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平成２１年８月２７日（木） 

№ マニフェスト項目  
４４ 市内照明のＬＥＤ化率を全国 1位を目指します Ｐ１ 
４５ 市有施設における太陽光発電設備の設置を推進し

ます 
Ｐ２ 

４６ 公用車の低公害車への切り替えを進めます Ｐ３ 
新規 雨水の有効活用や川の水質改善などにより水環境

の再生を実現します 
Ｐ４ 

新規 新たな目標を定め、ごみ減量化の更なる推進 Ｐ５ 



○　温室効果ガスの１／４を民生業務部門が排出しています

○　民生業務部門からの温室効果ガス排出内訳の第２位は「照明」です

○　ＬＥＤ照明の消費エネルギーは、水銀灯の約1/5、白熱灯の1/10

○　市有施設は大小合わせて全部で約８００あります

○　＜平成18年度地域省エネルギービジョン策定等事業＞さいたま市
　市有施設ＥＳＣＯ事業導入可能性調査報告書に基づき、規模や用途に
　より絞った対象市有施設は８３施設になります

⇒　当面、カウントが可能な市有施設のＬＥＤ化率を指標とします
　ＬＥＤ化率１０％＝「４年間の導入施設」／対象市有８３施設

さいたま新都心駅ＬＥＤ化 H21

市有施設ＬＥＤ導入可能性調査 市有施設ＬＥＤ化（施設所管課）

防犯灯（街路灯）ＬＥＤ化　（交通防犯課）

ＬＥＤ普及啓発展示会　（地球温暖化対策課）

○　全市的な照明の数（母数）、ＬＥＤ化数を
　市単独レベルで把握することは困難です

○　環境負荷低減計画制度対象の約100民間事
　業者分のＬＥＤ採用事業者は、将来的に可能

○　国・県レベルの新たな指標が出来れば、指
　標の変更を改めて検討します

日進駅橋上化自由通路ＬＥＤ採用（都市局）

風渡野南１号公園ＬＥＤ街灯採用（都市局）

人形会館(仮称) 一部にＬＥＤ採用（市民局）

○　有害な水銀を含まず、省電力のため災害対策
　に有効です

○　水銀灯からの交換の例では、約５年で投資費
　用の回収が可能です（実証：東部環境センター）

○　環境省のエネルギーの将来試算においても、
　ＬＥＤ照明を前提としており有望な技術です

商店街街路灯ＬＥＤ化（経済局）
Ｈ２１ Ｈ２２～２４

大間木水深１号公園ＬＥＤ街灯採用（都市局）



○　温室効果ガスのうち、エネルギーの使用を原因とする温室効果ガス
　が９割を超えています。

○　化石エネルギーの使用を減らすためには、省エネルギー化と併せて
　太陽光発電等の再生可能エネルギーへの置き換えが必要です

○　本市の属する埼玉県は、快晴日が全国１位（県発表）であり、太陽
　光発電に適している反面、風力発電に不向きな地域です

○　市有施設におけるこれまでの太陽光発電設備の設置は、２５施設で
　設備の総発電能力は１７０ｋWです

・　平成２２年度から各年２施設、合計１００ｋW以上の太陽光発電設
　備の設置　⇒　平成２４年度末までに３００ｋW超
・　平成２１年度から、小中学校に各年２校、合計４０ｋW以上の太陽
　光発電設備の設置　⇒　平成２４年度末までに１６０ｋW超
・　平成２１年度から、市民向けの住宅用太陽光発電設備設置補助事業
　により、平成２３年度末までに５，５００kW

太陽光発電設備設置可能性調査 市有施設太陽光発電設置（施設所管）

小中学校への太陽光発電設備設置　（学校施設課）

住宅用太陽光発電設備設置補助 H23まで（地球温暖化対策課）

○　全国的には、自治体設置のメガワットソー
　ラーは一般的になりつつあります（川崎市等）
　内陸でまとまった土地が使えない本市には、
　分散型設置による合算が適しています
○　国・県・市３者協調による補助により短期
　で需要を促進し、量産効果による価格低廉化
　を図ることが、国策となっています
○　耐震工事、屋上防水等の諸条件を満たせる
　施設に現状で限りがあります

大間木水深第１公園への太陽光設備設置（都市局）

風渡野南第２公園への太陽光設備設置（都市局）

新設文化施設への太陽光設備設置（市民局）

○　住宅用太陽光発電の設置には、国から７万円
　／ｋＷ、県から既築６万円・新築３万円／ｋＷ
　の補助を同時に受けることが出来ます
○　住宅用太陽光発電による電気の買取価格を概
　ね現在の２倍（約５０円弱）に引き上げること
　を経済産業省が発表しています
○　近い将来のエネルギー価格高騰の備えになり
　ます

Ｈ２１ Ｈ２２～２４



今後の低公害車導入の計画今後の低公害車導入の計画
さらに公用車への導入率を向上するため、従来の切り替えの

基準を改め、地球温暖化を防止するという強い意志のもと、積
極的な車両更新を行うこととし、特別な用途の車両を除き、

5年間で低公害車への切り替えを進めます。

※必要経費は、財政局庁舎管理課と水道局の合計

低公害車導入の効果について低公害車導入の効果について

公用車の低公害車への切り替えを進めます!

ＣＮＧ車
ハイブリッド車

全公用車（１，１２５台 平成２０年度末）

低公害車を自ら率先導入し、公用車からのＣＯ2排出を抑制するとともに、市民
や事業者に対し低公害車を導入する姿勢をアピールすることにより、低公害車普
及の契機とすることを目的とします。

消
防
局
車
両

そ
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他
特
殊
車
両

公用車（８５２台）

低公害車（１３４台）

環境局環境共生部交通環境対策課

特
別
な
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車
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（２
７
３
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）

目的

830台

635台

474台

297台

168台

低公害車合計

421,644千円100％195台H25

358,590千円76.5％161台H24

333,412千円57.1％177台H23

302,914千円35.8％129台H22

89,017千円20.2％38台H21
必要経費導入率導入台数年度

二酸化炭素排出の現状と低公害車への期待二酸化炭素排出の現状と低公害車への期待
平成19年度末、全国の運輸部門のＣＯ２排出量は平成4年度比で約

15％増加しています。

温室効果ガスの排出量が少ない低公害車の導入の積極的な推進は、自
動車部門における環境対策に大きな効果があります。

さいたま市のこれまでの取り組みさいたま市のこれまでの取り組み
・低公害車導入への補助事業
・イベントでの普及啓発活動
・ＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車普及促進モデル事業（国交省によるモデル地域指定）

・公用車への低公害車率先導入
目標 平成22年度までに低公害車の庁内導入率１５％
現状 平成20年度末 １１．９％ （消防局車両等を除くと １５．７％）

平成20年度実績
(134台)

年間５６トン
のＣＯ２削減

※杉の木約2万5千本が1年間に吸収するCO２に匹敵します

46

平成25年度予測
(830台)

年間３４７トン※

のＣＯ２削減



鴨川中土手橋付近 

単独
71%

合併
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   (マニフェスト等の項目)  雨水の有効活用や川の水質改善などにより水環境の再生を実現します (４年以内)     環境局 しあわせ倍増行動計画 

 

さいたま市環境基本計画 さいたま市水環境プラン 

(望ましい水環境像) 
・ 安全できれいな水のあるまち 
・ 健全な水循環のあるまち 
・ 生きものにも人にもやさしい水辺があるまち 
・ パートナーシップによる良好な水環境のあるまち

モデル事業 緑と大地の潤いプロジェクト (一部実施中) 
モデル事業 鴨川流域の水環境再生プロジェクト (平成 21 年度開始) 
モデル事業 「水と緑のシンボルづくり」の推進 (実施中) 
モデル事業 「水と緑の里親制度」の推進 (実施中) 
モデル事業 「さいたま市水環境ネットワーク」との協働事業の推進 (実施中) 

モデル事業 鴨川流域の水環境再生プロジェクト
さいたま市水環境プランの見直し

平成 22 年度見直し

国、県、市の水環境対策により、荒川、芝川、綾瀬川、元荒川
ではほぼ環境基準を達成している。しかし、まだ多様な生物が生
息するに十分な水質とはなっていない。 

一方、鴨川は生活排水対策等の遅れからいまだ環境基準を達
成しておらず抜本的対策が必要となっている。 

このようなことから、水環境プランの強化と県、及び流域自治
体と連携した清流復活事業の推進が必要となっている。 

【 平成２０年度 市内河川環境基準達成状況 】 
 荒川 鴨川 芝川 綾瀬川 元荒川 全体 

測定地点数 １ ５ ４ ３ ３ １６ 
BOD 環境基

準達成率 １００％ ４5％ ９８％ １００％ １００％ ８２％ 

環境基準未達成の鴨川

市内では大変汚れた水に生息
する指標生物がまだ見られる 

エラミミズ サカマキガイ

 

64.2%
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西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

普及率平均８５％

平成２０年度 公共下水道各区整備率 

平成 20 年

度末の全市の

公共下水道整

備率は８５％。 

し か し 、 西

区 の ５ １ ％ の

ようにかなり地

域差がある。 

プロジェクト推進体制 

（仮称）鴨川流域水環境再生

プロジェクト庁内推進会議 

建設局 環境局都市局 

(仮称) 鴨川流域水環境再生ネットワーク 

地域住民 

河川浄化団体 

企業 

埼玉県・上尾市・さいたま市 

中間評価 

 

 

新たな課題の抽出 

 

 

 

２２年度予算 

水環境プラン改定委託料 

       ６，０００千円

水環境プランの見直し 

平成１７年度末からの事業成

果に対する中間評価を行なう。

広域的な視野に立った水循
環の再生や生物多様性の課
題など。 

プロジェクト対象事業 

２２年度予算 
プロジェクト推進事業費 

 ８５千円(現時点見込み)

１ 河川整備・維持管理 

２ 水量水質等モニタリング 

３ 汚濁発生源・水循環対策 

４ 市民参加の取組 

５ 環境教育 

６ 国・県・流域都市との連携 

鴨川流域で集中的に施策を実施

水環境プランのモデル事業実施により平成 24 年度までに全河川の環境基準(BOD)を達成します 

不用浄化槽の転用不用浄化槽の転用
①浸透ます 

③不要浄化槽利用 

②貯留施設 

 

絶大な効果の期待 

● 河川、下水道への負担軽減  

● 豪雨時の水害緩和 

● 地下水のかん養 (水循環) 

● 湧水の復活で河川水質の改善 (水循環)

● 不要浄化槽の有効活用 (ごみの減量) 

● 雨水の活用で CO2 の削減 (温暖化対策)

● 災害時の代替水源として利用

 雨水浸透ます設置促進事業 

住宅向け雨水浸透ます 

雨水貯留施設設置促進事業 
住宅向けを特に促進 

不要浄化槽の再利用も推進

水環境教育モデル事業 

花壇のみずやりなど雨水活用の実践

雨水活用補助事業の実施により、住宅等に雨水貯留・浸透施設を３年間で３６０件以上設置します 

大自然の恵み雨水を大切に利用

すること、また、水道水の節約で、地

球温暖化対策となることを児童たち

に学んでもらう。 

雨水を月１ｍ３活用すると 
 

年間水道代等節約３，５０４ 円

年間 CO2 削減量 ６．９６ ｋｇ

水循環の健全化を図るため、戸

建住宅へ雨水浸透ますの設置を

促進する。平成２０年度から住宅

メーカーへの働きかけを開始。 

 

平成 21 年度は

環境教育 

モデル校で実施

★上里小学校 

★新開小学校 

★和土小学校 

１基の価格 
Φ250 約 23,000 円 

Φ350 約 38,000 円 

１基の価格 

150 約 50,000 円 

200 約 75,000 円 

雨水貯留・浸透施設設置補助制度の創設 住宅メーカー等との協働による普及・促進 

平成２２年度予算(６，４４０千円) 

雨水貯留・浸透施設設置補助金 ５，７００千円 

水環境教育モデル事業       ６００千円 

雨水有効活用啓発          １４０千円 

★住宅メーカー２０社へ
のアンケート調査にお
いて、また、市議会、
区民会議（桜区、中央
区、大宮区）において
雨水活用の要望や政
策提案がされている。 

補助制度の創設 

年間１２０件の設置 

３年間で３６０件の設置 

協働
設備業者 行 政

住宅メーカー

住宅メーカー等との協働のイメージ

平成２０年度は
アンケート調査
から体制づくりを
スタート

アンケート調査結果 
「雨水浸透ます設置促進に必要なこと」

と

補助制度の創出
５０％ 

法的な指導等 
３６％ 

意識の啓発１４％ 

清流復活 モデル事業  緑と大地の潤いプロジェクト 水循環の再生

鴨川流域の水環境再生プロジェクト 水環境プランの見直し 

合併浄化槽
29%

単独浄化槽
71%

50Cm 

Φ15～35Cm 

生活排水対策のもう一つの柱が合

併浄化槽の普及促進であるが、平成

20 年度末では２９％とまだ低い。

合併浄化槽普及率 



ごみ排出量の推移 

平成１９年度からごみ排出量は減少に転じ、平成２１年度も減少傾向は続いている。 
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ごみ収集の有料化について 

１ さいたま市における位置づけ 

○総合振興計画基本計画 

第１章(1)第１節(3)①「ごみの発生抑制とリサイクルの推進」 
「ごみの発生抑制、減量化を図るため、ごみ収集の有料化制度のあり方について検討します。」 
○行政改革推進プラン 

ごみ収集の有料化は、市民のごみに対する意識を高め、ごみの減量や分別の徹底に有効であると同時に、

負担の公平化を図る上でも有効な方法であるが、市民の合意形成が重要であり、意識調査や各界各層から

幅広く意見を聞きながら検討を行い、平成２１年度を目途に方向性を定めることとなっている。 
２ 有料化の目的 

 一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革であり、循

環型社会に向けて転換していくための施策手段。 

平成２２年までの 

削減目標 ８４０ｇ 

平成２２年までの家庭ごみ 

削減目標 ５４０ｇ 

58.7% 41.3%

60.4% 39.6%

65.3% 34.7%

51.7% 48.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市区町村全体

村

町

市区

全国市区町村の家庭系ごみ有料化状況（2009年4月1日現在）

有料化市区町村

無料市区町村

３ 政令市の有料化状況 

  有料化を導入している政令市は１８市中 7市となっている。（平成２１年７月１日現在） 
 政令市 導入年月 料金（大袋） 備考 
北九州市 平成１０年 ７月 ５０円 H18.7改定 15円→50円 
福岡市 平成１７年１０月 ４５円  
京都市 平成１８年１０月 ４５円  
新潟市 平成２０年 ６月 ４５円  
仙台市 平成２０年１０月 ４０円  
岡山市 平成２１年 ２月 ５０円 平成２１年 4月 1日政令市 
札幌市 平成２１年 ７月 ８０円  
※堺市 H18.10 諮問、H20.9 答申 手法としての検討のみで有料化の導入は考えていない。 
※広島市 導入を検討していたが、中止 

(政令市の中でごみ排出量が最も少ない) 
H19.4諮問H20.12答申したが、景気悪化によ
り中止、他の減量施策を検討することとした。 

 
４ 県内の有料化状況 

  県内市町村の導入状況は、４０市中３市、２９町中９町となっている。 
県内市 導入年月 料金（大袋） 備考 

秩父市 平成８年７月 ５０円  
蓮田市 昭和３８年定額制 ５０円 平成１２年４月従量制へ転換 
幸手市 平成１８年１０月 ５０円  

 
 埼玉県及び近隣都県の家庭系ごみ有料化状況 

 
５ 全国の有料化状況 

 全国の約 1800市区町村の有料化状況は、市区で 51.7%、町村で 60%以上となっており市区町村全体で
58.7%の有料化率となっている。全体的には、規模の小さい自治体で有料化率が高くなっている。 

（平成２１年４月１日現在） 
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埼玉県及び近隣都県の家庭系ごみ有料化状況（2009年4月1日現在）
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出典：全国都市家庭ごみ有料化実施状況の市別一覧（山谷修作調査、同氏ホームページ）  

出典：全国都市家庭ごみ有料化実施状況の市別一覧（山谷修作調査、同氏ホームページ）  


