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本市の自然に恵まれ、文化的でうるおいややすらぎのあるまちを次の世代に引き継いでいくことは、

私たちの責務です。

そして、市・市民・事業者の連携により協働の輪を確実に広げていくことで、市民が誇りに思い、

自然と都市が調和したまちづくりにつながっていきます。

こうした中、「第２期ふじみ野市環境基本計画」の基本理念については「ふじみ野市環境基本条例」

で規定した基本理念を踏襲し次のように定めます。

基本理念基本理念

本計画におけるめざす環境像について、市民アンケートによると、市民の多くは、緑や水辺を大切

にするとともに、清潔で便利なまちを望んでいます。これを踏まえるとともに、本計画の基本理念や

基本方針、及び環境審議会等の意見に基づき、「みんなではぐくむ　緑豊かな住みよいまち　ふじみ野」

としました。

市、市民、事業者の協
働により人と自然が共
生し、環境への負荷の
少ない循環型社会をめ
ざすまちづくりの推進

めざす環境像めざす環境像

第２期ふじみ野市環境基本計画の基本理念

地球環境保全への自

主的、積極的な取り

組みの推進

快適で良好な環境の

将来世代への継承
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ふじみ野市PR大使「ふじみん」

概要版概要版
2027年度（環境基本計画）

（行動計画）2022年度
2018年度

都市生活における、自然の

もつ役割を大切にして、豊

かな水と緑に囲まれ、かつ、

快適な市民生活をおくるた

めの良好な環境を、みんな

でつくりあげていきます。
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環境基本計画・行動計画の７つの疑問

快適で良好な環境の確保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。「環境基本計

画」は10年間の方向性を示し、行動計画は、基本計画を５年ごとに前期と後期に分け、より具体的な目

標を掲げたものです。本計画は、この２つの計画を合わせたものです。

「環境基本法」の中に「地方公共団体はその区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必

要な施策を、総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。」とされています。そして、平

成19年３月に制定した「ふじみ野市環境基本条例」の中に、快適で良好な環境の確保に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、この計画を策定すると規定しています。

環境基本計画の計画期間は10年、行動計画は５年ですが、世界や国の動き、地域環境の変化を考慮す

るとともに、今までの計画の進み具合を評価し、計画の修正や新たな施策を掲げていくために、行動計

画の５年間ごとの策定が適当と考えるからです。

環境基本計画・行動計画って何?１

何に基づき計画をつくるの？２

ふじみ野市環境基本条例って何が書いてあるの？３

なぜ５年ごとに策定するの？４

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

平成
36年度

平成
37年度

平成
38年度

平成
39年度

毎年度進捗状況を評価

前期行動計画 後期行動計画（予定）

第２期　ふじみ野市環境基本計画

  目　　的　快適で良好な環境の確保。

  基本理念 １ 快適で良好な環境を将来の世代につなげる

 ２ みんなが協力して、循環型社会をめざす

 ３ 地球環境保全のために自主的、積極的な取り組み

この目的のために、この基本理念を定め、市、市民、事業者が協力して取り組むこと、及びその方法

について書いてあります。環境基本計画・行動計画もその方法のひとつです。

ふじみ野市PR大使「ふじみん」
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本市を取り巻き、市民の暮らしや活動に影響を与える全てのもので、次の６つに分類しました。

１ 市、市民、事業者の連携、協働に関すること

２ 環境教育、環境学習による人づくりに関すること

３ 安心・安全、快適な都市環境に関すること

４ 地球環境保全に関すること

５ 循環型社会に関すること

６ 自然環境に関すること

市民アンケートでは、ふじみ野市の環境像について「１位」は「自然の緑や水辺が大切に守られるまち」、

「２位」は「ごみが少なくきれいなまち」、「３位」は「道路や下水道などが整備されるまち」がそれぞ

れ最も多くなっています。

このことから、自然環境と生活の快適さの両方を兼ね備えているまちを理想としている方が多いと想

定できます。

市役所内の関係課の調整、市民アンケートの結果、学識経験者、関係団体、公募市民等で構成する環

境審議会や環境基本計画等市民検討会議による審議やワークショップ、さらに広く市民の意見を聴くた

めのパブリックコメントを経てつくりました。

連携

協働

環境学習

快適な

都市環境

自然環境

循環型

社会

地球環境

保全

この計画はどうやって作ったの？５

この計画における環境の範囲は？６

みんなは、どんな環境を理想としているの？７
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

自然の緑や水辺が大切に守られるまち

大気汚染や水質汚濁のないまち

資源の循環（リサイクル）が形成されるまち

再生可能エネルギーの利用が進んでいるまち

ごみが少なくきれいなまち

公園の緑や街路樹が豊富なまち

歴史的な名所や文化を大切にするまち

環境活動、環境学習が盛んなまち

環境と産業が調和したまち

道路や下水道などが整備されるまち

その他

無回答

１位 ２位 ３位

ふじみ野市PR大使「ふじみん」
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・満足度が高い順に、「日常の買い物、運動、通学等の利便性がよい」、「まちがきれいである」「ごみの減量化

や循環型社会をつくる」となっています。

・不満度が高い順に「犬などの散歩やふんの処理のマナーが守られる」「たばこやごみのポイ捨てマナーが守ら

れる」「不法投棄をなくす」となっています。

・重要度が高い順に、「災害、犯罪、交通事故等の危険が少ないこと」、「たばこやごみのポイ捨てマナーが守ら

れる」「犬などの散歩やふんの処理のマナーが守られる」となっています。

満足度・不満度・重要度

【環境に対する市民の評価】【環境に対する市民の評価】

日常の買い物、通勤、通学等の利便性がよい

たばこやごみの

ポイ捨てマナーが守られる犬などの散歩やふんの

処理のマナーが守られる

不法投棄をなくす

災害、犯罪、交通事故等の危険が少ないこと

環境活動リーダーの育成及び育成研修会の開催

まちがきれいである

身近に水や水辺と ふれあえる場所がある

個人で参加できる環境活動がある

学校での環境学習

環境に対する知識や地域の環境データ、環境団体の活動などを知る場づくり

自転車やバスや電車などの

公共交通機関を利用しやすい環境の整備

環境に配慮した製品を使用する

リサイクルや不用品交換の場の提供

地域自然と文化財の調和のとれた景観保全と再生

外来種による生態系への影響についての対策

環境に配慮した農地を保全し地産地消の推進

環境に配慮した緑豊かな住環境や人の憩える公園をつくること

公園等まちにゆとりのある空間があること

身近に緑とふれあえる場所がある

市民・環境団体（NPO等）と環境学習などができるネットワークづくり

カラス、アライグマなど有害鳥獣への対応

野良猫への対策

家庭や事業所における再生可能エネルギー導入等への、

国、自治体による助成制度の拡充

化学物質を使用する事業所などの情報の提供

ごみの減量化や循環型社会をつくる

近隣騒音や敷地管理など近隣マナーが守られる

（市民アンケート結果から）
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本計画では、次の４つの基本的な方針（施策の柱）を定め、施策を展開していきます。 

【施策の柱】【施策の柱】

（１）施策の柱１

学びと協働の推進 

ふじみ野市の環境を良好な状態で保ち、後世に

つなぐために、本市の環境についての基本的な知

識を修得し、その理解を深め、環境の保全及び創

造のために活動する人づくりに努めます。

また、環境事業を推進にあたり、市、市民、関

係団体、事業者の協働によって取り組んでいきま

す。 

（２）施策の柱２

環境にやさしいまちづくりの推進 

私たちが健康で文化的な生活を送るためには、

空気や水がきれいで不快な臭いや音がないことや、

ごみのポイ捨てや犬のフンなどがない、住みよい

環境があることが前提となります。そのため、良

好なまちの景観を保ち、安全・安心に住める環境

づくりや、清潔で憩いのあるまちづくりが行える

よう、各種施策を推進します。 

（３）施策の柱３

環境負荷の少ない循環型社会の構築 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムは、現

在の私たちに豊かな暮らしをもたらしたものの、資源の枯渇や

廃棄物の増大、さらに、地球の温暖化にも影響を与えました。 

そのため、今までの社会のあり方やライフスタイルを見直し、

ごみの減量・資源化を進めるとともに、再生可能エネルギーの

利用や省エネルギー化を推進し、地球環境にやさしい低炭素社

会を目指します。 

（４）施策の柱４

自然と調和した環境づくりの推進 

緑地や農地は生産活動の場であるとともに、多くの生物の生

息・生育場所であるほか、二酸化炭素の吸収など公益的かつ多

面的な環境保全機能を有しています。また、市内には緑や水辺

などの自然環境と調和した文化財や天然記念物などの歴史的資

産があり、市民の貴重な財産となっています。このため、緑地、

農地、水辺、歴史資的産の保全を行うとともに、自然とのふれ

あえる活動の場としての活用を推進します。
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学
び
と
協
働
の
推
進

家族や各年代が参加

できる場の提供　

地域や団体が連携した

環境事業の推進

環境情報の提供

環境調査の充実

環境学習の場や

機会づくり

協働による環境

事業の推進

1－1 （1）

（1）

（1）

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）

1－2

環境情報の提供1－3

☆環境学習館えこらぼの

活用

環境学習館えこらぼを活用

し、多様な環境学習講座の

開催や環境情報の発信など

を推進します。

☆学校における環境教育

の推進

人と環境との関わりを学

び、児童・生徒が、よりよ

い環境の保全と創造のため

に行動できるように、学校

における環境教育を継続し

て推進します。

環
境
負
荷
の
少
な
い
循
環

型
社
会
の
構
築

地球温暖化防止対策の

推進

廃棄物発生抑制と

減量化の推進

再利用・リサイクルの

推進

廃棄物の適正処理

地球環境の保全

地域からの循環型

社会づくり

3－1
（1）

（1）

（2）

（3）

3－2

☆公共施設における再生可能

エネルギー等の利用促進

公共施設の建て替えや、改

修等にあたっては、太陽光

やバイオマス等を活用した

再生可能エネルギーの導入

に努めます。

☆緑のカーテンの普及

　啓発

市民に緑のカーテンを普及

することで、植物による冷

房効果を利用した省エネル

ギー対策を推進します。

自
然
と
調
和
し
た
環
境

づ
く
り
の
推
進

緑の保全・創出

水辺環境の保全・再生

自然環境を育む生物

共生空間の保全

美しい自然景観と歴史的

資産の保全、調和

自然環境の保全・

再生

4－1

（1）

（2）

（3）

（4）

☆市民農園の充実

市民農園の設置、貸出を推

進することで、農地の多面

的な役割を維持するととも

に、遊休農地を抑制し、良

好な農地の保全に努めま

す。

☆新河岸川の協働による

美化活動の推進

環
境
に
や
さ
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

清潔で憩いのある

まちづくり

魅力あるまちなみ、

景観の保全と創造

うるおいとやすらぎ

の場の創出

安心・安全に

住みあえるまち

安全・安心で環境に

やさしいまちづくり

2－2

（2）公害の未然防止・拡大

抑制

健康で快適な

くらしの確保

2－3

快適な環境のまち

づくり

2－1

☆地域環境美化自主活動

の推奨及び支援

自治組織や子どもたちが公

道及び公園等において自主

的に行うごみ回収活動を推

奨するとともに、必要な物

資の提供等、その活動の支

援に努めます。

☆ポイ捨て及び路上喫煙

防止キャンペーン

喫煙者に対する路上喫煙の

防止や吸殻・空き缶等の

ポイ捨て防止を呼びかける

ポイ捨て及び路上喫煙防止

キャンペーンを実施します。

施
策
の
柱
１

施
策
の
柱
２

施
策
の
柱
３

施
策
の
柱
４

ポイ捨て及び
路上喫煙防止
キャンペーン

ポイ捨て及び
路上喫煙防止
キャンペーン

地域環境美化
自主活動

地域環境美化
自主活動

太陽光発電パネル太陽光発電パネル

市民農園市民農園 新河岸川美化活動新河岸川美化活動

緑のカーテン緑のカーテン

星空教室星空教室

（1）

（2）

（3）

（1）

（1）

【主な取り組み】【主な取り組み】

新河岸川の美化活動を行う

団体や地元小・中学校など

との協働により、川と自然

を守る清掃活動を実施しま

す。
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☆環境協働事業の推進

環境活動団体や大学と協働

し、環境協働事業を実施し

ます。（補助事業）

☆環境年次報告書の作成

環境行政の取り組みや、環

境保全の状況等を取りまと

めた環境年次報告書を継続

して作成し、公表します。

☆環境活動団体における情

報ネットワークの構築

「環境学習館えこらぼ」は、

ふじみ野市・三芳町環境セ

ンターに併設された、環境

に関する各種講座の実施や

情報発信の場です。毎月、

環境に関して、遊びを通じ

て楽しい講座を開催してい

ます。また、市報のほか、「え

こらぼ通信」を発行して、

事業内容をお知らせしてい

ます。

様々な情報ツールを活用

し、環境活動団体の取り組

みや、各団体への環境情報

の提供を充実し、環境情報

の共有化を図る情報ネット

ワーク化を目指します。

☆環境フェア・環境ポス

ターコンクールの実施

環境フェアの実施や環境ポ

スターを募集し、地域環境

や地球環境等を大切にする

意識の向上を図ります。

☆分別の徹底やごみの

　減量化

小中学生や自治組織の施設

見学や出前講座など充実

し、分別の方法や効果等に

ついて啓発することで、ご

みの減量化を進めます。

☆生ごみ処理容器設置

　推進事業

ごみの減量化及び資源化を

図るため、生ごみ処理容器

（ベランダde キエーロやコ

ンポスター）の普及に努め

ます。

☆リサイクル事業の推進 本市の家庭系ごみが平成

26 年度と平成27 年度に

県内で少ない市第１位にな

りました。

さらに日本一を目指しま

す。

リサイクルへの関心を高め

るため、リサイクル工房に

おいて、木製家具等や自転

車のリサイクル事業を実施

します。

☆地産地消や旬産旬消の

推進

環境にやさしい取り組みで

ある地産地消や旬産旬消を

進めるため、地場産品の学

校給食への活用や地元農

産物の直売を実施します。

☆特定外来種への適切な

対応

特定外来種について、市民

から寄せられた目撃情報を

もとに、捕獲し、駆除する

など、県の防除計画に基づ

き対応します。

☆文化財の指定

文化財は、周辺の環境と一

体となり、郷土愛を育むこ

とも期待されることから、

さらなる指定・保存に取り

組みます。

残念ながら市内の緑地保護地区面積や保存樹木本数は年々

減少している状況ですが、まとまった緑地の確保のために、

基金を活用して毎年、緑地を取得しています。

また、緑被率を平成23 年度34.5%から目標年度の平成34 

年度に40％にすることを目標としています。

☆みどりの学校ファーム

の活用

小中学校全校に設置した、

みどりの学校ファームを活

用し、農業体験を通じて、

生命や自然環境や食物など

に対する理解を深める取り

組みを行います。

☆公園の増設

公園は小さな子どもからお

年寄りまで、幅広い年齢層

の憩いの場であり、ウォー

キング等の健康づくりの場

でもあることから、公園の

さらなる増設を目指しま

す。

☆都市型浸水被害の防止

ゲリラ豪雨による都市型浸

水被害への対策として雨水

貯留浸透施設の設置を進め

ます。

タバコやごみのポイ捨て、

ペットのフンの置き去りは

絶対にやめましょう。

☆ＬＥＤ道路照明灯等の

設置

道路照明灯や防犯灯につい

て、長寿命、低電力量であ

るＬＥＤ化を計画的に進め

ます。

☆ごみ拾い活動・集積所管

理等支援システムの導入

ポイ捨てごみを拾っていた

だける事業者やボランティ

アを募り、拾ったごみやご

み集積所等の写真を投稿し

ていただき、その場所や様

子をスマートフォンのアプ

リケーションを使って可視

化を図ることで、まちのク

リーンアップを図る市民参

加型のシステム導入を目指

します。

☆花いっぱい運動の支援

花を育むことで人と人との

間に会話が生まれ、コミュ

ニティの輪が広がることを

目的に、花壇整備をはじめ

様々な活動を行う「花いっ

ぱい運動推進委員会」の活

動を支援します。

犬のフンは
飼い主が

持ち帰りましょう花いっぱい運動花いっぱい運動

みどりの学校ファームみどりの学校ファーム アライグマアライグマ 地蔵院のしだれ桜地蔵院のしだれ桜

地元農産物の直売地元農産物の直売 環境センター施設見学環境センター施設見学 ベランダdeキエーロベランダdeキエーロ リサイクル家具の販売リサイクル家具の販売

環境フェア環境フェア パネルシアターパネルシアター 環境年次報告書環境年次報告書

福岡中央公園福岡中央公園

雨水貯留浸透施設雨水貯留浸透施設 LED防犯灯LED防犯灯



８

【施策展開と行動指標】【施策展開と行動指標】
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　地球は太陽からのエネルギーで暖められ、その地表

面からは熱が放出されます。その熱を二酸化炭素や水

蒸気などの温室効果ガスが吸収することで、大気が暖

められます。

　現在の地球の平均気温は14℃前後ですが、これは

温室効果ガスのはたらきによるものです。もし、温室

効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射され

た熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場合の平

均気温は－19℃になるといわれています。

　このように、温室効果ガスは生物が生きるために不

可欠なものです。しかし、産業革命以降、人間は石油

や石炭等の化石燃料を大量にもやして使用すること

で、大気中への温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出

を急速に増加させています。このため、温室効果がこ

れまでよりも強くなり、地表面の温度が上昇していま

す。これを「地球温暖化」と呼んでいます。

　二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化はおおむね比例関係にあるとされています。ゆえに、これか

らも人類が同じような活動を続けるとすれば、地球の平均気温は今より上昇すると予測されています。

地球温暖化対策地球温暖化対策

地球温暖化のメカニズム１.

ふじみ野市の温室効果ガス排出量２.

出典:STOP THE 温暖化2012（環境省）

平成25(2013)年度

　　温室効果ガス排出量

部門別の排出量

エネルギー起源　　：　 505,826.3  t-CO2

エネルギー起源以外：　 21,287.04  t-CO2
527,113.3　t-CO2

製造業
74,566

建設業
8,549

農業
243

業務その他
128,611

家庭
174,537

自動車
117,703

鉄道
1,617

21,287

産業部門
83,358

業務その他・家庭部門
303,148

運輸部門
119,320

エネルギー起源以外

21,287
【産業部門】

89.4

10.3

0.3

100.0

74,566.25

8,548.96

242.55

83,357.76

製造業

建設業

農業

合計

(tCO2) (％)

42.4

57.6

100.0

128,611.31

174,537.09

303,148.40

業務その他

家庭

合計

【業務その他・家庭部門】

98.6

1.4

100.0

117,702.83

1,617.29

119,320.12

自動車

鉄道

合計

【運輸部門】
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　温室効果ガス排出量の削減のためには、日常生活や事業活動のあらゆる場面を見直し、市民、事業者の一人ひと

りの活動が地球温暖化と密接に関わりがあることを認識し、温室効果ガスの排出量の削減に向けた意識を高め、環

境負荷の少ないライフスタイルへの転換を図っていく必要があります。

温室効果ガス削減の取り組み４.

※目標設定にあたって

　国は、2015年12月のCOP21で採択された「パリ協定」

を受けて、「地球温暖化対策計画」を策定し、その中で

温室効果ガス削減の中期目標を、2030年度に2013年

度比で26.0％減の水準にすることとしました。

　また、埼玉県もそれを受けて平成29年3月に環境基本

計画を改正し、温室効果ガス削減目標を修正しました。

　地球温暖化対策は、国や県と連携することで相乗効

果が期待できることから、本市の市域から排出される

中 期 目 標 に つ い て も、2030年 度 に2013年 度 比 で

26.0％減としました。短期目標についてはこの中期目

標を踏まえて14％の削減を目標としました。

　さらに、国は長期目標として2050年（平成62年）ま

でに温室効果ガス排出量を80％削減することを掲げて

いるため、本市においても同様に、2050年度に2013

年度比で80％削減を目標としました。

温室効果ガス削減目標３.

•冷暖房は必要以上に使用しない。

•機器は部屋の広さや用途にあったものを選ぶ。

•設定温度は、外気温にあわせこまめに調節する。

•エアコンのフィルターはこまめに掃除する。

•カーテンやブラインド、すだれを利用し、冷暖房の効率を上昇させる。

•こたつは、こまめに温度調節する。

•軽装（クールビズ）や厚着（ウォームビズ）を推進する。

•扇風機等を利用して、室内の空気循環を行い、室温の均一化を図る。

【冷暖房の使用】

①家庭のリビング、事業所のオフィス、事務所等における取り組み

【照明機器の使用】

【二酸化炭素削減量の目安】

テレビを見ないときは消す 13g

1 日1 時間パソコンの利用を減らす(デスクトップ型パソコン) 13g

主電源をこまめに切って待機電力を節約する 65g

夏の冷房時の設定温度を26℃から28℃に2℃高くする 83g

冬の暖房時の設定温度を22℃から20℃に2℃低くする 96g

（※数字は、1人1日当たりの削減量。出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）

行　　動 二酸化炭素削減量

•使用していない部屋の照明は、こまめに消灯する。

•照明や白熱電球を更新する際は、省エネタイプのＬＥＤや電球型蛍光灯などに切り替える。

•自然光をできるだけ取り入れ、照明の削減を図る。

•効率よく使用するため、定期的な清掃及び維持管理を行う。

•昼休み時間など不要な照明は消灯する。

•過剰な照明の見直しを行い、削減を図る。

平成25年度(2013)年度排出量

平成34（2022）年度排出量
453,317.4　t-CO2　マイナス14％

527,113.3　t-CO2

平成42（2030）年度排出量
390,063.8　t-CO2　マイナス26％

平成62（2050）年度
105,422.7　t-CO2　マイナス80％

短期目標

中期目標

長期目標
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•エコマーク商品や再生品など環境に配慮した商品を購入する。

•買い物をするときは、包装の少ない商品を選択する。

•マイバッグ・買い物かごなどを使用し、レジ袋は、もらわないようにする。

•使い捨て商品の購入や使用を控え、詰替え可能な商品を購入する。

【買い物をする時】

•家電製品の購入、買い換えの際は、「省エネラベル」を確認し、省エネ効果の高い製品を選んで購入する。

•待機消費電力の少ない商品を選択する。

•用途にあった適正規模の機器を選択する。

【家電製品など】

③家庭や事業所でものを購入するときの取り組み

•季節に合わせて、庫内の設定温度を調節する。

•扉の開閉回数はできるだけ少なくし、開放時間を短くする。

【冷蔵庫の使用】

•洗い物をする際、給湯器の温度はできるだけ低くする。

•油などで汚れのひどい食器は、紙や布などで拭き取りをしてから洗う。

【洗い物】

•給湯器の種火は、つけっぱなしにしないで、こまめに消す。

•煮物などの下ごしらえに電子レンジを活用する。

【その他】

④家庭におけるキッチンでの取り組み

•ごみの分別を徹底し、ごみの排出量の削減やリサイクルを推進する。

•食べ物はなるべく残さずに食べる。

•生ごみは堆肥化処理をする。

•生ごみを排出するときは、水切りを徹底する。

•使い捨て製品の使用を控える。

•簡易包装された商品や、再利用が可能な包装材が使用されている商品を優先的に購入する。

•資料やカタログ類は、必要なもの以外受取らない。

•両面印刷や縮小印刷の徹底等により紙使用量を削減する。

•裏紙や封筒を再利用する。

【ごみの減量化】

②家庭や事業所での日常の取り組み

•敷地内の緑化、植物を利用した緑のカーテン、打ち水、よしずなどを活用し、夏の暑さ対策を行う。

【その他】

【二酸化炭素削減量の目安】

炊飯器の保温をやめる 37g

ガスコンロの炎をなべ底からはみ出さないように調節する   5g

冷蔵庫にものを詰め込み過ぎない 18g

冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する 19g

行　　動 二酸化炭素削減量

（※数字は、1人1日当たりの削減量。出典：全国地球温暖化防止活動推進センター）
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　本市を取り巻く様々な環境を良好な

状態として維持していくために、市は

もとより、市民、事業者の自主的、積

極的な取り組みとともに、それぞれの

役割を担いながら、相互に連携を図り、

協働して進めていきます。

　また、取り組みについて毎年度、点

検・評価し、必要に応じて見直しを図

るためにPDCA サイクルによる継続的

な進行管理に努めます。

市民・事業者・市の協働について

市民 事業者

市

(環境活動団体含む)

連携
協働

 

計画の進行管理

・施策の具体化（Plan）
必要に応じて施策の年度毎の具体的な事業計画

を立案し、年度目標を設定します。

調整が必要な場合は、調整会議（庁内会議など）

を開催し関係機関（関係各課など）との調整を行

います。

・結果確認・評価、課題抽出（Check）
市（関係各課）、市民（団体含む）及び事業者は、

年度末に事業実施の結果を評価して課題を抽出し、

事務局に報告します。事務局は各課からの報告を

まとめ庁内推進会議において調査、協議するとと

もに「ふじみ野市環境審議会」に報告します。

・実施（Do）
市（関係各課）、市民（団体含む）及び事業者は

計画の施策や事業計画を実施します。

・取り組みの見直し（Action）
市（関係各課）、市民（団体含む）及び事業者は、

庁内推進会議やふじみ野市環境審議会より出され

た課題等を次年度の事業や次期計画に反映します。

PlanPlan

DoDo

CheckCheck

ActionAction

ふじみ野市
第２期環境基本計画・前期行動計画

地球温暖化対策実行計画

ＰＤＣＡサイクル

ふじみ野市
第２期環境基本計画・前期行動計画

地球温暖化対策実行計画

ＰＤＣＡサイクル

第２期ふじみ野市 環境基本計画・前期行動計画　概要版
平成30 年3 月
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〒356-8501　埼玉県ふじみ野市福岡１－１－１　TEL : 049-261-2611
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