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たかさき環境白書は、高崎市環境基本計画に基づく環境施策の進捗状況をまとめたものです。

本概要版は、平成 25年度に講じた主な施策の進捗状況を集約した「平成 26年版（2014年版）
たかさき環境白書」から主な項目を抜粋した内容になっています。

高崎市環境基本計画について 

＜環境基本計画の目的・位置づけ＞ 

  本市の環境基本計画は、高崎市環境基本条例（平成 8年 3月制定）に基づき、環境施策の総合的か
つ計画的な推進を図るため、市における基本的な構想を踏まえ、良好な環境の保全及び創造に関する

基本的な計画として策定しています。

  現在の「第 3次環境基本計画後期計画（2013-2017）」は、平成 20年 4月に策定した「第 3次環境
基本計画」で定めた本市の環境の将来像や基本方針を継承しつつ、東日本大震災以降のエネルギー政

策の転換や地域防災体制のあり方などの課題を踏まえ、今日的な視点による計画の見直しを行い、平

成 25年 4月に策定しました。
本計画の位置づけは、以下のとおりです。

 ■第 3次環境基本計画の位置づけ 

高崎市第 3次環境基本計画
  （2008－2017）

高崎市環境基本条例

継承・見直し

整合

整合

高崎市第 5次総合計画
後期基本計画

整合

高崎市第 3次環境基本計画
後期計画

  （2013－2017）

○グリーン・クリーンたかさき

アクションプラン

○高崎市一般廃棄物処理基本計画

○高崎市地域防災計画   など
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具体的には、以下の４つが実現されている都市（まち）になります。 

１．地球温暖化防止に積極的に貢献する都市（まち）たかさき 

家庭や事業所での省エネルギーの推進により、都市地域で排出される二酸

化炭素排出が抑制されるとともに、市内における森林整備の推進により、二酸

化炭素吸収源となる森林の健全化が図られています。また、豊富な太陽エネル

ギー等の資源を活かし、地域で創り地域で使う再生可能エネルギーの導入が進

み、化石燃料の消費が抑制されています。

２．循環型地域社会が実現している都市（まち）たかさき 

市民は、ごみの排出を抑制するとともに、分別基準を守ることで、資源の循

環が徹底されています。事業所においては、資源の有効活用としてごみの発生

抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル）の 3R運動
の実施により、廃棄物の発生が抑制されています。

また、ごみ処理についても、効率的で安心・安全・安定した処理が行われて

います。

３．快適・安全でうるおいのある都市（まち）たかさき 

事業活動に伴う大気汚染や水質汚濁などの公害が未然に防止され、良好な環

境が保たれ、自然との共生が実現されています。

また、豊かな自然や文化財の保全により、高崎独自の景観が形成され、日常

生活にうるおいを与えるとともに、災害に強い安心して暮らせるまちが実現さ

れています。

４．主体的に行動する市民が連携している都市（まち）たかさき 

環境教育・環境学習により、多くの市民が環境保全の重要性を認識しており、

各自の責任を果たすとともに、環境ボランティアなど必要な行動に積極的に参

画しています。市民や事業者の環境活動が有機的に連携し、各主体が持ち味を

発揮して地域環境の維持・向上に貢献しています。

「市民が創造する地球環境都市（まち）たかさき」

＜高崎市の環境の将来像＞ 

本市が目指す「環境の将来像」を実現するために、5 つの基本方針を定め、その方針に沿った 14
の施策（基本施策）について目標を掲げ、目標達成に向けた具体的な取り組みを実施します。
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＜環境基本計画の体系図＞ 

次ページ以降（「各基本方針に対する施策の展開」4～31ページ）では、本計画で掲げている 14の
施策の進捗状況及び環境関連事業の実施状況等の平成 25年度実績を掲載しています。

快適空間の確保

環境まちづくりの

推進

地球環境の保全

循環型地域社会の

構築

生活環境の保全

地球温暖化対策

ごみの減量化と資源化の推進

廃棄物の適正処理

大気環境の保全、悪臭の防止

水環境、土壌環境の保全 

騒音・振動の防止

化学物質による環境汚染の防

止

放射性物質の監視・測定

公園・緑地の整備、歴史的景

観の保全

市民・市民団体・事業者への

支援 

環境教育・環境学習の推進

開発事業等の環境への配慮

自然環境の保全

災害への対応

地球温暖化防止に積極

的に貢献する都市

循環型地域社会が実現

している都市

快適・安全でうるおいの

ある都市

主体的に行動する市民

が連携している都市

具体的な環境の将来像 

（次のことが実現されて

いる都市を目指します）

環境施策の

基本方針 
基本施策 

望ましい

環境像 

市
民
が
創
造
す
る
地
球
環
境
都
市
た
か
さ
き
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各基本方針に対する施策の展開 

＜基本方針１：地球環境の保全＞ 

【目標】 

地域の特性に見合った再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進などにより、二酸化炭素を

はじめとする温室効果ガスの排出削減に努めます。 

■年度別温室効果ガス排出量の推移                  （単位：t-CO2）

【基準年度】

15 年度

（2003）
20 年度

（2008）
21 年度

（2009）
22 年度

（2010）
23 年度

（2011）

二酸化炭素（CO2） 2,685,537 2,709,064 2,487,253 2,546,700 2,721,620

その他温室効果ガス 76,552 76,552 76,350 79,290 79,265

温室効果ガス 総計 2,762,089 2,785,616 2,563,603 2,625,990 2,800,885

 【図】高崎市の温室効果ガス排出量の内訳（平成 23 年度）

平成 20 年 6 月の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、市域全体の温暖化

対策の指針となる計画の策定が都道府県並びに指定都市、中核市及び特例市に新たに義務づ

けられました。これを踏まえ、「グリーン・クリーンたかさきアクションプラン」（高崎市地

球温暖化対策実行計画（区域施策編））を平成 23 年 3 月に策定しました。

本実行計画では、「高崎市域から排出される温室効果ガスの総排出量を 2003 年度（平成 15
年度）比で、中期目標年次の 2020 年度（平成 32 年度）に 23％、長期目標年次の 2050 年度

（平成 62 年度）に 70～75％削減」を目指しています。

なお、東日本大震災後の社会状況の変化や国の方針を踏まえ、今後、計画の見直しを行う

予定です。

基本施策① 地球温暖化対策

二酸化炭素 97.2% 

一酸化二窒素 1.6% 

メタン 1.0% 代替フロン 0.2% 
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【目標達成に向けた取組】 

（１）再生可能エネルギー、省エネルギーの推進 

 ①再生可能エネルギーの推進

本市では、太陽光発電設備の導入を促進するため、

住宅用太陽光発電システム導入補助制度及び事業者用

太陽光発電設備導入支援助成事業を行っています。 

また、市有施設への太陽光発電設備の導入に努める

とともに、若田浄水場及び白川浄水場において小水力

発電設備を設置・稼動しています。 

 ■住宅用太陽光発電システム導入補助金交付実績（平成 21～25 年度） 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

交付件数（件） 469 764 1,106 1,411 1,432

年間出力合計（MW） 1.78 2.96 4.58 6.09 6.41

年間発電量（万 kWh） 178 296 458 609 641

CO2排出削減量（t）（※） 935 1,554 2,405 3,197 3,365
     （※）「CO2排出削減量」は、東京電力（株）の平成 24 年度実排出係数 0.000525 t-CO2/kWh

で算出 

     ■市有施設における太陽光発電設備の主な導入状況 

施設名
出力

（kW）

導入開始年

高崎市総合福祉センター 5.30 平成 18 年

高崎市総合保健センター 30.00 平成 23 年

吉井支所 30.00 平成 23 年

高崎市市民活動センター 15.00 平成 23 年

東部公民館 10.00 平成 25 年

吉井福祉センター 10.00 平成 26 年

②省エネルギー施策の推進

本市では、電気自動車等の次世代自動車の普及と、

自動車から排出される温室効果ガス削減のため、平成

24～25 年度にかけて市有施設 9 箇所（市役所本庁舎

及び各支所庁舎、はまゆう山荘、榛名湖温泉ゆうすげ）

に電気自動車用急速充電器を設置しました。

また、町内会や商店街団体が設置する LED 街路灯

について、設置費用等の一部補助を行いました。 
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（２）地域環境の整備 

①交通運輸対策

    本市では、公共交通の利用を促進するため、市内循

環バス「ぐるりん」や自家用有償バスの運行等を行っ

ています。また、自転車の利用促進を図るため、レン

タサイクルや高崎まちなかコミュニティサイクル等を

実施しています。

○レンタサイクル事業

放置自転車を再利用したレンタサイクルを市営自転車駐車場 7 箇所（群馬八幡駅前、倉

賀野駅南口、高崎駅西口、北高崎駅、井野駅西口、問屋町駅貝沢口・問屋口）にて無料で

貸し出ししています。

平成 25 年度の貸し出し台数は、合計で 3,237 台でした。

○高崎まちなかコミュニティサイクルの実施

高崎駅から市役所・図書館を結ぶシンフォニーロードと、高島屋とスズランを結ぶ慈

光・大手前通りに囲まれたエリアを中心にサイクルポートを設置し、無料（100 円デポジ

ット方式）貸出自転車を配置しています。

       平成 25 年度は、サイクルポート 16 箇所を設置し、150 台の自転車を配置しました。

②森林整備による吸収源対策

  本市では、森林の多面的機能の維持増進のため、間伐等を行う森林所有者に対して補助を

行っています。

○間伐促進事業

本市では、間伐促進事業補助金により森林所有者の間伐費用を補助しています。また、

市有林を適正に維持するため、間伐や枝打ち、下刈り等、市有林の管理を実施しています。

           平成 25 年度は、間伐促進事業補助面積が 69.24ha、市有林間伐面積が 6.12ha でした。 

○美しい森林づくり基盤整備事業

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法が施行されたことに伴い、間伐や林道整

備に対し国庫補助が適用されます。 

本市では、国庫補助金を財源とする補助金を、間伐等を行う森林所有者に対して補助し

ています。 

平成 25 年度の補助面積は 15.17ha でした。
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＜基本方針２：循環型地域社会の構築＞ 

【目標】 

市民及び事業者と一体となって、ごみの発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用

（リサイクル）を推進し、ごみの減量及び資源化に努めます。 

【図】ごみ排出量及び市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量の推移（平成 21～25 年度）

本市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6 条第 1 項に基づき、「高崎市一般廃

棄物処理基本計画」を策定し、ごみの適正処理及び減量化を推進しています。平成 24 年度に

は、計画の見直しを行い、本市の今後 10 年間の一般廃棄物の処理・処分に関する計画を策定

しました。

【目標達成に向けた取組】 

（１）リデュース及びリユースの推進 

①リデュースの推進

本市では、ごみの減量に向け、可燃ごみの中でも重量比が大きく、燃焼の障害になりやす

い生ごみについて堆肥化等の取り組みを行っています。 

○学校給食残渣生ごみの堆肥化事業・飼料化事業

平成 25 年度は小学校・中学校・幼稚園・保育所

を含む 84校園所と 2給食センターで実施しました。 

堆肥は、NTT 東日本－群馬が、週 2 回回収された

各学校園所の給食残渣等を自社において 1 次発酵、

2 次発酵を行うことで製品化されています。

また、群成舎も週 2 回、各センター及び学校の給

食残渣等を回収し､高崎食品リサイクルループ協議会が飼料として製品化しています。

それらは各学校に戻され、環境教育の一環として、花壇や畑で利用しています。

基本施策② ごみの減量化と資源化の推進
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○生ごみ処理機器購入費補助金交付事業 

本市では、平成 5 年度から生ごみ処理機等の購入費の一部を補助し、生ごみの堆肥化等

によるごみの減量化を図っています。

補助対象は、コンポスト容器、EM ボカシ容器、電動式生ごみ処理機になります。

平成 25 年度は、コンポスト容器 137 基、EM ボカシ容器 64 基、電動式生ごみ処理機

36 基、合計 237 基が導入され、堆肥化などによりごみ減量に貢献しました。

②リユースの推進

本市では、再使用の推進に向け、倉賀野町にあるリユースセンターの公開やリサイクルバ

ザー等の取り組みを行っています。 

○リユースセンター公開事業 

平成 12 年 9 月から年に 2、3 回リユースセンターを

開設し、市が回収した粗大ごみのうち、再利用可能な

良品を希望者へ無料で引き渡すための公開展示を行

っています。

平成 25 年度は 6 月 8～9 日、11 月 16～17 日の 2
回開催し 1,460 人が来場しました。また、131 点に応

募があり、120 点が再利用希望者に引き渡されました。

（２）リサイクルの推進 

①資源物の分別推進

本市では、資源物等の分別を徹底しごみ減量意識の向上につなげるため、有価物の集団回

収や使用済小型家電のボックス回収等を行っています。

○有価物集団回収事業

本事業は、市長の承認を受けた町内会及び市民で構成された非営利団体が、再生利用可

能な有価物を回収しています。

回収する有価物は、市内の家庭から出された古紙類、繊維類、金属・非鉄金属類、生き

びん（リターナブルびん）等とし、この総量（びんに関しては本数に 0.8 を乗じて重さを

算出）に対して1kgにつき8円を乗じて得た額を奨励金として実施団体に支給しています。

平成 25 年 11 月からは古着・古布が回収品目に加わりました。

平成 25 年度は 518 団体が延べ 2,547 回実施し、

8,695t の回収がありました。

また、回収実績上位の団体に対しては、表彰を行っ

ており、平成 25 年度は 6 月 2 日（日）に開催された

「環境フェア 2013」のイベント内で優良団体 10 団体

を表彰しました。
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○使用済小型家電の回収

小型家電には、貴金属、アルミ、鉄、レアメタルなど

貴重な資源が含まれています。これらの資源を有効利用

するため、小型家電のイベント回収を 2 回、新町クリー

ンステーションでのピックアップ回収を 1 回、試験的に

行いました。また、環境省の実証事業により、平成 26
年 1 月から 3 月の間、ボックス回収を実施しました。

平成 25 年度は、6.3t の小型家電が回収され、金属リサイクル業者に引き渡しました。

②リサイクルの推進

本市では、リサイクルの再生品の利用を促進するため、市で調達する物品についてグリー

ン購入を推進するとともに、学校給食の牛乳パックリサイクル等の施策を実施しています。

○市の事務事業におけるグリーン購入の推進

本市では、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基

づき、平成 13 年 5 月から毎年、調達方針を策定し、物品購入を推進しています。

平成 25 年度のグリーン購入率は、全体で 99.3％でした。

【目標】 

ごみの分別や排出のルールについて周知や指導を継続することにより、ごみの適正な排出・収

集・運搬、そして焼却・埋立処分を継続していきます。また、ごみ処理施設については老朽化が進む

ことから、今後の整備計画に向けた検討を進め、安定かつ効率的なごみ処理を行います。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）収集・運搬の適正な運用 

①排出ルール遵守の徹底

本市では、ごみの分別や排出ルールの周知徹底を図るため、「ごみかわら版」を全戸配布す

るほか、不法投棄や野外焼却の未然防止のため、市内巡回等を実施しています。

○環境パトロールの実施

平成 25 年度は、春と秋に環境保健協議会の協力を得て、延べ 30 回、659 人が参加しパ

トロールを実施しました。また、資源物集積所の資源の持ち去り防止を目的としたパトロ

ールを、2 名体制で 6 月から 9 月の早朝に 18 回実施しました。

○不法投棄防止対策事業

不法投棄予防のためのパトロール班を設け、ごみステーションなどを巡回し、違反ごみ

を回収するとともに、排出ルールの徹底、指導を行っています｡

平成 25 年度のごみステーションにおける不法投棄物（家電 4 品目）の回収実績は、冷蔵（凍）

庫 59 台、テレビ 395 台、洗濯機（乾燥機）35 台で、エアコンの回収はありませんでした。

基本施策③ 廃棄物の適正処理
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○廃タイヤ・廃バッテリーの有料回収

本市では、家庭で処分に困っている廃タイヤ、廃バ

ッテリー等を有料で回収しています。

平成 25 年度は、高崎地域 2 日、群馬地域 1 日、新

町地域 1 日、箕郷地域 1 日、榛名地域 1 日の 6 日間、

回収イベントを実施し、タイヤ 1,450 本、バッテリ

ー120 個、ホイール 765 本、タイヤチェーン 95 本、

消火器 192 本を回収しました。

②適正な収集・運搬

本市では、分別排出されたごみについて、迅速かつ衛生的な収集・運搬を行うよう、収集

運搬業者等へ指導を行っています。

○一般廃棄物処理業の許可申請

本市では、一般廃棄物収集運搬許可業者に対し、許可の更新時及び年に一度の会議にお

いて廃棄物排出事業者へ廃棄物の適正排出及び適正処理について説明を行うよう、指導し

ています。平成 25 年度は 11 月 13 日（水）に説明会を開催し、許可事業者数 110 社中 93
社が出席しました。

○産業廃棄物処理業の許可等に関する事務

      産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う者に対し、産業

廃棄物処理業等の許可を行いました。

＜平成 25 年度 実績＞

・新規許可：1 件   ・更新許可：9 件   ・事業範囲変更許可：0 件

・廃止または失効：6 件   ・許可取消：1 件

（平成 26 年 3 月末現在、処理業許可業者 49 社）

（２）ごみ処理施設の整備 

本市では、高浜クリーンセンターの可燃ごみ焼却施設及び不燃・粗大ごみ処理施設の老朽

化が進んでいることから、施設の整備・更新を進めています。

○一般廃棄物処理施設（焼却施設等）整備事業

  本市が将来にわたり安定的かつ効率的なごみ処理

体制を構築し、循環型社会形成推進に係る社会的要

請への対応やごみ処理に伴う環境負荷の更なる低減

を図るために、老朽化した高浜クリーンセンターの

建替えを進めています。

       平成 25 年度は、高浜クリーンセンターの建替えに

ついて地元関係者との意見交換会を 3 回開催し、同一

敷地内への建替え、還元施設の対応、道路等の周辺環境の整備について説明を行いました。

また、「群馬県環境影響評価条例（平成 11 年群馬県条例第 19 号）」により、本事業の実

施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測及び評価を行うため、環境影

響評価方法書を作成しました。
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＜基本方針３：生活環境の保全＞ 

【目標】 

大気汚染物質の監視・測定体制の充実を図るとともに、大気汚染及び悪臭の発生源対策を推進し、

大気環境を良好に保ちます。 

■一般環境／自動車排出ガスに係る環境基準達成状況（達成地点／有効測定地点）

（平成 21～25 年度）

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

二酸化硫黄（SO2） 3／3 3／3 3／3 3／3 2／2
二酸化窒素（NO2） 2／2 2／2 2／2 2／2 2／2

一酸化炭素（CO） 1／1 1／1 1／1 1／1 1／1

光化学オキシダント（Ox） 0／1 0／1 0／1 0／2 0／2

浮遊粒子状物質（SPM） 3／3 3／3 3／3 4／4 2／2

微小粒子状物質（PM2.5） (※)
0／0

光化学オキシダント

注意報発令回数
1 2 1 0 2

（※）微小粒子状物質（PM2.5）については、平成 25 年度に自動測定機を 2 台導入しま

したが、ともに評価できる測定時間に達していません。

■有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況（達成地点／測定地点）（平成 21～25 年度）

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

ベンゼン 2／2 2／2 2／2 2／2 2／2

トリクロロエチレン 2／2 2／2 2／2 2／2 2／2

テトラクロロエチレン 2／2 2／2 2／2 2／2 2／2

ジクロロメタン 2／2 2／2 2／2 2／2 2／2

【目標達成に向けた取組】 

（１）大気汚染対策 

①大気環境の監視・測定

本市では、汚染の未然防止を図るため、二酸化硫黄（SO2）や二酸化窒素（NO2）などの大気汚

染物質や人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質について、監視・測定を行っています。

○一般環境／自動車排出ガスの測定

       平成 25 年度は、市内 5 地点で二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素（CO）、光化学オ

キシダント（Ox）、浮遊粒子状物質（SPM）及び微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視を

実施しました。なお、微小粒子状物質は平成 25 年度から測定を開始しました。

基本施策④ 大気環境の保全、悪臭の防止
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常時監視を実施した地点及び環境基準の達成状況は、光化

学オキシダントを除き、環境基準を達成していました。

なお、光化学オキシダントは、全国的な環境基準の達成割合

が極めて低い水準となっています。高濃度になり人の健康に影

響を与えるおそれがあると判断される場合には、群馬県より注

意報が発令されます。平成 25 年度は 2 回発令されました。

○有害大気汚染物質の測定

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質は 248 物質あり、その中でも有害性の程

度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられている優先取組物質

として 23 物質が指定されています。

平成 25 年度は、測定方法が確立されている 22 物質について測定を行い、その結果、環

境基準が設定されている 4 物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

及びジクロロメタン）は、基準を達成していました。

②工場・事業場排出源対策

大気汚染物質の排出を抑制するため、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設等を設置し

ている工場・事業場について、立入検査等を実施しています。

○ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場への立入検査

平成 25 年度は 43 の工場・事業場に対して立入検査を実施し、届出内容や施設の実態及

び自主測定の実施状況の確認等を行いました。立入検査の結果、届出書類未提出等の件で

21 の工場・事業場に対して指導を行いました。

（２）悪臭対策 

①工場・事業場の悪臭対策

工場・事業場から発生する悪臭については、立入検査を行い、必要に応じて臭気測定を実

施するなど、悪臭防止対策について指導を行っています。

○工場・事業場への立入検査

 平成 25 年度は、悪臭に関する苦情が新たに 3 件ありました。必要に応じて臭気測定を

実施し、規制基準が不適合であった工場･事業場に対しては、改善の指導を行いました。

②畜産業の悪臭対策

家畜排せつ物による悪臭被害の防止を図るため、消臭効果のある飼料添加物や薬剤の使用、

家畜の排せつ物処理及び利用施設の設置等に対し助成を行っています。
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【目標】 

河川、湖沼及び地下水における水質汚濁物質の監視・測定をはじめ、家庭や工場・事業場からの排

水対策や啓発活動などを推進し、大切な水資源となる河川等の水環境を良好に保ちます。 

■河川及び地下水における環境基準達成状況（達成地点／測定地点）（平成 21～25 年度）

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

河川の BOD 75％値 14／18 17／18 17／18 16／18 16／18

河川の pH 16／18 18／18 18／18 18／18 17／18

河川の DO 18／18 18／18 18／18 18／18 18／18

河川の SS 18／18 18／18 18／18 18／18 18／18

河川の大腸菌群数 2／14  4／14  3／14  8／14 0／14

地下水の健康項目（28 項目） 16／17 12／18 15／17 16／18 17／17

【目標達成に向けた取組】 

（１）水質汚濁対策 

①河川・湖沼・地下水の監視・測定

本市では、汚染の未然防止を図るため、本市の河川、湖沼及び地下水の水質調査を継続し

て実施しています。

○河川等の監視・測定

水質汚濁防止法に基づく常時監視として 46 河川 71地点及び 1湖沼 1地点について水質

測定を実施しています。

       平成 25 年度は、カドミウム、シアン等の人の健康にとって有害な物質についてはすべ

ての測定地点で環境基準を達成しています。

       生活環境の保全に関する項目については、環境基準の測定地として指定されている烏川、

碓氷川、井野川及び鏑川の 4 河川について、代表的な河川水質指標である BOD（75％値）

でみると、烏川の烏川橋、井野川の浜井橋が環境基準を達成できませんでしたが、その他

の測定地点においては環境基準を達成していました。また、大腸菌群数については環境基

準を達成した地点はありませんでしたが、動物の糞便以外に土壌や植物など自然由来の細

菌も多く含まれるため、検出をもって汚染の発生を断定するものではなく、可能性を示す

目安として考えられています。

       一方、環境基準の測定地として指定されている榛名湖では、代表的な湖沼水質指標であ

る COD（75％値）でみると、環境基準を達成していました。また、全窒素については環

境基準を達成できませんでしたが、動植物の生育には欠かせないものであり、湖沼の栄養

状態をみるための指標として定められています。

基本施策⑤ 水環境、土壌環境の保全
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○地下水の採取・調査の実施

水質汚濁防止法に基づき、県が策定した地下水質測定計画により、市内の地下水を調査し

ています。また、過去の調査において汚染が判明した井戸は、継続的な監視を行っています。

＜概況調査＞

平成 25 年度は 17 地点で調査を実施しましたが、環境基準を超過したところはありま

せんでした。

＜継続監視調査＞

平成 3 年度概況調査で片岡地区においてテトラクロロエチレンによる地下水汚染が、

平成 6年度概況調査で豊岡地区においてトリクロロエチレンによる地下水汚染が確認さ

れたため、両地区の 7 地点で調査を実施しました。また、平成 6 年度と平成 17 年度の

概況調査で倉賀野町において確認された砒素による地下水汚染について、4 地点で調査

を実施しました。なお、倉賀野町においては、今まで暫定的に監視を行ってきましたが、

砒素の環境基準超過が続いているため、今後は他の地区と同様、継続的に監視を行って

いきます。

このほか、平成 22 年度概況調査で柳川町、平成 23 年度概況調査で鼻高町において硝

酸性窒素、亜硝酸性窒素による地下水汚染が確認されたため、両地点で調査をしました。

②工場・事業場対策

公共用水域及び地下水における汚濁防止を図るため、水質汚濁防止法に基づく特定施設等

を設置している工場・事業場について、立入検査等を行っています。

○特定施設を設置している工場・事業場への立入検査

平成 25 年度は市内 458 事業場中、排水基準が適用されている事業場に対して延べ 262
件の立入検査を実施し、うち 11 件が排水基準に適合していませんでした。排水基準不適

合の主な原因は排水処理施設の維持管理が不十分であったことによるものであり、適切に

行うよう指導しました。

また、排水基準の適用されていない事業場に対しても随時立入検査を実施し、特定施設

の使用状況や排水処理施設の維持管理状況の確認を行っています。

③生活排水対策

家庭から排出される生活排水による水質汚濁を防止するため、公共下水道への早期接続を

促進するとともに、浄化槽設置補助などの事業を行っています。

○下水道普及促進事業

       公共下水道が整備された区域内の未水洗家屋を戸別

訪問し接続の依頼を行うことにより、早期の公共下水道

接続を図っています。平成 25 年度は 2,155 戸の戸別訪

問を行い、水洗化率は 94.5%となりました。

       また、下水道の日に併せて、下水道 PR のため、下

水道ポスター展を 9 月 19 日（木）から 9 月 24 日（火）

にかけて、開催しました。市内の小学 4 年生を対象に募集し、応募があった 169 点の作品

を市役所 1 階ロビーで展示を行い、多くの見学者が訪れました。
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○浄化槽設置推進事業

高崎市浄化槽設置事業費補助金交付要綱に基づく補助事業（昭和 63 年 4 月開始）によ

り、合併処理浄化槽の新設や単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を促進してい

ます。

平成 25 年度は、浄化槽 398 基（5 人槽：279 基、7 人槽：111 基、10 人槽：8 基）に対

し、総額 88,889,000 円の補助金を交付しました。

（２）土壌汚染対策 

土壌の環境保全に対する意識の啓発を図るため、市ホームページ等を利用して市民や事業

者へ情報提供を行うとともに、土壌汚染対策法に基づく区域の指定等を行っています。

○土壌汚染対策法要措置区域等の指定

       土壌汚染対策法に基づき、特定有害物質による汚染状況の把握及び汚染による健康被害

の防止を目的とし、調査の結果、土壌汚染が判明した土地を、健康被害のおそれの有無に

応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定しています。

       平成26年3月31日現在、高崎市では2箇所が形質変更時要届出区域に指定されています。

【目標】 

騒音・振動の監視・測定や工場・事業場等の発生源対策を推進し、生活環境を保全します。 

■騒音に係る環境基準達成状況（達成地点／測定地点）（平成 21～25 年度）

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

昼間（6～22 時） 27／30 30／34 32／33 33／35 32／35
夜間（22～6 時） 24／30 25／34 30／33 28／35 28／35

【目標達成に向けた取組】 

（１）騒音・振動対策 

①騒音・振動の監視・測定

本市では、騒音・振動の実態を把握するため、一般地域、道路に面する地域、新幹線鉄道、

特定工場等について測定を実施しています。

■項目別達成状況（平成 25 年度）

達成地点／測定地点

騒音に係る環境基準達成状況 （6 時～22 時）   32／35

騒音に係る環境基準達成状況 （22 時～6 時） 28／35

自動車騒音の要請限度適合状況 4／ 4

新幹線鉄道騒音の環境基準達成状況（25m 地点）  4／11

基本施策⑥ 騒音・振動の防止



16 

②工場・事業場等の固定発生源対策

  特定施設を設置している事業場に対して、立入検査等を行っています。

  また、市民からの苦情などについては、調査を行った上、必要に応じて原因者に対し、防

音・防振対策を指導しています。

○特定施設を設置している工場・事業場への立入検査

騒音規制法及び振動規制法に基づき、特定施設設置等の届出の受付を行っています。特定施

設を設置している工場・事業場は、事前の届出と規制基準の遵守が義務づけられており、騒音

特定施設については 610事業場、振動特定施設については 550事業場が届出をしています。
また、随時立入検査を実施し、規制基準に適合していない工場・事業場には騒音・振動

の防止対策を指導しています。

平成 25年度は、騒音特定施設 17事業場及び振動特定施設 17事業場に対して立入検査
を行い、騒音特定施設の 3事業場において規制基準を超過していたため、改善するよう指
導を行いました。その他の工場・事業場においては、規制基準に適合していました。

【目標】

ダイオキシン類に係る汚染状況の監視・測定や化学物質を取り扱う事業者に対する適正な管理指

導・啓発を推進し、市民への健康被害を未然に防止します。 

■ダイオキシン類の環境基準達成状況（達成地点／測定地点）（平成 21～25年度）
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

大気 3／3 4／4 4／4 4／4 4／4
河川水 3／3 3／3 3／3 3／3 3／3

河川の底質 2／2 3／3 3／3 3／3 3／3
土壌 3／3 4／4 4／4 7／7 4／4

【目標達成に向けた取組】 

（１）化学物質対策 

①ダイオキシン類の監視・測定

本市では、ダイオキシン類の汚染状況を把握し、健康被害を未然に防止するため、大気・

河川水・河川の底質・土壌において監視・測定を実施しています。

■ダイオキシン類の環境基準達成状況（平成 25年度）
測定地点 達成状況

大気 中央公民館、群馬支所、榛名支所、吉井支所 全ての地点で達成

河川水及び河川の底質
烏川（烏川大橋）、染谷川（染谷川橋）、

榛名白川（原山橋）
全ての地点で達成

土壌
中尾児童公園、倉渕せせらぎ公園、烏川公園、

みねはら公園
全ての地点で達成

基本施策⑦ 化学物質による環境汚染の防止
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②化学物質の適正な管理  

本市では、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性がある化学物質を使用している

事業者に対して、PRTR制度に基づく届出の指導等を行っています。

○化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）
本制度は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、

化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏

まえ、事業者による化学物質の自主的な管理を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止

することを目的としています。

指定されている化学物質を取扱う事業者（製造業、燃料小売業等）は、本市を経由して、

主務大臣に届け出なければなりません。

平成 25年度（平成 24年度把握分）は、届出要件に該当する 125事業所からの届出を受
け付けました。

【目標】

市民が安心して暮らすことができるよう、空間放射線量や放射性物質の測定を実施します。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）空間放射線量の定点測定 

身の回りの放射線量を継続的に把握するため、空間放射線量の定点測定を実施しています。

また、市民が自ら身近な生活環境の空間放射線量を測定できるよう、簡易型放射線量測定

器の無料貸出しを行っています。

○放射線の定点測定に関する事務

定点測定は平成23年6月から実施し、平成24年4月からは市
内120箇所に拡充して行っています。 
測定している箇所は、市内全域の放射線量が把握できるよう、

子どもが通う小学校、幼稚園及び保育園等の公共施設を中心と

しています。測定は、毎月2 回実施しており、平成25年度の測
定で、国の除染基準（地表1mの高さ、面的測定で毎時0.23マイ
クロシーベルト以上）に該当する結果は出ていません。 

○空間放射線量測定器の無料貸出し事務

本市では、空間放射線量測定器の無料貸出しを平成24年4月か
ら行っています。

貸し出している測定器は簡易型の空間放射線量を測定するもの

で、本庁5台及び各支所1台ずつ、計11台を貸し出しています。
平成 25年度の貸出件数は、合計で 47件でした。 

基本施策⑧ 放射性物質の監視・測定
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（２）各施設における放射性物質の測定 

放射性物質汚染対処特措法に基づき、焼却施設や浄水場等では、発生した焼却灰や汚泥等

における放射性物質の測定を行っています。

また、市民の生活に密接に関わる水道水や学校給食、プール水等においても、安全性を確

認するため、放射性物質の測定を行っており、結果については市ホームページへ掲載してい

ます。

○放射性物質に係る水道水の安全性に関する事務

水道水中の安全性について、本市では若田浄水場、唐松浄水場、岩崎浄水場、及び各支

所地域浄水場で毎週、水道水中の放射性物質の検査を実施しています。平成 24 年 4 月 1
日から食品衛生法に基づき、水道水については放射性セシウム（セシウム 134 及び 137
の合計）の管理目標値として 200Bq/kgから 10 Bq/kgへと基準値が変更されました。
なお、放射性ヨウ素（ヨウ素 131）については、半減期が 8日間と短く周辺環境におい
ても検出されていないことから食品衛生法の規制対象から除外されたため、水道水の検査

対象項目からも除外されました。

  平成 25年度は、13地点で採水を行い 72検体を検査した結果、不検出となっています。

○学校のプール水の放射性物質測定

本市では、市内小中学校のプール水の放射性物質の測定を平成 23年度より開始しました。
平成 25年度は、小学校 2校、中学校 1校を抽出して、6月 13日から 9月 5日までの期
間に、毎週 1回、合計 13回実施した結果、不検出となっています。

○小学校・保育園等における給食放射性物質検査の実施

安心安全な給食の提供及び保護者の皆さんの安心感を高めるため、平成 24 年 1月から
実施しています。

市内を 12地域に分け、毎週 3地域ずつ、1地域につき 1給食施設を抽出し、順番に検
査しています。1か月（4週間）で全 12地域を検査します。

       平成 25年度は、市内の幼稚園（5検体）・保育園及び保育所（27検体）・小学校（48検
体）・中学校（28検体）・特別支援学校（1検体）・給食センター（5検体）を対象に、114
検体を検査した結果、不検出となっています。

○市内を流通する食品等の放射性物質検査の実施

市内を流通する食品等の安全確認のため、放射性物質の検査を実施しています。検査対

象は、小売店に流通している食品のうち、市内で生産・製造された食品を中心に検査を実

施しています。

  平成 25年度は、30件検査し、暫定規制値を上回った食品はありませんでした。
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＜基本方針４：快適空間の確保＞ 

【目標】

各地域の特性を活かした計画的な公園・緑地の整備により、緑化を推進するとともに、文化財の保

護・管理により、本市独自の景観の保全に努めます。 

【図】都市公園面積の推移（平成 21～25年度）

【目標達成に向けた取組】 

（１）都市公園の適正な整備 

地域において様々な利用の拠点となる公園・緑地を、土地区画整理事業等と連動しながら

各地区のニーズを考慮し、相対的に不均衡のないように、適正配置に努めています。

平成 25年度については、飯塚公園を整備しました。

（２）緑化意識の高揚 

花と緑あふれるまちなみを推進するため、公共公益施設等の緑化を推進しています。

また、市民が緑に親しむ機会を増やし、緑を大切に思う心を育むとともに、参加しやすい

仕組みづくりに努めています。

○公共施設等への植栽

       平成 25 年度は、高崎駅西口の円形花壇やシンフォニー花壇・ハープの泉プランター等
での植栽工事や花の里親プランター植え付け準備工事等を行い、高崎駅西口周辺や街中等

の緑化を推進しました。

○生垣づくり奨励補助金交付事務

生垣は境界や目隠しだけでなく、防災や環境の改善、やすらぎを与える景観づくりなど

の機能もあるため、生垣設置の奨励を推進し、生垣の奨励基準に該当する申請者に補助金

を交付しています。

平成 25年度の補助件数は 35件で、新設された生垣は 735mでした。

基本施策⑨ 公園・緑地の整備、歴史的景観の保全
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○花の里親制度

市民参加による道路緑化の推進と啓発を目的に、春と秋の年 2回、里親に自宅で花苗を
1か月程育ててもらい、その後生長した花苗をシンフォニーロードのプランターに移植し、
管理（通年）をしてもらいました。

平成 25 年度に設置された花の里親プランターは 110 基、花の里親登録者数は平成 26
年 3月 31日現在で 106名です。

○苗木等の配布事業

スプリングフェスティバルに協賛し、「昭和の日」（4 月 29 日）に、緑化団体との共催
で、市民に対して苗木・花の種の配布を行っています。

平成 25年度は、苗木 1,160本、花鉢 600鉢、花の種 1,700袋を配布しました。

○緑化コンクールの実施

・「花いっぱいコンクール」：小・中学校、幼稚園、保育所を対象とした花壇等のコンク

ールで、平成 25年度は 18団体が参加しました。
・「緑化ポスターコンクール」：小・中学生を対象とした緑化ポスターや風景画のコンク

ールで、平成 25年度の応募点数は 561点でした。

○誕生記念樹木の贈呈事業

平成 24年 10月 1日から平成 25年 3月 31日までの出生児には 5月に、平成 25年 4月
1日から 9月 30日までの出生児には、11月に記念の樹木を贈呈しました。
贈呈数は、2回の合計で 1,784人（対象者数 3,088人の約 58%）でした。

（３）文化財の保護・管理 

市内の文化財を後世に残し、高崎らしい景観の保全を図るため、史跡や天然記念物など、

貴重な文化財の適正な保護・管理に努めています。

○史跡整備事業（整備工事の実施、整備設計の策定）

山上碑や金井沢碑・多胡碑など我が国を代表する歴史的資産を保全するとともに、市内

の遺跡や史跡、史跡公園の整備に努めています。

平成 25 年度は、国指定史跡日高遺跡のトイレの建設及び公園整備工事等を実施しまし
た。また、箕輪城跡の園路整備及び御前曲輪トイレの建設並びに城門復元整備の実施設計

を行いました。
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○貴重な動植物の保護育成

天然記念物などの本市を特徴づける貴重種については、保護育成を行っています。

平成 25年度は、県指定天然記念物「萩原の大笠松マツ」の管理を行いました。
また、市指定天然記念物「医王寺跡のクスの木」の樹木診断等を行いました。

【目標】

市民が自然とふれあい、野生動植物との共生が図れるよう、自然公園や河川緑地などの整備を行う

とともに、森林・農地をはじめとする自然環境の保全に努めます。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）自然空間の創出 

本市では、観音山丘陵などの豊かな自然環境を活かし、市民が身近に自然とふれあうこと

のできる自然公園の整備を推進しています。

○観音山公園整備事業

      カッパピア跡地は観音山公園の一部であり、現況の地形や起伏、樹林等の自然環境を利

活用した、自然に触れ合える公園作りをコンセプトに、多くの市民が広く交流し、憩える

公園として整備するため、平成 22年度から工事に着手しています。
平成 25年度においても引き続き、基盤整備や施設整備を実施しました。 

（２）森林・農地の保全 

本市では、森林が持つ多面的機能を十分に発揮できるよう間伐や下刈りなど適正な維持管

理に努めるとともに、耕作放棄地の解消に向けて各種施策を実施しています。

○水源かん養林造成事業 

       森林の持つ保水能力、水質浄化機能を向上させ、河

川流量の安定確保、水質安定維持へとつなげるため、

水源かん養林として森林の整備・管理を行っています。 

平成 25年度は、烏川流域森林組合に委託し、現地
調査の結果、面積 9.0ha を下刈り、間伐、除伐作業
を実施しました。 

その他、森林に関する施策については、6ページの
『基本施策① 地球温暖化対策 （２）地域環境の整備 ②森林整備による吸収源対策』

をご参照ください。

○耕作放棄地の再生作業等への助成

荒廃した耕作放棄地の農地利用調整を更に促進し、引き受け手（農業者、農業者組織、

農業参入法人等）が、作物生産再開に向けた条件整備に取り組みやすくなるよう、耕作放

棄地を再生利用する取り組みを支援するために、実施しています。

平成 25年度は、榛名地域及び吉井地域において、合計 75a（榛名地域：52a、吉井地域：
23a）で実施しました。

基本施策⑩ 自然環境の保全
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【目標】

市が実施する一定規模以上の開発事業については、環境への配慮を取り込み、地域の環境特性を考

慮した良好な環境の保全及び創造を図ります。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）環境調査の実施 

本市では、「高崎市環境基本条例」第 16 条に規定する環境調査の実施について必要な事項
を定めた「高崎市環境調査指針」に基づき、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある開発事

業等に対して環境調査を実施し、計画の立案段階から環境への配慮を行い、良好な環境の保

全に努めています。

平成 25年度は、高崎文化芸術センター整備事業について調査を実施し、関係部局より大気
質や騒音・振動（アイドリングストップ周知 等）、資源・エネルギー（太陽光発電システム

の設置及び LED 照明等省エネルギー型機器の導入 等）など、環境に関するさまざまな意見
が寄せられました。

【目標】

災害の発生に備え、未然防止策を講ずるとともに、防災体制の充実や防災基盤の整備に努めます。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）災害に強いまちづくり 

本市では、水害や土砂災害、地震などによる被害を防止・軽減するため、浸水想定区域等

における改修工事や建築物の耐震診断等を行っています。

また、災害時の避難、消防、救護活動等に寄与する道路や公共施設の整備等を行い、防災

に配慮したまちづくりに努めています。

○避難場所等整備事業

       災害発生時、生命に危険が及ぶような場合には安全な場所に避難して身の安全を守るた

めに、避難所等を指定しています。また、避難が迅速、安全に行われるよう、看板や案内

板を設置しています。

平成 25年度は、避難所が 1箇所追加になり、123
箇所となりました。また、特に高齢者や障害者等の

要配慮者については、一般的な避難所では生活に支

障をきたし特別な配慮をする必要が生じる場合が

あるため、専門職員の配置や施設のバリアフリー化

等により、福祉避難所を 18箇所指定しました。
なお、看板等は新設の看板 7基、案内板 1基、更新の案内板 9基、撤去が 1基でした。

基本施策⑫ 災害への対応

基本施策⑪ 開発事業等の環境への配慮



23 

○耐震性貯水槽整備事業

       耐震性貯水槽は、水道管の途中に設置している災害時の飲み水を貯めるための貯水槽で、

通常は水道管の一部として水が流れていますが、地震時には耐震性貯水槽の流出入管に設

置されている緊急遮断機が作動し、貯水槽内に水が飲料水や消火用水として確保すること

を目的として、市内の小学校等に設置しています。

平成 25年度は、現在設置されている 11箇所の周辺住民への操作体験会を行いました。

■耐震性貯水槽設置場所

公共施設（1箇所） 音楽センター

小学校（10箇所）
中居小学校、東小学校、豊岡小学校、北小学校、六郷小学校、

南小学校、桜山小学校、片岡小学校、倉賀野小学校、塚沢小学校

○河川整備事業

現在、国の直轄河川である一級河川烏川において国土交通省高崎河川国道事務所が無堤

地区の解消に向け、平成 23年度より堤防の整備を進めています。
平成 25 年度は、寺尾中学校東付近において延長約 300m の築堤工事を実施し、総延長
約 800mの堤防が完成しました。

○木造住宅耐震診断事業

本市では、市内にある住宅の耐震診断を希望する所有者等に技術者を派遣して、診断を

実施しています。

平成 25年度は、44件の診断を行いました。

○木造住宅等耐震改修補助事業

住宅の耐震改修工事を実施する所有者等に工事費等の一部を補助することで、安全な住

宅の整備促進を図ることを目的とした事業として、平成 20年度より実施しています。
平成 25年度は、耐震改修工事 1件について補助を行いました。

○耐震補強事業

       教育委員会では、平成 14 年度から本事業に着手し、耐震診断、耐震補強設計、耐震補
強工事を 3年サイクルで実施していましたが、耐震診断（2次診断）及び耐震補強設計に
ついては、平成 26年度で終了予定となっており、平成 27年度末までに、耐震補強工事を
完了するため、工事を行っています。

平成 26年 4月 1日現在の全学校園の耐震化率は 78.0%となっています。

■耐震補強事業実績（平成 25年度）
事業内容 実施校（園）数

耐震診断 9校
耐震補強設計 31校園
耐震補強工事 11校園



24 

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

本市では、大規模災害発生時における市民生活を確保するため、他市町村及び民間企業等

と協定を締結し、連携体制の整備に努めています。

○応援協力体制整備事業

平成 25 年度は、廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定を北茨城市
ほか 63 市町村と、災害発生時における電気設備等の復旧の協力に関する協定を高崎電気
工事協同組合と、災害時における応急対策物資供給等に関する協定を高崎安全施設業協会

と締結しました。

（３）市民等の防災活動の促進 

本市では、各地域における防災体制の強化を図るため、各町内会などにおける自主防災組

織の育成強化を行うとともに、高齢者や乳幼児などの災害対応能力の弱い「災害時要援護者」

の安全を確保するための施策を推進しています。

○自主防災組織等支援事業

自分たちのまちを自分たちで守るという考えのもと、地震などの災害が発生したときに、

地域が連携して災害に対応し、初動体制の確保や適切な情報伝達、救援物資の配布などを

スムーズに行うための住民による防災組織の設立を目的に、出前講座等を実施しています。

平成 25年度は、防災に関する出前講座を 22回実施し参加者は 1,040人でした。
なお、当年度は 35団体が新規設立したため、現在は 241団体が結成されています。

○災害時要援護者支援推進事業

災害時に、危険を察知したり状況を判断したりすることが困難な方、障害や体力の衰え

などにより自力で避難することが困難な方を地域の人たちの支え合いで災害に備えてい

ただくことを目的に、町内会や民生委員、自主防災組織等に協力をお願いしています。

平成 25 年度は、災害対策基本法の一部が改正され、避難行動要支援者名簿の作成が義
務づけられたことから、要支援者本人から同意を得て、町内会や民生委員、消防機関等に

情報提供を行う制度が設けられたため、名簿の提供に向けて準備を進めました。
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＜基本方針５：環境まちづくりの推進＞ 

【目標】

市民一人ひとりが主体となって環境保全活動に取り組むことができるよう、環境教育・環境学習を

推進します。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）環境教育・学習機会の提供 

①市民や事業者等に対する環境啓発の推進

本市では、市民や事業者等の環境意識の高揚を図るため、6月の環境月間イベントをはじめ、
さまざまな催しを実施しています。

○環境月間のイベント

環境省では、環境基本法に定められた 6月 5日の「環境の日」を中心とする 6月の 1か
月間を「環境月間」として定めています。

本市では、毎年この日を中心に、環境に関するさまざまなイベントを開催しています。

■環境月間イベント実施状況（平成 25年度）
開催日 イベント内容

5月 25日 ・廃タイヤ・廃バッテリー等の有料回収（群馬地域）

5月 26日 ・☆足元からの実践☆ 『高崎地域一斉ごみ拾い』

6月 2日 ・環境フェア 2013 
6月 8～9日 ・粗大ごみのリユース品の公開展示

6月 9日 ・廃タイヤ・廃バッテリー等の有料回収（高崎地域）

「環境フェア 2013」では、高崎市水道局及び高崎市国際交流協会、たかさき環境パー
トナーシップ会議が共催し、「水道週間イベント」及び「国際交流の集い」と合同でイベ

ントを実施しました。イベントの内容としては、市内の団体や企業による環境活動紹介、

家庭内で不要になった用品のバザー、使用済小型家電の回収などを行いました。

また、もてなし広場から高崎駅にかけて、クリーンアップキャンペーンも実施し、民間

47団体の参加協力を得て、可燃ごみ・不燃ごみ併せて 81kgのごみが回収されました。

基本施策⑬ 環境教育・環境学習の推進
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○こどもエコクラブに関する事務

こどもエコクラブは、幼児（3 歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のク
ラブです。市内では、平成 26年 3月 31日現在で、8クラブ 225人が登録しています。
また、平成 26年 1月 18日（土）には、群馬県、
前橋市、前橋市教育委員会との共催により、前橋市

児童文化センターにおいて、県内こどもエコクラブ

の 1年間の環境活動を発表する交流会が開催されま
した。交流会では、子どもたちによる環境活動の発

表や壁新聞の展示、科学工作などが行われました。

○出前講座の実施

       出前講座では、市の職員などを講師として市民の皆さんの学習会や地域の集まりに派遣

しています。環境の分野についても市民の要請に基づき、専門的知識を持つ職員が環境学

習の支援を行っています。学習相談があったときは、生活に密着した環境学習についても

出前講座も含め学習情報を提供しています。

      ■平成 25年度 出前講座実施状況（環境関連）
講座名 実施回数 参加人数

低炭素社会作りを目指して －高崎市の新エネルギー活用－ 1 20
ごみの出し方、減らし方、活かし方 8 608

②学校等における環境教育・環境学習の充実

次世代を担う子どもたちに環境の大切さを知ってもらうため、環境活動に取り組むための教

材や仕組みづくり、市内小学生を対象とした体験学習の実施など、各種施策を行っています。

○たかさき学校 ISOの実施
「たかさき学校 ISO」とは、児童と教職員が一緒になって環境への取り組みを実践・学
習することにより、環境についての関心を高め、正しい知識を習得し、日常から環境を大

事にする意識と習慣を身に付けてもらうことを目的として、平成 17 年度より市内小学校
を対象に実施しています。

平成 25年度は、大類小学校と倉賀野小学校の 2校が新たに加わり、37校の小学校が取
り組みました。

○副読本「地球とともに」作成・改訂事務

本市の実態に即した環境教育を推進するため、市内の環境教育に関する資料を写真や

絵・図などで掲載した副読本「地球とともに」（小学校 1～3学年用、小学校 4～6学年用）
を編集・作成し、小学校 1年生と 4年生全員に配付しています。本副読本は低学年（1、2
年生）の「生活科」、中学年以上（3～6年生）の各教科・領域で環境に関する学習に活用
されています。

平成 25年度は編集委員会を 4回開催し、平成 25年度用に低学年用 3,600部、高学年用
3,600部の副読本を作成しました。
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○環境ポスター展の開催

      次世代を担う子どもたちに、身近で起きている環境

問題や環境の大切さを知り、環境にやさしい行動につ

いて考えてもらうことを目的として、平成 7 年度より
実施しています。

       平成 25年度も市内の小学校5、6年生を対象として、
ポスターを募集し、市内 50校から 340点の力作が集ま
りました。作品は、平成 25 年 10 月 25 日（金）から
10月 29日（火）に高崎シティギャラリーにて展示し、
5日間の来場者数は 1,125人でした。

       また、入賞した 62人の児童には、賞状及び記念品等
を贈呈しました。

○水生生物調査の実施

      参加小学生に自分たちの住んでいる地域の川の

水質、また上流と下流の水質の違いを自らの体で体

験してもらい、川に対する関心、さらには環境問題

に関する関心を呼び起こすきっかけにすることを

目的として、平成 5年度より実施しています。
市内小学校（4～6年生）を対象とし、参加者には
実際に川で水生生物を採取し、計数・水質判定をし

てもらっています。

平成 25 年度は、3 校（六郷小学校・南八幡小学校・城山小学校）で実施し、参加者の
合計人数は 61人でした。

○小学生自然体験活動事業

本市の自然環境に着目し、自然体験や農業体験、

地域の歴史や文化に触れる体験などを通して、自然

の大切さや地域の伝統の素晴らしさに気付き、喜び

や感動を味わう自然体験活動を平成 24 年度から小
学校において実施しています。

平成 25年度は、城南小学校・中川小学校・倉渕小学
校・新町第一小学校・新町第二小学校で実施しました。

○学校環境活動展の実施

「学校環境活動展」は日頃学校生活の中で行われ

ている環境活動をパネル等で取りまとめた作品展

であり、平成 25 年度は 10 月 30 日（水）から 11
月 5日（火）まで、高崎市役所 1階ロビーで開催し
ました。市内の小・中・特別支援学校 84 校全ての
学校の作品が展示され、多くの来場者がありました。

また、学校環境活動展に展示された作品は、市ホー

ムページへも掲載しました。

高崎市長賞

大澤 達矢さん（下里見小）
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（２）人材の育成 

本市では、各地域における環境保全を進めるため、指導者となりうる人物の育成に努めて

います。

○新任環境保健委員事務連絡会議の開催

本市では、環境・衛生・保健などの問題について、市民と行政との事務連絡を円滑に処

理するため、各町内会に 1人、環境保健委員が置かれ、保健衛生の向上増進や生活環境の
改善に努めています。年度当初には、新たに選任された環境保健委員を対象に新任環境保

健委員事務連絡会議を開き、委嘱する業務内容についての研修を行っています。

平成 25年度は、5月 14日（火）に開催し、新任環境保健委員約 150人が参加しました。
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【目標】

市民や事業者等が環境保全に向けた活動を自発的に取り組むことができるよう支援を行うととも

に、各主体間の連携の強化を図ります。 

【目標達成に向けた取組】 

（１）各主体への支援 

①市民への支援

本市では、環境保全に資する製品や機器などの利用・導入を促進するため、購入費用の一

部補助などの支援を行っています。

■主な補助・制度（平成 25年度） 
補助内容（対象・金額等） 担当課名

住宅用太陽光発電

システム導入

補助制度

住宅用（10kW未満）太陽光発電システムを新たに
設置（システム付の住宅を購入）した市民に対し、1 
kWあたり 3万円を補助（補助限度額：8万円）

環境政策課

街路灯（防犯灯 LED）
設置補助

町内会で LED街路灯を設置する場合（従来型街路灯
から LEDへの交換含む）、1灯につき工事費の 4分
の 3の額を補助（補助限度額：2万 3千円）

地域行政課

生ごみ処理機器

購入費補助

生ごみ処理機器（コンポスト容器・EMボカシ容器・
電動式生ごみ処理機）を購入した市民に対し、購入価

格（税抜）の 2分の 1の額（100円未満は切り捨て）
を補助（補助限度額：コンポスト容器は 3千円、EM
ボカシ容器は 2千円、電動式生ごみ処理機は 2万円）

一般廃棄物

対策課

浄化槽設置事業費

補助

家庭雑排水とし尿を一緒に浄化する家庭用浄化槽の

設置者に対し、以下の額を補助

＜高崎・群馬・新町・吉井地域＞

5人槽：19万 8千円、7人槽：25万 6千円、
10人槽：34万円
＜倉渕・箕郷・榛名地域＞

5人槽：21万 9千円、7人槽：28万 3千円、
10人槽：37万 6千円

一般廃棄物

対策課

生垣奨励補助

奨励基準を満たした生垣を設置する申請者に対し、

以下の額を補助

・生垣の延長 1m につき 2 千円（補助限度額：5 万
円）を補助

・さらに、ブロック塀等を延長 5m 以上取り壊して
生垣をつくる場合、別に一律 2万円を補助

公園緑地課

（※）「街路灯（防犯灯 LED）設置補助」については、平成 26年度より企画調整課へ移管

基本施策⑭ 市民・市民団体・事業者への支援



30 

②事業者への支援 

本市では、環境保全に資する設備等の導入に対し、融資及び一部助成などの支援を行って

います。

■主な補助・制度（平成 25年度）
補助内容（対象・金額等） 担当課名

事業者用太陽光発電

設備導入支援助成金

市内の事業所に 10kW以上の太陽光発電を設置
する事業者に対し、設計費・設備費・工事費の合

計額の 3分の 1以内の額を助成（助成限度額：500
万円）

商工振興課

省エネルギー型

街路灯整備事業

商店街で LED街路灯を設置する場合、1基につ
き工事費の 4分の 3の額を補助（補助限度額：28
万円、照明部分のみの整備は 23万円）

商工振興課

ISO等認証取得
補助金制度

市内に事業所を有し、市税を滞納していない中小

企業者に対し、認証取得にかかる必要経費の 3分
の 1以内の額を補助（補助限度額：70万円）

産業政策課

（２）情報提供の推進 

環境保全に向けた取り組みを推進するため、「広報高崎」や市ホームページで環境に関する

情報の提供を行っています。

平成 25 年度には、「環境フェア」の開催や太陽光発電システム導入補助制度、市有施設 8
箇所に増設された電気自動車の急速充電器などの記事を掲載しました。その他、市ホームペ

ージでは、環境調査結果及び環境基準、放射性物質に関する測定結果などの各種データを更

新しました。

（３）各主体との連携 

本市では、各主体間の連携を強化して環境保全に向けた取り組みを進めるため、平成 25年
4月 1日に「たかさき環境パートナーシップ会議」を発足させ、良好な環境の保全及び創造に
関する施策の推進を図っています。

平成 25年度は、会議を年 3回実施（会議への出席会員：延べ 109団体）したほか、6月の
「環境フェア」で、ブース出展やクリーンアップキャンペーンなど、会員との協働により環

境活動の実践を行いました。
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＜目標の達成状況を把握する指標一覧＞ 

基本施策 指標名 現状（※1） 実績 目標 

①地球温暖化対策 
市内の温室効果ガス

排出量

2,625,990t-CO2

（平成 22年度）
2,800,885t-CO2

（平成 23年度）
2,130,000t-CO2

（平成 32年度）

②ごみの減量化と 

資源化の推進

1人 1日当たりの 
ごみ排出量

1,046g/人日
（平成 22年度）

1,043g/人日
（平成 25年度）

940g/人日
（平成 33年度）

資源化率
14.6%

（平成 22年度）
13.4%

（平成 25年度）
22%以上

（平成 33年度）
④大気環境の保全、 

悪臭の防止
大気環境基準達成率

94.4%
（平成 22年度）

88.2%
（平成 25年度）

95%
（平成 29年度）

⑤水環境、土壌環境の

保全 

水質環境基準達成率

（河川 BOD75%値、
湖沼 COD75%値）

89.5%
（平成 22年度）

89.5%
（平成 25年度）

95%
（平成 29年度）

地下水質環境基準 

達成率

66.7%
（平成 22年度）

86.2%
（平成 25年度）

90%
（平成 29年度）

汚水衛生処理率 
77%

（平成 22年度）
78%

（平成 25年度）
90%

（平成 33年度）

⑥騒音・振動の防止 騒音環境基準達成率
73.5%

（平成 22年度）
80.0%

（平成 25年度）
75%

（平成 29年度）

⑦化学物質による 

環境汚染の防止

ダイオキシン類に係

る環境基準達成率 

（大気・河川水・ 

河川の底質・土壌）

100%
（平成 22年度）

100%
（平成 25年度）

100%
（平成 29年度）

⑨公園・緑地の整備、

歴史的景観の保全 

市民 1人当たりの 
都市公園面積

21.2m2

（平成 22年度）
21.3m2

（平成 25年度）
22.1m2

（平成 29年度）

⑩自然環境の保全 

森林面積
21,497ha

（平成 22年度）
21,497ha

（平成 25年度）
維持

農用地区域内 

農地（耕地）面積

5,888ha
（平成 21年度）

5,847ha
（平成 25年度）

5,920ha
（平成 32年度）

⑬環境教育・環境学習の

推進 

環境ポスター展 

応募作品数

363点
（平成 22年度）

340点
（平成 25年度）

315点
（平成 29年度）

たかさき学校 ISO 
参加校数

18校
（平成 22年度）

37校
（平成 25年度）

35校
（平成 29年度）

地区研修会開催数
60回

（平成 22年度）
61回

（平成 25年度）
34回

（平成 29年度）
（※）本計画は平成 29 年度までを計画期間として定めていますが、市で策定したその他計画との整合を

図るために、一部目標年度が異なっています。  

（※1）現状の値は、高崎市第 3次環境基本計画後期計画策定時の値です。
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