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１．計画の基本的事項 

 

(1) 計画策定の目的と背景 

本市は、平成 18 年３月に「伊勢崎市環境基本計画」を策定し、計画で定めた望ましい環境

像——水と緑と陽光が織りなすまち 伊勢崎——の実現を目指して、各種の環境保全の取り組

みを総合的かつ計画的に推進してきました。 

計画策定後９年が経過し、環境保全の取り組みには一定の進展がみられたものの、その間に

環境に関わる新たな法の施行や計画の策定等があり、循環型社会の実現に向けた取り組みの強

化、地球温暖化問題への適切な取り組みの展開、生物多様性の保全・回復に向けた取り組みの

推進等が必要となりました。また、平成 23 年３月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子

力発電所の事故により、生活環境の安心・安全が確保されることが、環境保全の基盤であり前

提であることが国民の間で再認識されました。 

今回、「伊勢崎市環境基本計画」の計画期間が平成 26 年度で満了となることから、社会経

済情勢の変化や環境行政の状況を考慮し、新たに望ましい環境像を設定し「第２次伊勢崎市環

境基本計画」（以下『本計画』と呼びます。）を策定するものです。 

本計画は、伊勢崎市環境基本条例の基本理念を受けて、市民、事業者、市が一体となって環

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ことにより、現在及び将来にお

ける安全で健康かつ快適な生活環境を確保することを目的とします。 

 

(2) 計画の期間 

 

平成 27 年度（2015 年度）から平成 36 年度（2024 年度）までの 10 年間 

 

※本市を取り巻く社会経済情勢、環境の変化や計画の進捗状況により、見直しの必要性が生じた場合には、

適宜柔軟に対応するものとします。 

 

(3) 計画の範囲 

♣ 対象とする地域：原則として伊勢崎市全域 

※河川のように流域としてとらえる必要がある場合や、大気汚染のように広域的な対応が必要なものなどに

ついては、国や県、近隣自治体等と協力しながら課題の解決に取り組むものとします。 
 

♣ 対象とする環境：生活環境、自然共生社会、循環型社会、低炭素社会、環境保全活動等 

※本計画では、身近な環境問題から地球温暖化などの地球規模の環境問題までを総合的に捉えていくものと

します。 



２．望ましい環境像と市の施策 

 

私たちの先人は、自然の恵みを受け取りながら、知恵と努力により今日の豊かな社会を築い

てきました。 

現代に生きる私たちは、この恵み豊かな環境を保全するとともに、よりすばらしいものにし

た上で、未来の世代に継承する責務を負っています。 

その責務を果たすため、市民、事業者、市の共通する目標として社会経済情勢の変化や環境

行政の状況を考慮し、新たに望ましい環境像を設定することとしました。 

人と自然の共生を図るためには、一人ひとりの意識の変革やライフスタイルの転換と併せて、

市全体としての自然環境の保全と活用、生活排水対策等による衛生的な環境の整備、景観の保

全、省エネルギーの推進と新エネルギーの導入、ごみの減量とリサイクルの推進など、各種の

取り組みによる環境保全や環境負荷の低減が求められています。 

これらを踏まえ、本計画では、望ましい環境像を以下のとおり定め、この環境像の実現を目

指します。 

 

 

 

 

 

 

 

環境面での施策を展開するに際しては、本市の特色を活かしながら進めていくことが求めら

れています。このため、本市は優れた自然を有するまちとして環境や景観を重視し、恵まれた

自然環境・自然資源の保全・活用を図るものとします。また、併せて、清潔でうるおいのある

生活環境づくり、廃棄物の排出やエネルギー

の浪費を抑えた循環型の社会づくり、快適で

安心・安全な暮らしができ、誰もが住みたく

なる居住環境づくりなどを進めていきます。  

これらを考慮した上で、望ましい環境像の

実現を図るため、本計画の対象とする５つの

分野ごとに基本目標を掲げ、本市の特色を活

かしながら各種の施策を展開していきます。 

これにより、本市の豊かな環境を未来に引

き継いでいくことを目指します。 

人と優しい環境が共存するまち 伊勢崎 



３．環境の現状と課題 

 

平成 26 年度に実施したアンケート調査結果を含め、本市の環境の現状と課題をまとめると

次のとおりです。今後は、生活環境や自然環境の保全に努めるための各種の取り組みを行うと

ともに、地域を超えた環境問題の解決に向けた取り組みが必要となります。 

 

項 目 環境の現状と課題 

大気環境 

・技術の進歩や規制対策などにより、全体として改善してきています。 

・近年では、光化学オキシダントや PM2.5、放射性物質などの新たな課題が生じてきて

おり、県や周辺自治体などと協力しながら、現状把握と情報公開に努めています。 

水環境 

・主要河川の水質は、規制の強化などにより、全体として改善してきています。 

・一部の河川において BOD（生物化学的酸素要求量）や大腸菌群数が環境基準を超過して

おり、水質の改善に向けて、公共下水道の整備や合併処理浄化槽への転換等を推進してい

ます。また、畜産業者への指導等も行っています。 

騒音・振動・

悪臭 

・騒音については、市域では概ね環境基準値内に収まっています。しかし、近年はライフス

タイルの変化などにより、深夜営業の店舗や近隣からの生活騒音など、騒音の発生源が多

様化しています。そのため、事業者への指導や市民への啓発活動など臨機応変な対応が求

められています。 

・悪臭については、原因者に対して是正指導を行っています。 

土壌汚染等 
・かつて市内の一部の地域で六価クロム化合物や鉛等などよる土壌汚染が確認されました

が、法律に基づいた適正な措置が行われた結果、現在では指定解除されています。 

水辺環境、 

人と自然の

ふれあい 

・市域には多くの河川や沼などがあり、これらの水辺空間は、市民に潤いと安らぎを与える

ほか、人と自然のふれあいの場を提供しています。また、水辺空間は、動植物には貴重な

生息・生育空間として、生態系の中で重要な役割を担っているため、今後も適正に保全し、

多様な機能を維持していく必要があります。 

景観 

・市域には多くの自然景観や歴史・文化系景観、まち並み景観などがあり、平成 20 年度に

景観計画および景観まちづくり条例、屋外広告物条例を施行し、伊勢崎らしい良好な景観

の形成に向けた取り組みを進めています。 

地球環境、 

エネルギー 

・本市は地球温暖化防止に向けて、率先して省エネに取り組んでいます。 

・東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故の影響から、原子力発電に頼った温室効果

ガスの削減効果が見込めなくなったため、今後はエネルギー政策の再検討や再生可能エネ

ルギーの導入促進などについて 大限に努力し、「地球環境問題への対応」と「エネルギ

ーの安定確保」という二つの課題の解決に向けて、エネルギーの効率的な利用を推進して

いく必要があります。 

廃棄物・ 

リサイクル 

・環境への負荷の低減のためには、ごみの減量化や再資源化に加え、適正な処理の実施と

終処分量の削減に努める必要があります。 

・本市では、ごみの減量化や再資源化（リサイクル）を図りながら、循環型社会の形成を進

めています。近年、ごみの減量化は順調に進んでいますが、リサイクル率は横ばいで推移

しているため、今後も市民や事業者への啓発活動などが必要です。 



４．基本目標 

 

望ましい 

環境像 
 基  本  目  標 

人
と
優
し
い
環
境
が
共
存
す
る
ま
ち 
伊
勢
崎 

 

健康で 

安心して暮らせる 

まち「づくり」 

一人ひとりが日常生活や事業活動に伴い発生する公害や環境汚

染が、人の健康と生活環境に負担となることを認識します。 

大気や水などを良好な状態に保つことにより、安心・安全な生

活環境を未来に伝えます。 

 

自然を 

大切に育てる 

まち「づくり」 

一人ひとりが自然から多くの恵みを享受していることと、自然

は一度損なわれると、元の状態に回復するまでに長い時間を必要

とすることを認識します。 

水辺や緑などの身近な自然環境を保全しながら適正な利用を図

ることにより、人と自然が共生できるまちづくりを進めます。 

 

誰もが 

快適に暮らせる 

まち「づくり」 

今後も引き続き循環型社会を目指し、社会基盤の整備を進める

ことにより、利便性の向上を図ることで、地域住民が生活してい

く上での満足度の向上に努め、生活に潤いとやすらぎを与える清

潔で快適な地域環境の創出に取り組みます。 

 

地域から地球環境 

問題に取り組む 

まち「づくり」 

一人ひとりが、日常の生活や事業活動が地球規模の環境に影響

を与えていることを認識します。 

エネルギーの合理的な利用に努めるなどの環境に配慮した取り

組みを推進することにより、環境負荷の少ないライフスタイル・

ビジネススタイルが確立されたまちづくりを進めます。 

 

環境保全に向けて、 

参加・協働する 

まち「づくり」 

一人ひとりが環境学習等を通して様々な環境問題に対して理解

を深め、自主的かつ積極的に環境保全活動に参加します。 

市民、事業者、市のすべての関係者が適正かつ公平な役割分担

のもとで相互に連携・協力する仕組みづくりを進め、恵み豊かな

環境を、未来へつなげます。 

 

 

 

 

 

●廃食用油は台所から
流さないようにしま
しょう。 

●アイドリング・ストップ
などのエコドライブを
心がけましょう。 

●生活マナーやルールを守
り、ご近所の迷惑となら
ないようにしましょう。

●近所には徒歩や自転車
で出かけましょう。 



５．望ましい環境像の実現に向けた取り組み 

 

市の取り組み（行政の施策） 市民の環境配慮の取り組み 事業者の環境配慮の取り組み 

・工場・事業所などへの監視体制を充実し、大気汚染を未然に防ぎます。 

・PM2.5 や放射性物質に関する適切な情報公開に努めます。 

・公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及を促進します。 

・有害化学物質などによる土壌汚染の防止に努めます。 

・公害苦情の適正処理に努めるとともに、啓発活動を推進します。 

・自動車を使用するときは、エコドライブを心がけましょう。 

・自家用車を購入する際には、低燃費・低公害車を選びましょう。 

・食用油は再利用や資源化を心がけ、排水口から流さないようにしましょう。 

・食べ残しのある鍋や皿は、ふき取るなどの処理をしてから洗いましょう。 

・騒音や悪臭などで近所に迷惑をかけないよう配慮しましょう。 

・大気汚染や水質汚濁を生じさせないよう、法令を遵守しましょう。 

・ボイラーなどの設備機器は定期的に点検・整備を行い、適切に維持・管理しましょう。

・業務用車両が周辺に騒音・振動などを発生させないように配慮しましょう。 

・農薬や化学肥料は適正に使用・管理しましょう。 

・地域住民とのコミュニケーションを深め、環境に関する情報公開を進めましょう。 

・市民が自然とふれあう機会・場所の創出に努めます。 

・遊休農地などの活用を推進します。 

・多様な動植物の生息・生育環境を保全します。 

・動植物の保護に向けた意識を向上させます。 

・良好な景観の形成と景観資源の保全を推進します。 

・河川敷などの身近な水辺を大切にしましょう。 

・野外活動やレクリエーションなどで水辺を汚さないようにしましょう。 

・農業の価値を理解し、各種の活動やイベントに積極的に参加しましょう。 

・外来種などのペットは責任をもって飼育しましょう。 

・自分の住むまちを愛し、美しい景観の保全や創出に協力しましょう。 

・河川敷の美化・清掃などのボランティアに積極的に参加しましょう。 

・適正な管理により、農地の公益的機能の維持に努めましょう。 

・遊休農地の有効活用について検討しましょう。 

・開発行為などの事業活動においては、地域の景観にも配慮しましょう。 

・建築物や広告物は、周辺環境との調和を図り、景観に配慮しましょう。 

・ごみの減量化・再資源化を推進します。 

・ごみの適正な収集・処理に努めます。 

・不法投棄の未然防止に努めます。不法投棄を発見した後は、迅速・適正な処理を

行い、良好な環境の保全に努めます。 

・空き地・空き家の適正管理の指導及び啓発を推進します。 

・買い物の際にはマイバッグを持参しましょう。 

・ごみの分別を徹底し、資源物は市で実施している資源回収に出しましょう。 

・地域、学校などにおいて集団回収に積極的に取り組みましょう。 

・空き缶やたばこの吸い殻など、ごみのポイ捨てをしないようにしましょう。 

・地域の清掃・美化活動等に積極的に参加しましょう。 

・日常の業務全般について見直し、事業活動に伴い発生する廃棄物を減らすとともに、

再資源化するよう努めましょう。 

・所有地の適正な管理に努め、雑草の繁茂や害虫の発生、ごみの不法投棄などが生じな

いようにしましょう。 

・敷地内や敷地周辺の清掃を定期的に行い、地域の環境美化に努めましょう。 

・市民や事業者に地球温暖化問題への取り組みの重要性等について啓発を行い、 

意識の高揚を図ります。 

・エネルギー使用の合理化に努め、省エネルギーを推進します。 

・再生可能エネルギーを家庭や事業所に普及・促進させます。 

・公共交通機関の利用促進及び公共施設の省エネ設備・機器の導入を推進します。 

・テレビや照明は、必要のないときはこまめに消して節電を心がけましょう。 

・冷暖房機器の設定温度は、冷房は 28℃、暖房は 20℃を目安としましょう。 

・住宅への太陽光・太陽熱を利用する設備の設置、家庭用コージェネレーションシ

ステムの導入などを検討しましょう。 

・二酸化炭素を吸収する緑を大切にしましょう。 

・各種の法令等を遵守し、温室効果ガスの削減に努めましょう。 

・照明やＯＡ機器などの節電を励行し、省エネに努めましょう。 

・業務用設備・空調などの導入・更新の際は、省エネ型の製品を選びましょう。 

・太陽光などの再生可能エネルギーの利用設備やコージェネレーションシステムの導入

を検討しましょう。 

・公的施設などを活用した環境教育や環境学習を推進します。 

・市のホームページや広報などでの環境関連情報の充実を図ります。 

・アダプトプログラム実施団体やぐんま緑の県民基金事業の支援を継続します。 

・国や県などと積極的に情報交換をしながら協力体制を形成します。 

・環境マネジメントシステム導入を推進します。 

・身近な自然とのふれあいなどを通して地域の環境に関心を持ちましょう。 

・環境学習講座や自然観察会などに参加し、環境に関する知識を深めましょう。 

・市が提供した環境保全に関する取り組みなどを日々の生活の中で実践しましょう。

・日々の生活や行動が、環境に関わっているという意識を持ちましょう。 

・環境について学んだ知識や体験を子どもたちに伝えましょう。 

・様々な環境情報を積極的に入手し、日々の事業活動に反映させましょう。 

・社員に対する環境教育などの指導を実施し、環境への意識を高めましょう。 

・市や各種団体が行う学習会、講演会などには積極的に参加しましょう。 

・事業者の知識や技能を活かし、環境に関する各種のイベント・行事などに参加・協力

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

望ましい環境像を実現するため、市は以下に示す取り組みを推進・展開します。 

本市の豊かな環境を未来に引き継ぐため、市民や事業者のみなさまに取り組んで頂きたい『環境配慮の取り組み』の

具体例を以下に示すとともに、市はそれぞれの取り組みに対して啓発していくこととします。 

●資源ごみは、指定に従い、
きちんと分別して出しま
しょう。 

●身近な自然に関心を持ち
ましょう。 

●生活排水などを適正に
処理することできれい
な川を守りましょう。 

●地域の清掃活動などに
積極的に参加しましょう。 

●学校や事業所内にビオト
ープを作ってみましょう。

●太陽光・太陽熱を利用す
る設備の設置を検討し
ましょう。 

●マイカー通勤から公共交通
機関を利用したエコ通勤に
切り替えましょう。 

●生ごみは自宅で堆肥化
するなど、できるだけ
自己処理しましょう。 



継続的改善

計画（Plan）

・目標、施策などの設定

・市民、事業者、市の取り

組みなどの設定

実行（Do）

・施策の実行

・市民、事業者、市の取り

組みの 推進

見直し（Action）

・目標､施策､取り組みなどの
見直し

・計画の見直し

点検・評価
（Check）

・計画の進捗状況、施策の
実施状況などの点検・評価

・課題の抽出

６．計画推進のしくみ 

 

(1) 計画の推進体制 

本計画を実効性のあるものとし、本市の豊かな環境を未来に引き継ぐためには、市（行政）

だけでなく、市民、事業者と協働して施策や各種の取り組みを推進・展開することが必要です。 

このため、庁内体制を整備し、環境に関する情報公開に努めるとともに、市民や事業者との

意見交換、協議の場などを設けることにより、市民、事業者、市の連携・協力に向けた体制づ

くりを進めます。 

また、国や県、関係機関等との連携・協力により、総合的な推進を図ります。 

 

(2) 計画の進行管理 

本計画の進捗状況について定期的に

点検・評価を行うことにより、本市の

環境について継続的な改善を図るもの

とします。 

計画の進捗状況は、環境マネジメン

トシステムの考え方に基づく「PDCA 

サイクル」を用いて把握します。この

方法は、①計画（Plan）、②実行（Do）、

③点検・評価（Check）、④見直し

（Action）という手順を繰り返し行っ

ていくことにより、その時点における

計画の進捗状況の把握や課題の抽出な

どを行うものです。 
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