


市　民�

事業者�

市�

　市は、環境を保全するための中心的な役割を担い、良好な環境の保全と創造の

ため、総合的かつ計画的な施策を推進します。�

　また、市は自ら事業者・消費者であることを自覚し、事務事業の執行に伴う環

境への負荷の低減に努め、環境に配慮した行動を率先して実行します。�

　さらに、市民、事業者、他の地方公共団体等と連携を図りながら、計画の実現

に取組みます。�

　市民一人ひとりが、次世代に良好な環境を引き継いでいくため、環境との関わ

りについて関心を払い、必要な知識を持つとともに、身近なところから自主的な

取組みを行います。�

　さらに、日常の生活や活動の中で、環境に配慮した暮らしを実践し、環境への

負荷の低減を心掛けるとともに、市が実施する施策に協力します。�

　事業者は、自らの事業活動が環境に大きな影響を与えていることを十分認識

し、環境汚染を防止するとともに、廃棄物の減量化、省資源・省エネルギー等、

環境への負荷の低減、環境監視の徹底、情報の提供に努めるなど、環境への配慮

について最大の努力を払います。�

　さらに、地域社会の一員として事業活動を通じて地域の良好な環境づくりに積

極的に貢献し、市が実施する施策に協力します。�

秩父市環境基本計画�

自然と人のハーモニー�

環境・観光文化都市 ちちぶ�環境・観光文化都市 ちちぶ�環境・観光文化都市 ちちぶ�

環境重視�
経済回生�
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秩父市環境基本計画�

環境基本計画の基本理念�

環境・観光文化都市 ちちぶ�環境・観光文化都市 ちちぶ�

・緑豊かな自然環境と清潔な生活環境の将来世代への継承�

・市民及び事業者と協働のもと持続的発展と安全で健康かつ快適な環境の享受�

・豊かな環境資源の適性管理と良好な環境の創造による市民生活の質的向上�

環境基本計画の目的�
3つの基本理念の具体化に向けて、本市の環境行政の根幹として位置づけ、市民、事

業者及び市が一致協力しながら、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することを目的とします。�

対象とする環境の分野�

地球環境�
地球温暖化・オゾン層の破壊・酸性雨・資源・エネルギー等�

地域環境�
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自然環境�
動物・植物・水辺�

樹林地・農地等�

生活環境�
廃棄物・リサイクル�

大気環境・水環境�

騒音・振動・悪臭等�

快適環境�
公園・遊歩道・道路�

上下水道・景観�

歴史的文化遺産等�
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秩父市環境基本計画�

■　環境施策と環境配慮指針

１　美しい自然環境づくり
①森林や農地の保全と活用

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○秩父の特性を活かした森づくり事業を推
進します。

○針広混交林化、地形や森林の機能、生態
系に配慮した森づくりを推進します。

○多様な生産性のある森づくりを推進しま
す。

○NPO法人・民間事業者及び上下流の住民
と連携し、森林保全を推進します。

○環境保全に関する基金等を活用するとと
もに、水源税等の政策税制の導入を関係
機関に働きかけます。

○木質バイオマスの有効活用について、調
査研究を実施します。

○バイオマス発電により発生するエネルギー
を有効に利活用するための新規産業の利用
展開について、調査研究を実施します。

○スポーツ・文化・芸術の発信地として関
係機関との連携を図りながら、自然保護
に十分配慮し、原生林や巨木等の資源を
活かした体験型の森林観光を進めるとと
もに、環境体験学習施設や森林散策コー
スの整備を推進します。

○観光関連事業者の人材育成を図ります。
○遊休農地を活用した花づくり事業や園芸
福祉活動を推進します。

○都市住民がボランティアで農林業の体験
をする、秩父版ワーキングホリデーを推
進します。

○環境保全型農業を推進します。

○植林や森林の保全事業に
参加・協力します。
○森林ボランティア活動へ
参加します。

○バイオマスの有効活用に
参画します。
○資源循環型社会の実現に
参画します。

○体験型の森林観光の推進
に参加・協力します。
○環境体験学習施設や森林
散策コースの整備に参
加・協力します。

○遊休農地を活用した花づ
くり事業に参加・協力し
ます。
○秩父版ワーキングホリデ
ーに協力します。

○地元の農産物を積極的に
購入します。

○植林や森林の保全事業に
参加・協力します。
○森林ボランティア活動へ
参加・協力します。

○バイオマスの有効活用に
参画します。
○資源循環型社会の実現に
参画します。

○体験型の森林観光の推進
に参加・協力します。
○環境体験学習施設や森林
散策コースの整備に参
加・協力します。

○遊休農地を活用した花づ
くり事業に参加・協力し
ます。
○秩父版ワーキングホリデ
ーに協力します。

○環境保全型農業に積極的
に取組みます。

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（www.jccca.org/）より引用
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②水環境の保全

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○適正な利水、流水の正常な機能の維持及
び河川環境の整備と保全等、河川の機能
が十分に発揮されるような管理及び改修
を実施します。

○貴重な自然環境と自然景観を有する河川
の保全と活用を図ります。

○雨水等の循環利用の推進を図ります。

○地下水脈、湧水地の調査を行うとともに、
各種水資源の特性にあった保全と活用を
図ります。

○河川等の水質調査を定期的に行い、水質
汚濁の原因究明と防止対策を推進しま
す。

○杉チップなどを利用した、秩父市独自の
排水処理システムを研究してまいりま
す。

○生活排水処理の各手法（公共下水道・農
業集落排水・合併処理浄化槽）の特性・
効果等を十分検討し、各地域に最も適し
た手法を選択し、効率的な整備を推進し
ます。

○河川の維持管理及び河川
環境の整備と保全活動に
参加・協力します

○水辺の保全のため、ごみ
の持ち帰り等を心がけま
す。

○水辺の清掃活動に積極的
に参加します。

○雨水等の循環利用に努め
ます。

○地下水脈、湧水地の調査
に協力します。

○河川等の定期水質調査に
協力します。

○排水処理システムの研究
に協力します。

○家庭から排出する雑排水の
浄化と再利用に努めます。

○公共下水道区域や農業集落
排水区域では、下水道等に
速やかに接続し、接続が困
難な地域では合併処理浄化
槽を設置し、維持管理の適
正化に努めます。

○河川の維持管理及び河川
環境の整備と保全事業に
参加・協力します

○水辺の清掃活動に積極的
に参加します。

○雨水等の循環利用に努め
ます。

○地下水脈、湧水地の調査
に協力します。

○河川等の定期水質調査に
協力します。

○排水処理システムの研究
に協力します。

○事業所から排出する雑排
水の浄化と再利用に努め
ます。

○公共下水道区域や農業集落
排水区域では、下水道等に
速やかに接続し、接続が困
難な地域では合併処理浄化
槽を設置し、維持管理の適
正化に努めます。

③野生生物の生態系の保全
市の取組 市民の取組 事業者の取組

○秩父市固有の動植物の保全を図ります。

○野生生物の生態系に配慮した森づくりを
推進します。

○希少動植物の保護活動に
参加・協力します。
○野生生物保護に関する情
報提供を行います。

○希少動植物の保護活動に
参加・協力します。
○開発等にあたっては、野
生の動植物への影響を考
慮し、適切な保全対策を
行います。



２　さわやかな生活環境づくり
①ごみ対策の推進

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○資源循環型社会の構築に向け、普及啓発
を図ります。

○６Ｒを推進し、ごみの発生抑制とリサイ
クル対策を推進します。

○電動生ごみ処理機設置を支援します。

○ごみの適正な処理や資源化、グリーン購
入等の普及啓発を図ります。

○有価物回収事業への支援を実施します。

○不法投棄を防止するため、不法投棄監視
パトロールを推進します。

○不法投棄・ポイ捨てを防止するための意
識啓発を図ります。

○産業廃棄物の適正処理のための対策を強
化します。

○ＰＣＢ、アスベスト等の有害化学物質の
使用抑制と適正処理を指導します。

○土砂のたい積現場への立入調査及びパト
ロール等、指導・監視を強化します。

○資源循環の情報等を積極
的に利用します。

○ごみの処理についてはル
ールを守り、適正に処理
します。

○ごみの減量化や不用品の
リサイクルに努めます。

○リサイクル等を徹底し、
資源となるものは分別し、
ごみはルールを守り正し
く出します

○生ごみの減量化に努めま
す。

○有価物回収事業へ参加し
ます。

○不法投棄監視パトロール
に協力します。

○ごみのポイ捨て・不法投
棄はしません。

○ＰＣＢ、アスベスト等の
有害化学物質の適正処理
に努めます。

○個人で所有する土地に安
易に土砂の埋立てをさせ
ません。

○不法な埋立て・土砂のた
い積を見つけたら、すぐ
に通報します。

○資源循環の情報等を積極
的に利用します。

○ごみの処理についてはル
ールを守り、適正に処理
します。

○ごみの減量化や不用品の
リサイクルに努めます。

○事業に必要な原材料等は、
再生資源等環境にやさし
いものを使用します。

○有価物回収事業へ参加し
ます。

○不法投棄監視パトロール
に協力します。

○ごみのポイ捨て・不法投
棄禁止を徹底します。

○産業廃棄物の適正処理を
遵守します。

○ＰＣＢ、アスベスト等の
有害化学物質を適正に処
理します。

○工場・事業場における有
害化学物質の保管・輸
送・廃棄等、適正な管理
に努めます。

○土砂のたい積・埋立て等
は、たい積条例の許可を
受けてから実施します
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②公害対策の推進

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○公害防止や環境問題への意識啓発を図り
ます。

○野外焼却や不適正な焼却炉による廃棄物
の焼却禁止の意識啓発を図ります。

○事業所、工場等に対する公害防止指導を
強化します。

○事業所への立入調査及びパトロール等、
指導・監視を強化します。

○事業所と公害防止協定を結び、大気汚
染・水質汚濁・土壌汚染等の未然防止を
推進します。

○工場・事業場等における土壌汚染防止対
策のための指導を実施します。

○工場・事業場等における騒音・振動防
止、飲食店等の深夜営業、拡声器の使用
による騒音防止のための指導を強化しま
す。

○アイドリング・ストップの周知等に関し
て指導・勧告を行います。

○河川水、地下水、工場排水等の定期監視
を引き続き行い、国、県等と連携して水
質汚濁の原因究明と防止対策を推進しま
す。

○ばい煙や自動車からの大気汚染の状況を
引き続き調査し、監視・指導を行います。

○公害防止等、環境問題に取り組む事業者
を支援します。

○野外焼却や不適正な焼却
炉による廃棄物の焼却禁
止に努めます。

○生活騒音によって近所に
迷惑をかけないよう努め
ます。

○アイドリング・ストップ
を遵守します。

○河川水、地下水、工場排
水等の定期監視体制に協
力します。

○ばい煙、道路沿道等の大
気汚染状況の調査に協力
します。

○森林、河川等の自然環境
や周辺住民の生活環境に
対する影響に配慮し、工
場・事業場等における公
害未然防止に努めます。

○野外焼却や不適正な焼却
炉による廃棄物の焼却禁
止に努めます。

○発生源対策を講じる等、
公害防止に努めます。

○公害防止協定を結び、大
気汚染・水質汚濁・土壌
汚染等の未然防止に努め
ます。

○工場・事業場等における
土壌汚染防止に努めます。

○工場・事業場等における
騒音・振動防止、飲食店
等の深夜営業、拡声器の
使用による騒音防止に努
めます。

○事業者の車両使用者には
アイドリング・ストップ
を遵守させます。

○駐車場利用者に対してア
イドリング・ストップを
周知します。

○工場・事業場等からの排
水を適正に処理します。

○河川水、地下水、工場排
水等の定期監視体制に協
力します。

○自ら排出する大気汚染物
質の測定結果の公表に努
めます。



３　安全で住みたくなる快適なまちづくり
①魅力を高める地域基盤づくり

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○災害に強い道路整備を進めるとともに、
歩道の整備など歩行者が安全に利用でき
る生活道路の整備を推進します。
○子どもや高齢者をはじめとした市民の足
を確保するため、地域の公共交通機関の
維持強化を図り、あわせて、公共交通空
白地帯の解消を推進します。
○環境負荷の低減、防災性の向上、バリア
フリー化等の課題に対応した、個性的な
まちづくりを推進します。

○日常的な集いの場や災害時の避難場所と
して、安心して利用できる身近な公園を
整備します。
○市全域に広がる豊かな景観資源を保全・
活用するとともに、景観条例・景観計画
の策定など地域資源を十分に活かした個
性ある景観づくりを推進します。

○路線バスや鉄道等、公共交
通機関を積極的に利用しま
す。

○都市計画区域の地域指定に
基づいた住宅の建築など、
調和のとれたまちづくりに
努めます。
○公園を積極的に活用すると
ともに、利用マナーを守り、
公園を美しく維持します。
○景観条例・景観計画の趣旨
を十分に理解し、個性ある
まちづくりに協力します。

○従業員に対し、地域の交通
機関の利用促進を呼びかけ
ます。

○都市計画区域の地域指定に
基づいた建物の建築など、
調和のとれたまちづくりに
努めます。
○公園を積極的に活用すると
ともに、利用マナーを守り、
公園を美しく維持します。
○景観条例・景観計画の趣旨
を十分に理解し、個性ある
まちづくりに協力します。
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▲吉田中島地区
：コミュニティ活動による花づくり

▼森林管理道漆木白岩線：自然にやさしい林道整備
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②暮らしをささえる生活基盤づくり

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○市民の住宅ニーズや個々の住宅の状況を的確
に把握し、既存市営住宅の効率的、効果的な
改善、改修を推進します。
○住宅や市街地の安全性を確保し、良好な住
環境を形成するため、開発、建築指導行政
の充実を図ります。

○住宅取得資金の低利融資、リフォーム工事
への助成など、住宅に対する支援制度の充
実を図ります。

○老朽化した水道施設の改修を計画的に進め
るとともに、管路台帳システムの導入など
災害に強い水道施設の構築を図ります。

○配水池の増設や配水管の更新・耐震化を行
い、安定かつ合理的な水道水の供給体制を
構築します。

○衛生的で快適な生活環境の整備と河川等の
水質保全を図るため、下水道の整備を推進
します。

○合流式下水道の改善に努めるとともに､老朽
化した施設の計画的な更新を推進します。

○農業振興地域内の集落を対象に、生活環境
の整備と用排水路や河川の水質保全を図る
ため、農業集落排水の整備を推進します。

○生活排水による河川等の水質汚濁を防止す
るため、合併処理浄化槽の設置を積極的に
推進します。
○単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換を促進し、水質改善を目指します。

○浄化槽の機能を十分に発揮させるため、適
正な維持管理の啓発と指導を徹底します。
○生活排水処理の各手法（公共下水道・農業
集落排水・合併処理浄化槽）の特性・効果
等を十分検討し、各地域に最も適した手法
を選択し、効率的な整備を推進します。

○汚水の放流先がない山間地域については、
バイオトイレなど他の処理方法を導入し、
適正な汚水処理を推進します。

○建物の建築に際しては、
安全性の確保、良好な住
環境の形成に配慮します。

○公共下水道区域において
は、積極的に接続を行い、
適切な利用に努めます。

○農業集落排水区域において
は、積極的に接続を行い、
適切な利用に努めます。

○合併処理浄化槽の設置を
積極的に進めます。

○単独処理浄化槽から合併
処理浄化槽への転換を積
極的に進めます。
○浄化槽の適正な維持管理
に努めます。
○公共下水道区域や農業集落
排水区域では、下水道等に
速やかに接続し、接続が困
難な地域では合併処理浄化
槽を設置し、維持管理の適
正化に努めます。
○汚水の放流先がない山間
地域については、バイオ
トイレなど他の処理方法
の導入を積極的に検討し
ます。

○土地の開発､建物の建築に際
しては､安全性の確保､良好な
住環境の形成に配慮します。

○公共下水道区域において
は、積極的に接続を行い、
適切な利用に努めます。

○農業集落排水区域において
は、積極的に接続を行い、
適切な利用に努めます。

○合併処理浄化槽の設置を
積極的に進めます。

○単独処理浄化槽から合併
処理浄化槽への転換を積
極的に進めます。
○浄化槽の適正な維持管理
に努めます。
○公共下水道区域や農業集落
排水区域では、下水道等に
速やかに接続し、接続が困
難な地域では合併処理浄化
槽を設置し、維持管理の適
正化に努めます。
○汚水の放流先がない山間
地域については、バイオ
トイレなど他の処理方法
の導入を積極的に検討し
ます。
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③安全なまちづくり

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○防災施設や避難場所の充実・整備、公共施
設の耐震化を促進し、災害に強いまちづく
りを推進します。

○自主防災組織や消防団の活動を積極的に支
援し、連携を強化することで、地域防災力
を強化します。
○災害や危機発生時における庁内体制の確立
や関係機関との連絡・協力体制の整備な
ど、総合的な危機管理体制の構築を推進し
ます。
○交通安全教室の開催や地域の各団体と連携
した交通安全運動を行い、交通安全意識の
高揚を図ります。
○道路交通環境の安全性を高めるため、信号
機設置や交通規制の必要箇所については、
地域住民と連携し速やかに所轄警察署に対
して要望していきます。
○警察及び関係団体と連携し、市民一人ひと
りの防犯意識の高揚や、自主防犯組織の育
成・支援を図ります。
○防犯灯の設置などにより、犯罪の起こりに
くい環境づくりを推進します。
○消費生活情報の提供などにより、消費者意
識の啓発に努めます。
○消費者契約の苦情等に対応するため、相談
体制の充実を図ります。

○防災施設や避難場所等を
熟知し、災害時に落ち着
いて行動できるよう備え
ます。
○自主防災組織や消防団に
積極的に参加します。

○家族の避難場所や連絡方
法の確認等、災害時に備
えた準備をしておきます。

○交通ルールを守り、交通
安全に努めます。

○道路交通環境の整備されて
いない箇所については、必
要に応じて、市や警察に対
して改善を要望します。
○自主防犯組織を結成し、
地域ぐるみで防犯活動に
取組みます。

○消費生活情報などを積極
的に活用し、消費トラブ
ルに巻き込まれないよう
留意します。

○防災資機材の充実、施設
の耐震化などを進めます。

○自主防災組織や消防団に
積極的に参加します。

○従業員の危機管理意識の
向上、緊急時の連絡体制
などの整備に努めます。

○交通ルールを守り、交通
安全に努めます。

○道路交通環境の整備されて
いない箇所については、必
要に応じて、市や警察に対
して改善を要望します。
○地域に協力して、犯罪の
ないまちづくりに取組み
ます。

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（www.jccca.org/）より引用
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４　これからの地球環境づくり
①先進環境社会の創出

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○地球温暖化防止対策実行計画を策定し、
温室効果ガス排出量の削減等、地球温暖
化対策に取組みます。

○公用車の購入時には、低公害車の導入を
推進します。

○エネルギーや資源の省力化による使用量
削減を推進します。

○電力、ガス、上水、ガソリン等の使用節
減を推進します。

○省資源・省エネルギーに関する取組みを
啓発します。

○建物の断熱化の推進等、エネルギー効率
のよい施設の整備を推進します。

○バイオマス、太陽光発電、太陽熱利用等
の新エネルギーの利用を推進します。

○公共施設への太陽光発電、太陽熱利用等の導
入の推進及び省エネルギー化を推進します。

○廃食油再生事業に取り組み、廃食油の再
生利用を行い、新エネルギーの利用の推
進を図ります。

○二酸化炭素や自動車排出
ガスの削減のため、低公
害車等の購入に努めます。

○電力、ガス、上水等の節
約を心がけます。

○省エネルギー製品を購入
するようにします。

○住宅の断熱化等省エネル
ギー化に努めます。

○太陽光発電、太陽熱利用
等の新エネルギーの利用
を積極的に進めます。

○廃食油の再生事業に参画
します。

○二酸化炭素や自動車排出
ガスの削減のため、低公
害車等の計画的な導入に
努めます。

○電力、ガス、上水等の節
約を心がけます。

○省エネルギー製品の研究
開発を進めます。

○省エネルギー施設整備に
協力します。

○太陽光発電、太陽熱利用
等の新エネルギーの利用
を積極的に進めます。

○廃食油の再生事業に参画
します。

▲吉田元気村発電所で地球にやさしいエネルギーが
作られています。

▼市街地遠景：この美しい青空を未来に残しましょう。



②環境保全意識の育成

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○小中学校における体験型環境学習プログラ
ムの導入を推進します。

○子どもエコクラブ等の設立を支援します。

○環境に関する学習の場の提供、充実を図ります。

○環境保全活動を進めるため、人材の育成や
活用を図ります。

○企業や団体へ環境出前講座を実施します。
○荒川中学生サミットを開催します。
○広報やインターネット等で環境情報の提
供、環境に関する普及啓発を図ります。

○地球環境の問題、市の環境に関する情報を
発信します。

○国や県と連携して、環境に関する情報の収
集と提供を実施します。

○市民一人ひとりが環境モラルを守れるよ
う、普及啓発を図ります。

○伝統的な地域文化の保存を実施するため
の、後継者育成事業を推進します。

○地域文化活動後継者育成のため､保存会等の
組織づくりや周辺地域の協力･交流体制を確
立する組織体制づくり事業を実施します。

○歴史的建物や歴史的街並み等の保存活性化
を図るため、歴史的建造物保存事業を実施
します。

○農山村景観保存事業を実施します。

○秩父のよさや魅力を学ぶ子ども向けセミナ
ーを実施します。

○秩父大好きちちぶっ子の認定や子どもちち
ぶ学士・子どもちちぶ博士の育成を推進し
ます。

○自然体験学習や社会体験学習を推進し、ふ
るさと・環境学習の充実を図ります。
○ちちぶ学セミナーや公民館活動の充実を図
ります。

○環境学習施設の整備を実施します。

○子どもエコクラブ等に参
加・協力します。

○環境に関する学習の場に積
極的に参加します。

○環境ボランティア活動に参
加します。

○広報や市のホームページ等
に掲載されている環境情報
を活用します

○環境情報を通じて、市内の
環境に関する知識を高めま
す。

○市民一人ひとりが環境モラ
ルを守るよう努めます。

○伝統的な地域文化の後継者
育成事業に参加します。

○地域文化活動保存や協力・
交流体制の組織づくりに参
加します。

○歴史的建造物保存事業に協
力します。

○農山村景観保存事業に協力
します。

○秩父のよさや魅力を学ぶ子
ども向けセミナーに参加し
ます。
○ちちぶっ子認定制度や子ど
もちちぶ学士・子どもちち
ぶ博士制度に積極的に参加
します。
○ふるさと環境学習に積極的
に参加します。
○ちちぶ学セミナーや公民館
活動に積極的に参加します。

○環境学習施設を積極的に利
用します。

○子どもエコクラブ等の活動
に協力します。

○環境に関する学習の場に協
力します。

○環境ボランティア活動に参
加・協力します。

○広報や市のホームページ等
に掲載されている環境情報
を活用します

○社内報等を活用し、環境に
関する知識を高めます。

○環境に関する情報の公開に
努めます。

○従業員一人ひとりが環境モ
ラルを守るよう努めます。

○伝統的な地域文化の後継者
育成事業に協力します。

○地域文化活動保存や協力・
交流体制の組織づくりに協
力します。

○歴史的建造物保存事業に協
力します。

○農山村景観保存事業に協力
します。

○秩父のよさや魅力を学ぶ子
ども向けセミナーに協力し
ます。
○ちちぶっ子認定制度や子ど
もちちぶ学士・子どもちち
ぶ博士制度を積極的に支援
します。
○ふるさと環境学習に積極的
に参加します。
○ちちぶ学セミナーや公民館
活動に積極的に参加すると
ともに支援します。
○環境学習施設を積極的に利
用します。

秩父市環境基本計画�
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５　協働して創る環境のまちづくり
①ともに築く市民参加のまちづくり

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○環境基本計画の推進と見直しを実施します。

○地球温暖化対策実行計画等の策定を実施
します。

○環境NPOとの共同事業の実施を検討します。
○環境配慮型エコマネー制度の導入を検討し
ます。

○環境市民会議･エコイベントを開催します。

○環境に関する情報の収集を行い、広く提供
します。

○地球温暖化の問題等に関する情報を積極的
に公開します。

○小中学校に環境に関する情報を提供します。

○美しい自然をはじめ､歴史的･文化的建築物
やまつり､温泉､遺跡､ダムなど､市内に多く
ある既存観光資源を保護するとともに､ネッ
トワーク化を図るなど､有効に活用します。

○環境基本計画の推進や見
直しに参加します。

○各種計画策定に参加する
とともに計画の推進に協
力します。

○環境市民会議・エコイベン
トに積極的に参加します。

○環境に関する情報を活用
します。

○環境情報を通じて、市内
の環境に関する知識を高
めます。

○子どもたちに環境に関す
る情報を提供します。

○観光資源の保護を心がけ
積極的に活用します。

○環境基本計画の推進や見
直しに協力します。

○各種計画の策定と推進に
協力します。

○環境市民会議・エコイベ
ントに積極的に参加する
とともに支援します。

○環境に関する情報を活用
します。

○環境情報を通じて、市内
の環境に関する知識を高
めます。

○子どもたちに環境に関す
る情報を提供します。

○観光資源の保護を心がけ
積極的に活用します。

②温もりのある地域社会づくり

市の取組 市民の取組 事業者の取組

○環境コミュニティ活動を支援します。

○道路や公共施設の整備・改修にあたって
は、ユニバーサルデザインに配慮し、すべ
ての人にとって暮らしやすいまちづくりを
推進します。

○すべての生物が豊かに暮らせるまちづく
りを進めるための人材育成や情報発信行
います。

○環境コミュニティ活動に
積極的に参加します。

○すべての生物が豊かに暮
らせるまちづくりに参
加・協力します。

○環境コミュニティ活動に
積極的に協力します。

○施設の整備・改修にあた
っては、ユニバーサルデ
ザインに配慮します。

○すべての生物が豊かに暮
らせるまちづくりに参
加・協力します。

皆で力をあわせて�
秩父の豊かな自然環境を�

　　未来に引きついでいきましょう�
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