
　須坂市の環境をより良くしていくための基本的な計画である「須坂市環境基本計画」の改訂をおこな
いました。このパンフレットは、新しい計画に盛り込まれた内容のうち、市民・事業者・行政のそれぞ
れが何をしていくべきなのかの概要をまとめました。
　環境をより良くするためには、須坂市に関わるすべての人々がそれぞれの立場で、またはみんなで力
を合わせて取り組んでいく必要があります。ぜひ一緒に取り組んでいきましょう！

このパンフレットについて
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　環境基本計画の第一歩は、須坂市がめざすべき環境像を明らかにすることです。具体的に誰が何をす
べきかは、このめざすべき環境像を実現するために設定します。
　平成 12 年に策定した第一次須坂市環境基本計画では、須坂市がめざすべき環境像を「いのち育むふ
るさと、環境への思いやりあふれるまち」としました。
　それから 10 年経過し、須坂市を取り巻く社会的条件や、地球温暖化や生物多様性等、重要な環境問
題のテーマも変質してきました。また、平成 23 年度からの須坂市第五次総合計画では「住んでよかった」
「これからも住み続けたい」と思える「田園環境健康都市すざか」を市民とともにつくることとしてい
ます。
　これを踏まえ、第二次となる本計画ではめざすべき環境像を以下のように設定しました。

めざすべき環境像

　第二次須坂市環境基本計画では、めざすべき環境像を実現していくため、５つの基本目標を設定し、
それぞれについて取り組みの方向性と具体的な内容を検討しました。
　５つの基本目標を以下に示します。

　須坂市全体の温室効果ガス排出量削減目標を明確化し、
削減のための計画を策定して取り組みを進めます。

　生物多様性を保全し高めていくため、生きものの状況を
把握し保全のための取り組みを進めます。

　大量消費・大量廃棄型社会を見直し、限りある資源を大切
にしてごみ処理の負担を減らすための取り組みを進めます。

　より暮らしやすい須坂市をめざして、私たちを取りまく身
近な環境をより良くする取り組みを進めます。

　須坂市に関わる全ての人々が、それぞれの立場で、または
力を合わせて学び取り組むための仕組みづくりをすすめます。

5つの基本目標

① 地球温暖化防止に取り組もう

② 生物多様性を保全し、高めよう

③ ごみを減らし、資源を大切にしよう

④ 安全・安心・快適なまちをつくろう

⑤ 環境について、ともに学び行動しよう

　市民・事業者・行政がどんなことに取り組むべきかを、上であげた 5つの基本目標ごとに「取り組み
の指針」としてまとめました。右のページ以降をご覧下さい。

具体的な取り組みの内容

◆めざすべき環境像

すべてのいのちが輝く　田園環境健康都市すざか
～水と緑をはぐくみ、自然と共生するまちを、みんなで未来に～
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須坂市全体で排出される CO2 は、
どのくらい？
　平成 21 年度の１年間で、約 35 万 3 千トンの
CO2 を排出したとの推計結果でした。このうち最

も多かったのはガソ
リンによるもので、
排出量の約 3 割を占
めていました。次い
で電力が多く、ガソ
リンと合わせるとこ
の 2 つで半分以上を
占めていました。

　夏の気温がこれまでになく高い状態が続く等、地球温暖化による気温の上昇はすでに実感として感じら
れるようになってきました。地球温暖化防止の取り組みを積極的に行うことは、地球全体の喫緊の課題と
言えます。
　このことから、本計画においては地球温暖化防止への取り組みを第一に取り上げました。地球温暖化防
止のため、須坂市ではさまざまな主体による取り組みを積極的に推進するとともに、須坂市全体の二酸化
炭素 (CO2) 排出量の削減目標を明確化してCO2 排出量削減計画を策定し、取り組みを着実に推進します。

須坂エコライフネットワーク
　平成 16 年 4月に設立された NPO法人です。
　①地球温暖化の防止、②エネルギー循環型社会
の地域モデルの構築、③地に足の付いた持続可能
な地域づくり、④自然と共生する
豊かな社会を未来の子供たち
に！を設立理念として、廃
食用油の再利用（BDF）や
菜の花プロジェクトの展
開等、化石燃料の代替燃
料の普及に取り組んでい
ます。

■市　民 ■事業者

■行　政

取り組みの指針

まめ知識

●地球温暖化の問題に関心を持ち、省エネや
　　再生可能エネルギーの導入等、自分たちで
　　できることから積極的に取り組みます。
●通勤・通学・外出にはできるだけ公共交通
　　機関を利用します。自動車を運転するとき
　　は、エコドライブに努めます。
●雨水の利用や植物によるグリーンカーテン
　　などに取り組みます。

●通勤や移動にはできるだけ公共交通機関
　　を利用します。
●事業活動から排出されるCO2量等を確認
　　し、事業活動の現状を把握します。
●無駄をなくし経費の節約等につなげます。
●環境マネジメントシステムの導入を進め、
　　環境にやさしい事業活動に取り組みます。
●事業所における取り組みを周知します。

●須坂市全体のCO2排出量の削減計画を作ります。
●通勤や移動にはできるだけ公共交通機関を利用します。
●地球温暖化防止のための情報発信を行います。
●環境にやさしい活動をする市民・市民団体・事業者等の取り組みを支援します。

須坂市での取り組み事例

菜の花畑にて
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地球温暖化
防止に取り組もう



■市　民 ■事業者

■行　政

生物多様性を
保全し、高めよう

　豊かな自然環境を支えているのは、多種多様な生きものの存在です。しかし現在、非常に多くの生き
ものが絶滅の危機に瀕しています。地球上のさまざまな生きものは、生態系という網目のようなシステ
ムの中でそれぞれが重要な役割を担っています。ひとたびその一部が失われると、生態系のバランスが
崩れてさまざまな影響を及ぼします。多様な生態系を保全し自然環境を向上していくことは、私たち人
類が生存していく上で非常に重要です。また、近年山里を中心に鳥獣被害が深刻化しています。これも
山地の生物多様性が損なわれつつある一つのシグナルと考えられます。第二次須坂市環境基本計画では、
これらの問題を含めて生物多様性の保全と自然環境の向上につとめます。

●地元の農産物や林産物に関心を持ち、積
　　極的に利用します。
●遊休農地の解消に参加します。
●鳥獣害の実態に関心を持ち、鳥獣害対策活
　　動に参加します。
●身近な生きものを大切にし、自然に触れ合
　　う機会をつくります。
●外来生物は持ち込みません。
●外来生物駆除活動へ積極的に参加します。

●環境保全型農業を実践し、「エコファーマー」
　　の認定を目指します。
●農地や森林等の効果的な利用を図ります。
●森林の里親制度等に積極的に参加します。
●工場敷地内にある希少動植物等の生息地
　　・生育地を保全します。
●外来生物は持ち込みません。
●外来生物駆除活動へ積極的に参加します。

●環境にやさしい農業を支援し、「エコファーマー」を増やすための支援を行います。
●遊休農地解消の支援と、市民や事業者が遊休農地を解消できる機会を提供します。
●鳥獣害の対策を進めます。
●地元産農産物の消費拡大を図ります。
●森林整備計画を確実に実行し、地元産木材利用の普及促進を図ります。
●外来生物の効果的な駆除を、市民・事業者とともに行います。
●普通種の生息域を保全することはもちろん、須坂市の希少動物や植物の情報を集め、保全する
　　ための対策を行います。
●生物多様性の地域戦略を策定します。

取り組みの指針

須坂市での取り組み事例

坂田山共生の森
　坂田山は市街地近くの良好
な環境が残る身近な里山で、
多くの市民に利用されていま
す。坂田山共生の森を愛する
会は、森林整備や遊歩道・休
憩所等の維持管理、勉強会等を
行っています。

アレチウリ駆除活動
　アレチウリはつる性の植物で、他の
植物に絡みついて枯らしてしまいま
す。繁殖力が非常に強く、既存の生
態系等に大きな害をもたらします。
須坂市内では、毎年千曲川の河川敷
等で駆除活動が行われています。

駆除活動のようす新春歩こう会



●５Ｒを実践します。
●ごみの分別の徹底し、生ごみを堆肥化す
　　るなどごみの減量に努めます。
●エコサポートすざかなどの回収を活用し、
　　ごみを出さない生活に心がけます。
●マイバッグ持参運動、食べ残しを減らそう県
　　民運動に参加します。

■市　民
●５Ｒを実践します。
●事業所での堆肥化を検討します。
●ごみの分別を徹底し、ごみを減らします。
●食べ残しを減らそう県民運動に参加・協力
　　します。
●産業廃棄物は適正に処理します。

■事業者

■行　政
●５Ｒやマイバック持参運動（レジ袋削減県民スクラム運動）の普及啓発を行います。
●生ごみの堆肥化や食べ残しを減らそう県民運動などにより、さらにごみの減量化を図ります。
●ごみの排出量の見通しを立て、必要に応じ処理計画を見直します。
●「エコサポートすざか」等の市民団体による拠点活動を支援します。

ごみを減らし、
資源を大切にしよう

　現代の私たちの営みは、非常にたくさんのものを使用し、消費することで成り立っていますが、同時
に膨大な量のごみも出しています。須坂市ではこれらのごみを収集し、できる限り再生できるものは再
生し、再生が難しいものは処理をし、最終的には埋め立て処分を行っていますが、これらの一連の事業
には非常に多額の費用がかかっています。そこで、５Ｒを推進し一層のごみの減量をめざすととともに、
限りある資源を有効に使うための取り組みを進めます。

５Ｒとは？
Reduce（リデュース：ごみを減らす）、Reuse（リユース：もう一度使う）、Recycle（リサイクル：形を
変えて使う）、Refuse（リフューズ：ごみになるものは買わない・もらわない）、Repair（リペア：修理
して使う）の５つの頭文字を合わせたもので、ごみ減量と省資源の合い言葉です。

「エコサポートすざか」の資源回収
市役所前等の資源物拠点回収

「エコサポートすざか」の資源回収
市役所前等の資源物拠点回収

取り組みの指針

私たちが出すごみの量は、
どのくらい？
　年間の一般廃棄物収集量と人口をもとに計算し
たところ、平成 21 年度の１年間では、須坂市民
１人あたり約 302kg のごみを出していました。
　これらのごみの処理にかかった費用は、約 4 億
7 千 2 百万円。一人あたりでは、約 9 千円という
ことになります。ごみの処理には多額の費用がか
かっています。

マイバッグ持参率調査
　須坂市女性団体連絡協議会
が中心となり、年数回市内
のスーパー等で調査を行っ
ています。平成 22 年 10
月には、夕方の 1時間につ
いてスーパー 9店舗で調査
を行いました。その結果、
持参率平均は 33.5％でした。

まめ知識 須坂市での取り組み事例



安全・安心・
快適なまちをつくろう

　第二次須坂市環境基本計画で扱う環境の分野は非常に幅が広く、水、騒音・振動等の公害、公園・緑
化といったまちの基盤から歴史・文化的なものまで、様々な項目が含まれます。ここでは、私たちのま
わりを取り巻く様々な生活環境について、「安全・安心・快適」という視点からの取り組みを推進します。

■市　民 ■事業者

■行　政

●河川をきれいにし、水を大切に使います。
●「花と緑のまちづくり事業」へ参加します。
●公園の維持管理に参加します。
●文化財を大切にします。
●他人が不快に感じる行為はしません。

●無駄のない効率的な水の利用をします。
●事業活動で生じる騒音・振動・悪臭等につ
   いて、関係法令を遵守し、低減に努めます。
●「花と緑のまちづくり事業」へ参加します。
●敷地内の緑化を推進します。
●文化財の保護と活用に協力します。

●きれいな川の保全と安全な水道水を確保します。
●公害の発生や苦情に対して速やかに対応します。
●緑化事業や「花と緑のまちづくり事業」を推進します。
●歴史的町並みの活用と保全をします。

取り組みの指針

須坂市における取り組み

信州須坂オープンガーデン
　須坂市では平成 7 年度より市民協働での「花と
緑のまちづくり」事業を行ってきており、現在で
は市内に 100 か所を超える花壇・フラワーロード
が見られます。
　そして、平成 17
年度からは個人の
お宅の庭園を開放
していただく「信
州須坂オープン
ガーデン」を開
始しました。平
成 22 年度は 54
家庭のご協力を
いただきました。

須坂水の会
　須坂市の水環境を考える活動として、市内の河
川における調査や源流探検、産業団地内のビオ
トープの整備と維持管理のほか、内モンゴルにお
ける砂漠化防止のための植林事業等、幅広く活動
しています。17

の
放
信
ン
開
平
4

オープンガーデンマップ

子どもたちとともに子どもたちとともに



環境について、
ともに学び行動しよう

　私たちの須坂市の環境をより良いかたちで未来へ引き継いでいくためには、市民一人ひとりが環境の
現状と課題を知り、身近なところから取り組んでいくことが必要です。そのための学習の機会を、学校
教育や生涯学習等を通じて引き続き提供していきます。
　また、今日の環境問題は多様化・複雑化・広域化しており、個人そして事業者や行政等、それぞれの
主体だけでは解決できない問題も多くなっています。地域としての取り組みや、市民・事業者・行政の
連携と共創によって、幅広い取り組みを進めていくことが求められています。

■市　民 ■事業者

■行　政

●身の回りの環境に関心を持ちます。
●公民館や地域での生涯学習に参加します。
●市の取り組みに関心を持ち、必要な取り
　　組みを提案します。
●地域における取り組みを続けるとともに、
　　積極的に参加します。

●公民館や地域での生涯学習、学校での環
　　境教育に協力します。
●地域における取り組みに参加します。
●環境マネジメントシステムを導入します。
●事業所での取り組みを広く周知します。

●公民館等での生涯学習プログラムに、環境分野の内容を引き続き取り入れます。
●学校での環境教育を推進します。
●自治会等と連携し、地域における取り組みを継続するとともに、支援します。
●事業所への「エコアクション21」の導入支援を行います。
●環境活動のネットワーク化を図ります。

取り組みの指針

須坂市における取り組み

臥竜山たんけん
　須坂市の生涯学習の一環
として、須坂市博物館が中
心となり臥竜山を舞台に
年間を通じて様々な学習会
が開催されています。

エコサポートすざか
　須坂市女性団体連絡協議会が運営しています。平成 17 年度に設置され、
同種の施設としては県内でも早い時期から取り組みが行われてきました。
もったいないの発信基地として、ノーレジ袋運動や不用品の販売・交換、
資源物の回収、生ごみ堆肥化等の情報提供、マイバッグやリサイクル・ご
み減量を進める商品等の販売等を行っています。

せせらぎサイエンス
　子ども向け環境学習プログラムであ
る「こども 21 すざか未来大学」の一
環として開催しています。県の自然
観察インストラクターを講師に、川に
すむ水生生物の観察や水質調査を行っ
ています。

観察会の説明野鳥観察会
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水と空とみどりのプラン
第二次須坂市環境基本計画 2011-2020
【概要版】

平成 23年 4月

　私たちが家庭でできるエコな暮らしのヒントをまとめました。　少しの工夫でCO2の排出を減らし、財布にもや
さしい生活ができます。できるところから取り組んでみませんか。

パソコン

テレビ

照明器具

エアコン

出典：(財)省エネルギーセンター｢家庭の省エネ大辞典2010年版｣(平成22年3月発行)

機器など 工　　夫
CO2削減量
(kg)

年間節約額
（約・円） メ　　モ

ものを詰め込みすぎない 16.4 960 詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較

無駄な開閉はしない 3.9 230
JIS開閉試験の開閉を行なった場合と、その2倍の回数を行なった場合との比較
JIS開閉試験：冷蔵庫は12分毎に25回、冷凍庫は40分毎に8回で、開放

時間はいずれも10秒

開けている時間を短く 2.3 130 開けている時間が20秒間の場合と、10秒間の場合との比較

設定温度は適切に調整 23.0 1,360 周囲温度15℃で、設定温度を｢強｣から｢中｣にした場合

壁から適切な間隔で設置する 16.8 990 上と両側が壁に接している場合と上と片側が壁に接している場合との比較

葉菜(ほうれん草、キャベツ)
の下ゆでに電子レンジを利用

14.0 1,020

果菜(ブロッコリー、カボチャ)
の下ゆでに電子レンジを利用 15.1 1,100

根菜(ジャガイモ、里芋)の下
ゆでに電子レンジを利用

13.4 1,010

ガスコンロ
炎が鍋底からはみ出さないよ
うに調節

5.4 370 水1㍑(20℃程度)を沸騰させる時、強火から中火にした場合(1日3回)

夏の冷房の設定温度を、28℃
を目安に

11.3 670
外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃に
した場合(使用時間：9時間/日)

冬の暖房時の室温を、20℃を
目安に

19.8 1,170
外気温度6℃の時、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃に
した場合(使用時間：9時間/日)

冷房は必要なときだけ 7.0 410 冷房を1日1時間短縮した場合(設定温度：28℃)

暖房は必要なときだけ 15.2 900 暖房を1日1時間短縮した場合(設定温度：20℃)

フィルターを月に１回か２回
掃除

11.9 700
フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを掃除し
た場合の比較

電球形蛍光ランプに取り替える 31.3 1,850 54Wの白熱電球から12Wの電球形蛍光ランプに交換した場合

点灯時間を短くする 7.4 430 54Wの白熱電球1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合

テレビを見ないときは消す
　　プラウン管の場合 11.9 700
　　その他液晶の場合 5.6 330
　　プラズマの場合 27.8 1,640
使わないときは、電源を切る
　　デスクトップの場合 11.8 690
　　ノート型の場合 2.0 120
電源オプションを見直す
　　デスクトップの場合 4.7 280
　　ノート型の場合 0.6 30

室温は20℃を目安に 18.6 1,280
外気温度7℃の時、暖房の設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時
間：9時間/日)

必要なときだけつける 30.3 2,070 1日1時間運転を短縮した場合(設定温度：20℃)

室温は20℃を目安に 25.4 680
外気温度7℃の時、暖房の設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時
間：9時間/日)

必要なときだけつける 41.0 1,160 1日1時間運転を短縮した場合(設定温度：20℃)

ふんわりアクセル『eスタート』 194.0 10,030 発進時、5秒間の省エネ意識。5秒間で20km/h程度に加速で十分な効果

スマートドライブコンテストの操作別燃料消費削減割合による
加減速の少ない運転 68.0 3,510
早めのアクセルオフ 42.0 2,170

適宜なアイドリングストップ 40.2 2,080
5秒の停止で、アイドリングストップ。短い時間のエンジン停止でも省
エネ効果がある

家族で間隔をあけずに入浴する 87.0 6,000 2時間放置により4.5℃低下した湯(200㍑)を追い炊きする場合(1回/日)と比較

シャワーは不必要に流したま
まにしない

29.1 3,000 45℃のお湯を流す時間を1分間短縮した場合

使わないときはフタを閉める 13.0 770 フタを閉めた場合と、開けっぱなしの場合との比較(貯湯式)

便座暖房の温度は低めに設定 9.8 580
年間で電気26.4kwhの省エネ
便座の設定温度を一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)
冷房期間は便座暖房をOFF

洗浄水の温度は低めに設定 5.1 300 洗浄水の設定温度を年間一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)
暖房期間：周囲温度11℃　中間期：周囲温度18℃　冷房期間：周囲温度26℃

部屋を片付けてから掃除機を
かける

2.0 120 利用する時間を1日1分間短縮した場合

集塵パックを適宜取り替える 0.6 30 パックいっぱいにゴミが詰まった状態と、未使用のパックの比較

1日1時間利用時間を短縮した場合

電源オプションを｢モニタの電源をOFF｣から｢システムスタンバイ｣にし
た場合(3.25時間/週、52週)

1日1時間テレビを見る時間を減らした場合
　ブラウン管：25インチ／液晶：20インチ／プラズマ：32インチ

ガスコンロではなく、電子レンジを下ごしらえに使用した場合の比較
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知ってトクするエネルギーの使い方
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