本施策） 

豊
か
な
自
然
と
歴
史
を
育
み 

未
来
に
つ
な
ぐ 

安
全
・安
心
な
環
境
都
市 

と
み
お
か 

人
と
自
然
が
共
生
す
る
都
市
を
め
ざ
し
て 

【脱炭素社会・気候変動】 

 

基本目標Ⅰ 

エネルギーが賢く利用される 

環境にやさしいまち 

【循環型社会】 

 

基本目標Ⅱ 

資源が循環利用される 

環境にやさしいまち 

本計画が目指す環境の将来像『豊かな自然と歴史を育み、未来につなぐ 安全・安心な環境

都市 とみおか』を形成する 4 つの基本目標と、その実現に向けた基本施策ごとに、環境の

現状と課題、市の施策（取組内容）と市民・事業者の取組の方向を示しています。 

【安全・安心、自然共生】 

 

基本目標Ⅲ 

里地里山の恵みを 

守り・育み・活かす 
安全・安心で快適なまち 

【環境教育・環境行動、協働】 

 

基本目標Ⅳ 

富岡の環境を楽しみ・活かす 

市民の環 
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廃棄物の適正処理・資源化の推進 

不法投棄の防止・環境美化の推進 

脱炭素型エネルギー活用の普及 

省エネルギー・脱炭素型社会の促進 

気候変動への適応の普及と対策の推進 

食品ロス対策の推進 

プラスチックごみ対策の推進 

３R の普及としくみづくりの推進 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

● 

大気・水など、良好な生活環境の確保 

環境リスクの軽減 

里地里山の保全と活用 

環境にやさしいまちづくりの推進 

景観・歴史・文化の保全 

環境情報の共有・環境学習の推進 

環境行動の普及・促進 

本計画に包含する地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）及び気候変動

適応に関する取組は、基本目標Ⅰ「エネルギーが賢く利用される環境にやさしいまち」

に含まれますが、取組内容が他の基本目標や基本施策等とも密接に関連しあっているた

め、一体となって総合的に展開していきます。 

 

環境交流の推進、交流機会の充実 

環境保全活動の推進と連携の促進 

ＳＤＧｓとの関わり 施策 

● 

● 

地球温
暖化対
策実行
計画 

気候変
動への
適応 

● 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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気候変動への適応に向けた取組を進めていくとともに、森林等のＣＯ2吸収等環境保全

機能の向上、生活や産業活動におけるエネルギーの有効利用・脱炭素化の取組の普及、

住宅等建物のゼロエネルギー化や再生可能エネルギー活用の促進など、エネルギーが賢

く利用される環境にやさしいまちづくりを進め、ゼロカーボンシティの実現を目指しま

す。 

 

 

基本施策Ⅰ-１ 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）の実現 

ゼロカーボンシティ（2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ）の実現に向けた取組を

「富岡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編及び事務事業編）」として本計画に

位置付け、一体的に脱炭素社会の形成を進めます。 

 

基本施策Ⅰ-２ 気候変動への適応の推進 

中長期的に避けることができない気候変動の影響への理解を広め、適応に向けた

方策等を検討・推進します。 

 

 

 

取組指標 単位 現状値 
（年度） 

目標値 
（目標年度） 

市域からの CO2 排出量 
（エネルギー起源 CO2） 
※2030 年度排出量を基準年度(2013)年

度比 45％削減 

千ｔ-CO2 

455 

388 
（2018 年度） 

250 

（2030 年度） 

23８ 
（2031 年度） 

実質ゼロ 

市民１人当たりの CO2 排出量 
（将来人口約 42,000 人として） 

ｔ- CO2 
8.0 

（2018 年度） 

6.0 

（2030 年度） 

5.8 
（2031 年度） 

市の事務事業に伴う CO2 排出量 
※2030 年度排出量を基準年度(2013)年

度比 51％削減 
ｔ-CO2 

20,171 

16,674 
（2018 年度） 

9,883 

（2030 年度） 
9,808 

（2031 年度） 

※国の地球温暖化対策計画（2030 年度目標）における削減目標と整合を図りつつ、本計画における目標年

度である 2031 年度の目標値を設定し、併記しています。 

 

 

 

基本目標Ⅰ  

エネルギーが賢く利用される環境にやさしいまち 
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基本施策Ⅰ－１ 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）の実現 
 

 

①環境の現状と課題 
  2018（平成 30）年度の市域からの温室効果ガス排出量（エネルギー起源ＣＯ2 排出量）

は 38 万８千ｔ-CO2で、部門・分野別排出量は産業部門が 148 千ｔ、運輸部門 110 千ｔ、

家庭部門 63 千ｔ、業務部門 60 千ｔとなっています。国の地球温暖化対策計画の基準年

度である 2013（平成 25）年度のＣＯ2排出量比で 14.7％減少しています。 

  2019（令和元）年度における市内の再生可能エネルギー導入容量（ＦＩＴ対象）は累積

78,256kW で、全て太陽光発電からなり、９割弱が 10kW 以上の設備・施設です。市域の消

費電力のＦＩＴ導入比は 25.9％となっています。 

  2021（令和３）年 10 月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」では、2030（令和 12）

年度の排出量を、2013（平成 25）年度比で全体で 46％（エネルギー起源ＣＯ2は 45％）

の削減を目指しています。部門別では産業部門38％、業務その他部門51％、家庭部門66％、

運輸部門 35％削減が掲げられ、一層の排出量削減が課題となっています。 

  2021 年の国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ26）において、ＣＯ2の 20 倍以上

の温室効果があるメタンの排出削減の枠組が発足し、削減への取組が課題となっていま

す。 

 市の施設や事務事業からのＣＯ2排出量は、2018（平成 30）年度は 16,674ｔ-CO2となって

います。施設整備・整理等に伴い減少してきましたが、更なる削減が課題です。 

 

②施策の展開 
  気候変動の緩和に向け、環境負荷の少ない環境にやさしいまちづくり進め、世界遺産

のまちとして地球環境の保全に貢献していきます。 

  本施策を「地球温暖化対策実行計画（区域施策編及び事務事業編）」の中心施策として

位置づけ、2050 年のゼロカーボンシティ実現に向けて、温室効果ガス排出量の削減と脱

炭素社会の構築に向け、総合的な取組を進めます。 

  温室効果ガス排出量の削減に向けて、再生可能エネルギー導入・活用を進めていきま

す。 

  日常生活や事業活動における省エネルギー・脱炭素型のライフスタイル、製品活用を

進めるため、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ14（クールチョイス）の普及啓発を図ります。 

  本市では自動車利用に伴う温室効果ガス排出量も多く、高齢化も一層進展することな

どから、温室効果ガス排出量の少ない次世代自動車の普及や自家用車に頼らない公共交

通機関の利用促進など、移動の脱炭素化を図ります。  

                                        
14 COOL CHOICE（クールチョイス）とは、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

ていこうという取組をいいます。 
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Ⅰ-1-1 脱炭素型エネルギー活用の普及 

① 国や県などの補助や融資制度の情報提供など家庭・事業所の太陽光発電設備導入の

促進と、公共施設への太陽光発電システムの導入の推進 

② 卒ＦＩＴの太陽光発電設備等の有効活用や公共施設への太陽光発電システムの導

入など、地域エネルギーや自立分散型エネルギーづくりの推進 

③ 太陽光発電以外の再生可能エネルギーに関する技術的知見の収集・活用の検討 

④ 水素社会の普及や実現に向けた調査検討、水素ステーション等の普及 

⑤ 「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」にの

っとり、住環境・自然環境保全に配慮した再生可能エネルギー活用の推進 

⑥ ＣＯ2 の増減が実質ゼロになるカーボンニュートラルの考えのもとに、バイオマス

発電の検討・推進 

Ⅰ-1-2 省エネルギー・脱炭素型社会の促進 

① 市民・事業者の脱炭素型ライフスタイルへの転換や脱炭素・省エネルギー型製品活

用の普及などＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ運動の普及促進 

② 次世代自動車の普及促進、自転車走行ゾーンの充実と自転車活用など、自家用車に

頼らない暮らしづくりの推進 

③ 上信電鉄や乗合タクシーの利用促進、富岡市版ＭａａＳ15の構築など、公共交通等

の利用環境の向上、地域内交通の充実など移動の脱炭素化の推進 

④ 環境保全型農業の推進など、農業活動におけるＣＯ2、メタン、一酸化二窒素等温室

効果ガスの排出抑制に向けた取組の推進 

⑤ 環境家計簿等の普及など、エネルギー消費量の把握や温室効果ガス排出削減量など

の見える化の推進 

⑥ 事業活動における環境マネジメントシステムや環境ＧＳ（ぐんまスタンダード）等

の導入・活用の普及促進 

⑦ 市の施設及び事務事業における省エネルギー対策、再生可能エネルギー活用などの

取組の推進、エネルギー管理と温室効果ガス排出量の年次報告書等の作成と公表 

⑧ クールビズ、ウォームビズを推進し、空調機器の適正運用等、エネルギー消費の節

減 

⑨ エコドライブの普及啓発 

 

  

                                        
15 ＭａａＳ（マース）とは、（Mobility as a Service）の略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位（１つの目的の

ために出発地から到着地までの移動を 1 単位とする）での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービス

を最適に組合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。 
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③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●節電などの省エネルギー対策など、COOL 

CHOICE を心がけ、脱炭素社会に向けた賢

い選択を進めましょう。 

●太陽光発電などの住宅用再生可能エネルギ

ー機器の設置に努めましょう。 

●再生可能エネルギーにより発電された電力

等の活用に努めましょう。 

●蓄電システム等を活用してエネルギーの効

率的利用に努めましょう。 

●次世代自動車を活用しましょう。 

●公共交通機関や自転車等の活用に努めまし

ょう。 

●環境家計簿の活用など、家庭でのエネルギ

ー消費のチェックに努めましょう。 

●環境に配慮した活動を行っている商店や事

業所の利用に努めましょう。 

●省エネルギー対策など COOL CHOICE に努

め、脱炭素社会に向けた賢い選択を進めま

しょう。 

●省エネルギー・脱炭素型機器の活用や導入

に努めましょう。 

●太陽光発電などの再生可能エネルギー活用

や再生可能エネルギーにより発電された電

力等の活用に努めましょう。 

●蓄電システム等を活用してエネルギーの効

率的利用に努めましょう。 

●次世代自動車を活用しましょう。 

●ノーマイカーデー奨励など公共交通機関や

自転車等の活用に努めましょう。 

●ISO14001、エコアクション 21、環境 

GS などの環境マネジメントシステムの導

入に努めましょう。 

●環境に配慮した事業活動に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
あい愛プラザ屋上の太陽光発電設備 
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基本施策Ⅰ-２ 気候変動への適応の推進 

 

 

①環境の現状と課題 
  近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加により、農産物の品質の低下、災害の増加、

熱中症のリスク増加など、気候変動の影響が全国各地で現れており、気候変動問題は人類

や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われています。 

  2019（令和元）年の台風 19 号では、市内で土砂災害や水害が発生するなど大きな被害

がありました。また、県内では近年、米の白未熟粒やりんごの日焼け等の強い日射･高温

による農作物被害が確認されています。 

  今後、地球温暖化の進行に伴い、猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されてい

るほか、熱中症などの健康被害、水環境・水資源への影響、感染症媒介生物の生息域の変

化、桜の開花や紅葉の時期の変化など、さまざまな分野での影響が懸念されています。 

  私たちは「気候危機」の大きな転換点に立っているという認識のもと、気候変動の緩和

と適応を図りつつ、持続可能な社会を構築していくことが求められています。 

 

②施策の展開 
  気候変動の緩和策である温室効果ガスの排出量の削減と一体となって、気候変動に伴

う極端な気象現象による自然災害の発生や水資源・水環境への影響、高温化による熱中

症などの健康被害、農業生産や自然環境への影響などに対して、その被害の回避や軽減

に向けた対策の展開を図っていきます。 

 

Ⅰ-2-1 気候変動への適応の普及と対策の推進 

① 群馬県気候変動適応センターとの連携による、市内における気候変動の影響に関す

る情報の収集と発信、市民・事業者との情報の共有と適応に向けた取組の推進 

② 国や近隣市町村との連携による気候変動の適応策の検討と取組の促進 

 

③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●気候変動の影響について学び・知り、自らの

生活や地域の環境、社会にどのような影響

があるか考えましょう。 

●考えられる影響について、家族やみんなで

話し合い、対応策を考えるなど、できるとこ

ろから取組を進めましょう。 

●気候変動の影響が事業活動に及ぼす影響など

について検討を行い、適応に向けた取組を進

めましょう。 

●気候変動への適応方策について、市民や関

連事業所と共有し、対策への理解と協力を

図っていきましょう。 
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市民・事業者の廃棄物の発生や処理についての理解を深め、日常生活や産業活動にお

いて３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）によるごみの減量化と資源化を一層進

め、資源が循環利用される環境にやさしいまちづくりを目指します。また、不法投棄や

ポイ捨ての防止、環境美化など、清潔で誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを進

めます。 

 

 

基本施策Ⅱ-1 資源の循環利用の推進～３Ｒの普及と推進～ 

食品ロス及びプラスチックごみの削減と資源化など、総合的に３Ｒ（リデュース・

リユース・リサイクル）を推進し、資源が循環利用される環境にやさしいまちづくり

を進めます。 

基本施策Ⅱ-2 廃棄物の適正処理 

社会情勢の変化等に対応した適切なごみの分別と回収、廃棄物の適正処理を進め

ます。また、不法投棄の防止や環境美化対策を進め、ごみが散乱しない清潔で誰も

が安心して快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

取組指標 単位 現状値 
（年度） 

目標値 
（目標年度） 

一般廃棄物のリサイクル率 ％ 
17.3 

（2020 年度） 

 18％以上（※1） 

（2030 年度） 

18％以上 
（2031 年度） 

１人 1 日当たり 
家庭系可燃ごみ排出量 

ｇ/人・日 
583 

（2020 年度） 

 526（※1） 

（2030 年度） 

52０ 
（2031 年度） 

事業系一般廃棄物の排出量 ｔ 
 4,308（※２） 
（2019 年度） 

 4,025（※1） 

（2030 年度） 

3,999 
（2031 年度） 

資源ごみの集団回収を行う各種団体へ
の補助回数 

回 
 307（※２） 

（2019 年度） 
320 

（2031 年度） 

※１：本計画の目標年度である 2031 年度と「富岡市一般廃棄物処理基本計画」の目標年度 2030 年度の

両方の目標値を併記しています。 

※２：2020 年度はコロナ禍で活動を休止した事業者・団体が多かったため、2019 年度を現状値としま

す。 

 

 

基本目標Ⅱ  

資源が循環利用される環境にやさしいまち 
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基本施策Ⅱ-1 資源の循環利用の推進～３R の普及と推進～ 
 

 

①環境の現状と課題等 
  本市では、2016（平成 28）年度から 2030（令和 12）年度を計画期間とした｢富岡市一

般廃棄物処理基本計画｣を策定し、循環型社会の形成に向けた３Ｒの推進、適正処理の実

施を基本方針に掲げ、施策を展開しています。 

  本市の一般廃棄物（ごみ）の排出量の７割近くが家庭系ごみです。ごみの排出量は減少

傾向が見られますが、2020（令和２）年度の市民１人１日当たりのごみ排出量は、県及び

全国平均より高い状況にあり、一層ごみの減量とリサイクルが求められます。 

  市では、家庭から出る生ごみの減量や環境問題に対する意識の向上を図るため、家庭用

生ごみ処理機購入補助やコンポスト容器無償貸与を実施しています。また、「廃食油」の

利活用を図るため、2009（平成 21）年度から廃食油の収集を行っています。 

  国際社会では、ＳＤＧｓの推進とプラスチック廃棄物による海洋汚染、食品ロス問題が

大きな課題となっています。国では「食品ロスの削減の推進に関する法律」や「プラスチ

ックに係る資源循環の促進等に関する法律」を制定し、総合的な取組を進めています。 

  市民アンケートで市が力を入れるべき環境政策として、不法投棄・ポイ捨て対策をはじ

め、ごみ・リサイクルの推進、ごみ減量化の推進、食品ロス対策、ごみ処理の適正化、プ

ラスチックごみ対策が全体の中でも上位に位置し、関心が高くなっています。 

  循環型社会の形成に向けて、市民・事業者と協力し、従来の取組と一体的に食品ロス対

策やプラスチックごみの減量・リサイクルに向けた取組を総合的に展開していく必要が

あります。 

 

②施策の展開 
  ３Ｒの普及と推進に努めます。また、市民・事業者、関連団体等と連携し、３Ｒ推進に

向けたしくみづくりを図ります。 

  食品ロス問題の普及啓発や生ごみの減量・リサイクル、地産地消や食育の推進など、食

品ロス対策を総合的に進め、食べ物を大切にする環境にやさしいまちづくりを図ります。 

  プラスチックを使った製品のライフサイクルにおける３Ｒ＋Renewable（再生可能）を

促進し、プラスチックごみの削減とリサイクルの推進、散乱や流出に伴う環境汚染等の

防止に努めます。 

 

Ⅱ-1-1 ３R の普及としくみづくりの推進 

① ３Ｒの普及啓発と市民等による３Ｒ活動に関する情報収集と発信 

② 再使用可能な容器や再生品の購入などグリーン購入の普及促進、フリーマーケッ

トやフリマアプリの活用など３Ｒの取組促進 
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③ 地域や団体、関連自治体との連携強化など、協働による地域循環共生圏の検討と

取組への支援 

Ⅱ-1-2 食品ロス対策の推進 

① 食品ロス問題の普及啓発、食品ロス月間等における「もったいない運動」や「ぐ

んまちゃんの 30・10 運動16」などの取組の促進 

② 未利用食品を提供するための活動（フードバンク活動）への理解の推進と、活動

団体への支援、フードドライブ（食品寄付活動）の推進 

③ 「ぐんまちゃんの３キリ運動17」の普及、家庭用生ごみ処理機購入補助等の推進、

廃食油の回収と活用など、家庭からの生ごみ排出削減の推進 

④ 食品ロス対策や生ごみの減量・資源化促進などと一体となった地産地消・食育の

普及と推進 

Ⅱ-1-3 プラスチックごみ対策の推進 

① プラスチックごみ問題の普及啓発、プラスチック代替製品や再使用可能な容器な

どの活用促進 

② プラスチック製容器包装等のリサイクル推進に向けたプラスチックごみの分かり

やすい分別や回収方法の検討と普及 

③ プラスチックごみなどの不法投棄の防止、市民・事業者、団体等による環境美化

活動の推進と支援など、河川・水路等への流出防止対策の推進 

 

③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●家庭から出るごみに関心を持ち、３Ｒを進
め、ごみの減量とリサイクルに努めましょ
う。 

●修理して使うなど、ものを大切に長く使う
ように努めましょう。 

●リサイクル製品活用などグリーン購入に留

意し、リサイクルに協力しましょう。 

●生ごみは 3 キリや堆肥化に努めましょう。 

●フリーマーケットやフリマアプリの活用な

ど、リユースに努めましょう。 

●食品ロス問題やフードバンク活動などへの
理解と活動に協力しましょう。 

●容器包装プラスチックや資源ごみの分別徹
底と回収に協力しましょう。 

●バイオプラスチックなど環境にやさしい素
材を使用した商品等を利用しましょう。 

●家にある食材のチェックや在庫管理を行

い、使い切れる分だけの購入や食材を使い
切るようにしましょう。 

●事業系ごみや産業廃棄物の分別の徹底と３R
の実践や３R 活動に協力しましょう。 

●プラスチック製品等のライフサイクルにおけ
る３R＋Renewable の取組を進めましょう。 

●バイオプラスチックなどプラスチック代替素
材の活用を進めましょう。 

●食品ロス問題やフードバンク活動などの役割
を理解し、未利用食品を提供するなどの活動

に協力しましょう。 

●規格外や未利用の農林水産物の有効活用を促
進しましょう。 

●サプライチェーン全体での食品ロス削減に
資するように努めましょう。 

●事業所でのリサイクル製品の活用などグリ

ーン購入に留意し、リサイクルの推進に協
力しましょう。 

                                        
16 ぐんまちゃんの 30・10（さんまる・いちまる）運動とは、宴会で乾杯後の 30 分間と、おひらき前の 10 分間は自分の

席で料理を楽しみ、食べ残し（食品ロス）を減らそうという運動です。 
17 ぐんまちゃんの３キリ運動とは、①食べきり（作りすぎない。また、残さず食べて、食べきれないときは保存・リメイク

する。）、②使いきり（賞味期限・消費期限を正しく理解し、食材を使いきる。）、③水切り（生ごみは濡らさない、または

水気を切る・絞る・乾燥させる。）で、食品ロスと生ごみを減らそうという運動です。 
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基本施策Ⅱ-２ 廃棄物の適正処理 
 

 

①環境の現状と課題等 
  市では、｢富岡市一般廃棄物処理基本計画｣及び「富岡市分別収集計画」などに基づき、

家庭系ごみや事業系ごみの減量化とリサイクルを進め、廃棄物の排出量の削減、最終処分

場の延命化、廃棄物の適正処理の推進など、循環型社会の基盤づくりを進めています。 

  ごみカレンダーやごみ分別辞典の提供、ごみ出しアプリ「5374（ゴミナシ）富岡市版」の

運用など分別徹底とごみ出しルールの普及、有価物集団回収、剪定枝等粉砕機貸出事業等

によるチップの利活用などの取組を進め、廃棄物の減量と適正処分に努めてきています。 

  こうした取組に伴い、本市のごみ排出量及び最終処分量も減少傾向が見られますが、リ

サイクル率は横ばい状況となっています。今後も、ごみの減量とリサイクルを一層進め、

処理施設の管理・長寿命化及び広域処理を踏まえた適正な整備を図り、廃棄物処理の適正

化と廃棄物処理経費の削減を図っていくことが求められています。 

  高齢世帯などごみ出し困難世帯の増加など、新たな社会情勢の変化に対応したごみの

収集・運搬・処理体制の構築が課題となっています。 

  近年、道路周辺のポイ捨てだけでなく、悪質な不法投棄の増加、放置物なども多くあり、

市民・事業者アンケートでは、市が力を入れるべき環境政策として、不法投棄・ポイ捨て

対策が優先課題となっています。 

  不法投棄が頻繁に起きる場所などでは、地域の人々による大規模な撤去をはじめ、不法

投棄防止のための監視パトロールの実施、捨てられない・捨てさせない環境づくりなどを

進めています。 

  人口減少・高齢化の進行に伴い、雑草等の管理が行われていない空き地・空き家が増加

し、まちの美観や生活環境にさまざまな影響をもたらしています。市では「富岡市きれい

なまちづくり条例」に基づき、指導と空き家・空き地の適切な管理を呼びかけています。 

 

②施策の展開 
  社会情勢の変化等に対応した適切なごみの分別と回収、処理体制の構築をはじめ、廃

棄物処理施設等の維持管理と適正化を進め、循環型社会の形成を支えます。 

  「富岡市きれいなまちづくり条例」に基づき、市民・事業者・市が連携し、ごみが散乱

しない、誰もが気持ちよく暮らせる環境づくりに努めます。 
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Ⅱ-2-1 廃棄物の適正処理・資源化の推進 

① 廃棄物減量等推進員を中心としてごみの分別徹底と収集への協力など、ごみ出しル

ールの普及促進 

② 家庭ごみの適切な収集運搬体制の維持・改善と、資源循環の効率化 

③ 事業系ごみの排出抑制やリサイクル・適正処理の普及促進 

④ 有価物集団回収の推進及び活動団体への支援 

⑤ 小売店での店頭回収の推進 

⑥ 指定ごみ袋や事業系ごみ処理手数料の検討・改定など、ごみ処理手数料の見直し 

⑦ 高齢化の進展など新たな社会情勢を踏まえたごみ収集・運搬体制の確立と推進 

⑧ 資源化センターや一般廃棄物処理施設の延命化に向けた適切な維持管理と計画的

な修繕・整備、近隣市町村との広域処理体制の推進と処理施設の整備検討 

⑨ 災害時廃棄物の適切・迅速な処理体制の構築 

Ⅱ-2-2 不法投棄の防止・環境美化の推進 

① ごみの不法投棄防止に向けた関係機関・団体、市民、ボランティア、所有者・管理

者等との連携による監視体制の構築と強化 

② ごみステーションの維持管理・環境美化の推進 

③ 道路、公園、河川等の環境美化活動を行うボランティア団体の育成と支援、協働に

よる環境美化活動の推進 

④ 犬や猫等ペット飼育マナーの普及啓発、野良猫対策の推進 

⑤ 空き地や空き家における雑草・放置物の適正な管理の促進 

⑥ 剪定枝等粉砕機や自走式草刈機等の貸出など、土地の適正な管理やチップの利活用

の推進、地域の環境保全に取り組む市民活動への支援 

 

③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●市のごみの排出や処理等の状況、不法投棄
の実態について関心を持ち、学び、知るよう
に努めましょう。 

●ごみの分別を徹底し、減量化や資源化に努
めましょう。 

●ごみや資源物は決められた日時や場所に出
すなど、ごみ収集や資源回収に努めましょ
う。 

●ごみステーションや資源回収拠点の適正利
用や管理に努めましょう。 

●地域の有価物集団回収に参加・協力しまし
ょう。 

●市や地域での環境美化活動に協力しましょ
う。 

●庭や所有地の雑草等の除去や樹木の剪定な
ど維持管理を行いましょう。 

●ごみのポイ捨て・不法投棄をさせないよう
住まい周辺の清掃など努めましょう。 

●ペットの飼育マナーを守りましょう。 

●事業活動に伴って生じる廃棄物の減量化と資
源化を積極的に進めましょう。また、廃棄物を
自らの責任において適正に処理しましょう。 

●事業所から排出される事業系ごみは、市の「事
業系ごみの処理方法」に基づき適正な処理に
協力しましょう。 

●ペットボトルや食品トレーなどの店頭回収を
推進しましょう。 

●従業員の不法投棄防止活動や環境美化活動へ
の参加を支援しましょう。 

●事業所周辺の清掃を進めましょう。また、市や
地域の環境美化活動に参加・協力しましょう。 

●事業所周辺や資材置き場などの雑草等の除去
や樹木の剪定など維持管理を行いましょう。 
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本市は、里地里山に囲まれ、生物の多様性や森林・水などの豊かな自然の恵み、農林

業の営みに支えられ、特徴的な歴史・文化が育まれ、自然と共生した快適で住みやすい

都市環境が創られてきました。 

こうした里地里山の自然環境が果たしている多面的な役割を再認識し、地域資源とし

て守り・育み・活用していくことにより、より良好な状態で未来に引き継いでいきま

す。 

 

基本施策Ⅲ-1 安全・安心で快適な生活環境の保全と創出 

里地里山の自然が有している水源かん養や大気・水等の浄化機能などを活かして

いくとともに、環境負荷の低減を図り、健全で良好な大気・水・土環境を守り・育

んでいきます。そのことにより、誰もが安全で安心して暮らせる快適な生活環境の

確保を図っていきます。 

基本施策Ⅲ-2 
自然・歴史・文化と共生した環境にやさしい 

まちづくりの推進 

里地里山の自然環境と世界遺産「富岡製糸場」や歴史・文化の保全と活用が一体

となったまちづくりを進め、自然や歴史・文化と生活・産業との関わりについて学

び・考え、環境負荷の少ない環境にやさしいまちの創出を図っていきます。 

 

取組指標 単位 現状値 
（年度） 

目標値 
（目標年度） 

一般環境大気測定局基準値超過日数 
（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

日 
０ 

（2018 年度）
０ 

（2031 年度）

市内水質調査地点の BOD 環境基準達成率 ％ 
35.7 

（2020 年度） 
80 

（2031 年度） 

生活排水処理率 ％ 
58.4 

（2020 年度） 
100 

（2031 年度） 

自動車騒音の環境基準達成率 ％ 
100 

（2018 年度） 
100 

（2031 年度） 

市民１人当たり公共交通利用回数 回 
9 

（2020 年度） 
 16（※） 

（2026 年度） 

森林の間伐面積 ha 
12 

（2019 年度  
50 

（2031 年度  

有害鳥獣捕獲頭数 
（イノシシ・ニホンジカ） 

頭 
イノシシ 226 

ニホンジカ 338 
（20２０年度） 

イノシシ 500 
ニホンジカ 500 

（2031 年度） 

※第２次富岡市総合計画における目標年度・目標値です。 

 

 

基本目標Ⅲ  

里地里山の恵みを守り・育み・活かす安全・安心で快適なまち 
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基本施策Ⅲ-1 安全・安心で快適な生活環境の保全と創出 
 

 

①環境の現状と課題等 
  大気環境は、光化学オキシダントを除く各物質とも環境基準を満たしています。 

  光化学オキシダントの原因物質に自動車排気ガスが含まれることから、本市において

も公共交通利用の充実や低燃費・低公害車の普及、自転車利用の推進など、地球温暖化対

策と一体となった自家用車に頼らないまちづくりが求められています。 

  市が調査を行っている公共用水域７地点の水質調査結果では、各地点のＢＯＤ（生物化

学的酸素要求量）は年により大きな変動があります。 

  市民のアンケート結果でも、市に力を入れて欲しい取組として、「川やため池の水質保

全」が第２位と高く、また、中学生アンケートでも「大気や河川・池の水をきれいにする」

が第 1 位となっており、水環境など良好な生活環境の確保が望まれています。 

  市では、水質汚濁の要因である生活排水対策として、公共下水道や農業集落排水処理施

設への接続の推進や合併処理浄化槽の普及を図っていますが、単独処理浄化槽やし尿汲

み取りなどの未処理世帯も多くあり、対策の普及と促進が課題となっています。 

  公害等取扱い件数のうち、典型７公害に特定されない雑草・樹木の繁茂、野焼きなど

「その他」の割合が増大しており、多様化する感覚公害などへの対応と未然防止対策が課

題となっています。 

  日常生活や事業活動において、さまざまな化学物質が使われており、その中には健康や

生態系に大きな影響をもたらす有害な化学物質もあり、適正な使用と環境への流出防止

等管理の徹底が求められています。また、2011 年の東日本大震災の原子力発電所事故に

より放出された放射性物質への対応をはじめ、今後、気候変動に伴う自然災害や熱中症な

どの健康被害が予測されるなど、環境面からのさまざまなリスクが増大しています。 

  市民アンケートでも、気候変動に伴う自然災害の多発、地球温暖化や有害物質による環

境汚染や健康への影響などのリスクに対する関心が特に高く、今後、こうした環境リスク

の回避や軽減を図り、市民の安全・安心の確保が求められてきています。 

 

②施策の展開 
  生活排水対策など環境汚染発生源対策を進め、大気・水・土環境をより良好で健全な状

態にしていくとともに、有害物質や気候変動に伴う影響など環境面からのリスクの回避・

軽減に努め、市民が安全・安心で快適に暮らせる生活環境を確保していきます。 
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Ⅲ-1-1 大気・水など、良好な生活環境の確保 

① 大気環境保全の推進、県の一般環境大気測定結果など大気環境の状況や光化学スモ

ッグ注意報・警報等の迅速な提供 

② 公共用水域の水質の監視や事業所からの排水の監視と指導など水環境保全の推進 

③ 公共下水道や農業集落排水への接続や、合併処理浄化槽への転換、浄化槽などの適

正な維持管理の促進など生活排水処理対策の推進 

④ 汚水処理施設の効率的な運用と改修・整備、下水道や処理汚泥等の資源・エネルギ

ー活用対策の推進 

⑤ 「富岡市水道水源保護条例」による水源の保全と確保、水源から蛇口までの水質管

理体制の強化、緊急時の水道水確保など、安全で安心して使用できる水道水の提供 

⑥ 日常生活での騒音・振動・悪臭等の発生抑制、野焼きの防止・啓発 

⑦ 事業活動に伴う汚染物質の環境への排出や騒音・振動・悪臭等発生の防止の促進 

⑧ 適切な森林・竹林の管理を行い、土砂災害・浸水被害などの自然災害防止の促進 

Ⅲ-1-2 環境リスクの軽減 

① ダイオキシン類やアスベストなど有害物質への適切な対応の推進 

② 県の土壌・地下水汚染状況調査等の情報の提供、汚染防止対策の普及促進 

③ 日常生活で利用されている有害物質情報の提供と適正な使用と管理の普及啓発 

④ 事業所等における有害化学物質の適正な管理とリスクマネジメントの促進 

⑤ 環境保全型農業の普及など、適正な農薬等の使用の推進 

⑥ 原子力発電所事故による放射線監視の継続と情報提供 

⑦ 極端な気象現象や健康被害などの気候変動の影響の回避・軽減対策の推進 

 

③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●水の大切さを理解し、節水や雨水の有効活
用など、水資源の保全に努めましょう。 

●水質保全に向け洗剤の適量と使用、食用油
や食べ残しを流さないように努めましょ

う。 

●下水道整備区域での下水道への接続と、整
備区域外では合併処理浄化槽を活用しまし
ょう。 

●自家用車の適切な維持管理、低燃費・低公害
車への乗り換えなど排気ガス対策や騒音防

止に努めましょう。 

●日常生活での騒音・振動・悪臭の発生防止対
策に努めましょう。また、野焼きはしないよ
うにしましょう。 

●身のまわりの有害物質に関心を持ち、適正

な利用と管理をしましょう。 

●気候変動による影響に関心を持ち、できる
ことから対策を進めましょう。 

●公害防止等に関する各種法令の排出基準等の
遵守や対策を行いましょう。 

●水資源を大切に使用し、節水や雨水・再生水の
活用、水源保全に努めましょう。 

●事業所からの排水対策を進め、河川・水路等の

水質保全を実施しましょう。 

●下水道整備区域での下水道への接続、整備区

域外での合併処理浄化槽を活用しましょう。 

●低燃費・低公害車の導入を進めましょう。 

●事業活動に伴う騒音・振動・悪臭の発生防止に
努めましょう。 

●有害物質の適正使用や流出防止など、各種法
令等を遵守しましょう。 

●事業活動と気候変動の影響との関わりにつ
いて検討と対策を進めましょう。 
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基本施策Ⅲ-2 自然・歴史・文化と共生した環境にやさしいまちづくりの推進 

 

①環境の現状と課題等 

（里地里山の自然環境） 
  里地里山の森林や水辺、生物多様性は、水源かん養や災害防止、ＣＯ2吸収や大気・水

環境の浄化、生物生息環境や食料、木材、エネルギー資源の供給、景観保全などのさまざ

まな役割を果たし、私たちに豊かな恵みをもたらしています。こうした恵みを持続的に享

受していくためには、自然のしくみを活かした活用を図りつつ、適切な保全と管理を図っ

ていくことが必要です。 

  近年、里地里山の利用が低下するとともに、所有者や境界が分からない森林の増加、農

林業の担い手不足などによる管理の低下が大きな課題となっています。 

  2019（平成 31）年３月に森林整備等に必要な地方財源の安定的確保に向け「森林環境

税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、市町村による森林の間伐や人材育成・担

い手の確保、木材利用の促進と普及啓発などの積極的な展開が求められています。 

  再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）の開始後、大規模な太陽光発電設備設

置の増加に伴い、自然環境や景観、生活環境へのさまざまな影響が顕在化してきました。

市では「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制

定し、適切な事業実施を事業者や土地所有者等に求めていくことにしました。 

  農林業従事者の高齢化や減少などに伴い農林地の荒廃化が進むなど、野生鳥獣の生息

環境が変化し、イノシシやニホンジカなどの鳥獣被害が増加しています。また、外来生物

の生息拡大や繁殖に伴う在来生物種の減少や良好な生態系の維持が脅かされています。 

  市民アンケートでは、特に関心が高い環境問題として、異常気象などの自然災害の多発

や空き地・空き家の増大、イノシシなどの鳥獣被害の増加、地球温暖化による環境や健康

への影響をあげています。また、市が力を入れるべき環境政策として、森林の保全・育成、

農用地の保全、川やため池の景観の保全と回復、公園の整備があげられるなど、里地里山

の環境の保全・再生による良好な居住環境の確保が求められています。 

（居住環境・都市環境） 
  地球温暖化や資源・エネルギー問題などが深刻化する中、再生可能エネルギーの活用

や資源・エネルギーが効率的に利用できるコンパクトなまちづくりが求められています。

また、地域内移動や日常生活・事業活動における脱炭素化、資源循環を一層進め、安全で

安心して、快適に暮らし続けられる環境にやさしいまちづくりを進めていく必要があり

ます。 

  本市では、産業部門や運輸部門からの温室効果ガス排出割合が高く、家庭や業務部門で

の削減と併せて、自動車利用に伴う温室効果ガス排出削減が課題となっています。また、

今後、高齢化が進展する中で利便性の高い公共交通体系の充実が求められています。 
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  脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）の実現に向け、住宅や建物のゼロエネルギー化を図

っていくとともに、水辺環境や緑地・公園等の整備管理などにより、気候変動に伴う影響

や市街地の高温化の緩和など、オープンスペースとしての機能向上を総合的に図ってい

くことが求められています。 

（歴史・文化） 
  本市には、恵み豊かな里地里山や先人たちの知恵に育まれた歴史・文化遺産などの多く

の地域資源が引き継がれてきています。富岡製糸場の世界遺産登録を機に、多くの観光客

が訪れるようになり、各地の歴史・文化とのふれあいも増大しています。 

  身近な自然環境や歴史・文化とふれあうことにより、地域の自然環境と暮らし・産業と

の関わりなどについて学ぶことができ、新たな時代に向けた環境都市のあり方を考える

貴重な財産ともなっています。こうした歴史・文化とそれを支える自然環境との一体的な

保全と活用を図り、次世代に継承していくとともに、環境学習の推進や観光等産業の振興

に努めていくことが求められています。 

  脱炭素・資源循環型の環境にやさしいまちづくりを進めていく上で、観光などで本市を

訪れる人々の本市の環境に対する理解と協力が不可欠です。このため、観光情報と一体的

に地域環境の保全等に関する情報を発信し、共有化を図っていく必要があります。 

 

②施策の展開 
  農林地の保全と整備、適切な活用を進め、里地里山が有する豊かな恵みを守り・育み、

自然と共生した環境にやさしいまちづくりを図ります。 

  里地里山の豊かな自然や多面的機能（生態系サービス）の保全と向上に努め、気候変動

の影響の回避・緩和、自然災害や環境汚染の防止を図っていきます。また、自然とのふれ

あいが楽しめ、誰もが安全で安心して暮らせる快適なまちづくりに努めます。 

  気候変動の緩和と適応など、脱炭素・循環型社会の形成に配慮した環境にやさしいま

ちづくりに向けて、森林や公園・緑地、交通体系や都市機能の整備などを進め、再生可能

エネルギー活用や省資源・省エネルギー型のまちづくりを進めます。 

  富岡製糸場に調和したまちなか景観の形成や文化財等の歴史・文化の保存など、市民

共有の財産としての適切な継承と活用に努めます。また、地域の自然や歴史・伝統・文化

資源など地域資源が市民の学びや交流活動に活用されるまちづくりを進めます。 

 

 

Ⅲ-2-1 里地里山の保全と活用 

① 生物多様性の保全と生態系サービス、農業や農地が環境保全等に果たしている役

割への理解の増進 

② 森林環境譲与税やぐんま緑の県民税事業の活用による林業担い手の育成や森林管

理・森林資源の有効活用の推進、里地里山の環境保全活動支援など、適切な森林整

備や維持管理と公益的機能の保全と向上 

③ 中山間地域等直接支払交付金の活用による良好な営農環境の保全と農地・農業の

多面的機能の向上 
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④ 農用地の保全と整備、優良農地の創出、遊休農地の利用促進と管理の促進など、ま

とまりある農用地の保全と確保 

⑤ 環境保全型農業直接支払交付金の活用により、化学肥料・化学合成農薬を一定以

上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い

営農活動の促進 

⑥ 水辺の自然環境の保全・再生による健全な水循環や生物多様性の保全、治水・地下

水かん養等の多面的機能の向上、水辺の景観保全と親水性の確保 

⑦ 特定外来生物や外来生物に係る情報の発信、対策への理解増進と生息拡大防止 

⑧ 地域ぐるみの鳥獣被害防除体制の確立、群馬県鳥獣保護管理事業計画、富岡市鳥

獣被害防止計画に基づく人材の育成・新たな手法確立、有害鳥獣の計画的捕獲の

推進 

Ⅲ-2-2 環境にやさしいまちづくりの推進 

① 公園や緑地等の整備充実など、公園緑地等が果たしている環境保全や防災・気象

緩和、憩いや自然とのふれあい、レクリエーション・文化活動・交流の場としての

役割の確保と適正な管理の推進 

② 地域特性に応じた公共施設の適正配置、再生可能エネルギー活用と自立分散型エ

ネルギーシステムの構築など、環境負荷の少ないコンパクトで自立型のまちづく

りの推進 

③ 住宅や建物の省エネルギー対策の促進、再生可能エネルギーやエネルギーマネジ

メントシステムを活用したＺＥＨ18やＺＥＢの普及促進 

④ 富岡市版ＭａａＳ構築やパークアンドライド19の推進、上信電鉄や乗合タクシーの

利用環境の向上など、自家用車に頼らない公共交通ネットワークの確保 

⑤ ＥＶ等次世代自動車の普及促進による環境負荷の低減 

⑥ 空き地・空き家等の利活用の推進や適正管理の指導 

⑦ 気候変動への適応に向け、極端な気象現象による自然災害対策の推進、公園緑地

など適切なオープンスペースの確保と活用 

Ⅲ-3-3 景観・歴史・文化の保全 

① 富岡製糸場や妙義山など、豊かな自然や景観、歴史的・文化的遺産の保護と継承、

地域の自然環境と歴史・文化の一体的な保全と調和に配慮したまちなみづくりの

推進 

② ふるさと歴史ウォーク20や観光客・市民が安全・安心に回遊できる歩道整備など、

地域の自然や歴史・文化、まちなみなどの地域資源を活かしたまち歩きや自転車

利用が楽しめ、自動車に頼らない環境負荷の少ないまちづくりの推進 

 

  

                                        
18 ＺＥＨ（ぜっち）・ＺＥＢ（ぜぶ）とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Net Zero Energy House）、ネット・

ゼロ・エネルギー・ビルディング（Net Zero Energy Building）をそれぞれ略したもので、建物の断熱性・省エネ性能を上

げ、太陽光発電等でエネルギーを作ることにより、年間に消費する正味のエネルギーを概ねゼロにすることです。 
19 パークアンドライド（ Park and Ride ）とは、都市中心部の目的地まで直接自動車で乗り入れるのではなく、近郊の駐

車場や最寄り駅へ自動車で行き、駐車した後、そこから公共交通機関を利用して目的地へ行くことです。 
20 ふるさと歴史ウォークとは、市内にある身近な文化財を歩き訪ねて、文化財愛護の普及と活用を図り、地域の歴史や文化

財への理解を深めていただくことを目的とするイベントです。 
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③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●生物多様性や里地里山が生活や産業に果た

す役割（森林の公益的機能、農業や農地の多

面的機能、生態系サービス）について学び、

理解しましょう。 

●地元農産物や木材等の積極的な活用など、

地産地消を進め、森林や農地の整備と管理

に資するようにしましょう。 

●適切な農地の集積・集約や土地の適正管理

に努め、地域の環境保全に協力しましょう。 

●身近な公園や緑地、道路、水辺などを大切に

使い、守り・育て、管理するなど、清掃や環

境美化に協力しましょう。 

●住宅のゼロエネルギー化や省エネルギー対

策を進めましょう。  

●空き地や空き家の利活用に協力するととも

に、適切な管理を進めましょう。  

●公共交通機関の役割を理解し、積極的に利

用しましょう。 

●まち歩きや自転車利用を楽しむなど、自家

用車に頼らないライフスタイルづくりを進

めましょう。 

●地域の自然や歴史・文化、景観について学

び、理解を深め、良好な景観のまちづくりに

協力しましょう。 

●生物多様性や里地里山が生活や産業に果た

す役割（森林の公益的機能、農業や農地の多

面的機能、生態系サービス）について学び、

理解しましょう。 

●地元農産物や木材等の積極的な事業への活

用など、地産地消を進め、森林や農地の整備

と管理の推進に協力しましょう。 

●適切な農地の集積・集約や土地の適正管理

に努め、地域の環境保全に協力しましょう。 

●事業所周辺の公園や緑地、道路、水辺などの

環境美化・清掃活動を進めましょう。また地

域や市民等の活動に協力しましょう。 

●事業所等のゼロエネルギー化や省エネルギ

ー対策を推進しましょう。  

●空き地や空き家の利活用に協力するととも

に、適切な維持管理を進めましょう。  

●公共交通機関の役割を理解し、積極的な利

用や従業員への通勤等への利用を励行しま

しょう。 

●近距離の営業等は徒歩や自転車活用を進め

ましょう。 

●地域の自然や歴史・文化、景観について学

び、理解を深め、良好な景観のまちづくりに

協力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

妙義山と棚田 
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地域の自然や歴史・文化などの地域資源や人々とのとのふれあいを楽しみつつ、環境に

ついて学び、環境問題との関わりについて考え、自ら環境保全等に向けた行動や活動に取

り組めるよう、環境教育・環境学習の機会を充実させます。 

また、市内で環境保全活動を行っている団体や市民・事業者・市の環境交流を高め、協

働により地域の環境保全等に取り組む社会の構築を図っていきます。 

 

基本施策Ⅳ-1 環境に学び、環境を守り・育み・活動する人材の育成 

地域の自然や歴史・文化とのふれあいや体験学習などの環境教育・環境学習機会

の充実や環境情報の提供を進め、環境保全等に向けた取組や環境配慮行動の実践を

支援していきます。 

基本施策Ⅳ-2 

市内で環境保全活動を行っている団体や市民・事業者・市、市を訪れた人々との

環境交流機会を充実させ、市民等の環境保全活動の輪を育み、活動を支援していき

ます。 

 

取組指標 単位 現状値 
（年度） 

目標値 
（目標年度） 

環境学習会・ワークショップなどの開
催回数 

回 
３ ７ 

（2031 年度）

※2020・2021 年度はコロナ禍で開催できなかったため、2019 年度を現状値とします。 

 

基本目標Ⅳ  

富岡の環境を楽しみ・活かす市民の環 
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基本施策Ⅳ-1 環境に学び、環境を守り・育み・活動する人材の育成 
 

 

①環境の現状と課題等 
  地球温暖化や気候変動の影響、プラスチックごみによる海洋汚染、食品ロス問題など、

今日の複雑・多様化、広域化している環境問題についての情報や課題を共有し、課題解決

に向けて、市民・事業者自らのライフスタイルや事業方針を見直していくことが求められ

ています。 

  本市は、豊かな里地里山の自然や歴史・文化、先人の知恵、特色ある環境を活かした観

光や産業、地産地消への取組など、多彩な地域資源に恵まれています。こうした恵み豊か

な地域資源とのふれあいを楽しみながら、地域の環境について学び・知り、考え、環境保

全に向けた行動が実践できる機会を充実していく必要があります。 

 

②施策の展開 
  地域の環境資源や環境の現状、環境問題や環境保全への取組に関する情報の提供や発

信に努めていくとともに、子どもから大人まで、世代を超えた環境教育・環境学習機会の

充実を図っていきます。 

  市民・事業者の環境配慮や環境保全活動に関する情報や事例の提供など、市民・事業者

が自主的に環境配慮や環境保全活動に取り組めるよう支援していきます。 

 

Ⅳ-1-1 環境情報の共有・環境学習の推進 

① 環境基本計画の進捗状況や環境の現状等に関する情報の公表、市民等の環境配慮や

環境保全活動等についての情報の発信 

② 環境学習や環境教育に資する環境情報の充実・提供 

③ 地域の人や文化、自然とのふれあい・体験を通して学べる環境教育・環境学習や学

習成果の発表機会の充実 

④ 学校での環境教育・体験学習を指導・補佐する人材の派遣、環境出前講座の推進 

⑤ 環境ポスターや標語の募集、地域環境の魅力発見などの推進 

Ⅳ-1-2 環境行動の普及・促進 

① 環境問題や課題の共有化による環境配慮や環境保全行動の普及促進 

② 脱炭素・循環型社会に向けた環境行動に係る情報の発信・提供、市民・事業者の環

境配慮や環境保全行動への支援 

③ 市民等の環境配慮・環境保全行動の事例の収集と提供、事業者や行政の環境保全へ

の取組内容の紹介 
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③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●地域の自然や歴史・文化、暮らしや産業につ

いて関心を持ち、学び、環境づくりのあり方

や自ら実践できる環境保全の取組を考えま

しょう。 

●学校の環境教育・環境学習と家庭や地域と

連携した取組に協力しましょう。  

●子ども達が地域について学び、体験する取

組に協力しましょう。 

●節電などの省エネルギー対策など、COOL 

CHOICE を踏まえ、脱炭素・循環型社会に

向けた賢い選択を進めましょう。 

●地域の自然や歴史・文化、暮らしや産業につい

て関心を持ち、事業活動との関わりを考え、事

業活動に活かしましょう。 

●従業員の環境教育・環境学習を進めましょう。 

●学校や地域、市、市民が行う環境教育・環境学

習や環境保全活動に協力しましょう。 

●省エネルギー対策など COOL CHOICE を踏

まえ、事業活動における脱炭素・循環型社会に

向けた賢い選択を進めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

丹生湖ひまわり畑 
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基本施策Ⅳ-2 富岡の環境資源を守り・育み・活用する市民の環を育む 
 

 

①環境の現状と課題等 
  地球温暖化をはじめ、プラスチックごみによる海洋汚染や食品ロス、生物多様性の減少

などのさまざまな環境問題は、今日の私たちの日常生活や事業活動に伴うエネルギーや

資源の大量消費・大量廃棄などの社会構造が大きな原因となっています。このため、自然

との共生や脱炭素・循環型社会の構築にあたっては、市の取組だけでは実現が困難で、市

民・事業者の行動と協力が不可欠です。 

  市民・事業者や本市を訪れた人々が、本市の恵み豊かな環境とのふれあいを楽しみなが

ら環境について一緒に学び・知り、考え、そして一緒に環境保全等に向けた活動ができる

機会の充実が求められています。 

  人口減少や少子高齢化の進展、ライフスタイル等の多様化に伴い、地域の環境保全活動

等の担い手が減少し、地域コミュニティも変化しています。このため、環境保全等に向け

て、地域を越えた幅広い分野の人々との連携や協力が必要になっています。 

 

②施策の展開 
  市民・事業者・市が、本市を訪れた人々とも一緒に環境について考え、話し合い、環境

保全活動等を実践する交流機会の充実に努めます。 

  市民・事業者の環境保全活動の推進と支援に努めます。また、本市には環境に関連する

高度な知識や豊富な経験を持つ人々や団体等が数多く活動しています。それぞれの交流

機会を増やし、活動の輪を広げていくとともに、活動を支援していきます。 

  こうした取組を進め、市民・事業者・市が相互に連携・協力しあい、環境保全活動が進

められる環境都市の実現を目指します。 
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Ⅳ-2-1 環境交流の推進、交流機会の充実 

① 自然観察会や体験学習、環境美化活動など、さまざまな環境イベントの開催や環境

保全団体の活動支援の推進 

② 環境保全活動拠点の充実や環境交流の場の提供 

③ 環境に関連する高度な知識や豊富な経験を持つ人々や団体等の活動情報の収集と

発信 

Ⅳ-2-2 環境保全活動の推進と連携の促進 

① 市民・事業者の自然観察会や体験学習、環境美化活動など環境イベントへの参加の

促進 

② 環境保全活動団体の活動支援と環境保全等に関連する各分野の団体との連携促進 

③ 市民・事業者・環境保全活動団体のネットワークづくりの推進 

④ 市民の自主的な美化活動の輪を広げるため、環境美化推進員の活動の活性化 

⑤ 市民・事業者による公園・緑地、街路樹や花壇等の管理の支援 

 

③市民・事業者の取組の方向 
市民 事業者 

●身近な地域における環境問題や課題に関心
を持ち、解決のために自分にできることを

考え、行動しましょう。  

●地域づくりや市⺠協働に関する情報を積極

的に⼊手し、理解を深めましょう。 

●環境保全活動に関わるさまざまな人々や団

体の活動について理解を深めましょう。 

●環境問題や環境保全活動に係る出会いや交

流の場を創出する取組に協力しましょう。  

●市や地域、環境保全活動団体などが進める

環境イベントに参加し、一緒に活動を進め

ましょう。 

●事業所周辺や事業活動に係る地域の環境問題

や課題に関心を持ちます。また、地域の環境保

全活動への理解を深め、積極的に環境保全活

動を進めましょう。 

●従業員の環境保全活動等への参加に協力し、

活動を支援しましょう。 

●市や地域、環境保全活動団体が進める環境保

全活動等に、事業所が有する知識や技術を活

かし、活動を支援しましょう。 
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資料編 
１ 富岡市環境基本条例（平成 18 年３月 27 日条例第 116 号） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明

らかにするとともに、この緑豊かな自然環境に恵まれた鏑の地において、近代産業の発祥に寄与した先人の英知

を生かしつつ、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保する

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。 

(１) 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。 

(２) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、

水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密

接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係

る被害が生ずることをいう。 

(３) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の

種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、

人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 良好な環境の保全及び創造は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来

の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。 

２ 良好な環境の保全及び創造は、すべての者ができる限り環境への負荷を低減する行動を行うことにより、積極的

に推進されなければならない。 

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることにかんがみ、日常生活、事業活動その他

の人の活動において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関する基

本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び

自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に

係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、

その活動において再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努めなければなら

ない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低

減その他良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する

施策に協力する責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において、資源やエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等により、

環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保

全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

第２章 基本施策等 

第１節 基本方針 

（基本方針） 
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第７条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲

げる事項を基本方針とし、環境の保全に関する各種施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に推進するも

のとする。 

(１) 公害の防止その他人の健康や生活環境に被害を及ぼす環境保全上の支障を防止し、市民が安心できる良好

な生活環境を確保すること。 

(２) 地域の歴史的・文化的な環境の保全、身近な自然環境を生かした良好な景観の形成・整備を推進し、快適な

生活環境を創造すること。 

(３) 生物の生態系の確保、野生生物の種の保存等生物の多様性を確保するとともに、緑地、水辺等における多

様な自然環境の保全を図り、自然と人との共生を確保する。 

(４) 資源、エネルギーの合理的かつ循環的な利用の促進、廃棄物の発生の抑制及び適正な処理など、環境への

負荷の少ない循環型社会を構築すること。 

(５) 地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等地球環境問題に対する市民等の自発的な学習を啓発し、環境の

保全に関する施策への積極的な参加と実践活動を促し、地球環境の保全に貢献すること。 

第２節 環境基本計画 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、富岡市環境基

本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

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。 

(１) 良好な環境の保全及び創造に関する目標 

(２) 前号に掲げるもののほか、良好な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 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ富岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

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。 

第３節 基本的施策 

（規制的措置） 

第９条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがあ

る行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市は環境保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（経済的措置） 

第 10 条 市は、事業者及び市民が環境への負荷の低減のための施設の整備その他適切な措置を自らとるよう誘導

するため、必要かつ適正な経済的措置を講ずるよう努めるものとする。 

（公共的施設の整備） 

第 11 条 市は、下水道、廃棄物の処理施設、公園、緑地その他環境の保全に資する公共的施設の整備を推進する

ため、必要な措置を講ずるものとする。 

（資源の循環的な利用の促進） 

第 12 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民が行う資源の循環的な利用、エネルギーの有効

利用並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境教育及び環境学習） 

第 13 条 市は、環境教育及び環境学習の振興並びに環境に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が良好

な環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を

行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

（自発的な活動の推進） 

第 14 条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が自発的に行う緑

化活動、再生資源に係る回収活動その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう、必要な

措置を講ずるものとする。 

（環境情報の提供） 

第 15 条 市は、環境教育及び環境学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関

する活動の促進のため、環境の状況その他良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を整備し、適切に提

供するよう努めるものとする。 

（調査の実施） 
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第 16 条 市は、環境の状況把握、環境の変化による影響の予測に関する調査その他の良好な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。 

（監視体制の整備） 

第 17 条 市は、環境の状況を把握し、良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監

視、測定、調査等の体制の整備に努めるものとする。 

（地球環境保全の推進） 

第 18 条 市は、国、他の地方公共団体その他の関係機関と協力して地球環境の保全に関する施策を推進するととも

に、良好な環境の保全及び創造に関する情報の提供等により、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努め

るものとする。 

第４節 推進体制の整備 

（推進体制の整備） 

第 19 条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な体制を整備

するものとする。 

（関係行政機関等との協力） 

第 20 条 市は、良好な環境の保全及び創造を図るため、広域的な取組を必要とされる施策については、国、他の地

方公共団体その他の関係機関と協力してその推進に努めるものとする。 

第３章 富岡市環境審議会 

（設置） 

第 21 条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、富岡市環境審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて調査審議をするほか、良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項について、

市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第 22 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 産業団体を代表する者 

（委員の任期） 

第 23 条 委員の任期は、２年とし、再任は、妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 24 条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 25 条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（専門委員） 

第 26 条 審議会は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（庶務） 

第 27 条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において行う。 

一部改正〔平成 20 年条例６号・22 年６号・23 年８号・27 年６号〕 

第４章 雑則 

（委任） 

第 28 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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2 環境審議会委員名簿 

順不同、敬称略 

（令和２年 10 月１日から令和４年９月 30 日まで） 

 役 職 名 等 氏  名 備  考 

知
識
経
験
を
有
す
る
者 

富岡市甘楽郡医師会 肥留川 仁 志  

群馬県西部環境森林事務所 

副所長 
神 戸 洋 起  

富岡市区長会 理事 福 澤 一 夫  

富岡市婦人会 能 重 み ち  

富岡市食生活改善推進 

協議会 会計 
黛  敦 子 副 会 長 

群馬県環境アドバイザー 

富岡地域ブロック 
市 川 鶴 男  

群馬県環境アドバイザー 

富岡地域ブロック 
髙 橋 美枝子  

産
業
団
体
を
代
表
す
る
者 

富岡地域産業公害防止 

環境保全協議会会長 
西 村  昇 会  長 

富岡地域産業公害防止 

環境保全協議会副会長 
湯 川 嘉 昭  

甘楽富岡農業協同組合 

理事 
今 井 善 圓  

甘楽富岡農業協同組合 

女性会会長 
入 山 ひとみ  

富岡商工会議所 

女性会会長 
野 口 邦 子  
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３ 用語解説 
数字・アルファベット 

■ISO14001（あいえすおー14001） 
ISO(International Organization for Standardization)国

際標準化機構が定めた地球環境の保全に関する
環境マネジメントシステムの国際規格です。 

■SDGｓ（えすでぃーじーず） 
Sustainable Development Goals の略で、す

べての人々にとってよりよい、より持続可能な未
来を築くために、誰一人置き去りにしないを理念
に、2030 年までに達成すべき目標として、17
のゴールと 169 のターゲットから構成されてい
ます。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、
平和と公正など、国際社会が直面するグローバル
な諸課題の解決を目指しています。 

 
あ行 

■アスベスト（あすべすと） 
蛇紋石または角閃石の非常に細い繊維状のも

のをいいます。耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性等
に優れるため、工業用品から日用品まで広く使用
されてきました。多量に吸入すると、肺がんや悪
性中皮腫等を引き起こすことが知られています。 

■一般廃棄物（いっぱんはいきぶつ） 
家庭から生じた廃棄物と、事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいい
ます。 

■ウォームビズ（うぉーむびず） 
  クールビズの秋冬版（11～３月）。室温を

20℃に設定しても快適に過ごせる工夫をした服
装・ライフスタイルのことです。 

■エコアクション 21（えこあくしょん 21） 
広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、

「環境への取組を効果的に行うシステムを構築・
運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結
果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法
として、環境省が策定したエコアクション 21 
ガイドラインに基づく、事業者のための認証・登
録制度をいいます。 

■エコドライブ（えこどらいぶ） 
  環境に配慮した自動車の運転方法。アイドリ

ングをしない、燃費を把握する、ゆっくり加
速、不要な荷物はおろす、走行の妨げとなる迷
惑駐車をしない、ゆとりをもった車間距離な
ど。環境負荷軽減を目的とし、環境省が推奨し
ています。 

■エネルギー起源ＣＯ2 
（えねるぎーきげんしーおーつー） 

化石燃料の燃焼で発生・排出される二酸化炭素
のことです。温室効果ガスのＣＯ2 には廃棄物焼
却等に伴う非エネルギー起源ＣＯ2 があります。 

■温室効果ガス（おんしつこうかがす） 
地表面から放出される赤外線を吸収する微量

物質のことをいいます。温室効果ガスが、本来、
宇宙空間に逃げる太陽の熱を地表面に戻すこと

により、地球の気温が上昇する現象を温室効果と
いいます。 

温室効果ガスには、二酸化炭素(CO2)、メタン
(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカ
ーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類
(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素（NF3）
が代表的な物質として挙げられます。 

 
か行 

■外来種（がいらいしゅ） 
生物学の用語としては、人為に限らず何らかの

理由で対象とする地域や個体群の中に外部から
入り込んだ個体の種を指しますが、一般的には
「移入種」と同義語で人為的に自然分布域の外か
ら持ち込まれた種をいいます。 

■環境基準（かんきょうきじゅん） 
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、人の健康を保護し、
生活環境を保全する上で維持することが望まし
い基準として、環境基本法に基づき定められてい
るものをいいます。 

■環境 GS（かんきょうぐんますたんだーど） 
群馬県内の事業者が温室効果ガスを継続的に

削減するための計画（Plan）を立て、実行（Do）、
点検（Check)、見直し（Action)を行う体制、い
わゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、
これを群馬県が認定し、公表する制度です。 

■環境への負荷（かんきょうへのふか） 
人が環境に与える負担のことをいいます。単独

では環境への悪影響を及ぼしませんが、集積する
ことで悪影響を及ぼすものを含みます。 

環境基本法では、「人の活動により環境に加え
られる影響であって、環境の保全上支障の原因と
なるおそれのあるものをいう。」と定義されてい
ます。 

■環境マネジメントシステム 
（かんきょうまねじめんとしすてむ） 

組織が自主的に環境保全に関する取組を進め
るにあたり、環境に関する方針や目標等を自ら設
定し、個々の部門が計画（Plan）を立てて実行（Do）
し、点検評価（Check）、見直し（Act）を行う
しくみ（PDCA サイクル）のことをいいます。こ
れらを繰り返し行い、目標の達成を目指します。 

■間伐（かんばつざい） 
山林の発育を助けるため立木密度が少なくな

るよう伐採することです。 
■クールビズ（くーるびず） 

夏（5～9 月）の冷房を 28 度に設定しても過
ごせる服装・ライフスタイルのことで、環境省が
推奨しています。 
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■グリーン購入（ぐりーんこうにゅう） 
製品やサービスを購入する際に、環境に考慮し

て、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだ
け少ないものを選んで購入することをいいます。 

■公害（こうがい） 
環境基本法では、「事業活動その他の人の活動

に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水
質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が
悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振
動、地盤の沈下（鉱物の採取のための土地の掘削
によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健
康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」
と定義しています。この７つの公害を通常「典型
７公害」と呼んでいます。 

■公共用水域（こうきょうようすいいき） 
水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿

岸、海岸その他公共の用に供される水域及びこれ
に接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公
共の用に供される水路（下水道法に規定する公共
下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設
置しているもの（その流域下水道に接続する公共
下水道を含む。）を除く。）をいう。」と定義さ
れています。処理場のない下水道は公共用水域と
なります。 

 
さ行 

■再生可能エネルギー 
（さいせいかのうえねるぎー） 

「エネルギー源として永続的に利用すること
ができると認められるもの」として、太陽光、風
力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自
然界に存する熱、バイオマスが規定されています。 

■里地里山（さとちさとやま） 
人間の集落や田畑、溜池、雑木林などからなる

低山地や丘陵地のこと。古くから生活の糧を得る
場として管理されてきました。近年は多様な生物
の宝庫としても重要視されています。 

■持続可能な社会（じぞくかのうなしゃかい） 
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育

の推進に関する法律では「健全で恵み豊かな環境
を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済
の発展を図りながら持続的に発展することがで
きる社会」としています。 

■循環型社会（じゅんかんがたしゃかい） 
環境への負担の低減を図るために、資源やエネ

ルギーの循環利用に配慮したシステムをもつ社
会をいいます。例えば生ごみの堆肥化、古紙や缶
のリサイクルなど資源の循環のしくみや設備を
備えたり、大気の循環を促す風の通り道や緑地の
配置に配慮した都市構造をもつ社会をいいます。 

■浄化槽（じょうかそう） 
し尿及び雑排水を微生物の働きなどを利用し

て浄化する装置のことをいいます。浄化槽には、
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿
と雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」と
があり、現在単独処理浄化槽の設置は認められて
ないため、通常「浄化槽」というと合併処理浄化

槽の こ と をさ し ま す。 浄化 槽 の 処理 水 質は 
BOD20mg/L 以下と下水道並みです。 

■水源かん養（すいげんかんよう） 
雨水を土壌に浸透させ、保水すること。水源か

ん養林は、雨水を土壌に吸収して水源を確保する
とともに、水流が一時に河川に集注して洪水を起
こすことを防ぐ機能を持ち、一般的に保安林とし
て指定されます。 

■生活排水（せいかつはいすい） 
し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗た

く、風呂などからの排水をいいます。 
■生態系（せいたいけい） 

食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそ
れを取り巻く無機的環境の間の相互関係を総合
的にとらえた生物社会のまとまりを示す概念の
ことをいいます。 

 
た行 

■ダイオキシン類（だいおきしんるい） 
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDDs）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDEs）、及びコプラ
ナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総
称のことです。通常、環境中に極微量に存在する
有害な物質です。人の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがある物質であることから、平成 
12（2000）年 １月「ダイオキシン類対策特別
措置法」が施行され、廃棄物焼却炉などからの排
出抑制が行われています。 

■地産地消（ちさんちしょう） 
地元生産、地元消費の略語で、地元で生産され

たものを地元で消費するということです。地域の
農業と関連産業の活性化により、農地及び森林の
保全が期待されます。また、輸送による二酸化炭
素の排出も減らすことができます。 

■低公害車（ていこうがいしゃ） 
従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、排

出ガス中の汚染物質の量や騒音が大幅に少ない
自動車のことを指し、電気自動車、メタノール自
動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車、クリー
ンディーゼル車、燃料電池車などをいいます。 

 
な行 

■二酸化窒素（ＮＯ2 にさんかちっそ） 
窒素の酸化物で代表的な大気汚染物質です。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
程などがあります。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
酸化されます。人の健康への影響については、二
酸化窒素濃度とせき・たんの有症率との関連や、
高濃度では急性呼吸器疾患罹患率の増加などが
知られています。 

■農業集落排水 
（のうぎょうしゅうらくはいすい） 

集落の散在する農村に適した汚水処理システ
ムとして、おおむね 1,000 人以下の規模で実施
される、いわゆる農村下水道のことをいいます。 



62 

 
は行 

■バイオマス（ばいおます） 
木材、海草、生ごみ、紙、ふん尿等の再生可能

な生物由来の有機性資源のことで、化石資源を除
いたものです。 

■浮遊粒子状物質 
（ふゆうりゅうしじょうぶっしつ） 

物の破砕や選別、土砂の巻き上げ、燃料の燃焼
過程などで発生する大気中に浮遊している粒径
10 ミクロン以下の微細な粒子をいいます。 

Suspended particulate matter の 略称 で 
SPM ともいいます。 

 
や行 

■有害化学物質（ゆうがいかがくぶっしつ） 
人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れ

のある物質。人間の諸活動から発生する有害な化
学物質は非常に種類が多く、例えば、カドミウム
及びその化合物、水銀、六価クロム、人体への影
響が心配されている環境ホルモン、化石燃料によ
る二酸化窒素、二酸化硫黄など多種多様です。 
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