


 

 

 



 

 

 

は じ め に 

 

 

地球環境問題は現在、国際的にも重要な課題として、各種の施策が取り組まれてい

るところです。とりわけ地球温暖化という地球規模の環境問題は、2015 年 12 月に第

21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において新たな枠組みが採択され、これ

まで以上に普段の努力が求められるところであり、本市においても国際社会の一員と

してその責務を果たす必要があります。 

これまで、本市では『輝くまち みんなの知立』のもと、“人と環境にやさしく、

健康で安心して暮らせるまちづくり”を基本理念の１つに掲げまちづくりに取り組ん

できました。とりわけ、私たちの今、そして未来の暮らしを守り・育てていくため、

循環型社会やエコライフ、環境保全・公害防止などの“環境にやさしいまちづくり”

を積極的に進めてきたところです。 

これまで以上に積極的かつ効果的な環境施策の実施のため、このたび、今後 10 年

間の知立市の環境面における総合的な計画となる「第２次知立市環境基本計画」を策

定しました。この計画は、2008 年３月に策定した「知立市環境基本計画」の理念を

引き継ぎつつ、もう一歩前進を図り、市民や事業者のみなさまとともに、より暮らし

やすいまちを目指すものとしております。また、環境基本計画と合わせ「第二次知立

市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を合わせて改定しました。これまで以上

に、包括的かつ総合的に地球温暖化対策に取り組んでまいる所存です。 

本計画の策定にあたっては、市民、事業者の代表の方もご協力いただきました。市

民の皆様、関係各位には心から厚くお礼申し上げるとともに、今後とも一層の市政へ

のご理解と計画の着実な実現に向けたご協力、まちづくりへのご参加をよろしくお願

いいたします。 

2018 年 3 月                  知立市長  林 郁夫 
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第1章 計画の基本事項 
 

1-1 改定の背景と目的 

 

知立市環境基本計画は、2008 年 3 月に今後 10 年間の知立市の環境政策の方向性を定める計画と

して策定されました。この計画は、本市で 初の環境基本計画として、「みんなが輝く 健康と環境

のまち」を環境目標像に掲げ、市民と事業者の皆さまと相談しながら取り組みの方向性をとりまと

めました。 

本市では、この 10 年間、計画の内容に基づき、各種取り組みを進めてきました。特に環境政策を

全市的に推し進めるための基盤として、地球温暖化*対策に関する取り組みの強化を目指した地球温

暖化対策実行計画*や知立市エコプランの策定、市民や事業者の皆さまに環境に優しい生活に取り組

んでいただくための各種助成など、持続的に全市で環境政策に取り組むための基盤となる仕組みづ

くりを積極的に実施してきました。 

 

一方、地球全体を取り巻く環境は、気候変動*の進展、生物多様性*の喪失など依然として悪化傾

向であり、本市においても課題が山積しています。 

そのため、2016 年 12 月に開催された生物多様性条約第 13 回締約国会議（COP13）では、日本を

含む締約国のすべてが生物多様性保全に向けた目標（愛知目標）に向けた努力を強化することが求

められ、2015 年 11 月に開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では京都議定書

の次の法的枠組みとなるパリ協定が採択されるなど、国際的にも喫緊の課題として議論が進められ

ています。 

日本国内においても、2012 年 4 月に閣議決定された第４次環境基本計画において、「安全」の確

保を前提として、「低炭素」「循環」「自然共生」の各分野が、各主体の参加のもとで統合的に達成さ

れることを持続可能な社会の姿として求めています。また、2014 年 7 月には水循環基本法が施行さ

れているほか、2016 年に閣議決定された地球温暖化対策計画では、2030 年までに温室効果ガス*を

26%削減する（2013 年度比）することが盛り込まれるなど、環境問題に対して、より積極的な取り

組みが求められつつあります。 

また、気候変動への対応として、温室効果ガス削減など気候変動の進行を抑える「緩和策」だけ

でなく、気候変動に備えてその影響に備える「適応策」も必要となりつつあり、環境と防災、健康

など様々な分野が協力して対応することが求められます。 

 

以上のような社会情勢の変化を受けるとともに、これまでに実施してきた取り組みをさらに発展

させることを目的として、第２次知立市環境基本計画を策定します。また、国際的、国内的に特に

課題となりつつある地球温暖化対策を強力に推し進めることを目的として、地球温暖化対策の推進

に関する法律に基づく「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を環境基本計画と合わせて見直し

改定します。なお、本計画は生物多様性基本法第 13 条に基づく知立市生物多様性地域戦略*として

の役割を果たします。 
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1-2 計画の対象地域と期間 

 

本計画の対象地域は知立市全域です。 

対象期間は 2018 年度から 10 年間とし，目標年次は

2027 年度です。計画開始から６年後である 2023 年度

には総合計画の更新時期と重なることから、必要に応

じて計画の中間検証を実施します。 

また、成果目標の比較対象となる基準年は統計デー

タがそろい、かつ二酸化炭素排出量の削減目標の基準

年である 2013 年度とします。 

 

 

 

1-3 計画の位置づけ 

 

環境基本計画は 2007 年に施行された知立市環境基本条例第８条に基づき、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の計画です。 

環境関連法令および国や県の示す関連計画と整合を図り、本市の地域特性に基づく内容の補完を

行います。また、第６次知立市総合計画の環境分野における補完・具体化を図るとともに、その他

関連計画との連携を行うものです。 

さらに、これまでは別々に計画されてきた知立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、知立市

生物多様性地域戦略を環境基本計画の一部として位置づけるとともに、西三河５市首長誓約*アクシ

ョンプランとの連携を図ります。 

 

 
  

 

  

第2次知立市
環境基本計画
知立市地球温暖化対策
実行計画(区域施策編)

第６次知立市総合計画生物多様性基本法 循環型社会形成推進基本法
地球温暖化対策の推進に関する法律 等

環境関連法令 環境基本法（第３６条）

国 第四次環境基本計画 エネルギー基本計画
地球温暖化対策計画 生物多様性戦略
水循環基本計画 等

県 第四次愛知県環境基本計画
あいち生物多様性戦略2020
あいち地球温暖化防止戦略2020 等

国・県の関連計画

気候変動枠組条約締約国会議・パリ協定
生物多様性条約締約国会議

知立市都市計画マスタープラン
知立市みどりの基本計画
知立市住生活基本計画
第2次健康知立ともだち21計画
知立市地域防災計画及び水防計画
知立市地域福祉計画 等

知立市の関連計画

西三河５市首長誓約
アクション・プラン

補完

連携

連携

補完

整合

知立市生物多様性
地域戦略

計画期間 

計画の位置づけ 

2013年度
（平成25年度） 基準年

計画開始年2018年度
（平成30年度）

中間検証
（総合計画の更新時期）

2023年度
（平成35年度）

目標達成
（次期計画の検討）

2027年度
（平成39年度）
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1-4 計画の主体と役割 

 

本計画の推進にあたっては、市民、事業者、市が連携・協働して取り組みます。 

各主体の役割は知立市環境基本条例第４条から第６条に基づき、以下の通りとします。 

 

(1) 市民の役割 

健康で文化的な生活を営むために、恵み豊かな環境を確保するとともに、これが将来の世代へ

継承されるよう、日常生活において環境について意識し、環境への負荷の低減に努めることを実

践することが期待されます。また、環境の保全および創造に資する活動に参画するとともに、市

が実施する環境施策に協力することが期待されます。 

 

(2) 事業者の役割 

事業活動を行うにあたって、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、

自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければなりません。また、事業活動にかか

る製品等が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、事業

活動において再生資源等を利用することが求められます。 

また、市民同様に環境の保全および創造に資する活動に参画するとともに、市が実施する環境

施策に協力することが期待されます。 

 

(3) 市の役割 

市民が健康で文化的な生活を営むために、恵み豊かな環境を確保するとともに、これが将来の

世代へ継承されるよう、地域の自然的社会的条件に応じた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及び実施し、また、市民・事業者が協力できるよう支援することが求めら

れます。 

また、自らの施策を実施するにあたって、環境負荷の低減に努めることが必要です。 

 

 
計画の主体と役割 

◇日常生活における環
境への配慮

◇環境の保全・創造
活動への参加

市民の役割

◇事業活動における
公害や環境負荷抑制

◇環境の保全・創造
活動への参加

事業者の役割
◇環境保全のための計
画と施策の実施

◇実施施策における環
境負荷の低減

市の役割
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第2章 計画の基本方針 
 

2-1 前計画の評価と本計画の役割 

2017 年度までを計画期間として、本市で

初に策定された環境基本計画では、将来環境

像を「みんなが輝く 健康と環境のまち」と

して、住宅都市らしい取り組みが盛り込まれ

ました。 

 

本市ではこの期間に、様々な取り組みを実

施しました。特に各種計画の策定と実施、エ

コプラン推進員*など実施体制構築、省エネや

緑化に関する助成など、環境政策に持続的

に取り組むための基盤づくりを進めました。 

それにより、大気・水質環境改善におい

て目標を達成したほか、目標には届かなかっ

たもののごみ排出量やエネルギー消費量の削

減も進んでいます。その一方、７万人クリー

ンサンデーの参加者減少、「人や環境に優しい

まち」と思う人の割合低下など、市民への情

報発信や参画には課題が残りました。気候変

動への適応策など新たな環境課題への対応が

求められる中、これまで以上に市民や事業者、

庁内関係部署や周辺自治体との連携が求めら

れます。 

 

 

 

 

［本計画が果たすべき役割］ 

□前計画期間で整えた体制や仕組みを基盤として、環境のまち実現の更なる発展を目指す

取り組みの方向性を示します。 

□地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、生物多様性地域戦略との統合を行うことで、

国際的にも課題意識が高まりつつある温暖化対策、生物多様性の保全及び持続可能な利

用に向けた取り組みを強化します。 

□市民・事業者への情報発信や支援を拡充します。 

□関係部署や周辺自治体との連携により、気候変動への適応策など新たな環境課題への対

応を行います。  

前計画における将来環境像と取り組みのポイント 

項目 2006 年 目標 2014 年 達成度 

地球温暖化     

一世帯当たりの年間電気使用量(kWh) 3,940 - 3,599 - 

一世帯当たりの年間ガス使用量(m3) 927 - 930 - 

循環型社会・ごみ減量     

可燃ごみ排出量(t) 20,489 18,235 19,553 △ 

不燃ごみ排出量(t) 633 563 615 △ 

リサイクル率(%) 14.4 25.0 16.5 △ 

大気・水環境     

二酸化窒素（NO2）濃度(ppm) 0.022 0.020 0.016 ○ 

7 万人クリーンサンデー参加者数(人) 5,300 6,000 4,600 × 

健康と環境     

福祉健康まつり参加者数(人) 8,000 10,000 7,200 × 

環境活動・環境意識     

人や環境にやさしいまちと思う人の割合(%) 39.7 45.0 38.4 × 

水生生物調査(水質階級) III II I ○ 

庁内の環境活動     

コピー用紙購入量(千枚) 4,074 4,000 5,450 × 

廃棄物排出量(千 kg) 33 30 19 ○ 

水道使用量(千 m3) 142 128 160 × 

電気使用量(千 kWh) 1,997 1,800 - - 

低公害車導入率(%) 30 90 47 △ 
※達成度： ○目標達成 

 △目標未達であるが 2006 年より改善 

 ×2006 年より悪化 

前計画の目標値とその達成度 

□ 健康と環境に配慮した市民生活の実現を目指します 

□ 現代生活で見失われた過去の生活の知恵を再発見します 

□ 家庭内のみならず、自動車に過度に依存した 

生活の改善を図ります 

□ 屋外運動、ウォーキング、アウトドアライフなど、 

病気を未然に予防する生活を促進します。 

□ ロハスなど、健康と環境に配慮したライフスタイルに 

ついての勉強・実践を進め、生涯学習の柱とします。 

□ 市民・事業者・市の協働により、健康と環境に配慮した 

新たな生活文化を醸成・創造し、「みんなが輝く健康と 

環境のまち」の実現を目指します。 
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だれもが健康で豊かに暮らせる 

環境のまち・知立 

2-2 将来環境像 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、心豊かに過ごせる住宅都市として、人が主役となって着実な発展を遂げてきました。

本計画では、単に環境に優しいことを目標とするのではなく、本市に住む一人一人が主役とな

って、より健康で豊かな暮らしを送ることができる環境を目指します。 

この将来環境像の実現を通じて、第６次知立市総合計画がめざす都市像「輝くまち みんな

の知立」および基本目標の１つ「人と環境にやさしく、健康で安心して暮らせるまちづくり」

の達成を目指します。なお、前計画では将来環境像を「みんなが輝く 健康と環境のまち」と

設定していました。本計画では、もう一歩踏み込み、健康を含めた「豊かさ」を充実するため

のまちづくりを目指します。 

 

     世界で目指す新しい目標 

      「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

2015 年の 9 月にニューヨークにある国連本部において、2030 年までに目指すべき国際目標「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）」が採択されました。 

この目標は、持続可能な世界を実現するための 17 の目標から構成され、「地球上の誰一人として

取り残さない」ことを誓っています。また、17 の目標には、環境問題はもちろんのこと、格差や貧

困、健康など様々な課題解決への願いが込められています。 

SDGs は地球に住む 1 人 1 人が主役となる目標であり、日本も積極的に取り組んでいます。本市

でも将来環境像の実現を通じて、この目標への貢献を目指しています。 

 
出典：国際連合広報センターホームページ 

持続可能な開発目標（SDGs）における 17 の目標  
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2-3 将来環境像を実現するための基本目標 

 

将来環境像「だれもが健康で豊かに暮らせる環境のまち・知立」を実現するため、環境分野ごと

に達成を目指す目標として、５つの基本目標を定めました。 

 

基本目標１ 低炭素で豊かに暮らせるまちづくり（気候変動の緩和と適応） 

地球温暖化をはじめとした気候変動への対応は、地球規模かつ長期的に解決すべき喫緊の課題で

す。本市においては、これまでも市民・事業者とともに積極的に温暖化対策を実施してきましたが、

今後はまち全体から事業者や市民一人ひとりに至るまで、一体的に取り組む必要があります。その

ため、再生可能エネルギー*の導入やエネルギー消費の少ない機器への更新をはじめとして、市内で

活躍する多くの人が、豊かさを感じながら環境に配慮して暮らせるまちを目指します。 

本計画では、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の小さい暮らしを「低炭素」と定義

し、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と合わせ、具体的な二酸化炭素排出量目標を定めなが

ら、目標実現に向けたまちづくりを推進します。 

 

基本目標２ 豊かな自然があふれるまちづくり（生物多様性の保全と持続可能な利用） 

本市は、平坦な地形でありながらも、公園や田畑に囲まれ、猿渡川をはじめとする複数の河川が

流れる緑豊かなまちです。しかし、年々農地や生き物の生息地の減少が進んでいます。 

様々な生き物が豊かに暮らせるまちは、人にとっても豊かで安らぎのあるまちです。その実現の

ためには、現在残されている限りある緑を適切に守り育てていくとともに、持続可能なかたちで利

用を進めていくことが求められます。 

本計画では、様々な生き物が豊かに暮らせることを「生物多様性」と捉え、生き物に触れ合う機

会を創出しつつ、公共空間や住宅・工場などの敷地、農地まで市内の様々な場所で、市民や事業者、

行政が一体となって自然を守り育てるまちづくりを推進します。 

 

     生物多様性とは？  

      自然の恵みとは？  

生物多様性とは一言でいうと「生き物たち

の豊かな個性とつながり」で、①森林や里地

里山、河川など様々なタイプの自然があるこ

と、②豊富な種類の生き物が存在すること、

③同じ種でも異なる遺伝子をもつこと、の３

つが大事とされています。 

私たちは、暮らしに欠かせない水や食料、

木材など、様々な生物多様性の恵みを受け取

っています。豊かな自然は、私たちの命と暮

らしを支えており、今後もこの恵みを受け取

り続けるためには自然を賢く利用すること

が必要です。  

 出典：政府広報ホームページ 

自然のめぐみ 
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基本目標３ 資源を大切にするまちづくり（資源循環の促進と廃棄物抑制） 

資源の枯渇もまた、地球規模での重要な課題です。本市においては、これまでも市民・事業者と

ともに積極的にごみの減量に努めており、10 年前と比較すると減少傾向を示しています。しかし、

世帯人員の減少や生活スタイルの変化により、近年はごみ排出量もリサイクル率も悪化している傾

向にあります。資源循環を適正に行うためには、これまで以上に市民・事業者への情報提供を行う

とともに、ごみを資源に変える発想も必要です。 

本計画では、資源循環の促進と廃棄物抑制を適切に実施するため、３Ｒ*（リデュース・リユース・

リサイクル）の徹底や美化意識の向上を中心に、ごみのない美しいまちづくりを推進します。 

 

 

     循環型社会を実現するための 

     ３Ｒへの取り組み推進 

循環型社会とは、限りある地球の資源の使用を減ら

すために、資源を有効的に繰り返し使う社会のことで

す。３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）はそ

の実現のため、ごみを限りなく減らして、ごみの焼却

や埋立処理による環境への負担をできるだけ少なく

するための運動です。「ごみになるものを買わない」

「長く使える製品を買う」行動を心がけましょう。 

 

基本目標４ 安全で健康に暮らせるまちづくり（大気・水環境の保全と健康対策） 

市民が安全かつ健康に暮らせる環境を整えることは、まちづくりにおいて必要不可欠の課題です。

本市では、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭など公害対策への取り組みをこれまでも積極的に実施

しており、徐々に改善傾向が見られています。しかし、騒音や振動など依然として環境基準*を達成

していない項目も見られ、更なる取り組みが必要です。更に、近年においては気候変動など、安全・

健康を脅かす新たな環境課題も生まれつつあります。 

本計画では、防災や健康などとも連携しながら、これら公害や気候変動など新たな生活リスクに

対し、積極的に取り組み、市民の暮らしや企業活動の安全・健康を包括的に守るまちづくりを推進

します。 

 

基本目標５ 学びやつながりを大切にするまちづくり（環境情報や環境教育などの政策基盤） 

環境のまち実現には、行政だけでなく市民や事業者などあらゆる主体が、連携・協働することが

必要不可欠です。本市では様々な取り組みを行っているものの、各取り組みの市民に対する認知度

は極めて低く、これまで以上の積極的な情報提供が必要と考えています。 

本計画では、環境情報の積極的な提供や環境教育*など、市民や事業者が環境に関する情報により

一層アクセスしやすい環境を整えるとともに、環境に取り組む市民や事業者が連携・協力できる仕

組み作りを進めるとともに、行政が率先して環境に配慮した取り組みを推進することで、学びやつ

ながりが生まれるまちづくりを推進します。 

 

出典：環境省ホームページ 

３Ｒの優先順位 
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第3章 地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
 

3-1 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の役割と位置づけ 

 

地球温暖化対策は、世界共通の問題としてその解決に向けて取り組んでいくものです。「地球温暖

化対策の推進に関する法律」では、地方公共団体が実施する地球温暖化対策の総合的な計画として、

地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定に努めることが定められています。 

 

この計画は大きく分けて「事務事業編」と「区域施策編」から構成され、事務事業編は当該団体

の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措

置に関する計画、区域施策編はその区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等

を行うための施策に関する事項を定める計画と定められています。特に、区域施策編は、その区域

の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画として、

計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容を定めるとと

もに、温室効果ガスの排出抑制等を行うための施策に関する事項として、再生可能エネルギーの導

入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、緑化推進、廃棄物等の発生抑制等

循環型社会の形成等が求められ、環境基本計画全体と関わりが深いものです｡ 

 

本市は、前計画に基づき、2014 年 3 月に 2011 年度を基準年、2018 年を目標年とする地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）を策定しています。これまで計画に基づき温暖化対策を実行してき

ましたが、COP21 のパリ協定に基づく日本における新たな地球温暖化対策計画の策定と、温室効

果ガス排出量削減目標の更新により、これまで以上に積極的に温暖化対策を進める必要があります。

そのため、環境施策全般を通じた取り組みの強化と実行力を強化することを目的として、第２次知

立市環境基本計画と合わせて新たに計画の改定と目標値の設定を行います。 

 

なお、本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 20 条第２項で規定する、「区域の自

然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出抑制等のための総合的かつ計画的な施策を推進する」

計画として位置づけられます。また、「知立市環境基本条例」（2007 年 3 月）の基本理念をもとに、

地球温暖化対策の目標や施策を具体化する行動計画です。 

なお、市役所が行う事務・事業に関して、率先して温室効果ガスの排出抑制に取組む「知立市エ

コプラン」（知立市環境保全行動計画、2016 年 4 月改訂）は、地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）と位置づけられます。 
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3-2 計画の基本的事項 

 

(1) 計画の範囲と主体 

本計画は知立市全域を計画範囲とします。 

また、本計画は家庭や業務、産業などあらゆる活動が影響することから、行政だけでなく、事業

者や市民をはじめとした本誌に関係するあらゆる主体が対象となります。 

 

(2) 計画が対象とする温室効果ガス 

本計画は、温室効果ガスのうち、市民の暮らしや事業活動に も密接に関連し、また も排出量

の多い二酸化炭素の削減を目指す計画とします。 

 

(3) 温室効果ガス排出量推計の基準 

基準年における二酸化炭素排出量の算出は、基礎となる資料のあるものは積み上げ、ないものは

環境省作成の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編 Ver. 1.0」（2017

年 3 月策定）に準拠します。 

 

(4) 計画の基準年と計画期間 

計画の基準年は、現段階で温室効果ガス排出量推計のすべての統計データが整い、日本が温室効

果ガス排出削減目標の基準年としている 2013 年を基準とします。計画期間は環境基本計画と同じ

2018 年から 2028 年までとしますが、日本が温室効果ガス排出削減の目標年としている 2030 年に

おける目標値も合わせて設定を行います。 

 

 

温室効果ガス排出が地球温暖化 

を引き起こすのはなぜ？ 

もし大気中に水蒸気、二酸化炭素などの温室効果ガ

スがなければ、マイナス 19℃くらいになります。太

陽から地球に降り注ぐ光は、大気を素通りして地面を

暖め、その地表から放射される熱を温室効果ガスが吸

収し大気を暖めているからです。 

近年、産業活動が活発になり、温室効果ガスが大量

に排出されています。その結果、大気中の濃度が高ま

り熱の吸収が増えた結果、気温が上昇し始めています。

これを地球温暖化といいます。 

 

 

  

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

地球温暖化メカニズム 
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3-3 温室効果ガス排出量の現状 

 

(1) 二酸化炭素排出量の推計基準 

 

二酸化炭素排出量の基本的考え方 

本市のエネルギー消費量の算定方法は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アル算定手法編 Ver. 1.0」（2017 年 3 月策定）に準拠した推計方法としています。算定方法は、市

単位でデータがあるエネルギー源（電気、都市ガス）は積み上げ法、データがないものは按分法と

しています。 

 

対象とするエネルギー源と活動分野 

対象とするエネルギー源と活動分野は以下の通りです。 

対象となるエネルギー源は、市内でのエネルギー消費の中心となる都市ガス・電力・石油製品に

加え、産業部門については石炭および石炭製品を対象とします。石油製品の種別では、灯油・軽油・

重油・LPG・ガソリンを推計対象とします。 

また、活動項目としては、産業部門、民生部門、運輸部門および非エネルギー利用部門として廃

棄物部門を対象とします。産業部門では、主要な農業・建設業・製造業を対象とし、運輸部門では

市内での活動が排出源と特定できる自動車のみを対象とします。 

 

活動項目 エネルギー源 

部門* 項目 

石
炭 

石
炭
製
品 

原
油 

石
油
製
品 

天
然
ガ
ス 

都
市
ガ
ス 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー 

事
業
用
水
力
発
電 

原
子
力
発
電 

電
力 

熱 

産業部門 農業 ○ ○ - ○ - ○ - - - ○ - 

建設業 ○ ○ - ○ - ○ - - - ○ - 

製造業 ○ ○ - ○ - ○ - - - ○ - 

民生部門 業務その他 - - - ○ - ○ - - - ○ - 

家庭 - - - ○ - ○ - - - ○ - 

運輸部門 自動車 - - - ○ - - - - - - - 

推計対象とするエネルギー源と活動項目 
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(2) 二酸化炭素排出量の推計方法 

分野ごとの二酸化炭素排出量の推計方法は以下の通りです。 

 

区分 推 計 方 法 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

産
業
部
門 

農
業 

■石炭・石炭製品・石油製品 

愛知県におけるエネルギー消費量全体から、農業従業者数比で按分し排出量を推計する。 

（県：エネルギー消費量）×（市：農業従業者）/（県：農業従業者）×（燃料別原単位） 

 

■電力・都市ガス 

知立市の産業用エネルギー消費実績から、農業の市内総生産比で按分し排出量を推計する。 

（市：エネルギー消費量）×（市：農業市内総生産）/（市：全市内総生産）×（燃料別原単位） 

建
設
業 

■石炭・石炭製品・石油製品 

愛知県におけるエネルギー消費量全体から、建設業従業者数比で按分し排出量を推計する。 

（県：エネルギー消費量）×（市：建設業従業者）/（県：建設業従業者）×（燃料別原単位） 

 

■電力・都市ガス 

知立市の産業用エネルギー消費実績から、建設業の市内総生産比で按分し排出量を推計する。 

（市：エネルギー消費量）×（市：建設業市内総生産）/（市：全市内総生産）×（燃料別原単位） 

製
造
業 

■石炭・石炭製品・石油製品 

愛知県におけるエネルギー消費量全体から、製造品出荷額等の比で按分し排出量を推計する。 

（県：エネルギー消費量）×（市：製造品出荷額等）/（県：製造品出荷額等）×（燃料別原単位） 

 

■電力・都市ガス 

知立市の産業用エネルギー消費実績から、製造業の市内総生産比で按分し排出量を推計する。 

（市：エネルギー消費量）×（市：製造業市内総生産）/（市：全市内総生産）×（燃料別原単位） 

民
生
部
門 

業
務
そ
の
他
部
門 

■石油製品 

愛知県におけるエネルギー消費量全体から、業務床面積の比で按分し排出量を推計する。 

（県：エネルギー消費量）×（市：業務床面積）/（県：業務床面積）×（燃料別原単位） 

 

■電力・都市ガス 

知立市の業務用エネルギー消費実績を使用する。 

（市：エネルギー消費量）×（燃料別原単位） 

家
庭
部
門 

■石油製品（LPG・灯油） 

名古屋市の世帯あたり LPG・灯油購入量に知立市の世帯数（単身世帯を補正）を乗じ推計する。 

（名古屋市：世帯あたりエネルギー消費量）×（知立市：補正済み購入世帯数） 

 

■電力・都市ガス 

知立市の家庭用エネルギー消費実績を使用する。 

（市：エネルギー消費量）×（燃料別原単位） 

 

運
輸
部
門 

乗
用
車 

■石油製品（ガソリン） 

環境省「市区町村別自動車交通ＣＯ2排出テーブル」による「運行率」「運行台数あたりのトリップ数」「トリップあ

たり距離」「排出係数」に車種別保有台数を乗じ推計する。 

（運行率）×（運行台数あたりのトリップ数）×（トリップあたり距離）×（排出係数）×（保有台数） 

※知立市のみのデータではサンプル数が小さく信頼性が低いため、隣接する鉄道沿線地区（岡崎市・安城市・刈谷市・

豊明市・大府市）を含むデータを使用。特殊大型車両およびバスに関するデータについては、三河地域全体のデー

タを使用 

非
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源 

廃
棄
物
部
門 

一
般
廃
棄
物 

廃棄物焼却時に発生する二酸化炭素排出量を推計する。 

（一般廃棄物焼却量）×（プラスチック組成率）×（排出係数） 

二酸化炭素排出量の推計方法 
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(3) 本市における二酸化炭素排出量の現状 

前節の推計方法をもとに1990年度から2014年度までの二酸化炭素排出量の推移を以下に示しま

す。全体では、二酸化炭素排出量は 2014 年度に 1990 年度比で 11%増加しています。産業部門が

約 34%減少しているのに対し、運輸部門で 33%、家庭部門で 70%、業務その他部門では 81%と軒

並み増加しています。 

一方、１世帯あたりまたは１人あたり二酸化炭素排出量をみると、ともに減少傾向です。世帯人

員の減少等も影響していることが想定されますが、1990 年度からの人口増加が、知立市の二酸化炭

素排出量増加の主要因であると想定されます。 

 
※四捨五入等の関係により合計が合わないことがある 

本市における二酸化炭素排出量の推移

 

世帯あたり・１人あたり二酸化炭素排出量の推移 
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(4) 二酸化炭素排出量の将来推計 

二酸化炭素排出量の将来推計手法 

二酸化炭素排出量の将来動向を確認するため、本市の二酸化炭素排出量の将来予測を行います。

将来推計は、二酸化炭素排出量に影響する活動量のみが変化すると想定し、以下のような基準で実

施します。 

 

活動項目 

将来推計条件 部門 項目 

産業部門 農業 変化なしと想定 

建設業 基準年 2013 年度から GDP 変化に比例 

製造業 基準年 2013 年度から GDP 変化に比例 

民生部門 業務その他 基準年 2013 年度から業務床面積変化に比例 

家庭 基準年 2013 年度から将来人口予測に比例 

運輸部門 自動車 基準年 2013 年度から将来人口予測に比例 

廃棄物部門 一般廃棄物 変化なしと想定 

GDP 及び業務床面積はエネルギー長期見通し算定時の将来マクロフレーム（全国）を使用 

将来人口予測は知立市人口ビジョンを使用 

二酸化炭素排出量の将来推計条件 

 

二酸化炭素排出量の将来推計結果 

本市では今後も人口が増加することが予測されることから、現状から推移すると、2030 年度には

基準年の 2013 年度よりもさらに二酸化炭素排出量が増加する可能性があります。１人あたりの排

出量を大幅に下げ、人口増加に耐えうる対策を整える必要があります。 

 
※四捨五入等の関係により合計が合わないことがある 

二酸化炭素排出量の将来推計結果 
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3-4 温室効果ガス排出量の削減目標 

 

2027 年度までに二酸化炭素排出量を 2013 年度比 19%削減します 
 
＊2030 年度までに二酸化炭素排出量を 2013 年度比 23%削減します 

 

温室効果ガス排出削減目標は、2016 年 5 月に閣議決定した地球温暖化対策計画における日本全

体の削減目標値 25%削減（2013 年度比）および部門別目標を達成することが求められます。しか

し、全国的に人口が減少する中で、知立市は今後 10 年間においても増加が予測されます。 

そのため、2030 年度をターゲットにした全国目標値に知立市の人口増減の将来予測結果を反映し、

本計画の目標として「2027 年度に 2013 年度比 19%削減」と設定します。また、全国目標との比較

が可能となるよう、計画期間外である 2030 年における目標も合わせて併記しています。 

部門別の二酸化炭素排出量削減目標の設定方法および目標値を以下に示します。 

 

活動項目 

日本全国の削減率 

（2013 年比 2030 年） 目標値設定方法 

産業部門 7% 
日本全国の目標値（2030 年度に 2013 年度比 7%減）に

年度補正（14/17）を乗ずる 
業務その他部門 40% 

家庭部門 39% 日本全国の目標値（2030 年度に 2013 年度比 39%減）に

全国と知立市の 2030 年と 2013 年の人口増減の違いを

補正したうえで、年度補正（14/17）を乗ずる 運輸部門 28% 

廃棄物部門 7% 
日本全国の目標値（2030 年度に 2013 年度比 7%減）に

年度補正（14/17）を乗ずる 
※2013 年の人口は 2010 年および 2015 年国勢調査の線形補完値を用いる 

※全国の人口増減は国立社会保障・人口問題研究所予測値、知立市の人口増減は知立市人口ビジョンを用いる 

部門別二酸化炭素排出削減目標の設定方法 

 

目標設定 
産業 

部門 

業務その他

部門 

家庭 

部門 

運輸 

部門 

廃棄物 

部門 
合計 

2013 年度排出量 

（基準年） 
120 111 60 101 10 402 

2027 年度目標 113 75 44 85 9 326 

2013 年度からの 

削減量 
6 36 16 17 1 77 

2013 年度からの 

削減率 
5% 33% 27% 17% 6% 19% 

（参考） 

2030 年度目標 
112 67 40 81 9 309 

2013 年度からの 

削減量 
8 44 20 20 1 93 

2013 年度からの 

削減率 
7% 40% 33% 20% 7% 23% 

（千 t-CO2/年） 
※四捨五入等の関係により目標値と削減量、削減率の数値が合わないことがある 

部門別二酸化炭素排出削減目標  
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    家庭で二酸化炭素排出量を下げるには？ 

省エネ対策と家庭におけるエコ診断のすすめ 

家庭での二酸化炭素排出量の削減には、生活の中での身近な取り組みが大切です。こまめに電気を消す、エアコン

の使い方を考える、待機電力を削減するなど身近な取り組みを進めるだけで、二酸化炭素排出量も電気料金もコツコ

ツと削減することができます。 

また、各種家電の省エネ性能は日に日に向上しているとともに、エネファーム・太陽光発電など大幅な省エネに役

立つ機器も普及しつつあります。これらの機器には、国や市の補助制度もあるので、機器の買い替えの際に積極的に

活用いただくことが可能です。ご家庭の状況によって、様々な取り組みの仕方がありますので、ぜひ環境にもお財布

にも優しいライフスタイルを行ってみてはいかがでしょうか？ 

 

分野 対策の例 

CO2 排出削減量 

（kg-CO2/年） 

CO2 排出削減率 

（％） 

照明 点灯時間を 1 日 1 時間短くする（白熱電球の場合） 10 0.2% 

白熱電球を電球形 LED ランプに取り替える（50W） 44 0.9% 

冷暖房 夏の冷房は 28℃に、冬の暖房は 20℃に（エアコン） 26 0.5% 

冷暖房を必要な時だけつける 35 0.7% 

エアコン（2.8kW）を 10 年前のものから買い替える 103 2.1% 

電気カーペットの設定温度を低めに設定する 91 1.9% 

テレビ テレビの見ない時は消す（液晶テレビの場合） 28 0.6% 

液晶テレビを 10 年前のものから買い替える 79 1.6% 

冷蔵庫 冷蔵庫の設定温度を適切にし、無駄な開閉はしない 35 0.7% 

電気冷蔵庫を 10 年前のものから買い替える 107 2.2% 

入浴 入浴は、間隔をあけずに行う 87 1.8% 

シャワーを不必要に流したままにしない 29 0.6% 

その他家電 こまめに主電源を切り、使わない機器はプラグを抜く 55 1.1% 

自動車 ふんわりアクセル「e スタート」を行う 194 4.0% 

アイドリングストップを行う 40 0.8% 

加減速の少ない運転に心がける 68 1.4% 

自動車を 10 年前のものから買い替える（ガソリン車） 403 8.2% 

次世代機器 エコキュートを導入する 822 16.8% 

エネファームを導入する 1,330 27.1% 

太陽光発電を導入する（3.6kW の場合） 1,488 30.4% 

 

家庭で出来る二酸化炭素排出削減の取り組みと効果の例 

なお、よりご家庭の実態に即した省エネ活動の内容や具体的な効果を知りたい方には、「家庭エコ診断制度」など

があります。「うちエコ診断士」が環境省の「うちエコ診断ソフト」を用いて行う診断で、受診家庭とのコミュニケ

ーションを通じて、ご家庭のエネルギー対策・地球温暖化対策を診断し、ご家庭に合わせたオーダーメイドの対策を

提案するものです。無料で相談できる仕組みとなっています。（家庭エコ診断ホームページ：http://www.uchieco-shindan.go.jp/） 

 

※各対策による CO2 排出削減量は、資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド」「省エネ性能カタログ 2017」、家庭エコ診断制度「ワンポイントア

ドバイスツール」および「うちエコ診断ロジック検証ワーキンググループ（WG）検討報告書」、各メーカーホームページによる。また、モデル世帯は環境

省「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査」による東海地域の世帯平均値（年間二酸化炭素排出量 4,900kg-CO2、平均世帯人員 2.7 人）に

よる。 
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第4章 施策の目標と方向性 
■施策の全体概要 

基本目標 施策分野 施策区分 

基本目標 1 
低炭素で豊かに暮らせる 
まちづくり 
 
—知立市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 

1-1 低炭素なまちをつくる 
①低炭素まちづくりの展開 

②再生可能エネルギー導入の促進 

1-2 低炭素な暮らしを営む 
①家庭における省エネの推進 

②低炭素な移動の推進 

1-3 低炭素な事業活動を営む 
①事業者における省エネの推進 

②低炭素技術開発等の促進 

基本目標 2 
豊かな自然があふれる 
まちづくり 
 
—知立市生物多様性地域戦略 

2-1 生き物の生息地を守り育てる 
①生き物及びその生息地の保全 

②生き物との「ふれあい機会」の創出 

2-2 まちのみどりを守り育てる 
①公共空間における緑地の管理と保全 

②住宅や事業所、工場での緑化推進 

2-3 身近な自然環境を大事にする 
①農業に親しむまちづくり 

②協働による身近な緑の維持保全 

基本目標 3 
資源を大切にする 
まちづくり 

3-1 ごみを減量する 
①家庭におけるごみ減量 

②事業所におけるごみ減量 

3-2 資源の循環利用を進める 
①リサイクルの促進 

②資源循環を促進する機会の創出 

3-3 まちの美化を心がける 
①市民が主役の美化活動の促進 

②不法投棄の防止・抑制 

基本目標 4 
安全で健康に暮らせる 
まちづくり 

4-1 大気環境を改善する 
①大気環境の継続的な監視 

②有害物質への対応策の検討 

4-2 水環境を改善する 
①水環境の継続的な監視 

②下水道の普及と浄化槽の適正管理 

4-3 公害から生活環境を守る 
①騒音・振動対策の推進 

②公害の防止・抑制 

4-4 安全かつ健康に暮らす 
①気候変動への適応策の検討 

②健康で環境に優しい暮らしの促進 

基本目標 5 
学びやつながりを 
大切にするまちづくり 

5-1 環境に関する情報を手に入れる 
①環境に関する情報発信 

②市民・事業者に対する助成情報の提供 

5-2 環境について学ぶ 
①子どものころから環境に親しむ機会づくり 

②市民・事業者の環境学習機会の創出 

5-3 多主体の連携・協働を図る 
①環境活動団体との連携・支援 

②市民・事業者との連携・協働体制の構築 

5-4 環境にやさしい行政を目指す 
①行政活動における環境負荷の削減 

②公共施設における環境配慮の促進 
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基本目標 1 低炭素で豊かに暮らせるまちづくり 

【知立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】 

 

(1) 現状と課題 

二酸化炭素排出量と省エネ対策に関する現状と課題 

本市の二酸化炭素排出量は増加傾向にあり、2014 年には 1990 年比で 11%増加しています。産

業部門は３割以上が削減されている一方で、家庭や業務を含む民生部門は 1.8 倍に増加しており、

これまで以上に事業所や家庭での排出削減が必要不可欠です。 

 
知立市における二酸化炭素排出量の推移 

 

住民アンケート調査では、回答者の７割以上が「関心のある環境問題」として地球温暖化をあ

げています。しかし、各家庭の省エネ設備の導入状況は、LED 照明の導入率が高い一方、高効率

給湯器*は約３割、太陽光発電等は約１割にとどまっています。環境負荷の小さい自動車の導入も

約２割に留まっており、生活の様々な場面における省エネ対策の普及が必要です。 

 
出典：住民アンケート調査(2016) 

省エネ機器の導入状況 
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市民の移動と交通に関する現状と課題 

本市は鉄道では名鉄名古屋本線、三河線、主要道路網では国道１号、23 号、155 号が通過する

交通の要衝です。世帯の自動車保有率は１世帯に１台以上と高い水準ではありますが、近年は公

共交通利用者数も増加している傾向にあります。知立駅における連続立体交差事業とも合わせ、

低炭素型交通の普及促進を積極的に進めることが重要です。 

 
出典：国土数値情報等より作成 

知立市の主要交通網 

 

 
出典：知立の統計 

各交通機関の利用状況 
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(2) 施策の構成 

基本目標１における施策の構成を以下の通り設定します。 

 

施策分野 施策の概要 

1-1 低炭素なまちをつくる 
低炭素な暮らしを営むことができるまちへの転換を図ることを目標として、市

内で行われている再開発*等の活用や再生可能エネルギーの普及促進など、都市

構造全体から低炭素化を目指す取り組みを実施します。 

1-2 低炭素な暮らしを営む 
家庭における二酸化炭素排出量の大幅削減をめざし、省エネ生活の普及促進や

省エネ機器導入の支援、移動における低炭素化や自動車からの転換を目指しま

す。 

1-3 低炭素な事業活動を営む 
事業活動の低炭素化をめざし、事業所における省エネ機器導入の支援を行うと

ともに、低炭素を「新たな機会」と捉えたビジネスへの展開を後押しします。 

 

(3) 成果指標 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と合わせ、「市全体の二酸化炭素総排出量」を成果指標

とします。また、特に家庭における二酸化炭素排出量の削減を重視し、家庭部門における二酸化

炭素総排出量を合わせて成果指標と設定します。目標値も地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

と同様とします。 

 

■成果指標（計画終了時に目標達成を目指す指標） 

成果指標 基準値（2013 年度） 目標値（2027 年度） 

市全体の二酸化炭素総排出量 402 千 t-CO2 
326 千 t-CO2 
(19%削減) 

家庭部門二酸化炭素総排出量 60 千 t-CO2 
44 千 t-CO2 
(27%削減) 

※地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と同様の目標値とします。 

■進捗管理指標（モニタリングにより計画の進捗状況を把握する指標） 

進捗管理指標 基準値 出典 

市内の総電力消費量 329,022 千 kWh 
知立の統計【2016 年版】 

市内の総都市ガス消費量 11,196 千 m3 知立の統計【2016 年版】 

再生可能エネルギー導入量 11,592 kW 固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト等 

1 世帯あたり電気消費量 3,813 kWh 知立の統計（電灯使用量／口数）【2016 年版】 

1 世帯あたり都市ガス消費量 360 m3 知立の統計（家庭用都市ガス消費量／件数）【2016 年版】 

鉄道駅乗降客数 1,360 万人 知立の統計（鉄道各駅の乗降客数総計）【2016 年版】 

業務その他部門二酸化炭素総排出量 111 千 t-CO2 二酸化炭素排出量推計結果より 
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(4) 主要施策の概要 

 

■実施施策一覧 

中項目 小項目 施策例 

1-1 
低炭素な 
まちをつくる 

(1)低炭素まちづくりの展開 

□立地適正化計画*の推進 

□公共交通の利便性向上（地域公共交通網形成計画） 

□首長誓約による広域連携 

□知立駅周辺における環境配慮の導入支援 

□三河知立駅周辺における環境配慮の導入支援 

(2)再生可能エネルギー導入の促進 

□住宅用太陽光発電システム設置に係る補助 

□太陽熱利用システム設置に係る補助 

□市有資産を活用した太陽光発電設置・利用 

1-2 
低炭素な 
暮らしを営む 

(1)家庭における省エネの推進 

□クールシェア・ウォームシェア*の推進 

□みどりのカーテンの普及啓発支援 

□住宅省エネ設備設置に係る補助 

□環境家計簿*の普及促進 

□住宅省エネ化に関する普及啓発 

(2)低炭素な移動の推進 

□次世代自動車*導入に係る補助 

□電気自動車充電スタンドの設置及び補助 

□駅前駐車場の利用促進によるパーク・アンド・ライド*促進 

□公共交通の利用促進 

□駐輪場の整備 

□レンタサイクルの推進 

□通勤手段の自動車からの転換支援 

□歩行環境の改善・向上 

□散歩道の整備 

1-3 
低炭素な 
事業活動を営む 

(1)事業者における省エネの推進 
□事業活動における環境認証*の取得支援・促進 

□業務施設の省エネ対策支援 

(2)低炭素技術開発等の促進 □事業所等に対する環境に関する情報発信・ＰＲ 

 

 

     

      

「COOL CHOICE」とは、温室効果ガスの削減目標を達成す

るため、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化

対策に資するあらゆる「賢い選択」をしていこうという国民運動

です。COOLCHOICE のホームページには、 先端の技術から

身近にすぐできる取り組みまで、様々なアイデアが紹介されてい

ます。 

出典：http://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 

  

 
出典：環境省ホームページ 

COOL CHOICE ロゴマーク 
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(5) 重点・協働プロジェクト 

 

重点・協働プロジェクト① 

クールシェア・ウォームシェアプロジェクト 
 

■クールシェア・ウォームシェアとは？ 

夏の暑さは年々厳しさを増しており、これまで

のような空調温度の制限などではエネルギー消費

量の削減が限られるとともに、過度な節制や我慢

は熱中症などの事故にも繋がりかねません。 

クールシェア・ウォームシェアは、各自が分散

して住宅や室内でエアコンを使用するのではなく、

なるべく集まって夏は涼しい場所で、冬は暖かい

場所で時間を共有しようという取り組みで、2011

年から日本でも徐々に始まり、現在は環境省が主

導して広く取り組みの普及を進めているものです。 

 

■プロジェクトの展開方法 

本市でも、2017 年度の夏から西三河 5市が連携

して、市民がクールシェアを積極的に活用するため、

市内公共施設でのキーワードラリーを含むキャンペ

ーンを実施しました。今後は、市内の他の公共施設

や商業施設、コミュニティ等と連携して、クールシ

ェア・ウォームシェアの積極的な普及展開に努める

とともに、クールシェアによるメリットの創出など

の取り組みを積極的に実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□積極的に公共施設や商業施設

を活用し、環境に優しい暮らし

をこころがける 

□シェアできる場所の提供や連

携サービスを考案する。 

（主に商業施設） 

□取り組みのＰＲを積極的に実

施する 

□効果の測定や評価を行い、 

効果的な取り組み方法につい

て検討、実施する 

出典：環境省ホームページ 

クールシェアの概要 

西三河 5 市連携によるクールシェア (2017) 
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重点・協働プロジェクト② 

暮らしまるごと省エネ化プロジェクト 
 

■家庭の省エネに向けた課題 

家庭での省エネは、暮らし方など日ごろの生活

習慣で取り組めるものと、省エネ設備や再生可能

エネルギー設備など、住宅等の設備更新により改

善されるものとがあります。 

本市でも前者は情報提供で、後者は各種設備に

対する助成などで普及促進を目指していますが、

対象となる設備の種類が多く、市民まで情報が届

きにくいことが実情でした。暮らし全体の省エネ

化を実現するためには、これらを総合的に市民に

お伝えし、各種制度を積極的に活用してもらうこ

とが必要です。 

 

 

 

■プロジェクトの展開方法 

暮らしの省エネ化を積極的に後押しするため、まずは本市が現在進めている制度を市民に知っ

てもらうための情報提供を実施します。合わせて、技術の進展や市民のニーズ、国や県の制度な

どをまとめ、分かりやすい情報としてＰＲするとともに、使いやすい制度への見直しを積極的に

図ります。 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□省エネを心がけた生活をおく

る 

□住宅や自動車の更新の時に環

境に優しい設備を選ぶ 

□商品販売時に環境への影響に

関する情報提供を行う 

□住宅や自動車をはじめとし

て、低炭素設備に関する補助

制度などの案内を行う 

□環境設備に対する補助の 

継続・拡充を行う 

□環境に優しい生活に関する 

分かりやすい情報提供を 

積極的に行う 

 

 

  

知立市の住宅用省エネ設備補助事業の対象設備 
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重点・協働プロジェクト③ 

環境に優しい事業者支援プロジェクト 
 

■事業者の低炭素化支援に向けた課題 

民生業務部門においても、二酸化炭素排出量は大幅に増加しており、その削減が急務となって

おります。その一方、事業所の省エネ対策は家庭と比べて多種多様であり、積極的な支援が難し

い状況でした。 

また、企業経営の観点から、特に中小事業者においては追加的な設備投資はメリットがなけれ

ば難しい点もあります。効率的な省エネを推進しつつビジネスにとってもプラスとなる取り組み

を積極的に支援する必要があります。 

 

■プロジェクトの展開方法 

これらの取り組みを支援するため、

本市では 2017 年度から西三河５市の

連携に基づき中小企業を対象とした

エネルギー消費診断および省エネア

ドバイスに関する支援制度を開始し

ました。個別相談の支援を行うことで、

事業所ごとに効率的な省エネを進め

る取り組みです。また、環境マネジメ

ント認証制度（ISO14000、エコアクシ

ョン 21 など）の取得支援や知立市内

の事業者が開発した環境技術の情報

収集等を行うことで、環境配慮がビジ

ネスにつながる取り組みの検討、実施

を行います。 

 

 
 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□市内のどの事業者が環境に

対する取り組みを行ってい

るか注目する 

□環境に優しい事業者を応援

する 

□環境マネジメント認証の取

得を検討する 

□事務所の省エネ化を積極的

に推進する 

□環境に優しい事業活動に向

けた情報提供を進める 

□事業者の省エネ検討（診

断・調査）を支援する 

 
 

 

  

西三河 5 市による事業者向け省エネ診断支援(2017) 
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基本目標 2 豊かな自然があふれるまちづくり【知立市生物多様性地域戦略】 

 

(1) 現状と課題 

生物多様性に関する国内の動向 

生物多様性は現在、国際的な課題となっています。国内でも過去 50 年の生物多様性の状況は

悪化の一途をたどっており、農林水産物の供給不足や人工林の手入れ不足などが報告されていま

す（JBO2*）。2012 年に閣議決定された生物多様性国家戦略 2012-2020 では、生物多様性の理解

醸成を進めるだけでなく、「地域における自然と人の関係を見直し、再構築する」「森・里・海・

川のつながりを確保する」ことが掲げられ、現在残っている身近な自然を、地域の担い手を育て

ながら保全するとともに、持続可能なかたちで利用することが重要となります。また、生き物や

わたしたちの暮らしの安心を脅かす外来種*への対応や絶滅のおそれがある種の保全などに努め

ることも必要です。 

   
出典：環境省ホームページ          出典：知立市ホームページ         出典：環境省ホームページ 

特定外来生物であるブルーギル・クビアカツヤカミキリ・ミシシッピアカミミガメ 

 

土地利用および緑地保全に関する現状と課題 

本市の大部分は段丘と平野で構成されていることから、市内の緑の多くは耕作地が占め、樹

林地は社寺周辺の保存樹林を残すのみです。また、猿渡川・吹戸川合流部には、湿原・河川植

生であるツルヨシやオギの群落が確認されています。しかしながら、年々農地の宅地化が進行

し、限りあるみどりや生き物の生息地が減少しています。 

 
出典：環境省「第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査」より作成 

知立市の植生分布 
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出典：国土数値情報「土地利用細分メッシュ」より作成 

宅地化の進行によるみどりの減少 

 

環境学習に関する現状と課題 

市内の小中学校では積極的に生き物や自然に触れ合う環境学習*が行われています。 

公立保育園では、自然に触れる遊びや地域社会と連携した取り組み（芋ほりや野外学習など）

が多数実施されているとともに、小中学校でも総合学習や社会科授業の一環でさまざまな環境

学習に取り組んでいます。今後も、これまで以上に様々な活動に取り組み、子どものころから

自然や生き物、環境問題に触れる機会を増やすことが重要です。 

 

学校名 取り組み 

知立小 
水生生物調査/FBC 参加/総合学習/社会科授業/委員会活動(アルミ缶) 

エコキャップ回収/太陽光発電学習 

猿渡小 アイシン環境学習/FBC 参加/総合学習/社会科授業/資源回収 

来迎寺小 
緑のカーテン*/総合学習/社会科授業/落ち葉のたい肥化 

太陽光発電学習/資源回収/地球温暖化対策学習 

知立東小 緑のカーテン/FBC 参加/総合学習/社会科授業 

知立西小 
FBC 参加/総合学習/社会科授業/アルミ缶回収 

太陽光発電学習/資源回収/エコキャップ回収 

八ツ田小 
環境学習/猿渡川の学習/総合学習/エコキャップ回収 

地球温暖化対策学習 

知立南小 FBC 参加/総合学習/社会科授業/アルミ缶回収/太陽光発電学習 

知立中 アルミ缶回収/エコキャップ回収/環境に関する授業 

竜北中 
緑のカーテン/エコキャップ回収/落ち葉のたい肥化 

環境に関する授業 

知立南中 
緑のカーテン/アルミ缶回収/エコキャップ回収 

公園清掃/環境に関する授業 

出典：学校教育課提供資料 

市内小中学校での環境学習一覧 
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(2) 施策の構成 

基本目標２における施策の構成を以下の通り設定します。 

 

施策分野 施策の概要 

2-1 生き物の生息地を 
 守り育てる 

生物多様性の意義や重要性を理解するきっかけとして、様々な学習機会や、市民が

生き物と触れ合う機会を積極的に創出します。 

2-2 まちのみどりを 

 守り育てる 

公園・緑地や街路樹など公共空間におけるみどりを適切に管理･保全するとともに、

住宅や事務所、工場などの民間の土地におけるみどりを増やす後押しを行います。 

2-3 身近な自然環境を 
 大事にする 

身近なみどりである農地・農業への関心を増やすため、農業に親しむ取り組みを進

めます。また、市民が主体となってみどりを大切にする仕組みを作ります。 

 

(3) 成果指標 

地域全体のみどりの量を示す「緑地率」と、特に市民の身近にあるみどりである「１人あたり

の公園緑地面積」の２つを成果指標とします。緑地率については、今後も宅地化が進むことが見

込まれるため、現状維持は難しいと考えられますが、可能な限り現在のみどりを維持する目標と

して、過去 10 年の減少率を３割程度食い止める目標を設定します。また、公園緑地については

引き続き整備を進め、１人あたりの公園緑地面積が増加する取り組みを目指します。 

 

■成果指標（計画終了時に目標達成を目指す指標） 

成果指標 基準値（2013 年度） 目標値（2027 年度） 

緑地率 28.0％ 24.6％ 

(3.4 ポイント減少) 

１人あたりの公園緑地面積 4.20 ㎡/人 
4.23 ㎡/人 

(0.03 ㎡/人増) 

 

■進捗管理指標（モニタリングにより計画の進捗状況を把握する指標） 

進捗管理指標 基準値 出典 

外来種捕獲数 16 件 
環境課調べ【2016 年】 

都市公園面積 292,578 m2 知立の統計【2016 年版】 

生垣・建物・敷地緑化等設置補助件数 7 件 都市計画課調べ【2013 年-2016 年】 

市民農園*箇所数（公営） 3 箇所 経済課調べ【2016 年】 

道路愛護団体数 4 団体 土木課調べ【2016 年】 

公園愛護団体数 70 団体 土木課調べ【2016 年】 
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(4) 主要施策の概要 

 

■実施施策一覧 

中項目 小項目 施策例 

2-1 
生き物の生息地を 
守り育てる 

(1)生き物及びその生息地の保全 

□生物多様性に関する学習機会の創出 

□歴史的価値の高いみどりの保全・調査 

□外来種に関する監視及び対策の強化 

(2)生き物との「ふれあい機会」の創出 
□生き物とふれあう機会の創出と参加促進 

□学校教育における生き物観察調査等の推進 

2-2 
まちのみどりを 
守り育てる 

(1)公共空間における 
緑地の管理と保全 

□「緑の基本計画*」に基づく公園・緑地の整備 

□道路街路樹の適正管理 

□公園・緑地樹木の適正管理 

□公共施設における樹木の適正管理 

(2)住宅や事業所、工場での緑化推進 

□工場や事業所における緑化の普及啓発 

□緑化地域制度*の導入検討 

□住宅等における緑化に係る補助 

2-3 
身近な自然環境を 
大事にする 

(1)農業に親しむまちづくり 

□市民農園等の整備・活用 

□農業塾等による農業指導者の確保 

□耕作放棄地等に対する適正管理への指導 

□生産緑地*の保全と活用の検討 

(2)協働による身近な緑の維持保全 

□道路愛護団体等の認定・支援 

□公園愛護団体等の認定・支援 

□河川環境の保全と活用の支援 

 

 

     日本の伝統的なため池管理 

      「池干し」

池干しとは、池の水を抜いて底部を天日乾燥させ、堆積したヘ

ドロや土砂を除去することをいいます。日本の伝統的な管理方法

であり、水質改善やドロの肥料活用など、地域の人々の暮らしを

支えていました。 

近年、池干しの光景はあまり見られなくなりましたが、在来種

を保全や外来生物の除去として再注目されています。「生き物と

触れ合う機会の創出」においては、このような活動を参考としな

がら様々な企画を検討します。 

 

  

 

 

 

出典：なごや生物多様性保全活動協議会 

池干しの様子（名古屋市守山区小幡緑地） 



 

- 28 - 

 

 

(5) 重点・協働プロジェクト 

 

重点・協働プロジェクト④ 

外来種対策強化プロジェクト 
 

■外来種の問題 

外来種とは、人為の影響によって本来の生息･生育地域から、元々は生息･生育していなかっ

た地域に入り込んだ生き物です。反対に、元々その地域に自然分布していた生き物は在来種と

いいます。外来種はその全てが人間生活に悪影響を及ぼすものではありませんが、中には、そ

の競争能力・繁殖能力の高さや捕食性の強さによって、在来種の生息や地域の生態系や農林水

産業へ悪影響を及ぼすとともに、人と動物の共通感染症の感染源となるおそれがあります。ま

た、近年ではヒアリなど、わたしたちの暮らしの安全性を脅かす生き物の確認も行われていま

す。なお、環境省では、外来種による被害予防として、「入れない」「捨てない」「拡げない」の

３原則を呼びかけています。 

  
出典：環境課ホームページ

アライグマ ヌートリア 

知立市で発見された外来種の一例 

■プロジェクトの展開方法 

外来種に対する適切な対応を強化するため、これま

で以上に外来種に関する情報発信を積極的に実施する

とともに、特定外来生物*等を中心に通報や駆除対策の

充実を図ります。 

また、環境学習の場などでの外来種に関する情報提

供や、市民や事業者と協働した駆除対策の実施などの

取り組みを進めます。 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□外来種を持ち込まない、 

捨てない 

□特定外来生物を見つけたら 

市に通報や情報提供を行う 

□外来種の駆除イベント等に協

力する 

□特定外来生物を見つけたら 

市に通報や情報提供を行う 

□事業活動による 

外来種持ち込みに注意する 

□特定外来生物の情報を収集し 

適切な対応策を実施する 

□外来種に関する 

情報発信を行う 

  

例：オオキンケイギクの一斉駆除（碧南市） 
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重点・協働プロジェクト⑤ 

農業に親しむまちづくりプロジェクト 
 

■貴重なみどりでもある農地 

平地がほとんどを占める知立市では、まちのみどりの多くを農地が占めています。 

しかし宅地が進むことで年々農地面積は減少傾向にあるとともに、担い手である農業従事者数

も減っています。将来的には耕作放棄地の発生も懸念され、市民が農業や農地、農産物に目を向

け、親しむきっかけが重要です。 

  

出典：知立市緑の基本計画 

緑被率から見る農地の減少 

 

■プロジェクトの展開方法 

限りある農地や農業を可能な限り保全・活用する

ため、農業に親しむ機会を増やす取り組みを積極的

に実施します。官民双方による市民農園の積極的な

活用、給食を含む地産地消の推進のほか、農業を始

めるきっかけづくりとして、農業塾など農業の指導

者や担い手確保のための取り組みを積極的に進めま

す。 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□市民農園や農業体験に参加す

る 

□知立市産の農産物を意識して

購入する 

□市民農園など農業に関連した

事業を展開する 

□農業や農地の実態をモニタリ

ングし対策に努める 

□市民が農業に触れる機会を創

出する 

 

知立市 上重原市民農園 
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重点・協働プロジェクト⑥ 

緑の応援団拡大プロジェクト 
 

■地域のみどりの保全 

知立市では区画整理等により、公園や道路の街路樹、河川周辺の植栽など、公共空間における

みどりが増加傾向にあります。しかし、これらのみどりを維持保全するためには、清掃や剪定な

ど丁寧な関わりが重要です。今後、地域のみどりを地域の皆さんと行政が協力して守り育てるこ

とが必要です。 

  
出典：知立市みどりの基本計画

昭和６号公園のみどり 猿渡川のみどり 

 

■プロジェクトの展開方法 

現在も市内の道路や公園における地域住民による点検や清掃活動に対して、資材の貸与や活動

補助を行う「道路愛護会」「公園愛護会」制度が運用されており、登録団体数が徐々に増加してい

ます。今後も市民や地域が一体となって、公園や道路など身近な緑を美しく保つ活動に対し積極

的な支援を行い、協働によるみどりの維持保全を進めます。 

 
                     出典：土木課 

 
                   出典：広報ちりゅう 

道路愛護会「ガーデン今崎道路愛護会」 公園愛護会「堀切２号公園」 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□住まいの近くの公共空間の維

持管理活動に参加する 

□日ごろから公共空間を美しく

保つことを心がける 

□事業所の近くの公共空間の維

持管理活動に参加する 

□市民活動を積極的に応援する 

□公園や道路、河川など市民に

よる維持管理活動を支援する 
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基本目標 3 資源を大切にするまちづくり 

 

(1) 現状と課題 

ごみ排出及びリサイクルに関する動向 

本市のごみ排出量は 2002 年度と比較するとやや減少しており、特に可燃ごみが大きく減少し

ています。ごみのリサイクル率については、2008 年度から上昇傾向にあったものの、近年下降傾

向です。特に新聞・雑誌などの「古紙類」の減少傾向が顕著となっています。これはリサイクル

が行われていないのではなく、行政による収集とは別に民間による収集活動が盛んになってきた

ことが要因と想定されます。また、廃家電やパソコン、ガラス類・陶磁器類の収集を開始したた

め「その他」が増加しました。 

 

 
出典：知立市清掃事業概要 

一般ごみ排出量の推移 

 

 
出典：知立市清掃事業概要 

資源ごみ排出量の推移 
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ごみの分別や美化に関する市民意識の変化 

市民アンケートでは、環境配慮行動のうち、ごみの分別やリサイクル、美化に関する取り組み

の実施率が７割以上と回答している方が８割以上にのぼっており、知立市民のごみ排出抑制や適

正処理に対する意識は極めて高い傾向にあります。一方、地域活動への参加を中心とした取り組

みは実施率が３割以下の方が多く、７万人クリーンサンデーの参加者も年々減少傾向にあります。 

 

 

出典：市民アンケート調査（2016） 

市民の環境配慮行動の実施状況 
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(2) 施策の構成 

基本目標３における施策の構成を以下の通り設定します。 

 

施策分野 施策の概要 

3-1 ごみを減量する 
家庭や事業所において、ごみを出さずに豊かに生活するため、引き続き情報提

供やリユースマーケット等の取り組みを進めます。 

3-2 資源の循環利用を進める 
リサイクルを積極的に進めるため、分別や資源回収に向けた取り組みを強化し

ます。さらなる資源循環を促進するため、生ごみ処理やたい肥化事業の支援を

行います。 

3-3 まちの美化を心がける 
身近なまちの環境を美化し、ごみの落ちていないまちづくりを実現するため、

クリーンサンデー等の見直しなど、美化活動を積極的に後押しします。 

 

(3) 成果指標 

本市では、2026 年度を目標年度とする一般廃棄物のごみに関する計画である「第３次知立市一

般廃棄物処理基本計画」（以下、「廃棄物処理計画」という。）を 2017 年３月に策定したところで

す。そこで、ごみ削減とリサイクルの促進に向け、廃棄物処理基本計画で設定されている「1 人

あたり家庭ごみ排出量」と「リサイクル率」の２つを環境基本計画での成果指標とし、目標値に

ついても廃棄物処理計画と整合を図り、ごみの減量化・資源化、適正な処理などを目指していき

ます。 

 

■成果指標（計画終了時に目標達成を目指す指標） 

成果指標 基準値（2013 年度） 目標値※（2027 年度） 

1 人あたり家庭ごみ排出量 699ｇ/人･日 

665ｇ/人･日以下 

(34g/人･日以上減量) 

リサイクル率 19.1％ 
20.0％以上 

(0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ以上向上) 

※「第３次知立市一般廃棄物処理基本計画」と同様の目標値とします。 

 

■進捗管理指標（モニタリングにより計画の進捗状況を把握する指標） 

進捗管理指標 基準値 出典 

ごみ総排出量 22,600 t 
清掃事業概要【2016 年度版】 

資源ごみ総排出量 1,657 t 清掃事業概要【2016 年度版】 

食用廃油のたい肥化量 18,822 kg 清掃事業概要【2016 年度版】 

7 万人クリーンサンデー参加者数 4,795 人 清掃事業概要【2016 年度版】 

不法投棄処理件数 230 件 清掃事業概要【2016 年度版】 
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(4) 主要施策の概要 

 

■実施施策一覧 

中項目 小項目 施策例 

3-1 
ごみを減量する 

(1)家庭におけるごみ減量 

□ごみの出ない生活スタイルの普及促進 

□リユースマーケットの開催 

□食品ロスに関する普及・啓発 

(2)事業所におけるごみ減量 □事業者の廃棄物適正処置に対する指導・情報提供 

3-2 
資源の循環利用を 
進める 

(1)リサイクルの促進 

□分別に関する情報提供やごみチェッカーの活用 

□小型家電や携帯電話等の公共施設・店頭回収 

□再生資源回収団体への奨励 

□独自リサイクルの把握連携 

□溶融スラグ*の有効利用拡大 

(2)資源循環を促進する機会の創出 
□生ごみ処理機器購入に係る補助 

□食用廃油のたい肥化事業等の展開 

3-3 
まちの美化を 
心がける 

(1)市民が主役の美化活動の促進 

□7 万人クリーンサンデー参加者拡大 

□環境美化推進員*の促進 

□地域のごみ集積場の適正管理支援 

(2)不法投棄の防止・抑制 □不法投棄に対する監視・指導体制の強化 

 

 

 

     自宅で生ごみを処理することで、 

      ごみの大幅な減量に！

生ごみは水分量が多く、家庭から出る可燃ごみの中で大きな

重量を占めています。生ごみを適正に処理するだけで、家庭か

らのごみを大幅に削減することができます。 

近年、生ごみを電動で乾燥させる「生ごみ減量処理機」やた

い肥化を促進させる「コンポスト容器」など、自宅で生ごみを

減量する様々な機器があります。本市でも、これら機器購入に

対する補助を行っているとともに、無料の貸し出しも行ってい

ます。これらの制度を有効活用し、生ごみの減量に、ぜひご協

力ください。 

  

  
処理前          処理後 

出典：環境課 

生ごみ減量処理前後の重量変化 
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(5) 重点・協働プロジェクト 

 

重点・協働プロジェクト⑦ 

３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)強化プロジェクト 
 

■更なる３Ｒの推進 

本市では年々ごみ排出量は減少傾向にあり、市民の意識も非常に高いです。しかし、前計画で

は目標達成が不十分であったため、これまで以上に取り組みを進めることが必要です。 

その実現のためには、まず「リデュース」でごみを減らし「リユース」で再利用を行うことで、

ごみそのものの発生を減らしたうえで、「リサイクル」再生利用を積極的に進める３Ｒの強化が必

要不可欠です。2016 年に改定された第３次知立市一般廃棄物処理基本計画においても、積極的に

３Ｒを進めることとしています。 

 

■プロジェクトの展開方法 

ごみの減量における取り組みでは、ごみの中で特に大きな重量を占める生ごみの重量を減らす

ことを目的として、ライフスタイルの普及促進や家庭での生ごみ処理機の導入支援などの取り組

みを強化します。また、リユース・リサイクルにおいては、分かりやすい分別情報の提供や不用

品を交換できる機会（行政ホームページやリユースマーケットなど）を積極的に実施し、市民・

事業者・行政それぞれが、生産から流通、消費のあらゆる段階でごみの発生や排出を抑制する取

り組みを進めます。 

 
出典：環境課  

出典：知立市ホームページ 

リユースマーケット 知立市ゴミチェッカー 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□生ごみの適正な処理を実践す

る 

□簡単にモノを捨てず再利用を

行う 

□分別を適切に実施する 

□ごみが少なく、分別しやすい包

装や販売を行う 

 

 

 

□ごみ減量・分別に対する積極的

かつ取り組みやすい情報提供

を実施する 
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重点・協働プロジェクト⑧ 

７万人クリーンサンデー拡大プロジェクト 
 

■住みよいきれいなまちにするため 

７万人クリーンサンデーは、2017 年度で 27 回目を迎える、

本市で長く続く環境美化啓発イベントです。市民の多くが

このイベントのことを知っており、知立市民の環境意識を

育てつなぐ大切なイベントであり、今後も継続して実施す

ることが必要です。 

一方、近年は参加者・ゴミ収集量ともに減少している傾

向にあり、子どもたちをはじめとして、より多くのかたに

参加してもらえるイベントへとリニューアルを図る必要性

に迫られています。 

 

■プロジェクトの展開方法 

7万人クリーンサンデーにより多

くのかたに参加いただけるよう、市

民のニーズや意見もお伺いしなが

ら、開催時期の見直し、より多くの

方に届くイベントの広報や情報発

信のあり方、事業者への声掛け、参

加したいと思えるイベントと感じ

る工夫など、様々な見直しを検討し

ます。 

また、実施したことによる成果が

わかるよう、実施後の情報なども積

極的に発信します。 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□クリーンサンデーに家族や地

域で誘い合い積極的に参加す

る 

□従業員への呼びかけや広報に

協力する 

 

□イベントの実施方法を改善

し、市民が参加しやすい企画

を展開する 

 

 
  

出典：環境課 
7 万人クリーンサンデーの様子 

クリーンサンデー開催時のごみステーション MAP 
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基本目標 4 安全で健康に暮らせるまちづくり 

 

(1) 現状と課題 

公害苦情に関する現状と課題 

本市における公害に関する苦情は、大気・騒音・悪臭の 3 つが中心です。年によってばらつきは

あるものの年々減少傾向であり、今後も公害に関する監視や把握を進めることが重要です。一方、

空地や空家など、土地の適正利用に関する苦情が増加傾向であり、対応が求められつつあります。 

出典：知立の環境 

典型７公害（左）および土地の適正利用（右）に関する苦情件数 

大気・水環境に関する現状と課題 

大気環境については、二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)は着実に減少傾向にあり、

近年においては、ともに環境基準を達成する状況です。しかし光化学オキシダントは増加傾向に

あり、環境基準を達成することができていません。 

水環境については、主要河川における生物化学的酸素要求量(BOD)をはじめとして環境基準を

すべて達成しており改善傾向が確認できます。下水道への接続率向上などを含め、引き続き継続

的な対策が必要です。 

  
出典：知立の環境 

大気質測定結果（左）および主要河川の水質測定結果（右） 
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出典：清掃事業概要・知立の統計 

くみ取り・浄化槽及び下水接続世帯数の推移 

騒音及び振動に関する現状と課題 

本市では県内自動車交通の大動脈である国道 1 号と 23 号が通過しており、夜間騒音において

一部環境基準を達成していない区間が見られます。面的評価においても達成率が 80%以下の区間

が見られることから、周辺への影響も含め引き続き監視と対策が求められます。 

 
出典：国立環境研究所環境展望台 

昼夜間の騒音面的評価の結果 

 

気候変動の動向と知立市への影響 

近年、気候変動の進展とその社会・

生活への影響が重要視されつつありま

す。本市においても様々な影響が想定

されており、市民アンケートにおいて

も、近年の環境問題に関する実感とし

て、「夏の暑さなど気候の過ごしやすさ」

「ゲリラ豪雨など洪水の頻度」が悪化

傾向と感じている回答が半数以上あり

ます。気候変動に関する環境変化への

安全・安心に対する対応も必要となり

つつあります。  
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出典：市民アンケート調査（2016） 

最近 10 年間での環境変化に関する実感 
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(2) 施策の構成 

基本目標４における施策の構成を以下の通り設定します。 

 

施策分野 施策の概要 

4-1 大気環境を改善する 
大気環境を継続的にモニタリング*し、有害物質等の監視強化や対策の検討など

に努めます。 

4-2 水環境を改善する 
市内の河川水質の向上に努め、モニタリングを継続します。合せて下水道等の

普及を進めます。 

4-3 公害から生活環境を守る 
騒音・振動のモニタリングを継続するとともに、対策を強化します。また、空

家等の適正管理を進めます。 

4-4 安全かつ健康に暮らす 
気候変動へ適応するため、防災・暑熱環境対策を進めるとともに、健康な暮ら

しのための普及啓発を進めます。 

 

(3) 成果指標 

より安全・安心な生活環境をめざし、「環境基準達成率」と「公害苦情件数」の２つを成果指標

とします。環境基準については、高い水準で目標を達成していますが、少しでも環境基準を達成

する項目が増加するよう今後も努力を行います。公害苦情件数については年によってばらつきは

ありますが、現在よりも３割程度苦情が減少するように引き続き監視や対策を進めます。 

 

■成果指標（計画終了時に目標達成を目指す指標） 

成果指標 基準値（2013 年度） 目標値（2027 年度） 

環境基準達成率 
84.6％ 

（13 項目中 11 項目達成） 

92.3％ 

（13 項目中 12 項目達成） 

公害苦情件数 

(過去３年平均) 
63 件 

44 件 

(30％削減) 

 

■進捗管理指標（モニタリングにより計画の進捗状況を把握する指標） 

進捗管理指標 基準値 出典 

大気環境の環境基準達成項目数 4/5 項目 
知立の環境【2016 年版】 

水質の環境基準達成箇所・項目数 40/40 項目 知立の環境【2016 年版】 

下水道普及率 59 % 知立の統計【2016 年版】 

騒音・振動の環境基準達成箇所・項目数 13/14 項目 知立の環境【2016 年版】 

公害防止協定締結数 12 箇所 知立の環境【2016 年版】 

学校給食地産地消率 47 % 教育庶務課調べ 
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(4) 主要施策の概要 

 

■実施施策一覧 

中項目 小項目 施策例 

4-1 
大気環境を 
改善する 

(1)大気環境の継続的な監視 □大気環境の継続的なモニタリングと結果の公表 

(2)有害物質への対応策の検討 □光化学スモッグ*に対する対応策の研究・検討 

4-2 
水環境を 
改善する 

(1)水環境の継続的な監視  

□市内主要河川の継続的な水質モニタリングと 

結果の公表 

□水生生物調査の実施 

(2)下水道の普及と浄化槽の適正管理 
□下水道の整備と接続率の向上 

□合併浄化槽への転換促進と適正管理の啓発 

4-3 
公害から 
生活環境を守る 

(1)騒音・振動対策の推進 

□騒音・振動の継続的なモニタリングと結果の公表 

□条例に基づく建設工事等の騒音・振動発生源の 

把握と監視 

(2)公害の防止・抑制 
□公害防止協定の締結および指導 

□空家の適正管理の促進 

4-4 
安全かつ健康に 
暮らす 

(1)気候変動への適応策の検討 

□広報による気候変動への適応に関する理解醸成 

□水防協議会による水害への対応 

□水害に対する防災対策の実施 

□メール配信サービスによる防災情報の提供 

□住宅等における雨水貯留施設の設置推進 

□学校・保育園における熱中症対策の強化 

□熱中症への対応に対する情報提供の強化 

(2)健康で環境に優しい暮らしの促進 

□学校給食における食育*の推進 

□食育計画の推進 

□JA 等との連携による地産地消推進 

 

 

     夏の暑さの身近な危険 

      熱中症にご注意ください

気候変動の影響として も挙げられるのが、夏の暑熱環境の悪化

です。現在でも、真夏には熱中症患者が多く発生しますが、今後ま

すます増加することも考えられます。 

特に小さなお子さんや高齢の方は死に至ることも珍しくありませ

ん。夏の暑い日には、服装を工夫したり、こまめに水分を補給する

など、十分な対策をとってください。 

出典：http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html 

 

  

 
出典：政府広報ホームページ 

熱中症予防の一例 
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(5) 重点・協働プロジェクト 

 

重点・協働プロジェクト⑨ 

気候変動への適応策理解促進プロジェクト 
 

■ゲリラ豪雨が増えています 

現在、国際的に気候変動への適応策への注目が集まっています。これは、省エネなど地球温暖化

を食い止める対策（緩和策）だけでなく、気候変動の進行に伴い生じる様々な影響への適応できる

社会づくりを進めていこうというものです。 

気候変動による影響のうち、わたしたちの生活に直接かつ大きく影響するものとして、ゲリラ豪

雨や洪水など水害頻度の増加や、夏の暑熱環境悪化による熱中症増加などが挙げられています。市

民・事業者それぞれが少しずつ理解を深め、対策を進めることが重要です。 

  
出典：環境省 気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト（2018 年 3 月時点） 

愛知県内における気候変化の予測結果（左：平均気温、右：年降水量） 

 

■プロジェクトの展開方法 

まずは気候変動の影響について、市民や事業者が学習で

きる機会を積極的に創出するため、広報やホームページで

の情報公開等を実施します。また、水害をはじめとした防

災対策や夏の暑さ対策については、各家庭への雨水貯留浸

透施設設置への補助など、関係課と協力をしながら、今か

らでもできる取り組みを積極的に進めます。 

 

 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□気候変動問題およびその適応

策について理解を深める 

□生活の中で出来る対策を心が

ける 

 

□気候変動問題およびその適応

策について理解を深める 

□事業活動の中で出来る対策を

心がける 

 

□気候変動問題および適応策に

ついて学習できる機会を創出

する 

□防災・暑熱環境対策など関係

部署と協力して対策に努める 

雨水貯留浸透施設の設置効果 

(ｼﾅﾘｵ※) 
※気候変化の予測は、温室効果ガスの濃度変化

(RCP シナリオ*)と気候モデル*(GCM)より予測 

■RCP シナリオ 

RCP8.5(高位参照) 

2100 年以降も上昇が続く 

RCP4.5(中位安定化) 

 2100 年以降に安定化 

RCP2.6(低位安定化) 

2100 年までにピークを迎え、その後減少 

■GCM 

MIROC(MIROC5) 

 日本(東京大学/NIES/JAMSTEC)モデル 

MRI(MRI-CGCM3.0) 

 日本(気象庁気象研究所)モデル 

GFDL(GFDL CM3) 

 米国(NOAA 地球物理流体力学研究所)モデル 

HadGEM(HadGEM2-E) 

 英国(気象庁ハドレーセンター)モデル 
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基本目標 5 学びやつながりを大切にするまちづくり 

 

(1) 現状と課題 

環境情報の提供に関する現状と課題 

本市においては、これまでも様々な環境施策を実施してきましたが、市民への認知度について

は充分ではありません。市民アンケートにおいても「知立市ごみの分け方」の作成・配布や７万

人クリーンサンデー等の取り組みについては、認知度が半数以上を超えていますが、それ以外は

「知らない・聞いたこともない」と回答するかたが半数以上の取り組みがほとんどであり、市民

や事業者を十分に巻き込めていません。情報提供を中心に、子どものころから積極的に環境につ

いて学ぶ機会の創出、多主体が連携・協働できる仕組みの創出などを図ることで、知立市が一丸

となって環境問題に取り組める体制づくりを進める必要があります。 

 
出典：市民アンケート（2016） 

知立市の実施している施策に対する認知度  
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(2) 施策の構成 

基本目標５における施策の構成を以下の通り設定します。 

 

施策分野 施策の概要 

5-1 環境に関する情報を 

 手に入れる 

市内の環境に関する現状や取り組み内容を積極的に発信し、市民が環境に関す

る情報に触れる機会を増やします。 

5-2 環境について学ぶ 
市民や子どもたちが環境について学ぶ機会を創出し、１人１人の環境意識を育

みます。 

5-3 多主体の連携・協働を 

 図る 
市民・事業者・行政が連携･協働して環境活動に取り組める機会を創出します。 

5-4 環境にやさしい行政を 

 目指す 

環境に優しいまちづくりを進めるため、行政活動や公共施設で率先して環境配

慮を実施します。 

 

(3) 成果指標 

環境活動に取り組む市民や団体がこれまで以上に増加するよう「環境美化推進員の委嘱人数」

「環境活動に取り組む団体数」を成果指標に設定します。どちらの目標も今後 10 年間で２倍以

上となるよう、情報提供や参画機会の増加を引き続き進めます。 

 

■成果指標（計画終了時に目標達成を目指す指標） 

成果指標 基準値（2013 年度） 目標値（2027 年度） 

環境美化推進員の委嘱人数 47 名 
100 名 

(113％増加) 

環境活動に取り組む団体数 ７団体 
15 団体 

(114％増加) 

 

■進捗管理指標（モニタリングにより計画の進捗状況を把握する指標） 

進捗管理指標 基準値 出典 

環境保全に関する補助金交付件数 
（浄化槽・住宅用地球温暖化対策設備・生ごみたい肥化事業） 

206 件 
知立の環境【2016 年版】 

清掃事業概要【2016 年度版】 

出前講座など環境学習機会数 ― 環境課調べ 

つながるネット*への加盟団体数 193 団体 ホームページより算出 

事業者環境活動の発信回数 ― （今後実施するもの） 

エコプラン目標達成項目数 1/7 項目 知立市エコプラン 

公共施設における太陽光発電導入量 68 kW 総務課・学校教育課調べ 
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(4) 主要施策の概要 

 

■実施施策一覧 

中項目 小項目 施策例 

5-1 
環境に関する 
情報を手に入れる 

(1)環境に関する情報発信 
□市内環境に関するモニタリング結果の公表 

□メール配信サービス等による緊急情報の発信 

(2)市民や事業者への助成情報の提供 □市民に対する身近な環境施策情報の発信 

5-2  
環境について学ぶ 

(1)子どものころから 
環境に親しむ機会づくり 

□保育園・小学校での環境学習の強化 

□学校におけるリサイクル活動の推進 

□地域や事業者と連携した環境学習機会の創出 

(2)市民・事業者の環境学習機会創出 

□環境に関する出前講座等の積極的な実施 

□環境美化推進員の拡大 

□各種学習機会に関する情報提供の強化 

5-3 
多主体の 
連携・協働を図る 

(1)環境活動団体との連携・支援 

□市民提案事業*の実施 

□市民活動団体が交流できる機会の創出 

□市民環境活動に対する安全対策の支援 

(2)市民・事業者との 
連携・協力体制の構築 

□事業者の取り組む環境活動の情報発信 

□広域連携による市民活動等の表彰制度の検討 

5-4 
環境にやさしい 
行政を目指す 

(1)行政活動における環境負荷の削減 

□知立市エコプランに基づく省エネ活動の展開 

□クールビス・ウォームビズの継続的な実施 

□環境に優しい電力および物品の調達 

(2)公共施設における環境配慮の促進 

□学校施設等における積極的な木材の活用 

□公共施設の効率的な更新と省エネ設備等の導入 

□透水性舗装*等の導入による災害対応力の強化 

 

 

 

     市内の小中学校における 

     太陽光発電設置の取り組み 

知立市では、市有施設の多くにおいて、耐震性等に問題がない範

囲において屋根貸しによる太陽光発電の設置を進めています。

2016年2月の時点で420kWの太陽光発電が設置されています。 

特に小中学校に設置されている太陽光発電では、単に発電だけで

なく、環境学習の一環への活用や、災害時の非常電源としての活用

を想定しています。 

  

出典：知立市ホームページ 

知立西小学校（北棟）の太陽光発電 
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(5) 重点協働プロジェクト 

 

重点・協働プロジェクト⑩ 

市民提案事業展開プロジェクト 
 

■市民提案事業とは？ 

知立市では、市民の視点から見た地域の

課題の解決に取り組むため、市民団体等が

積極的にまちづくりに参画し、行政と協働

してまちづくりを進めることができる取

り組みとして、2017 年度より『知立市輝く

まちづくり提案事業』を実施しています

（協働推進課）。これは、市民団体等から

直接事業を提案できることから、より市民

ニーズに合った事業を実施できる可能性

が期待されます。 

 

■プロジェクトの展開方法 

市民提案事業は、市民自らが公益的な観点から事業を提案するものであり、環境や福祉、ま

ちづくりなど様々な分野での展開が期待される事業です。環境分野を中心に他の分野とのつな

がりができ、団体等による環境活動が積極的になされるよう、関係課と連携し積極的な周知を

図ります。 

 

■市民・事業者・市に期待する役割 

市民 事業者 市 

□自らの発意で効果的な地域活

動に参加する 

□良い活動に対して、ＧＣＦを

通じて支援を行う 

□地域にとって望ましい活動に

対してＧＣＦや直接的に支援

を行う 

 

□市民が実施する地域活動に対

し、支援・補助を行う 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：知立市ホームページ 

市民提案事業の概要 
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第5章 計画の推進体制と進行管理 
 

5-1 計画の推進体制 

 

環境基本計画を推進するため、事業を確実に行うことのできる推進体制を整えるととともに、市

民や市民団体、事業者、行政機関などとの連携を積極的に実施します。 

 

(1) 関係部署との積極的な連携 

基本計画を着実に推進するため、各施策を環境課はじめ関係部署それぞれが責任を持って進め

ます。また、部署間の連携や情報共有を円滑に図るため、エコプラン推進員を設置します。 

 

(2) 関係行政機関との連携 

計画の推進にあたっては、他の行政機関と積極的な連携を行います。 

環境省はじめ国の行政機関等については、全国的な環境行政の方向性について情報共有を図り、

計画や施策の方向性について確認を行います。また、広域的に対策が必要な事項を中心に、愛知

県や周辺市町村と連携し効率的かつ効果的な対応を図ります。 

 

(3) 市民や事業者とのコミュニケーション 

広報、ホームページや SNS 等を積極的に活用するとともに、回覧板や市内小中学校での連絡

など、多様な方法でなるべく多くの市民や事業者に届く情報発信を心がけます。計画の進捗につ

いても積極的な情報発信に努め、市民のニーズをフィードバックする機会を創出します。 

 

(4) 審査機関の設置 

知立市環境基本条例第 20 条に基づく知立市環境審議会を設置し、計画の進捗状況の確認と、

必要な方向性の見直しや施策の改善等を図ります。 

 
計画の推進体制  
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5-2 計画の進行管理 

 

環境政策を適切に進めるため、PDCA サイクルを用いた進行管理を実施します。 

本計画に基づき、年次行動計画を毎年作成したのち、その年に必要な取り組みを実施しながら、

進め方や体制を適宜見直します。また、施策の実施結果をもとに、知立市の環境の現状「知立の環

境」「実績報告書」を作成し、環境審議会に諮りながら次年度以降の実施内容を見直すことを継続的

に実施します。 

なお、「知立の環境」「実績報告書」等については、市民への情報公開を行うことを前提に、分か

りやすくとりまとめを行います。 

 

 

 
計画の進行管理
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第6章 資料編 
 

(1) 環境基本計画の策定経緯 

 

年月日 内  容 

2016 年 

 10 月 7 日～28 日 
市民及び事業所アンケートの実施 

2017 年 

 1 月下旬～2月下旬 
団体・事業者及び庁内ヒアリング 

 5 月 31 日 
第 1回知立市環境審議会 

 ・前計画のふりかえり及び基本方針の審議 

 8 月 2 日 

第 2回知立市環境審議会 

 ・第 2次知立市環境基本計画の策定について（諮問） 

 ・計画の基本施策及び目標に関する審議 

 9 月 4 日 
第 3回知立市環境審議会 

 ・施策及び進行管理に関する審議 

 10 月 2 日 
第 4回知立市環境審議会 

 ・第 2次知立市環境基本計画（案）について 

 10 月 14 日～11 月 12 日 パブリックコメントの実施 

 11 月 14 日 
第 5回知立市環境審議会 

 ・第 2次知立市環境基本計画の策定について（答申） 

 12 月 知立市議会 12 月定例会上程 
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(2) 環境基本計画に関する住民および事業者アンケート調査の概要 

 

本計画の策定にあたって、市民や事業者における環境意識や行動の実態把握のために市民や事業

者の皆さまにアンケート調査を実施しました。約 800 名の市民および 70 の事業者にご協力いただ

き、環境活動や環境意識の実態、環境政策に対するニーズを把握しました。 

 

項 目 概 要 

調査時期 2016 年 10 月 7 日～28 日 

調査方法 郵送配布、郵送・WEB 回収 

アンケート対象 知立市内に居住する 20 歳以上の男女 

アンケート配布数 2,000 人 

アンケート回収数・回収率 
回収数：810 人【郵送回収：753 人／WEB 回収：57 人】 

回収率：40.5% 

対象者の抽出方法 
2016 年 8 月末時点の住民基本台帳より、 

人口比率に基づき町丁目単位で無作為抽出 

アンケート項目 

①個人属性 

②最近の環境問題について感じること 

③現在取り組んでいる環境配慮行動 

④知立市の環境施策に関する認知度 

⑤知立市が目指すべき将来環境像と施策ニーズ 

⑥環境施策を実施するにあたって重要なこと 

市民アンケート調査の実施概要 

 

項 目 概 要 

調査時期 2016 年 10 月 7 日～28 日 

調査方法 郵送配布、郵送・WEB 回収 

アンケート対象 知立市内の事業所 

アンケート配布数 200 事業所 

アンケート回収数・回収率 
回収数：72 事業所【郵送回収：69／WEB 回収：3】 

回収率：36.0% 

対象者の抽出方法 
知立市商工会ホームページに記載されている事業者一覧よ

り無作為抽出 

アンケート項目 

①事業所概要 

②環境問題に対する対応状況 

③環境問題に対する取り組み意向 

④知立市が目指すべき将来環境像と施策ニーズ 

⑤環境計画を策定するにあたっての協力意向 

事業者アンケート調査の実施概要 
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(3) 二酸化炭素排出量推計方法および条件について（2014 年 3 月策定からの変更） 

 

2014 年 3 月に策定された知立市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）から現在までに、環境

省の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」改定ならびに用いる統計デー

タの遡り修正等により、2011 年以前の二酸化炭素排出量推計結果も変更しています。 

主な変更点を以下の通り示します。 

 

項 目 概 要 

都道府県別エネルギー消費統

計における推計方法の変更 

【産業部門、業務その他部門】 

産業部門および業務その他部門石炭・石炭製品・石油製品起因の二

酸化炭素排出量算出に用いる都道府県別エネルギー消費統計の 2014

年度公表分作成に伴い、1990 年度まで遡り改定が行われたため、それ

に伴い 1990 年からの二酸化炭素排出量を再計算しています。 

 

なお、2014 年度公表値からの都道府県別エネルギー消費統計の変

更点は以下の通りです。変更内容の詳細については、「都道府県別エネ

ルギー消費統計の推計方法とその変更について」（資源エネルギー庁、

2016 年 12 月）に掲載されています。 

 

①総合エネルギー統計の改訂に伴う推計方法及び表章の変更 

②石油等消費動態統計事業所内のエネルギー転換の表現の変更 

③集計対象範囲の変更 

④同一事業所内で２以上の事業を行う場合の重複処理の変更 

⑤家庭・運輸のエネルギー消費における補正方法の精緻化 

対県比率の指標変更 

【産業（農業）部門】 

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」の改定

ならびに市町村別農業生産額の非公表化に伴い、農業部門における産

業規模の対県比率算出指標を農業生産額から農業従業者数に変更して

います。 

農業従業者数は愛知県、知立市ともに愛知県統計年鑑に示される数

値を用いています。 

運輸部門における車種別原単

位算出範囲の変更 

運輸部門における活動量算出のための車種別原単位（運行率、運行車

両あたりトリップ数、トリップあたり距離）の算出にあたっては、知立市のみで

はデータの信頼性が確保できません。そのため、前計画では 7 車種それ

ぞれで近隣市町村を拡大し、信頼できるデータを使用しています。 

本計画では、データの信頼性を確保しつつもモニタリングの継続性と拡大

の考え方を統一するため、拡大範囲を 2 つの区分としました。 

 

①隣接する鉄道沿線地区（岡崎市・安城市・刈谷市・豊明市・大府市）

【小型車、乗用車、バス、小型貨物車、普通貨物車】 

②三河地域全市町村【バス及び特殊車両】 

 

二酸化炭素排出量推計方法の主な変更点（2014 年 3 月策定計画からの変更） 
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(4) 関係条例 

 
○知立市環境基本条例 

平成 19 年３月 27 日条例第 10 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策（第７条―第 10 条） 

第３章 環境の保全及び創造に関する推進施策（第 11 条―第 19 条） 

第４章 環境審議会（第 20 条） 

 

附則 

私たちのまち知立市は、豊かな水と緑をたたえて生き物を育む逢妻川、猿渡川が流れ、平坦な地形のうえに田園

風景が各地に広がっており、貴重な自然環境が残されています。また、宿場町として栄えた歴史と文化を背景に、

公園、旧街道、神社、仏閣などにけやき、まつ、いぶきなどの樹木やかきつばた、はなしょうぶなどの草花が守り

育てられており、私たちの憩いの場を生み出しています。 

このような水と緑と文化に恵まれた環境に支えられながら、私たちのまちは心豊かに暮らせる住宅都市として、

また、西三河地域の交通の要衝として、今日まで着実な発展を遂げてきました。 

しかしながら、私たちの暮らしが快適で便利になるとともに、都市化の進展や産業の発展に伴い環境への負荷がも

たらされ、将来にわたって良好な環境を維持することが次第に難しくなってきています。 

私たちは、これまでの良好な環境を保持するための取組を一層推進するとともに、生態系に配慮し、地域特性を生

かしつつ、将来にわたって健康で文化的な生活を守るような環境の保全及び創造を目指して取り組んでいく必要が

あります。 

このような認識のもと、私たちすべての者が協働して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の実現を目指し、ここに、この条例を制定し

ます。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにする

とともに、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、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し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを

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) 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、健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(３) 公害 環境の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に係る被害が生ず

ることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むために、恵み豊かな環境を確保するとともに、

これ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 環境の保全及び創造は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することにより、人

と自然とが共生でき、持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として行われなければならない。 

３ 地球環境の保全は、地域における事業活動及び日常生活が地球環境に影響を及ぼすものであることを認識し、

すべての事業活動及び日常生活において市、市民及び事業者の協働により、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、基本理念にのっとり、地域の自然的社会的条件に応じた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、及び実施しなければならない。 

２ 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への負荷の低減に努めなければならない。 
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（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低

減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創

造に関する施策に協力するように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６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

び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとと

もに、その事業活動において再生資源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、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境

の保全及び創造に関する施策に協力するように努めなければならない。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（施策の策定等に係る基本方針） 

第７条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とし

て、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(１) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全及び創造され、並びに自然環境が適正に保全及び創造されるよう、

大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。 

(２) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、農地、水辺地

等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全及び創造されること。 

(３) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした環境が創造されること。 

(４) 資源の循環型利用を推進し、エネルギーの有効利用を図るとともに廃棄物の減量の推進が図られること。 

(５) 地球の温暖化防止等の地球環境の保全が図られること。 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、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、知立市環境基本計画（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) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の方向 

(２) 前号に掲げるもののほか、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、市民及び事業者の意見を環境基本計画に反映することができるよ

うに必要な措置を講ずるとともに、第 20 条に規定する知立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、速やかに、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。 

（環境基本計画との整合） 

第９条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整

合を図るように努めなければならない。 

（年次報告書の作成等） 

第 10 条 市長は、環境基本計画に基づき実施された環境の保全及び創造に関する施策の状況について年次報告書を

作成し、これを公表しなければならない。 

 

第３章 環境の保全及び創造に関する推進施策 

（公害の防止等） 

第 11 条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止、廃棄物の適正処理等に関して必要な措

置を講ずるものとする。 

（環境の保全及び創造に資する施設の整備等） 

第 12 条 市は、環境の保全及び創造に資する公共的施設の整備を推進するとともに、これらの施設の適切な利用の

促進に努めるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第 13 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品等の利用が促進されるように、必要な

措置を講ずるものとする。 

（地球環境の保全） 

第 14 条 市は、地球環境の保全に資するため、地球温暖化の防止等に関する施策の推進に努めるものとする。 

 

（環境教育及び環境学習の推進） 

第 15 条 市は、市民及び事業者又はこれらの者が組織する民間の団体（以下「市民等」という。）が環境の保全及び

創造について理解を深めるため、学校、職場、家庭等を通じて、環境に関する教育及び学習の推進に努めるものと

する。 
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（自発的な活動の促進） 

第 16 条 市は、市民等が自発的に行う環境美化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関す

る活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境情報の提供） 

第 17 条 市は、市民等が環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全及

び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

（調査、監視等の整備） 

第 18 条 市は、環境の状況を把握し、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とともに、

当該施策を適正に実施するために、監視等の体制の整備に努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 19 条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び他の

地方公共団体と協力して行うように努めるものとする。 

 

第４章 環境審議会 

第 20 条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137

号）第５条の７の規定に基づき、知立市環境審議会（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、次に掲げる事項を調査及び審議する。 

(１) 環境基本計画に関する事項 

(２) 一般廃棄物の減量等に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項 

３ 審議会は、委員 10 人以内で組織する。 

４ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 各種団体及び事業所を代表する者 

(３) 公募市民 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) その他市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任を妨げないものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

（知立市廃棄物減量・環境保全審議会条例の廃止） 

２ 知立市廃棄物減量・環境保全審議会条例（平成 14 年知立市条例第 15 号）は、廃止する。 

（知立市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

３ 知立市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48 年知立市条例第 14 号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「知立市廃棄物減量・環境保全審議会」を「知立市環境基本条例（平成 19 年知立市条例第 10 号）第

20 条に規定する知立市環境審議会」に改める。 
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○知立市環境審議会規則 
平成 19 年３月 27 日規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、知立市環境基本条例（平成 19 年知立市条例第 10 号）第 20 条第７項の規定に基づき、知立市

環境審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が任命する。 

４ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会は会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席が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。 

（関係者の出席） 

第４条 会長は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理をする。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

  



 

- 55 - 

 

○知立市環境美化推進条例 
平成 23 年３月 25 日条例第９号 

（目的） 

第１条 この条例は、市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに動物のふん害を防

止するとともに、地域の環境美化の推進及び快適な生活環境の保全を図り、もって清潔で美しいまちづくりに資

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、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。 

(２) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

(３) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。 

(４) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、

投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。 

(５) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第 44 条第４項各号に掲げる動物をいう。 

(６) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、池沼その他の公共の用に供する場所（以下「公共の場所」という。）

及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建築物その他の工作物をいう。 

(７) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、地域の環境美化の推進及び快適な生活環境の保全に関する必要な施策を策定し、実施するものとす

る。 

２ 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民及び事業者又はこれらの者が組織する民間の団体（以

下「市民等」という。）の適切な参加の方策を講ずるよう努めなければならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、互いに助言し、協力し合い、自主的な活動により、地域の環境美化を推進し、快適な生活環境

を保全するよう努めるものとする。 

２ 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（環境美化推進市民行動の日） 

第５条 清潔で美しいまちづくりについて市民等の関心と理解を深めるため、環境美化推進市民行動の日（以下「市

民行動の日」という。）を設ける。 

２ 市民行動の日は、毎年６月の第１日曜日とする。 

３ 市は、市民行動の日には、市民等の参加による事業を実施するものとする。 

（空き缶等及び吸い殻等の放置及び投棄の禁止） 

第６条 何人も、空き缶等又は吸い殻等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。 

（回収容器の設置及び管理） 

第７条 自動販売機（規則で定める自動販売機を除く。）により飲食物を販売する者は、空き缶等が散乱しないよう

規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。 

（ふんの放置及び投棄の禁止） 

第８条 何人も、その飼養し、又は保管する動物のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。 

（犬及び猫の管理） 

第９条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等

により制御しなければならない。 

２ 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を屋内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。 

（土地の管理） 

第 10 条 土地（知立市あき地環境保全条例（平成４年知立市条例第 22 号）第２条第１項に規定するあき地に該当

する土地を除く。以下同じ。）を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地が廃棄物、雑草その他の物により

著しく周辺の環境を損なわないよう当該廃棄物、雑草その他の物を適正に処理するとともに、市が実施する環境

美化の推進及び快適な生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

（環境美化指導員） 

第 11 条 市長は、次に掲げる事項を行わせるため、環境美化指導員を置く。 

(１) 第 13 条及び第 14 条の規定による指導、勧告及び命令に関すること。 

(２) 地域の環境美化に係る報告、普及、啓発等に関すること。 

（環境美化推進員） 

第 12 条 市長は、市民等のうちから環境美化推進員を選任し、前条第２号に掲げる事項を委嘱することができる。 
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（指導及び勧告） 

第 13 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ず

るよう指導又は勧告をすることができる。 

(１) 第６条の規定に違反して空き缶等又は吸い殻等を放置し、又は投棄した者 

(２) 第７条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に維持管理しない者 

(３) 第８条の規定に違反してふんを放置し、又は投棄した者 

(４) 第９条第１項の規定に違反してその飼養し、又は保管する犬を引き綱等により制御しないで公共の場所におい

て移動し、又は運動させた者 

(５) 第 10 条の規定に違反してその所有し、占有し、又は管理する土地の廃棄物、雑草その他の物を適正に処理し

ない者 

（命令） 

第 14 条 市長は、前条第１号から第３号までに掲げる者が同条の指導又は勧告を受けて当該指導又は勧告に従わな

いときは、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。 

（公表） 

第 15 条 市長は、第 13 条第２号に掲げる者が前条の規定による命令を受けて当該命令に従わないときは、規則で

定めるところにより、その旨を公表することができる。 

（委任） 

第 16 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第 17 条 第 13 条第１号又は第３号に掲げる者で第 14 条の規定による命令に違反したものは、５万円以下の罰金に

処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23 年 10 月１日から施行する。 

（知立市空き缶等散乱防止条例の廃止） 

２ 知立市空き缶等散乱防止条例（平成７年知立市条例第 43 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前にした前項の規定による廃止前の知立市空き缶等散乱防止条例第４条第２項の規定に違反す

る行為に対する勧告及び公表の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

 



 

- 57 - 

用語集 

【地球温暖化・温室効果ガス】 

○二酸化炭素・水蒸気・メタン・亜酸化窒素・オゾン・フロンガス等は、太陽からの日射エネル

ギーをほぼ完全に透過させる一方、逆に地表から再放射される赤外線を途中で吸収して宇宙空

間に熱を逃がさない効果を持っている。この効果はちょうど、温室のガラスが光を通しても熱

を逃がさない役目を持っていることにたとえて「温室効果」と呼ばれ、温室効果をもつ気体は

「温室効果ガス」と呼ばれている。 

【気候変動】 

○長い地球の歴史の間に、たとえばある時代は暖かく、ある時代は寒くといったように、気候は

波を描いて絶えず変化しており、これを気候変動という。気候変動の要因には自然の要因と人

為的な要因があり、自然の要因には大気自身に内在するもののほか、特に地球表面の７割を占

める海洋は、大気との間で海面を通して熱や水蒸気などを交換しており、海流や海面水温など

の変動は大気の運動に大きな影響を及ぼす。一方、人為的な要因には人間活動に伴う二酸化炭

素などの温室効果気体の増加や森林破壊などがあり、二酸化炭素などの温室効果気体の増加は、

地上気温を上昇させ、森林破壊などの植生の変化は水の循環や地球表面の日射の反射量に影響

を及ぼす。近年は大量の石油や石炭などの化石燃料の消費による大気中の二酸化炭素濃度の増

加による地球温暖化に対する懸念が強まり、人為的な要因による気候変動に対する関心が強ま

っている。 

【生物多様性】 

○生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。ただ生きものの数や種類が多ければよいという

ものではない。自然環境の悪化に伴い、この生物の多様性がこれまでにない早さで刻一刻と失

われつつあるため、1993 年に国際条約である「生物多様性条約」が発効され、現在我が国を含

む 194 の国と地域において、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

ルの多様性を保全する取り組みが進められている。 

【生物多様性地域戦略】 

○生物多様性の保全と持続可能な利用を推進するためには、各地域の自然的社会的条件に応じた

きめ細やかな取組が必要であることから、生物多様性基本法（2008 年 6 月施行）に基づき、

地方公共団体が策定するもの。この戦略には、「対象となる区域」「目標」「総合的かつ計画的に

講ずべき施策」「その他、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」を記載することとさ

れている。 

【JBO2】 

○環境省が 2014 年に「生物多様性及び生態系サービスの総合評価に関する検討会」を設置し、

2014 年度及び 2015 年度の２カ年にわたり評価を行った上で、作成した「生物多様性及び生態

系サービスの総合評価報告書」（JBO2: Japan Biodiversity Outlook 2）。日本における生物多

様性及びこれによってもたらされる生態系サービス等について、その状態や変化、さらには変

化に与える要因等について、現時点で可能な水準の評価結果をとりまとめたもの。 
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【地球温暖化対策実行計画】 

○地球温暖化は、世界共通の問題としてその解決に向けて取り組んでいくものとして、「地球温暖

化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体が策定するもの。この計画は大きく分け

て「事務事業編」と「区域施策編」から構成される。 

「事務事業編」は全ての都道府県及び市町村に策定が義務付けられ、当該団体の事務及び事業

に関し、温室効果ガス排出の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画、

「区域施策編」は全ての都道府県、指定都市及び中核市に策定が義務付けられ、その区域の自

然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策を定める計画である。 

【エコプラン推進員】 

○市職員自ら率先して環境に配慮した前向きな取り組みを推進することにより、市民や事業者の

自主的な取り組みを推進すること等を目的に策定した「知立市エコプラン」での取り組みを推

進する市職員で、各課等に配置される。所属課等の取り組みを推進し、新規採用等で新たに配

属された職員への周知徹底を図る。 

【再生可能エネルギー】 

○太陽光や太陽熱、水力・風力・バイオマス・地熱など、一度利用しても比較的短期間に再生が

可能であり、資源が枯渇しない、石油等に代わるクリーンなエネルギー。 

【３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)】 

○天然資源の消費を抑え環境への負荷を減らす循環型社会の実現に向け、国が策定した「循環型

社会形成推進基本計画」(2003 年)に、廃棄物の発生を抑制する「リデュース」、使用済みの製

品を再使用する「リユース」、廃棄物を原材料にして別の製品を作る「リサイクル」の３つが「３

Ｒ」として位置づけられている。 

【環境基準】 

○環境基本法では、第 16 条で「政府は、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、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準を定めるものとする。」としており、この基準が環境基準とよばれる。環

境基準は、行政上の目標であって、公害行政を進めていく上での指針となる。 

【環境教育・環境学習】 

○環境汚染や自然保護をはじめ、食料・石油・鉱物などの資源、電気・熱などのエネルギーのほ

か、ごみ・廃棄物(処理)、リサイクル、人口、動植物、空気、水、土、光、音、公害、美化、

開発、健康、歴史、文化など多岐にわたり持続可能な社会実現のための認識を深め、体験を通

じて、自ら考え・調べ・学び・行動することまでの幅広い知識、景観を教育・学習することを

いう。「環境教育」という用語は、1948 年の国際事前保護連合(IUNC)の設立総会で 初に用い

られたと言われている。また、環境ケアに向けての行動は、上から押し付けられるものではな

く、学習者自らのアクション・リサーチにより達成されるとの考えから、「環境教育」ではなく

「環境学習」という用語も近年多用されている。 
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【廃棄物部門・運輸部門・民生部門・産業部門】 

○二酸化炭素排出量は排出部門別に算定することとされており、各部門は以下のように定義され

ています。 

廃棄物部門：一般廃棄物、産業廃棄物(廃プラスチック･廃油等、化石燃料起源のものに限

る)の処理のエネルギー消費を表現する部門。 

運輸部門 ：乗用車・トラック・鉄道・船舶・航空機などのエネルギー消費を表現する部

門。 

民生部門 ：住居、オフィスビル，商業施設，宿泊施設，病院，官公庁などのエネルギー

消費を表現する部門。なお、家庭部門と業務その他部門に細別されることも

あり、家庭部門は主に住宅や自家用車でのエネルギー消費、業務その他部門

は事務所や病院、店舗などで消費したエネルギー消費を表現する部門。 

産業部門 ：製造業、建設業、農林水産業などのエネルギー消費を表現する部門。工場･事

業所の内部のみで人･物の運搬･輸送に利用したエネルギー源の消費を計上

し、工場･事業所の外部での人･物の運搬･輸送に利用したエネルギー源は運輸

部門に計上。 

【高効率給湯器】 

○エネルギーの消費効率に優れた給湯器。従来の瞬間型ガス給湯機に比べて設備費は高いが、二

酸化炭素排出削減量やランニングコストの面で優れている。潜熱回収型・ガスエンジン型・CO2

冷媒ヒートポンプ型などがある。 

【再開発】 

○都市中心部において、土地の有効利用を図るために、既存の建築物を取り払って、新たな構想・

配置のもとに開発し直すこと。 

【立地適正化計画】 

○人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快

適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とするま

ちづくりを実現するため、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の

誘導により、コンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携によるまちづくりを進めてい

くための計画。 

【首長誓約】 

○日本版「首長誓約」とは、地域創生と地球貢献を実現するため、首長のイニシアティブにより、

「エネルギーの地産地消」「温室効果ガスの大幅削減」「気候変動への適応」の３つの取り組み

を一体として推進する取り組み。西三河５市(岡崎市、豊田市、安城市、知立市、みよし市)が

日本第１号として 2015 年 12 月に首長誓約を行っている。なお、日本版「首長誓約」は、EU(欧

州連合)の「市長誓約」の仕組みをモデルとしている。 

 

 



 

- 60 - 

 

【クールシェア・ウォームシェア】 

○各自が分散して住宅や室内でエアコンを使用するのではなく、なるべく集まって涼しい(暖か

い)場所で時間を共有する取り組み。東日本大震災後、産業部門への電力消費制限令が出された

が、家庭への対策はなかったため、家庭でのエアコン使用を減らすアイデアとして提案された。 

【緑のカーテン】 

○夏の暑さ対策の１つ。室内の温度上昇を防ぐために、建物の壁や窓、窓周辺の地面を直射日光

から遮るように、ゴーヤやヘチマ、アサガオなどのつる性植物を繁茂させる。植物が根から吸

った水分を葉から蒸発するので、周りの熱を奪う効果もあるとされる。 

【環境家計簿】 

○毎日の生活の中で環境に関係する出来事や行動を家計簿のように記録し、家庭でどんな環境負

荷が発生しているかを家計の収支計算のように行うもの。とくに決まった形式はないが、毎月

使用する電気、ガス、水道、ガソリン、燃えるごみなどの量に二酸化炭素排出係数を掛けて、

その家庭での二酸化炭素排出量を計算する形式のものが多い。 

【次世代自動車】 

○ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)、燃料電池車、クリーンディーゼル車など、従来の自動

車より二酸化炭素排出量が少ない自動車。国では、2020 年までに新車乗用車の２台に１台の割

合で導入する目標を掲げている。 

【パーク・アンド・ライド】 

○都市部や観光地などの交通渋滞の緩和のため、末端交通機関である自動車等を郊外の鉄道駅ま

たはバス停に設けた駐車場に停車させ、そこから鉄道や路線バスなどの公共交通機関に乗り換

えて目的地に行く方法。 

【環境認証(制度)】 

○事業者が自主的に環境保全に関する取り組みを進めるにあたり、環境に関する方針や目標等を

自ら設定し、これらの達成に向け取り組んでいくマネジメントシステムを構築し、外部機関に

認証してもらう。ISO14001 やエコアクション 21 などの制度が有名である。 

【市民農園】 

○農業者以外の都市住民がレクリエーションや生きがいを目的に、野菜などを栽培する小面積に

区分された農地。2005 年に施行された改正特定農地貸付法により、自治体や農協以外の個人・

団体も市民農園を開設できるようになった。 

【外来種・特定外来生物】 

○もともと生息していなかった地域に、人の手で他の地域から入ってきた動植物。地域の生態系

や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼす、または及ぼすおそれがあると認められ

る外来種を、特定外来生物として指定し、その飼養・栽培・保管・運搬・輸入といった取扱い

を規制している。オオクチバスやアライグマ、近年ではセアカゴケグモやヒアリが有名である。 



 

- 61 - 

 

【緑の基本計画】 

○市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画。 

都市緑地法第４条に定めがあり、これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に

実施することができるとしている。 

【緑化地域制度】 

○良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区において、都市計画の地域地区として

「緑化地域」を指定し、一定規模以上の敷地面積の建築物の新築・増築に対し、敷地面積の一

定割合以上の緑化を義務付けるもの。 

【生産緑地】 

○「生活環境機能及び公共施設等の敷地の用に供する土地として適している」「面積が一団で 500

㎡以上の農地等」「農林漁業の継続が可能」な三大都市圏の市街化区域内の農地のうち、農地等

所有者が同意する農地について、都市計画の地域地区として「生産緑地地区」を指定し、農地

等として存続を図るもの。生産緑地として指定をすることで、農地等所有者は、固定資産税等

の税制上の優遇措置を受けることができるが、建築物等の新築・改築・増築や宅地の造成など

の土地の形質の変更などの行為について、制限を受ける。 

【溶融スラグ】 

○ごみやごみを焼却した灰を高温で溶かし(溶融)、灰に含まれるダイオキシン類を分解し、重金

属を封じ込め、水で急速に冷すことにより生成される安全なガラス状固化物を溶融スラグとい

う。溶融スラグは、砂状のガラス質であるため、砂の替わりとして建設資材に利用することが

でき、天然資源の保護および 終処分場の延命化等、環境への負荷を低減した循環型社会の構

築が図れる材料として、建設資材に有効利用される。 

【環境美化推進員】 

○知立市環境美化推進条例第 12 条により選任された市民。地域の環境美化に係る報告・普及・

啓発活動を行って頂く。市内在住、在勤の 20 歳以上の人で、地域の環境美化普及啓発活動に

理解があり、継続的かつ積極的に活動できる方を募集・委嘱している。 

【モニタリング】 

○地域の環境の状況について、継続的あるいは定期的に調査・監視を実施すること。 

【光化学スモッグ】 

○大気中で高濃度になった光化学オキシダント(オゾンなど)が主な原因。車や工場が排出する窒

素酸化物などが、太陽光を浴びて化学反応を起こして生じる。ごく細かい微粒子も同時にでき

るため、もやがかかったような状態になる。目やのどの粘膜を刺激したり、農産物に悪影響を

与えたりするおそれがある。 
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【食育】 

○様々な経験を通じて、食に関する知識と、バランスの良い食を選択する力を身に付け、健全な

食生活を実践できる力を育むこと。文部科学省では、近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食

生活の乱れや肥満・痩身傾向など子どもたちの健康を取り巻く問題の深刻化や、食を通じた地

域理解や食文化の継承、自然の恵みや勤労の大切さなどを理解することの重要性を踏まえ、食

に関する指導の充実に取り組んでいる。また、学校における食育の生きた教材となる学校給食

の充実を図るため、より一層の地場産物の活用や米飯給食の充実を進めている。 

【つながるネット】 

○刈谷市、知立市、高浜市、東浦町が市民活動活性化のために開いたサイトで、運営は各市町が

行っている。 登録している様々な市民活動団体などの活動内容やイベントをこのサイトで紹介

するとともに、このサイトを通して、団体情報の検索やイベント参加申込みなどができる。

(http://tsunagaru.genki365.net/index.html) 

【市民提案事業】 

○市民の視点から見た地域の課題の解決に取り組むため、市民が積極的にまちづくりに参画し、

市民と行政が協働してまちづくりを進めることができるよう、市民活動を市が支援する制度で、

３名以上で構成されている団体、営利を目的とせず自主的に公益的な活動をする団体、今後も

引き続き市内で活動を行う団体が対象である。 

【透水性舗装】 

○雨水を舗装内部に浸透させ地中内部に流しこむタイプの舗装。主に歩道や駐車場・公園などで

利用され、雨水が直接地中内部に浸透するため、植生・地中生態が自然環境に近い状態になり

環境改善等の効果がある。蓄熱性が小さく夏場はアスファルト舗装よりも表面温度は低くなる。 

【RCP シナリオ】 

○気候変動の予測を行うためには、放射強制力（地球温暖化を引き起こす効果）をもたらす大気

中の温室効果ガス濃度等がどのように変化するかシナリオを用意する必要がある。RCP

（Representative Concentration Pathways：代表濃度経路）シナリオとは、政策的な温室効

果ガスの緩和策を前提として、将来の温室効果ガス安定化レベルとそこに至るまでの経路のう

ち代表的なものを選んだものである。RCP に続く数値が大きいほど 2100 年における放射強制

力が大きく、RCP2.6（低位安定化シナリオ）とは将来の気温上昇を 2℃以下に抑えるという目

標を達成するために作成されたシナリオ、RCP8.5（高位参照シナリオ）とは 2100 年における

温室効果ガス排出量の 大排出量にあたるシナリオである。 

【気候モデル(GCM)】 

○気候モデルとは、気候を構成する大気、海洋等の中で起こることを、物理法則に従って定式化

し、コンピュータの中で擬似的な地球を再現しようとする計算プログラムのことをいう。世界

全体を網の目に区切り、その格子点ごとに気温、風、水蒸気の時間変化を計算することにより、

将来の気候変化を予測する。






	空白ページ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




