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第２章 環境をめぐる動向 

２－１ 世界の動向・できごと 

平成 26年   パレスチナ人民連帯の国際年、国際小島嶼開発途上国年、国際家族

農業年、世界結晶年 

 4月 11日 二国間クレジット制度に係る日・カンボジア二国間文書の署名＠プノン

ペン（カンボジア） 

 4月 28日 第 16回日中韓三ヵ国環境大臣会合（TEMM）＠大邱（韓国） 

 5月 19日 持続可能な開発に関するアジア太平洋フォーラム（APFED）＠パタヤ

（タイ） 

 6月 26日 国連環境計画（UNEP）第 1回国連環境総会（UNEA）＠ナイロビ 

（ケニア） 

 8月 19日 第 1回日本・ベトナム環境政策対話＠ハノイ（ベトナム） 

 9月 23日 国連気候サミット＠ニューヨーク（アメリカ） 

 10月 ４日 SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）第5回定例

会合＠ピョンチャン（韓国） 

 10月 6日 生物多様性条約第 12回締約国会議（COP12）＠ピョンチャン（韓国） 

 11月 19日 第 8回アジア EST地域フォーラム＠コロンボ（スリランカ） 

 12月 1日 国連気候変動枠組条約第 20 回締約国会議（COP20）及び京都議定

書第 10回締約国会合（COP/MOP10）＠リマ（ペルー） 

平成 27年   光および光技術の国際年、国際土壌年 

 1月 17日 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第 5回総会＠アブダビ 

（アラブ首長国連邦） 

 2月 24日 気候変動に関する政府間パネル（IOCC）第 42回総会＠ナイロビ 

（ケニア） 

平成 26年 

     ・日本国内で燃料電池車が世界で初めて市販される 

     ・IUCNがニホンウナギを絶滅危惧種に指定 

     ・IPCCが第 5次報告書 第 2・3作業部会報告書を発表 

     ・IUCNが太平洋クロマグロを絶滅危惧種に指定 

 

２－２ 国内のできごと 

平成 26年 4月 18日 放鳥したトキから、3年連続となるヒナが誕生 

 

 

5月 

5月 

1日 

22日 

水俣病犠牲者慰霊式 

公益社団法人日本動物園水族館協会との「生物多様性保全の推進に

関する基本協定書」締結 

 8月 5日 「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の

推進について」公表 

 8月 24日 車座ふるさとトーク 

 9月 26日 第 11回トキ放鳥（佐渡島で 18羽のトキを放鳥） 

 10月 25日 第 26回「星空の街・あおぞらの街」全国大会 

 10月 29日 第 9回 3R推進全国大会 

 11月 15日 第 34回全国豊かな海づくり大会 

 12月 10日 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する

法律の一部を改正する法律に係る関係省令」等の公布 
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平成 27年 1月 30日 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく情

報処理センターの指定 

 2月 3日 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（グリーン購入法基本

方針）変更閣議決定 

 2月 25日 福島県並びに大熊町及び双葉町から中間貯蔵施設への搬入受入れ

を容認する旨を国に伝達 

 2月 27日 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方

に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえた「環境省における当

面の施策の方向性」発表 

 3月 27日 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令」

公布 

 

 

２－３ 上尾市のできごと 

平成 26年 5月 31日 第 14回上尾市環境推進大会 記念講演・根本正之さん 

 7月 12日 原市沼周辺の観察会 

 10月 4日 荒川太郎右衛門地区再生イベント 

 10月 26日 平方地区環境フェスティバル 

 11月 8日 第 41回あげお産業祭（8～9日） 

 11月 22日 第 32回上尾消費生活展（環境パネル展）（22～23日） 

 12月 14日 サクラソウトラスト地の草刈りとワシ・タカ観察会 

平成 27年 1月 24日 鴨川の冬鳥観察会 
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第３章 上尾市の環境推進体制 

３－１ 上尾市環境政策推進会議 

市では、上尾市環境基本条例第 22 条（※）の規定に基づき、平成 10 年（1998 年）9 月

に、助役（当時）を会長とし、副会長 1 名、委員 12 名で構成する「上尾市環境政策推進会

議」を設置しました。平成 19年度（2007年度）は副市長が会長に、平成 20年（2008年）

8月からは市長が会長となりました。 

 この会議の所掌事務は、上尾市環境基本計画に基づく環境の保全及び創造を目的とする 

事業の推進及び調整に関すること、環境に影響を及ぼす事業についての上尾市環境基本計画

との整合に係る調整に関すること、上尾市環境基本計画の進行管理に関すること、その他 

環境の保全及び創造に関する施策に関することなどです。 

 

※上尾市環境基本条例 第 22条  

 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な体制を整

備するものとする。 

（担当：環境政策課） 

 

 

３－２ 上尾市の環境行政機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

長 

副市長 環境経済部 

 

都市整備部 

 

上下水道部 

 

みどり公園課 

 

生活環境課  

 

環境政策課  

 

下水道施設課  

 

河 川 課  

 

西貝塚環境センター 

 農 政 課  
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３－３ 所掌事務 

 

環境経済部 

環境政策課 

（1） 環境政策の企画に関すること。 

(2) 環境マネジメントに関すること。 

(3) 地球温暖化防止対策に関すること。 

(4) 廃棄物処理施設に関すること。  

(5) 廃棄物の減量化に関すること。  

(6) 上尾市斎場に関すること。 

(7) 瓦葺ふれあい広場に関すること。 

(8) 部内の連絡調整に関すること。 

 

生活環境課 

(1) 生活環境に関すること。 

(2) 環境美化に関すること。 

(3) し尿処理に関すること。 

(4) 墓地、埋葬等に関すること。 

(5) 狂犬病予防に関すること。 

(6) 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号）に規定する事務に関する

こと。 

(7) ペット霊園に関すること。 

(8) 化製場に関すること。 

(9) 専用水道、簡易専用水道等に関すること。 

(10) 生活排水対策に関すること。 

(11) 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の防止対策に関すること。 

(12)  土砂の堆積に関すること。 

 

農政課 

(1)  農政に関すること。 

(2)  経営指導に関すること。 

(3) 土地改良等に関すること。 

 

西貝塚環境センター 

(1) 廃棄物に関すること。 

(2) 廃棄物の処理手数料等に関すること。 

(3) 一般廃棄物処理業に関すること。 

(4) 一般廃棄物の最終処分に関すること。 

(5) 廃棄物処理施設の管理運営に関すること。 

(6) 業務用諸資材の維持管理に関すること。 

(7) 職員の労務管理に関すること。 

(8) センター周辺の地域整備に関すること。 

(9) 健康プラザに関すること。 

(10) その他センターの管理運営に関すること。 
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都市整備部 

みどり公園課 

(1) 公園緑地の総合的な整備及び計画に関すること。 

(2) 都市公園その他の公園の管理に関すること。 

(3) 緑地帯の管理に関すること。 

(4) 緑化推進に関すること。 

(5) 自然保護に関すること。 

(6) 生産緑地に関すること。 

(7) 上尾市自然学習館に関すること。 

(8) 上尾市バーベキュー場に関すること。 

 

河川課 

(1) 準用河川、都市下水路及び水路の管理に関すること。 

(2) 準用河川、都市下水路及び水路の調査、計画及び工事に関すること。 

 

上下水道部 

下水道施設課 

(1) 下水道施設の計画及び設計に関すること。 

(2) 下水道施設の工事に関すること。 

(3) 下水道施設の管理に関すること。 

(4) 下水道施設管理図の調製に関すること。 
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３－４ 上尾市環境審議会 

本市における環境の保全及び創造に関する基本的事項等を調査審議するために、上尾市環

境審議会条例に基づき、平成 6年（1994年）8月 1日に上尾市環境審議会が設置されまし

た。                       

（担当：環境政策課） 

 

平成 26年度 第１回上尾市環境審議会 

実施日 平成 27年 2月 23日（月）10時 30分～ 

場所  上尾市役所 庁議室（行政棟 3階） 

内
容 

あげお環境白書の発行について 

第二次上尾市環境基本計画の中間見直しについて 

 

上尾市環境審議会委員（第 10期：任期 平成 25年 5月 24日～平成 27年 5月 23日） 

区 

分 
所属等 

第 10期 

平成 25年 5月 24日～ 

平成 27年 5月 23日 

平成 25年 

5月 24日～ 

平成 26年 

1月 6日～ 

平成 26年 

4月 1日～ 

市 
 

議 

上尾市議会 清水 義憲 浦和 三郎 

上尾市議会 野本 順一 

上尾市議会 前島 るり 嶋田一孝 

学
識
経
験
者 

立正大学教授 河野  忠◎ 

ＮＰＯ法人 環境サポート埼玉 鈴木 敏資 

環境省環境カウンセラー 浅羽 理恵 

関
係
団
体
の
代
表
者 

上尾市区長会連合会 尾上 道雄 濵野 秀彦 

上尾商工会議所 小谷野 茂 

上尾市農業協同組合 神田 隆雄 

（財）埼玉県生態系保護協会 小川 早枝子○ 

女性フォーラムあげお 松本 弘子 

上尾市消費者団体連絡会 秋山かほる 福島いせみ 

上尾市ＰＴＡ連合会 池田 直隆 

行
政 

上尾警察署 佐藤  忍 市川 浩之 

埼玉県中央環境管理事務所 川邉 正明 土屋 雅子 

◎会長 ○副会長 （任期開始日は、福島委員が 4月 17日、 野委員は、4月 19日） 
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３－５ 上尾市環境推進協議会 

上尾市環境基本条例第 26 条（※）の規定に基づき、会員が相互に緊密な連携を図り   

ながら、環境への負荷の少ない持続的に発展することのできる循環型社会の構築を目指すこ

とを目的として、上尾市環境推進協議会が設置されました。 

 

※上尾市環境基本条例第 26条  

市は、環境の保全及び創造に関し、協働して取り組むため、民間団体等からなる組織

を整備するものとする。 

（担当：環境政策課） 

 

【上尾市環境推進協議会の取組】 

《平成 26年度》(2014年度) 

事業名 

（実施回数） 
内 容 

役員会 

（7回） 

上尾市環境推進協議会の運営について具体的な検討。 

4月 23日（水）、5月 22日（木）、6月 24日（火）、9月 22日（月）、

12月 17日（水）、2月 4日（水）、3月 26日（水） 

総会 

（1回） 

平成 26年 5月 16日（金） 

上尾市役所 7階大会議室 

平成 25年度事業報告及び平成 26年度の事業計画について審議。  

第 12回 

上尾市環境推進大会 

（1回） 

平成 26年 5月 31日（土）13:00～ 

上尾市文化センター 中ホール 

１． 第 13回あげお環境賞授賞式と活動報告 

  【受賞者】・上平小学校の皆さん 

      ・浅間台区リサイクル実行委員会の皆さん 

      ・渡邊義夫さん 

      ・藤波区リサイクル実行委員会の皆さん 

      ・上尾中学校の皆さん 

２．ごみ散乱防止等の環境美化啓発ポスター優秀作品表彰式 

３．記念講演 

講師  根本正之さん 東京大学大学院特任研究員 農学博士 

テーマ 日本らしい自然を取り戻そう～おもてなしは秋の七草で～ 

環境パネル展 

（1回） 

くらしフェスタ第 32回 上尾消費生活展 

会員の環境保全及び創造の取組を、パネル展示で紹介。 

・11月 22日（土）～11月 23日（日） 上尾市コミュニティーセン

ター 
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事業名 

（実施回数） 
事業内容 

環境問題学習会 

（2回） 

■第 1回■ 

平成 26年 8月 19日（火）18:15～ 

上尾市プラザ 22会議室 

講師 梅沢 夏実さん（埼玉県環境科学国際センター 大気環境担当 

部長） 

テーマ 「埼玉県の大気環境の現状」 

参加 42人 

 
■第 2回■ 

平成 27年 2月 26日（木）18:10～ 

上尾市プラザ 22会議室 

講師 滝田 欽輝 さん （埼玉県資源循環推進課 主幹） 

テーマ 「廃棄物処理と資源循環の現状」 

参加 49人 

 

自然観察会 

（3回） 

■原市沼周辺の観察会 

平成 26年 7月 12日(土) 7:50～ 

参加 20人  

 

■サクラソウトラスト地の草刈りとワシ・タカ観察会 

平成 26年 12月 14日(日) 9:30～ 

参加 60人（埼玉大学参加）  

■鴨川の冬鳥観察会 

平成 27年 1月 24日（土） 9:30～ 

参加 29人 
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３－６ 上尾市環境美化推進員 

上尾市環境美化推進員は、上尾市環境美化推進員設置要綱（平成 13年 3月 30日市長決

裁）により、健康で清潔な住み良い街づくりの推進に資するため、事務区長の推薦に基づ

き市長が委嘱しています。 

平成 27年（2015年）3月現在、定数 214人で、任期は 2年となっています。 

環境美化推進員は、地域住民のリーダーとして、環境美化活動の推進、ごみ集積場の適

正管理の啓発、一般廃棄物の減量化及びリサイクルの推進、不法投棄防止、空き地の環境

保全、衛生害虫駆除の推進、環境衛生行政に係る情報の伝達など、さまざまな活動を行っ

ています。 

（担当：生活環境課） 

 

 

 

 チャレンジ 25 キャンペーンが推進する 6 つのチャレンジと 25 のアクション 

 

チャレンジ 1  エコな生活スタイルを選択しよう 

   ○夏 28℃、冬 20℃ 〇スイッチオフ ○自転車を利用 ○節水  ○省エネナビ 

○シャワーを短く ○エコドライブ ○マイバッグ、マイボトル ○エコクッキング 

    

チャレンジ 2  省エネ製品を選択しよう 

  ○省エネタイプ冷蔵庫 ○家庭用燃料電池 ○省エネタイプエアコン 

  ○エコ照明に  ○省エネタイプテレビ ○エコカーに 

 

チャレンジ 3  自然を利用したエネルギーを選択しよう 

  ○太陽光発電  ○太陽熱温水器 

 

チャレンジ 4  ビル・住宅のエコ化を選択しよう 

  ○エコガラス・断熱材を利用  ○コージェネレーション設備 ○太陽光発電 

 

チャレンジ 5  CO2削減につながる取組を応援しよう 

  ○カーボンオフセット商品  ○地産地消を  ○カーボンフットプリント 

 

チャレンジ 6  地域で取組む温暖化防止活動に参加しよう 

  ○カーシェアリング  ○環境イベントに参加  ○パーク&ライド 

 

→チャレンジ 25 キャンペーン  http.//www.challenge25.go.jp 

 


