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環境保全課 

現                  行 改         正         後 

 第 2 章 環境の現状と課題           

１ 環境の現状                      

１ 社会環境の現状 

（１）人口 

 本市の平成20年10月1日現在の総人口は138,613人、総世帯数は

49,361世帯となっています。１世帯当たりの人員は、2.8人です。年

齢別人口構成の推移は下表のとおりで、平成20年10月1日現在、年

少人口（15歳未満）は20,103人（総人口の14.5％）、生産年齢人

口（15歳以上65歳未満）は91,234人（同65.8％）、老年人口（65

歳以上）は27,276人（同19.7％）となっています。 

今後、国内人口と同様に本市の人口も減少すると予想され、平成29

年には約133,500人へ減少し、また、少子高齢化の傾向から本市人口

の４人に１人が高齢者になると想定されます。 

 

 第２章 環境の現状と課題              

１ 環境の現状                        

１ 社会環境の現状 

（１）人口 

 本市の平成24年10月1日現在の総人口は138,395人、総世帯数は

51,397世帯となっています。１世帯当たりの人員は、2.7人です。年齢別

人口構成の推移は下表のとおりで、平成24年10月1日現在、年少人口（15

歳未満）は19,393人（総人口の14.0％）、生産年齢人口（15歳以上65

歳未満）は88,019人（同63.6％）、老年人口（65歳以上）は30,983人

（同22.4％）となっています。 

今後、国内人口と同様に本市の人口も減少すると予想され、平成29年に

は約133,500人へ減少し、また、少子高齢化の傾向から本市人口の４人に

１人が高齢者になると想定されます。 
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（２）土地利用 

平成18年における土地利用の内訳（地目別面積の構成）をみると、水

田が市域面積の23.7％、畑が21.7％と、農地が全体の45.4％を占め、

次いで道路面積が17.4％、住宅地面積が17.0％となっています。 

これまでは人口の増加や産業活動に伴い、都市的土地利用が進展してきま

したが、将来的には人口減少に伴う土地利用の変化も想定されます。 

 

（２）土地利用 

平成24年における土地利用の内訳（地目別面積の構成）をみると、

水田が市域面積の22.8％、畑が19.4％と、農地が全体の42.2％を占

め、次いで住宅地面積が16.9％、道路面積が12.9％となっています。 

これまでは人口の増加や産業活動に伴い、都市的土地利用が進展してき

ましたが、将来的には人口減少に伴う土地利用の変化も想定されます。 
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（３）交通 

本市の交通体系は、道路及び鉄道により構成されています。 

現況では道路交通体系として、南北軸に国道155 号線、西尾張中央道、

名古屋岐阜線が、東西軸に南大通線、馬飼稲沢線がそれぞれ供用されてい

ます。 

また、鉄道交通体系として、市域東部を南北に縦断する形でJR 東海道

本線、名鉄名古屋本線が、市域西部には名鉄尾西線が通っています。 

一方、本市の保有自動車数をみると、平成 19 年現在では 92,482 台と

なっています。１世帯当たりの自動車保有台数は 1.9 台であり、過去３

年間ではほぼ横ばいとなっています。 

（３）交通 

本市の交通体系は、道路及び鉄道により構成されています。 

現況では道路交通体系として、南北軸に国道155 号線、西尾張中央

道、名古屋岐阜線が、東西軸に南大通線、馬飼稲沢線がそれぞれ供用さ

れています。 

また、鉄道交通体系として、市域東部を南北に縦断する形でJR 東海

道本線、名鉄名古屋本線が、市域西部には名鉄尾西線が通っています。 

一方、本市の保有自動車数をみると、平成 24 年度現在では 92,947

台となっています。１世帯当たりの自動車保有台数は 1.8 台であり、

過去３年間ではほぼ横ばいとなっています。 
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（４）産業・観光 

平成 17 年における産業大分類別の就業者数の割合をみると、第１次産

業人口（農林漁業）は 6.5%、第２次産業人口（建設業、製造業）は 32.1%、

第３次産業人口（電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小

売業・飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業、公務他）は 59.0％

となり、第３次産業が最も多くなっています。 

 

一方、市内には、国府宮神社や矢合観音、各種文化財などの歴史を活か

した観光資源※や木曽川河川敷（国営木曽三川公園ワイルドネイチャープ

ラザ、県営木曽川祖父江緑地）、いちょう並木、日光川・須ヶ谷川桜づつ

みなど（桜ネックレス）の地域資源※があり、日帰り観光が中心となって

います。本市には、国府宮神社のはだか祭を始めとした多くの祭があり、

内外から多くの観光客が訪れています。 

（４）産業・観光 

平成 22 年における産業大分類別の就業者数の割合をみると、第１次

産業人口（農林漁業）は 4.8%、第２次産業人口（建設業、製造業）は

29.3%、第３次産業人口（電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信

業、卸売・小売業・飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業、公

務他）は 59.1 となり、第３次産業が最も多くなっています。 

 

一方、市内には、国府宮神社や矢合観音、各種文化財などの歴史を活

かした観光資源※や木曽川河川敷（国営木曽三川公園ワイルドネイチャ

ープラザ、県営木曽川祖父江緑地）、いちょう並木、日光川・須ヶ谷川

桜づつみなど（桜ネックレス）の地域資源※があり、日帰り観光が中心

となっています。本市には、国府宮神社のはだか祭を始めとした多くの

祭があり、内外から多くの観光客が訪れています。 
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（５）歴史・文化 

本市は、古くは国府が置かれ、政治の拠点として栄えた地域です。ま

た、中世から残る豊かな仏教美術や、人々の営みから生れた祭りやさま

ざまな文化は、貴重な文化財として、数多く残されています。指定文化

財は、県内有数の文化財集中地区にふさわしく、国指定重要文化財※23

件、県指定文化財 34 件、市指定文化財 133 件の計 190 件を数えます。

また、市民により大切に守られている未指定の貴重な文化財も数多くあ

ります。 

（５）歴史・文化 

本市は、古くは国府が置かれ、政治の拠点として栄えた地域です。ま

た、中世から残る豊かな仏教美術や、人々の営みから生れた祭りやさま

ざまな文化は、貴重な文化財として、数多く残されています。指定文化

財は、県内有数の文化財集中地区にふさわしく、国指定重要文化財※24

件、県指定文化財 34 件、市指定文化財 134 件の計 192 件を数えます。

また、市民により大切に守られている未指定の貴重な文化財も数多くあ

ります。 
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（６）公共公益施設 

住民の身近な憩いの場となる公園・緑地の整備状況は、地区公園が2か

所、近隣公園が２か所、街区公園が34か所、都市緑地が１か所、運動公

園が1か所、広域公園（県営）が1か所、国営公園が1か所、広場公園が6

か所となっています。 

平成19年３月31日現在、本市の人口１人当たりの公園整備水準は

3.94㎡となっています。愛知県の人口１人当たりの公園整備水準は7.01

㎡（平成19年３月31日現在）となっており、県の平均と比較すると公園

整備水準は低くなっています。 

市内の緑地を保全するための取組として、昭和60年に制定された「稲

沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、一定規模以上の樹

木・樹林が保存されており、平成19年３月31日現在においては、保存樹

257本、保存樹林120か所が指定されています。また、緑化の推進に関

して生垣の設置に対する補助も行われています。平成４年度には、市街化

区域内農地の一部が生産緑地※に指定され、緑地としての保全が図られて

います。 

一方、市内には、２支所、７地区の市民センター、総合運動施設、荻須

記念美術館、３つの図書館を始めとした公共公益施設があります。 

（６）公共公益施設 

住民の身近な憩いの場となる公園・緑地の整備状況は、地区公園が2

か所、近隣公園が２か所、街区公園が40か所、都市緑地が１か所、運

動公園が1か所、広域公園（県営）が1か所、国営公園が1か所、広場

公園が7か所となっています。 

平成24年３月31日現在、本市の人口１人当たりの公園整備水準は

4.62㎡となっています。愛知県の人口１人当たりの公園整備水準は

7.43㎡（平成24年３月31日現在）となっており、県の平均と比較す

ると公園整備水準は低くなっています。 

市内の緑地を保全するための取組として、昭和60年に制定された「稲

沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、一定規模以上の

樹木・樹林が保存されており、平成25年3月31日現在においては、保

存樹243本、保存樹林127か所が指定されています。また、緑化の推

進に関して生垣の設置に対する補助も行われています。平成４年度に

は、市街化区域内農地の一部が生産緑地※に指定され、緑地としての保

全が図られています。 

一方、市内には、２支所、７地区の市民センター、総合運動施設、荻

須記念美術館、３つの図書館を始めとした公共公益施設があります。 
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２ 生活環境の現状 

（１）大気汚染 

市内の大気汚染の状況を把握するため、稲沢市役所内に愛知県の自動車

排気ガス測定局が設置され、常時観測が行われています。 

以下に示す大気汚染に係る５項目について、環境基準が定められていま

す。 

 

二酸化硫黄※ 

二酸化硫黄については、現在、測定は行われていません。平成15 年度

に市内の測定局区分が一般環境大気測定局から、自動車排気ガス測定局へ

の変更に伴い、測定箇所から外れました。 

なお、平成19 年度は愛知県内すべての測定局で環境基準を達成してい

ます。 

 

二酸化窒素※ 

二酸化窒素濃度の年平均値は、平成17年度から平成19年度にかけて

0.026～0.029ppm※の間を推移しています。平成19年度の愛知県内の

自動車排気ガス測定局における二酸化窒素濃度の平均値との比較では、稲

沢市は同程度の値を示しています。 

環境基準の達成状況をみると、過去３年間の二酸化窒素濃度は、各年と

も環境基準を達成しています。 

２ 生活環境の現状 

（１）大気汚染 

市内の大気汚染の状況を把握するため、稲沢市役所内に愛知県の自動

車排気ガス測定局が設置され、常時観測が行われています。 

以下に示す大気汚染に係る５項目について、環境基準が定められてい

ます。 

 

二酸化硫黄※ 

二酸化硫黄については、現在、測定は行われていません。平成15 年

度に市内の測定局区分が一般環境大気測定局から、自動車排気ガス測定

局への変更に伴い、測定箇所から外れました。 

なお、平成 24 年度は愛知県内すべての測定局で環境基準を達成して

います。 

 

二酸化窒素※ 

二酸化窒素濃度の年平均値は、平成22年度から平成24年度にかけて

0.018～0.021ppm※の間を推移しています。平成24年度の愛知県内

の自動車排気ガス測定局における二酸化窒素濃度の平均値との比較で

は、稲沢市は同程度の値を示しています。 

過去３年間の二酸化窒素濃度は、各年とも環境基準を達成していま

す。 
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一酸化炭素※ 

一酸化炭素濃度の年平均値は、平成17年度から平成19年度にかけて

0.4～0.5ppmの間を推移しています。平成19年度の愛知県内の自動車排

気ガス測定局における一酸化炭素濃度の平均値との比較では、稲沢市はや

や低い値を示しています。 

環境基準の達成状況をみると、過去３年間の一酸化炭素濃度は、各年と

も環境基準を達成しています。 

 

浮遊粒子状物質※ 

浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、平成17年度から平成19年度にかけ

て0.030～0.038㎎／㎥の間を推移しています。平成19年度の愛知県内

の自動車排気ガス測定局における浮遊粒子状物質濃度の平均値との比較

では、稲沢市は同程度の値を示しています。 

環境基準の達成状況をみると、過去３年間の浮遊粒子状物質濃度は、平

成17 年度を除いて環境基準を達成しています。 

一酸化炭素※ 

一酸化炭素については、昭和48年度に測定を開始して以来、環境基

準を達成しています。 

平成22年度からは愛知県の測定局設置数の見直しにより、稲沢市内

での測定は行われなくなりましたが、平成24年度は愛知県内すべての

測定局で環境基準を達成しています。 

 

 

浮遊粒子状物質※ 

浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、平成22年度から平成24年度にか

けて0.022～0.023㎎／㎥の間を推移しています。平成24年度の愛知

県内の自動車排気ガス測定局における浮遊粒子状物質濃度の平均値と

の比較では、稲沢市は同程度の値を示しています。 

過去３年間の浮遊粒子状物質濃度は、各年とも環境基準を達成してい

ます。 

 

微小粒子状物質（PM2.5）※ 

微小粒子状物質（PM2.5）は、平成21年９月に環境基準が定められ、

愛知県では平成23年度から測定を開始しています。 

なお、平成24年度は愛知県内の測定局22局中7局で環境基準を達成

しています。 
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光化学オキシダント※ 

光化学オキシダント濃度の昼間年平均値は、平成17年度から平成19

年度にかけて0.018～0.023ppmの間を推移しています。平成19年度の

愛知県内の自動車排気における光化学オキシダント濃度の平均値との比

較では、稲沢市は同程度の値を示しています。 

環境基準の達成状況をみると、過去３年間の光化学オキシダント濃度

は、各年とも環境基準を達成していない状況にあります。なお、平成19

年度では愛知県内すべての測定局で環境基準は未達成となっています。 

光化学オキシダント※ 

光化学オキシダント濃度の昼間年平均値は、平成22年度から平成24

年度にかけて0.023～0.026ppmの間を推移しています。平成24年度

の愛知県内の自動車排気における光化学オキシダント濃度の平均値と

の比較では、稲沢市は同程度の値を示しています。 

過去３年間の光化学オキシダント濃度は、各年とも環境基準を達成し

ていない状況にあります。なお、平成24年度は愛知県内すべての測定

局で環境基準は未達成となっています。 

 

 

用語解説 

微小粒子状物質（PM2.5）  大気中に浮遊している 2.5μm（1

μm は 1mm の千分の 1）以下の小さな粒子のことで、浮遊粒子状

物質（SPM）よりも小さな粒子です。PM2.5 は非常に小さいため、

呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。 

 

 



  No.11 

環境保全課 

現                  行 改         正         後 

（２）水環境・地盤環境 

河川の水質汚濁の状況 

市内の公共用水域※の水質汚濁状況を把握するために、河川水質調査を

実施しています。市内の河川のうち、代表的な９河川での過去３年間の

調査結果（最下流の測定点）は下表のとおりです。項目別にみると、ｐ

Ｈ※（水素イオン濃度）は大江川を除き、いずれも環境基準を達成してい

ます。河川の有機汚濁※の指標となるＢＯＤ※（生物化学的酸素要求量）

は、光堂川、居中川において環境基準を達成していない年がありました。

特に居中川は過去３年間のＢＯＤが高い傾向にあることから、今後も水

質について注目していく必要があります。ＤＯ※（溶存酸素量）、ＳＳ※

（浮遊物質量）は、いずれの河川についても、環境基準を達成していま

す。 

 

（２）水環境・地盤環境 

河川の水質汚濁の状況 

市内の公共用水域※の水質汚濁状況を把握するために、河川水質調査

を実施しています。市内の河川のうち、代表的な９河川での平成17年度

及び過去３年間の調査結果（最下流の測定点）は下表のとおりです。項

目別にみると、ｐＨ※（水素イオン濃度）は大江川を除き、いずれも環

境基準を達成しています。河川の有機汚濁※の指標となるＢＯＤ※（生物

化学的酸素要求量）は、居中川において環境基準を達成していない年が

ありました。居中川は過去３年間のＢＯＤが高い傾向にあることから、

今後も水質について注目していく必要があります。ＤＯ※（溶存酸素量）、

ＳＳ※（浮遊物質量）は、いずれの河川についても、環境基準を達成し

ています。 

 

 

河川名 測定地点
平成

17年度
22年度 23年度 24年度

平成
17年度

22年度 23年度 24年度
平成

17年度
22年度 23年度 24年度

平成
17年度

22年度 23年度 24年度

五条川 稲春橋 7.0 7.0 7.0 7.0 4.7 3.6 6.9 8.0 6.8 7.4 8.5 7.3 11 4 27 15

大江川 古橋 7.7 8.8 7.9 8.4 2.4 3.7 8.7 3.8 14.5 17.0 14.0 14.0 7 8 38 8

福田川 増田橋 6.9 6.8 6.9 6.8 4.8 6.2 8.3 6.1 5.6 4.6 7.5 6.0 13 14 30 11

光堂川 富士見橋 6.7 6.9 7.0 7.0 12.3 3.1 4.4 3.2 6.0 9.4 9.9 8.3 95 9 32 7

居中川 居中川水門 7.8 8.2 7.4 7.4 18.8 14.0 10.0 12.0 10.4 11.0 8.6 10.4 12 8 4 7

山崎川 山崎川水門 7.0 7.2 7.1 6.9 8.6 4.6 3.0 6.9 6.4 7.1 7.9 6.8 12 3 5 12

領内川 塩川橋 6.9 7.1 6.9 6.8 5.0 5.2 4.0 5.3 6.7 8.1 8.5 4.6 14 13 14 10

日光川 宮浦橋 6.9 6.9 6.9 6.9 3.5 2.0 2.8 2.9 5.3 5.7 7.5 6.2 11 5 10 6

三宅川 東城立切橋 7.0 7.1 7.0 6.9 3.9 3.3 4.6 3.6 8.7 8.7 8.6 7.6 19 9 17 8

*1　類型指定されている流出先河川の環境基準に従った。
*2　河川のBODの環境基準適合状況は、BOD75％値で判断する。本調査結果は年平均値を示している。
水系は五条川のみ庄内川水系となる。これ以外は日光川水系。

網かけは、流出先河川の環境基準を達成していない数値。
資料）稲沢市の環境

環境基準　*1

項　　目

河川水質の推移

SS（㎎/ℓ）

年　平　均　値

ごみ等の浮遊が
認められないこと

2㎎/ℓ　以上6.0～8.5 10㎎/ℓ　以下

pH BOD（㎎/ℓ）　*2 DO（㎎/ℓ）
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生活排水処理の状況 

河川の水質汚濁に対する主要な要因の一つとして、一般家庭から流され

る生活排水が挙げられます。生活排水処理の状況は右表に示すとおりで

す。平成10年度より農業集落排水、平成12年度より公共下水道が供用開

始され、今後も下水道処理人口が増加するものと思われます。また、合併

処理浄化槽※の設置戸数は年々増加しており、水洗化人口は増加していま

す。 

 

生活排水処理の状況 

河川の水質汚濁に対する主要な要因の一つとして、一般家庭から流さ

れる生活排水が挙げられます。生活排水処理の状況は下表に示すとおり

です。平成 10 年度より農業集落排水、平成 12 年度より公共下水道が

供用開始され、今後も下水道処理人口が増加するものと思われます。ま

た、合併処理浄化槽※の設置戸数は年々増加しており、水洗化人口は増

加しています。 

 

 

（単位：人）
平成17年度 22年度 23年度 24年度

122,614 127,874 127,380 130,411

(1)合併浄化槽 27,069 33,029 34,941 35,636

(2)下水道 32,144 46,349 46,768 49,721

(3)農業集落排水 8,127 8,330 8,291 8,152

(4)コミュニティプラント 678 598 593 580

(5)単独浄化槽 54,596 39,568 36,787 36,322
13,091 7,454 8,314 7,984

資料）廃棄物処理事業実態調査（愛知県）
下水道課、環境保全課

生活排水処理の状況

区　　分
１．行政区域内人口

135,705 135,694

３．非水洗化人口

138,395　（各年１０月１日現在　
　　住民基本台帳人口）
２．水洗化人口

135,328
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地盤環境・地盤沈下 

濃尾平野では、昭和 40 年代には農業用水や工業用水として地下水の

揚水に伴う地盤沈下が進行していましたが、昭和 60 年代以降は、概ね

沈静化の傾向を示しています。しかし、この辺り一帯は、我が国最大の

ゼロメートル地帯の中心で、高潮・津波・洪水・内水氾濫の潜在的危険

性の高い環境にあり、また渇水時期における短期的な揚水量の増加な

ど、わずかな条件の変化にも影響を受けやすい地質構造上の特性を持っ

ています。 

本市では、地盤沈下の観測点が 22 箇所（平成 19 年度現在）設置さ

れており、沈下の状況が毎年観測されています。 

過去３年間の沈下状況をみると、揚水規制などの対策によりほとんどの

観測点で沈下は沈静化しています。また、過去３年間の観測（累積）にお

いて沈下は１cm以内となっています。 

地盤環境・地盤沈下 

濃尾平野では、昭和 40 年代には農業用水や工業用水として地下水

の揚水に伴う地盤沈下が進行していましたが、昭和 60 年代以降は、

概ね沈静化の傾向を示しています。しかし、この辺り一帯は、我が国

最大のゼロメートル地帯の中心で、高潮・津波・洪水・内水氾濫の潜

在的危険性の高い環境にあり、また渇水時期における短期的な揚水量

の増加など、わずかな条件の変化にも影響を受けやすい地質構造上の

特性を持っています。 

本市では、地盤沈下の観測点が 22 箇所（平成 24 年現在）設置さ

れており、沈下の状況が毎年観測されています。 

過去３年間の沈下状況をみると、揚水規制などの対策によりほとんど

の観測点で沈下は沈静化しています。また、過去３年間の観測（累積）

において沈下は１cm 以内となっています。 
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（３）騒音・振動・悪臭 

騒音 

騒音の発生源は多種多様であり、広く日常生活に密着して発生してい

ます。騒音に係る評価基準は、自動車騒音に関して環境基本法第 16 条

第１項に基づき、道路に面する地域に係る環境基準が定められていま

す。また、工場の事業活動・建設作業に関して、騒音規制法第４条に基

づき特定工場などにおける基準や特定建設作業に関する基準が定めら

れています。市内では、愛知県が主体となり、平成８年度から自動車騒

音が測定されています。 

平成19年度の愛知県内の調査区間374区間について、昼間・夜間とも

環境基準を達成した住居等の割合（環境基準達成率）は86.6％でした。 

 

 

（３）騒音・振動・悪臭 

騒音 

騒音の発生源は多種多様であり、広く日常生活に密着して発生して

います。騒音に係る評価基準は、自動車騒音に関して環境基本法第

16 条第１項に基づき、道路に面する地域に係る環境基準が定められ

ています。また、工場の事業活動・建設作業に関して、騒音規制法第

４条に基づき特定工場などにおける基準や特定建設作業に関する基

準が定められています。市内では、愛知県が主体となり、平成８年度

から自動車騒音が測定されています。 

平成24年度の愛知県内の調査区間855区間について、昼間・夜間と

も環境基準を達成した住居等の割合（環境基準達成率）は94.3％でし

た。 

 

 

昼間 夜間 起点 終点 昼間 夜間 昼夜
平成17年度 70 68 99.4 71.7 71.7

19年度 71 68 85.5 67.5 67.5
22年度 69 66 99.6 87.8 87.8

資料）自動車騒音調査結果（環境基準）（愛知県）

区分 道路名 測定地点
騒音レベル（dB）

県道一宮
蟹江線

稲沢町
下田

前田一丁目 稲府町

評価区間 環境基準達成率（％）

自動車騒音測定結果（環境基準）
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振動 

振動は、工場の事業活動や建設作業、交通機関の運行などに伴い発生

しています。 

振動に係る評価基準は、道路交通振動に関して振動規制法第 16 条第

１項に基づき道路交通振動の限度（要請限度）が定められており、また、

工場の事業活動・建設作業に関して、振動規制法第４条に基づき特定工

場などにおける基準や特定建設作業に関する基準が定められています。 

 

 

悪臭※ 

臭いは人の主観的要素が強く、量や接触時間によってその感じ方が異

なります。また、個人差や好み、慣れによる影響が大きく出ます。悪臭

は、人に対する不快感などの感覚的影響が中心であり、多くは生活妨害

として現れます。市内の悪臭の苦情は、肥料・堆肥によるものが多くな

っていますが、苦情件数は減少傾向にあります。 

現在、市内の工場・事業場から発生する悪臭については、悪臭防止法及

び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。 

振動 

振動は、工場の事業活動や建設作業、交通機関の運行などに伴い発

生しています。 

振動に係る評価基準は、道路交通振動に関して振動規制法第 16 条

第１項に基づき道路交通振動の限度（要請限度）が定められており、

また、工場の事業活動・建設作業に関して、振動規制法第４条に基づ

き特定工場などにおける基準や特定建設作業に関する基準が定めら

れています。 

 

悪臭※ 

臭いは人の主観的要素が強く、量や接触時間によってその感じ方が

異なります。また、個人差や好み、慣れによる影響が大きく出ます。

悪臭は、人に対する不快感などの感覚的影響が中心であり、多くは生

活妨害として現れます。市内の悪臭の苦情の多くが、建築廃材、植木

剪定枝等の野焼きによるものでしたが、近年では事業所や飲食店から

の複合臭など都市型の悪臭苦情が増えています。 

現在、市内の工場・事業場から発生する悪臭については、悪臭防止法

及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われていま

す。 
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（４）公害苦情の申立 

市内における過去３年間の公害苦情件数の状況をみると、大気汚染

に関する苦情件数は、他の公害に比べ多くなっています。近年、苦情

件数は増加傾向にあります。 

平成19年度の地区別の苦情件数では、祖父江支所地区が最も多くなっ

ています。平成19年度の苦情全体において、野焼きに対する苦情が約

43％、雑草等に対する苦情が約25％を占めました。 

 

 

（４）公害苦情の申立 

市内における過去３年間の公害苦情件数の状況をみると、大気汚染

に関する苦情件数は、他の公害に比べ多くなっています。近年、苦情

件数は増加傾向にあります。 

平成24年度の地区別の苦情件数では、祖父江支所地区が最も多くなっ

ています。平成24年度の苦情全体において、野焼きに対する苦情が約

40％、雑草等に対する苦情が約22％を占めました。 

 

 

（単位：件）
区分 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 その他 総数

平成17年度 56 10 25 1 58 90 240
22年度 197 7 21 0 20 198 443
23年度 180 10 18 1 22 216 447

24年度 197 21 27 8 34 195 482

資料）環境保全課

公害苦情件数の状況
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（５）資源・エネルギー 

電気 

市民１人１年当たりの家庭用電力消費量は、平成 19 年において

1,875kWhとなっており、過去３年間の推移は横ばいとなっています。 

 

 

水道 

市民１人１日当たりの水道使用量は、平成19年度において335 ℓとな

っており、過去３年間の推移は横ばいとなっています。 

 

ガス 

業務用と家庭用を併せた市内の都市ガス使用量の総数は、増加傾

向にあります。契約戸数当たりの家庭用都市ガス使用量は、平成 18

年度において 361m3／戸・年となっています。 

（５）資源・エネルギー 

電気 

市民１人１年当たりの家庭用電力消費量は、平成 24 年において

1,979kWh となっており、過去３年間の推移はやや減少傾向にあり

ます。 

 

水道 

市民１人１日当たりの水道使用量は、平成 24 年度において 319 ℓ

となっており、過去３年間の推移はやや減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス 

業務用と家庭用を併せた市内の都市ガス使用量の総数は、横ばいとな

っています。契約戸数当たりの家庭用都市ガス使用量は、平成 23 年度

において 355m3／戸・年となっています。 

1,979
1,844

2,078
1,997

319

336

323328

1,000

1,500

2,000

2,500

平成17年（度） 22年（度） 23年（度） 24年（度）

200

300

400

500

電気（kWh/人・年）年当り

水道

（kWh/人・年） （ℓ/人・日）

資料）中部電力㈱（電気）、水道業務課（水道）

（ℓ/人・日）　年度当り

市民一人当たりの家庭用電力消費量と水道使用量
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（６）廃棄物処理の状況 

収集ごみ 

一般廃棄物のうち、ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製

容器包装、リサイクル資源（資源ごみ）に大別し収集します。収集し

た可燃ごみ、不燃ごみについては、稲沢市環境センターで中間処理し

た後、市外の最終処分場で埋立処分しています。 

本市のごみ排出量（リサイクル資源を含む）の推移をみると、過去

２年間でやや増加しています。本市では平成７年にごみ減量実施計画

を策定し、この計画の実施によりリサイクル資源の量は年々増え、分

別が促進されています。また、最終処分量を減らし、リサイクルを推

進するため、平成 17 年 10 月より、プラスチック製容器包装の分別

収集を始め、平成 19 年 4 月から市内全域で分別収集するようになり

ました。 

愛知県の平成 19 年度の１人１日当たり（住民基本台帳人口）の

ごみの排出量（リサイクル資源を含む）は 1,099ｇで、本市では

973ｇとやや低くなっています。 

 

 

 

 

し尿処理量 

し尿処理状況は減少傾向にあります。また、公共下水道や合併処理

浄化槽などの普及に伴い、水洗化率は毎年増加しています。 

（６）廃棄物処理の状況 

収集ごみ 

一般廃棄物のうち、ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製

容器包装、リサイクル資源（資源ごみ）に大別し収集します。収集し

た可燃ごみ、不燃ごみについては、稲沢市環境センターで中間処理し

た後、市外の最終処分場で埋立処分しています。 

本市のごみ排出量（リサイクル資源を含む）の過去３年間の推移は

横ばいとなっています。本市では平成７年にごみ減量実施計画を策定

し、この計画の実施によりリサイクル資源の量は年々増え、分別が促

進されています。また、最終処分量を減らし、リサイクルを推進する

ため、平成 17 年 10 月より、プラスチック製容器包装の分別収集を

始め、平成 19年 4月から市内全域で分別収集するようになりました。

さらに、分別の徹底や排出マナーの向上を図るため、平成 21 年 4 月

から指定ごみ袋制度を導入し、さらなるごみの減量やリサイクルの推

進に取り組んでいます。 

愛知県の平成 23 年度の１人１日当たり（住民基本台帳人口）の

ごみの排出量（リサイクル資源を含む）は 938ｇで、本市では 855

ｇとやや低くなっています。 

 

 

し尿処理量 

し尿処理状況は減少傾向にあります。また、公共下水道や合併処理

浄化槽などの普及に伴い、水洗化率は毎年増加しています。 
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資料）資源対策課

　　　「愛知県廃棄物処理事業実態調査」より
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市民１人当りのごみ排出量の推移

し尿処理量の推移
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（７）自然環境 

気象の変化 

平成 19 年の年平均気温は 16.2℃となっています。本市の過去 10

年間の気象概況より、年最高気温の平均は 37.2℃、年最低気温の平均

は－4.3℃であり、年平均気温は、16.2℃となっており、寒暖の差が

大きくなっています。 

平成 19 年の年間降水量は 1,254mm となっています。過去 10 年

間の年間降水量は、882mm から 1,920mm で推移しています。 

風向については、過去10年間で北西及び北北西の風向が多くなっていま

す。 

河川・水辺 

市内には 18 の河川があり、河川水系は一級河川である木曽川水系、

庄内川水系と二級河川である日光川水系に分かれています。河川の総延

長は合併前と比較して大幅に増加し、52.9km におよびます。 

木曽川水系の主な河川としては、市域の西部を南下する一級河川の木

曽川があり、庄内川水系の主な河川としては、市域の東部を南下する一

級河川の青木川、五条川が挙げられます。日光川水系の主な河川として

は、市域の中西部を南下する二級河川の日光川、光堂川、領内川、三宅

川、福田川が挙げられます。また、市の中心部を農業用水路の大江川が

流れています。 

河川などの水辺は、市民にやすらぎを与える場としての役割が期待さ

れており、 稲沢公園内の池と小川、木曽川河川敷、日光川・須ヶ谷川

桜づつみは親水空間として市民の身近な憩いの場となっています。 

（７）自然環境 

気象の変化 

平成 24 年の年平均気温は 15.4℃となっています。本市の過去 5

年間の気象概況より、年最高気温の平均は 36.6℃、年最低気温の平

均は－3.6℃であり、年平均気温は、15.9℃となっており、寒暖の

差が大きくなっています。 

平成 24 年の年間降水量は 1,519mm となっています。過去 5 年

間の年間降水量は、1,417mm から 1,803mm で推移しています。 

風向については、過去5年間で北西の風向が多くなっています。 

 

河川・水辺 

市内には 18 の河川があり、河川水系は一級河川である木曽川水

系、庄内川水系と二級河川である日光川水系に分かれています。河川

の総延長は合併前と比較して大幅に増加し、52.9km におよびます。 

木曽川水系の主な河川としては、市域の西部を南下する一級河川の

木曽川があり、庄内川水系の主な河川としては、市域の東部を南下す

る一級河川の青木川、五条川が挙げられます。日光川水系の主な河川

としては、市域の中西部を南下する二級河川の日光川、光堂川、領内

川、三宅川、福田川が挙げられます。また、市の中心部を農業用水路

の大江川が流れています。 

河川などの水辺は、市民にやすらぎを与える場としての役割が期待さ

れており、 稲沢公園内の池と小川、木曽川河川敷、日光川・須ヶ谷川

桜づつみは親水空間として市民の身近な憩いの場となっています。 
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植生・野生動物 

本市には山地の森林などのまとまった自然はなく、人手が加わってい

ない本来の姿をとどめている植生は、社寺林や屋敷林などとして断片的

に残存するのみとなっています。また、野生動物の生息環境に乏しく、

水田、畑及び河川などに身近な生き物がみられる程度です。 

県内の絶滅のおそれのある野生生物の種について、それらの生息

状況等をとりまとめた「レッドデータブックあいち 植物編」（平成

13 年作成）によると、稲沢市周辺には 60 種の貴重種が過去ある

いは現在において生育しています。一方、「レッドデータブックあい

ち 動物編」（平成 14 年作成）によると、稲沢市周辺で生息する貴

重種として、両生類で１種、魚類で２種、昆虫では３種が報告され

ています。 

植生・野生動物 

本市には山地の森林などのまとまった自然はなく、人手が加わって

いない本来の姿をとどめている植生は、社寺林や屋敷林などとして断

片的に残存するのみとなっています。また、野生動物の生息環境に乏

しく、水田、畑及び河川などに身近な生き物がみられる程度です。 

県内の絶滅のおそれのある野生生物の種について、それらの生

息状況等をとりまとめた「レッドデータブックあいち 2009 植

物編」（平成 21 年作成）によると、稲沢市周辺には 97 種の貴重

種が過去あるいは現在において生育しています。一方、「レッドデ

ータブックあいち 2009 動物編」（平成 21 年作成）によると、

稲沢市周辺で生息する貴重種として、両生類で４種、爬虫類で１

種、哺乳類で２種、昆虫では１１種が報告されています。 
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（８）環境問題への取組 

稲沢市地球温暖化対策実行計画に基づく取組 

実行計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成 17

年 3 月に策定しました。地球温暖化防止のための総合的な対策をまとめ

上げ、具体的行動指針を示すとともに、地球温暖化防止に市が率先して行

動し、効果を上げていくことを目的としています。対象とする温室効果ガ

スは「京都議定書」で定められた以下の６種類のうち二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素及びフロン類のハイドロフルオロカーボン（HFC-134）4

種類のガスとしています。 

 

 

 

 

 

１市２町の合併を考慮し平成18年11月に改定を行い、平成17年度を

基準年度として、平成22年度までに温室効果ガスの排出量を平成17年度

比10％（ごみ焼却以外は3％）削減することを目標としています。 

（８）環境問題への取組 

稲沢市地球温暖化対策実行計画に基づく取組 

実行計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成

17 年 3 月に策定しました。地球温暖化防止のための総合的な対策をま

とめ上げ、具体的行動指針を示すとともに、地球温暖化防止に市が率先

して行動し、効果を上げていくことを目的としています。対象とする温

室効果ガスは「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項で定

められた以下の６種類のうち二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素及びフ

ロン類のハイドロフルオロカーボン（HFC-134）4 種類のガスとして

います。 

 

 

 

 

各課、各施設の状況を把握・分析し、併せて省エネ法の改正により、

年間平均1％の削減が求められていることから、平成23年4月に改定を

行い、平成17年度を基準年度として、平成27年度までに温室効果ガス

の排出量を平成17年度比30％（ごみ焼却以外は8％）削減することを

目標としています。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律で削減対象となっている温室効果ガス

　　　①　二酸化炭素（CO2）　　　　　　④　ハイドロフルオロカーボン（HFC）

　　　②　メタン（CH4）　　　　　　　　⑤　パーフルオロカーボン（PHC）

　　　③　一酸化二窒素（N2O）　　　　　⑥　六フッ化硫黄（SF6）

京都議定書で削減対象となっている温室効果ガス

　　　①　二酸化炭素（CO2）　　　　　　④　ハイドロフルオロカーボン（HFC）

　　　②　メタン（CH4）　　　　　　　　⑤　パーフルオロカーボン（PHC）

　　　③　一酸化二窒素（N2O）　　　　　⑥　六フッ化硫黄（SF6）
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環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１）に基づく取組 

市では、平成１３年に環境マネジメントシステムの国際規格であるＩ

ＳＯ 14001を認証取得しました。稲沢市環境方針に基づき、環境に負

荷を与える事務事業についての具体的な環境目的・目標を定め、以下の

環境保全活動を継続的に取り組んでいます。 

 

 

 

 

稲沢市環境マネジメントシステムに基づく取組 

市では、平成１３年に環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ 

14001 を認証取得しました。その後、９年の運用を経て、職員の中に環境

意識が定着し、また継続的な改善が持続可能となったことにより、平成 22

年 9 月 26 日から ISO14001 に替わり、自己宣言による稲沢市独自の環境

マネジメントシステムを構築し、移行しました。 

 

 

 

温室効果ガスの種類 増減率

二酸化炭素 △16.6％
メタン 82.2％
一酸化二窒素 △18.5％
ハイドロフルオロカーボン △34.0％

計 △16.7％
※排出量は、温室効果ガスの二酸化炭素換算量。
※端数計算の関係で、排出量と合計は一致しない。 資料）環境保全課

22,454,059㎏ 26,939,528㎏ △4,485,469㎏

944㎏ 518㎏

稲沢市の事務事業に伴う温室効果ガス排出状況（平成２４年度）

2,639㎏ 3,998㎏ △1,359㎏

△4,338,058㎏
426㎏

645,175㎏ 791,653㎏ △146,478㎏

平成24年度
平成17年度
（基準年度）

比　較

21,805,302㎏ 26,143,359㎏

（基本方針）

①組織の整備、②環境に配慮した事務事業の推進、③環境汚染の予防、④省エネ・省
資源・リサイクル・グリーン購入の推進、⑤法規制等の順守、⑥職員の教育及び実践
の徹底、⑦環境システムの見直し、⑧周知及び公表
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環境活動 

こどもエコクラブ※――平成 20年６月末現在、32 団体が登録されて

います。 

・「がんばる隊」、「Eco Nature Club」、保育園、児童館・児童センターなど 

 

 

再資源化活動――千代田市民センター地区の小学校（千代田小・坂田小）

では、平成12年度よりリサイクル資源回収活動をしています。千代田地

区PTA資源回収合同委員会が中心となり、月２回回収車が集積場所を巡

回し、新聞紙などを回収します。アルミ缶、牛乳パックの２品目につい

て、各学校毎に児童が運べる範囲で+回収し、リサイクルに努めています。 

環境活動 

こどもエコクラブ※――平成 25年６月末現在、41 団体が登録されてい

ます。 

・「領内小学校４年生」、「高御堂小学校４年生」、「溝板こども会」、保育園、児童館・

児童センターなど 

 

環境ボランティア「さわやか隊」――稲沢市では、平成２１年４月に「稲

沢市快適で住みよいまちづくり条例」を施行しました。この条例は、犬・

猫のふんの放置及び放し飼い、落書き、路上喫煙、野焼き、空き地の雑

草、ごみの不法投棄など市民の生活環境を損なう行為を禁止しており、

このような行為を防ぐことを目的に、環境ボランティア『稲沢市さわや

か隊』が結成され、活動しています、 
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普及・啓発事業の実施 

平成 14 年度からＥＭ活性液（ＥＭ菌※）を利用した三宅川水質浄化

試行事業を開始。ＥＭ活性液を１ｔタンクで培養し、上流２か所から

毎週２ｔを投入しています。 

稲沢西小学校にＥＭ活性液 100 倍培養装置を設置し、同校の「い

きいき子どもの夢ひろば推進事業」（平成 14 年度）により、全校児童

が学年毎に週１回川へＥＭ発酵液を投入しています。全校児童が、Ｅ

Ｍ活性液を各家庭に持ち帰り台所、トイレなどに投入し、生活排水の

浄化を併せて実施しています。また、稲沢西中学校でも、稲沢西小学

校の卒業生が引続き、EM 活性液を生活排水と一緒に流しています。 

さらに、稲沢市民センター、稲沢東公民館において市民向けにＥＭ

活性液の配布を開始して、地域住民による生活排水浄化活動の普及に

努めています。 

普及・啓発事業の実施 

平成 14 年度からＥＭ活性液（ＥＭ菌※）を利用した三宅川水質浄

化試行事業を開始。ＥＭ活性液を１ｔタンクで培養し、上流２か所か

ら毎週２ｔを投入しています。 

稲沢西小学校にＥＭ活性液 100 倍培養装置を設置し、同校の「い

きいき子どもの夢ひろば推進事業」（平成 14 年度）により、全校児

童が学年毎に週１回川へＥＭ発酵液を投入しています。全校児童が、

ＥＭ活性液を各家庭に持ち帰り台所、トイレなどに投入し、生活排水

の浄化を併せて実施しています。また、稲沢西中学校でも、稲沢西小

学校の卒業生が引続き、EM 活性液を生活排水と一緒に流しています。 

さらに、稲沢市民センター、稲沢東公民館において市民向けにＥＭ活

性液の配布を開始して、地域住民による生活排水浄化活動の普及に努め

ています。 
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広報活動 

①「広報いなざわ」に環境関連の記事を掲載 

環境を考える――・野焼きの禁止 ・犬、ねこの飼い方のマナー ・環境月間 

光害 

・環境衛生週間 ・エコドライブ ・大気汚染・地球温暖化 ・地盤沈下 

ごみ減量とリサイクル――・ごみ処理量 ・リサイクル率 ・マイバッグ運動 

・指定ごみ袋の導入 ・生ごみ処理機 ・ごみを減らす方策・工夫など 

②稲沢市ホームページ 

・設置費補助事業 （住宅用太陽光発電システム、合併処理浄化槽など） 

・取組結果 （環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、ＩＳＯ１４００１など） 

・環境保全・環境活動の啓発 （環境家計簿、こどもエコクラブ、苦情など） 

③ケーブルテレビ 

・「いなざわふれあい通信」で環境関連の番組を放映 

広報活動 

①「広報いなざわ」に環境関連の記事を掲載 

環境を考える――・野焼きの禁止 ・犬、ねこの飼い方のマナー ・環境月間 

光害 

・環境衛生週間 ・エコドライブ ・大気汚染・地球温暖化 ・地盤沈下 

ごみ減量とリサイクル――・ごみ処理量 ・リサイクル率 ・マイバッグ運動 

・指定ごみ袋の導入 ・生ごみ処理機 ・ごみを減らす方策・工夫など 

②稲沢市ホームページ 

・設置費補助事業 （住宅用太陽光発電システム、合併処理浄化槽など） 

・取組結果 （環境基本計画、地球温暖化対策実行計画など） 

・環境保全・環境活動の啓発 （さわやか隊、緑のカーテン、こどもエコクラブ、

苦情など） 

③ケーブルテレビ 

・「いなざわふれあい通信」で環境関連の番組を放映 
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２ 環境の課題                   

１ 社会環境の課題 

人 口 

●高齢化が進むことで、在宅時間の長さ等から、家庭のエネルギー消費

量が増加することが想定されるため、これに配慮した生活を提案する

必要がある。 

●少子化により、深刻な労働力人口の減少、経済活動の停滞、生活水準

の低下が予想され、社会保障体制の維持も難しくなるため、人口の増

加策が必要である。 

 

住環境 

●煙草などのごみのポイ捨て防止や、空き地の適正な管理、ペットのフ

ン処理など、快適な住環境の向上を図る必要がある。 

●住宅地の緑化推進など環境に配慮した住環境整備を図る必要がある。 

●田園や並木、歴史的資源などと調和した景観の保全・形成を図る必要

がある。 

●庭木や生垣、花壇の設置など、身のまわりに緑のある環境の形成を図

る必要がある。 

２ 環境の課題                   

１ 社会環境の課題 

人 口 

●高齢化が進むことで、在宅時間の長さ等から、家庭のエネルギー消費

量が増加することが想定されるため、これに配慮した生活を提案する

必要がある。 

●少子化により、深刻な労働力人口の減少、経済活動の停滞、生活水準

の低下が予想され、社会保障体制の維持も難しくなるため、人口の増

加策が必要である。 

 

住環境 

●煙草などのごみのポイ捨て防止や、空き地・空き家の適正な管理、ペ

ットのフン処理など、快適な住環境の向上を図る必要がある。 

●住宅地の緑化推進など環境に配慮した住環境整備を図る必要がある。 

●田園や並木、歴史的資源などと調和した景観の保全・形成を図る必要

がある。 

●庭木や生垣、花壇の設置など、身のまわりに緑のある環境の形成を図

る必要がある。 
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歴史・文化  

●歴史的・文化的資源や先人たちが築いてきた地域の風土の保全を図る

必要がある。 

 

公共施設  

●道路や公園などでは、ユニバーサルデザイン※の導入やバリアフリー※

化による段差の解消など、高齢者や障害者などに配慮した施設整備を

図る必要がある。 

●市民の憩いの場となる公園や緑地、遊歩道などの整備に努める必要

がある。 

歴史・文化 

●歴史的・文化的資源や先人たちが築いてきた地域の風土の保全を図る

必要がある。 

 

公共施設 

●道路や公園などでは、ユニバーサルデザイン※の導入やバリアフリー※

化による段差の解消など、高齢者や障害者などに配慮した施設整備を

図る必要がある。 

●市民の憩いの場となる公園や緑地、遊歩道などの整備に努める必要

がある。 
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２ 生活環境の課題 

（１）公害のない暮らしに関する項目 

大気汚染  

●自動車や工場などからの大気汚染物質の排出を抑制する必要がある。 

●浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの低減については、原因の一

つである揮発性有機化合物※対策を推進することが必要である。 

 

 

水質汚濁  

●下水道の整備や合併処理浄化槽の普及による生活排水対策や事業者に

よる自主的な水質基準（工場排水対策）により水質汚濁の防止を図る

必要がある。 

●水環境を保全するためには、河川水量の確保や多様な生態系の維持、

身近な水辺の保全等を通じ、健全な水循環の再生を図る必要がある。 

 

土壌汚染  

●地下水や土壌の保全には、発生源対策が重要であり、事業者による自

主的な管理・対策による汚染の未然防止等の推進が必要である。 

●地下水や土壌の汚染実態の把握を引き続き進めるとともに、汚染が判

明した場合には、愛知県と連携して汚染の除去等を早期かつ適切に原

因者に実施させることが必要である。 

２ 生活環境の課題 

（１）公害のない暮らしに関する項目 

大気汚染 

●自動車や工場などからの大気汚染物質の排出を抑制する必要がある。 

●浮遊粒子状物質（微小粒子状物質（PM2.5）含む）及び光化学オキシ

ダントの低減については、原因の一つである揮発性有機化合物※対策

等を推進することが必要である。 

 

水質汚濁 

●下水道の整備や合併処理浄化槽の普及による生活排水対策や事業者

による自主的な水質基準（工場排水対策）により水質汚濁の防止を図

る必要がある。 

●水環境を保全するためには、河川水量の確保や多様な生態系の維持、

身近な水辺の保全等を通じ、健全な水循環の再生を図る必要がある。 

 

土壌汚染 

●地下水や土壌の保全には、発生源対策が重要であり、事業者による自

主的な管理・対策による汚染の未然防止等の推進が必要である。 

●地下水や土壌の汚染実態の把握を引き続き進めるとともに、汚染が判

明した場合には、愛知県と連携して汚染の除去等を早期かつ適切に原

因者に実施させることが必要である。 
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騒音・振動  

●道路交通騒音や特定建設作業での建設・解体工事などの騒音、生活騒

音の発生を抑制するよう啓発・指導する必要がある。 

●東海道新幹線沿線においては、引き続き、騒音、振動防止対策を推進

することが必要である。 

 

悪 臭 

●悪臭の発生を抑制する必要がある。 

●従来の物質濃度規制とともに臭気指数規制の検討が必要である。 

 

 

騒音・振動 

●道路交通騒音や特定建設作業での建設・解体工事などの騒音、生活騒

音の発生を抑制するよう啓発・指導する必要がある。 

●東海道新幹線沿線においては、引き続き、騒音、振動防止対策を推進

することが必要である。 

 

悪 臭 

●悪臭の発生を抑制する必要がある。 

●平成 25年 4月に導入した臭気指数規制による適切な対応が必要で

ある。 
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（２）安全で快適な暮らしに関する項目 

防犯・防災  

●犯罪などを未然に防止し、安全で住みよい地域社会を形成する必要が

ある。 

●災害に強いまちづくりを推進する必要がある。 

●ハザードマップの活用により、災害に備えた準備・心構えを地域住民

に啓発する必要がある。 

 

河川・水辺  

●水遊び、釣り、河川敷の散歩や、水に親しむことができる水辺の公園

などの整備を図る必要がある。 

●河川整備などに際し、魚などの生息環境となる水生植物（水草、藻な

ど）の保全・育成を図る必要がある。 

 

動物・植物  

●身近な緑と認識されている優良な農地周辺の用水路、あぜ、土手な

どの多様な自然環境の保全や、希少種の適切な保護及び野生動物の

保護管理等を通して、生物多様性の保全を図る必要がある。 

（２）安全で快適な暮らしに関する項目 

防犯・防災 

●犯罪などを未然に防止し、安全で住みよい地域社会を形成する必要が

ある。 

●災害に強いまちづくりを推進する必要がある。 

●ハザードマップの活用により、災害に備えた準備・心構えを地域住民

に啓発する必要がある。 

 

河川・水辺 

●水遊び、釣り、河川敷の散歩や、水に親しむことができる水辺の公園

などの整備を図る必要がある。 

●河川整備などに際し、魚などの生息環境となる水生植物（水草、藻な

ど）の保全・育成を図る必要がある。 

 

動物・植物 

●身近な緑と認識されている優良な農地周辺の用水路、あぜ、土手な

どの多様な自然環境の保全や、希少種の適切な保護及び野生動物の

保護管理等を通して、生物多様性の保全を図る必要がある。 

●地域本来の生態系を破壊する恐れのある外来種・移入種対策を講じ

る必要がある。 
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（３）廃棄物、資源・エネルギーに関する項目 

廃棄物 

●ごみの減量化を図るとともに、最終処分場の確保に努める必要があ

る。 

●ごみの不法投棄防止を図るなど、廃棄物を適正に処理する必要があ

る。 

 

資源・エネルギー 

●低燃費で低公害車であるエコカーの普及などにより、省資源・省エ

ネルギー化を図る必要がある。 

●節水や節電など省資源・省エネルギー化を図る必要がある。 

●先進的な省エネ技術・新エネルギー技術などの環境技術について、

導入を積極的に検討する必要がある。 

 

資源循環  

●あらゆる場面で３Ｒ（排出抑制、再使用、再生利用）を推進する必

要がある。 

●資源・エネルギー需要の増加が見込まれる中で、廃棄物発生量の

増大が懸念されるため、対策をとる必要がある。 

（３）廃棄物、資源・エネルギーに関する項目 

廃棄物 

●ごみの減量化を図るとともに、最終処分場の確保に努める必要があ

る。 

●ごみの不法投棄防止を図るなど、廃棄物を適正に処理する必要があ

る。 

 

資源・エネルギー 

●低燃費で低公害車であるエコカーの普及などにより、省資源・省エネ

ルギー化を図る必要がある。 

●節水や節電など省資源・省エネルギー化を図る必要がある。 

●先進的な省エネ技術・新エネルギー技術などの環境技術について、導

入を積極的に検討する必要がある。 

 

資源循環 

●あらゆる場面で３Ｒ（排出抑制、再使用、再生利用）を推進する必要

がある。 

●資源・エネルギー需要の増加が見込まれる中で、廃棄物発生量の増

大が懸念されるため、対策をとる必要がある。 
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（４）環境問題に対する取組に関する項目 

取組の実践  

●地球温暖化防止などの環境問題の解決には、一人ひとりが自ら環境に

配慮しながら環境保全活動に取り組むことが必要であり、そのきっか

けとなる環境教育・環境学習を一層推進する必要がある。 

●市民、事業者、市の各主体が連携を図りながら、環境に配慮した取組

を実践していく必要がある。 

●現在では予見できない、新たな環境問題が生じる可能性にも留意し

ながら、環境行政の基本である安全・安心の確保を確実に進める必

要がある。 

（４）環境問題に対する取組に関する項目 

取組の実践 

●地球温暖化防止などの環境問題の解決には、一人ひとりが自ら環境に

配慮しながら環境保全活動に取り組むことが必要であり、そのきっか

けとなる環境教育・環境学習を一層推進する必要がある。 

●市民、事業者、市の各主体が連携を図りながら、環境に配慮した取組

を実践していく必要がある。 

●現在では予見できない、新たな環境問題が生じる可能性にも留意し

ながら、環境行政の基本である安全・安心の確保を確実に進める必

要がある。 

 


