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３ 市環境行政 主要事業の概要

（１）環境立市推進課の事務・事業

①環境活動推進事業

・秩父市環境審議会

秩父市環境審議会は、環境基本法第 44条及び秩父市環境基本条例に基づき設置された機

関で、市長の諮問に応じて環境の保全に関する重要な事項を調査・審議します。委員は、民

間諸団体・有識者から市長が委嘱しています。

本審議会は、1969（昭和 44）年度制定の旧秩父市公害対策審議会条例に基づき設置され

た秩父市公害対策審議会を前身としており、2000（平成 12）年度に秩父市環境保全条例が

制定されたことに伴い、秩父市環境審議会に名称を改めました。

例年、特段の審議事項が無い場合も年 1回の審議会を開催し、市から審議会委員に対して

環境行政に関する諸報告を行っています。2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、諸報告を目的とした開催を見送り、市から審議会委員に 2020（令和 2）年

度版「秩父市の環境」を送付するとともに、書面にて連絡事項を通知しました。

・環境学習推進事業（小学校への出前授業の実施）

近年、国や世界各国においては、地球温暖化をはじめとする環境問題や環境保全に対する

危機的意識の高まりが、年を追うごとに顕著になっています。

このような現代社会を生きていく上では、環境に関する知識や関心が必要不可欠であり、

特にこれから地球の未来を担っていく世代の子どもたちにとっては、早期にそれらの知識

や関心を持つことが大切です。

現状、小中学校では社会や理科等の科目の

一部で地球温暖化や環境保全等の環境に関す

る内容を授業で取り扱っていますが、それら

の内容を踏まえた新たな試みとして、教科の

枠にとらわれずに、総合的な視点から環境に

ついて学ぶことができる「環境教育プログラ

ム」を作成し、2018（平成 30）年度から市職

員が実施希望のあった小学校に出向いて授業

を実施しています。

2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施が難しい状況でした

第一小学校での授業の様子
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が、教育委員会と連携を図り、感染防止対策を講じながら、小学校 1校で 6年生の 1学級計

25人の児童に 2回、授業を行いました。

引き続き、市内小学校の児童が環境についてより深い知識・関心を持ち、環境問題につい

て自ら考え、行動するきっかけとなるよう、プログラム（授業）の内容の充実を図ります。

・花いっぱい推進事業

花を活用した景観美化及びコミュニティづくりの積極的な展開を図ることを目的として、

秩父市花いっぱい推進協議会（以下、協議会）に加入している各町会の協力のもと、市内を

たくさんの花で彩るために市では花いっぱい推進事業を実施しています。

協議会は加入している 58 町会で組織されており、市では協議会と連携しながら事業を進

め、市内外の方々に花による心の憩いと潤いを感じていただける、そのような秩父のまちづ

くりを目指しています。

2020（令和 2）年度は、6月にマリーゴールド 14,724 株(参加町会：44町会）、10 月にパ

ンジー12,216 株（参加町会：46 町会）の花苗とともに培養土、肥料、プランター、プラン

ター用シール（町会名を表示するオリジナルデザインのもの）を参加された各町会に配布し

ました。参加された各町会では、事前に提出いただいた植栽計画書に基づき、多くの方の目

につきやすい場所へ重点的に花苗を植栽され、年間を通じて水やりや除草等により管理さ

れ、とても綺麗な花を咲かせていただきました。なお、協議会では各年度において特に積極

的な活動をされた町会に対して総会時に表彰を行っており、2020（令和 2）年度においては、

桜木町会、大畑町会、下黒谷町会、宮本町会の 4町会を優良町会として表彰しました。

市では今後も引き続き協議会と連携しながら、参加を希望された各加入町会に花苗を配

布するとともに、この事業をより効果的に実施していくため、現在実施している事業につい

てはその成果を検証し、協議会とともに随時実施内容の見直しを行いながら、住みよく、ふ

れあいのある生活の確立を目指した花いっぱい推進事業を展開できるよう努めていきます。

参加町会での植栽作業 重点的な植栽例
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・秩父市環境市民会議運営サポート

2010（平成 22）年に設立された「秩父市環境市民会議」（以下、市民会議）は、市民、市

民団体、学校、事業者、行政機関等が協働し、交流を図りながら、必要に応じて秩父の自然

環境の保全や地球温暖化防止対策に資する取り組みを実践・実行し、秩父の豊かな自然環境

と共生した持続可能な低炭素型の循環型社会「環境立市ちちぶ」の実現に資することを目的

に活動されています。

市では、市民会議が実施する各事業が円滑に実施できるよう事務的なサポートや各種関

連事務についての調整などを行っています。

市民会議は必要に応じて随時運営委員会等を開催し、会としての総意により各事業を実

施されています。2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染症の影響で活動を縮小しな

がらも、特定外来生物であるオオキンケイギクの除草作業の実施や、児童・生徒が作成した

環境に関する研究作品から環境賞を選定し、表彰状を授与したほか、出前講座「気象災害と

気象情報の活用」への参加、市民会議の役員・運営委員による段ボールコンポスト講習会等

の事業を実施されました。

また、2021（令和 3）年度はさらなる実施事業の充実を図るため、従来の「環境学習プロ

ジェクト」、「環境活動プロジェクト」の他、新たに「環境セミナープロジェクト」を加え、

市民会議の目的に沿った事業を展開できるよう活動されています。

市では、引き続き市民会議による様々なプロジェクト活動が「環境立市ちちぶ」の実現に

資していただけるよう、連携を図りながら運営をサポートします。

オオキンケイギク除草作業に参加された

秩父市環境市民会議役員及び運営委員

（影森グラウンドにて）

オオキンケイギク
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・環境学習施設（吉田元気村）

吉田元気村には、木材チップを燃焼させたガスで発電を行う「ちちぶバイオマス元気村発

電所」、地域の家庭から出る使用済みてんぷら油を原料としてバイオディーゼル燃料を製造

する「ちちぶバイオマスてんぷら油リサイクル工場」、そして体育館屋根上には太陽光発電

設備が設置されています。

発電所の運転開始以降、本施設はこれらの設備を活用した環境学習施設として、市内外の

個人・学校・企業・その他団体等の視察見学を受け入れ、エネルギーの地産地消、地球温暖

化、環境・森林保全をテーマとした環境学習事業を実施してきました。

発電所は 2014（平成 26）年以降運転を停止していますが、現在もごく少数ではあります

が毎年見学者が訪れています。

2020（令和 2）年度は、見学者を受け入れる際は新型コロナウイルス感染症感染防止対策

を講じるとともに、緊急事態宣言が発令された際は見学者の受け入れを一時中止しました。

・甲武信ユネスコエコパーク

2019（令和元）年 6月 19日に埼玉県・山梨県・長野県・東京都の 12 市町村に広がる「甲

武信」エリアが国内 10 番目のユネスコエコパークとして登録されました。

ユネスコエコパークとは、ユネスコの「人間と生物圏計画」の枠組みによって、国際的に

認定された地域です。世界遺産が手つかずの自然を守ることを原則としていることに対し、

ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）

を目的とする取り組みです。

「甲武信」エリアは甲武信ヶ岳をはじめ、金峰山、雲取山等の日本百名山が連なる自然豊

かな秩父多摩甲斐国立公園を中心としたエリアであり、荒川、笛吹川、千曲川、多摩川等を

含む主要な河川の分水嶺でもあります。

この「豊かな自然」に囲まれながら、地域住民の皆様が先祖より脈々と受け継がれた「自

ちちぶバイオマス元気村発電所 ちちぶバイオマスてんぷら油リサイクル工場
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然とともに生きる」という生活スタイルを守ってきたことが大いに評価されたため、登録が

認められました。この登録により、各地域を学習の場として活用すること、自然環境の保全

や持続可能な資源の利活用に関する啓発普及、持続可能な社会を構築するために必要な人

材の育成等の効果が期待できます。

また、ユネスコエコパークの機能として、①保存機能（生物多様性の保全）、②経済と社

会の発展、③学術的研究支援の三つを有しており、個々の機能は独立しているものではなく、

ユネスコエコパークの機能を相互に強化する関係となります。そしてこれらの機能を果た

すためゾーニング（用途や機能別による区分）により、次のとおり三つの区域が設定されて

います。

①核心地域 ～生物多様性を保全する地域～

②緩衝地域 ～核心地域のバッファー（※）、学術的研究支援を行う地域～

③移行地域 ～経済と社会の発展を行う地域～

※バッファー…核心地域を取り囲み、外部からの影響を緩和するための緩衝地域

のこと。

市では、今後も古来より守り育まれてきた豊かな自然と生活様式を未来へ紡いでいける

よう、地域住民や関係自治体、関係課と連携を図り、地域における環境の保全と地域資源の

持続可能な活用を図るための活動を推進していく予定です。

2020（令和 2）年度には WEB 環境でのワークショップの開催や、市公共施設への普及啓発

用の新規ポスター・パンフレットの掲出を行いました。また、本エコパークの認知度の向上

に向け、ジオパーク秩父（事務局：産業観光部 観光課）との連携を図るため、ジオパーク

秩父事務局主催による奥秩父の現地研修会のツアーに同行し、本エコパークの核心地域を

中心に現地視察を行いました。今後もジオパーク秩父との連携等について協議・検討を進め

ていく予定です。

一方、2020（令和 2）年度に甲武信ユネスコエコパーク推進協議会（事務局：山梨県）で

予定していた、各種イベントへの出展、現地視察、講習会等は新型コロナウイルス感染症の

影響により実施は見送られました。

甲武信ユネスコエコパークロゴマーク
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②地球温暖化対策推進事業

・ゼロカーボンシティ宣言

近年、猛暑や豪雨被害等、地球温暖化が原因とされる気候変動による影響が深刻化してい

ます。

IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネル）特別報告書でも、「2050 年頃に二酸化炭素

（CO2）排出量を実質ゼロ（※）にする必要性がある」と示されています。

日本においては、菅内閣総理大臣が 2020（令和 2）年 10 月の所信表明演説で、「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」ことを宣言しました。これに先立って、市は「2050 年ま

でに市内の CO2排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けて取り組む」こと

を、2019（令和元）年 12月に埼玉県内の自治体で初めて宣言しています。

市の CO2排出量は、1990（平成 2）年度の 1,836,400t から、2016（平成 28）年度には

456,100t と 26 年間で約 75％が削減されています。（埼玉県温暖化対策課「埼玉県市町村温

室効果ガス排出量推計報告書」より。）引き続き、各種の取り組みをより一層推進し、ゼロ

カーボンシティの実現を目指します。

※CO2の人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との均衡を達成する

こと。

・地球温暖化対策普及啓発

菅内閣総理大臣は、2021（令和 3）年 4月に開催された米国主催の気候サミットにおいて、

「2050 年カーボンニュートラル」に向けた長期目標と整合的で野心的な目標として、「2030

年度における温室効果ガス排出量を、2013 年度比で 46％削減し、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。

この目標を達成するために、家庭部門（※）での対策として、環境省では省エネ・低炭素

型の製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択等、地球温暖化対策に資す

る「賢い選択」をしていこうという取り組み、国民運動「COOL CHOICE」を展開しています。

市も「COOL CHOICE」に賛同しており、家庭の省エネを推進して家庭部門の温室効果ガス

排出量を削減するため、市報・ホームページ等で省エネに関する情報発信を行っています。

温室効果ガス排出量を削減するためには、家庭における省エネへの取り組みが重要であ

ることから、引き続き、地球温暖化対策の普及啓発活動を積極的に展開していきます。

※自家用自動車等の運輸関係を除く家庭のエネルギー消費分。なお、「家庭部門」以外の部

門としては、「産業部門」、「業務その他部門」、「運輸部門」等がある。
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・省エネ家電買い替え助成金交付事業

家庭部門での温室効果ガス排出量の削減を図るため、市では 2017（平成 29）年度から「秩

父市省エネ家電買い替え助成金交付事業」を実施しています。

本事業は、家庭で使用している電気冷蔵庫（以下、冷蔵庫）をリサイクル処理し、統一省

エネラベル（家電製品の省エネ性能の高さを示す基準）4つ星または 5つ星を有する冷蔵庫

〔2021（令和 3）年度事業では、省エネ基準達成率 86％以上の冷蔵庫〕を新たに購入した市

民に対し助成金を交付しているものです。

冷蔵庫を消費電力の小さい最新式のものに買い替えることにより、家庭における省エネ

及び温室効果ガス排出量の削減を、手軽かつ確実に実現することができます。

2020（令和 2）年度は、101 件の申請があり、そのほとんどが 10 年以上使用している冷蔵

庫からの買い替えをされたものでした。

近年の技術革新により最新式の冷蔵庫の省エネ性能は大幅に向上しているため、買い替

えによる省エネ及び温室効果ガス排出量の削減効果はとても大きいものとなっています。

市では、引き続き本事業実施のための予算確保に努めるとともに、常に市民の需要と省エ

ネ性能の変化を把握し、この助成金交付事業をさらに充実し、温室効果ガス排出量削減効果

の向上を目指します。

統一省エネルギーラベル

統一省エネラベル
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・次世代自動車推進事業

地球温暖化や大気汚染防止の観点から、走行時に温室効果ガスを排出しない電気自動車

（Electric Vehicle＝EV）の普及促進につながる取り組みを行っています。

現在、環境政策に先進的に取り組んでいる欧州をはじめとするいくつかの国では、ガソリ

ン車・ディーゼル車の販売を将来的に禁止する方針を明らかにしており、海外の自動車メー

カーは EV の開発や市場投入を進めています。

日本においても、2020（令和 2）年 12 月に経済産業省が策定した「2050 年カーボンニュ

ートラルに伴うグリーン成長戦略」の中で、「2035 年には乗用車の新車販売で電動車（※1）

の割合を 100％にする」という目標を掲げており、これからますます、ガソリン車から EV

を含めた電動車へシフトしていくものと予想されます。

EV の普及にはその性能の向上やコストダウンもさることながら、社会インフラとしての

EV用充電ネットワークを拡充し、EVの利用環境を整備することが必要不可欠となっていま

す。そのため市では、積極的に補助金を活用し、秩父地場産センター、道の駅ちちぶ、道の

駅龍勢会館、道の駅大滝温泉といった公共施設及び道の駅において EV 用急速充電器（※2）

を設置してきました。今後も国・県等の補助金を活用しながら継続して充電器の新規設置を

検討し、あわせて電動車の導入を進めていく予定です。

※1 動力に電力を使用する自動車の総称であり、「EV（電気自動車）」、「HV(ハイブリッド車）」、

「PHV（プラグインハイブリッド車）」、「FCV(燃料電池車）」を指す。

※2 EV のバッテリーを 30 分程度で約 80％まで充電する充電設備。

表 市内公共施設・道の駅等 EV 用充電器設置状況

※3 EV のバッテリーを 5～8時間で満充電する充電設備（200V の場合）。

地場産

センター

道の駅

ちちぶ

道の駅

龍勢会館

道の駅

あらかわ

道の駅

大滝温泉

急速充電器 ○ ○ ○ × ○

普通充電器（※3） × × ○ ○ ○

急速充電中の電気自動車 道の駅 急速充電器
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・市公共施設における省 CO2化

地球温暖化対策のためには、原因とされる温室効果ガスを削減する必要があり、とりわけ

二酸化炭素（CO2）排出量を削減しなければなりません。

秩父市では、2017（平成 29）年度に「秩父市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）《第

4次計画》」を策定し、「全部局で温室効果ガス排出量を 2013 年度（基準年度）比で 2030 年

度までに 40％削減する」という目標を設定しています。この目標は、我が国が 2015（平成

27）年に国連に提出した「日本の約束草案」（以下、約束草案）の中で、「2030 年度における

日本国内の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 26％削減する」こととし、その中でも市役

所の業務が該当する「業務その他部門」では削減目標を 40％と定めていることに準じて設

定したものです。

市役所では日常業務の改善を主とした取り組みにより、温室効果ガス排出量を 2016（平

成 28）年度までに 2013（平成 25）年度比で 25％以上削減しましたが、約束草案の目標を達

成するために、日常業務以外において、各種の施策や取り組みを実施しました。

その取り組みの一つが、市公共施設の省 CO2化改修です。2018（平成 30）年度には省 CO2

化改修を行うことで CO2排出量の削減について高い効果が見込めた「ほのぼのマイタウン」、

「文化体育センター」、「吉田元気村」の 3施設の照明及び空調機器の設備改修を実施し、施

工前と比較し CO2排出量を約 30％～60％削減することができました。

2020（令和 2）年度には、前年度に行った照明 LED 化調査の結果を基に LED 照明の導入に

よる CO2及び光熱費の削減効果が高い施設を検討した結果、「道路照明灯」の LED 化事業を

2021（令和 3）年度に公募型プロポーザルによるリース方式で実施することとなりました。

また、市公共施設において地域新電力会社「秩父新電力株式会社」（13 ページ）が供給す

る CO2排出係数の低い電力を使うことで、電力使用による CO2排出量を大きく削減すること

ができています。

これらの取り組みにより、2019（令和元）年度実績では、温室効果ガス排出量を 2013（平

成 25）年度比で約 42％削減できました。計画よりも早期に削減目標を達成できていますが、

2021 年（令和 2）年 4 月に菅内閣総理大臣が、「2050 年度に日本の温室効果ガス排出量を

46％削減する」という約束草案から大幅に引き上げた削減目標を表明したため、国の新たな

目標の達成と、前述のゼロカーボンシティ実現に向けて、さらなる取り組みが必要になりま

す。

今後も、照明の LED 化等による公共施設の省 CO2化改修や秩父新電力株式会社と連携した

電源開発等、「CO2排出量実質ゼロ」に向けた各種取り組みを進めます。
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③再生可能エネルギー推進事業

・廃食用油再生事業

市では 2007（平成 19）年度から、家庭や学校給食共同調理場から回収した使用済みてん

ぷら油（廃食用油）を原料としたバイオディーゼル燃料（BDF）の製造を行っています。

BDF とは廃食用油を再利用し精製した燃料であるため、「製造」・「使用」する行為そのも

のが、河川の水質汚濁の防止や家庭から排出される可燃ごみの減量、引いては資源循環型社

会の実現につながるという大きなメリットがあります。そして現在、BDF は軽油の代替燃料

として利用されており、市では公用車 3台と牽引式

発電機 3台の燃料として使用しています。

2020（令和 2）年度末現在で BDF を燃料とする公

用車の合計累積走行距離は 623,064km になりまし

た。これは地球約 15周分の距離に相当します。ま

た、牽引式発電機は野外イベントにおける電化製品

等の電源として使用したこともあるほか、市内の観

光イベントの電源としての利用や施設点検に伴う

停電時の電力供給等にも利用されています。

2013（平成 25）年度からは、ちちぶ定住自立圏事

業として、市内だけでなく横瀬町・皆野町・長瀞町・

小鹿野町の家庭及び学校給食施設等から排出された廃食用油の引き取りを実施しており、

2020（令和 2）年度中の廃食用油回収量は 15,166L になりました。

廃食用油は、市民の協力のもとに集められた地域資源です。これからもこの貴重な地域資

源の有効活用と、適切な使用に取り組んでいきます。

・新電力会社との連携事業

2018（平成 30）年 4月、市では「再生可能エネルギーの地産地消」と「地域経済の活性

化」を目的とし、地域で発電された電力を仕入れて地域に卸すことをコンセプトとした地

域新電力会社である「秩父新電力株式会社」（以下、秩父新電力㈱）を設立しました。

この秩父新電力㈱では、2019（平成 31）年 4月から市公共施設を中心に電力供給を開始

し、現在は周辺 4町を含めた秩父地域や姉妹都市の公共施設や企業等にも電力供給を広げ

ています。

秩父新電力㈱が供給している電力は、秩父クリーンセンターのごみ処理発電や卒 FIT 太

陽光発電等、地産の再生可能エネルギーの割合が高く、市公共施設の「電力使用による二

酸化炭素（CO2）排出量」の削減につながっています。

牽引式発電機

(燃料に BDF を使用）
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加えて、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた CO2排出量削減の取り組みとして、2020

（令和 2）年度からは市役所本庁舎・秩父宮記念市民会館・歴史文化伝承館の 3施設では

秩父新電力㈱が提供する CO2排出量ゼロの「ゼロカーボン電力」を受給しています。

また、秩父新電力㈱による 2020（令和 2）年度における「地域付加価値額（企業による

地域経済効果を積算した金額）」は地域顧客電気代の削減、地域雇用創出等により約 1,450

万円と地域経済に貢献しており、秩父新電力㈱が生み出した利益は将来的に地域課題解決

のために活用し、各種の事業を展開することにより地域への還元を図る方針です。

そして、2020（令和 2）年 3月には、市と秩父新電力㈱に、一般電気事業者である東京

電力エナジーパートナー株式会社を加えた 3者で包括連携協定を締結し、再生可能エネル

ギーを活用した持続可能なまちづくりへの取り組みも進めており、市と秩父新電力㈱は

「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた取り組みと併せ、様々な連携を進めています。

秩父新電力㈱事業イメージ

秩父新電力㈱会社ロゴマーク

、
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・発電施設適正導入推進事業

太陽光発電事業については、発電設備の設置を直接規制する法令等が存在しないため、一

部の太陽光発電施設ではあるものの、事業者による施設計画が近隣住民の生活に不安を与

えているほか、環境保全や生態系への悪影響が懸念される事例や林地開発等により盛土箇

所の土砂崩落に対する地域住民の反対運動やトラブルが全国で相次いでいます。

このような事態を未然に防ぐため、太陽光発電設備の設置を規制するための法整備を求

める声が国や各自治体に寄せられています。

市では、埼玉県内の自治体としては初となる太陽光発電事業に関するガイドライン及び

要綱を 2016（平成 28）年度に策定しました。これにより、市内において太陽光発電事業実

施者が太陽光発電設備の設置・運用等を行う際に配慮すべきことを明らかにし、地域住民の

理解を得た、地域の環境や景観等に調和した事業の適正かつ適切な実施に努めるよう事業

者に求めています。

2050 年ゼロカーボンシティの実現のためには、市内において太陽光発電設備をはじめと

した再生可能エネルギーを創出する取り組み、いわゆる「創エネ」によるクリーンな電力を

地域内で使用する「電力の地産地消」を強力に進めていくことが、脱炭素社会の実現のため

の重要な取り組みとなります。

太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギ－による創エネの拡大・拡充のため、市

特有の豊かな自然と景観に配慮しつつ、引き続き太陽光発電事業の適正な実施と推進のた

め取り組んでいきます。

秩父市歴史文化伝承館壁面の太陽光パネル


