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　大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムは、ハイテ

クノロジーの急速な発展と相まって、物質的に豊かで便利な生活を

人々にもたらしました。しかしその反面、資源の枯渇、環境への負

荷の増大、有害化学物質による大気・水・土壌などの汚染を招き、

また自然の破壊、貴重な生物種の減少など、地球規模の環境問題を

ひきおこすに至りました。

　このような現代社会は、物質文明に偏って精神文明をおろそかに

するところとなり、衣食は満ち足りても心は豊かになることなく、

徳を重んじ、礼節を尊び、物を大切にするわが国古来の美風は失わ

れつつあります。そしてこのことが家族の断絶、教育の荒廃、さら

には簡単に人の命を奪うような風潮を生みだし、環境問題を超えて、

今や人の生き方が問われる時代となりました。

　来るべき 21 世紀は、「ものの豊かさ」から「こころの豊かさ」に

重きをおくライフスタイルへと意識を改めることが必要であり、そ

の上で大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却して環境へ

の負荷を最小限にし、持続的発展を可能とする循環型社会が実現す

るよう、また自然や多様な生物との共生を図るよう努めなければな

りません。そしてかけがえのない地球の環境を保全して将来の世代

に引き継ぐことが現在に生きる者の責務であります。

　私たちの愛する新座市は、野火止用水と雑木林に代表される水と

緑に恵まれ、史蹟の多い文化的なまちです。しかし近年、緑地や農

地の宅地化が進んで自然が損なわれ、生活排水はせせらぎを汚濁し、

都市・生活型公害が発生するなど地域の環境は大きく変化し、快適

な生活は失われつつあります。

　このような環境の悪化について私たち一人ひとりが被害者である

と同時に加害者でもあるとの認識に立ち、「ものの豊かさ」ではなく

「循環」と「共生 ｣を基調とする“こころ豊かで慎ましさのあるライ

フスタイル”への変革をめざして行動し、環境にやさしい自然環境

と都市機能のバランスがとれたまちづくりに取り組むことを、この

計画の基本とします。

1-1
「循環」と「共
生」を基調と
する新しいラ
イフスタイル
をめざして

新座市環境基本計画がめざすもの
1

1-2
理　念

　計画では、以下の三つの理念を掲げます。

心豊かな
ライフスタイル
への変革

自然との共生 循環型社会の
構築
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武蔵野の土と水と緑に恵まれ、
心安らかな生活ができ、

　みんなの自主的な行動によって、
地球環境に貢献するまち

1-3
望ましい
環境像

　武蔵野の代表的な景観である平林寺、雑

木林、農地、野火止用水や黒目川、柳瀬川

の水辺などは、先人によって大切に守られ

てきた誇ることのできる自然資源、歴史文

化資源であり、住む人の心のよりどころと

もなっています。土と水と緑に恵まれた自

然環境を保全し、将来世代に引き継ぎます。

　自然を保全し、心安らかな生活ができる

環境を守るためには、市だけでなく、市民、

事業者それぞれが環境への意識をもち、そ

のための取り組みを自主的に進めることが

必要不可欠です。また、個々の主体的取組

をより効果的なものとするには、連携・協

働の核となる市民団体を新たな主体として

位置づけ、育てていく必要があります。各

主体の自主的取組とその有機的な連携・協

働によって環境の保全等が進められるまち

をめざします。

　新座市には農業を営みながら長年住んで

きた人、自然が残されていながら都心への

通勤も比較的便利な立地に惹かれて移り住

んだ人など、さまざまな人が暮らしていま

す。これらの市民が安心して健康に暮らせ

る生活環境や、安らぎのある都市環境を守

り、創りだしていくことが求められていま

す。自然の魅力を活かしながら、誰もが“こ

れからも住み続けたい”と感じられる、心

安らかな生活のできるまちをめざします。

　地球温暖化をはじめとする地球環境問題

の解決は、新座市も含めて地球上に暮らす

全ての人が取り組むべき課題です。日常生

活や事業活動において、資源やエネルギー

を大切に使い、環境への負荷を低減して地

球環境の保全に貢献するまちをめざします。

　計画では、三つの理念を踏まえ、以下に示す望ましい環境像を掲げます。
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1-4
行動方針

　望ましい環境像の実現に向けた施策の基本的な方向性を示すものとして、
次の五つの行動方針を定めます。

　大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、地下水汚染の低減を進めるとともに、騒

音・振動などのその他の公害などの防止にも取り組みます。また、有害化学

物質による汚染を防止します。

　武蔵野の雑木林や農地、野火止用水、黒目川、柳瀬川などの新座らしい自

然と市民がふれあえる機会を増やし、自然環境を把握・評価する取組を進め

ます。また、現在残されている自然を保全するとともに、生物の生育・生息

地としての自然を回復し、市街地を中心に新たに自然的環境を創出します。

　市民を主役とするまちづくりに向けた仕組みづくりを進め、自然の保全と

快適性、安全性の確保を考慮し、安らぎのあるまちづくりを進めます。また、

歴史的文化的遺産の保護・活用、良好な景観の保全・創出、まちの美化、歩

行者・自転車にとって快適な道路整備や公共交通の整備を進めます。

　限りあるエネルギーや水、資源を無駄遣いせず、大切に繰り返し使うこと

を基本とし、エネルギーの有効利用や水の有効利用、ごみの減量・再使用・

再利用を進めます。

　地球環境問題を自らの問題として捉え、その解決に向けて自発的に活動す

ることのできる地球環境市民を育てます。また、市民や事業者の地球環境保

全につながる活動を支援するとともに、市自ら率先して地球環境保全に貢献

していきます。
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　環境基本計画は、条例の理念などを踏まえ、新座市の望ましい環

境像を明らかにするとともに、環境の保全等に関する目標や総合的

な施策の体系を定め、環境面から新座市を誘導する役割を担います。

また、新座市が特に重点的に取り組むべき施策や、掲げた目標及び

施策の実効性を確保するための推進体制などについても明らかにす

る役割を担います。さらに、環境基本計画は、市の取り組むべき事

項を明らかにするだけでなく、市民、事業者の自主的な取組を促し、

三者の協働による取組を推進する役割も併せてもっています。

　環境基本計画では、長期的には 21 世紀半ばを視野に入れ、環境の

保全等のための施策の実効性を確保する期間として 2000 年度（平成

12 年度）から 2010 年度（平成 22 年度）までの 11 年間を計画期間

とします。

1-5
計画の役割

1-6
計画の期間

三者の協働による 
計画の推進 

三者の協働による 
計画の推進 

市民 

事業者 市 

・日常生活における
環境負荷の低減 

 
・日常生活における
環境の保全等 

 
・市民団体としての
取組 

・基本的かつ総合的
な施策の策定、推
進、進行管理 
 
・情報提供、啓発指
導、仕組みづくり 
 
・環境負荷低減に向
けた率先行動 

・事業活動における
環境負荷の低減 
 
・事業活動における
環境の保全等 
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環境を保全するための施策は？
2

　望ましい環境像の実現をめざす施策体系は、次の図のとおりです。
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　新座市では、関越自動車道や川越街道などの通過交通による大気

汚染が問題となっており、一部の地域では二酸化窒素濃度が環境基

準を超える状態が続いています。また、市内を流れる野火止用水、

黒目川、柳瀬川などの水質は下水道の普及により近年改善されつつ

あり、特に黒目川では湧水の流入する川らしい環境が見られる箇所

もありますが、今後もより一層の水質改善の努力が必要です。現在

では特に問題となっていない地下水や土壌の汚染についても、予防

的に取り組む必要があります。また、工場・事業場などからの騒音・

振動、畜産からの悪臭の問題などは、既存の工場や農家の周辺にお

いて宅地化が進んだことによって顕在化しています。昔から営まれ

てきた工業、畜産などを今後も地域の産業として積極的に活かして

いく観点から、効果的な対策を講じる必要があります。さらに、ダ

イオキシン類をはじめとする有害化学物質による汚染については、

最新の情報や知見の集積に努めるとともに、特にダイオキシン類に

ついては、既存の小型焼却炉の規制、資材置場などでの野焼きに対

する啓発などの対応が課題となります。

　公害のない、安心して健康に暮らせる生活環境を保全するため、自

動車利用の工夫や公共交通利用の促進などによる大気汚染の低減、生

活排水の適正管理などによる水質汚濁の低減を進め、きれいな大気や

水を守ります。また、土壌・地下水汚染の低減をはじめとするその他

の公害などの防止に取り組みます。

2-1
安心して健康
に暮らせる生
活環境を保全
しよう

目　標： ①二酸化窒素（NO2）濃度（日平均値の年間98％値）を0.04ppm以下にします。

             ②市民による大気モニタリングの仕組みをつくり、継続します。

目　標： ①生物化学的酸素要求量（BOD）濃度を3mg/ 以下にします。

             ②市民による水質モニタリングの仕組みをつくり、継続します。

目　標： 土壌汚染、地下水汚染、地盤沈下の監視・測定体制を充実します。

目　標： 騒音、振動、電波障害に関する苦情件数を減らします。

目　標： 有害化学物質の監視・測定を推進します。
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　新座市は、都心から 30km圏内にありながら、平林寺に象徴され

る武蔵野の雑木林をはじめ、雑木林と一体の循環型農業が営まれて

きた農地、野火止用水や黒目川、柳瀬川などの水辺など、市民にとっ

て心のよりどころとなるふるさとの自然が残されています。特に、

市域中央部にまとまった緑が残されている点は、新座市を大きく特

徴づけるものとなっています。これらの自然は、昔から人の生活と

密接に結びつき、人が適切な管理を行うことによって保たれてきた

身近な自然です。現在、市内には、雑木林が維持管理されていない

ために荒れている、河川が人工的な構造となって生物が生育・生息

しにくいなど、課題の残されている場所も見られますが、このよう

な場所も生態系に配慮した適切な手入れを行うことにより、身近な

自然として様々な機能を果たす可能性をもっています。

　市民が新座らしい自然とふれあえる機会を増やし、市民参加のも

とに自然環境を把握・評価する取組を推進します。また、現在残さ

れている樹林や水辺、農地を保全するとともに、生物の生育・生息

地としての機能が低下している場所を回復します。さらに、緑の少

ない市街地を中心に、生態系に配慮して新たに生物の生育・生息地

となるような場を創出し、水と緑のネットワーク化を図ります。

2-2
良好な自然環
境を保全、回
復し、自然的
環境を創出し
よう

目　標： ①「憩いの森」を5.4ha に増やします。

             ②自然環境に関する指導者登録人数を50人に増やします。

             ③市民による自然環境モニタリングの仕組みをつくり、継続します。

目　標： ①現状の平林寺近郊緑地保全区域面積、保存樹林面積及び生産緑地面積を維持します。

             ②妙音沢の流量を維持するとともに、妙音沢一帯の良好な自然環境を保全します。

目　標： 雑木林維持管理ボランティア数を100人に増やします。

目　標： 市街地における緑被率を増やします。
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　新座市は、ふるさとを感じさせる自然が住む人にとって魅力となっ

ていますが、同時に都心に近いという立地もあって多様な人が暮ら

すまちとなっています。したがって、残された自然のもつ安らぎを

守り、活かしながらも、現在暮らしている市民や将来の世代が“住

み続けたい”と感じられるまちにしていくことが求められています。

これを実現するには、環境への負荷の大きいハード施策によって都

市機能を向上させ、快適性や安全性のみを追求するのではなく、環

境への負荷を極力抑えた方法によって快適性や安全性を確保する工

夫が必要です。また、環境への負荷の少ないライフスタイルが実現

できるまちづくり、これまでと異なる新たなライフスタイルが選べ

るまちづくりを進めることも重要です。

　このような環境にも人にもやさしい安らぎのあるまちをつくるた

めに、まず、市民が新座市民としての認識をもち、自ら望ましいラ

イフスタイルや地域コミュニティを確立していくことをめざして、

市は市民を主役とするまちづくりに向けた仕組みづくりを進めます。

そして、新座市の特徴でもある自然を極力活かし、ソフト施策の工

夫によって快適性や安全性を高め、安らぎの感じられるまちづくり

を推進します。また、歴史的文化的遺産の保護と積極的な活用を図

り、自然と一体となって形成されている新座らしい景観の保全や新

たな施設整備における景観への配慮、まちの美化を進めます。さらに、

自動車中心ではなく、歩行者・自転車利用者にとって快適な道路の

整備や、公共交通網などの整備を進めます。

2-3
環境と人にや
さしい安らぎ
のあるまちを
つくろう

目　標： ①「安らぎのあるまち」と感じる市民を増やします。

             ②地区計画による市民主体のまちづくりを9か所で進めます。

目　標： ①「歴史的文化的遺産のある美しいまち」と感じる市民を増やします。

             ②史跡、名勝、天然記念物などの指定件数を45件に増やします。

目　標： ①歩道整備延長を現状より6.7km増やします。

             ②バス利用者数を毎年増やします。
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　現在、私たちの日常生活や事業活動には大量生産・大量消費・大

量廃棄のシステムが定着し、多くのエネルギーや水、資源が使われ

ています。エネルギーや水、資源は有限であり、これらを必要以上

に消費・廃棄することは、地球上の資源を減少させるとともに、環

境への負荷を増大させ、ひいては地球環境に重大な影響を及ぼすこ

とにつながります。

　また、同じ国内においても、都市部で排出された廃棄物が遠く離

れた地域に捨てられたり、地方都市の発電所で創り出される電力の

ほとんどが都市部で大量に消費されているなど、エネルギーや水、

資源の利用において地域間の不公平などが生じています。このよう

な市域を超えた環境への負荷を低減させていくために、新座市にお

いても、市民、事業者、市がそれぞれの立場でできることに取り組

み、循環型の社会を構築していく必要があります。それには、まず、

エネルギーや水、資源を無駄に使わないこと、できるだけ大切に繰

り返し使うことを基本とし、“ものを大切にする”という意識を広げ

ていきます。その上で、省エネルギーの推進や新エネルギーの利用、

節水の推進や雨水の利用、簡易包装や生ごみの堆肥化などによるご

みの減量・再使用・再利用を推進します。

2-4
環境負荷を低
減して、循環
型の社会をつ
くろう

目　標： ①市庁舎における年間電力使用量を現状より3％削減します。

             ②市民や事業者の省エネ対策や自動車利用の自粛を促します。

目　標： 節水や雨水利用、雨水の地下浸透に関する意識啓発を進め、家庭レベル、事業場レ

ベルでの取組を広げます。

目　標： ごみの減量・資源化率を30％とします。
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　地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の破壊などの地球環境問題

は、その影響が地球的規模で将来世代にも及ぶ深刻な問題です。特

に、地球温暖化は地球環境問題の中でも最も影響が大きく、その原

因も根源的なものであり、緊急に解決すべき問題と位置づけられま

す。市民、事業者、市のそれぞれが日常生活や事業活動における環

境への負荷を低減することに加えて、三者の連携・協働により効果

的に取り組む必要があります。地球環境問題を自らの問題として捉

え、その解決に向けて自発的に活動することのできる地球環境市民

を育てます。また、市民や事業者の地球環境保全につながる活動を

支援するとともに、市自ら率先して ISO14001 の取組の推進などによ

り地球環境保全に貢献していきます。

2-5
自発的な活動
を通じて、地
球環境保全に
貢献しよう

目　標： 地球環境保全に結びつく取組を行っている市民、市民団体の数を把握し、増やして

いきます。

目　標： 身近な環境から地球環境までのつながりを意識し、地球環境保全に貢献するライフ

スタイルに変えていきます。

平林寺境内林
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施策の実効性を確保するためには？
3

　施策の実効性を確保するために必要な教育・啓発・学習の仕組みづくり、パートナーシップ

の構築、環境に関する情報の共有化、計画の推進・進行管理について明らかにします。

　一人ひとりが環境に対する意識を高め、日常生活や事業活動の中で環境に配慮した

行動を実践できるよう、教育・啓発・学習の仕組みづくりを進めます。市民や事業者

が環境にやさしい行動を行いやすくするように、様々なアイディアや情報を提供しな

がら啓発を行います。

　個別に行われている環境関連の取組をより効果的なものとするために、市民、事業

者、市、市民団体など様々な主体間の有機的な連携を図り、パートナーシップを構築

します。

　環境をよくしていくためには、常に環境の状況を把握し客観的に評価しながら、状

況に応じた施策展開を行う必要があります。環境に関する様々な情報の収集・提供を

進めるとともに、市民、事業者、市民団体と市との双方向の情報交換を推進します。

　計画の実効性を確保するために、ISO14001（環境マネジメントシステムの国際規格）

を運用するとともに、市民・事業者・団体との協働による計画の推進体制や進行管理

の仕組みを構築します。

環境方針 継続的改善 

点検及び是正処置 実施及び運用 

市長による環境管理 
システム見直し 

計　　画 

環境基本計画 
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重点的に取り組む課題は？
4

　環境の保全等のための施策の中から、市全域で特に計画期間の 11 年間において重

点的に取り組むべき課題を明らかにします。

（１）武蔵野の緑と水の保全
　新座市の雑木林や農地、水辺は、首都近郊では少なくなった武蔵野の代表的な自然景観であ

り、市民が新座市に魅力を感じる重要な要素ともなっています。この財産を将来の世代に引き

継ぐことは、市民、事業者、市の責務でもあります。雑木林や農地など人が手をかけることに

よって維持されてきた緑を、身近に住む市民の手によって守り活かす仕組みをつくるとともに、

野火止用水、黒目川、柳瀬川などの水辺と緑をつなげていきます。

（２）環境にやさしい商店街の形成と取組の発信
　新座市では、駅周辺を中心とした商店街や地域に密着した商店街が形成されており、そこで

はそれぞれ地域の特性を活かした活性化、まちづくりと連携した商業環境の整備が進められて

います。商店街は、商品やサービスの流通・販売・購入に伴う環境への負荷を生じやすい場で

もあることから、身近な消費者である市民や商工会との連携によって省エネ、ごみ減量やグリー

ン購入に積極的に取り組み、環境にやさしい商店街をめざすとともに、それらの取組を広く発

信していきます。

（３）人と環境にやさしい移動手段の確保
　新座市は、野火止用水沿いなどに緑道が整備されていますが、歩行者や自転車利用者が安全・

快適に移動できる道路はまだ少ない状況です。大気汚染や温暖化の原因となる自動車交通に頼

らないライフスタイルを市民に促すためにも、徒歩や自転車で安全・快適に移動できる道路の

ネットワークをつくります。また、シャトルバスや民間バスなどの公共交通網などの充実に努

めます。

（４）市民による地域の環境モニタリングの仕組みづくり
　新座市では、地域における住民組織として町内会組識があり、紙類などのリサイクルによる

ごみの減量化、雑木林や公園におけるポイ捨てごみの清掃などの環境美化活動に努めています。

しかし、一方では、資材置場などにおける小型焼却炉による焼却、樹林への不法投棄など地域

の生活環境が損なわれる問題がますます多くなってきています。地域における環境問題を住民

自らが継続的に把握・監視し、環境の保全等に向けて活動できるよう、町内会組識を基盤とし

た組識を確立します。当面は、身近な生活環境に関する監視活動を主体としますが、長期的に

は、自然環境の保全や環境負荷を低減する取組などにも拡大・発展させていきます。

4-1　市全域で重点的に取り組む課題
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　新座市では、地域によって環境の特性や市民の環境への意識に違いがみられます。

“望ましい環境像”を地域から実現していくため、地域の特性や市民の環境意識を踏

まえて、地域で重点的に取り組む課題と、それを実現するための取組を整理します。

4-2　地域で重点的に取り組む課題

北西地域 

北東地域 

西部地域 

中央地域 

東部地域 

南部地域 

南西地域 

・駅前における消費者との連携による環境に 
　配慮した商店街の形成 
・緑や水辺など自然的環境の創出 
・歩行者が安心して歩くことのできる道路環 
　境の形成 

・柳瀬川や中野川などの豊かな水辺の保全 
・緑のある特徴的な街並みの保全 
・歩行者が安心して歩くことのできる道路 
　環境の形成 

・雑木林の保全・維持管理の推進 
・商店街と農地との連携による地域産業の 
　活性化 
・十文字学園などの公共施設の活用 

・野火止用水と本多緑道を軸とする水と 
　緑のネットワーク化 
・農地を活かしたまちづくりの推進 
・バス交通の充実強化と自転車利用の促進 

・景観の優れた良好な住環境の形成 
・地域の商店の振興 
・歴史的文化的遺産とその周辺の自然の 
　保全・活用 

・黒目川、妙音沢、斜面林の 
　一体的な保全 
・適正な土地利用の誘導 
・公共施設を活用した環境教 
　育・学習の推進 

・平林寺とその周辺の雑木林、 
　野火止用水の保全 
・黒目川とその斜面林の一体 
　的な保全 
・良好な住環境の形成 




