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はじめに
地球温暖化とは、二酸化炭素（CO2）などの熱を吸収する性質を持つ温室効果ガスが、石炭や
石油などの化石燃料を生活や経済活動などに利用することに伴い増加する一方で、森林の破壊等
に伴って温室効果ガスの吸収量が減少することにより、大気中の温室効果ガスの濃度が高まり、
地球の気温が上昇する現象である。
今後、地球温暖化の程度が増大すると、気候変動により、自然及び人間社会に深刻で広範囲に
わたる不可逆的な影響が生じる可能性が高まるとされている。
気候変動はすでに観測されており、陸域と海上を合わせた世界の平均地上気温は、18 80年～
2 012年の期間に0. 8 5℃上昇し、大気や海洋の温暖化、雪氷の量の減少、海面水位の上昇、海洋
酸性化等、世界中で広範囲にわたる影響を及ぼしている。
川崎市における地球温暖化対策は、1998年に「川崎市の地球温暖化防止への挑戦～地球環境
保全のための行動計画～」を策定したことを皮切りに、2 0 09年の川崎市地球温暖化対策の推進
に関する条例の制定や2010年の「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の策定、また関連方針の
策定などにより、取組を充実させ、推進してきた。とりわけ、全国的には温室効果ガス排出量が増加
基調にある中で、1990年度比で2015年度の温室効果ガス排出量は16.8%の削減となるなど、着実
な成果を上げてきた。
こうした中、2015年12月に、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国
会議（COP21）において、京都議定書に代わる2 02 0 年以降の国際的な温暖 化対策の枠組みと
して「パリ協定」が採択され、我が国においても、2 016年5月に2 030年度における温 室効果ガス
排出量の削減目標を掲げた地球温暖化対策計画が閣議決定されるなど、地球温暖化対策に係る
国内外の環境が大きく変化してきている。
川崎市では、これらの環境の変化を踏まえながら、低炭素社会の実現に向け、これまで以上に
地球温暖化対策を推進していくため、2 018年3月に「川崎市地球温暖化対策推進 基本計画」を
改定した。
この「川崎市地球温暖化対策推進実施計画」は、状況変化に即した実効性のある計画として、
基本計画に基づく地球温暖化対策等を推進するために策定するものである。
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第1章 川崎市地球温暖化対策推進計画の基本的事項
1 川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要
川崎市地球温暖化対策推進計画は、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（以下「条例」という。）
に基づき、川崎市地球温暖化対策推進基本計画（以下「基本計画」という。
）と川崎市地球温暖化対策
推進実施計画（以下「実施計画」という。）の 2 部構成としている。
基本計画は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めるため、市民生活や事業活動における温室
効果ガス排出量の削減を行う「緩和策」
、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対する
「適応策」を対象とし、計画期間や目標、施策の基本的方向を定めている。

（1）基本理念

マルチベネフィットの地球温暖化対策等により低炭素社会を構築
基本計画では、地球温暖化対策等が経済・社会的側面にも関わるまちづくりの諸課題の解決に資
することを踏まえ、地球温暖化対策等によって得られる「多様な便益（= マルチベネフィット）」に
着眼することを基本理念としている。これは、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取
り組むという SDGs（※）の考え方にも沿うものである。
※ SDGs（Sustainable Development Goals）… 持続可能な開発目標

〜マルチベネフィットの例〜
○優れた環境技術、ライフスタイルの多様化に対応する低炭素型のサービスなどを市民生活
に活用していくことで、少子高齢化社会においても、誰もが暮らしやすい生活環境の実現へ
○再生可能エネルギー導入やICT活用などのエネルギー最適利用により、災害時における安
全・安心、市民生活の利便性や質の向上へ
○川崎の特徴と強みである環境技術・環境産業の集積を活かし、川崎の発展を支える産業の
振興や国際競争力の強化、さらには国際貢献へ
○水素エネルギーの積極的な導入と利活用により、｢未来型環境・産業都市｣の実現へ
○川崎市の実情や特性等に応じた気候変動適応策に取り組んでいくことにより、市民が健康で
快適に暮らし続けることができるまちづくりへ
○各主体の連携・協働により、普及啓発や環境教育・環境学習を広めていく活動を通じて、
地域の活動の活発化や地域コミュニティの活性化へ
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（2）基本方針
基本計画では、基本理念を踏まえた基本方針として、次の 5 つを挙げている。


Ǣ ภܴјௐǬǹЈƷЪถǛᡶǊǔ
ྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶƴƸŴࡽƖዓƖŴࠊൟɟʴƻƱǓƷႾǨȍᘍѣƳƲؾᣐॾȩǤȕ
ǹǿǤȫǁƷ᠃੭Ŵ˯໗እƷȓǸȍǹǹǿǤȫƷನሰŴϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷݰλƳƲƷܱ
ោᘍѣǛბܱƴਖ਼ᡶƢǔ࣏ᙲƕƋǔŵǇƨŴƜƏƠƨӕኵƴǑǓဃƷឋȷࣛᢘࣱȷኺฎࣱƷ
ӼɥƳƲƴǋ݃ɨƠƯƍƘŵ
Ǥ ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇǛᡶǊǔ
ƜǕǇưŴٽᨗήႆᩓǛƸơǊƱƢǔϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷݰλǛƬƯƖƨƕŴࡽƖዓƖŴ
ᐯᇌЎƷᩓเƱƠƯݰλǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴ߷߃ƷཎࣉǛƔƠƨ൦እƳƲƷഏɭˊǨ
ȍȫǮȸƷМဇƴǑǓŴ˯໗እƳǨȍȫǮȸƷоЈǛႸਦƠƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵǇƨŴ᭗ј
ྙೞ֥ƷݰλŴ᳃ᲽǛဇƠƨǨȍȫǮȸሥྸƳƲƴǑǔǨȍȫǮȸƷјྙႎƳМဇǛᡶǊ
ǔ࣏ᙲƕƋǔŵƞǒƴŴࡑ༏ƳƲƷசМဇǨȍȫǮȸǛဇƠƯƍƘƜƱƴǑǓŴภܴјௐǬ
ǹƷЪถƴƭƳƛƯƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵ

Ǧ ൢͅ٭ѣǁƷᢘࣖǛᡶǊǔ
ൢภɥଞƳƲଏƴྵǕƯƍǔࢨ᪪ǍɶᧈႎƴᢤƚǒǕƳƍࢨ᪪ƴݣƠƯŴ߷߃ࠊƷܱऴǍ
ཎࣱሁƴࣖơƯŴ൦ȷ൦ܹݣሊŴ༏ɶၐݣሊŴज़௨ၐݣሊŴ༏ݣሊƳƲŴൢͅ٭ѣǁᢘࣖ
ƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƋǔŵǇƨŴƜƏƠƨӕኵƴǑǓࠊൟƷܤμȷͤࡍƳǒƠǍܭܤႎƳ
ʙಅѣؾƷᄩ̬ƳƲƴǋ݃ɨƠƯƍƘŵ

Ǩ ؾ২ᘐȷؾငಅƴǑǓᝡྂƢǔ
ྶעภଡ଼҄ݣሊሁƴဇưƖǔΟǕƨؾ২ᘐǛஊƢǔ˖ಅǍŴٶૠƷᄂᆮႆೞ᧙ƕᇌע
Ƣǔ߷߃ࠊƷࢍǈǛƔƠŴᨥᝡྂǍؾ২ᘐƷ୍ӏŴૼƨƳؾ২ᘐƷоЈǛࢸƠƠƯ
ƍƘ࣏ᙲƕƋǔŵǇƨŴƜƏƠƨӕኵƴǑǓŴࠊϋኺฎƷࣱ҄ŴૼƨƳ২ᘐƷ୍ӏƴǑǔࠊ
ൟဃƷឱࡇƷӼɥƳƲƴǋ݃ɨƠƯƍƘŵ

Ǫ ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƷᡲઃȷңǛᡶǊǔ
ᚘဒƷਖ਼ᡶƴ࢘ƨƬƯƸŴࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱ
ƱǋƴŴƜǕǇưؾᏋȷܖؾ፼Ǎ୍ӏգႆѣƳƲƴᡲઃƠӕǓኵǜưƖƨƜƱǛ៊Ǉ
ƑŴࡽƖዓƖŴ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶǻȳǿȸǍ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶՃǛ
ԃǊңƷӕኵǛਖ਼ᡶƢǔŵ
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（3）
温室効果ガス排出量の削減目標等
Ǣ
 ภܴјௐǬǹЈƷႸ
基本計画で掲げる 2030 年度における温室効果ガス排出量の削減目標は次のとおりである。




 ࠰ࡇൔ ᲟˌɥЪถŴ ࠰ࡇൔ ᲟˌɥЪถ
ᲫᲫᲫ ภܴјௐǬǹЈƷЪถႸ
今までと同様の取組だけでは人口増加、産業推移など
により排出量は増加（2013年度比＋3％）するが、国
の地球温暖化対策計画と連携した取組により、1990
年度比30％以上、2013年度比20％以上削減する。

▲30%以上

▲13.8％
（1990 年度比）

▲20％以上

基準年度
（1990）

国の基準年度
（2013）

新たな目標年度
（2030）

長期的な水準年度
（2050）
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（4）施策の方向性

<8つの基本的方向>

基本理念

Ⅰ 低炭素で快適な市民生活
のまち

マルチベネフィットの
地球温暖化対策等により
低炭素社会を構築

Ⅱ 低炭素な事業活動のまち

基本方針

1 温室効果ガス排出量の削減
を進める

Ⅲ 再生可能エネルギー等の
導入とエネルギーの最適
利用による低炭素なまち

2 再生可能エネルギー等の導
入とエネルギーの最適利用
を進める

Ⅳ 低炭素な交通環境のまち

3 気候変動への適応を進める

Ⅴ 多様なみどりが市民を
つなぐまち

4 環境技術・環境産業により
貢献する
5 市民・事業者・行政の連携・
協働を進める

Ⅵ 低炭素な循環型のまち

Ⅶ 気候変動に適応し安全で
健康に暮らせるまち

温室効果ガス排出量の
削減目標

2030年度までに1990年度比30%

Ⅷ 環境技術・環境産業で
貢献するまち

以上（2013年度比では20%以上）の
温室効果ガス排出量の削減を目指す
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〜 CCかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プラン〜
30施策により2030年度までに30%以上の温室効果ガス削減を目指して

<12の施策の方向性>

<30の施策>

1 市民生活における温室効果ガス排出量
削減の推進

① エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

2 環境教育・環境学習の推進

① 環境教育・環境学習の推進

1 事業活動における温室効果ガス排出量
の削減の推進

① 大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
② 中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
③ スマートコンビナート等の推進

2 市役所の率先取組の推進

① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進
② 公用車における次世代自動車の導入等の推進
③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進

1 再生可能エネルギー等の導入と
エネルギーの最適利用の推進

① エネルギーの地産地消・自立分散の推進
② エネルギーの最適利用の推進
③ 次世代エネルギー等の導入の推進

2 建築物のエネルギー性能の向上

① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進
② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

1 交通における温室効果ガス排出量
削減の推進

① 環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進
② 公共交通機関の利便性向上の推進
③ 次世代自動車等の普及の推進

1 緑地の保全・緑化等の推進

① 樹林地・農地の保全と緑化の推進
② 公園緑地の整備の推進
③ 水辺空間の活用の推進

1 循環型社会形成の推進

① 市民生活における廃棄物の 3R の推進
② 事業活動における廃棄物の 3R の推進
③ 廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進

1 気候変動適応策の推進

①
②
③
④
⑤

1 環境技術・環境産業による貢献の推進

① 環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進
② 環境技術を活かした国際貢献の推進

2 環境に関する総合的な研究の推進

① 環境に関する総合的な研究の推進

住宅の創エネ・省エネ・蓄エネの総合的取組の推進（Ⅲで掲載）

治水・水害対策の推進
熱中症対策の推進
感染症対策等の推進
暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進
気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進
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2 実施計画の基本的事項
Წ ܱᚘဒƷؕஜႎʙ
（1）策定の目的
ᲢᲫᲣሊܭƷႸႎ
実施計画は、条例第 7 条に基づいており、基本計画に基づく地球温暖化対策の推進のために実施
する具体的な事務事業（市の事務事業等の取組を中心とする）を定め、適切な進行管理を行うことで、
基本計画と実施計画の一体的な運用による総合的かつ計画的な地球温暖化対策等の取組を推進する
ために策定するものである。

  ᚘဒƷನ
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ᲢᲬᲣᚘဒƷݣᝋ
（2）計画の対象
基本計画に基づき、地球温暖化対策等の取組を推進するため、8 つの基本的方向ごとの 12 の施策
の方向性及び 30 の施策に基づく事務事業を実施計画の対象とする。



（3）計画の期間

ᲢᲭᲣᚘဒƷ᧓

基本計画の計画期間である 2018 年度から 2030 年度までの 13 年間のうち、実施計画第 1 期間は、

2018 年度から 2021 年度までの 4 年間を計画期間とする。

（4）対象とする事務事業
ᲢᲮᲣݣᝋƱƢǔʙѦʙಅ
実施計画では、市の総合計画に位置づけられた事務事業のうち、基本計画で位置づけられた 8 つ
の基本的方向、12 の施策の方向性、30 の施策に基づいて展開される具体的な事務事業を体系化する。
また、事務事業の特性に応じて活動量などの定量的・定性的な指標を定める。
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ᲢᲯᲣໜȗȭǸǧǯȈ

（5）重点プロジェクト
実施計画では、基本計画に掲げる温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、特に重点的に取り
組むべきものについて、重点プロジェクトとして位置づける。あわせて、市の地球温暖化対策推進
体制である「川崎市温暖化対策推進本部」内に当該プロジェクトに応じた部会を組織し、取組を推
進する。
 Წ ܱᚘဒƷݣᝋ





ˮፗ˄ƚǔᚘဒ

ؕஜྸࣞȷؕஜ૾ᤆȷЪถႸ
ᲲƭƷؕஜႎ૾Ӽ

ؕஜᚘဒ
 ƷሊƷ૾Ӽࣱ
 Ʒሊ

ᲭᲪƷሊƴؕƮƘʙѦʙಅ

ܱᚘဒ

ཎƴໜႎƴӕǓኵǉǂƖǋƷ

ໜȗȭǸǧǯȈ

7

ᇹᲬᇘ
ᇹᲬᇘ ภܴјௐǬǹЈƷཞඞ
ภܴјௐǬǹЈƷཞඞ                      
第2章 温室効果ガス排出量の状況
ᇹᲬᇘ ภܴјௐǬǹЈƷཞඞ
          
Ძ
Ძ߷߃ࠊƷภܴјௐǬǹƷЈཞඞ
߷߃ࠊƷภܴјௐǬǹƷЈཞඞ
Ძ ߷߃ࠊƷภܴјௐǬǹƷЈཞඞ

1 川崎市の温室効果ガスの排出状況
2015 年度の温室効果ガス排出量（暫定値）は、2,320.8 万トン - CO2で、基準年度の排出量 2,788.4 万
トン - CO 2と比較して、16.8% の削減（国は 2.1% 増）となった。
このうち二酸化炭素（CO2）の排出量は、2,271.7 万トン - CO 2で、温室効果ガス排出量の 97.9% を占め、
基準年度比で 10.4% の削減となった。
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Წ
߷߃ࠊƷʚᣠ҄໗እƷЈཞඞ
2 Წ
川崎市の二酸化炭素の排出状況
߷߃ࠊƷʚᣠ҄໗እƷЈཞඞ
Წ
߷߃ࠊƷʚᣠ҄໗እƷЈཞඞ
二酸化炭素排出量は、エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門等では基準年度より削減

している一方、民生部門（家庭系）と民生部門（業務系）では増加しており、2015 年度の排出量はそ
れぞれ基準年度比 73.7%、103.7% の増加となっている。
また、部門別構成比を見ると、産業系（エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門）の排
出量が 7 割以上を占めている。これは、臨海部を中心に製造業が集積しているためで、全国平均の 4
割程度と比較して非常に高い比率となっている。
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第3章 重点プロジェクト
1 エコ暮らし推進プロジェクト
地球温暖化対策等の推進には、市民一人ひとりが低炭素・資源循環・自然共生型のライフスタイル
に転換していくことが重要である。国民運動「COOL CHOICE」と連携しながら、川崎温暖化対策推
進会議（CC 川崎エコ会議）、川崎市地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推
進員等と連携し、普及啓発を推進する。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会を契機と
した「かわさきエコ暮らし未来館」等での情報発信の強化等を進める。
< 主な取組 >
○エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進
・川崎温暖化対策推進会議（CC 川崎エコ会議）のネットワークを活用した COOL CHOICE をはじ
めとする協働の取組の推進
・川崎市地球温暖化防止活動推進センターや川崎市地球温暖化防止活動推進員と連携した取組の推進
・地球温暖化その他の環境問題の意識啓発や地域緑化、子ども向けの環境事業など、学校や企業、
地域等と連携し、各区の特徴を活かした取組を推進
○環境教育・環境学習の推進
・かわさきエコ暮らし未来館、王禅寺エコ暮らし環境館等を活用した環境教育・学習の推進
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会を契機としたかわさきエコ暮らし未来館等での情報
発信の強化
< 関連する主な施策 >
体系

施策名

Ⅰ−１−①

エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

Ⅰ−２−①

環境教育・学習の推進

2 環境エネルギー推進プロジェクト
増加傾向にある都市活動に係る二酸化炭素排出量を抑制し、持続可能なまちづくりを進めるため、
再生可能エネルギーの導入や ICT 活用などのエネルギーの最適利用により、災害時における安全・安心、
市民生活の利便性・快適性の向上を図るとともに、建築物のエネルギー性能の向上、次世代エネルギー
等の導入などの取組を進める。
< 主な取組 >
○エネルギーの地産地消・自立分散の推進
・災害時にも活用するため住宅用太陽光発電設備と蓄電池を併せた導入や、電気自動車（EV）等の
蓄電機能の有効活用（Vehicle to Home）の導入補助
・共同住宅等への再生可能エネルギー導入調査及び調査結果を踏まえた効果的な取組の推進
○エネルギーの最適利用の推進
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・
「都市計画マスタープラン」に基づくコンパクトで効率的なまちづくりの推進
・新本庁舎における最適なエネルギーマネジメントの実現に向けた取組の推進
・川崎駅周辺地区におけるスマートコミュニティ事業の推進
○次世代エネルギー等の導入の推進
・
「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」に基づく取組の推進
・廃棄物発電の活用に向けた取組の推進
○建築物のエネルギー性能の向上
・ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入補助
・建築物環境配慮制度（CASBEE 川崎）、低炭素建築物認定制度等の運用
・建築物省エネ法に基づく審査等の実施
○次世代自動車等の普及の推進
・電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等の次世代自動車の普及の推進
< 関連する主な施策 >
体系

施策名

Ⅲ−１−①

エネルギーの地産地消・自立分散の推進

Ⅲ−１−②

エネルギーの最適利用の推進

Ⅲ−１−③

次世代エネルギー等の導入の推進

Ⅲ−２−①

新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進

Ⅲ−２−②

既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

Ⅳ−１−③

次世代自動車等の普及の推進

3 グリーンイノベーション・環境技術活用プロジェクト
川崎市には、地球温暖化対策等に活用できる優れた環境技術を有する企業や、多数の研究開発機関
が立地している。こうした川崎市の特徴を活かし、地球温暖化対策等に資する製品・サービスの国内
外への普及や国際的な環境活動、環境技術の移転などにより、市内産業の活性化とともに地球規模で
の対策に貢献する。
< 主な取組 >
○グリーン・イノベーション推進方針に基づく取組
・
「かわさきグリーンイノベーションクラスター」と連携した研究会の開催等の取組の推進
○地球温暖化対策等に資する製品・技術等の普及
・優れた環境技術・製品等を認定・認証する低 CO2 川崎ブランド等の推進
・市内企業の新たな環境関連ビジネスの創出や国際的なビジネスマッチングの場を提供する「川崎
国際環境技術展」の開催
○環境技術を活かした国際貢献
・国際連合環境計画（UNEP）や JICA 等の国際・研究機関との連携
○大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
・事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度の運用、優れた取組を行った事業者の表彰の実施
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○スマートコンビナート等の推進
・臨海部立地企業で構成される NPO 法人や神奈川県等と連携した川崎臨海部における資源循環・未
利用エネルギー有効活用の検討や情報発信の実施
< 関連する主な施策 >
体系

施策名

Ⅱ−１−①

大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ−１−③

スマートコンビナート等の推進

Ⅷ−１−①

環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

Ⅷ−１−②

環境技術を活かした国際貢献の推進

Ⅷ−２−①

環境に関する総合的な研究の推進

4 市の率先行動推進プロジェクト
市役所は、市民・事業者に率先して温室効果ガス排出量の削減に努める必要がある。公共施設にお
ける創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組や公用車における次世代自動車の導入等の取組、下水処
理や廃棄物処理の過程において排出する温室効果ガスの対策等を進める。
< 主な取組 >
○公共施設における創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組の推進
・市施設の省エネルギー診断等により運用改善による省エネルギーの推進
・施設の新築や改築時等における高効率機器等の環境配慮技術の導入の推進
・麻生区役所、麻生スポーツセンター等での ESCO 事業の実施
○公用車における次世代自動車の導入推進
・公用車における次世代自動車、低公害・低燃費車等の導入
・廃棄物発電を活用したごみ収集車等の導入
< 関連する主な施策 >
体系

施策名

Ⅱ− 2 −①

市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ− 2 −②

公用車における次世代自動車の導入等の推進

Ⅱ− 2 −③

環境に配慮した契約や物品購入の推進
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第4章 施策ごとの主な取組
Ⅰ 低炭素で快適な市民生活のまち
<基本計画における基本的方向>
○川崎市地球温暖化防止活動推進センターを核に、川崎市地球温暖化防止活動推進員や事業者などの
多様な主体の協働のもと、市民や事業者の節電・省エネなどの環境配慮行動を実践する「エコ暮らし」
を広く発信する。あわせて、多くの企業が立地する川崎市の特性を踏まえ、従業員による実践活動も促
す。こうした取組により、市民生活における温室効果ガス排出量削減を推進する。
○環境に配慮したライフスタイルや気候変動への適応の理解を深めるとともに、環境配慮行動の実践や
環境にやさしい商品・サービスの選択を促すため、将来を担う子どもから大人まで、ライフステージに
応じた環境教育・環境学習を推進する。

現状と課題
民生部門（家庭系）の二酸化炭素排出量は 2013 年度まで増加傾向にあったが、その後、減少に転じ
ている。市域における家庭部門のエネルギー使用量も、世帯数・人口の増加や電化製品の普及等の影
響により、基準年度よりは増加したものの、省エネルギーの取組等により 2013 年度をピークに減少に
転じている。
しかしながら、市域の世帯数・人口の増加は 2030 年度まで続く見込みとなっており、追加的な対策
を講じない場合には、民生部門（家庭系）の二酸化炭素排出量が増加すると予測される。
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施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

íᲧᲫ
ࠊൟဃƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
Ⅰ−
１ 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
ǨǳǒƠᲢǹȞȸȈȩǤȕǹǿǤȫᲣƷਖ਼ᡶ
①Ĭエコ暮らし
（スマートライフスタイル）の推進
<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
市民生活における温室効果ガス排出量の削減に向けては、生活の質の向上も考慮しながら、節電など
の環境に配慮した行動、省エネ機器等の選択・導入、さらに再生可能エネルギーの利用など「エコ暮ら
し」の実践を定着させていく必要がある。
このため、市民・事業者などのさまざまな主体と連携し、各区の特徴を活かした取組やうちエコ診断
の活用などの幅広い普及啓発を実施するとともに、ＩＣＴを効果的に活用した取組などを推進していく。
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íᲧᲬ
ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
Ⅰ−2 環境教育
・環境学習の推進
íᲧᲬ ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
① 環境教育
・環境学習の推進
Ĭ
ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
Ĭ ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
地球温暖化対策等の推進には、
市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じて取組を進め、気温上昇
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
や強雨の発生、生物多様性への影響などを含めて地球環境に関する理解を向上させていく必要がある。
このため、副読本等を活用した環境教育の推進、川崎市地球温暖化防止活動推進員による学校、地域等
での環境教育・環境学習、区役所における取組などを推進していく。
また、川崎区浮島町にある「かわさきエコ暮らし未来館」、麻生区王禅寺にある「王禅寺エコ暮らし環
境館」、高津区の高津市民館内にある「ＣＣかわさき交流コーナー」などの環境教育・環境学習拠点を有
効に活用し、特に持続可能性への取組を掲げる東京2020オリンピック・パラリンピック大会を契機とし
た情報発信の強化などに取り組んでいく。
さらに、川崎市地球温暖化防止活動推進員をはじめとした地球温暖化防止活動に取り組むリーダーの
育成などを推進していく。
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î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ
Ⅱ 低炭素な事業活動のまち
ᲶؕஜᚘဒƴƓƚǔؕஜႎ૾ӼᲸ
<基本計画における基本的方向>
次の取組を着実に進めていくことで、低炭素な事業活動のまちの実現を目指す。
○事業所における再生可能エネルギーなどの利用、エネルギーの効率的な利用を促し、低炭素型のビジ
ネススタイルの普及、定着を図り、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減を推進する。
○市役所が、一事業者としてエネルギー使用量の削減、災害時等にも活用できる再生可能エネルギーの
優先的な利用や環境に配慮した契約や物品の調達等を実施し、率先した取組を推進する。

ƂႸᲴ ࠰ࡇǇưƴࠊࢫƷʙಅѣƴˤƏภܴјௐǬǹЈǛ  ࠰ࡇൔư
【目標：2030年度までに市役所の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を2013年度比で23％削減する】
ᲟЪถƢǔƃ

現状と課題
1 事業活動における温室効果ガス排出量
産業系（エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門）の二酸化炭素排出量は、基準年度と
比較して減少しているが、民生部門（業務系）の排出量は増加している。
二酸化炭素以外の温室効果ガスでは、メタン、一酸化二窒素の排出量は基準年度より増加し、ハイ
ドロフルオロカーボン類（ H F C s ）、パーフルオロカーボン類（ P F C s ）、六ふっ化硫黄は基準年度
より減少している（p8 表 2-1-1 参照）
。
条例に基づく特定事業者（原油換算で 1,500kl/ 年以上のエネルギーを使用する事業者等）の事業活
動に伴う温室効果ガス排出量は減少傾向にあるが、引き続き、エネルギー使用量の削減等による二酸
化炭素排出量の削減を推進していくとともに、二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量についても更な
る削減を促していく必要がある。
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2 市役所の率先取組
市役所から排出する温室効果ガスの排出量は、人口・世帯の増加による行政需要の拡大や公共施設
床面積の増加、電力排出係数の悪化等により増加したものの、近年は市施設での都市ガス使用量、電
気使用量が減少に転じ、温室効果ガス排出量も減少傾向にある。しかしながら、世帯数・人口の増加
は 2030 年度まで続く見込みとなっており、今後も行政需要の拡大が見込まれる。

Ხî ࠊࢫƷภܴјௐǬǹЈ
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ႸŴႸܤሁ
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㧙

施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

Ⅱ−
１ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進
îᲧᲫ
ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
①Ĭ
大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
ᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

これまで、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を効果的に運用することで、事

業者の自主的な取組を促し、温室効果ガス排出量を削減してきた。
しかしながら、依然として産業系からの排出量が７割を超える川崎市において、大規模事業者におけ
る取組は重要であることから、環境性能の優れた設備等の導入やさらなる自主的な取組を推進する必要
がある。このため、事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度において優れた取組を行った事業者の
表彰等により、大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいく。
また、神奈川県と連携し、地球温暖化係数の大きい代替フロン類等の削減に向けた啓発も進めていく。
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ɶᙹݱʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
②ĭ
中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

<基本計画における方向性>

中小規模事業者については、専門的な知識や資金面での支援を行うことで、温室効果ガス排出量の削
減の取組に繋がることが期待できる。このため、事業所の省エネルギー診断や、省エネ機器等への補助
などにより温室効果ガス削減を促す支援を行っていく。
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⋭ࠛࡀ⸻ᢿഥⲢ⾗ࠍ৻⊛ߦㆇ↪ߔࠆߥߤޔലᨐ⊛ߥ⋭ࠛࡀᡰេࠍផㅴ
ⴝ〝Ἦߩ㧸㧱㧰ൻ╬ߩᐫⴝࠛࠦൻࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ᬺࠍផㅴ
ᲶɼƳӕኵᲸ



ǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ
③Į
スマートコンビナート等の推進
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
Į ǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ

<基本計画における方向性>

京浜臨海部には、石油精製、石油化学、鉄鋼、化学、電気・ガスなどの素材・エネルギー産業が立地して

おり、様々な企業間連携が可能な環境がある。

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

これまでも、千鳥・夜光地区コンビナート内で火力発電所の蒸気を活用する取組や川崎エコタウンで
の資源循環の高度化などが進められてきており、今後も、未利用エネルギーの活用や資源循環型社会の
構築など、地域特性を活かした取組を進めていく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
Ꮉፒࠛࠦ࠲࠙ࡦߢ┙ડᬺ╬ߩ⾗ḮᓴⅣߩข⚵ࠍᡰេߔࠆߣߣ߽ߦ⥃ޔᶏㇱ┙ડᬺ╬ߣ
ᲶɼƳӕኵᲸ
ㅪ៤ߒޔᎹፒ⥃ᶏㇱߦ߅ߌࠆ⾗ḮᓴⅣᧂ↪ࠛࡀ࡞ࠡലᵴ↪ߩᬌ⸛߿ᖱႎ⊒ାࠍⴕ߁ޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
Ꮉፒࠛࠦ࠲࠙ࡦ┙ડᬺߩข⚵ࠍᡰេߔࠆߣߣ߽ߦޔข⚵ᚑᨐ╬ࠍ࿖ౝᄖߦᖱႎ⊒ା
⥃ᶏㇱ┙ડᬺߢ᭴ᚑߐࠇࠆ㧺㧼㧻ᴺੱ߿ᄹᎹ⋵╬ߣㅪ៤ߒޔᎹፒ⥃ᶏㇱߦ߅ߌࠆ⾗ḮᓴⅣ
ᧂ↪ࠛࡀ࡞ࠡലᵴ↪ߩᬌ⸛߿ᖱႎ⊒ାࠍታᣉ
⥃ᶏㇱࡆ࡚ࠫࡦߦ␜ߔ⋡ޟᜰߔ᧪ޠታߦะߌߡޔૐ⚛ဳࠗࡦ࠳ࠬ࠻ࠛࠕ᭴▽ࡊ
ࡠࠫࠚࠢ࠻ߥߤߩᬌ⸛ޔ㑐ㅪᬺࠍផㅴ
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Ⅱ−2 市役所の率先取組の推進
① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進
îᲧᲬ ࠊࢫƷྙέӕኵƷਖ਼ᡶ
îᲧᲬ ࠊࢫƷྙέӕኵƷਖ਼ᡶ

Ĭ<基本計画における方向性>
ࠊᚨƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
Ĭ ࠊᚨƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
市役所は、市民・事業者に率先して温室効果ガス排出量削減に努める必要があり、施設の省エネル
ギー診断に基づく運用改善、災害時等にも活用できる太陽光発電設備と蓄電池の導入、新築・改築時に

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
おける高効率機器導入、
緑化などの環境配慮の取組を推進していく。
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
また、省エネルギー化と維持管理費の低減を図るESCO事業について、既存施設の設備改修に活用が
可能な場合には導入するなど、民間のノウハウを活用した取組を推進していく。
さらに、下水処理や廃棄物処理においては、その過程においてエネルギー使用に由来しない温室効果
ガスの排出があり、これらの対策もあわせて推進していく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
Ꮢᣉ⸳ߦ߅ߌࠆഃࠛࡀ⋭ࠛࡀ⫾ࠛࡀߩ✚ว⊛ߥข⚵ࠍផㅴߔࠆߣߣ߽ߦࠡ࡞ࡀࠛޔ
ߩ↪ߦ↱᧪ߒߥ᷷ቶലᨐࠟࠬߩឃᷫߩข⚵ߦߟߡ߽ᒁ߈⛯߈ផㅴߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ᲶɼƳӕኵᲸ
Ꮢᣉ⸳ߩ⋭ࠛࡀ࡞ࠡ⸻ᢿ╬ߦࠃࠅㆇ↪ᡷༀߦࠃࠆ⋭ࠛࡀ࡞ࠡࠍផㅴ
ᣉ⸳ߩᣂ▽߿ᡷ▽ᤨ╬ߦ㜞ല₸ᯏེ╬ߩⅣႺ㈩ᘦᛛⴚߩዉࠍផㅴ
㤗↢ᓎᚲޔ㤗↢ࠬࡐ࠷ࡦ࠲ߢߩ㧱㧿㧯㧻ᬺߩታᣉ
ਅ᳓ᳪᵆ߿ᑄ᫈‛ߩළᤨߦឃߐࠇࠆ᷷ቶലᨐࠟࠬߩᷫߩข⚵ࠍታᣉ



᳸'5%1 ʙಅƱƸ᳸
᳸'5%1 ʙಅƱƸ᳸
ଏ܍ᚨƷᚨͳો̲ƴƓƍƯŴൟ᧓ƷȎǦȏǦǛဇƠƳƕǒႾǨȍȫǮȸ҄Ʊዜਤሥྸᝲ
Ʒ˯ถǛǔʙಅ
一括払い

省エネ
改修工事費

削減分

光熱水費

現在

光熱水費

省エネ改修実施中

ESCO事業契約期間

市利益
計測検証等

市利益

光熱水費

光熱水費

省エネサービス期間
（3年間）

契約終了後

ᲿᲽʙಅƷǤȡȸǸ
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② 公用車における次世代自動車の導入等の推進
ĭ πဇƴƓƚǔഏɭˊᐯѣƷݰλሁƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
ĭ
πဇƴƓƚǔഏɭˊᐯѣƷݰλሁƷਖ਼ᡶ
川崎市環境配慮契約推進方針や川崎市グリーン購入推進方針に基づき、電気自動車（EV）や燃料電池

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
自動車（FCV）などの環境に配慮した次世代自動車の導入を進めるともに、エコドライブを推進するな
ど、公用車における地球温暖化対策に取り組んでいく。
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ

ᎹፒᏒⅣႺ㈩ᘦᄾ⚂ផㅴᣇ㊎߿ᎹፒᏒࠣࡦ⾼ផㅴᣇ㊎ߦၮߠ߈ޔ㔚᳇⥄േゞ߿Άᢱ

㔚ᳰ⥄േゞ╬ߩⅣႺߦ㈩ᘦߒߚ⥄േゞߩዉࠍផㅴߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
↪ゞߦ߅ߌࠆᰴઍ⥄േゞޔૐኂૐΆ⾌ゞ╬ߩዉ
ᲶɼƳӕኵᲸ
ᑄ᫈‛⊒㔚ࠍᵴ↪ߒߚߏߺ㓸ゞ╬ዉᬺߩផㅴ


Į ؾƴᣐॾƠƨڎኖǍཋԼទλƷਖ਼ᡶ
③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進
Į ؾƴᣐॾƠƨڎኖǍཋԼទλƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>
経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、環境に配慮した契約や調達を行うことは、環境
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
に配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながっていく。
このため、川崎市グリーン購入推進方針に基づく環境に配慮した物品・サービスの調達や、川崎市環境
配慮契約推進方針に基づき、電気事業者の環境配慮の取組を評価した環境配慮電力入札など、契約時に
おける競争性を確保しながら、環境性能も含め総合的に評価する取組を推進する。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
Ꮢᓎᚲߩ₸వข⚵ߣߒߡޔⅣႺߦ㈩ᘦߒߚᄾ⚂߿‛ຠ⾼ࠍផㅴߔࠆޕ
ᲶɼƳӕኵᲸ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ⅣႺ㈩ᘦ㔚ജᧅ╬ߩⅣႺ㈩ᘦᄾ⚂ߩផㅴ
ࠣࡦ⾼ߩផㅴ
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ïⅢϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƴǑǔ˯໗እƳǇƪ
再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまち
ᲶؕஜᚘဒƴƓƚǔؕஜႎ૾ӼᲸ
ï
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƴǑǔ˯໗እƳǇƪ
<基本計画における基本的方向>
次の取組を着実に進めていくことで、創エネ・省エネ・蓄エネの推進を基本に、再生可能エネルギー等
の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまちの実現を目指す。
ᲶؕஜᚘဒƴƓƚǔؕஜႎ૾ӼᲸ
○ICTを活かしたエネルギーマネジメントシステム（EMS）などによる効率的なエネルギー利用や、災害時
にも有効な再生可能エネルギー、蓄電池、コージェネレーションシステムの導入によるエネルギーの自
立分散を進める。あわせて、将来の温室効果ガスの大幅な削減の可能性につながる水素などの次世代
エネルギーの導入を推進する。
○LED照明やコージェネレーションシステム、燃料電池などの高効率機器の導入とともに、ヒートショック
対策等にも寄与する高断熱、高気密、そして長寿命等の環境に配慮した住宅・建物の建築などにより、
建築物のエネルギー性能の向上を進める。

現状と課題
市内の太陽光発電設備容量は、2005 年度と比較して、2016 年度末に約 25 倍に増加した。また、住
宅用太陽光発電設備等への補助事業では、太陽光発電設備導入量が 2005 年度比で約 8.9 倍に増加して
いる。こうした中で、川崎市域の特性を踏まえつつ、廃棄物発電といったバイオマスを初めとする太
陽光以外の再生可能エネルギーの導入にも取り組んでいく必要がある。
また、2013 年度の市内の総住宅数は 75 万 3,600 戸、5 年間の増加率は 9.8% で全国の増加率を上回っ
ている。市域の世帯数・人口の増加は 2030 年度まで続く見込みとなっており、引き続き、環境に配慮
した建築物の普及促進を図る必要がある。
Ხï ࠊϋƷٽᨗήႆᩓܾƷਖ਼ᆆ
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ႸŴႸܤሁ

㧙

施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

Ⅲ−１ 再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用の推進
ïᲧᲫ ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƷਖ਼ᡶ
① エネルギーの地産地消・自立分散の推進
Ĭ ǨȍȫǮȸƷעငעෞȷᐯᇌЎƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
これまで、住宅、事業場等での太陽光発電設備の設置や臨海部における大規模太陽光発電所整備な
ど、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの導入を推進してきた。再生可能エネルギーは、災害時に
活用できる電源にもなることから、蓄電池を併せた導入や、電気自動車（EV）の蓄電機能を活用し、電力
を住宅と融通するV2H（Vehicle to Home）等の導入を進める。また、これらの取組とあわせてコージェ
ネレーションシステムを有効活用することにより、エネルギーの地産地消・自立分散を推進していく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ૐ⚛␠ળߩ᭴▽߿⥄┙ಽᢔဳࠛࡀ࡞ࠡߩ⏕ߦะߌߡޔഃࠛࡀ⋭ࠛࡀ⫾ࠛࡀࠍ⚵
ߺวࠊߖ✚ޔว⊛ߥࠛࡀ࡞ࠡߦ㑐ߔࠆข⚵ࠍផㅴߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ἴኂᤨߦ߽ᵴ↪ߔࠆߚቛ↪ᄥ㓁శ⊒㔚⸳ߣ⫾㔚ᳰࠍ૬ߖߚዉ߿ޔ㔚᳇⥄േゞ╬ߩ⫾㔚
ᯏ⢻ߩലᵴ↪㧔8GJKENGVQ*QOG㧕ߩዉഥ
หቛ╬߳ߩౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡዉ⺞ᩏ߮⺞ᩏ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚലᨐ⊛ߥข⚵ߩផㅴ
߆ࠊߐ߈ࠛࠦࠄߒᧂ᧪㙚╬ࠍᵴ↪ߒߚ᥉⊒ߩታᣉ


ĭ ǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƷਖ਼ᡶ
② エネルギーの最適利用の推進
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

<基本計画における方向性>
これまで、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を効果的に運用することで、事
業者の自主的な取組を促し、温室効果ガス排出量を削減してきた。
エネルギー分野におけるICTの活用が進展してきており、エネルギーマネジメントシステム（EMS）に
よるエネルギー消費量の削減や電力使用のピークカットなど、エネルギーの最適利用を推進していく。
また、様々な都市機能の効率的な集約化等による環境にやさしく利便性の高いコンパクトな都市の形
成や、開発事業における環境配慮など、エネルギーが効率的に利用される低炭素都市づくりを推進して
いく。
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ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
 ࠛࡀ࡞ࠡࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ㧔㧱㧹㧿㧕ߦࠃࠆࠛࡀ࡞ࠡߩᦨㆡ↪ߩផㅴߦขࠅ⚵
ߣߣ߽ߦ߇ࠡ࡞ࡀࠛޔല₸⊛ߦ↪ߐࠇࠆૐ⚛ㇺᏒߠߊࠅࠍផㅴߔࠆޕ
ᲶɼƳӕኵᲸ
ᲶɼƳӕኵᲸ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ޟㇺᏒ⸘↹ࡑࠬ࠲ࡊࡦߦޠၮߠߊࠦࡦࡄࠢ࠻ߢല₸⊛ߥ߹ߜߠߊࠅߩផㅴ
ᣂᧄᐡ⥢ߦ߅ߌࠆᦨㆡߥࠛࡀ࡞ࠡࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩታߦะߌߚข⚵ߩផㅴ
ૐ⚛ߢᜬ⛯น⢻ߥ␠ળߩ᭴▽ߦะߌߚࠬࡑ࠻ࠪ࠹ࠖߩផㅴ
Ꮉፒ㚞ㄝߦ߅ߌࠆࠬࡑ࠻ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖᬺߩផㅴ
᧦ߦၮߠߊ㐿⊒ᬺ᷷ᥦൻኻ╷⸘↹ᦠᐲ߿ᎹፒᏒⅣႺᓇ㗀⹏ଔߦ㑐ߔࠆ᧦ߦၮߠߊ
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Į ഏɭˊǨȍȫǮȸሁƷݰλƷਖ਼ᡶ
Į ഏɭˊǨȍȫǮȸሁƷݰλƷਖ਼ᡶ
③ 次世代エネルギー等の導入の推進
Į ഏɭˊǨȍȫǮȸሁƷݰλƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

川崎市では、次世代エネルギーとして期待される水素について、事業者と連携し水素に関する実証事
業等を行っており、将来の温室効果ガス排出量の大幅な削減に向けて水素利用を推進していく。
また、廃棄物発電の活用など、未利用エネルギーなどの活用も進めていく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
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ߩᣂߚߥᵴ↪ᴺࠍᬌ⸛ߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ᲶɼƳӕኵᲸ
㑐ଥ࿅ߣㅪ៤ߒߚᣂࠛࡀ࡞ࠡ↥ᬺߩഃ⢒ᚑࠍଦㅴ
ᲶɼƳӕኵᲸ
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Ⅲ−2 建築物のエネルギー性能の向上
ïᲧᲬ ሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥ
① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進
Ĭ ૼሰሰཋƷႾǨȍ҄ȷǼȭǨȍ҄Ʒਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
住宅や事業用のビルなどの建築物は、建設後の使用年数も長く建築時における対策が重要である。
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
このため、建築物省エネ法やCASBEE川崎などの法令等に基づく取組にくわえ、LED照明やコージェネ
レーションシステム、燃料電池などの高効率機器の導入により、創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組
を進めることで、新築建築物の省エネ化等を推進する。
また、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）等のゼロエネルギー建築物や、資材製造・建築段階か
ら解体・再利用まで含めたライフサイクル全体で二酸化炭素排出量がマイナスになるライフサイクル・
カーボン・マイナス住宅などの普及も進めていく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᣂ▽ᑪ▽‛ߦߟߡޔഃࠛࡀ⋭ࠛࡀ⫾ࠛࡀߩ✚ว⊛ߥข⚵ࠍផㅴߔࠆߣߣ߽ߦޔ㜞
⋭ࠛࡀᕈ⢻ࠍߔࠆᑪ▽‛ߩ᥉ࠍଦㅴߔࠆޕ
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 ② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進
ĭ ଏሰሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
既築建築物は、空調、照明などの省エネ化や再生可能エネルギー機器等の導入といった創エネ・省エ

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

ネ・蓄エネ化を進めることなどにより、エネルギー性能の向上を推進していく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᣢሽᑪ▽‛ߩࠛࡀ࡞ࠡᕈ⢻ߩะߦะߌޔഃࠛࡀ⋭ࠛࡀ⫾ࠛࡀߩ✚ว⊛ߥข⚵ࠍផㅴߔ
ࠆޕ


ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ഃࠛࡀ⋭ࠛࡀ⫾ࠛࡀ⸳╬⸳⟎ᡰេࠍㅢߓߚἴኂᤨߦ߽ലߥቛ╬ߦ߅ߌࠆ⫾㔚ᯏ⢻ߩ
ᒝൻ
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ð ˯໗እƳʩᡫؾƷǇƪ
Ⅳ 低炭素な交通環境のまち
ᲶؕஜᚘဒƴƓƚǔؕஜႎ૾ӼᲸ
<基本計画における基本的方向>
環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進、公共交通機関の利便性向上、次世代自動車等の普及
推進などにより、市民や川崎を訪れる人が快適、便利に利用できる低炭素な交通環境のまちの構築を目
指す。

現状と課題
運輸部門の二酸化炭素排出量は、基準年度から一度増加したものの、2000 年度以降は減少傾向で推
移し、近年は基準年度の排出量を下回っている。
市内の電気自動車（EV）
、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV）の
普及台数は大幅に増加している。また、周辺都市と比較して、自動車分担率（利用割合）が低く、鉄
道やバスなどの公共交通の分担率が高い傾向にある。
しかしながら、乗用車から排出する二酸化炭素排出量は基準年度より増加しているなど、引き続き、
運輸部門からの二酸化炭素排出量の削減に取り組む必要がある。
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主な指標
ɼƳਦ

ྵ ཞ
 ਁ࠻ࡦ́%1

ੑ㉄ൻ⚛ឃ㊂㧔ㆇャㇱ㐷㧕

㧔 ᐕᐲ㧕

ᰴઍ⥄േゞ᥉₸
㧔ᎹፒᏒౝบᢙࠪࠚࠕ㧕

ႸŴႸܤሁ
 ᐕᐲߦ߅ߌࠆ⋡
 ਁ࠻ࡦ́%1

⚂ 㧑
㧔 ᐕ  ᧃ㧕

㧙

ᜰᮡ৻ⷩߪ㨜 ߦឝタ

施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

Ⅳ−1 交通における温室効果ガス排出量削減の推進
ðᲧᲫ ʩᡫƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
ðᲧᲫ ʩᡫƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
① 環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進
Ĭ ؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳƷਖ਼ᡶ
Ĭ ؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
都市計画道路などの道路整備等や立体交差事業の推進により環境にやさしい交通ネットワークの整備
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
を進めるとともに、物流の効率化・モーダルシフトなどの自主的な取組を推進していく。
また、自転車ネットワークの構築を推進していく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ⅣႺߦ߿ߐߒㅢࡀ࠶࠻ࡢࠢߩᢛࠍㅴࠆߣߣ߽ߦ‛ޔᵹߩല₸ൻ╬ߩ⥄ਥ⊛ߥข
⚵ࠍផㅴߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ
ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
✚ޟวㇺᏒㅢ⸘↹ߦޠၮߠߊ✚ว⊛߆ߟᜬ⛯น⢻ߥㅢ╷ߩផㅴ
ޟ〝ᢛࡊࡠࠣࡓߦޠၮߠߊข⚵ߩផㅴ
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ĭ πσʩᡫೞ᧙ƷМࣱ̝ӼɥƷਖ਼ᡶ
ĭ πσʩᡫೞ᧙ƷМࣱ̝ӼɥƷਖ਼ᡶ
② 公共交通機関の利便性向上の推進
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>

路線バスサービスの充実、駅前や駅周辺地域の交通環境の整備、鉄道ネットワークの機能強化などに
より、公共交通機関の利便性向上を推進していく。
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ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
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ᲶɼƳӕኵᲸ
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③
Į 次世代自動車等の普及の推進
ഏɭˊᐯѣሁƷ୍ӏƷਖ਼ᡶ
Į
ഏɭˊᐯѣሁƷ୍ӏƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHV）・燃料電池自動車（FCV）などの次世代自動

車（乗用車・トラック・バス）や低公害・低燃費車の普及とともに、エコドライブなどにより、自動車にお
ける対策を推進していく。
また、電気自動車の蓄電機能を活用したV2H（Vehicle to Home）等の導入を促し、電気自動車の新
たな付加価値の創出・普及を図るとともに、次世代自動車の普及に向けた利用環境の整備なども推進し
ていく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
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ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ᲶɼƳӕኵᲸ
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Ⅴ 多様なみどりが市民をつなぐまち
ñ ٶಮƳǈƲǓƕࠊൟǛƭƳƙǇƪ
<基本計画における基本的方向>
市民・事業者・行政などさまざまな主体の連携により、緑地の保全、緑化の推進、公園緑地の整備、水
ᲶؕஜᚘဒƴƓƚǔؕஜႎ૾ӼᲸ
辺空間の活用等を推進し、
緑と水のネットワークを形成することで、地球温暖化対策やヒートアイランド
現象の緩和にくわえ、防災・減災にもつなげていく。

現状と課題
川崎市における緑の概況としては、多摩丘陵、多摩川崖線、多摩川、臨海部の海が市域の骨格を形
成し、川崎市を特徴づける重要な自然的環境資源となっている。また、北西部に位置する多摩丘陵に
は、丘陵地や台地の畑、果樹園、谷戸の樹林地など、まとまりのある緑が存在している。しかしながら、
市域の大半が市街化区域であることなどにより、樹林地や農地の減少傾向が見られる。
こうした中で、川崎市では、緑地や農地保全などにより、公園緑地や緑化などの緑のインフラを保全・
創出してきた。
緑の保全や緑化の推進、水辺環境の保全は地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和に寄与す
るものであり、「川崎市緑の基本計画」と連携した取組が重要である。

Ხñ ዯƷ̬μȷоЈሊƷܱጚ
䋨㪿㪸䋩

⚂㪊㪍㪈㪿㪸㩷Ⴧട

㪌㪃㪇㪇㪇㩷

⚂㪋㪃㪊㪈㪐㪿㪸

⚂㪊㪃㪐㪌㪏㪿㪸
㪋㪃㪌㪇㪇㩷
㪋㪃㪇㪇㪇㩷
㪊㪃㪌㪇㪇㩷

㪈㪏㪉
㪋㪈㪊

㪊㪃㪇㪇㪇㩷

㪍㪎㪈

㪉㪃㪌㪇㪇㩷
㪉㪃㪇㪇㪇㩷

㪊㪌㪋
㪊㪍㪈

㪉㪎㪉

㪉㪋㪈
㪊㪍㪏

㪋㪈㪍 㪉㪋㪈

㪲୯㪴

㪈㪏㪉
㪋㪈㪊

㪋㪈㪍

㪎㪍㪐

㪊㪍㪏

㪎㪎㪍

ㄘߩో

㪊㪌㪏

㪎㪍㪐

㪊㪌㪎

㪎㪎㪍

㪍㪎㪈

✛╬ߩᢛ

㪍㪇㪇

㪍㪇㪇 㪊㪌㪎

㪊㪌㪏

㪊㪌㪋

✛ൻߩഃ

㪍㪇㪇

㪍㪇㪇

㪊㪍㪈

㪈㪃㪌㪇㪇㩷
㪈㪃㪇㪇㪇㩷

㪈㪃㪐㪎㪎㩷

㪇㩷

ၞ✛ൻߩଦㅴ
᳓ㄝⓨ㑆ߩ⛽ᜬ

㪈㪃㪐㪎㪎 㪈㪃㪐㪎㪎㩷

㪈㪃㪐㪎㪎㩷

㪌㪇㪇㩷

᮸ᨋߩో

㪈㪃㪐㪎㪎 㪈㪃㪐㪎㪎㩷

㪉㪇㪇㪍 㪉㪇㪇㪎 㪉㪇㪇㪏 㪉㪇㪇㪐 㪉㪇㪈㪇 㪉㪇㪈㪈 㪉㪇㪈㪉 㪉㪇㪈㪊 㪉㪇㪈㪋 㪉㪇㪈㪌 㪉㪇㪈㪍 㪉㪇㪈㪎
䋨⋡ᮡ䋩

䋨ᐕᐲ䋩

ౖ㧦ᎹፒᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹㧔৻ㇱട╩㧕 

主な指標
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指標一覧は p45 に掲載
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ྵ ཞ
JC
㧔 ᐕᐲ㧕

ႸŴႸܤሁ
 ᐕᐲߦ߅ߌࠆ⋡ᮡ̪
JC

施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

Ⅴ−1 緑地の保全・緑化等の推進
ñᲧᲫ ዯעƷ̬μȷዯ҄ሁƷਖ਼ᡶ
① 樹林地・農地の保全と緑化の推進
Ĭ עȷᠾעƷ̬μƱዯ҄Ʒਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
多摩丘陵軸、多摩川崖線軸の緑をはじめ、市街地に残る身近な緑や里山・水辺地と一体となった緑の

保全、回復、育成と農業振興地域及び生産緑地地区等における農地の保全・活用や「農」とのふれあいを
推進していく。
また、緑化推進重点地区や地域緑化推進地区などにおける地域緑化と、公共公益施設や事業所による
緑化を推進していく。
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․✛ో╬ߩ✛ోߦะߌߚข⚵ߩផㅴ
Ꮢ᳃දߩᚻᴺࠍขࠅࠇߥ߇ࠄ✛ోޔ╬ߩ⛽ᜬ▤ℂࠍផㅴ
ޟㄘᬺᝄ⥝ၞᢛ⸘↹ߦޠၮߠߊㄘ↪ၞߩㆡᱜ▤ℂߩታᣉ
↢↥✛ߩᜰቯߩផㅴߦࠃࠆㇺᏒㄘߩో
ၞ✛ൻផㅴߩቯᡰេ߿ߩ߳ߤߥࠕࠖ࠹ࡦࡏߩ✛ޔᵴേᡰេ
ࡅ࠻ࠕࠗࡦ࠼⽎ߩ✭߿ㇺᏒ᥊ⷰߩะ╬ߦะߌߚᏒ᳃  ਁᧄᬀ᮸ㆇേߩផㅴ


31

ĭ πטዯעƷૢͳƷਖ਼ᡶ
公園緑地の整備の推進
ĭ② πטዯעƷૢͳƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

公園緑地は良好な都市環境の形成に資するものであり、地域特性に応じて、特色のある公園緑地の整

備や身近な公園の整備を推進していく。
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Ԛ
③ ᳓ㄝⓨ㑆ߩᵴ↪ߩផㅴ
水辺空間の活用の推進
Ԛ ᳓ㄝⓨ㑆ߩᵴ↪ߩផㅴ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
運河や多摩川などの水辺地環境の保全・整備と活用、さらには臨海部の緑化地の創出と連携した風の
道の形成を推進していく。
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Ⅵ 低炭素な循環型のまち
<基本計画における基本的方向>
ò ˯໗እƳࣅƷǇƪ

市民・事業者・行政による3R（リデュース・リユース・リサイクル）、とりわけ環境負荷の低い2R（リ

デュース・リユース）を推進することで、プラスチックなどの化石燃料で作られた製品等の焼却時に発生す
る二酸化炭素排出量の削減を進める。あわせて廃棄物発電などごみ焼却時の熱エネルギーを最大限活用
し、低炭素な循環型のまちの形成を推進する。

現状と課題
廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、廃棄物の原燃料使用等による排出量※の増加により、全体として
基準年度より増加している。
これまでのごみ減量の取組により、1 人 1 日当たりのごみ排出量は減少しており、ごみ焼却量も削減
されているが、持続可能な循環型社会の形成のため、引き続き、川崎市一般廃棄物処理基本計画や川
崎市産業廃棄物処理指導計画に基づく取組により、廃棄物の発生抑制や資源化を推進していく必要が
ある。
※廃油から製造される燃料油、廃プラスチック類から製造される燃料油、ごみ固形燃料の使用による排出量
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主な指標
ɼƳਦ

ྵ ཞ
 ਁ࠻ࡦ́%1
㧔 ᐕᐲ㧕

ੑ㉄ൻ⚛ឃ㊂㧔ᑄ᫈‛ㇱ㐷㧕

ႸŴႸܤሁ
 ᐕᐲߦ߅ߌࠆ⋡
 ਁ࠻ࡦ́%1

ᜰᮡ৻ⷩߪ㨜 ߦឝタ

施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

òᲧᲫ
ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ
Ⅵ−1
循環型社会形成の推進
òᲧᲫ ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ
①
Ｒの推進
Ĭ 市民生活における廃棄物の３
ࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭƷਖ਼ᡶ
Ĭ ࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
市民生活における3Rの実践に向け、廃棄物減量指導員等との連携やごみゼロカフェなどの市民参加に
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
よる普及啓発を進め意識向上を図るとともに、リサイクル体制の整備・拡充などを推進していく。
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ĭ
ʙಅѣƴƓƚǔࡑూཋƷᲭƷਖ਼ᡶ
②
Ｒの推進
ĭ事業活動における廃棄物の３
ʙಅѣƴƓƚǔࡑూཋƷᲭƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>
事業活動における3R推進に向け、3Rに取り組む店舗等に係る認定制度の普及、食品ロス対策、事業
系資源物のリサイクルルートの拡充などの事業系一般廃棄物の対策や、廃棄物自主管理事業、各種リサ
イクル法の適切な運用などの産業廃棄物の対策を推進していく。
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ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ᲶɼƳӕኵᲸ
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③ 廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進
Į ࡑూཋϼྸƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
Į ࡑూཋϼྸƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減に向け、環境にやさしいごみ輸送や処理センターの整
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
備によるごみ発電事業等の余熱利用を推進するとともに、廃棄物発電の新たな活用の検討などを進めて
いく。
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Ⅶ 気候変動に適応し安全で健康に暮らせるまち

ó ó
ൢͅ٭ѣƴᢘࣖƠܤμưͤࡍƴǒƤǔǇƪ
ൢͅ٭ѣƴᢘࣖƠܤμưͤࡍƴǒƤǔǇƪ
<基本計画における基本的方向>
治水・水害対策、熱中症対策、感染症対策、暑熱対策などの気候変動適応策や、気候変動に関する科学
的な情報の収集・提供を行い、市民が安全で健康に暮らせるまちの形成を推進する。

現状と課題
川崎市域の年平均気温は、観測しているすべての地点において、過去 30 年で上昇しているほか、年
降水量は、統計期間の 37 年間において、宮前区野川、麻生区早野で増加傾向が見られる。
気候変動の将来予測では、21 世紀末において、市内の年平均気温、日最高気温、日最低気温は上昇し、
真夏日日数は増加、短時間強雨の発生頻度も増加すると予測されている。また、海面上昇も予測され
ている。

Ხó ࠰רൢภƷኺ࠰҄٭
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主な指標
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施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

óᲧᲫ
ൢͅ٭ѣᢘࣖሊƷਖ਼ᡶ
Ⅶ−1 気候変動適応策の推進

①
・水害対策の推進
Ĭ 治水
൦ȷ൦ܹݣሊƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
気候変動による短時間強雨に対応するため、洪水に対応した河道整備や雨水流出抑制施設等を活用し
た流域対策、また防災意識の向上など、総合的な治水・浸水対策を推進していく。
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⼔ጯᡷୃᬺߩផㅴ
↰Ꮉ᳓〝ᢛᎿߩផㅴ


ĭ ༏ɶၐݣሊƷਖ਼ᡶ
② 熱中症対策の推進
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>
気温上昇による熱中症を予防するため、熱中症患者の発生状況の把握、健康情報の提供による普及啓
発など、子どもや高齢者等への熱中症対策を推進していく。
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ᲶɼƳӕኵᲸ
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③
Į 感染症対策等の推進
ज़௨ၐݣሊሁƷਖ਼ᡶ
Į ज़௨ၐݣሊሁƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
蚊が媒介する感染症対策として、蚊の発生を防ぐ対策等を進めていく。
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
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ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ᲶɼƳӕኵᲸ
ᗵᨴ∝⊒↢ᤨߦ߃ߚ㑐ଥ࿅ߣߩදቯ╬ߩㅪ៤ߩᒝൻ
ᗵᨴ∝ᖱႎࠍߪߓߣߒߚⴐⴡ↢ᖱႎߩㄦㅦߥ㓸⸃ᨆ⊒ା
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④
（ヒートアイランド対策含む）の推進
į 暑熱対策
༏ݣሊᲢȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊԃǉᲣƷਖ਼ᡶ
į ༏ݣሊᲢȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊԃǉᲣƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>
暑熱環境の緩和に資する緑・水の確保、地表面被覆の改善、風の道の形成や排熱の抑制等の対策を推
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
進していく。
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İ⑤ൢͅ٭ѣƴ᧙ƢǔᚇยȷЎௌŴᛦ௹ᄂᆮሁƷਖ਼ᡶ
気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進

İ ൢͅ٭ѣƴ᧙ƢǔᚇยȷЎௌŴᛦ௹ᄂᆮሁƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

市内の気温や降水量の継続的な測定による気候変動状況の把握や暑熱に関する調査・研究を実施し、

市民・事業者に対する情報提供を推進していくとともに、国の適応計画に示された取組について、川崎
市の特性を踏まえながら適切に対応していく。
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Ⅷ 環境技術・環境産業で貢献するまち
<基本計画における基本的方向>
○地球温暖化対策等に資する製品・サービスの国内外への提供や、国際的な環境活動、環境技術の移転
など環境技術・環境産業による国内外への貢献を進め、低炭素社会の構築を先導していく。
○将来の大幅な温室効果ガス排出量削減に向けて、地球温暖化対策等に資する技術の研究・開発を支援
する。

現状と課題
川崎市は、京浜工業地帯の中核として日本の産業を支えるとともに、公害対策をはじめとした環境
問題に取り組んできた経過から、低炭素・公害対策・資源循環・エネルギー等に係る多くの環境技術・
産業が集積している。
近年は、科学技術に関連する研究開発機関の集積が進んでおり、約 400 の研究開発機関等が立地し
ている。

主な指標
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施策ごとの主な取組
基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

ôᲧᲫ
ؾ২ᘐȷؾငಅƴǑǔᝡྂƷਖ਼ᡶ
Ⅷ−1
環境技術
・環境産業による貢献の推進
ؾ২ᘐƷ୍ӏƱഏɭˊ২ᘐƷႆሁƷਖ਼ᡶ
①Ĭ環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

<基本計画における基本的方向>
気候変動の影響を低減していくには、地球規模で温暖化対策を進める必要がある。このため、川崎の
特徴である環境技術・環境産業を活かし、川崎国際環境技術展などの展示会、イベント等を通じて、低
CO2川崎ブランドなどの地球温暖化対策等に資する製品・技術等の普及とともに、事業者との協働による
環境分野における新たな事業化アイデア獲得などを推進していく。
また、ナノ・マイクロ技術、水素に関する技術、IoTの活用など、川崎のポテンシャルを活かした産学公民
連携による次世代技術の技術開発や社会実装を目指す取組への支援を進めていく。
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ĭ ؾ২ᘐǛƔƠƨᨥᝡྂƷਖ਼ᡶ
② 環境技術を活かした国際貢献の推進
ĭ ؾ২ᘐǛƔƠƨᨥᝡྂƷਖ਼ᡶ
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
<基本計画における方向性>
ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ
JICA等の国際機関と連携した環境技術の海外展開や、海外からの視察・研修の受け入れを行うこと
で、川崎市が持つ環境技術等により、国際貢献を推進していく。
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ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
࿖㓙ㅪวⅣႺ⸘↹㧔㨁㧺㧱㧼㧕߿㧶㧵㧯㧭╬ߩ࿖㓙⎇ⓥᯏ㑐ߣߩㅪ៤
ੑ࿖㑆ࠢࠫ࠶࠻ᐲ㧔㧶㧯㧹㧕߿㧶㧵㧯㧭╬ߩᄖㇱ⾗㊄ߥߤࠍᵴ↪ߒߚࠕࠫࠕߩㅜ࿖╬߇
ᛴ߃ࠆ⺖㗴ߩ⸃ᡰេ߮Ꮢౝડᬺߩᶏᄖዷ㐿ᡰេ
㧶㧵㧯㧭╬ࠍㅢߓߚᎹፒߩਅ᳓ᛛⴚߩ⇇߳ߩ⊒ା
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Ⅷ−2 環境に関する総合的な研究の推進
ôᲧᲬ
ؾƴ᧙ƢǔዮӳႎƳᄂᆮƷਖ਼ᡶ
① 環境に関する総合的な研究の推進
Ĭ
ؾƴ᧙ƢǔዮӳႎƳᄂᆮƷਖ਼ᡶ
<基本計画における方向性>

ؕஜᚘဒƴƓƚǔ૾Ӽࣱ

将来の大幅な温室効果ガス排出量削減に向けては、新たな環境技術や環境産業を生み出していく必

要があり、産学公民連携による共同研究事業や環境技術情報の収集・発信を進めていく。

ᇹᲫܱᚘဒ᧓ƴƓƚǔӕኵ
ᎹፒᏒߩࡈࠖ࡞࠼╬ࠍᵴ↪ߒߚ↥ቇ᳃ߩᄙ᭽ߥਥߣߩㅪ៤ߦࠃࠆห⎇ⓥᬺ╬ࠍ
ታᣉߔࠆޕ

ᲶɼƳӕኵᲸ ʙѦʙಅɟᚁƸᳪ ƴਫ਼᠍
ߣޠ࠲ࠬࠢࡦ࡚ࠪࡌࡁࠗࡦࠣ߈ߐࠊ߆ޟㅪ៤ߒߚ⎇ޔⓥળߩ㐿╬ߩข⚵ߩផㅴ
ⅣႺᛛⴚ↥ቇ᳃ㅪ៤ห⎇ⓥᬺߩផㅴߣห⎇ⓥᬺߦ㑐ߔࠆᖱႎ⊒ା
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第5章 進行管理
地球温暖化対策等を着実に推進していくために、実施計画に定める指標を用いて、PDCA サイクル
を基本とした進行管理を行う。

1 実施計画の策定（PLAN）
基本計画に示された地球温暖化対策の目標及び基本的方向を踏まえ、地球温暖化対策等の推進のた
めに実施する事務事業に関する実施計画を定める。

2 措置の実施（DO）
実施計画に位置付けられた事務事業を着実に実行する。

3 評価（CHECK）
実施計画に定める指標を用いながら、地球温暖化対策等の取組に関する評価を実施する。この内容
については、条例第 7 条第 2 項に基づき環境審議会に報告するとともに、広く公表する。

4 改善（ACTION）
実施計画に定める指標を用いた評価結果や、環境審議会やさまざまな主体からの意見を踏まえ、
実施計画を改定する。
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指標一覧

ਦɟᚁ

事務事業の特性に応じて定める指標は次のとおりである。
※目標、目安等については、地球温暖化対策推進基本計画において定める目標、目安のほか、川崎市総合計画第 2 期実施計画に定
める主な成果指標や個別計画等において定める目標を位置付けている。

ਦ 

ྵ ཞ

ႸŴႸܤሁè

í ˯໗እưࣛᢘƳࠊൟဃƷǇƪ
ʚᣠ҄໗እЈ
ᲢൟဃᢿᧉᲢܼࡊኒᲣᲣ

 ɢȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸܤ
 ɢȈȳÛ%1

ɭ࠘࢘ƨǓʚᣠ҄໗እЈ
ᲢൟဃᢿᧉᲢܼࡊኒᲣᲣ

 ȈȳÛ%1ɭ࠘
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸܤ
 ȈȳÛ%1ɭ࠘

ǨȍȫǮȸ̅ဇ
ᲢൟဃᢿᧉᲢܼࡊኒᲣᲣ

6,
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ƔǘƞƖǨǳǒƠசஹ

 ʴ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ྛᅢݢǨǳǒƠؾ

 ʴ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ȪǵǤǯȫǳȟȥȋȆǣǻȳǿȸ

 ʴ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ؾᏋᜒࡈሁƷ͵ཞඞ

߷߃ࠊྶעภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶǻȳǿȸ
ȗȭǸǧǯȈƴƓƚǔЈЭಅ͵ׅૠ
Ჴ ׅ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ܖؾ፼ѣǍ̬ؾμѣሁƷʴᏋᜒࡈƷ̲ʕ
ဃʴૠ

؏עؾȪȸȀȸᏋᜒࡈ̲ʕဃʴૠ
Ჴᚘ  ʴ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

᧙ؾᡲᚨ
ƷМဇᎍૠ

î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ
ʚᣠ҄໗እЈ
 ɢȈȳÛ%1
ᲢǨȍȫǮȸ᠃੭ᢿᧉŴငಅᢿᧉŴൟဃᢿᧉᲢಅѦኒᲣŴ
Ტ ࠰ࡇᲣ
ಅȗȭǻǹᢿᧉᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸܤ
 ɢȈȳÛ%1

ʚᣠ҄໗እˌٳƷภܴјௐǬǹЈ

 ɢȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

ࠊƷʙಅѣƴˤƏภܴјௐǬǹЈ

 ȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

ࠊƷʙಅѣᲢπσᚨᲣƴˤƏǨȍȫǮȸ̅ဇ

 ǭȭȪȃȈȫ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ࠊƷʙಅѣƴˤƏǨȍȫǮȸƷ̅ဇƴဌஹƠƳƍภ
ܴјௐǬǹЈ

ࡑూཋҲᲴ ȈȳÛ%1
ɦ൦ϼྸᲴ ȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

πσᚨƴƓƚǔϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλ

M9
ϋŴٽᨗήႆᩓ M9
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

πဇƷ༓૰̅ဇ

 ǭȭȪȃȈȫ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ǰȪȸȳទλƷܱཞඞ

ኡᲴᲟ
૨φᲴᲟ
ᐯѣᲴᲟ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ
 ࠰ࡇƴƓƚǔႸ
 ࠰ࡇൔ ᲟЪถ

ᲟèᲫ

ï ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƴǑǔ˯໗እƳǇƪ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλ

ኖ M9
ϋŴٽᨗήႆᩓኖ M9
Ტ ࠰ࡇᲣ
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Ყ

ਦ 
ૼሰሰཋƷƏƪŴؾƴᣐॾƠƨሰཋᲤƷлӳ

ྵ ཞ

ႸŴႸܤሁè

Ჟ
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲬ
Ჟˌɥ

ʚᣠ҄໗እЈ
ᲢᢃᢿᧉᲣ

 ɢȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸܤ
 ɢȈȳÛ%1

ᐯ᠃ᢊዮࡨᧈ

O
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

πσʩᡫೞ᧙МဇᎍૠᲢᤧᢊȷែዴȐǹᲣ

ᤧᢊᲴ ɢʴᲩଐ
ែዴȐǹᲴ ɢʴᲩଐ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ഏɭˊᐯѣ୍ӏྙ
Ტ߷߃ࠊϋ̬ஊӨૠǷǧǢᲣ

ኖ Ჟ
Ტ ࠰  உᲣ

Ყ

ᲤሰཋؾᣐॾСࡇሁƴؕƮƘ᭗ƍႾǨȍࣱᏡǍ˯ %1 
ЈሁƷཎࣉǛǋƭሰཋ

ð ˯໗እƳʩᡫؾƷǇƪ

ñ ٶಮƳǈƲǓƕࠊൟǛƭƳƙǇƪ
̬μŴᏋŴоЈŴဇƢǔዯƷ᩿ᆢ
Ტዯ̬עμŴ̬μᠾעŴዯ҄עŴπטዯעŴ൦ᡀעᆰ
᧓᩿ᆢᲣ

JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

ע

JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

ᠾע

 JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

ዯ҄ע᩿ᆢ

 JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

πטዯע᩿ᆢ

 JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

ʚᣠ҄໗እЈ
ᲢࡑూཋᢿᧉᲣ

 ɢȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸܤ
 ɢȈȳÛ%1

 ʴ  ଐ࢘ƨǓƷ୍ᡫƝǈЈ

᳡
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲮ
᳡

ܼࡊኒƝǈƷเ҄ྙ

Ჟ
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲮ
Ჟ

ƝǈҲ

 ɢȈȳ
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲮ
 ɢȈȳ

ငಅࡑూཋЈ

 ҘȈȳ
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲯ
 ɢȈȳ

᧓ᩋ ᳧᳧ࣖݣƷඕ߷ો̲ྙ

Ჟ
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲬ
ᲳᲟˌɥ

̬μŴᏋŴоЈŴဇƢǔዯƷ᩿ᆢ
Ტዯ̬עμŴ̬μᠾעŴዯ҄עŴπטዯעŴ൦ᡀעᆰ
᧓᩿ᆢᲣ

JC
Ტ ࠰ࡇᲣ

 ࠰ࡇƴƓƚǔႸèᲭ
JC

ዯעƷ̬μ᩿ᆢ

ò ˯໗እƳࣅƷǇƪ

ó ൢͅ٭ѣƴᢘࣖƠܤμưͤࡍƴǒƢǇƪ

ô ؾ২ᘐȷؾငಅưᝡྂƢǔǇƪ
˯Ჽ ߷߃ȖȩȳȉƷᛐᚰˑૠ

μ  ˑ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

؏ٳᝡྂ

 ɢȈȳÛ%1
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ

ෙٳƔǒƷؾ২ᘐᙻݑȷᄂ̲ƷӖλʴૠ

ෙٳƔǒƷǨǳǿǦȳᚨƷӖλʴૠ
Ჴ ʴ
Ტ ࠰ࡇᲣ

Ყ


   ̪㧝 ᎹፒᏒࠣࡦ⾼ផㅴᣇ㊎  ̪㧞 ᎹፒᏒ✚ว⸘↹╙㧞ᦼታᣉ⸘↹  ̪㧟 ᎹፒᏒ✛ߩၮᧄ⸘↹
̪㧠 ᎹፒᏒ৻⥸ᑄ᫈‛ಣℂၮᧄ⸘↹╙㧞ᦼⴕേ⸘↹  ̪㧡 ╙㧢ᰴᎹፒᏒ↥ᬺᑄ᫈‛ಣℂᜰዉ⸘↹
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30施策の事務事業一覧
 ሊƷʙѦʙಅɟᚁ
※事務事業一覧は、川崎市総合計画第２期実施計画等を基にまとめている。

Ⅰ
í 低炭素で快適な市民生活のまち
˯໗እưࣛᢘƳࠊൟဃƷǇƪ
Ⅰ
−1 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
íᲫ
ࠊൟဃƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
Ⅰ
−1 ①エコ暮らし
（スマートライフスタイル）の推進
íᲫ
ĬǨǳǒƠᲢǹȞȸȈȩǤȕǹǿǤȫᲣƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

ಒ ᙲ
 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨӕ
ኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶಮƳ
ɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵᲢዼԧ
ሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ٭ѣǁƷ
ᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
ŪࠊൟŴʙಅᎍሁƱңƠƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷ߷߃ภଡ଼҄ݣሊਖ਼ᡶ˟ᜭᲢᲽᲽ߷߃Ǩǳ˟ᜭᲣƷȍȃȈȯȸ
ǯǛဇƠƨ %11. %*1+%' ǛƸơǊƱƢǔңƷӕኵ
Ʒਖ਼ᡶ
ȷ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶǻȳǿȸǍ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄
᧸ഥѣਖ਼ᡶՃƱᡲઃƠƨӕኵƷਖ਼ᡶ

᧸ཛݣሊʙಅ

 ࠊൟŴʙಅᎍŴ؏עƷ᧸ཛ᧙ᡲ˳ׇŴᜩݑŴᘍ

Ū᧸ཛ໊Ʒ .'& ҄Ǜਖ਼ᡶƢǔ '5%1 ʙಅƴǑǔ᧸ཛ໊Ʒዜਤ

ሁƱңȷᡲઃƠŴཛፕƷƳƍܤμȷ࣎ܤƳ߷߃Ǜ

ሥྸƷܱ

ႸਦƠƨӕኵǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
߷߃ғ

 ؏עƴƓƚǔዯ҄ਖ਼ᡶӏƼؾբ᫆ƴ᧙Ƣǔғ

ŪࠊൟȜȩȳȆǣǢሁƱƷңƴǑǔᒬᑶƷౡఎƷܱ

ൟॖᜤӼɥƷƨǊƷգႆѣǛғൟƱƷңƴǑ

Ūૅ࠻ᑀǁƷžዯƷǫȸȆȳſƷᚨፗ

ǓܱƠǇƢŵ
࠳ғ

 ܇ƲǋӼƚǤșȳȈƷ͵ǍؾգႆȑȍȫƷ

Ū܇ƲǋӼƚؾգႆǤșȳȈƷܱ

͵ƳƲŴٶಮƳ࠰ᱫƴұƠƨॖᜤգႆѣǛਖ਼ᡶ

ŪғϋƷዯ҄ਖ਼ᡶ

ƠǇƢŵ

ŪπσᑶّሁƷᑶౡѣƷਖ਼ᡶ

 ǇƨŴғϋƷዯ҄ਖ਼ᡶƱғൟƷዯ҄ॖᜤƷ᭗੬Ǜ
ǔƱƱǋƴŴғൟӷٟƷʩ්Ǜ̟ᡶƢǔƨǊŴᑶ
ƱዯƷƏǔƓƍƋǔǇƪƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ɶҾғ

 ܖఄȷ˖ಅȷ؏עሁƱᡲѣƠƯŴžɶҾғǨǳǫ

ŪžɶҾғǨǳǫȕǧſƷܱ

ȕǧſŴž܇ƲǋؾʙಅſሁǛܱƠŴྶעภଡ଼

Ūғϋ˖ಅŴࠊൟ˳ׇǍܖݱఄƱᡲઃƠƨž܇Ʋǋؾʙಅſ

҄᧸ഥƴ̞ǔ؏עѣƷ୍ӏȷգႆǛᘍƍǇƢŵ
 ǇƨŴᑶǍዯǛဇƠ˰ǈዓƚƨƍƱ࣬ƏǇƪƮ

Ʒܱ
ŪౡఎሥྸǍᑶౡ˳᬴ሁƷܱ

ƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
᭗ғ

 ྶעภଡ଼҄ሁƴݣƢǔӕኵǛŴ؏עȬșȫƴƓƍ

ŪғϋܖݱఄሁƷȓǪȈȸȗǛဇƠƨܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ

ƯٶಮƳɼ˳ƱƷᡲઃƴǑǓਖ਼ᡶƠŴਤዓӧᏡƳᅈ

Ūဃཋٶಮࣱȷ̬൦щӼɥǛǔࠊൟңƷܱោႎӕኵžƨƔ

˟ᲢǨǳǷȆǣᲣƷ࢟ǛǊƟƠǇƢŵ

ƭƷᐯƷកǘƍƮƘǓʙಅſƷܱ

 ؾբ᫆ǁƷࣖݣƴ᧙ƠƯŴғൟƕ᧙࣎ǛਤƪǍ
ƢƍȆȸȞǛӕǓɥƛƳƕǒ୍ӏգႆǛᘍƍŴғൟ

Ūᢘࣖሊȷဃཋٶಮࣱ̬μƴ᧙ƢǔॖᜤգႆӏƼžǨǳǷȆǣ
ƨƔƭſƷྸᚐ̟ᡶ

ƷؾॖᜤƷӼɥǛǓǇƢŵ

ŪғൟƷؾॖᜤӼɥƴӼƚƨӕኵ

 ǇƨŴғϋӲƴᚨፗƠƨᑶّȷǳȳȆȊሁƷዜ

Ūғࢫ࠻ᑀǛဇƠƨؾᣐॾƷӕኵƴ᧙Ƣǔऴإႆ̮

ਤሥྸǛғൟƱңưܱƠŴƍƷƋǔǇƪƮƘ

ŪғϋӲƴᚨፗƠƨǳȳȆȊȷᑶّƷᢘദƳዜਤሥྸ

ǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪǭȩȪȇȃǭόለ࠼ئᑶّƷዜਤሥྸӏƼዯ҄Ʒਖ਼ᡶƴӼ

 עғƷᠾเǛဇƠƨӕኵǛғൟμ˳ưᘍ
ƏƜƱƴǑǓŴ؏עƷࣱ҄ǍƾǔƞƱॖᜤƷᣱ
ǛǓǇƢŵ

ƚƨ୍ӏգႆ
ŪᠾಅᎍƱғൟƷңƴǑǔƱᠾƷ؏עเǛႆᙸƢǔ
ѣƷਖ਼ᡶ
ŪעငעෞƱ܇ƲǋƷᏋǛኽƼᠾƷƋǔƱǒƠǛഏ
ɭˊƴˡƑǔѣƷਖ਼ᡶ
ŪࠊൟȑȯȸƴǑǔ؏עเƷࣱ҄ȷȍȃȈȯȸǯ҄Ʒਖ਼ᡶ

ܷЭғ

 ࠻ᑀƷႾǨȍȫǮȸ҄Ǜਖ਼ᡶƠŴ៲ᡈƳႾǨȍƷ

Ūғࢫ࠻ᑀƷༀଢᚨͳƷ .'& ҄Ʒܱ

ӕኵƱƠƯғൟǁƷգႆǛᘍƏƱƱǋƴŴ࠻ᑀМဇ

ŪπσဇעưƷᑶّƮƘǓǛڎೞƱƠƨ؏עǳȟȥȋȆǣƷ

ƷࣛᢘࣱƱஹ࠻ᎍǁƷǵȸȓǹƷӼɥǛǓǇƢŵ

࢟ૅੲ

 ғൟᐯ៲ƴǑǔᑶّሥྸŴૢͳǛਖ਼ᡶƠŴғƷǤ

Ūዯ҄ѣ˳ׇƷࣱ҄ƴӼƚƨ২ᘐૅੲ

ȡȸǸǢȃȗƱŴዯ҄ѣ˳ׇƷʩ්̟ᡶȷ২ᘐӼ

ŪிӸ߷߃ǤȳǿȸȁǧȳǸЭᑶّƮƘǓƷܱƴǑǔࠊȷғ

ɥሁŴ؏עƷࣱ҄ƱʴᏋǛǓǇƢŵ
 ǇƨŴᐯᚇݑǍޛᢂƼƳƲŴᚃ܇ưᐯ˳᬴
ƕưƖǔೞ˟ǛƭƘǓŴᐯǛٻЏƴƢǔ࣎ǛᏋǉ
ƱƱǋƴŴƦƷᐯǛܣǔ؏עѣƴᚑǕǔƜƱ
ưŴ؏עƴ᧙࣎ǛਤƭƖƬƔƚƮƘǓǛᘍƍǇƢŵ
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ƷǤȡȸǸǢȃȗ
Ū܇Ʋǋᐯ౨ʙಅƱƠƯŴ࠰ᲮׅƷǤșȳȈƷܱ

ʙѦʙಅӸ
ٶઊғ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

 ғൟƕܼࡊưӕǓኵǊǔྶעภଡ଼҄ݣሊǛŴғൟ

Ū࠻ᑀُ᩿Ʒዯ҄ŴǴȸȤƷᆔ܇ƷᣐࠋƳƲžዯƷǫȸȆȳٻ
˺ſƷܱ

ƱƷңƴǑǓਖ਼ᡶƠǇƢŵ
 ғƷ؏עเưƋǔဃဋዯעƷᝅƔƳᐯƷɶ
ư˳᬴ȗȭǰȩȠǛܱƠŴᐯƷٻЏƞǍᣂםǁ

Ū܇ƲǋƨƪƷܖؾ፼ǛႸႎƱƠƨžٰ˞ǈᲛٶઊғǨǳȕ
ǧǹǿſƷ͵
Ūࠊൟ˳ׇƱңƠƨ̅ဇฎǈƯǜǀǒƷׅӓƳƲƴǑǔ

Ʒग़ბǛज़ơǒǕǔೞ˟Ǜ੩̓ƠǇƢŵ
 ǇƨŴٶઊ߷ƴဃऒƢǔ൦ᮄሁǛٶઊғዮӳ࠻

ᲭƷ୍ӏգႆƷܱ

ᑀǢȈȪǦȠưᏋޒᅆƠŴٶઊ߷ǁƷग़ბǛข

ŪӲᆔᐯ˳᬴ȗȭǰȩȠƷ˖ဒȷܱ

ǊŴؾॖᜤƷգႆǛǓǇƢŵ

Ūٶઊ߷ؾգႆޒᅆƷܱ
ȷܓራƴࣖơƨᮄƷޒᅆӏƼȑȍȫƷਫ਼Ј
ȷ൦Ʒዜਤሥྸ

ဃғ

 ዯƷǫȸȆȳ˺ٻǍྶעภଡ଼҄ݣሊŴᐯǨȍ



ȫǮȸƷဇƳƲŴؾǍዯƷ̬μƴ᧙Ƣǔ୍ӏգ

ŪғൟɟʴƻƱǓƕӕǓኵǊǔ៲ᡈƳǨǳѣžዯƷǫȸȆ
ȳſሁƷ୍ӏգႆ

ႆǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪٽᨗήሁƷᐯǨȍȫǮȸƷဇ̟ᡶ

 ፦҄ѣ˳ׇǁƷૅੲǛᡫơƯŴғൟƱƷңƴ

Ūπσႎᆰ᧓ƴƋǔᑶّǛᐯɼႎȷዒዓႎƴሥྸƠƯƍǔ˳ׇ

Ǒǔ؏עƷؾ፦҄ӏƼ؏עǳȟȥȋȆǣƷਖ਼ᡶ

ǁƷᑶᒁሁƷ੩̓

ǛǓǇƢŵ

Ū᱅߷؏עᡲઃңᜭ˟ǛᡫơƨܱᚘဒƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

 ғൟǍܖٻŴܖఄŴᠾಅʙಅᎍሁƱᡲઃƠŴғϋ

ŪޢɥעғŴଔעғƷࣱ҄؏עƷ౨᚛

ᠾಅเǍؾเǛƔƠŴࣱ҄؏עǛਖ਼ᡶƠ

ŪᠾǛᡫơƨࣱ҄؏עƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ǇƢŵ

Ūעȷ̬ޛμƴ᧙ƢǔǤșȳȈŴʴᏋʩ්ʙಅሁƷ

 עȷޛƷ̬μǍ᭽щǛȆȸȞƴƠƨᜒࡈǍǤ

 ͵

șȳȈሁǛ͵ƠŴ˰؏עൟǍ܇ƲǋƨƪƳƲᒉƍ

ŪעȷޛƷ᭽щƷႆ̮

ɭˊƴŴעȷޛƷ᭽щǍ࣏ᙲࣱǛˡƑǇƢŵ

íᲧᲬ ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ

Ⅰ
−2 環境教育
・環境学習の推進
ĬؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
íᲧᲬ
ؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
Ⅰ
−2 ①環境教育
・環境学習の推進
íᲧᲬ
ĬؾᏋȷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ


ಒ ᙲ
 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨӕ
ኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶಮƳ
ɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵᲢዼԧ
ሊᲣŴภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ٭ѣǁƷ
ᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
ŪࠊൟŴʙಅᎍሁƱƷᡲઃӕኵƷ̟ᡶ
ȷ߷߃ภଡ଼҄ݣሊਖ਼ᡶ˟ᜭᲢ%% ߷߃Ǩǳ˟ᜭᲣƷȍȃȈȯȸ
ǯሁǛဇƠƨ %11. %*1+%' ǛƸơǊƱƢǔңƠƨ
ӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶǻȳǿȸǍ߷߃ࠊྶעภଡ଼҄
᧸ഥѣਖ਼ᡶՃƱᡲઃƠƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪƔǘƞƖǨǳǒƠசஹሁǛဇƠƨ୍ӏգႆƷܱ
ȷƔǘƞƖǨǳǒƠசஹƷ᭽щӼɥƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

เ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 เࣅȷ˯໗እȷᐯσဃƳƲŴዮӳႎƳؾ

ŪྛᅢݢǨǳǒƠؾƷᢃփ



ܖ፼ƕưƖǔ୍ӏգႆਗໜƱƠƯŴᲭƴݣƢǔॖ
ᜤգႆǛǓǇƢŵ

˷༏Мဇࠊൟᚨȷ

 ƝǈҲƴˤƏ˷༏ǛஊјМဇƠƨ˷༏Мဇࠊ

ŪਦܭሥྸᎍƴǑǔሥྸᢃփƷܱ

ᲽᲽᢃփʙಅ

ൟᚨƷሥྸᢃփǛᘍƏƱƱǋƴŴȪǵǤǯȫǳ

ŪሥྸᢃփƷᚸ̖ӏƼᇹᲭਦܭሥྸᎍƷዮਙᚸ̖ŴᇹᲮਦ

ȟȥȋȆǣȸǻȳǿȸƷሥྸᢃփǛᘍƍǇƢŵ

ܭሥྸᎍƷᢠܭ
ŪءఌϼྸǻȳǿȸஆƑƴˤƏȨȍȃȆǣȸءఌƷƋǓ૾
Ʒ౨᚛ȷૢྸ

ؾᏋਖ਼ᡶʙಅ

 ؾᣐॾƷᎋƑ૾ƕܭბƢǔƜƱƴǑǓŴࠊൟȷ ŪžؾᏋȷܖ፼ؕஜ૾ᤆſƴؕƮƘؾᏋƷዮӳႎƳਖ਼
ʙಅᎍȷᘍƕңƠƯ̬ؾμƴӕǓኵǉƜƱƕ

 ᡶ

ưƖǔǑƏŴᏋȗȭǰȩȠŴʴᏋŴऴإႆ̮

Ūžؾиᛠஜſ˺ƴǑǔؾᏋƷΪܱ

ǛΪܱƠǇƢŵ

Ū؏עؾȪȸȀȸƷᏋ

ؾዮӳᄂᆮؾ

 ࠊൟ˳ׇǍ˖ಅƳƲٶಮƳɼ˳ƱᡲઃƠƳƕǒŴ Ūؾƴ᧙ƢǔǻȟȊȸǍဃƖཋᚇ˟ݑሁƷܖؾ፼ᜒࡈƷ

Ꮛਖ਼ᡶʙಅ

˳᬴ƷؾᏋȷܖ፼ǛܱƠŴؾբ᫆ǛჷǓŴ
ᘍѣưƖǔʴǛᏋƠǇƢŵ

ܱ
ŪțȸȠȚȸǸሁǛဇƠƨܖؾ፼ƴ᧙Ƣǔऴإ੩̓Ʒ౨
 ᚛

ဃཋٶಮࣱਖ਼ᡶʙಅ

 ؏עƴऒƮƘဃƖཋƷဃᏋؾƷ̬μŴ୍ӏգႆ

ŪžဃཋٶಮࣱƔǘƞƖဦſƴؕƮƘʙಅƷਖ਼ᡶ

ƳƲƷӕኵǛᡶǊǇƢŵ

ŪဃཋٶಮࣱƷ̬μƴ᧙Ƣǔ୍ӏգႆƷܱ

൦ឋ൲ບ᧸ഥݣሊʙ

 ൦ؾƷ̬μƴӼƚƯŴඕ߷ȷෙ؏ሁƷؕؾ

Ū൦̬ؾμƴ̞ǔ୍ӏգႆƷܱ

ಅ

แȷؾႸƷᢋȷዜਤǛႸਦƢƱƱǋƴŴ൦
̬ؾμƷգႆƷƨǊƷǤșȳȈǛܱƠǇƢŵ

࠼࠼إᎮʙಅ

 ɥɦ൦ᢊʙಅƴƓƚǔؾሊǛბܱƴਖ਼ᡶƢ

ŪࠊൟƷܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶƱ࠼إѣƷΪܱ

ǔƨǊŴᆢಊႎƳऴإ੩̓ǛᡫơƯŴɥɦ൦ᢊʙಅ

Ū൦ƱƔƕǍƘசஹƷᢃփ

Ʊؾբ᫆Ʒ᧙ǘǓƴƭƍƯྸᚐǛ̟ᡶƠǇƢŵ

î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ
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îᲧᲫ ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ



ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

ؾыіᎍᘙࢧʙಅ

 ؏עؾƷӼɥሁƴ᫋ᓸƳыጚƷƋƬƨ̾ʴȷׇ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
Ū߷߃ࠊؾыіᎍƷᘙࢧࡸƷܱ

˳ǛᘙࢧƢǔƱƱǋƴŴƦƷѣሁƴƭƍƯ࠼Ƙऴ
إႆ̮ƠǇƢŵ
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î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ

Ⅱ
低炭素な事業活動のまち
î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ

îᲧᲫ ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ

Ⅱ
−1˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ
事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進
î
îᲧᲫ
ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
î ˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ

î
Ⅱ
−1˯໗እƳʙಅѣƷǇƪ
①大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
îᲧᲫ
ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ
ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ

îᲧᲫ ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ
ʙಅѣƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ಒ ᙲ
᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
îᲧᲫ
ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ
ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ
 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨ Ūžྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔவ̊ſƴؕƮƘᚘဒȷإԓ
îᲧᲫ ĬᙹٻʙಅᎍƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶ

СࡇƷᢃဇ

ಮƳɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵ

ȷСࡇƷᢃဇӏƼᙸႺƠƷ౨᚛

ᲢዼԧሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ

ȷᙸႺƠኽௐǛ៊ǇƑƨСࡇƷᢃဇ

٭ѣǁƷᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ȷᘙࢧሁƷܱ
Ūྶעภଡ଼̞҄ૠƷٻƖƍˊஆȕȭȳሁƷЪถƴӼƚƨգႆ
Ʒܱ

ٻൢ൲௨᧸ഥݣሊʙ

 ئȷʙಅئƔǒЈƞǕǔٻൢ൲௨ཋឋƷ

ಅ

ЈཞඞሁƷႳᙻǍŴؕؾแƷᢋዜਤƴӼƚƨ
ЈЪถሁƷӕኵǛᡶǊǇƢŵ

ŪئȷʙಅئƔǒƷʚᣠ҄ᆷእƳƲƷٻൢ൲௨ཋឋЈƷЪ
ถ
ȷࣱؾᏡƷΟǕƨ༓ᚨሁƷݰλ̟ᡶƷƨǊƷ୍ӏգႆƷܱ


îᲧᲫ ĭɶᙹݱʙಅᎍƷภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ ĭɶᙹݱʙಅᎍƷภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ

Ⅱ
−1 ②中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
îᲧᲫ
ĭɶᙹݱʙಅᎍƷภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ ĭɶᙹݱʙಅᎍƷภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ಒ ᙲ
îᲧᲫ
ĭɶᙹݱʙಅᎍƷภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨ
ӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ŪႾǨȍᚮૺŴɶᙹݱʙಅᎍƕݰλƢǔႾǨȍೞ֥ሁǁƷᙀ
яŴᗡСࡇƷኰʼƴǑǓјௐႎƳႾǨȍૅੲǛਖ਼ᡶ

ಮƳɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵ
ᲢዼԧሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ
٭ѣǁƷᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
πܹ᧸ഥᗡʙ

 ɶ˖ݱಅᎍƕŴπܹƷႆဃǛ᧸ഥƢǔƨǊƴ࣏

ŪᗡƷݙ௹ӏƼᛐܭ

ಅ

ᙲƳᚨͳƷᚨፗሁǛƢǔᨥƴŴᗡƷଆǍᗡ

Ūᗡฎǈకˑƴ᧙ƢǔʙಅᎍƷဎᛪƴؕƮƘМ܇ᙀዅ

ƴ̞ǔМ܇ᙀዅǛᘍƍǇƢŵ

ŪᗡСࡇƷᢘദƳᢃဇƱСࡇƷ౨ᚰ
Ū࠼إѣƷΪܱ

ՠࡃᘑᛢ᫆ࣖݣʙಅ

 ՠࡃᘑƷᛢ᫆ᚐൿǍƳǔೞᏡӼɥǛૅੲƠŴ

ՠಅᛢ᫆ǁƷࣖݣǛǓǇƢŵ
îᲧᲫ ĮǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ

ŪՠࡃᘑƷೞᏡӼɥƴӼƚƨǨǳ҄Ʒਖ਼ᡶ
ȷᘑែ໊Ʒ᳆ᲿᲾ҄ሁƷՠࡃᘑǨǳ҄ȗȭǸǧǯȈʙಅƷਖ਼ᡶ

îᲧᲫ ĮǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ ĮǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ
îᲧᲫ
ĮǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ
Ⅱ
−1 ③スマートコンビナート等の推進
îᲧᲫ
ĮǹȞȸȈǳȳȓȊȸȈሁƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
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ؾᛦԧǇƪƮƘ

 ߷߃ǨǳǿǦȳನेƷƳǔਖ਼ᡶǛǔƨǊŴ

Ū߷߃ǨǳǿǦȳᇌ˖עಅƷӕኵૅੲ

ǓᲢǨǳǿǦȳᲣਖ਼

ǨǳǿǦȳᇌ˖עಅሁƷเࣅƷӕኵǛૅੲ

Ū߷߃ǨǳǿǦȳƷӕኵƷϋٳǁƷऴإႆ̮

ᡶʙಅ

ƢǔƱƱǋƴŴऴإႆ̮ǍᙻݑƷӖλǛ࠼Ƙᘍƍ
ǇƢŵ

߷߃ᐮෙᢿǹȞȸȈ

 ᐮෙᢿᇌ˖עಅưನƞǕǔඥʴင

ŪžʮාᐮෙᢿǳȳȓȊȸȈ᭗ࡇ҄ሁ౨᚛˟ᜭſƷ͵

ǳȳȓȊȸȈƷਖ਼ᡶ

ಅȷؾоᡯȪǨǾȳǻȳǿȸǍᅕ߷ډჄሁƱᡲ

Ū߷߃ᨥؾ২ᘐޒǁƷЈޒƴǑǔஹئᎍǁƷऴإႆ̮

ʙಅ

ઃƠƯŴ߷߃ᐮෙᢿƴƓƚǔเࣅȷசМဇǨ

Ūࠊൟʩ්˟

ȍȫǮȸஊјဇƷ౨᚛Ǎऴإႆ̮ǛᘍƍǇƢŵ

Ūؾȷငಅʩ්ǳȸȊȸƴƓƚǔࠊൟŴʙಅᎍሁǁƷऴإႆ̮

έᇢငಅሁᇌ̟עᡶ

 έᇢ২ᘐǛਤƭ˖ಅƷʙಅ҄ǛૅੲƢǔƜƱ

ŪέᇢငಅоЈૅੲСࡇሁƴǑǔؾȷǨȍȫǮȸȷȩǤȕǵǤ

ʙಅ

ƴǑǓŴέᇢငಅƷоЈƱᨼᆢǛ̟ᡶƠǇƢŵ

ᐮෙᢿࣱ҄ਖ਼ᡶʙ

 žᐮෙᢿȓǸȧȳſƴᅆƢžႸਦƢݩஹſƷ

ಅ

ܱྵƴӼƚƯŴᐮෙᢿƷဦႎȞȍǸȡȳȈǛਖ਼
ᡶƠǇƢŵ

ǨȳǹЎƷέᇢငಅ˖ಅǁƷяʩ˄Ʊદಅૅੲ
ŪᐮෙᢿȓǸȧȳƴᅆƢžႸਦƢݩஹſܱྵƷƨǊƷȗȭǸǧ
ǯȈƷ౨᚛ӏƼਖ਼ᡶ
ȷ˯໗እǤȳȀǹȈȪȸǨȪǢನሰȗȭǸǧǯȈƳƲƷ౨᚛ӏ
Ƽਖ਼ᡶ

îᲧᲬ ࠊࢫƷྙέӕኵƷਖ਼ᡶ
îᲧᲬ ĬࠊᚨƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
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Ⅱ
−2 市役所の率先取組の推進
îᲧᲬ
ࠊࢫƷྙέӕኵƷਖ਼ᡶ
Ⅱ
−2 ①市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進
îᲧᲬ
ĬࠊᚨƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
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᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ᲢμᑍႎӕኵᲣ
ǨǳǪȕǣǹਖ਼ᡶʙ

 ؾᣐॾڎኖŴǰȪȸȳទλሁŴžྶעภଡ଼҄

ಅ

ݣሊਖ਼ᡶᚘဒſƴਫ਼ƛǔࠊƷྙέӕኵǛਖ਼ᡶƢǔ

Ūྶעภଡ଼҄ݣሊਖ਼ᡶؕஜᚘဒӏƼܱᚘဒƴؕƮƘࠊ
ƷྙέӕኵƷਖ਼ᡶ

ƱƱǋƴŴǨǳǪȕǣǹሥྸǷǹȆȠǛဇƠƯ

ȷᎰՃƴǑǔႾǨȍȫǮȸݣሊƷਖ਼ᡶ

ᡶᘍሥྸǛᘍƍǇƢŵ

ŪπσᚨƷႾǨȍᚮૺƷܱ

ࠊ࠻ᑀሁƴƓƚǔƝ

 ࠊൟǍʙಅᎍƷርƱƳǔǑƏŴࠊ࠻ᑀሁƴƓ

ŪࠊࢫƴƓƚǔƝǈถ҄ᢃѣƷਖ਼ᡶ

ǈถ҄ᢃѣƷਖ਼ᡶ

ƍƯƝǈถ҄ᢃѣǛਖ਼ᡶƠŴᲭƱᢘദϼྸƷ
ԗჷ࣋ࡁǛǓǇƢŵ

ɥɦ൦ᢊʙಅƴƓƚ

 ؾƴᣐॾƠƨ൦ᢊȷಅဇ൦ᢊʙಅŴɦ൦ᢊ

Ūɥɦ൦ᢊޅؾᚘဒƴܭǊǔӲӕኵƷਖ਼ᡶ

ǔؾሊƷਖ਼ᡶʙ

ʙಅǛᘍƏƨǊŴž߷߃ࠊɥɦ൦ᢊޅؾᚘဒſ

Ūؾᚘဒ࠰ഏإԓƷ˺ȷπᘙ

ಅ

ƴܭǊǔӲӕኵǛᚘဒႎƴਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪႾǨȍඥŴภݣඥŴภݣவ̊ƴؕƮƘܭإԓሁƷ˺
ȷ੩Ј
ŪૼƨƳɥɦ൦ᢊޅؾᚘဒƷሊܭȷπᘙ

ᲢоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍƷዮӳႎƳӕኵሁᲣ
ؾǨȍȫǮȸਖ਼ᡶ
ʙಅ

˯໗እᅈ˟ƷನሰǍᐯᇌЎǨȍȫǮȸƷ

ŪžࠊሰཋƴƓƚǔؾᣐॾแſƷᢃဇƴƓƚǔπσ

ᄩ̬ƴӼƚƯŴоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍǛኵǈӳ

ᚨǁƷؾᣐॾ২ᘐƷݰλ̟ᡶ

ǘƤŴዮӳႎƳǨȍȫǮȸƴ᧙ƢǔӕኵǛਖ਼ᡶƠ
ǇƢŵ
ஜ࠻ᑀሁஆʙಅ

ஜ࠻ᑀሁƴƭƍƯܹݣሊѣƷɶਗໜƱ
ƠƯƷ᎑ᩗࣱᏡǛᄩ̬ƢǔƨǊŴஆƑƷӕኵǛ

Ūૼஜ࠻ᑀƷૢͳƷਖ਼ᡶ
ŪᇹᲬ࠻ᑀƷᚐ˳Ʊួئ࠼עƷૢͳƷਖ਼ᡶ

ᡶǊǇƢŵ
࠻ᑀሁሰཋƷᧈݤ

 ƔǘƞƖငȞȍǸȡȳȈǫȫȆƴؕƮƖŴ

ԡ҄ݣሊʙಅ

ᚨƷೞᏡǍࣱᏡƴƭƍƯŴэ҄ƷஊǍΫͅȷཞ



७Ǜ৭੮ƠŴೞᏡͣഥሁǛ᧸ƙžʖ᧸̬μſƷܱ

Ū࠻ᑀሁሰཋƷᧈݤԡ҄ᚨᚘȷʙƷܱ

ƴǑǓŴ࠻ᑀሁሰཋƴƭƍƯᧈݤԡ҄Ǜਖ਼ᡶ

ŪᙹٻᚨƴƓƚǔሰཋᛦ௹ȷэ҄ᚮૺǛ៊ǇƑƨŴ

Ū࠻ᑀሁሰཋƷэ҄ཞඞƷሥྸŴᛇኬᛦ௹ŴʙƷΟέ
ࡇЙܭ

ƠǇƢŵ

ɶᧈ̬μᚘဒƷሊܭȷૼሁ
Ūଏ܍ᚨƷᚨͳૼƴƋƨƬƯŴᲿᲽʙಅƷݰλ
  ᲢဃғࢫŴဃǹȝȸȄǻȳǿȸᲣ

ғࢫሁ࠻ᑀૢͳਖ਼

᭗ኺ࠰҄ƕᡶǉғࢫሁ࠻ᑀƴƭƍƯŴјྙ

ŪٶઊғࢫဃဋЈࢌƷஆૢͳ

ᡶʙಅ

ႎȷјௐႎƳ࠻ᑀૢͳǛᡶǊǇƢŵ



ғࢫ࠻ᑀǨǳ҄ʙ

 ࠻ᑀƷႾǨȍȫǮȸ҄Ǜਖ਼ᡶƠŴ៲ᡈƳႾǨȍ

ŪༀଢᚨͳƷ᳆ᲿᲾ҄Ʒܱ

ಅ

ƷӕኵƱƠƯғൟǁƷգႆǛᘍƏƱƱǋƴŴ࠻ᑀ
МဇƷࣛᢘࣱƱஹ࠻ᎍǁƷǵȸȓǹƷӼɥǛ
ǓǇƢŵ

࠻ᑀሁૢͳʙಅ

ෞ᧸ፙሁƷᚨȷᚨͳƷໜ౨ૢͳǛܱƠŴ
᧸ਗໜೞᏡǛᄩ̬ƠǇƢŵ

Ūዬ࣯ǛᙲƢǔᚨӏƼᚨͳሁƷᙀ̲ʙƷܱ
Ū᧸ਗໜೞᏡᄩ̬ƷƨǊƷෞ᧸ፙሁƷો̲ʙƷ౨
 ᚛
Ūෞ᧸ׇ֥φፗئƷೞᏡᄩ̬ƷƨǊƷӕኵƷਖ਼ᡶ
Ūᎊ҄ƠƨҘᯓထЈࢌఠƷૢͳ

ෞ᧸ፙોሰʙಅ

ᎊ҄Ơƨ࠻ᑀȷᚨሁǛૢͳƠŴෞ᧸щƷࢍ
҄ǛǓǇƢŵ

Ūᎊ҄Ơƨෞ᧸ፙሁƷોሰʙƷܱӏƼᚘဒႎƳ
ોሰሁƷ౨᚛
ŪༀଢᚨͳƷ᳆ᲿᲾ҄Ʒܱ
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ࡑూཋϼྸᚨᚨ

 ࡑూཋϼྸʙಅǛᧈܭܤႎƴᢃփƠƯƍƘ

ŪϼྸǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ

ʙಅ

ƨǊŴᎊ҄ƠƨᚨƴƭƍƯஆሁǛᘍƍǇ

ȷᚐ˳ગӊʙܦʕ

Ƣŵ

ȷᚨʙƷዒዓ
Ტ˯ภᔕൢǛဇƠƨȐǤȊȪᲧႆᩓƷݰλᲣ
ŪءఌϼྸǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ
ȷؕஜᚘဒ˺ಅѦ
ȷૢͳᚘဒ˺ಅѦ
ȷࢨؾ᪪ᚸ̖ዓƖ
Ūλ൶߃ǯȪȸȳǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ
ȷؕஜᚘဒ˺ಅѦ
ȷૢͳᚘဒ˺ӏƼڎኖዓಅѦ
ȷעឋᛦ௹ಅѦ
ȷᚨʙბʖܭ

ࡑూཋϼྸᚨؕ࠴

 ࡑూཋϼྸᚨƷܭܤႎƳᢃဇƷƨǊŴࡑూཋ

Ūූϼྸǻȳǿȸؕ࠴ႎᚨૢͳƷਖ਼ᡶ

ႎૢͳʙಅ

ϼྸᚨሁƷᙹٻો̲ǛܱƠǇƢŵ

ȷᧈݤԡ҄ƴӼƚƨૢͳ

Ɲǈႆᩓʙಅ

 ϼྸǻȳǿȸưႆᩓƠƨᩓщƷƏƪŴ˷йᩓщ

ŪƝǈႆᩓʙಅሁƷ˷༏МဇƷਖ਼ᡶ

Ƹ٥ᩓǛᘍƏƱƱǋƴŴʻࢸŴஆƑǛᘍƏϼྸ

ŪࡑూཋႆᩓƷૼƨƳဇඥƷ౨᚛

ǻȳǿȸǁƷ᭗јྙƳ༏ׅӓᚨͳƷݰλƴӼƚ
ƯӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ
 ƝǈႆᩓƴǑǔǨȍȫǮȸƷעငעෞƴӼƚ
ƯŴࡑూཋႆᩓǛဇƠƨᩓщƷɟਙڎኖƳƲƷ
ᛦ௹ᄂᆮǛᘍƍǇƢŵ
δᇜဃࢻفьݣሊʙ
ಅ

δᇜဃࢻƷفьƴႎᄩƴࣖݣƢǔƨǊŴӲܖఄ

ŪݱனܖݱఄૼᚨƴӼƚƨӕኵ

ƷδᇜဃࢻૠƷݩஹਖ਼ᚘ͌ƴؕƮƖܴƷ᠃ဇŴ

Ūૼ߷߃עғƷܖݱఄૼᚨƴӼƚƨӕኵ

ఄᑀƷفોሰŴૼఄᚨፗŴᡫܖғ؏ƷᙸႺƠሁƷ

ŪᚘဒႎƳᚨૢͳ

ᢘЏƳࣖݣǛǓŴᑣڤƳᏋؾƷዜਤƴѐǊ
ǇƢŵ
ܖఄᚨᧈ̬μᚘ
ဒਖ਼ᡶʙಅ

ଏܖ܍ఄᚨƷો̲ሁƷϐဃૢͳඥƴǑǓŴ
ǑǓٶƘƷܖఄƷᏋؾોծǛǔƱƱǋƴŴ

ŪܖఄᚨƷᧈݤԡ҄ȷϐဃૢͳƷਖ਼ᡶ
ȷܖఄᚨᧈ̬μᚘဒƴؕƮƘʙƷܱ

ᎊ҄ݣሊŴឋႎોծŴݣؾሊƴǑǔᧈݤԡ҄
Ǜਖ਼ᡶƠǇƢŵǇƨŴᚘဒႎƴʖ᧸̬μǛܱƠ
ǇƢŵ
ܖఄᚨؾોծʙ
ಅ

ᏋؾƷӼɥǛǊƟƠŴȈǤȬƷࣛᢘ҄ǍȐ

Ū᩼ࠝဇᩓเƱƠƯƷᔛᩓ൷Ʒૢͳ

ȪǢȕȪȸ҄ŴǨǳǹǯȸȫ҄ǛᡶǊǇƢŵǇƨŴ
؏עƷ᧸щƷӼɥƴӼƚŴ᩼ನᡯᢿƷ᎑ᩗ҄
ƳƲŴܖఄᚨƷ᧸ೞᏡƷࢍ҄ǛǓǇƢŵ

ɥɦ൦ᢊʙಅƴƓƚ

 ൦ᢊʙಅŴಅ൦ᢊʙಅŴɦ൦ᢊʙಅƴƓƚǔ

ŪႾǨȍȫǮȸƷӕኵӏƼภܴјௐǬǹƷЪถ

ǔؾሊƷਖ਼ᡶʙ

ෞᝲǨȍȫǮȸǛ˯ถƢǔƱƱǋƴŴᐯǨȍȫ

ȷႾǨȍȫǮȸೞ֥Ʒဇ

ಅ

ǮȸƷஊјМဇǛᡶǊǇƢŵ

ȷᐯ්ɦ૾ࡸƴǑǔӕ൦ȷᡛ൦ȷᣐ൦

 ǇƨŴؾ২ᘐƷᄂᆮႆӏƼဇǛᡶǊǇ

ŪϐဃӧᏡǨȍȫǮȸเƷஊјМဇ

Ƣŵ

ȷݱ൦щႆᩓƷܱ
ȷٽᨗήႆᩓǷǹȆȠƷݰλ
Ūɦ൦ᢊƴƓƚǔؾ২ᘐƳƲƷᄂᆮႆ
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ʙѦʙಅӸ
߷߃၏ᨈƷᢃփ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

 ࠊƷؕ࠴၏ᨈƱƠƯŴݱδƔǒʴŴکငۡǇ

ŪǹȞȸȈ҄Ʒਖ਼ᡶ

ưŴࠢ࠼ƍधᎍޖƴݣƢǔ᭗ࡇȷཎഷȷࣱ࣯Ҕ

ȷ᧸ೞᏡࢍ҄ȷɶᧈ̬μȷႾǨȍો̲

ၲŴ࣯ҔၲŴݱδŴԗငҔၲƳƲǛ੩̓Ƣǔ
ǄƔŴችᅕᅹ࣯धᎍŴज़௨ၐधᎍƷӖλǛᘍƍ
ǇƢŵܹƴƸҔၲᜱѣƷਗໜƱƠƯƷೞ
ᏡǛႆੱƠǇƢŵ
ᲢǨȍȫǮȸƷ̅ဇƴဌஹƠƳƍภܴјௐǬǹƴ᧙ƢǔӕኵᲣ
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−2 ②公用車における次世代自動車の導入等の推進
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Ⅲ
ï 再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまち
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƴǑǔ˯໗እƳǇƪ
ï
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƴǑǔ˯໗እƳǇƪ
Ⅲ−1
再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用の推進
ïᲧᲫ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƷਖ਼ᡶ
ïᲧᲫ①エネルギーの地産地消
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸሁƷݰλƱǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƷਖ਼ᡶ
Ⅲ−1
・自立分散の推進
ĬǨȍȫǮȸƷעငעෞȷᐯᇌЎƷਖ਼ᡶ
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ಒ ᙲ
᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
ïᲧᲫ
ĬǨȍȫǮȸƷעငעෞȷᐯᇌЎƷਖ਼ᡶ
ؾǨȍȫǮȸਖ਼ᡶ
ʙಅ

˯໗እᅈ˟ƷನሰǍᐯᇌЎǨȍȫǮȸƷ

ŪоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍᚨͳሁᚨፗૅੲʙಅƷܱ

ᄩ̬ƴӼƚƯŴоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍǛኵǈӳ

ȷܹƴǋဇƢǔƨǊ˰ܡဇٽᨗήႆᩓᚨͳƱᔛᩓ൷

ǘƤŴዮӳႎƳǨȍȫǮȸƴ᧙ƢǔӕኵǛਖ਼ᡶƠ

Ǜ́ƤƨݰλǍŴᩓൢᐯѣᲢᲿ᳐ᲣሁƷᔛᩓೞᏡƷஊ

ǇƢŵ

јဇᲢ8GJKENGVQ*QOGᲣƷݰλᙀя
ȷσӷ˰ܡሁǁƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλᛦ௹ӏƼᛦ௹ኽ
ௐǛ៊ǇƑƨјௐႎƳӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪǨȍȫǮȸƴ᧙ƢǔǻȟȊȸƷܱ
ȷݩஹƴӼƚƨǨȍȫǮȸƷᎋƑ૾ǍјௐႎƳဇƳƲࠊ
ൟሁǁƷ୍ӏգႆǛᘍƏӕኵƷਖ਼ᡶ

ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨ



ӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶ

 

ಮƳɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵ

ȷƔǘƞƖǨǳǒƠசஹƷ᭽щӼɥƴӼƚƨӕኵƷਖ਼

ᲢዼԧሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ

 ᡶ

ŪƔǘƞƖǨǳǒƠசஹሁǛဇƠƨ୍ӏգႆƷܱ

٭ѣǁƷᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
᧸ᚨૢͳʙಅ


ՠဇᩓเͣᩓƴƓƍƯŴ࣏ᙲஇݱᨂƷಅѦƕ

Ūܹݣሊဇܾٻᔛᩓ൷ᣐͳʙಅƷܱ

ܱưƖǔǑƏŴ᩼ࠝဇᩓเᚨƕૢͳƞǕƯƍ

ȷ᩼ࠝဇᩓเᚨͳƕૢͳƞǕƯƍƳƍᢿፙǍ᭗ᱫᎍᚨŴ

ƳƍᢿፙǍ᭗ᱫᎍᚨŴᨦܹᎍᚨሁƴŴܾٻ

ᨦܹᎍᚨሁƴȪȸǹƴǑǔܾٻᔛᩓ൷ᣐፗƷӕኵ

ᔛᩓ൷ǛᣐͳƠǇƢŵ

Ʒዒዓ

ïᲧᲫ ĭǨȍȫǮȸƷஇᢘМဇƷਖ਼ᡶ
Ⅲ−1
ïᲧᲫ②エネルギーの最適利用の推進
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ïᲧᲫ③次世代エネルギー等の導入の推進
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Ū߷߃൦እဦƴؕƮƘȪȸȇǣȳǰȗȭǸǧǯȈƷо

ઃƠƨȪȸȇǣȳǰȗȭǸǧǯȈǛоЈȷਖ਼ᡶƠ
ǇƢŵ

Јȷਖ਼ᡶ
Ū߷߃൦እȍȃȈȯȸǯƷನሰƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ǇƨŴ߷߃൦እဦƴƓƚǔᇹ  ǹȆȃȗ
Ტ᳸ᲣƴӼƚƯŴӲȪȸȇǣȳǰȗ
ȭǸǧǯȈǛᙲእƱƠƨਘޒٻȢȇȫǛоЈ
ƢǔƱƱǋƴŴƦǕǒǛኵǈӳǘƤŴࠊƱ˖ಅƕ
ᡲઃңщƠƯŴૼƨƳ൦እƷʙಅȢȇȫ҄ƴӕǓ
ኵǈǇƢŵ
Ɲǈႆᩓʙಅ

 ϼྸǻȳǿȸưႆᩓƠƨᩓщƷƏƪŴ˷йᩓщ

ŪƝǈႆᩓʙಅሁƷ˷༏МဇƷਖ਼ᡶ

Ƹ٥ᩓǛᘍƏƱƱǋƴŴʻࢸŴஆƑǛᘍƏϼྸ

ŪࡑూཋႆᩓƷૼƨƳဇඥƷ౨᚛

ǻȳǿȸǁƷ᭗јྙƳ༏ׅӓᚨͳƷݰλƴӼƚ
ƯӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ
 ƝǈႆᩓƴǑǔǨȍȫǮȸƷעငעෞƴӼƚ
ƯŴࡑూཋႆᩓǛဇƠƨᩓщƷɟਙڎኖƳƲƷ
ᛦ௹ᄂᆮǛᘍƍǇƢŵ

Ⅲ−2
建築物のエネルギー性能の向上
ïᲧᲬ
ïᲧᲬ ሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥ
ሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥ
ïᲧᲬ ሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥ
Ⅲ−2
①新築建築物の省エネ化
・ゼロエネ化の推進
ïᲧᲬ
ïᲧᲬ ĬૼሰሰཋƷႾǨȍ҄ȷǼȭǨȍ҄Ʒਖ਼ᡶ
ĬૼሰሰཋƷႾǨȍ҄ȷǼȭǨȍ҄Ʒਖ਼ᡶ
ïᲧᲬ ĬૼሰሰཋƷႾǨȍ҄ȷǼȭǨȍ҄Ʒਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨ
ӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶ
ಮƳɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
Ūžྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔவ̊ſƴؕƮƘᚘဒ
ȷإԓСࡇƷᢃဇ
ȷႆʙಅྶעภଡ଼҄ݣሊᚘဒСࡇƷᢃဇ

ᲢዼԧሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ
٭ѣǁƷᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ؾǨȍȫǮȸਖ਼ᡶ

 ˯໗እᅈ˟ƷನሰǍᐯᇌЎǨȍȫǮȸƷ

ŪоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍᚨͳሁᚨፗૅੲʙಅƷܱ

ʙಅ

ᄩ̬ƴӼƚƯŴоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍǛኵǈӳ

ȷܹƴǋஊјƳ˰ܡሁƴƓƚǔᔛᩓೞᏡƷࢍ҄ƳƲј

ǘƤŴዮӳႎƳǨȍȫǮȸƴ᧙ƢǔӕኵǛਖ਼ᡶƠ
ǇƢŵ

ௐႎƳӕኵƷਖ਼ᡶᲢ<'* ƷݰλᙀяᲣ
ȷσӷ˰ܡሁǁƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλᛦ௹ӏƼᛦ௹ኽ
ௐǛ៊ǇƑƨјௐႎƳӕኵƷਖ਼ᡶ
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ሰཋؾᣐॾਖ਼ᡶ

 ᭗ƍႾǨȍࣱᏡǛஊƢǔƳƲؾǁƷᣐॾƴ

ʙಅ

᧙ƢǔᐯɼႎƳӕኵǛ̟ƠŴؾᒵƷ˯ถǛ

ŪžሰཋؾᣐॾСࡇᲢᲽᲿᲿ߷߃ᲣſƷᢘദƔ
ƭјྙႎƳᢃဇ

ǓŴؾᣐॾሰཋƕᚸ̖ƞǕǔࠊئƷ࢟Ǜਖ਼

Ūؾᣐॾሰཋƴ᧙Ƣǔ୍ӏȷգႆ

ᡶƠǇƢŵ
˯໗እሰཋૅੲʙ

 ဃǍѣƴˤƬƯႆဃƢǔʚᣠ҄໗እǛ৮

Ū˯໗እሰཋᛐܭСࡇƷᢘദƔƭјྙႎƳᢃဇ

ಅ

СƢǔƨǊƷਜ਼ፗƕᜒơǒǕƯƍǔሰཋǛ୍

ŪȑȳȕȬȃȈŴțȸȠȚȸǸሁƴǑǔ˯໗እሰཋᛐܭ



ӏƢǔƨǊƷ˯໗እሰཋᛐܭСࡇǛŴᢘദƔƭ



јྙႎƴᢃဇƠŴᣃࠊƷ˯໗እ҄Ǜ̟ᡶƠǇƢŵ

ሰȷעܡƴ᧙Ƣǔ

 ܤμưᑣឋƳעܡǍሰཋƷ࢟Ŵዜਤȷ̬μ

ਦݰȷݙ௹ʙಅ

ƴӼƚŴᣃࠊᚘဒඥŴሰؕแඥŴሰཋႾǨȍ

СࡇƷ୍ӏ̟ᡶ
ŪሰཋႾǨȍඥƴؕƮƘݙ௹ሁಅѦƷό๖ƔƭႎᄩƳ
ܱ

ඥሁƴؕƮƘᚩᛐӧȷݙ௹ಅѦǍႳݑಅѦǛό๖
ƔƭႎᄩƴᘍƍǇƢŵ
ᧈΟᑣሰཋૅੲ

 ᧈƴǘƨǓᑣڤƳཞ७ư̅ဇƢǔƨǊƷਜ਼

ŪᧈΟᑣ˰ܡᛐܭСࡇƷᢘദƔƭјྙႎƳᢃဇ

ʙಅ

ፗƕᜒơǒǕƨ˰ܡǛ୍ӏƢǔƨǊƷᧈΟᑣ

Ūᛐܡ˰ܭƷዜਤ̬μཞඞƷਁЈᛦ௹ƴǑǔਦݰƷܱ

˰ܡᛐܭСࡇǛᢘദƔƭјྙႎƴဇƠŴឋƷ᭗

ŪȑȳȕȬȃȈŴțȸȠȚȸǸሁƴǑǔᧈΟᑣ˰ܡᛐܭ

ƍΟᑣƳ˰ܡƷ୍ӏǛ̟ᡶƠǇƢŵ

СࡇƷ୍ӏ̟ᡶ

ïᲧᲬ ĭ ଏሰሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥƷਖ਼ᡶ
ïᲧᲬ
ଏሰሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥƷਖ਼ᡶ
Ⅲ−2
既築建築物のエネルギー性能の向上の推進
ïᲧᲬ②ĭ
ĭ
ଏሰሰཋƷǨȍȫǮȸࣱᏡƷӼɥƷਖ਼ᡶ
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ؾǨȍȫǮȸਖ਼ᡶ

 ˯໗እᅈ˟ƷನሰǍᐯᇌЎǨȍȫǮȸƷ

ŪоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍᚨͳሁᚨፗૅੲʙಅƷܱ

ʙಅ

ᄩ̬ƴӼƚƯŴоǨȍȷႾǨȍȷᔛǨȍǛኵǈӳ

ȷܹƴǋஊјƳ˰ܡሁƴƓƚǔᔛᩓೞᏡƷࢍ҄ƳƲј

ǘƤŴዮӳႎƳǨȍȫǮȸƴ᧙ƢǔӕኵǛਖ਼ᡶƠ
ǇƢŵ

ௐႎƳӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷσӷ˰ܡሁǁƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλᛦ௹ӏƼᛦ௹ኽ
ௐǛ៊ǇƑƨјௐႎƳӕኵƷਖ਼ᡶ

˰ܡሊਖ਼ᡶʙಅ

 ž˰ؕܡஜᚘဒſƴؕƮƖŴ˰ܡƷឋƷӼɥሁ

ŪͤࡍᧈݤƷ˰ǇƍƮƘǓƴӼƚƨૺ༏҄ƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ǛᘍƏƨǊƷሊᇌకǍᛦ௹ሁǛܱƠǇƢŵ

˰ऴإ੩̓ਖ਼ᡶʙಅ

 ዮӳႎƳ˰ܡႻᛩᆸӝƷᢃփǍŴ؏עƷਃƍ



Ʊ˰Ǉƍƴ᧙ƢǔӕኵǛᡲઃƠƯᡶǊǇƢŵ

Ū˰ܡȪȕǩȸȠǍȞȳǷȧȳሥྸƴ᧙ƢǔႻᛩ˳СƷ
Ϊܱ
Ū˰ܡƷឋƷӼɥŴӲᆔᛐܭСࡇȷяСࡇሁƴ᧙Ƣǔ୍
ӏգႆ

ð ˯໗እƳʩᡫؾƷǇƪ
Ⅳ
低炭素な交通環境のまち
ð
˯໗እƳʩᡫؾƷǇƪ
ð
˯໗እƳʩᡫؾƷǇƪ
ðᲧᲫ
ʩᡫƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
Ⅳ−1
交通における温室効果ガス排出量削減の推進
ðᲧᲫ
ʩᡫƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
ðᲧᲫ
ðᲧᲫ ʩᡫƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈЪถƷਖ਼ᡶ
ĬؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳƷਖ਼ᡶ
Ⅳ−1
①環境にやさしい交通ネッ
トワークの整備の推進
ðᲧᲫ
ðᲧᲫ ĬؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳƷਖ਼ᡶ
ĬؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳƷਖ਼ᡶ
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ᲢؾƴǍƞƠƍʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳŴཋ්Ʒјྙ҄ሁᲣ
ዮӳʩᡫᚘဒᛦ௹ʙ

 ᅈ˟ཞඞƷ҄٭Ǜ៊ǇƑƨžዮӳᣃࠊʩᡫᚘ

ಅ

ဒſƷμ˳ᙸႺƠƴӼƚƨ౨᚛ǛᘍƏƱƱǋƴŴ
ிʮᣃࠊחዮӳᣃࠊʩᡫ˳ኒᛦ௹ǛܱƠŴ࠼؏

ŪžዮӳᣃࠊʩᡫᚘဒſƴؕƮƘዮӳႎƔƭਤዓӧᏡƳʩ
ᡫሊƷਖ਼ᡶ
Ūிʮᣃࠊחዮӳᣃࠊʩᡫ˳ኒᛦ௹Ʒܱ

ႎƳʩᡫբ᫆Ʒ৭੮Ʊᛢ᫆ƷЎௌǛᘍƍǇƢŵ
ᢊែᚘဒᛦ௹ʙಅ

 žᢊែૢͳȗȭǰȩȠſƷᢘЏƳᡶᘍሥྸǛᘍ

ŪžᢊែૢͳȗȭǰȩȠſƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ƏƱƱǋƴŴӲᆔᛦ௹ƷܱŴᚘဒႎƳᢊែૢͳ

Ūዬ࣯ฑ๛ݣሊƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ƴӼƚƨᛦ௹ȷ౨᚛ǛᡶǊǇƢŵ

ŪؕᄽȇȸǿನሰƴӼƚƨʩᡫᛦ௹ሁƷܱ
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࠼؏࠴ዴᢊែૢͳ̟

 ᬍᣃחμ˳ƷᣃࠊನᡯƷ࢟Ǎ߷߃ࠊƷʩᡫ

ŪႺᠤᢊែʙಅƷ̟ᡶ

ᡶʙಅ

ೞᏡࢍ҄ǛǔƨǊŴ࠼؏ႎƳ࠴ዴᢊែዡƷૢͳ

ȷᢊ  ӭǄƔᲮែዴƷૢͳሁƴӼƚƨңᜭᛦૢ

Ǜ̟ᡶƠǇƢŵ

Ūᢊ  ӭƷૢͳ̟ᡶ
ȷٶઊ߷Ȉȳȍȫғ᧓Ʒૢͳ̟ᡶ
Ū߷߃ᬜԗᡀƷʩᡫό๖҄ݣሊƴӼƚƨӕኵ
Ū᭗ᡮᢊែ૰ƷƳǔМဇƠǍƢƍ૰˳ኒƷܱྵƴ
Ӽƚƨሁ᧙̞ೞ᧙ƱƷᛦૢ

߷߃ጏᝦᢊែƷૢͳ

 ߷߃ࠊƷᣃࠊೞᏡƷࢍ҄ƳƲƴƢǔ࠼؏ႎ

ʙಅ

ƳᢊែȍȃȈȯȸǯƷૢͳǛᡶǊǇƢŵ

ŪíʙಅƷ᭗ᡮᢿᲢࠖٻ᳸ᢊ  ӭ᧓ᲣƷૢͳϐƴ
ӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪíʙಅƷᢊ  ӭᲢോထ᳸ᢊ  ӭ᧓ᲣƷᘑែ
έᘍૢͳƷ̟ᡶ
ŪîᚘဒᲢᢊ  ӭ᳸ிӸ᭗ᡮ᧓ᲣƷଔφ˳҄ƴӼ
ƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ʮා࣯ᘍࠖٻዴᡲዓ

 ฑ๛ዼԧŴ៊ЏʙƷᚐෞŴЎૺƞǕƨ؏עƷ

ŪᲫĬғ᧓Ტૼݱဋᬜ᳸ிᧉЭᬜᲣƷʙಅਖ਼ᡶ

ᇌ˳ʩࠀʙಅ

ɟ˳҄ƴǑǔМࣱ̝ƷӼɥƳƲƴӼƚƯŴʮා࣯

ŪᲫĭғ᧓ᲢிᧉЭᬜ᳸ᤠஙထᬜᲣƷʙಅਖ਼ᡶ

ᘍࠖٻዴƷᡲዓᇌ˳ʩࠀ҄ǛᡶǊǇƢŵ

Ū߷߃ࠖٻᬜ᳸ʮ࣯߷߃ᬜ᧓ƷˊஆకᲢ៊ЏݣሊᲣƷ౨᚛

᳄Ҥനዴᡲዓᇌ˳

 ฑ๛ዼԧŴ៊ЏʙƷᚐෞŴЎૺƞǕƨ؏עƷ

Ūᡲዓᇌ˳ʩࠀʙಅƷʙಅ҄ƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ʩࠀʙಅ

ɟ˳҄ƴǑǔМࣱ̝ƷӼɥƳƲƴӼƚƯŴ᳄Ҥ

Ū᧙ᡲʙಅᲢჵӼᰦဋዴǄƔඝዴƷǇƪƮƘǓᲣƱᡲઃ

നዴƷᡲዓᇌ˳ʩࠀ҄ǛᡶǊǇƢŵ
ᐮෙᢿʩᡫȍȃȈȯ
ȸǯ࢟ਖ਼ᡶʙಅ

ƠƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ᐮෙᢿǛૅƑǔᙲƳǤȳȕȩƱƠƯŴעםМ

ŪᐮෙᢿȓǸȧȳǛ៊ǇƑƨʩᡫሊƷਖ਼ᡶ

ဇ᠃੭ǛਵƑƨૼƨƳʩᡫȍȃȈȯȸǯƷૢͳ
ǍഏɭˊȢȓȪȆǣƳƲૼƨƳᆆѣെǍʩᡫ
ǷǹȆȠƷݰλǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ᨥဦਗໜࣱ҄

 ǭȳǰǹǫǤȕȭȳȈƴƓƍƯŴᨥဦਗໜ

ਖ਼ᡶʙಅ

ƴႻࣖƠƍ᭗൦แƳૢͳǍೞᏡݰλǛਖ਼ᡶƢǔ

ŪᡲዂᢊែƷૢͳǛڎೞƱƠƨૼƨƳʩᡫȍȃȈȯȸǯ
Ʒૢͳਖ਼ᡶ

ƱƱǋƴŴ፶ဋᆰลԗᡀ؏עƱƷᡲઃƴǑǓႻʈ
јௐǛ᭗ǊŴɟ˳ႎƳᧈဦਗໜǛ࢟ƠǇƢŵ
ฑ๛ݣሊʙಅ
ܤμᚨૢͳʙಅ

 ଔƴјௐႆྵƕࢳưƖǔʩࠀໜોᑣƳƲ

ŪʩࠀໜોᑣƳƲƷዬ࣯ฑ๛ݣሊƷܱ

Ʒฑ๛ݣሊǛᡶǊǇƢŵ

ȷዬ࣯ฑ๛ݣሊƷܱӏƼݣሊܱ̾Ʒјௐ౨ᚰ

 ഩᘍᎍƱɲሁƷನᡯЎᩉǍെࠀᚐෞǛǔ

ŪഩᢊᚨፗʙಅƷܱ

ƜƱưഩᘍᎍƕܤμư࣎ܤƠƯᆆѣưƖǔഩᢊ
ᆰ᧓ǛоЈƠǇƢŵ
ᢊែોᑣʙಅ

 ᣃࠊᚘဒᢊែƳƲƷ࠴ዴᢊែዡƷನሰƱƱǋ

ŪᣃࠊᚘဒᢊែሁƷ࠴ዴᢊែዡƷૢͳƷਖ਼ᡶ

ƴŴ؏עཎࣱǛ៊ǇƑƨᢊែਘࠢŴഩᢊૢͳƳƲ
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Ū.'& ༀଢ໊Ʒᚨፗ

ǇƢŵ
ᐯѣЈǬǹݣሊ
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ӼƚŴ˯πܹƷ୍ӏ̟ᡶǍȇǣȸǼȫᢃᘍᙹ
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ŪᐯѣЈǬǹɶƷᆷእᣠ҄ཋሁƷ˯ถƴӼƚƨӕኵ
Ʒਖ਼ᡶ
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ӕኵƷ̟ᡶ

Ტᐯ᠃Უ
Ūᐯ᠃ᡫᘍͳૢؾƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ᐯ᠃ᡫᘍͳૢؾ

 ᐯ᠃ݦဇᡫᘍ࠘Ǎᐯ᠃ƷᡫᘍˮፗሁǛᅆ
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Ƣែ᩿ᅆᲢჵ፶ఌᲣƳƲ؏עཞඞƴࣖơƨᐯ᠃
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ᡫᘍͳૢؾƴǑǓŴᢊែǛМဇƢǔƢǂƯƷ

ȷžᐯ᠃ȍȃȈȯȸǯᚘဒſƷሊܭƓǑƼᚘဒƴؕƮƘ

ʴƕܤμȷ࣎ܤưࣛᢘƴᡫᘍưƖǔᢊែᆰ᧓Ʒ࢟

ૢͳƷਖ਼ᡶ

ƴӼƚƨӕኵǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
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ਖ਼ᡶ
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Ⅳ−1
ðᲧᲫ ②公共交通機関の利便性向上の推進
ĭπσʩᡫೞ᧙ƷМࣱ̝ӼɥƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
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ᡫሊƷਖ਼ᡶ
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ȐǹМဇሁ̟ᡶʙಅ

 ȐǹȭǱȸǷȧȳǷǹȆȠݰλᙀяǛᘍƏƳ
ƲŴМဇƠǍƢƍʩᡫͳૢؾƴӼƚƨӕኵǛᡶ
ǊǇƢŵ
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؏עʩᡫૅੲʙಅ

 ؏עƷཎࣱǍȋȸǺǛ៊ǇƑŴែዴȐǹǵȸȓ
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ǹƷΪܱƴӼƚƨӕኵǛᡶǊǇƢŵ
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ȷᅈ˟᬴ܱƷܱƴӼƚƨᛦૢ
ȷவˑƷૢƬƨែዴƴƓƚǔᅈ˟᬴ܱƷܱ
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ǳȟȥȋȆǣʩᡫሁ

 ؏עƷཎࣱǍȋȸǺǛ៊ǇƑƨŴٶಮƳɼ˳Ʊ

ૅੲʙಅ

ƷᡲઃƴǑǔǳȟȥȋȆǣʩᡫƴ᧙Ƣǔ࣏ᙲƳ
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ૅੲƴӕǓኵǈǇƢŵ

ȷவˑƷૢƬƨעғƴƓƚǔஜᢃᘍƷܱƴӼƚƨӕኵ
Ʒਖ਼ᡶ
ȷޢɥᙱעғƷᢃᘍ᬴ܱƷ౨ᚰ
ȷႉࠪӨעғƷᢃᘍ᬴ܱƷܱ
ŪʙಅዒዓƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷ᭗ჽעғŴᧈރӨעғƴƓƚǔᢃᘍᚘဒƷᙸႺƠ
ȷ؏עңᜭ˟ƱƷʙಅዒዓƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷ᭗ᱫᎍٳЈૅੲᙀяƷਘΪƷ౨ᚰȷܱ
Ū؏עƴƓƚǔƞǇƟǇƳʩᡫെƷᄩ̬ƴ᧙Ƣǔӕኵ
Ʒਖ਼ᡶ
ȷඥƷ౨᚛ŴӕኵƷਖ਼ᡶ

ᐮෙᢿǁƷǢǯǻǹ

 ᐮෙᢿǁƷπσʩᡫƴǑǔǢǯǻǹӼɥƴӼ

Ӽɥਖ਼ᡶʙಅ

ƚƨӕኵǛᡶǊǇƢŵ

ࠊȐǹȍȃȈȯȸǯ

 Мဇܱ७ǍឥᘍؾƷ҄٭ŴࠊƷǇƪƮƘǓƴ

ਖ਼ᡶʙಅ

ࣖݣƠƨᢃᘍǛᘍƍŴࠊȐǹȍȃȈȯȸǯƷዜ

ŪžዮӳᣃࠊʩᡫᚘဒſƴؕƮƘᐮෙᢿǁƷπσʩᡫƴǑ
ǔǢǯǻǹӼɥƷਖ਼ᡶȷែዴȐǹƴ᧙ƢǔೞᏡࢍ҄Ʒ౨
᚛

ਤȷΪܱǛǓǇƢŵ

ŪᣃࠊᚘဒᢊែƷૢͳƴࣖݣƠƨᢃᘍኺែǍͣသˮፗ
Ʒ٭ሁ
ŪᡛᩔᙲƴࣖݣƠƨែዴƷᙸႺƠǍȀǤȤોദ
Ū҅ᢿ؏עƷᡛᩔᙲǍ᭗ᱫ҄ሁƴࣖݣƢǔែዴƷᙸႺ
 Ơ
ȷᰜකᬜЭעғƷʩᡫ࠼ئƷϐዻૢͳƴӳǘƤƨែዴƷ౨
 ᚛
ȷᎢȞȪǢȳȊҔᅹܖٻǁƷǢǯǻǹӼɥƷ౨᚛
ŪငಅᢊែᬜᬜЭʩᡫ࠼ئӏƼᐮลᢊែி൦൶ထዴ
ƷૢͳƴӳǘƤƨែዴƷ౨᚛

ᲢᬜЭǍᬜԗᡀ؏עƷʩᡫؾƷૢͳᲣ
߷߃ᬜԗᡀዮӳૢͳ

 ߷߃ᬜԗᡀעғƴƭƍƯƸŴ߷߃ࠊƷ᧙ӝƴ

ʙಅ

ƾƞǘƠƍŴٶಮƳកǘƍǍʩ්ƕဃǈЈƢщ
Ʊ᭽щƴƋƾǕƨ࠼؏ਗໜƷ࢟Ǜਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ūž߷߃ᬜԗᡀዮӳᚘဒſƴؕƮƘᚘဒႎƳǇƪƮƘǓƷ
ਖ਼ᡶ
Ū߷߃ᬜிӝעғƷʙಅ҄ƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷǇƪƮƘǓѠࢍ˟Ʒܱሁ
Ū߷ݱထעғƴƓƚǔᣃࠊؕႴૢͳƷਖ਼ᡶ
ȷᢊែોᑣ
Ū҅ӝᐯဌᡫែሁƷૢͳƴ᧙ƢǔӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷʙಅܦʕᲢ ࠰ࡇᲣ

ʮ࣯߷߃ᬜԗᡀעғ

 ʮ࣯߷߃ᬜԗᡀעғƴƭƍƯƸŴ፶ဋᆰลƱƷ

Ūʮා࣯ᘍᩓᤧƱƷѼਙᡲઃңܭƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ૢͳʙಅ

ႺኽƳƲƷྸעႎΟˮࣱǛƔƠŴ߷߃Ʒ᧙ӝ

ȷᬜԗᡀƷǇƪƮƘǓƱʩᡫኽራೞᏡࢍ҄ƴӼƚƨңᜭȷ

ƴƾƞǘƠƍՠಅȷಅѦሁƷᨼᆢƴǑǔកǘƍǛ
ൟ᧓ɼݰưоЈƠǇƢŵ

56

ᛦૢ

ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
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ࣱȷМࣱ̝ƷӼɥƴӼƚƨʩᡫೞᏡƷࢍ҄ሁƷӕ

ȷؕஜ૾ᤆƷሊܭ

ኵǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ȷؕஜ૾ᤆƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ૼႊӳȶɯᬜԗᡀע

 ૼႊӳȶɯᬜԗᡀעғƴƭƍƯƸŴ್ාࠊփע

ŪᬜԗᡀעғƷǇƪƮƘǓƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ғǇƪƮƘǓਖ਼ᡶʙ
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ሁƷٶಮƳȩǤȕǹǿǤȫƴࣖݣƠƨᣃࠊೞᏡ

ȷᛔݰƢǂƖᣃࠊೞᏡǍʩᡫ࠼ئƷϐዻૢͳƴ᧙Ƣǔң
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ȷᣃࠊᚘဒᢊែȷᬜЭ࠼ئሁƷૢͳƷਖ਼ᡶ

ਖ਼ᡶ

ȷൟ᧓ƷᧉݦჷᜤǍኺ᬴ǛဇƠƨό๖Ƴᆆ᠃ʩฏሁƷ
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ȷҤӝȷ҅ӝעғƷǇƪƮƘǓƷ౨᚛
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ȷዜਤሥྸ

ᲢᤧᢊȍȃȈȯȸǯᲣ
ᤧᢊᚘဒ᧙ᡲʙಅ

 ࠊϋƷᤧᢊȍȃȈȯȸǯƷ࢟ƴӼƚŴᤧᢊʙ
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ಅᎍሁƱᡲઃƠƨӕኵǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
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ȷᡫѮᡫ࠘᧓ܖƴƓƚǔǪȕȔȸǯᡫѮሁƷӕኵਖ਼ᡶ
ȷݱဋ࣯ȷி࣯Ʒᙐŷዴ҄ƴ᧙Ƣǔᛦૢ
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ðᲧᲫ ĮഏɭˊᐯѣሁƷ୍ӏƷਖ਼ᡶ
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Ⅳ−1
ðᲧᲫ ③次世代自動車等の普及の推進
ĮഏɭˊᐯѣሁƷ୍ӏƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ʙѦʙಅӸ
ᐯѣЈǬǹݣሊ
ʙಅ

ಒ ᙲ
ಒ ᙲ
 ᐯѣƔǒЈƞǕǔᆷእᣠ҄ཋሁƷЪถƴ
ӼƚŴ˯πܹƷ୍ӏ̟ᡶǍȇǣȸǼȫᢃᘍᙹ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ
  ࠰ࡇƷʙಅϋܾ Ⴘ
ŪᐯѣЈǬǹɶƷᆷእᣠ҄ཋሁƷ˯ถƴӼƚƨӕኵ
Ʒਖ਼ᡶ

СŴȷ᧙̞ᐯ˳ሁƱᡲઃƠƨݣሊƳƲƷӕኵ

ȷஇૼᙹСᢘӳǍ˯πܹƷ୍ӏ̟ᡶ

ǛᘍƍǇƢŵ

ȷؾᣐॾᘍѣȡȋȥȸƳƲƷԗჷƴǑǔʙಅᎍƷᐯɼႎ
ӕኵƷ̟ᡶ
ŪǨǳᢃСࡇƴǑǔᐯѣݣؾሊƷਖ਼ᡶ
ȷСࡇƷბܱƳᢃဇӏƼᙸႺƠ

ഏɭˊᐯѣሁ୍ӏ

 ᐯѣМဇƴƓƚǔྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶƴ

ŪഏɭˊᐯѣƷ୍ӏ̟ᡶ

̟ᡶʙಅ

ӼƚŴᩓൢᐯѣᲢᲿ᳐ᲣǍ༓૰ᩓ൷ᐯѣሁƷ

ȷഏɭˊᐯѣƷݰλૅੲ

ഏɭˊᐯѣƷ୍ӏǍǨǳȉȩǤȖƷ୍ӏƴӼ

ȷ୍ӏգႆƷܱ

ƚƨӕኵǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ū൦እǹȆȸǷȧȳሁƷૢͳƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷૢͳƴӼƚƨ౨᚛ŴᛦૢሁƷܱ
ŪؾᣐॾȩǤȕǹǿǤȫƷ୍ӏ̟ᡶƴǑǔǨǳȉȩ
ǤȖƷਖ਼ᡶ
ȷᜒ፼˟ǍգႆʙಅƷܱ

ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨ
ӕኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶ

Ūžྶעภଡ଼҄ݣሊƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔவ̊ſƴؕƮƘᚘဒ
ȷإԓСࡇƷᢃဇ

ಮƳɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵ

ȷСࡇƷᢃဇӏƼᙸႺƠƷ౨᚛

ᲢዼԧሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ

ȷᙸႺƠኽௐǛ៊ǇƑƨСࡇƷᢃဇ

٭ѣǁƷᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ȷᘙࢧሁƷܱ

Ⅴ
多様なみどりが市民をつなぐまち
ñ
ñ ٶಮƳǈƲǓƕࠊൟǛƭƳƙǇƪ
ٶಮƳǈƲǓƕࠊൟǛƭƳƙǇƪ
Ⅴ−1
緑地の保全
・緑化等の推進
ñᲧᲫ
ñᲧᲫ ዯעƷ̬μȷዯ҄ሁƷਖ਼ᡶ
ዯעƷ̬μȷዯ҄ሁƷਖ਼ᡶ
Ⅴ−1
・農地の保全と緑化の推進
ñᲧᲫ
ĬעȷᠾעƷ̬μƱዯ҄Ʒਖ਼ᡶ
ñᲧᲫ①樹林地
ĬעȷᠾעƷ̬μƱዯ҄Ʒਖ਼ᡶ
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ᲢዯƷ̬μᲣ
ዯ̬עμʙಅ

 ዯ̬עμƷਖ਼ᡶƴǑǓŴࠊ؏ƷᣃࠊᚇƷӼ

ŪཎКዯ̬עμעғሁƷዯ̬עμƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ɥŴྶעภଡ଼҄ݣሊŴဃཋٶಮࣱƷ̬μሁǛǓ

ŪཎКዯ̬עμעғƴƓƚǔᝰλǕဎЈƴˤƏעםƷӕ

ǇƢŵ

 ࢽ
Ū᩿עƷܤμݣሊƳƲƷᚨᚘȷૢͳ
Ū˖ಅǍᏋೞ᧙ሁƷӋьƴǑǔ̬μѣƷܱ
ŪࠊൟМဇƷƨǊƷᚨૢͳ

̬μሥྸᚘဒሊܭʙ

 ࠊൟŴ˖ಅŴᏋೞ᧙ƳƲƱңƠƯዯ̬עμ

ಅ

ᚘဒǛ˺ƠŴౡဃሥྸǍܤμሥྸƳƲ̬μዯע
ƷᢘദƳሥྸǛᡶǊǇƢŵ

ŪࠊൟሁƱƷȯȸǯǷȧȃȗƴǑǔ̬μሥྸᚘဒƷሊ
ܭӏƼᚘဒƷᢘᙸܯႺƠ
Ū˖ಅŴᏋೞ᧙ሁƷңƴǑǔዯ̬עμƷӕኵžƔǘƞ
ƖޛǳȩȜſʙಅƷਖ਼ᡶ
ŪܖٻᡲઃƴǑǔૼƨƳዯעሥྸඥሁƷನሰƴӼƚƨ
ӕኵƷਖ਼ᡶ

̬μዯעሥྸʙಅ

 ̬μዯעǍעƳƲƴƭƍƯŴࠊൟңƷ

Ū̬μዯעƷᎊ҄ᚨሁƷᙀ̲ȷૼ

ඥǛӕǓλǕƳƕǒŴౡဃሥྸǍܤμሥྸƳƲᢘ

Ū̬μዯעƷஙሁƷዜਤሥྸ

ദƳሥྸǛᡶǊǇƢŵ
ٶઊȷɤිɯᨒ࠼؏

 ᬍᣃחƴƓƍƯŴᝮƳᐯؾǛஊƠƯƍǔ

ᡲઃʙಅ

ٶઊȷɤිɯᨒƷዯעǛࠊ؏ǛឭƑƯ᧙̞ᐯ˳
ƱᡲઃƢǔƜƱưŴ࠼؏ႎȷјௐႎƴዯ̬עμǛ

Ū᧙̞ᲫᲭᐯ˳ƴǑǔžٶઊȷɤිɯᨒƷዯƱ൦ƴ᧙
Ƣǔ࠼؏ᡲઃ˟ᜭſƷ͵
ŪٶઊȷɤිɯᨒƷ᭽щǛႆ̮ƢǔǤșȳȈƷ͵

ᡶǊǇƢŵ
ޛϐဃʙಅ

 ዯƷؕஜᚘဒƴƓƍƯžዯƱᠾƷᲭٻਗໜſƱ

Ūž᱅߷עғዯ̬עμဇؕஜᚘဒſƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ƠƯˮፗƮƚǒǕƯƍǔ᱅߷ŴޢɥŴଔעғƷ

Ū᱅߷ෙᢊዯעƷሊែሁૢͳƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

עǛ̬μȷϐဃƢǔƜƱưŴᑣڤƳޛؾ

ŪޢɥŴଔעғƷࠊൟŴܖٻŴܖݱఄƱƷᡲઃƴǑǔ̬

Ǜഏɭˊƴዒ১ƠƯƍƖǇƢŵ
ஙМဇ̟ᡶʙಅ

μѣȷؾᏋƷӕኵƷਖ਼ᡶ

 ྶעภଡ଼҄Ʒ᧸ഥŴםƷ̬μŴ൦เƷƔǜŴ ŪࠊϋሰཋƴƓƚǔငஙМဇ̟ᡶ
ౕϐဃሁǛႸႎƱƠƯŴሰཋሁƴƓƚǔင
ஙƷМဇ̟ᡶǛǓǇƢŵ

ȷஙМဇ̟ᡶȕǩȸȩȠሁǛဇƠƨൟ᧓ሰཋሁƷ
ငஙМဇ̟ᡶ
ȷ߷߃ࠊπσሰཋሁƴƓƚǔஙƷМဇ̟ᡶƴ᧙Ƣǔ૾
ᤆƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ
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ᠾಅਰᐻͳૢ؏עᚘ

 ܭܤƠƨᠾಅဃငؕႴǛዜਤƢǔƨǊŴᠾಅਰ

Ūžᠾಅਰᐻͳૢ؏עᚘဒſƴؕƮƘᠾဇעғ؏Ʒᢘദሥ

ဒሥྸʙಅ

ᐻ؏עሁƴƓƚǔᠾಅဇᚨƷዜਤȷሥྸǛᘍƍ

ᲢᠾעƷ̬μŴဇᲣ

ǇƢŵ

ྸƷܱ
Ūᠾಅਰᐻ؏עƷᠾಅဇ൦МᚨሁǹȈȃǯƷᚘဒႎો
̲Ʒܱ
Ū᱅߷ிעםોᑣʙಅσӷᘍƷ੭עʙಅܦʕƴӼƚƨ
ૅੲӏƼᆆሥᠾᢊƷዜਤሥྸ

ᠾ̬ؾμȷဇʙ

 ᑣڤƳᠾؾǛ̬μƢǔƱƱǋƴŴٶ᩿ႎƳೞ

ŪဃငዯעעғƷਦܭƷਖ਼ᡶƴǑǔᣃࠊᠾעƷ̬μ

ಅ

ᏡǛஊƢǔᠾעƷဇǛǓǇƢŵ

ŪעޛဇעƷૢͳȷሥྸŴעޛሁМဇܱោѣ
ƴǑǔʴᏋ
ŪǰȪȸȳȷȄȸȪǺȠƷ୍ӏȷգႆƷਖ਼ᡶ
ŪٻᠾငཋႺ٥žǻȬǵȢǹſƱᡲઃƠƨᣃࠊᠾಅƷ
ਰᐻ

ੲᠾȜȩȳȆǣǢᏋ

 ᣃࠊᠾעǛ̬μƠŴᠾಅƷਃƍƷ᭗ᱫ҄Ǎถ

ŪੲᠾȜȩȳȆǣǢƷᏋ

ȷဇʙಅ

ݲƴࣖݣƢǔƨǊŴࠊൟȜȩȳȆǣǢƷᏋȷ

Ūᜒࡈ̲ʕࢸƷੲᠾȜȩȳȆǣǢƷဇ̟ᡶƴӼƚƨૅ

ဇǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

 ੲ

ᠾಅ˳᬴੩̓ʙಅ

 ࠊൟƕžᠾſƴƾǕǔئƮƘǓǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴ ŪࠊൟƱ؏עƷʩ්ƷئƱƠƯƷ؏עʩ්ᠾטƷ୍ӏૅ
߷߃ࠊࠊൟᠾטƷሥྸᢃփǛᘍƏƱƱǋƴŴᠾಅ

 ੲ

ᎍƕᚨƢǔࠊൟȕǡȸȟȳǰᠾטǍᠾ˺ಅƷ

ŪᠾಅᎍƕᚨƢǔࠊൟȕǡȸȟȳǰᠾטǍᠾ˺ಅƷਦ

ਦݰǛᘍƏ˳᬴ᠾטƴƭƍƯСࡇƷ୍ӏȷգႆ

ݰǛᘍƏ˳᬴ᠾטƷ୍ӏૅੲ

ǛᘍƍǇƢŵ
ᠾಅኺփૅੲȷᄂᆮ

 ᠾ˺ཋƷဃင২ᘐƷӼɥƴӼƚƨૅੲǍŴᠾಅ

ʙಅ

ኺփƷјྙ҄ȷ҄ܭܤƷƨǊƷૅੲǛܱƠǇ

Ūž̬ؾμᠾಅਖ਼ᡶ૾ᤆſƴؕƮƘ̬ؾμᠾಅƷ
୍ӏ̟ᡶ

Ƣŵ
ࠊൟȷžᠾſʩ්ೞ

 žᠾſƴƾǕƋƍƨƍƱƢǔࠊൟȋȸǺƴࣖƑ

˟ਖ਼ᡶʙಅ

ǔƱσƴŴࠊൟƷᣃࠊᠾಅǁƷྸᚐ̟ᡶǛႸႎƱ
ƠƯŴƔǘƞƖעငעෞਖ਼ᡶңᜭ˟Ǜɼ˳ƱƠƨ

ŪࠊൟƕžᠾſƴƾǕǔئƱƠƯƷǤșȳȈžᑶƱዯƷࠊ
ൟȕǧǢſƷ͵
ŪעငעෞƷਖ਼ᡶ

ӲᆔžᠾſǤșȳȈǍᑶƱዯƷࠊൟȕǧǢƷ͵
ƳƲƴǑǓŴࠊൟƕžᠾſǛჷǔೞ˟Ǜ੩̓ƠǇ
Ƣŵ
ٶಮƳᡲઃਖ਼ᡶʙಅ

 ٶಮƳɼ˳ƱƷσоƴǑǔૼƨƳᠾಅ̖͌Ʒ
оᡯǛǓǇƢŵ

ŪٶಮƳɼ˳ᲢᠾಅᎍŴՠಅᎍŴಅᎍŴऴإငಅʙಅᎍŴ
ܖٻŴᅦᅍ˳ׇŴࠊൟሁᲣƷᡲઃƴǑǔ؏עᠾಅƷࣱ
҄Ʒਖ਼ᡶ
ȷٶಮƳɼ˳ƱᡲઃƠƨȕǩȸȩȠǍȢȇȫʙಅƷܱ
ŪžଔעޛƮƘǓਖ਼ᡶᚘဒſƴؕƮƘଔעғࣱ
 ҄
ȷਖ਼ᡶᚘဒƴؕƮƘଔעғࣱ҄টᛩ˟Ʒ͵Ǎңʙ
ಅƷਖ਼ᡶ

ᣃࠊᠾಅ̖͌ႆ̮ʙ

 ࠊൟƷᠾಅྸᚐƕӼɥƠŴ߷߃ࠊƷᠾಅǛࣖੲ

ŪțȸȠȚȸǸǍȡȸȫȞǬǸȳሁƴǑǔžᠾſऴإƷႆ

ಅ

ƢǔࠊൟƕفƑŴᠾಅᎍƷփᠾؾƕોծƢǔƜ

 ̮

ƱǛႸਦƠǇƢŵٶಮƳɼ˳ƱƷᡲઃǛǔɶ

Ūऴإႆ̮ሁƴǑǔࠊൟƷᠾಅྸᚐ̟ᡶƴӼƚƨӕኵƷ

ưŴႆ̮ݣᝋǛଢᄩƴƠƨјௐႎưᆢಊႎƳऴإ

ܱ

ႆ̮ǛᘍƏƜƱưŴࠊϋᠾಅǍࠊϋငᠾငཋŴƞ
ǒƴƸᠾעƷਤƭٶ᩿ႎƳೞᏡƴƭƍƯŴǛ
ǓǇƢŵ
Ტዯ҄Უ
ᣃࠊዯ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 ࠊൟŴʙಅᎍƱƷңƴǑǔዯ҄Ʒਖ਼ᡶŴ୍ӏ

Ū؏עዯ҄ਖ਼ᡶעғƷᛐܭȷૅੲ

գႆǛᘍƍŴؾƷોծŴᚇӼɥƴӼƚƨǇƪ

Ūዯ҄ਖ਼ᡶໜעғƷӕኵӏƼዯ҄яСࡇǛဇƠƨ

ƮƘǓǛᡶǊǇƢŵ

ӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷଏ܍ƷໜעғᚘဒોܭӏƼעғϋƷπטϐૢͳሁƷܱ
 
ȷяСࡇƷգႆѣӏƼૅੲƷܱ
ŪƔǘƞƖᐮෙƷǋǓƮƘǓғ؏ƷӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪዯƷȜȩȳȆǣǢƳƲǁƷѣૅੲ

ࠊൟ  ɢஜౡᢃ

 ȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƷዼԧǍᣃࠊᚇƷӼ

Ūࠊൟ  ɢஜౡᢃѣƷਖ਼ᡶ

ѣʙಅ

ɥሁƴӼƚŴࠊС  ԗ࠰ǛᡇƑǔ  ࠰

ȷౡᅛƷ͵

ǇưƴࠊൟȷʙಅᎍƱƷңƴǑǓŴ ɢஜ

ȷዯ҄ңᜭሁǛᡫơƨౡƷਖ਼ᡶ

ƷౡǛႸਦƠƯౡᢃѣǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
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ᘑែᢘദሥྸʙಅ

 ᘑែᚇƷӼɥƳƲŴᑣڤƳᣃࠊؾǛᄩ̬

ŪᘑែƷᢘദƳዜਤሥྸƷܱ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ƢǔƨǊŴᘑែƷᢘദƳዜਤሥྸǛᡶǊǇƢŵ

ŪஙᚮૺƓǑƼஙૼƷܱ
ŪᘑែౡఎƷܱ

ࠊփ˰ܡሁǹȈȃǯ

 ࠊփ˰ܡƷஆƑƴˤƍŴπטȷዯעሁƷૢͳ

ဇʙಅ

ǛᡶǊǇƢŵ

Ūࠊփ˰ܡƷஆƑƴˤƏπטȷዯעሁƷૢͳƷܱ

Ⅴ−1
ñᲧ ②公園緑地の整備の推進
ĭπטዯעƷૢͳƷਖ਼ᡶ
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᭽щႎƳπͳૢטʙ

 ᎊ҄ƷᡶǜƩπטƷϐૢͳǍȐȪǢȕȪȸ

ŪπטƷϐૢͳሁƴǑǔཎᑥƋǔπטƮƘǓƷਖ਼ᡶ

ಅ

҄ƳƲƷӕኵƴǑǓŴ᭽щႎƳπטƷૢͳǛᡶǊ

ŪȐȪǢȕȪȸૢͳƷܱ

ǇƢŵ

Ū៲ᡈƳπטƷૢͳƷܱ

ñᲧ ĭπטዯעƷૢͳƷਖ਼ᡶ

Ū᧸ཛೞᏡǛஊƢǔᚨሥྸဇǫȡȩƷᚨፗ

πטዯעዜਤሥྸʙ

 ࠊൟƕܤμƔƭࣛᢘƴπטዯעǛМဇưƖǔ

ŪπטዯעŴπטᚨŴᩓൢᚨͳሁƷᢘദƳૢͳȷዜਤሥ

ಅ

ǑƏŴᨊᒬǍฌੈሁǛᘍƍŴᚨƷᢘЏƳዜਤሥ

 ྸ

ྸǛᡶǊǇƢŵ

ŪဃဋዯעƷਦܭሥྸᎍƴǑǔሥྸᢃփ

ȑȸǯȞȍǸȡȳȈ

 ਦܭሥྸᎍСࡇǛԃǊƨƳǔൟ᧓щƷݰ

ŪπטዯעሁƷሥྸᢃփƷਖ਼ᡶ

ਖ਼ᡶʙಅ

λǍŴ៲ᡈƳπטዯעƷ˰؏עൟƕɼ˳ƱƳǔƠ

ȷൟ᧓щݰλƴǑǔកǘƍоЈǍ᭽щӼɥƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ƘǈƮƘǓƳƲሥྸᢃփ૾ඥƷ౨᚛ǛᡶǊǇƢŵ

Ū៲ᡈƳπטዯעƷሥྸᢃփƷਖ਼ᡶ
ȷπטМဇƷˁኵǈƷဇᲢπטưƷȜȸȫᢂƼሁᲣ
ŪዯƷவ̊ŴᣃࠊᚘဒඥǍዮӳᛦૢவ̊ƴؕƮƖŴዯ҄Ǎ

ዯ҄ңᜭƴǑǔዯƷ

 ዯƷவ̊ŴᣃࠊᚘဒඥǍዮӳᛦૢவ̊ƴؕƮ

ǇƪƮƘǓਖ਼ᡶʙಅ

ƖŴዯ҄Ǎπטȷዯעƴ᧙ƢǔңᜭǛᘍƍǇƢŵ

݈ٟᙸπͳૢטʙಅ

 ᣃ࣎ƴƓƚǔዮӳπטưƋǔž݈ٟᙸπטſƷ

Ū݈ٟᙸπטϐዻૢͳƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

πטȷዯעƴ᧙ƢǔңᜭǛܱ

ೞᏡࣄׅǛǓŴᚨƷϐዻૢͳǛᡶǊǇƢŵ

ŪƳǔൟ᧓щݰλƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ሁŷщዯעϐዻૢͳ

 ዯǍǹȝȸȄȷȬǯȪǨȸǷȧȳƷਗໜưƋǔ

ŪሁŷщዯעϐዻૢͳƷਖ਼ᡶ

ʙಅ

ሁŷщዯעƴƭƍƯŴݱனᬜԗᡀƷǇƪƮƘǓƱ

ȷᨕɥᇤ২ئᇹ  ૢͳƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ᡲઃƠƨᚨƷϐዻૢͳǛᡶǊǇƢŵ

ȷᄒࡸྶͳૢئƷਖ਼ᡶ
ȷɶئ࠼ځሁƷૢͳƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
Ūൟ᧓щݰλƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
Ūிʮ  ǪȪȳȔȃǯȷȑȩȪȳȔȃǯ˟ٻʙЭǭ
ȣȳȗƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷᨕɥᇤ২ئો̲ƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ဃဋዯͳૢעʙಅ

 ߷߃ࠊஇٻƷዯƷਗໜưƋǔဃဋዯעǛᐯ

ŪிဃဋᲬɠႸעғƷؕஜ૾ᤆƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ؾǛƔƠƨዮӳπטƱƠƯૢͳǛᡶǊǇƢŵ

ŪᢘദƳౡဃሥྸƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪƳǔൟ᧓щݰλƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ᓌဃዯͳૢעʙಅ

 ܷЭғࠊൟͤࡍƷౕưƋǔᓌဃዯעƷטែǍ
࠼ئሁƷᚨૢͳǛᡶǊŴዯעϋƷᐯؾƷ̬

ŪૢͳƓǑƼዯעϋƷᐯؾƷ̬μሁƴӼƚƨӕኵƷ
ਖ਼ᡶ

μሁǛǓǇƢŵ
ࠊփᩙטƷૢͳ

 ࠊփᩙטƴƓƍƯŴܭܤƠƨـ̓ዅǍᢘЏƳ

ŪࠊփᩙͳૢטƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ሥྸᢃփǛᡶǊǇƢŵ

ȷžࠊփᩙͳૢטᚘဒſƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

ลฺዯעዜਤሥྸʙ

 ลฺዯעƷᢘദƳዜਤሥྸǛᘍƍŴᑣڤƳลฺ

ŪลฺዯעƷᢘദƳዜਤሥྸƱሥྸඥƷ౨᚛

ಅ

ؾƷ࢟ǛǓǇƢŵ

ŪลฺዯעưƷǤșȳȈሁƷ͵Ʒਦݰȷሥྸ

߷߃ลዯ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 ࠊൟƱลưƘʴŷƴকƍƱܤǒƛǔئǛ੩

Ū߷߃ลዯ҄ؕஜᚘဒƷؕஜ૾ᤆƴؕƮƘลฺዯͳૢע

̓ƠƯƍƘƨǊŴᚇƷӼɥƷǄƔŴ᭽щƋǔล
ฺᆰ᧓Ʒ࢟ǛǊƟƠŴลฺዯͳૢעǛਖ਼ᡶƠǇ
Ƣŵ

ñᲧᲫ Į൦ᡀᆰ᧓ƷဇƷਖ਼ᡶ

ñᲧᲫ Į൦ᡀᆰ᧓ƷဇƷਖ਼ᡶ
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Ʒਖ਼ᡶ
ŪลฺዯעƷ᭽щӼɥƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

Ⅴ−1

③水辺空間の活用の推進

ʙѦʙಅӸ
ඕ߷ͳૢؾʙಅ

ᣃࠊዯ҄ਖ਼ᡶʙಅ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ඕ߷Ǎ൦ែƴƭƍƯŴؾƴᣐॾƠƨᣃࠊᚇ

Ūฑ߷ͳૢؾƷਖ਼ᡶ

Ʒ࢟ǍកǘƍƱƏǔƓƍƷƋǔǇƪƮƘǓƷ

ȷžƴƗǘƍƷ൦ᡀǾȸȳſžဃཋƷ൦ᡀǾȸȳſƷૢͳ

ɟƱƠƯŴᚃ൦ᆰ᧓ƷૢͳǛᡶǊǇƢŵ

Ūʚȶ᪸ဇ൦ዮӳؕஜᚘဒƴؕƮƘʙಅƷਖ਼ᡶ

ࠊൟŴʙಅᎍƱƷңƴǑǔዯ҄Ʒਖ਼ᡶŴ୍ӏ

ŪƔǘƞƖᐮෙƷǋǓƮƘǓғ؏ƷӕኵƷਖ਼ᡶ

գႆǛᘍƍŴؾƷોծŴᚇӼɥƴӼƚƨǇƪ
ƮƘǓǛᡶǊǇƢŵ
ٶઊ߷ࠊൟңਖ਼ᡶ
ʙಅ

ࠊൟƱƷңǍ්؏ᐯ˳ƱƷᡲઃƴǑǓŴ

Ū൦ᡀƷಏఄƷѣૅੲ

ܖؾ፼Ǎ˳᬴ѣƷӕኵǛᡶǊŴಮŷƳೞ˟Ǜᡫ

Ū්؏ᐯ˳ƱƷңŴᡲઃƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ƠƯٶઊ߷Ʒ᭽щǛႆ̮ƠǇƢŵ

ȷ൦ᡀƷಏఄŴบƠƷࣄƳƲŴ්؏ᐯ˳ƱƷңᡲઃ
ƷӕኵƷܱ
Ūʚȶ᪸ƤƤǒƗǍࠖٻඕҾ൦᧸ǻȳǿȸƴǑǔऴإ
ႆ̮ਗໜƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ٶઊ߷ȗȩȳਖ਼ᡶʙ
ಅ

ٶઊ߷ඕ߷ƷᢃѣᚨǍМ̝ᚨƷϐૢͳŴ

Ūٶઊ߷ඕ߷ƷᢃѣᚨሁƷૢͳ

МဇƷȞȊȸǢȃȗƴӕǓኵǉƳƲŴٶઊ߷ƕࠊ

ȷᚨƷϐૢͳ

ൟƴ៲ᡈƳנ܍ƴƳǔǑƏ᭽щӼɥƷӕኵǛᡶ

ȷǵǤǯȪȳǰǳȸǹƷࡨ˦ૢͳᲢசዓᢿᲣ

ǊǔƱƱǋƴŴƳǔ᭽щӼɥǛǔƨǊŴ൦ᡀ

Ūٶઊ߷Ʒ᭽щǛƔƢӕኵƷਖ਼ᡶ

ƷកǘƍоЈƴӼƚƨӕኵǛᡶǊǇƢŵ

ȷٶઊ߷ዯעȐȸșǭȥȸ࠼ئƷᢘദƳᢃփ
ȷǤșȳȈሁƷӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷࠊൟǍ්؏ᐯ˳ƱƷңȷᡲઃƴǑǔӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷൟ᧓щݰλƴǑǔӕኵƷਖ਼ᡶ

ٶઊ߷ዯעዜਤሥྸ
ʙಅ

ٶઊ߷ඕ߷ǛࣛᢘƴМဇưƖǔǑƏŴᚨƷ
ᙀ̲ǍฌੈƳƲŴᑣڤƳዜਤሥྸǛᡶǊǇƢŵ

Ūٶઊ߷ඕ߷Ʒዜਤሥྸ
ȷዒዓܱᲢඕ߷ƷᒬАŴٶઊ߷ዯעϋƷฌੈŴඕ߷
ƷȈǤȬฌੈŴඕ߷Ʒഥ௸ሥྸᲣ
Ūٶઊ߷ඕ߷ƷπטᚨƷૢͳ
ȷዒዓܱᲢπטᚨƷૢͳᲣ
ŪǵǤǯȪȳǰȷȞȩǽȳǳȸǹƷឥែԗᡀƷᒬАǍᑄᘺ
ሁƷᙀ̲
ȷዒዓܱᲢᒬАǍᑄᘺሁƷᙀ̲Უ

Ⅵ
低炭素な循環型のまち
ò
ò ˯໗እƳࣅƷǇƪ
˯໗እƳࣅƷǇƪ
Ⅵ−
１ 循環型社会形成の推進
òᲧᲫ
òᲧᲫ ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ
ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ
Ⅵ−
１
①市民生活における廃棄物の３Rの推進
òᲧᲫ
òᲧᲫ ĬࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4
ĬࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4 Ʒਖ਼ᡶ
Ʒਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ࡑూཋ˖ဒᛦૢʙѦ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

 ྶעؾƴǍƞƠƍਤዓӧᏡƳǇƪƷܱྵǛ

ŪɟᑍࡑూཋϼྸؕஜᚘဒƴؕƮƘᲭሁƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ǊƟƠƯŴžɟᑍࡑూཋϼྸؕஜᚘဒſƴؕƮƖŴ ŪࡑూཋႆᩓǛဇƠƨƝǈӓᨼሁݰλʙಅƷਖ਼ᡶ
ᲭሁǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ถȪǵǤǯȫਖ਼ᡶ

 ࣅᅈ˟ƷನሰǛǊƟƠŴƝǈƷถ҄ӏƼ

ʙಅ˯໗እƳࣅƷǇƪ
ȪǵǤǯȫǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴӲᆔʙಅǛܱƠǇ
ò
Ƣŵ

ŪƝǈƷถ҄ӏƼเ҄Ʒਖ਼ᡶƴӼƚƨ୍ӏգႆ
ȷȦȋȐȸǵȫȇǶǤȳƴᣐॾƠƨȪȸȕȬȃȈሁƷ˺
ӏƼ୍ӏ

òᲧᲫ ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ

ȷࠊϋ᠃λᎍǁƷ୍ӏ̟ᡶ

òᲧᲫ ĬࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4 Ʒਖ਼ᡶ

ȷܹႆဃƷЎК૾ඥƷԗჷ
ȷؾᏋဇƷΪܱ
ȷЈЭƝǈǹǯȸȫƷܱ
ȷเཋƱƝǈƷЎКǢȗȪƷ୍ӏ
ȷƾǕƋƍЈࢌᜒࡈƷܱ
ŪࡑూཋถਦݰՃƱƷᡲઃࢍ҄ӏƼѣƷࣱ҄
ȷࠊғࡑూཋถਦݰՃᡲዂңᜭ˟Ʒ͵ሁ
ŪǇƪƷؾ፦҄ƳƲƷਖ਼ᡶ
ȷ᧙̞ᢿፙƱᡲઃƠƨ୍ӏգႆǭȣȳȚȸȳǍᨼᆢԗᡀ
ሁؾ፦҄Ʒܱ
ȷऴإ২ᘐƷဇǍ؏עѣ˳ׇƱƷᡲઃሁ
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òᲧᲫ ࣅᅈ˟࢟Ʒਖ਼ᡶ
òᲧᲫ ĬࠊൟဃƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4 Ʒਖ਼ᡶ

ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ถȪǵǤǯȫਖ਼ᡶ

ŪเᨼׇׅӓʙಅƷਘΪƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ʙಅᲢዓƖᲣ

ȷเᨼׇׅӓʙಅƷׅӓ᫁ࡇȷਗໜȷႇ˳ׇૠƷفь
ӏƼ࠼إƷܱ
ŪဃƝǈƷถ҄ȷȪǵǤǯȫƷਖ਼ᡶ
ȷᲭƖǓᢃѣᲢ̅ƍƖǓȷǂƖǓȷ൦ƖǓᲣƷ୍ӏգႆ
Ʒܱ
ȷဃƝǈȪǵǤǯȫȪȸȀȸƷᢔ
Ūਗໜׅӓȷࡃ᪽ׅӓƷΪܱ
ȷਗໜׅӓƷਖ਼ᡶ
ȷܼݱᩓȪǵǤǯȫƷׅӓƷΪܱ
ȷࡃ᪽ׅӓƷӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷᘘ૰ԼሁȪǵǤǯȫƴ̞ǔӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪƝǈǼȭǫȕǧƷܱƴǑǔࠊൟӋьƷਖ਼ᡶ
ȷƝǈǼȭǫȕǧƷ͵ӏƼܱ૾ඥƷᙸႺƠ౨᚛

เཋȷƝǈӓᨼʙ

 ࠊൟဃǛૅƑǔȩǤȕȩǤȳƱƠƯŴЈƞ

ಅ

ǕƨเཋȷƝǈǛܭܤႎƴܤμƴӓᨼƢǔƱƱ

ȷЎКӓᨼƷܱ

ǋƴŴۀᚠ҄ƞǕƨӓᨼಅѦƴƭƍƯƸᢘദƴؓ

ȷƢǂƯƷเཋŴݱཋޓŴቫٻƝǈӓᨼᢃƷۀᚠƴ

ᘍƞǕǔǑƏʙಅᎍǁƷਦݰሁƷӕኵǛᡶǊǇ

ŪเཋŴݱཋޓŴቫٻƝǈƷЎКӓᨼƷܱ

Ǒǔܱ

Ƣŵ

Ū୍ᡫƝǈƷјྙႎƔƭᢘദƳӓᨼᢃƷܱ



ȷӓᨼᢃƷܱ
ŪƾǕƋƍӓᨼƴǑǔ᭗ᱫᎍȷᨦƕƍᎍǁƷૅੲ
ȷᐯǒɟܭƷئǇưƝǈǛਤƪЈƢƜƱƷưƖƳƍ૾ŷ
ƴݣƠ᧙έƳƲǇưƝǈǛӕǓƴᘍƘžƾǕƋƍӓ
ᨼſƷਖ਼ᡶ
ŪဃؾʙಅƷϐዻ
ȷᲮဃؾʙಅ˳СǁƷᆆᘍ
ȷဃؾʙಅƷ˳Сࢍ҄ƴӼƚƨ౨᚛

เཋȷƝǈϼྸʙ

 ЎКӓᨼƠƨเཋƷɶ᧓ϼྸǛᘍƍŴᢘദƴ

ŪเཋƷᢘദƔƭܭܤႎƳɶ᧓ϼྸȷเ҄Ʒਖ਼ᡶ

ಅ

เ҄ǛᘍƏƱƱǋƴŴҲƝǈƴƭƍƯƸϼྸ

ȷเ҄ϼྸᚨሁƷૢͳ૾ᤆƷ౨᚛ӏƼሊܭ

ǻȳǿȸƴƓƍƯᢘദƔƭܭܤႎƴϼྸǛᘍƍ

ŪҲƝǈƷᢘദƔƭܭܤႎƳϼྸ

ǇƢŵ

ȷᢘദϼྸƷਖ਼ᡶ
Ū ϼྸǻȳǿȸᲢූȷءఌȷྛᅢݢᲣ˳СƴƓƚǔό
๖Ƴϼྸ˳СƷᢃփ
ȷᲭϼྸǻȳǿȸ˳СƴƓƚǔό๖Ƴϼྸ˳СƷ౨᚛ӏƼ
ܱ
ȷϼྸǻȳǿȸƷᢃ᠃દ˺ಅѦƷɟᢿۀᚠ҄ƴӼƚƨ౨᚛
ŪؾᒵƷ˯ถƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷؾȞȍǸȡȳȈǷǹȆȠƷᢃဇӏƼોծƴӼƚƨ౨᚛

เ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 เࣅȷ˯໗እȷᐯσဃƳƲŴዮӳႎƳ

ŪྛᅢݢǨǳǒƠؾƷᢃփ

ܖؾ፼ƕưƖǔ୍ӏգႆਗໜƱƠƯŴᲭƴݣƢ
ǔॖᜤգႆǛǓǇƢŵ
˷༏Мဇࠊൟᚨȷ
ᲽᲽᢃփʙಅ

ƝǈҲƴˤƏ˷༏ǛஊјМဇƠƨ˷༏Мဇ

ŪਦܭሥྸᎍƴǑǔሥྸᢃփƷܱ

ࠊൟᚨƷሥྸᢃփǛᘍƏƱƱǋƴŴȪǵǤǯ

ŪࠊƴǑǔȢȋǿȪȳǰƷܱ

ȫǳȟȥȋȆǣȸǻȳǿȸƷሥྸᢃփǛᘍƍǇ

ŪሥྸᢃփƷᚸ̖ӏƼᇹᲭਦܭሥྸᎍƷዮਙᚸ̖ŴᇹᲮ

Ƣŵ

ਦܭሥྸᎍƷᢠܭ
ŪءఌϼྸǻȳǿȸஆƑƴˤƏȨȍȃȆǣȸءఌƷƋ
Ǔ૾Ʒ౨᚛ȷૢྸ

ɟᑍࡑూཋϼྸಅᚩ

 ᚩӧಅᎍǁƷਦݰŴᇌλሁǛᘍƍǇƢŵ

ŪᚩӧಅᎍǁƷਦݰŴᇌλሁƷܱ

ܼᩓȪǵǤǯȫඥ᧙

 ࡑܼᩓƷᢘദƳȪǵǤǯȫƷਖ਼ᡶӏƼɧඥ৲

ŪࡑܼᩓƷᢘദƳȪǵǤǯȫƷਖ਼ᡶӏƼɧඥ৲ూƞǕƨ

̞ʙಅ

ూƞǕƨܼᩓԼƷϐՠԼ҄ሁǛܱƠǇƢŵ

ᐯѣȪǵǤǯȫඥ

 ႇȷᚩӧಅᎍƴݣƢǔᇌƪλǓ౨௹Ǜܱ

᧙̞ʙಅ

ƠŴؾᒵƷ˯ถƴӼƚŴᢘദƳϼྸƱเ҄

ӧʙѦ

ƷਦݰǛᘍƍǇƢŵ

òᲧᲫ ĭʙಅѣƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4 Ʒਖ਼ᡶ
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ܼᩓԼƷϐՠԼ҄ሁƷܱ
ŪႇȷᚩӧಅᎍƴݣƢǔᇌλ౨௹Ʒܱ

Ⅵ−
１ ②事業活動における廃棄物の３Rの推進
òᲧᲫ
ĭʙಅѣƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4 Ʒਖ਼ᡶ
òᲧᲫ
ĭʙಅѣƴƓƚǔࡑూཋƷᲭ4
Ʒਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ʙಅኒƝǈถ҄ਖ਼

 ʙಅኒƝǈƷถ҄ȷᢘദϼྸǛǔƨǊŴ

ŪᲭƴӕǓኵǉࡃᑄሁƴ̞ǔᛐܭСࡇƷ୍ӏ

ᡶʙಅ

ЈʙಅᎍǁƷ୍ӏգႆȷਦݰǛᘍƍǇƢŵ

ȷӕኵࡃᑄƷႇ̟ᡶǍᛐჷࡇӼɥ
ŪʙಅኒƝǈƷถ҄ሁƴӼƚƨ࠼إƷΪܱƱਦݰƷ࣋
 ࡁ
ȷٶȷแٶЈʙಅᎍƴݣƢǔਦݰȷ࠼إ
ŪʙಅኒเཋƷȪǵǤǯȫƷਖ਼ᡶ
ȷʙಅኒเཋƷȪǵǤǯȫȫȸȈƷਘΪ
ŪԼȭǹݣሊሁƷਖ਼ᡶ
ȷʙಅᎍƱᡲઃƠƨžԼȭǹſЪถƷӕኵܱ
ȷٶЈʙಅᎍሁƷЈܱ७৭੮ӏƼԼȪǵǤǯȫƷ
ӕኵƷਖ਼ᡶ

ᚨȪǵǤǯȫʙಅ

 πσʙƔǒႆဃƢǔᚨиငཋƷϐМဇ̟

ŪᚨȪǵǤǯȫƷܱ७ᛦ௹ŴૢྸӏƼ౨ᚰ

ᡶƷƨǊŴᚨиငཋݣሊƴ᧙ƢǔਦݰሁǛᘍƍ

Ūž߷߃ࠊᚨȪǵǤǯȫਖ਼ᡶᚘဒſƴؕƮƘᚨиငཋ

ǇƢŵ

ȪǵǤǯȫƷӕኵƷਖ਼ᡶ
ŪᚨȪǵǤǯȫਖ਼ᡶ᧙ᡲȝǹǿȸƷᣐࠋሁƴǑǔŴգႆ
ѣƷਖ਼ᡶ

ᚨȪǵǤǯȫඥಅ

 ᚨʙƔǒႆဃƢǔǳȳǯȪȸȈࡑƳƲ

ŪފЈƷӖྸ

Ѧ

ƷᚨиငཋƷȪǵǤǯȫྙƷӼɥǛ̟ᡶƠŴ

Ūᚐ˳ྵئሁƷȑȈȭȸȫ

ؾᒵƷ˯ถሁƴӼƚŴਦݰȷяᚕǛᘍƏƜƱƴ

ŪᢘദƳЎКᚐ˳ሁƷਦݰȷяᚕ

ǑǓŴဃؾƷ̬μǛǓǇƢŵ
ငಅࡑూཋਦݰȷᚩ

 ငಅࡑూཋƷЈʙಅᎍӏƼϼྸʙಅᎍƴݣ

Ūž߷߃ࠊငಅࡑూཋϼྸਦݰᚘဒſƴؕƮƘሊƷਖ਼ᡶ

ӧሁʙಅ

ƢǔᚩᛐӧȷਦݰሁǛᡫơƯŴငಅࡑూཋƷᢘദ

ŪЈʙಅᎍƴݣƢǔᲭӏƼᢘദϼྸƷਦݰƷܱ

ƳϼྸǛᡶǊǔƱƱǋƴŴငಅࡑూཋƷЈ৮
Сȷϐ̅ဇȷϐဃМဇƷᲭǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

òᲧᲫ ĮࡑూཋϼྸƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
Ⅵ−
１ ③廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進
òᲧᲫ
ĮࡑూཋϼྸƴƓƚǔภܴјௐǬǹЈƷЪถƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ
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เཋȷƝǈӓᨼʙ

 ȏǤȖȪȃȉӓᨼሁƷؾᒵ˯ถɲƷ

Ūؾᒵ˯ถɲƷݰλਖ਼ᡶ

ಅ

ݰλǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪࡑూཋႆᩓǛဇƠƨƝǈӓᨼሁݰλʙಅƷਖ਼ᡶ

ࡑూཋɶዒᡛሁʙ

 ࡑూཋϼྸᚨƷјྙႎƳᢃփƷƨǊŴٻǳ

ŪƝǈƷٻǳȳȆȊƴǑǔᆢஆɶዒᡛƷܱ

ಅ

ȳȆȊǁƷᆢǈஆƑǍᤧᢊưƷᡛǛܱƠ

ŪเཋƷᤧᢊᡛƷܱ

ǇƢŵ

ŪƝǈƷᤧᢊᡛƷܱ

เཋȷƝǈϼྸʙ

 ЎКӓᨼƠƨเཋƷɶ᧓ϼྸǛᘍƍŴᢘദƴ

ŪเཋƷᢘദƔƭܭܤႎƳɶ᧓ϼྸȷเ҄Ʒਖ਼ᡶ

ಅ

เ҄ǛᘍƏƱƱǋƴŴҲƝǈƴƭƍƯƸϼྸ

ȷเ҄ϼྸᚨሁƷૢͳ૾ᤆƷ౨᚛ӏƼሊܭ

ǻȳǿȸƴƓƍƯᢘദƔƭܭܤႎƴϼྸǛᘍƍ

ŪҲƝǈƷᢘദƔƭܭܤႎƳϼྸ

ǇƢŵ

ȷᢘദϼྸƷਖ਼ᡶ
Ū ϼྸǻȳǿȸᲢූȷءఌȷྛᅢݢᲣ˳СƴƓƚǔό
๖Ƴϼྸ˳СƷᢃփ
ȷᲭϼྸǻȳǿȸ˳СƴƓƚǔό๖Ƴϼྸ˳СƷ౨᚛ӏƼ
ܱ
ȷϼྸǻȳǿȸƷᢃ᠃દ˺ಅѦƷɟᢿۀᚠ҄ƴӼƚƨ౨᚛
ŪؾᒵƷ˯ถƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷؾȞȍǸȡȳȈǷǹȆȠƷᢃဇӏƼોծƴӼƚƨ౨᚛

ࡑూཋϼྸᚨሁૢ

 ࡑూཋϼྸᚨሁƕܭܤႎƴᆙѣưƖǔǑƏ

Ūࡑూཋ᧙ᡲᚨƷዜਤᙀ̲ȷૢͳʙሁƷܱ

ͳʙಅ

ƴዜਤᙀ̲ȷૢͳሁǛܱƠǇƢŵ

ŪπᘌȈǤȬƷો̲ʙሁƷܱ

63

ʙѦʙಅӸ
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ࡑూཋϼྸᚨᚨ

 ࡑూཋϼྸʙಅǛᧈܭܤႎƴᢃփƠƯƍƘ

ŪϼྸǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ

ʙಅ

ƨǊŴᎊ҄ƠƨᚨƴƭƍƯஆሁǛᘍƍǇ

ȷᚐ˳ગӊʙܦʕ

Ƣŵ

ȷᚨʙƷዒዓ
Ტ˯ภᔕൢǛဇƠƨȐǤȊȪᲧႆᩓƷݰλᲣ
ŪءఌϼྸǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ
ȷؕஜᚘဒ˺ಅѦ
ȷૢͳᚘဒ˺ಅѦ
ȷࢨؾ᪪ᚸ̖ዓ
Ūλ൶߃ǯȪȸȳǻȳǿȸૢͳʙಅƷਖ਼ᡶ
ȷؕஜᚘဒ˺ಅѦ
ȷૢͳᚘဒ˺ӏƼڎኖዓಅѦ
ȷעឋᛦ௹ಅѦ
ȷᚨʙბʖܭ

ࡑూཋϼྸᚨؕ࠴

 ࡑూཋϼྸᚨƷܭܤႎƳᢃဇƷƨǊŴࡑూཋ

Ūූϼྸǻȳǿȸؕ࠴ႎᚨૢͳƷਖ਼ᡶ

ႎૢͳʙಅ

ϼྸᚨሁƷᙹٻો̲ǛܱƠǇƢŵ

ȷᧈݤԡ҄ƴӼƚƨૢͳ

˷༏Мဇࠊൟᚨᢃ

 ƝǈҲƴˤƏ˷༏ǛஊјМဇƠƨ˷༏Мဇ

ŪਦܭሥྸᎍƴǑǔሥྸᢃփƷܱ

փʙಅ

ࠊൟᚨƷሥྸᢃփǛᘍƏƱƱǋƴŴȪǵǤǯ

ŪࠊƴǑǔȢȋǿȪȳǰƷܱ

ȫǳȟȥȋȆǣȸǻȳǿȸƷሥྸᢃփǛᘍƍǇ

ŪሥྸᢃփƷᚸ̖ӏƼᇹᲭਦܭሥྸᎍƷዮਙᚸ̖ŴᇹᲮ

Ƣŵ

ਦܭሥྸᎍƷᢠܭ
ŪءఌϼྸǻȳǿȸஆƑƴˤƏȨȍȃȆǣȸءఌƷƋ
Ǔ૾Ʒ౨᚛ȷૢྸ

Ɲǈႆᩓʙಅ

 ϼྸǻȳǿȸưႆᩓƠƨᩓщƷƏƪŴ˷йᩓщ

ŪƝǈႆᩓʙಅሁƷ˷༏МဇƷਖ਼ᡶ

Ƹ٥ᩓǛᘍƏƱƱǋƴŴʻࢸŴஆƑǛᘍƏϼྸ

ŪࡑూཋႆᩓƷૼƨƳဇඥƷ౨᚛

ǻȳǿȸǁƷ᭗јྙƳ༏ׅӓᚨͳƷݰλƴӼƚ
ƯӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ
 ƝǈႆᩓƴǑǔǨȍȫǮȸƷעငעෞƴӼƚ
ƯŴࡑూཋႆᩓǛဇƠƨᩓщƷɟਙڎኖƳƲƷ
ᛦ௹ᄂᆮǛᘍƍǇƢŵ



Ⅶ
気候変動に適応し安全で健康に暮らせるまち
ó
ó ൢͅ٭ѣƴᢘࣖƠܤμưͤࡍƴǒƤǔǇƪ
ൢͅ٭ѣƴᢘࣖƠܤμưͤࡍƴǒƤǔǇƪ
Ⅶ−
１ 気候変動適応策の推進
óᲧᲫ
óᲧᲫ ൢͅ٭ѣᢘࣖሊƷਖ਼ᡶ
ൢͅ٭ѣᢘࣖሊƷਖ਼ᡶ
Ⅶ−
１ ①治水
・水害対策の推進
óᲧᲫ
óᲧᲫ Ĭ൦ȷ൦ܹݣሊƷਖ਼ᡶ
Ĭ൦ȷ൦ܹݣሊƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ඕ߷ᚘဒʙಅ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ൢͅ٭ѣሁƴˤƏٻᩋǍעޅႎᨼɶᝍᩋƔǒ

ŪƱ්؏ᐯ˳ưನƞǕǔңᜭ˟ƴǑǔž൦᧸ॖᜤ

ࠊൟƷဃԡƱᝠငǛܣǓŴᣃࠊƷْ๒ႎƳᘮܹǛ
ᢤƚǔƨǊŴžඕᢊૢͳſƷბܱƳਖ਼ᡶǍව൦Ʒ
ႆဃƴͳƑǔžถݣሊſሁƴӼƚƨᛦ௹ȷ౨᚛

ᅈ˟ϐನሰȓǸȧȳſƴؕƮƘӕኵ
ȷž൦᧸ॖᜤᅈ˟ϐನሰȓǸȧȳſƴؕƮƘӕኵƷᡶᘍ
ሥྸ

ƳƲǛᡶǊǇƢŵ
൦᧸ಅѦ

൦᧸ᜩإሁƷႆˋƴˤƍŴඕ߷ȑȈȭȸȫሁƷ
൦᧸ѣǛܱƢǔƱƱǋƴŴව൦ȏǶȸȉȞȃ

ᩋ൦්Ј৮Сᚨਦ
ݰಅѦ

Ū൦᧸ᜩإႆˋƷऴإˡᢋƓǑƼȑȈȭȸȫሁƷ൦᧸
ѣƷܱ

ȗƷોܭǍԗჷƴǑǓŴ᧸щƷӼɥǛǓǇ

ȷऴإˡᢋƓǑƼ൦᧸ѣƷܱ

Ƣŵ

Ūව൦ȏǶȸȉȞȃȗƷԗჷ

ɟᙹܭˌɥƷႆᘍໝӏƼሰᘍໝሁƴƭ

Ūᩋ൦්Ј৮СᚨƷᚨፗਦݰӏƼܦʕ౨௹Ʒܱ

ƍƯŴᩋ൦්Ј৮СᚨƷᚨፗƷਦݰǛᘍƍŴ൦
ܹǛ᧸ഥƢǔӕኵǛᡶǊǇƢŵ

ඕ߷ો̲ʙಅ

Ჭ࠰ƴᲫׅᆉࡇᲢ᧓ᩋ OOᲣƷᨀᩋƴ

Ūɟኢඕ߷ແ߷ૅ߷ો̲ʙಅƷਖ਼ᡶ

ࣖݣƠƨඕ߷ો̲ǛᡶǊŴ൦ܤμࡇƷӼɥǛ

ȷᜱެો̲ʙŴဇעӕࢽ

ǓǇƢŵ

Ūแဇඕ߷ɤඑ߷ો̲ʙಅƷਖ਼ᡶ
ȷᜱެો̲ʙ

ඕ߷ᚨૼʙಅ

൦ܤμࡇƷᄩ̬ƷƨǊŴᜱެƷዬ࣯ݣሊʙ

Ūແ߷ᜱެો̲ʙಅƷਖ਼ᡶ

ǛܱƢǔǄƔŴᎊ҄Ơƨඕ߷ᚨƷૼǛᚘ

ȷዬ࣯ݣሊʙƷܦʕ

ဒႎƴᡶǊǇƢŵ

ȷΟέݣሊ౨᚛ғ᧓ƷᚘဒႎƳૼƷӕኵ
Ūඕ߷ᚨƷᚘဒႎƳૼƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ
ȷɥඕҾءؤሁƴƓƚǔᚨૼƴӼƚƨӕኵ
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ʙѦʙಅӸ
ඕ߷ȷ൦ែዜਤᙀ̲
ʙಅ
ʞӒဋ߷્൦ែૢͳ
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൦ܤμࡇƷᄩ̬ƷƨǊŴඕ߷ȷ൦ែᚨƷᢘ

Ūඕ߷ȷ൦ែᚨƷᢘЏƳዜਤሥྸƷਖ਼ᡶ

ЏƳዜਤሥྸǛᘍƏƱƱǋƴŴᚨƷᧈݤԡ҄Ǜ

ȷᚘဒႎƳዜਤሥྸƴӼƚƨӕኵ

ǓǇƢŵ

ȷᢘЏƳዜਤሥྸƷਖ਼ᡶ

ʞӒဋ߷Ʒව൦μǛעɦȈȳȍȫưႺٶ
ઊ߷ǁ્්Ƣǔ્൦ែƷૢͳǛᡶǊǇƢŵ

ŪʞӒဋ߷્൦ែૢͳʙƷਖ਼ᡶ
ȷᚨૢͳʙ
ȷಿᧉȷٳء൦ែሰᡯʙ
ȷ̓ܭဇڼ

ේ൦ݣሊʙಅ

ේ൦ǷȟȥȬȸǷȧȳኽௐƳƲƔǒŴේ൦Ȫǹ
ǯƷ᭗ƍƜƱƕᄩᛐƞǕƨໜ҄עғǍעޅႎ
Ƴේ൦ሖƴƓƍƯŴᩋ൦ሥƖǐǍᝪသሥƳƲƷ
ૢͳǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ūໜ҄עғƴƓƚǔᩋ൦ሥƖǐǍᝪသሥƳƲƷૢͳƷ
ਖ਼ᡶ
ȷƜǕǇưƷໜ҄עғᲢࠖٻඕҾעғᲣƴƓƚǔᝪသሥ
ƷૢͳʙƷܦʕᲢ* ʖܭᲣ
ȷૼƨƳໜ҄עғƴƓƚǔૢͳƷਖ਼ᡶ
ŪעޅႎƳේ൦ሖƴƓƚǔݣሊƷਖ਼ᡶ
ȷ̾КƷཞඞᄩᛐǛ៊ǇƑƨݣሊƷਖ਼ᡶ

ᢊែᑄᘺʙಅ

ʩᡫᩔᙲƷ҄٭ƴˤƏ࠴ዴᢊែƷᑄᘺሁƷࢍ

Ūᢊែϛ൦ݣሊƷਖ਼ᡶ

ࡇɧឱǍᢊែ൦ᚨƷᏡщɧឱƴˤƏᢊែϛ
൦ǛᚐෞƠŴό๖ƳɲឥᘍؾǛᄩ̬ƠǇƢŵ
ǇƨŴဃᢊែƷᑄᘺሁƷૢͳǛᘍƍŴᡫᢅɲ
Ǎഩᘍᎍȷᐯ᠃ሁƷܤμưό๖ƳᡫᘍƷᄩ̬Ǜ
ᘍƍǇƢŵ
עႴආɦȷעɦ൦̬
μʙಅ

עႴආɦƷ᧸ഥƷƨǊŴעɦ൦ˮǍעႴආɦ

Ūᩋ൦ේᡢೞᏡƷࣄׅƴӼƚƨӕኵƷ౨᚛ȷܱ

ƷᚇยǛܱƢǔƱƱǋƴŴவ̊ƴؕƮƖŴᢘദ
Ƴעɦ൦Ʒ੬൦ƴƭƍƯŴʙಅᎍǁƷਦݰሁǛܱ
ƠǇƢŵǇƨŴͤμƳ൦ࣅƷᄩ̬ƷƨǊŴᩋ
൦ේᡢೞᏡƷࣄׅƴӼƚƨӕኵሁǛܱƠǇƢŵ

óᲧᲫ ĭ༏ɶၐݣሊƷਖ਼ᡶ
Ⅶ−
１ ②熱中症対策の推進
óᲧᲫ
ĭ༏ɶၐݣሊƷਖ਼ᡶ
óᲧᲫ
ĭ༏ɶၐݣሊƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
࣯Ҕၲ˳Сᄩ̬ݣ
ሊʙಅ
࣯ѣʙಅ

࣯ԡٟʙಅ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

܇ƲǋǍ᭗ᱫᎍሁƷ࣯ҔၲȋȸǺƴࣖݣƠ

Ū࣯Ҕၲ˳СƷΪܱƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ƨ࣯Ҕၲ˳СǛᄩ̬ƠǇƢŵ
࣯ƷᢘദМဇǍࠊൟƷ࣯ࣖ࢘Ʒჷᜤȷ২

Ū࣯ᩔᙲݣሊƷܱ

ᘐƷ፼ࢽƳƲƴǑǓŴԡјௐƷӼɥǛǓǇ

ŪࠊൟԡٟƷ

Ƣŵ

Ū༏ɶၐʖ᧸ƴӼƚƨ࠼إƷܱ

࣯ԡٟƷࠝʈ˳СǛᄩ̬ƢǔƱƱǋ

Ū࣯ԡٟƷࠝʈ˳СƷᢃဇ

ƴŴǑǓ᭗ࡇƳԡϼፗƕưƖǔᛐܭ࣯ԡٟ
ǛƠǇƢŵ
ᣃࠊؾᄂᆮʙಅ

ྶעภଡ଼҄ݣሊӏƼȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ
᧙ƢǔȇȸǿƷӓᨼȷᚐௌȷᄂᆮሁǛᘍƍǇƢŵ

ŪȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮƷਖ਼ᡶᲢࠊϋൢ
ภЎࠋȷ༏ɶၐᲣ

óᲧᲫ Įज़௨ၐݣሊሁƷਖ਼ᡶ
óᲧᲫ Įज़௨ၐݣሊሁƷਖ਼ᡶ
Ⅶ−
１ ③感染症対策等の推進
óᲧᲫ
Įज़௨ၐݣሊሁƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ज़௨ၐݣሊʙಅ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ज़௨ၐƷႆဃӏƼǇǜࡨǛʖ᧸ƢǔƨǊŴૼ
ǤȳȕȫǨȳǶሁज़௨ၐݣሊƷਖ਼ᡶӏƼࠊൟሁ
ǁƷ୍ӏգႆǛܱƠǇƢŵ

πᘌᘓဃሁƴ᧙Ƣǔ
ᚾ᬴౨௹ሁಅѦ

Ūज़௨ၐႆဃƴͳƑƨ᧙̞˳ׇƱƷңܭሁŴᡲઃƷࢍ҄
ȷᕤд᎑ࣱǢǯǷȧȳȗȩȳƴؕƮƘŴ؏עȍȃȈȯȸǯ
Ʒᡲઃࢍ҄Ǎ౨ᚰƷܱ

πᘌᘓဃሁƴ᧙ƢǔᡆᡮȷᢘദƳᚾ᬴౨௹Ǜᘍ
ƏƱƱǋƴŴᛦ௹ᄂᆮŴᄂ̲ਦݰӏƼπᘌᘓဃऴ
إƷӓᨼȷᚐௌȷ੩̓Ǜਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ūज़௨ၐऴإǛƸơǊƱƠƨπᘌᘓဃऴإƷᡆᡮƳӓ
ᨼȷᚐௌȷႆ̮
ȷज़௨ၐႆဃѣӼᛦ௹ʙಅƷό๖ƳܱŴțȸȠȚȸǸǛ
ဇƠƨᚾ᬴౨௹ऴإƷႆ̮
ŪͤࡍүೞʙᝋႆဃǁƷแͳƱࣖݣ
ȷҾ׆ɧଢ၌धሁƷႆဃƴᡆᡮȷႎᄩƴࣖݣƕưƖǔ˳
СƷನሰ

óᲧᲫ į༏ݣሊᲢȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊԃǉᲣƷਖ਼ᡶ
óᲧᲫ į༏ݣሊᲢȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊԃǉᲣƷਖ਼ᡶ
óᲧᲫ į༏ݣሊᲢȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊԃǉᲣƷਖ਼ᡶ
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Ⅶ−１ ④暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進
ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ྶעภଡ଼҄ݣሊʙಅ

 ࠊൟȷʙಅᎍȷᘍƕƦǕƧǕƷࢫлƴࣖơƨӕ

Ūžྶעภଡ଼҄ݣሊਖ਼ᡶᚘဒſƴؕƮƘӕኵᲢዼԧሊȷᢘ

ኵǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴࠊൟȷʙಅᎍƳƲƷٶಮƳ

ࣖሊᲣƷਖ਼ᡶ

ɼ˳ƷңƴǑǓŴภܴјௐǬǹЪถƷӕኵᲢዼԧ

ȷȒȸȈǢǤȩȳȉݣሊܱሊᛦ௹Ʒܱ

ሊᲣ
Ŵภଡ଼҄ƴឪ׆ƢǔီࠝൢᝋሁƷൢͅ٭ѣǁƷ

ȷʋᣃჄࠊሁƱᡲઃƠƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ᢘࣖሊǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ᣃࠊؾᄂᆮʙಅ

ྶעภଡ଼҄ݣሊӏƼȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ᧙
ƢǔȇȸǿƷӓᨼȷᚐௌȷᄂᆮሁǛᘍƍǇƢŵ

ŪȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮƷਖ਼ᡶᲢࠊϋൢ
ภЎࠋȷ༏ɶၐᲣ

ࠊൟ  ɢஜౡ

 ȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƷዼԧǍᣃࠊᚇƷӼɥ

Ūࠊൟ  ɢஜౡᢃѣƷਖ਼ᡶ

ᢃѣʙಅ

ሁƴӼƚŴࠊС  ԗ࠰ǛᡇƑǔ  ࠰Ǉư

ȷౡᅛƷ͵

ƴࠊൟȷʙಅᎍƱƷңƴǑǓŴ ɢஜƷౡ

ȷዯ҄ңᜭሁǛᡫơƨౡƷਖ਼ᡶ

ǛႸਦƠƯౡᢃѣǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ࠊփᩙטƷૢͳ

ᣃࠊዯ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 ࠊփᩙטƴƓƍƯŴܭܤƠƨـ̓ዅǍᢘЏƳሥ

ŪࠊփᩙͳૢטƴӼƚƨӕኵƷਖ਼ᡶ

ྸᢃփǛᡶǊǇƢŵ

ȷžࠊփᩙͳૢטᚘဒſƴؕƮƘӕኵƷਖ਼ᡶ

 ࠊൟŴʙಅᎍƱƷңƴǑǔዯ҄Ʒਖ਼ᡶŴ୍ӏգ

ŪƔǘƞƖᐮෙƷǋǓƮƘǓғ؏ƷӕኵƷਖ਼ᡶ

ႆǛᘍƍŴؾƷોծŴᚇӼɥƴӼƚƨǇƪƮƘ

ȷѣૅੲƷܱ

ǓǛᡶǊǇƢŵ
ܖఄᚨؾોծ

 ᏋؾƷӼɥǛǊƟƠŴȈǤȬƷࣛᢘ҄ǍȐȪ

ʙಅ

ǢȕȪȸ҄ŴǨǳǹǯȸȫ҄ǛᡶǊǇƢŵǇƨŴע

ŪࠊᇌܖఄƷఄᑀǁƷُ᩿ዯ҄ဇƷȍȃȈƷᚨፗǍఄࡊ
ᑮဃ҄Ʒਖ਼ᡶ

؏Ʒ᧸щƷӼɥƴӼƚŴ᩼ನᡯᢿƷ᎑ᩗ҄Ƴ
ƲŴܖఄᚨƷ᧸ೞᏡƷࢍ҄ǛǓǇƢŵ
ᣃࠊዯ҄ਖ਼ᡶʙಅ

 ࠊൟŴʙಅᎍƱƷңƴǑǔዯ҄Ʒਖ਼ᡶŴ୍ӏգ
ႆǛᘍƍŴؾƷોծŴᚇӼɥƴӼƚƨǇƪƮƘ

ŪࠊൟŴʙಅᎍŴᘍƕɟ˳ƱƳƬƯŴǴȸȤƳƲƴǑǔ
ُ᩿ዯ҄ƴ᧙ƢǔಮŷƳӕኵƷਖ਼ᡶ

ǓǛᡶǊǇƢŵ
߷߃ғǨǳȗȭǸ
ǧǯȈʙಅ

؏עƴƓƚǔዯ҄ਖ਼ᡶӏƼؾբ᫆ƴ᧙Ƣǔғ
ൟॖᜤӼɥƷƨǊƷգႆѣǛғൟƱƷңƴǑ

ŪࠊൟȜȩȳȆǣǢሁƱƷңƴǑǔᒬᑶƷౡఎƷܱ
Ūૅ࠻ᑀǁƷžዯƷǫȸȆȳſƷᚨፗ

ǓܱƠǇƢŵ
ᑶƱዯƷƞƍǘƍ
ʙಅ

ғϋƷዯ҄ਖ਼ᡶƱғൟƷዯ҄ॖᜤƷ᭗੬Ǜǔ
ƱƱǋƴŴғൟӷٟƷʩ්Ǜ̟ᡶƢǔƨǊŴᑶƱዯ
ƷƏǔƓƍƋǔǇƪƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪғϋƷዯ҄ਖ਼ᡶ
ȷ؏עƷዯ҄ѣ˳ׇƱᡲઃƠƨžғࢫЭᑶƍƬƺƍʙ
ಅſƷܱ
ȷᑶᒁƷᣐࠋሁǛᡫơƨዯ҄ѣ˳ׇǁƷૅੲƷܱ
ŪπσᑶّሁƷᑶౡѣƷਖ਼ᡶ
ȷዯ҄ѣ˳ׇƱᡲઃƠƨᑶౡѣӏƼዜਤሥྸƷܱ

ғൟƷưᑶƍƬ
ƺƍɶҾʙಅ
ᑶƱዯƷƨƔƭਖ਼
ᡶʙಅ

ᑶǍዯǛဇƠ˰ǈዓƚƨƍƱ࣬ƏǇƪƮƘǓ

ŪౡఎሥྸǍᑶౡ˳᬴ሁƷܱ

Ǜਖ਼ᡶƠǇƢŵ
ғϋӲƴᚨፗƠƨᑶّȷǳȳȆȊሁƷዜਤሥྸ
ǛғൟƱңưܱƠŴƍƷƋǔǇƪƮƘǓǛਖ਼
ᡶƠǇƢŵ

ŪғϋӲƴᚨፗƠƨǳȳȆȊȷᑶّƷᢘദƳዜਤሥྸ
ȷžғൟȟȋǬȸȇȳſᡲዂ˟ƱƷңƴǑǔǳȳȆȊȷ
ᑶّƷዜਤሥྸ
ŪǭȩȪȇȃǭόለ࠼ئᑶّƷዜਤሥྸӏƼዯ҄Ʒਖ਼ᡶ
ƴӼƚƨ୍ӏգႆ
ȷᑶّౡఎ˳᬴Ǜᡫơƨዯ҄ਖ਼ᡶƴӼƚƨ୍ӏգႆ

ᑶƱዯƷƋƾǕǔ

 ғൟᐯ៲ƴǑǔᑶّሥྸŴૢͳǛਖ਼ᡶƠŴғƷǤ

˰ǈǑƍǇƪƮƘ

ȡȸǸǢȃȗƱŴዯ҄ѣ˳ׇƷʩ්̟ᡶȷ২ᘐӼ

Ǔʙಅ

ɥሁŴ؏עƷࣱ҄ƱʴᏋǛǓǇƢŵ

ŪπσဇעưƷᑶّƮƘǓǛڎೞƱƠƨ؏עǳȟȥȋȆ
ǣƷ࢟ૅੲ
ȷπטሁǛဇƠƨᑶّ˺ǓƷƨǊƷዯ҄ѣ˳ׇƴݣƢ
ǔᑶᒁƷ੩̓
Ūዯ҄ѣ˳ׇƷࣱ҄ƴӼƚƨ২ᘐૅੲ
ȷᜒࡈŴʩ්˟Ʒ͵ƴǑǔᑶّƮƘǓƷ২ᘐૅੲ
ŪிӸ߷߃ǤȳǿȸȁǧȳǸЭᑶّƮƘǓƷܱƴǑǔ
ࠊȷғƷǤȡȸǸǢȃȗ
ȷዯ҄ѣ˳ׇŴʙಅᎍƱƷңƴǑǔᑶّƮƘǓ

ٶઊғǨǳȭǸȸ
ȩǤȕʙಅ

ғൟƕܼࡊưӕǓኵǊǔྶעภଡ଼҄ݣሊǛŴғൟ
ƱƷңƴǑǓਖ਼ᡶƠǇƢŵ

Ū࠻ᑀُ᩿Ʒዯ҄ŴǴȸȤƷᆔ܇ƷᣐࠋƳƲžዯƷǫȸȆ
ȳ˺ٻſƷܱ
Ū܇ƲǋƨƪƷܖؾ፼ǛႸႎƱƠƨžٰ˞ǈᲛٶઊғǨ
ǳȕǧǹǿſƷ͵
Ūࠊൟ˳ׇƱңƠƨ̅ဇฎǈƯǜǀǒƷׅӓƳƲƴ
ǑǔᲭƷ୍ӏգႆƷܱ

66

ʙѦʙಅӸ

ಒ ᙲ

ǨǳƷǇƪဃਖ਼
ᡶʙಅ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ዯƷǫȸȆȳ˺ٻǍྶעภଡ଼҄ݣሊŴᐯǨȍ
ȫǮȸƷဇƳƲŴؾǍዯƷ̬μƴ᧙Ƣǔ୍ӏգ
ႆǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ŪғൟɟʴƻƱǓƕӕǓኵǊǔ៲ᡈƳǨǳѣžዯƷǫȸ
ȆȳſሁƷ୍ӏգႆ
ȷžዯƷǫȸȆȳƮƘǓſሁƷ୍ӏգႆѣƷਖ਼ᡶ
ŪٽᨗήሁƷᐯǨȍȫǮȸƷဇ̟ᡶ
ȷǯȸȫǢȸǹਖ਼ᡶۀՃ˟ሁƴǑǔᐯǨȍȫǮȸƷဇ
̟ᡶ

ᢊែોᑣʙಅ

 ᣃࠊᚘဒᢊែሁƷૢͳǍഩᢊᚨፗƴ́ƤŴᡢ൦ࣱ

ܤμᚨૢͳʙಅ

ᑄᘺሁƷݰλǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ዯ҄ૢͳʙಅ

 ȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƷዼԧƴӼƚƨӕኵǛᡶ

Ūᡢ൦ࣱᑄᘺሁƷݰλ


ŪᚨƴƓƚǔౡఎƷ̬μƱዯ҄ૢͳ

ǊǇƢŵ

Ⅶ−
１ ⑤気候変動に関する観測
・分析、調査研究等の推進
ôᲧᲫ
İൢͅ٭ѣƴ᧙ƢǔᚇยȷЎௌŴᛦ௹ᄂᆮሁƷਖ਼ᡶ
ʙѦʙಅӸ
ᣃࠊؾᄂᆮʙಅ

ಒ ᙲ

᳸ ࠰ࡇƷʙಅϋܾȷႸ

ྶעภଡ଼҄ݣሊӏƼȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ᧙

Ūྶעภଡ଼҄ݣሊƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮƷਖ਼ᡶᲢภܴјௐǬǹ

ƢǔȇȸǿƷӓᨼȷᚐௌȷᄂᆮሁǛᘍƍǇƢŵ

Јȷൢͅ٭ѣᲣ
ŪȒȸȈǢǤȩȳȉྵᝋƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮƷਖ਼ᡶᲢࠊϋൢ
ภЎࠋȷ༏ɶၐᲣ
Ūᛦ௹ኽௐƴ᧙Ƣǔऴإႆ̮

ôᲧᲫ
İൢͅ٭ѣƴ᧙ƢǔᚇยȷЎௌŴᛦ௹ᄂᆮሁƷਖ਼ᡶ
žǨǳǷȆǣƨƔ
ྶעภଡ଼҄ሁƴݣƢǔӕኵǛŴ؏עȬșȫƴƓƍ ŪғϋܖݱఄሁƷȓǪȈȸȗǛဇƠƨܖؾ፼Ʒਖ਼ᡶ
ƭſਖ਼ᡶʙಅ

ƯٶಮƳɼ˳ƱƷᡲઃƴǑǓਖ਼ᡶƠŴਤዓӧᏡƳᅈ
˟ᲢǨǳǷȆǣᲣƷ࢟ǛǊƟƠǇƢŵ

ȷžܖఄ්؏ȗȭǸǧǯȈſƷܱŴᎰՃӼƚᄂ̲˟Ʒ
ܱ
Ūဃཋٶಮࣱȷ̬൦щӼɥǛǔࠊൟңƷܱោႎӕኵ
žƨƔƭƷᐯƷកǘƍƮƘǓʙಅſƷܱ
ȷδᇜӼƚǤșȳȈžƨƔƭဃƖǋƷ౨ᨛſƷܱ
ȷࠊൟӼƚǤșȳȈžƨƔƭ൦ƱዯƷ౨ᨛſƷܱ
Ūᢘࣖሊȷဃཋٶಮࣱ̬μƴ᧙ƢǔॖᜤգႆӏƼžǨǳǷ
ȆǣƨƔƭſƷྸᚐ̟ᡶ
ȷғϋ˖ಅȷ˳ׇưܱƠƯƍǔӕኵሁǛᙸܖƢǔžƨƔ
ƭǨǳǷȆǣȄǢȸſƷ͵

ؾᏋਖ਼ᡶʙಅ
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Ⅷ

環境技術・環境産業で貢献するまち

Ⅷ−１ 環境技術・環境産業による貢献の推進
Ⅷ−１ ①環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進
ಒ ᙲ
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Ⅷ−
１ ②環境技術を活かした国際貢献の推進
ôᲧᲫ
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Ⅷ−
２ 環境に関する総合的な研究の推進
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