【概要版】

第３次多治見市環境基本計画
地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）
―環境と共生するまち 多治見―

平成 29 年３月

多 治 見 市

計画の位置づけ
●「第３次多治見市環境基本計画」
は、
「 多治見市環境基本条例」第７条に基づき策定する、多治見市にお
ける環境の保全と創出に関する施策を定めた計画です。
●「第３次多治見市環境基本計画」
と一体的に策定する
「多治見市地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）」は、
「 地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画として位
置づけます。
●計画期間は平成29年度から平成36年度までの８年間です。
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テーマ

環境と共生するまち 多治見
ーすべての市民が自主的・積極的に参加し、
その文化を伝えるまちー

施策の体系

第３次多治見市環境基本計画は、次のような体系に基づき、施策を推進していきます。

̶すべての市民が自主的・積極的に参加し、
その文化を伝えるまち̶

環境と共生するまち 多治見

私たち多治見市民は、周囲の緑を育て、土岐川に親しみながら個性ある“文化”を育んできました。“文化”とは暮
らし方や生活の行動様式を含めた幅広い概念であり、すべての市民が環境に配慮し、
より良い環境を創出するた
めの工夫や努力を行うことも、
この“文化”に含まれています。
そしてこのような暮らし方や行動様式により、将来の
世代に健全な環境を引き継いでいくことを目指します。

重点取組

①温室効果ガスを低減する暮らし方や事業活動の推進
②生物多様性を確保するための取組の継続
③まちぐるみでの暑さ対策の活性化

１ 環境教育・学習の推進

１ 三者（市民・事業者・市）
の連携協力

２ 環境に関する市民・事業活動への支援
３ 連携協力による体制整備

１ 地球温暖化対策の推進
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２ 地球環境の保全

環 境 分 野目標

２ 水資源の有効利用の促進

「多治見市環境基本条例」第４条において掲げた事項を整理し、地球環境、自然環境、物質の循環、生活環境
１ 森林の保全

の４つの環境分野に、
それらを実行していく主体としての三者（市民・事業者・市）の連携協力を加えた５つを環境
分野として設定します。

３ 自然環境の保全

２ 身近な自然環境の保全と創出

多治見市では、
環境の様々な問題に対し、
三者
（市民・事業者・市）

３ 野生動植物の保全

で連携し、協力し合って解決を目指すことを特に重視しています。
２〜５までのすべての環境分野目標の土台になるものとして、
１番

１ 三者（市民・事業者・市）の連携協力

目の環境分野目標を
「三者の連携協力」
として位置づけています。

１ ごみの減量化

２ 地球環境の保全

温暖化や水循環といった、地球規模の環境問題を解決するため

４ 物質の循環の保全

２ リユース、
リサイクルの促進

の取組を位置づけています。生活の中で３〜５までの環境分野目

３ 適正なごみの処理

標に取り組むことは、
広く
「地球環境の保全」
にも寄与しています。

３ 自然環境の保全
４ 物質の循環の保全
５ 生活環境の保全

身近な動植物の保全や、
ごみ・廃棄物への対策、
周囲の生活空間

１ 夏の暑さ対策の推進

を快適に保つことなどへの取組を位置づけています。

５ 生活環境の保全

２ 公害の防止
３ 風景の保全と創出
４ 快適な住環境の整備
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重点施策

重点

温室効果ガスを低減する暮らし方や事業活動の推進
地球温暖化の原因となっているエネルギー問題、地球温暖化問題へ
の対応は継続して必要です。今後、地球規模で取組が推進されることと
なり、社会の仕組みや製品なども省エネルギー型のものへと移行してい
くことが見込まれます。
アンケートによると、
ごみの分別やリサイクルに関

環境基本計画
環境分野目標 １ 三者（市民・事業者・市）の連携協力

市民・事業者・市の三者が、
それぞれの役割を果たすための情報発信、環境教育の充実、市民活動が活性化す
る施策を展開します。

（１）環境教育・学習の推進

する行動を行う市民の割合は高いものの、公共交通の利用や環境配慮

●環境に関する情報の発信

●環境イベントの開催

商品の購入などの、もう一歩進んだ環境配慮行動をしている市民の割

●環境に関する学習機会の提供

●子どもたちへの環境教育の実施

合はまだ低くなっています。市民・事業者ともにより積極的な活動が必要

●環境学習を推進する
「人財」育成

になっているため、積極的な環境配慮行動を促すための支援及びライフ
スタイルを変えるための動機づけとなる機会の提供を行います。

（２）環境に関する市民・事業活動への支援
●市民活動団体への支援

●環境に配慮した事業活動への支援

重点

生物多様性を確保するための取組の継続
現在の丘陵地、里山、水辺等を適切に保全するとともに、
まちなかの緑

（３）連携協力による体制整備
●多様な主体と連携した活動の推進

を増やし、適切に管理していくことにより、多様な動植物を育み、生物多

●他自治体との広域連携の推進

様性を確保していくことが必要です。
また、将来にわたって豊かな自然環

●独自の環境マネジメントシステム
（EMS）
の運用

境を引き継いでいくためには、長期的な視点に立った取組も必要です。
そ

●環境に関する職員研修の実施

のため、様々な環境に関する活動や身近な課題に対し、子どもたちの意
識を高めていく取組を強化します。
さらに、多治見市の強みである市民活
動や三者連携の活動などをより一層強化し、生物多様性の保全に関す
る活動の担い手の裾野を広げます。

環境分野目標 2 地球環境の保全
多治見市に暮らす人々が、環境に配慮したライフスタイルや企業活動等を行うことで、
まち全体で環境負荷を低
減させていくための施策を展開していきます。

重点

まちぐるみでの暑さ対策の活性化

（１）地球温暖化対策の推進
●環境に配慮した暮らし方の普及

●環境に配慮した市役所の率先行動の推進

境課題です。市民アンケートの分析結果からも、特に重点的に取り組む

●再生可能エネルギーの導入促進

●ネットワーク型コンパクトシティの形成

べき事項に分類されています。多治見市ではこれまでも幅広い分野で暑

●環境に優しい交通システムの構築

多治見市の特徴の一つに「夏の暑さ」があり、
これは他市町にない環

さ対策に積極的に取り組んできました。
また、
まちなかの緑、水辺空間も
暑さの緩和に効果を発揮しているため、風の道構想を実現し、
まちなか

（２）水資源の有効利用の促進

の緑地や水域を増加させるとともに、三者が一体となった暑さ対策の活
動を継続して推進していきます。
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●保水機能の確保と水の有効活用

5

環境分野目標 3 自然環境の保全
「ふるさとたじみ」に生きる生物や豊かな自然は人々が暮らしていくうえで必要なものであり、放っておいては守
れないという認識に立って、将来の世代により良い状態で引き継ぐための施策を展開します。

環境分野目標 5 生活環境の保全
暮らしを取り巻く良い環境を守るとともに今後起こり得る新たな課題にも適切に対応し、三者（市民・事業者・
市）の連携により魅力ある多治見のまちを創る施策を展開していきます。

（１）夏の暑さ対策の推進

（１）森林の保全
●身近な里山の保全、整備・活用

●市民参加による緑化推進

●高気温の原因研究

●暑さに起因する諸問題についての情報提供

●暑さを緩和するための環境整備

●三者連携による暑さ対策の推進

（２）身近な自然環境の保全と創出
（２）公害の防止
●緑のボリュームアップ作戦、
風の道緑化軸の植栽の推進
●水辺環境や里山環境の保全

●農地の維持

（３）野生動植物の保全

●環境調査の実施

●生活排水の浄化

（３）風景の保全と創出

●動植物の生育・生息地の保全と情報提供

●美しい風景づくりの推進

●適正な広告景観の形成

●特定外来生物の駆除
●身近な生き物の生息地の保全

（４）快適な住環境の整備
●まち美化活動の推進

●民有地緑化への支援

●身近な憩いの空間の創出

●住環境悪化への対応

●今後想定される課題への対応

環境分野目標 4 物質の循環の保全
ごみとなるものが発生しにくい社会の仕組みをつくり、
どうしても出てしまうごみは徹底分別してリサイクルを図
り、
それでもごみになってしまうものは適正処理が行われるよう施策を展開します。

（１）
ごみの減量化
●家庭におけるごみの排出抑制
●事業所におけるごみの排出抑制

（２）
リユース、
リサイクルの促進
●資源ごみ等の分別の徹底

●資源の有効活用

（３）適正なごみの処理
●廃棄物の適正処理

6

●不法投棄等対策の実施
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6 地球 温暖化対策実行計画で掲げる目標
本計画の最終年度である平成36年度（2024年度）を短期目標、平成42年度（2030年度）を中期目標として、平
成28年5月に策定された
「地球温暖化対策計画」
における国の目標を踏まえ、中長期的な視点を持って、
ＣＯ２の削
減を目指します。
■多治見市におけるＣＯ２排出量の削減目標
現状値
（平成26年度：2014年度）

計画年度目標
（平成36年度：2024年度）

中期目標
（平成42年度：2030年度）

排出量

939.1 千ｔ-ＣＯ

781.1 千ｔ-ＣＯ

694.9 千ｔ-ＣＯ

削減量

̶

158.0 千ｔ-ＣＯ

244.2 千ｔ-ＣＯ

Ｈ26年度比

̶

16.8％減

26.0 ％減

２

２

２

２

２

目標の達成に向けて、次のようなプロジェクトを展開することで、多治見市におけるＣＯ２削減の実効性を高めます。

再生可能エネルギー導入プロジェクト
二酸化炭素見える化プロジェクト

エコな交通プロジェクト

環境産業推進プロジェクト

暑さ対策プロジェクト

まちなか緑化プロジェクト

ごみ減量・リサイクルプロジェクト

7 計画の推進体制
Plan
（計画）

●本計画の施策・事業は、毎年度、担当課による推進状
況の報告及び自己評価を行います。
●各担当課の推進状況の報告及び自己評価は、市民、
事業者、行政からなる
「環境基本計画３者協議会」に

Act
（改善・改革）

Do
（実行）

諮り、改 善に関する意 見 等を求め、その結 果を次 年
度以降の施策・事業の展開に反映させていきます。
●今後、市民・事業者の行動指針について、その進捗を
Check
（分析・評価）

管理し、達成度を確認できるようにするための手法を
継続し、
３者協議会を中心にして検討を進めます。
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