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第5章
第1節

目標達成のための取り組み
施策の体系

キャッチ

望ましい環境像Ⅰ

フレーズ

みんなが環境を守ることに参加

未来にのこそう美しい富士の里

し、こころ豊かで潤いのあるまち

(P.44～P.53)
望ましい環境像Ⅱ
富士山の豊かな自然環境を育み活
かすまち
(P.54～P.74)

望ましい環境像Ⅲ
いきいきと暮らせる健康で快適な
まち
(P.75～P.90)

望ましい環境像Ⅳ

地域と地球の環境を考えるまち
(P.91～P.106)
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基本目標 1

施策の基本方向
①環境教育・環境学習の充実
②環境保全活動の推進
③環境情報の発信

環境のために自ら考え、行動
するまちづくり
基本目標 2

施策の基本方向
①まち美化活動の推進
②不法投棄対策の推進

みんなが美化活動に取り組む
美しいまちづくり
基本目標 3

施策の基本方向

富士山と歴史的文化的資源を
守り、その素晴らしさを活用
するまちづくり

①富士山の保全
②富士山環境の整備推進
③歴史的文化的環境の保全及び活用

基本目標 4

施策の基本方向
①市内水域の水質改善の推進
②地下水の保全・活用
③水辺の親水化の推進

清らかな水辺を守り、水辺と
親しめるまちづくり
基本目標 5

施策の基本方向
①森林の再生・保全・創造
②適切な獣害対策の推進
③環境保全型農業の推進

人と自然がふれあい、共生す
るまちづくり
基本目標 6

施策の基本方向
①安全な歩道の確保
②低公害車・公共交通機関の利用に
よる環境負荷の低減

安全で安心なまちづくり
基本目標 7

施策の基本方向
①景観に配慮したまちづくり
②公害の防止
③緑化の推進

快適で住みよいまちづくり
基本目標 8

施策の基本方向

ごみの発生抑制、資源の循環
に努めるまちづくり

①4R の推進
②ごみ減量に関する啓発活動の推進

基本目標 9

施策の基本方向

省エネルギーを推進し、自然
エネルギーの利用を心がける
まちづくり

①省エネルギーの推進
②再生可能エネルギーの利用促進
③地球温暖化対策の推進
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望ましい環境像Ⅰ みんなが環境を守ることに参加し、心豊かで潤いのあるまち

第2節

施策の展開

《基本目標 1》環境のために自ら考え、行動するまちづくり
【現状と課題】
① 環境教育・環境学習の充実
平成 30 年 4 月に閣議決定された第 5 次環境基本計画では、持続可能な社会の実現のた
め、従来の分野別（縦割り）の重点分野を設定する考え方と異なり、SDGs の考え方も活
用し、特定の施策が複数の異なる課題を統合的に解決するような、相互に関連しあう分野
横断的な 6 つの重点戦略が設定されました。
この持続可能な社会を実現するためには、私たちが様々な機会を通じて積極的に環境保
全活動に取り組むだけではなく、より良い環境を次の世代に引き継ぐための環境教育・環
境学習を推進することが重要です。
そのため、本市は、大人とこどもが一緒に参加できる環境教育・環境学習の機会の提供、
学校や地域における環境教育・環境学習の推進、環境教育・環境学習を担う人材の育成等
の取り組みを行ってきました。市が取り組んでいる、富士山ジュニアカレッジでは将来を
担うこどもたちとともに体験活動を行い、ふるさとの素晴らしさ、ふるさとに誇りを持つ
心、地球環境の尊さ、を伝えています。
このように、環境教育・環境学習を通じて、地球環境保全、公害の防止、生物多様性の
保全、循環型社会の形成等の環境保全活動に対する意識を高めることができるよう、継続
して取り組みを進めることが必要となってきます。

写真：稲作体験学習(明見湖公園)
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【現状と課題】
②環境保全活動の推進
持続可能な社会の実現に向けて、本市は、市民への環境保全活動の働きかけや、コミュ
ニティ活動・ボランティア活動の推進、民間団体との連携・支援、環境保全活動に関する
表彰制度の創設、他の自治体との協力体制の構築等の取り組みを進めてきました。
協働による環境保全活動の一環として、市は、市民・事業者・民間団体等が組織する
「富士の里環境ネットワークふじよしだ」の環境保全活動を支援しています。
これらの活動には、吉田口登山道清掃活動や省エネキャンペーン等、毎年度定期的に行
っている活動と新たな活動が含まれており、環境保全に関する活動を幅広く行うことで、
より多くの人の参加を促しています。
このように、環境保全活動の輪を広げ、より多くの人が参加するためには、今後も継続
して取り組みを進めていくことが重要だと考えられます。
③環境情報の発信
市民、事業者、市が一体となり環境保全活動を推進するため、市は、環境に関する図書
館資料の充実、広報誌やインターネットを活用した情報公開、環境学習・環境教育等のイ
ベント情報の提供等、情報の公開、共有、交換等の仕組みの構築を進めてきました。
また、事業者が環境情報を公開することは環境負荷の現状把握、環境負荷削減方針の明
確化につながり、より効果的な環境管理が期待できます。
そのため、本市の環境に対する情報を積極的に公開し、市民、事業者の環境意識を高め
ることが、環境教育・環境学習の充実、同時に環境保全活動を推進するための重要な課題
となってきます。
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望ましい環境像Ⅰ みんなが環境を守ることに参加し、心豊かで潤いのあるまち
【施策の体系】
基本目標 1「環境のために自ら考え、行動するまちづくり」の施策の体系を以下に示し
ます。
■基本目標

■施策の基本方向
①環境教育・環境学習の充実

1 環境のために自ら考え、行

②環境保全活動の推進

動するまちづくり

③環境情報の発信
【各主体の役割】
施策の基本方向①「環境教育・環境学習の充実」を達成するために各主体が以下の取り
組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
環境教育や環境学習に参加しましょう。

環境教育・環境学習の充実

市民

家庭内で環境問題について話し合う機会を作りましょう。
自然と触れ合う体験を家族で共有しましょう。
環境教育や環境学習のために人材や施設を提供しましょう。

事業者
環境に関する研修等の充実を図りましょう。
大人とこどもに対する環境教育・環境学習を推進します。
大人とこどもが一緒に参加できる環境教育・環境学習を推進します。
市
学校や地域における環境教育・環境学習を推進します。
環境教育・環境学習を担う人材を育成します。
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望ましい環境像Ⅰ みんなが環境を守ることに参加し、心豊かで潤いのあるまち
【施策の体系】
基本目標 1「環境のために自ら考え、行動するまちづくり」の施策の体系を以下に示し
ます。

■基本目標

■施策の基本方向
①環境教育・環境学習の充実

1 環境のために自ら考え、行

②環境保全活動の推進

動するまちづくり

③環境情報の発信
【各主体の役割】
施策の基本方向②「環境保全活動の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを
推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
市や自治会、各種団体が主催する環境保全活動に参加・協力しましょう。

市民
団体や個人間で、環境保全の取り組みに関する情報を交換しましょう。
市や自治会、各種団体が主催する環境保全活動に参加・協力しましょう。
環境保全活動の推進

事業者

事業者間の環境に関する情報交換、連携を図りましょう。
環境に関する情報を公開しましょう。
環境保全活動を市民に働きかけます。
コミュニティ活動・ボランティア活動を促進します。
民間団体等と連携し、支援を図ります。

市
広報誌やインターネット等を利用して環境啓発を推進します。
環境保全活動に関する表彰制度を創設します。
他の自治体との協力体制を推進します。
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【施策の体系】
基本目標 1「環境のために自ら考え、行動するまちづくり」の施策の体系を以下に示し
ます。
■基本目標

■施策の基本方向
①環境教育・環境学習の充実

1 環境のために自ら考え、行

②環境保全活動の推進

動するまちづくり

③環境情報の発信
【各主体の役割】
施策の基本方向③「環境情報の発信」を達成するために各主体が以下の取り組みを推進
します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
環境保全や環境教育・環境学習に関する情報を活用しましょう。

市民

団体や個人間で、環境保全の取り組みに関する情報を交換しましょう。

環境情報の発信

図書館の環境図書類を活用しましょう。
事業者

環境に関する情報を公開しましょう。
環境教育・環境学習などに関する情報を公開し、市民の参加を促します。

市

環境に関する情報をより多くの人が入手できるよう、広報誌やインターネット等を活用
して情報の整理や工夫を行います。
図書館の環境に関する資料を充実させます。
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《基本目標 2》みんなが美化活動に取り組む美しいまちづくり
【現状と課題】
①まち美化活動の推進
空き缶やペットボトル、タバコの吸殻、容器包装類等のポイ捨て、放置されたペットの
フン等は景観の悪化や、火災の原因、殺傷・誤食等による野生生物への影響が懸念されて
います。また、ごみが河川を経由して海に流れ出ることも問題となっています。
そのため、本市では、学校、自治会、事業所を中心とした清掃活動の支援、道路や河川、
側溝などの清掃、市施設周辺の美化活動、花のまちづくり活動等を継続的に実施してきま
した。
また、本市は、富士山憲章の推進及び国際観光都市にふさわしい恵まれた環境を守り育
むため、平成 12 年に「富士吉田市ごみの散乱のないさわやかなまちづくり推進に関する条
例」17を制定し、本市の環境美化促進のため、美化活動に対する意識の啓発を行ってきま
した。
図 5-1 に地域清掃活動回収量の推移を示します。平成 22 年度以降の推移をみると、平成
22 年度の回収量が最も多く 59,170kg が回収されています。また、回収量に対する可燃物
の占める割合が最も高くなっています。

図 5-1 地域清掃活動回収量の推移
出典：富士吉田市環境政策課

17 富士吉田市ごみの散乱のないさわやかなまちづくり推進に関する条例：富士山憲章の推進及び国際観光都市にふさ
わしい富士吉田市の恵まれた環境を守り育むため、ごみの散乱防止について必要な事項を定め、環境美化の促進を
図り、市民の良好な生活環境を確保することを目的とした条例。平成 12 年 6 月制定。
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市は地域の美化推進と豊かな自然に親しめる環境づくりを目的に「花のまちづくり活
動」を支援し、各自治会や市内保育園、小中学校に花の苗を配布しています。図 5-2 に花
のまちづくり事業支援状況の推移を示します。
市はマリーゴールド、サルビア、アゲラタム等の苗を配布し、平成 29 年度の配布苗数は
11,200 株となっています。平成 22 年度以降、配布苗数は 11,000 株程度あり、市の支援事
業が浸透していることがわかります。
このように、市内全体でまちの美化に取り組み、美しいまちを形成するためには、今後
も環境美化意識の啓発や美化活動の継続実施が重要になってきます。

図 5-2 花のまちづくり事業支援状況の推移
出典：富士吉田市環境政策課

写真：富士山環境美化クリーン作戦(後期クリーン作戦)
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【現状と課題】
②不法投棄対策の推進
廃棄物の不法投棄は地域の景観悪化だけでなく、その廃棄物に含まれる有害物質の影響
により、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、悪臭等の環境汚染を生じ、我々の健康や暮らし
に様々な影響を与えます。また、不法投棄物の撤去・処理には莫大な費用も必要になりま
す。
そのため、本市は、不法投棄物の撤去だけでなく、不法投棄防止のための監視パトロー
ル、不法投棄に関する標識・看板の設置等の不法投棄防止のための対策や、県・警察など
の関係行政機関と協力し、不法投棄者の特定・指導を行うなど、不法投棄防止のための活
動を行ってきました。
図 5-3 に不投棄物撤去量の推移を示します。平成 22 年度には 20,200 ㎏の不法投棄物が
撤去されていますが、その量は大幅に減少し、平成 29 年度の撤去量は 2,410 ㎏となってい
ます。
不法投棄を撲滅し、良好な生活環境を形成するために、今後も市民、事業者、関係行政
機関と連携し、不法投棄防止活動を推進することが重要になってきます。

図 5-3 不法投棄物撤去量の推移
出典：富士吉田市環境政策課
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【施策の体系】
望ましい環境像Ⅰ
みんなが環境を守ることに参加し、心豊かで潤いのあるまち
基本目標 2「みんなが美化活動に取り組む美しいまちづくり」の施策の体系を以下に示
します。
■基本目標

■施策の基本方向
①まち美化活動の推進

2 みんなが美化活動に取り組
む美しいまちづくり

②不法投棄対策の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向①「まち美化活動の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを
推進します。
施策の
基本方
向

主体

目標達成のための取り組み
ごみのポイ捨てをしないようにしましょう。
ペットのフンはきちんと始末しましょう。
喫煙マナーを守り、吸い殻の始末をきちんとしましょう。

市民

土地の適正管理を行い、ごみなどを捨てられないように自衛策を講じましょう。
市や自治会、各種団体が主催する美化活動に参加・協力しましょう。
ごみ集積所(ステーション)を良好な状態に保つため、清掃などの活動を行いましょ
う。
団体や個人間で、環境美化の取り組みに関する情報を交換しましょう。
まち美化活動の推進

事業所周辺における美化活動を実施しましょう。
事業所周辺における美化活動に参加・協力しましょう。
事業者

ごみの散乱の原因となるものを製造・販売等する場合、ごみの散乱防止に関する消費
者への意識の啓発等を行いましょう。
自動販売機の周辺などに回収ボックスを設置しましょう。
市民やビジターに対する環境美化意識の啓発に努めます。
学校、自治会、事業所を中心とした地域の清掃活動を支援します。
市周辺施設の美化活動を継続実施します。
道路や河川、側溝などの清掃を推進します。

市
広報誌やインターネット等を活用して環境啓発を推進します。
市内一斉清掃など、環境美化事業を推進します。
河川、道路、公園の「里親制度」導入を検討します。
喫煙マナーの啓発を行い、公共施設等の全面禁煙を推進します。
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【施策の体系】
望ましい環境像Ⅰ
みんなが環境を守ることに参加し、心豊かで潤いのあるまち
基本目標 2「みんなが美化活動に取り組む美しいまちづくり」の施策の体系を以下に示
します。
■基本目標

■施策の基本方向
①まち美化活動の推進

2 みんなが美化活動に取り組
む美しいまちづくり

②不法投棄対策の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向②「不法投棄対策の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを
推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
不法投棄物を見つけたら、市などに通報しましょう。

市民
不法投棄対策の推進

土地の適正管理を行い、ごみなどを捨てられないよう自衛策を講じましょう。
不法投棄の監視パトロールに協力しましょう。
事業者
土地の適正管理を行い、ごみなどを捨てられないよう自衛策を講じましょう。
不法投棄の監視パトロールを行います。
不法投棄物の撤去を行います。
市
標識・看板等の設置や広報による不法投棄の防止を図ります。
県や警察などの関係行政機関との協力により不法投棄の防止を図ります。

写真：不法投棄防止看板
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《基本目標 3》富士山と歴史的文化的資源を守り、
その素晴らしさを活用するまちづくり
【現状と課題】
①富士山の保全
本市は、富士山の多様性に富んだ自然環境を保全するため、市民参加による富士山保全
活動の実施や富士山憲章18の周知・実践、土地利用規制についての指導・助言、フジザク
ラの保護やレンゲツツジ群落の復元支援等、様々な取り組みを行うとともに、富士山の世
界遺産登録の推進を行ってきました。
そして、平成 25 年 6 月、富士山は「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の名称で、日本
における 17 番目の世界遺産(文化遺産 13 件、自然遺産 4 件)として登録されました。
登録された構成資産19は山梨県 1 市 2 町 2 村、静岡県 4 市 1 町にまたがっており、表 5-1
に富士山世界文化遺産の構成資産を示します。25 の構成資産のうち、吉田口登山道、北口
本宮冨士浅間神社、御師住宅(旧外川家住宅)、御師住宅(小佐野家住宅)、吉田胎内樹型の 5
つが本市に該当します。
また、世界文化遺産登録に先立ち、県は平成 25 年 3 月に富士山の保存管理・保全のため
の施策の実施を目的とし、
「富士山」保存管理行動計画(山梨県内)20を策定しています。
この計画では、関係行政機関(国、県、市町村)が山梨県内において実施する事業を具体
的に示しており、本市も特定鳥獣の適正管理や、防災対策事業等を行うこととなっていま
す。
市も吉田口登山道(パインズパーク～中ノ茶屋までの吉田口登山道付近、東富士五湖道路
側道付近、吉田口登山道～北麓公園道路沿線付近等)の清掃活動を毎年計画し、市民の協力
の下、継続的に清掃活動を実施しています。
そのため、この計画に基づき事業を実施するとともに、本市も市が主体となり富士山を
保全するため、市民・事業者と協力し、様々な取り組みを継続して行っていくことが重要
な課題となってきます。

18 富士山憲章：富士山の貴重な自然を次代に引き継いでいくことを目指し、山梨県と静岡県が平成 10 年に策定した憲
章。富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝すること、自然を守り文化を育むこと、富士山と人との共生
などを掲げ、1 人ひとりが積極的に行動することが欠かせないと訴えている。
19 構成資産：世界文化遺産となりうる 対象の「顕著な普遍的価値」を具体的に証明するものとして選ばれた資産のこ
と。実際に構成資産とするためには、対象との関連性の証明だけでなく、国から重要文化財や天然記念物、特別名
勝などに指定される必要がある。
20 「富士山」保存管理行動計画(山梨県内)：山梨県内において実施する事業を具体的に示すことにより、関係行政機
関の間での情報共有を図り、効果的・効率的に「富士山」の保存管理・保全のための事業を実施することを目的と
し た計画。
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表 5-1 富士山世界遺産構成資産一覧
No

1

構成資産/構成要素

文化遺産の種類

所在地

富士山域

遺跡

山梨県・静岡県

1-1

山頂の信仰遺跡

遺跡

山梨県・静岡県

1-2

大宮・村山口登山道(現冨士宮口登山道)

遺跡

富士宮市

1-3

須山口登山道(減御殿場口登山道)

遺跡

御殿場市

1-4

須走口登山道

遺跡

小山町

1-5

吉田口登山道

遺跡

富士吉田市・富士河口湖町

1-6

北口本宮冨士浅間神社

遺跡、記念工作物

富士吉田市

1-7

西湖

遺跡

富士河口湖町

1-8

精進湖

遺跡

富士河口湖町

1-9

本栖湖

遺跡

身延町・富士河口湖町

2

富士山本宮浅間大社

遺跡、記念工作物

富士宮市

3

山宮浅間神社

遺跡

富士宮市

4

村山浅間神社

遺跡

富士宮市

5

須山浅間神社

遺跡

裾野市

6

冨士浅間神社(須走浅間神社)

遺跡

小山町

7

河口浅間神社

遺跡

富士河口湖町

8

冨士御室浅間神社

遺跡、記念工作物

富士河口湖町

9

御師住宅(旧外川家住宅)

遺跡、記念工作物

富士吉田市

10

御師住宅(小佐野家住宅)

遺跡、記念工作物

富士吉田市

11

山中湖

遺跡

山中湖村

12

河口湖

遺跡

富士河口湖町

13

忍野八海(出口池)

遺跡

忍野村

14

忍野八海（お釜池）

遺跡

忍野村

15

忍野八海（底抜池）

遺跡

忍野村

16

忍野八海（銚子池）

遺跡

忍野村

17

忍野八海（湧池）

遺跡

忍野村

18

忍野八海（濁池）

遺跡

忍野村

19

忍野八海（鏡池）

遺跡

忍野村

20

忍野八海（菖蒲池）

遺跡

忍野村

21

船津胎内樹型

遺跡

富士河口湖町

22

吉田胎内樹型

遺跡

富士吉田市

23

人穴富士講遺跡

遺跡

富士宮市

24

白糸ノ滝

遺跡

富士宮市

25

三保松原

遺跡

静岡市

出典：富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議パンフレット
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②富士山環境の整備推進
本市南部は富士山周辺の優れた自然環境に恵まれ、富士箱根伊豆国立公園21に指定され
ています(特別地域 4,449ha、普通地域 1,070ha)。富士箱根伊豆国立公園は火山・渓谷・
湖・海岸など変化に富んだ自然景観に優れており、富士山とともに毎年多くの観光者が訪
れることで知られています。
これらの豊かで美しい自然を守るため、本市は富士山吉田口登山道への環境配慮型トイ
レの設置、富士山の眺望を意識した公園づくり、登山パンフレットによる観光ルート化の
確立、不法投棄防止のパトロール等、様々な取り組みを行ってきました。
富士山が世界文化遺産に登録され、今後もより多くの観光者が訪れると考えられます。
図 5-4 に平成 29 年の観光入込客の圏域別構成比を示します。平成 29 年に本県を訪れた
観光客は峡中地区 465 万人(14.5％)、峡東地区 541 万 4 千人(16.8％)、峡南地区 221 万 9 千
人(6.9％)、峡北地区 436 万 2 千人(13.6％)、富士・東部地区 1,551 万 7 千人(48.2％)であ
り、本県を訪れる観光客のうち 5 割近くが本市の位置する富士・東部地区を訪れています。
また、平成 28 年の観光客数と比較した場合、ほとんどの地区で減少となっていますが、
富士・東部地区のみ増加となっています。
図 5-5 に吉田口登山道登山客の推移を示します。平成 24 年度以降、登山客は減少傾向に
ありましたが、平成 28 年度には 18 万 6770 人が登山に訪れており、平成 27 年度に比べて
増加しています。
そのため、富士山環境の整備を推進し、富士山の美しい自然を守っていくことが重要な
課題となってきます。

図 5-4 観光入込客の圏域別構成比
出典：平成 29 年山梨県観光入込客統計調査報告書

21 日本一の標高を誇る富士山を中心とする＜富士山地域＞、東海道の関所で有名な＜箱根地域＞、昔からの温泉と変
化に富む海岸風景で名高い＜伊豆半島地域＞、および活火山で有名な大島や三宅島などの伊豆七島から成る＜伊豆
諸島地域＞の 4 地域で構成され、神奈川県、静岡県、東京都、山梨県の 1 都 3 県にまたがる広大な敷地を有してお
り、その歴史は古く、昭和 11 年に制定されてから、平成 18 年で 70 周年を迎えている。
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図 5-5 吉田口登山道登山客の推移
出典：統計ふじよしだ平成 28 年度版、富士山課
※平成 25 年度までは 7 月 1 日から 8 月 31 日までの集計
平成 26・27 年度までは 7 月 1 日から 9 月 14 日までの集計
平成 28～30 年度までは 7 月 1 日から 9 月 10 日までの集計

写真：富士山登山者(山頂直下の鳥居付近)
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③歴史的文化的環境の保全及び活用
本市には、江戸時代に盛んであった富士講にまつわる伝統文化や、社寺に古くから伝わ
ってきた伝統芸能・祭り、さらには、明治以来の機織り技術や本市特有の生活文化があり
ます。
富士山を含めたこれらの歴史・文化を後世に引き継ぐため、本市では歴史・文化財22講
座の開催、富士山信仰や御師文化・火祭りなどの企画展、歴史の道・富士吉田口登山道整
備活用推進事業の推進、御師外川家住宅の一般公開による文化財建造物としての活用、上
暮地新屋敷遺跡の試掘調査の実施等、様々な取り組みを行ってきました。
また、本市には数多くの指定文化財があり、表 5-2 に指定文化財種別一覧を示します。
国指定の文化財が 26 件、県指定の文化財が 12 件、市指定の文化財が 53 件、合計 91 件の
指定文化財があります。
そして、富士山世界文化遺産の構成資産に選ばれた北口本宮冨士浅間神社、御師住宅(旧
外川家住宅)、御師住宅(小佐野家住宅)、吉田胎内樹型の 4 件は国、県、市のいずれかもし
くは複数の指定を受けた文化財であります。
そのため、これら貴重な文化財を保全し、また活用することで、富士山及び本市の歴史
文化を継承していくことが重要な課題となってきます。
表 5-2 指定文化財種別一覧
区分

国

県

種別

員数

建造物

13

工芸品

1

書籍・典籍・古文書

区分

種別

員数

有形民俗文化財

2

無形民俗文化財

2

1

天然記念物

1

無形民俗文化財

1

建造物

6

史跡

1

絵画

10

名勝

1

彫刻

1

天然記念物

4

工芸品

6

登録有形文化財

4

書籍・典籍・古文書

3

建造物

1

無形民俗文化財

6

彫刻

2

史跡

3

工芸品

2

名勝

1

考古資料

2

天然記念物

17

県

市

出典：富士吉田市歴史民俗博物館ホームページ

22 文化財：歴史上、芸術上、学術上、観賞上等の観点から価値の高い有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、
文化的景観、伝統的建造物群の 6 種類を文化財という。
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【施策の体系】
基本目標 3「富士山と歴史的文化的資源を守り、その素晴らしさを活用するまちづくり」
の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

3 富士山と歴史的文化的資源

①富士山の保全

を守り、その素晴らしさを

②富士山環境の整備推進

活用するまちづくり

③歴史的文化的環境の保全及び活用
【各主体の役割】
施策の基本方向①「富士山の保全」を達成するために各主体が以下の取り組みを推進し
ます。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
麓からの登山に挑戦しましょう。
富士山を訪れる際は、マイカーの利用を避け、シャトルバスなどの公共交通機関を利用

市民

しましょう。
富士山の保全活動に参加しましょう。
富士山についての見識を深めましょう。
富士山の保全活動を企画し、実践しましょう。

事業者
富士山の保全

富士山における土地利用規制を順守しましょう。
市民参加による富士山保全活動を実施します。
富士山憲章の周知を行い、これを実践します。
富士山における土地利用規制について指導・助言します。
(森林法、自然公園法、都市計画法、文化財保護法等の順守)
富士山における森林の松くい虫対策を推進します。
市
フジザクラの保護やレンゲツツジ群落の復元を支援します。
オフロード車等乗り入れパトロールを実施します。
富士山のマイカー規制の拡充を検討します。
富士山の自然環境保全の新たな取り組み(登山規制など)を検討します。
世界遺産の保全に向けた活動を推進します。
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【施策の体系】
基本目標 3「富士山と歴史的文化的資源を守り、その素晴らしさを活用するまちづくり」
の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

3 富士山と歴史的文化的資源

①富士山の保全

を守り、その素晴らしさを

②富士山環境の整備推進

活用するまちづくり

③歴史的文化的環境の保全及び活用
【各主体の役割】
施策の基本方向②「富士山環境の整備推進」を達成するために各主体が以下の取り組み
を推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
不法投棄物を見かけたら、市などに通報しましょう。

市民
富士山を利用する際は、ごみを持ち帰るなど、利用マナーを守りましょう。
不法投棄監視パトロールに協力しましょう。
富士山環境の整備推進

事業者

看板の設置や工作物の建築等は、富士山の景観に配慮しましょう。
開発を行う際は、自然環境や生態系への配慮を行い、適切な対策を講じましょう。
不法投棄の監視パトロールを実施します。
不法投棄物の撤去を行います。
看板・標識等の設置や広報活動による不法投棄の防止を図ります。

市

県や警察などの関係行政機関との協力により不法投棄の防止を図ります。
吉田口遊歩道を整備します。
案内板等の設置により、観光資源のルート化を図ります。
富士山眺望を意識したまちづくりを推進します(景観計画、街路樹、街路灯)。
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【施策の体系】
基本目標 3「富士山と歴史的文化的資源を守り、その素晴らしさを活用するまちづくり」
の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

3 富士山と歴史的文化的資源

①富士山の保全

を守り、その素晴らしさを

②富士山環境の整備推進

活用するまちづくり

③歴史的文化的環境の保全及び活用
【各主体の役割】
施策の基本方向③「歴史的文化的環境の保全及び活用」を達成するために各主体が以下
の取り組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
市の歴史・文化について学習しましょう。

市民
市の歴史・文化についての観光ボランティアに参加しましょう。
歴史的文化的環境の保全及び活用

看板の設置や工作物の建築等は、周囲の歴史的文化的景観に配慮しましょう。
事業者

市の歴史・文化の PR に協力しましょう。
吉田口登山道の整備を推進します。
文化財の調査及び文化財の保護を推進します。
北口本宮冨士浅間神社の景観を保全します。

市

富士山信仰や御師文化、火祭りなど本市の歴史・文化を PR します。
歴史文化講座を推進します。
市民による観光ボランティア制度を推進します。
歴史・文化を継承する景観を保全します。
御師旧外川家住宅等を保存・活用します。

写真：北口本宮冨士浅間神社本殿
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《基本目標 4》清らかな水を守り、水辺と親しめるまちづくり
【現状と課題】
①市内水域の水質改善の推進
本市は市内河川の水質改善を推進するため、市内の河川水質調査、公共下水道整備、公
共下水水洗化、公共下水道事業認可区域外での浄化槽の設置推進(設置者には補助金を交
付)等、様々な取り組みを継続して行っています。
図 5-6 に本市の生活排水処理人口及び生活排水クリーン処理率23の推移を示します。平成
17 年以降、生活排水処理人口、生活排水クリーン処理率は共に増加傾向にあり、平成 29
年度には 32,917 人、66.7％となっています。また、山梨県全体の生活排水クリーン処理率
は 82.2％となっています。
一般家庭から排出される生活排水には、風呂及び洗濯等の排水、食品残渣、洗剤、し尿
等が含まれ、これら未処理の生活排水が河川に流れ込み、河川水質汚濁の原因となってい
ます。そのため、今後も継続して公共下水道への接続、もしくは合併処理浄化槽の設置を
進めていく必要があります。
また、単独処理浄化槽は生活排水の処理ができず、生活排水が無処理で河川に排出され
ます。よって、生活排水の処理も行える合併浄化槽への切り替えも同時に進めていく必要
があります。

図 5-6 生活排水処理人口及び生活排水クリーン処理率の推移
出典：山梨県森林環境部大気水質保全課

23 生活排水クリーン処理率：総人口に対し、生活排水処理人口が占める割合を言う。生活排水処理施設には、公共下
水道、合併処理浄化槽、単独浄化槽、コミュニティプラント、農業集落排水処理施設などがある。コミュニティプ
ラントとは、市町村が一般廃棄物処理基本計画に基づき、地域し尿処理施設として設置・管理するし尿と生活雑排
水を合わせて処理するための小規模な汚水処理施設を言う。

62

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅱ 富士山の豊かな自然環境を育み活かすまち
本市は市内河川等の水質状態を把握するため、年 4 回測定、市内 10 地点で水質調査を継
続して行っています(詳細は資料編)。図 5-7 に平成 17 年度から平成 29 年度の生物化学的
酸素要求量(BOD)24の推移(年 4 回の平均値)を示します。
市内 10 地点のうち、生活環境の保全に関する環境基準25の類型26を指定されているのが、
鐘山の滝(桂川)、大明見橋(桂川)、深山橋(桂川)、弁天橋(宮川)の 4 地点であり、鐘山の滝
(桂川)、大明見橋(桂川)、深山橋(桂川)は河川類型 AA、弁天橋(宮川)は河川類型 B となって
います。
BOD の基準値は類型 AA が 1mg/L 以下、類型 B が 3 ㎎/L 以下となっており、平成 26 年
以降は鐘山の滝（桂川）、大明見橋（桂川）が環境基準達成となっています。他の２地点
には河川環境基準未達成の年度が見られました。
BOD 基準未達成の原因には、家庭雑排水の流入による影響も考えられるため、今後も生
活排水の処理を進めるとともに、河川水質調査を継続して行っていくことが重要だと考え
られます。

図 5-7 市内河川 9 地点の生物化学的酸素要求量(BOD)の推移
出典：富士吉田市環境政策課

24 生物化学的酸素要求量(BOD)：水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費する酸素量のこと。河
川の有機物汚濁を測る代表的な指標。Biochemical Oxygen Demand を略して BOD。
25 生活環境の保全に関する環境基準：環境基本法(1993)に基づいて定められている水質の環境基準。河川、湖沼、海
域の各公共用水域についての基準を設けている。利用目的(水道、水産、工業用水、農業用水、水浴等)に応じ、水
域類型ごとの基準値が定められている。具体的な水域の類型指定は都道府県知事が決定する仕組みになっている。
環境基準値は巻末の資料編参照。
26 類型指定：水質汚濁の生活環境項目は、全国一律の環境基準値を設定していない。国が類型別に基準値を示し、こ
れに基づき都道府県が水域の利用状況に応じて、指定していく方式。

63

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅱ 富士山の豊かな自然環境を育み活かすまち

【現状と課題】
②地下水の保全・活用
本市では生活排水等による河川の水質汚濁を防止するとともに、地下水を保全し、市民
に良好な飲料水を確保するため、山林の維持管理による水源涵養、地下水の利用実態の把
握、地下水位・水質のモニタリング調査等の取り組みを行ってきました。
また、平成 22 年 9 月には、地下水採取の適正化を図ることにより地下水資源を保護し、
良好で快適な環境の保全及び創造に寄与することを目的として、富士吉田市地下水保全条
例を定め、地下水利用の適正化を図っています。
表 5-3 に地下水位観測地点及び各観測井戸の推移変動の特徴を示します。全ての観測井
戸で季節変動はあるものの、平成 20 年度と比較すると、平成 29 年度には若干水位が変化
しています。
よって、今後も継続して、地下水のモニタリング調査及び水質調査を行うとともに、水
収支27の把握に努め、本市の豊かな地下水資源を保全・活用していくことが重要だと考え
られます。
表 5-3 地下水位観測地点詳細及び
平成 20 年度～平成 29 年度における各観測井戸の推移変動の特徴
地点名称

パインズパーク

桂川河川公園

吉田西小学校

下吉田東小学校

グラウンド内

グラウンド内

住所

上吉田地内

大明見地内

新西原 3 丁目地内

下吉田地内

掘削深度(GL-m)

121m

101m

66m

60.5m

24.0m～35.0m

16.5m～27.5m

42.0m～47.5m

ストレーナー深度及び設置数

49.5m～110.0m

(2 本)

(2 本)

(1 本)

(GL-m)

(3 本)

57.0m～62.5m

60.5m～66.0m

47.5m～53.0m

(1 本)

(1 本)

(1 本)

有～低

有

有～高

有～高

1.42

2.31

1.59

0.92

日変動

有

有

有

有

時間変動

無

無

無

有

降雨との連動(50mm/日以上)

無

無

有

有

降雨との連動(150mm/日以上)

有

有

有

有

季節変動の有無
平成 20 年度開始時～
平成 29 年度終了時の水位差(m)

出典：富士吉田市環境政策課

27 水収支：一定の地域において一定の期間に流入する水の量と流出する水の量との差。流入には降水や地表および地
下の流入水、流出には蒸発散する水や地表および地下の流出水がある。
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【現状と課題】
③水辺の親水化の推進
本市では良好な水辺環境が保全され、市民が水辺と親しむことができるよう、明見湖の
整備推進、白糸の滝の保全、三崖の滝の保全、そして、ホタルが生息できるような良好な
水辺環境の整備等の取り組みを行ってきました。
本市の代表的な水辺としては、明見湖や白糸の滝があげられますが、本市を流れる宮川
は、下水道整備の推進により水環境を保全し又は回復させたとして国土交通省より、「甦
る水 100 選」の表彰を受けています。このように水辺環境を良好に保ち、市民の生活に潤
いと安らぎを与える場となるよう、継続して水辺環境の保全、親水化の推進を行っていく
ことが重要だと考えられます。

写真：明見湖
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【施策の体系】
基本目標 4「清らかな水を守り、水辺と親しめるまちづくり」の施策の体系を以下に示
します。
■基本目標

■施策の基本方向
①市内水域の水質改善の推進

4 清らかな水を守り、水辺と

②地下水の保全・活用

親しめるまちづくり

③水辺の親水化の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向①「市内水域の水質改善の推進」を達成するために各主体が以下の取り
組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
食用油の適正処理など、生活排水による河川水質汚濁を防止しましょう。
公共下水道の供用開始区域では公共下水道を速やかに利用しましょう。

市民

公共下水道の事業認可区域外では、浄化槽を設置しましょう。
浄化槽の適正管理を行いましょう。
地域による河川や側溝清掃に参加しましょう。

市内水域の水質改善の推進

法令に基づく届け出を行い、排水基準を順守しましょう。
定期的に排水の水質検査を実施しましょう。
排水への環境負荷(化学薬品・農薬・産業雑排水等)の低減に努めましょう。
事業者

事業所敷地内及び駐車場、側溝等の清掃活動を推進し、敷地外に環境負荷物質を排出し
ないよう努めましょう。
生産工程内での水の有効利用や循環利用を促進しましょう。
地域による河川や側溝清掃活動に参加・協力しましょう。
河川水質測定調査を実施します。
公共下水道の整備を推進します。
公共下水道の水洗化を推進します。

市
公共下水道の事業認可区域外における浄化槽の普及を推進します。
浄化槽の適正な維持管理を周知・徹底します。
河川や側溝などの清掃を推進します。

66

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅱ 富士山の豊かな自然環境を育み活かすまち
【施策の体系】
基本目標 4「清らかな水を守り、水辺と親しめるまちづくり」の施策の体系を以下に示
します。
■基本目標

■施策の基本方向
①市内水域の水質改善の推進

4 清らかな水を守り、水辺と

②地下水の保全・活用

親しめるまちづくり

③水辺の親水化の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向②「地下水質の保全・活用」を達成するために各主体が以下の取り組み
を推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
地下水の適正利用と維持管理を行いましょう。
節水をしましょう。

市民

身近な森林を管理する活動に参加し、水源涵養に努めましょう。
遊休農地の解消、耕作放棄地の発生を防止し、水源涵養に努めましょう。
食用油等の適正処理など、生活排水による地下水汚染を防止しましょう。
地下水の適正利用と維持管理を行いましょう。
節水をしましょう。

地下水の保全・活用

事業者

化学薬品等を適切に管理・使用・処理し、地下水源を保全しましょう。
身近な森林を管理する活動に参加し、水源涵養に努めましょう。
雨水浸透桝を設置し、雨水の地下浸透促進に努めましょう。
節水意識の高揚を図ります。
地下水利用実態の把握に努めます。
地下水の水質や水位などのモニタリング調査を実施します。
道路や公共施設の駐車場における透水性舗装など、雨水の地下浸透を図ります。
市民飲料水確保に向けた地下水保全・活用を推進します。

市
地下水保全に係る広域体制の整備を推進します。
地下水利用者に対する水源涵養の指導を行います。
野生鳥獣や病害虫による森林被害を軽減し、水源涵養に努めます。
適切に保全された中で生み出された地下水の有効活用について検討します。
老朽化した水道管路を更新します。
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【施策の体系】
基本目標 4「清らかな水を守り、水辺と親しめるまちづくり」の施策の体系を以下に示
します。
■基本目標

■施策の基本方向
①市内水域の水質改善の推進

4 清らかな水を守り、水辺と

②地下水の保全・活用

親しめるまちづくり

③水辺の親水化の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向③「水辺親水化の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを推
進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み

水辺親水化の推進

市民

地域における水辺の保全活動に参加しましょう。

事業者

地域における水辺の保全活動に参加しましょう。
明見湖の整備を推進します。
親水化に適した場所の保全・整備を支援します。

市

ホタルが生息できる水辺の整備を推進します。
「吉田の優れた水辺」を選出します。
公共事業にあたっては、生態系・自然環境に配慮します。
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《基本目標 5》人と自然がふれあい、共生するまちづくり
【現状と課題】
①森林の再生・保全・創造
本市は、富士山麓をはじめとする山地や市街地周辺のアカマツやカラマツなどの植林地、
富士山裾野溶岩地形上のアカマツ、モミ、ツガ、ブナなどからなる自然林など、豊かな森
林資源を有し、その大半は県有林と民有林で占められています。
表 5-4 に本市の優れた森林を示します。山梨県自然記念物として、新屋山神社の社そう、
やまなしの森林 100 選として、富士山の人工カラマツ林をはじめとする 6 つの森林が、選
定されています。
森林は地下水等の水資源の涵養、生物の多様性、良好な景観の形成等の様々な役割を果
たすとともに、二酸化炭素の吸収源として、地球温暖化の防止に貢献しています。そこで、
本市では森林の持つ公益的機能28を維持・保全するため、保安林などの山林の保全・整備、
ボランティア団体等の協働による森林管理の推進、松くい虫防除対策の推進を行ってきま
した。
また、本市は平成 20 年 11 月、富士吉田市特定間伐等促進計画29を策定し、森林の間伐・
造林に関する取り組みも推進しています。
したがって、本市の森林が公益的機能を維持し、自然体験やレクリエーションの場とな
るよう、今後も継続して取り組みを見据えていくことが重要な課題となっています。
表 5-4 本市の優れた森林
分類
山梨県自然記念物
やまなしの森林１００選

林業上模範となる森林

名称

特徴等
将来にわたって保存していく必要がある植物。

新屋山神社の社そう

面積 0.52ha。

富士山の人工カラマツ林

大正天皇即位を記念し植樹。

諏訪の森のアカマツ林

雪代防止に 3 万本植林。

中の茶屋のフジザクラ群

カラマツの緑と美しく調和。

北口(本宮冨士)浅間神社の森

境内を埋める巨樹群。

富士山の天然シラビソ林

岩に根張り雪風に耐える。

剣丸尾のアカマツ林

溶岩地に発達した天然林。

景観等に優れ人々に
親しまれている森林

学術上貴重な森林

出典：やまなしの森林 100 選(平成 4 年度選定)

28 公益的機能：森林の持つ様々な機能により、我々が恩恵を受けていることから公益的機能という。例えば、土砂災
害を防止する国土保全機能、渇水や洪水を緩和しながら良質な水を育む水源涵養機能、資源としての木材の生産、
生物多様性の保全、二酸化炭素の吸収・固定等が挙げられる。
29 特定間伐等促進計画：森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法。京都議定書の第一約束期間における森林吸
収源の目標の達成に向け、平成 24 年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを
内容として、平成 20 年 5 月 16 日に公布・施行された法律。
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【現状と課題】
②適切な獣害対策の推進
鳥獣被害の深刻化の要因として、生息域の拡大、狩猟者の減少・高齢化による捕獲圧30
の低下、耕作放棄地の増加、過疎化・高齢化に伴う人間活動の低下が考えられています。
そして、鳥獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄地の増加等をもたらし、被害が拡大の一途
をたどる可能性もあります。
そのため、本市は、防災無線などを活用した野生生物出没情報の提供、ごみの出し方や
ネット防護などのごみ散乱対策を推進してきました。
また、本市は平成 29 年度～平成 31 年度までの 3 年間を計画期間とする富士吉田市鳥獣
被害防止計画を策定し、被害額、被害の傾向等の現状を把握するとともに、対象鳥獣およ
び捕獲数の設定、捕獲体制の構築等を定めています。
表 5-5 に平成 29 年度～平成 31 年度の捕獲対象鳥獣と捕獲計画数等を示します。平成 21
年度の被害額が最も大きかったハクビシンをはじめ、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、
アライグマ、ツキノワグマ、タヌキが対象となっています。
農産物への被害を軽減し、野生生物と人とのすみわけを進めるため、今後も様々な取り
組みを進めていくことが重要な課題となっています。
表 5-5 対象鳥獣捕獲計画数等
捕獲計画数等
対象鳥獣
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

ニホンザル

20

20

20

イノシシ

40

40

40

ニホンジカ

60

60

60

ハクビシン

5

5

5

アライグマ

野生での繁殖防止のための

野生での繁殖防止のための

野生での繁殖防止のための

被害箇所・目撃箇所周辺で

被害箇所・目撃箇所周辺で

被害箇所・目撃箇所周辺で

の徹底した捕獲の実施。

の徹底した捕獲の実施。

の徹底した捕獲の実施。

ツキノワグマ

0

0

0

タヌキ

10

10

10

出典：富士吉田市鳥獣被害防止計画

30 捕獲圧：野生の生物を捕獲することにより、種の存続や個体群の存続に悪影響を及ぼすことを捕獲圧という。野生
動物を捕まえる行為は、多かれ少なかれ捕獲圧を生物種に対して掛ける事になる。
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【現状と課題】
③環境保全型農業の推進
本市は、農業振興の目標である、富士北麓地域の個性を活かした交流型振興地域づくり
の実現に向け、平成 23 年 6 月に富士吉田市環境保全型農業31推進方針を策定し、農業の持
つ景観形成や環境保全機能の維持・増進に努め、安全で良質な農産物の生産に資するため
の方針を定めました。
表 5-6 に環境保全型農業方策の概要を示します。本市は作物の生育に適した土壌環境を
作る土づくり技術をはじめ、冬季湛水を推進し多様な生物の生息環境保全にも取り組むこ
とを目標としています。
一方、自然と調和した農業を継承するため、本市は、観光農業の展開、戦略作物の産地
化、農業体験型イベントへの協力、学校教育への農業体験活動の導入、農業後継者の育成、
農業団体組織の強化に取り組んできました。
全国の市町村と同様に本市も、経営耕地面積は減少し、耕作放棄地が増加する傾向にあ
ります。耕作放棄地は、病害虫の温床となり、近隣農地に影響を及ぼすことも懸念されて
います。
そのため、環境保全型農業を推進するために継続して取り組みを進めていくことが重要
な課題となっています。
表 5-6 富士吉田市環境保全型農業推進方針概要
環境保全型農業方策

概要

環境保全型農業技術の普及・定着

1

土づくり技術

土づくりに係る取り組み

2

化学肥料由来の窒素量の低減技術

化学肥料の地下水への流出による環境への悪影響を防ぐための取り組み

3

化学合成農薬の使用回数の低減技術

病害虫の抵抗性の発達や天敵の減少に配慮し、薬剤の散布作業による労力面
の負担を軽減するための取り組み

その他

4

有機農業の推進

有機農業に取り組みやすい体制を整えるための取り組み

5

その他

1～4 以外のその他の取り組み

1

農業従事者への普及活動

環境保全型農業啓発活動や技術提供・支援

2

消費者へのアピール

農産物販売促進活動

3

環境保全型農業推進のための施設整備

環境保全型農業推進のための、施設整備や改修支援

出典：富士吉田市環境保全型農業推進方針

31 環境保全型農業：農業のもつ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学
肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。

71

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅱ 富士山の豊かな自然環境を育み活かすまち
【施策の体系】
基本目標 5「人と自然がふれあい、共生するまちづくり」の施策の体系を以下に示しま
す。
■基本目標

■施策の基本方向
①森林の再生・保全・創造

5 人と自然がふれあい、共生

②適切な獣害対策の推進

するまちづくり

③環境保全型農業の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向①「森林の再生・保全・創造」を達成するために各主体が以下の取り組
みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
身近な森林を管理する活動に参加しましょう。

市民

下草刈りをするなど、こどもが森林保全に参加する機会を創出しましょう。

森林の再生・保全・創造

森林レクリエーションに参加・協力しましょう。
身近な森林を管理する活動に参加しましょう。
森林の維持管理団体の運営に参加しましょう。
事業者
森林レクリエーションに参加・協力しましょう。
森林の素材を活用した商品を開発しましょう。
松くい虫の防除対策を推進します。
ボランティアや自治会などの協働による森林管理を推進します。
市
保安林などの山林を保全、整備します。
レンゲツツジ群落の復元を支援します。
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【施策の体系】
基本目標 5「人と自然がふれあい、共生するまちづくり」の施策の体系を以下に示しま
す。
■基本目標

■施策の基本方向
①森林の再生・保全・創造

5 人と自然がふれあい、共生

②適切な獣害対策の推進

するまちづくり

③環境保全型農業の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向②「適切な獣害対策の推進」を達成するために各主体が以下の取り組み
を推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
地域で協力し野生生物の出没情報を確認しましょう。
生ごみが野生生物によって散乱しないよう、ネットで防護するなど、ごみの出し方を工

適切な獣害対策の推進

市民

夫しましょう。
外来種やペット動物・昆虫などは適切に飼育管理を行いましょう。
法令により禁止されている野生生物の捕獲・採取・購入はやめましょう。
地域と協力し、獣害対策に取り組みましょう。

事業者

生ごみが野生生物によって散乱しないよう、ネットで防護するなど、ごみの出し方を工
夫しましょう。
防災無線などを活用して、野生生物の出没情報を提供します。

市

ごみの出し方やネット防護、ごみ袋の材質の工夫など、ごみの散乱防止対策を推進しま
す。
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【施策の体系】
基本目標 5「人と自然がふれあい、共生するまちづくり」の施策の体系を以下に示しま
す。
■基本目標

■施策の基本方向
①森林の再生・保全・創造

5 人と自然がふれあい、共生

②適切な獣害対策の推進

するまちづくり

③環境保全型農業の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向③「環境保全型農業の推進」を達成するために各主体が以下の取り組み
を推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
低農薬農産物を購入しましょう。

市民

農業体験活動などのイベントに参加しましょう。
地元産の農産物を進んで購入しましょう。
環境に配慮した農業講座を実施しましょう。
農業用水路や排水路等への排水の浄化を実施しましょう。
無農薬・有機栽培等を振興しましょう。

環境保全型農業の推進

事業者

農業廃棄物のリサイクルや堆肥化に取り組みましょう。
地域作物の PR を行いましょう。
農業体験イベントを実施しましょう。
観光農業、グリーンツーリズムの実施に取り組みましょう。
戦略作物に対する奨励を実施します。
若手農業者への支援による観光農業を展開します。
若手新規農業者に対する補助を実施します。
農業団体に対する支援を実施します。

市
農業祭り等を開催し、農業振興を図ります。
学校教育への農業体験イベントに協力します。
学校給食への地元産農作物の使用を減農薬に配慮しつつ、推進・拡大を図ります。
農薬減量や有機農業を推進します。
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《基本目標 6》安全で安心なまちづくり
【現状と課題】
①安全な歩道の確保
本市は安全な歩道を確保し、市民や観光者が歩きやすい環境を創出するために、歩道の
整備・バリアフリー化、積雪時の通学路確保、歩行者休憩用のポケットパークの整備など
の取り組みを行ってきました。
また、都市計画マスタープラン32では、市街地と観光交流拠点を結び、歩行者の回遊
性、快適性を確保する歩行系ネットワークの形成、適正な交通規制を検討するとともに、
植樹帯の整備、ポケットパークの整備、歩道の舗装を行う道路空間の整備等についても検
討しています。
図 5-8 に平成 23 年から平成 30 年までの全国交通事故当事者状態別死亡者数の推移を示
しています。平成 23 年以降、交通事故死者数は減少傾向にあり、平成 23 年の 4,691 人が
平成 30 年には 3,532 人まで減少し、警察庁が昭和 23 年に統計を開始して以降、最小の交
通事故死者数となっています。
一方、状態別死亡者数で比較すると、平成 23 年は歩行中の死亡者が最も多く 1,709 人
（全体の 36.4％）、次いで自動車乗車中の 1,478 人（全体の 31.5％）
、平成 30 年の歩行中
死亡者数は 1,258 人（全体の 35.6％）、自動車運転中の死亡者は 1,197 人（全体の
33.9％）となっており、平成 21 年以降、歩行中の死亡者数が最も多い状態で推移してい
ます。
そのため、高齢者を含めた市民が安心して生活を営み、快適に過ごせるよう、今後も
様々な取り組みを行っていくことが重要であります。

図 5-8 全国交通事故当事者状態別死亡者数の推移
出典：警察庁

32 都市計画マスタープラン：地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにし、都市づく
りの具体性ある将来ビジョンを確立する計画。
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【現状と課題】
②低公害車・公共交通機関の利用による環境負荷の低減
全国の光化学オキシダント環境基準33達成率は極めて低い水準にあり、本市も同様に光
化学オキシダントについては環境基準非達成となっています。
光化学オキシダントの発生原因には自動車排ガスがあげられており、本市では公用車へ
の低公害車の導入、バス交通の充実、富士山マイカー規制の検討、環境負荷の少ない新交
通システムの検討、自動車相乗りの推奨等、自動車排ガス等による大気への環境負荷を低
減するための取り組みを行ってきました。
そこで、大気の汚染状況を常に把握し、公害の未然防止を図るため、県は大気汚染防止
法に基づき、大気の常時監視を行っています。一般環境大気測定局3410 地点と自動車排ガ
ス測定局352 地点が県内に設けられており、本市もその中の 1 地点(吉田局)に該当していま
す。図 5-9 に大気測定地点及び測定項目を示します。吉田局では二酸化硫黄、浮遊粒子状
物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物資の常時監視を行っています。

図 5-9 大気測定地点及び測定項目
出典：やまなしの環境 2017(平成 29 年度版)

33 環境基準：環境基本法(1993)の第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康を保護し、及び、
生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音等について環境基
準が定められている。大気汚染に関しては、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オ
キシダント、微小粒子状物質に環境基準値が設定されている。
34 一般環境大気測定局：住宅地などの一般的な生活空間における大気汚染の状況を把握するために設置された測定局
35 自動車排ガス測定局：交差点、道路、道路端付近など、交通渋滞等の自動車排ガスによる大気汚染の影響を受けや
すい区域の大気常時監視を目的に設置された測定局。
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表 5-7 に大気汚染に係る環境基準、表 5-8 に平成 28 年度の大気汚染に係る環境基準の達
成状況を示します。測定項目は二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、
光化学オキシダント、微小粒子状物質であり、それぞれに基準が設定されています。
平成 28 年度は二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素において全局で
環境基準を達成しています。一方、光化学オキシダントは全局非達成となっています。
表 5-7 大気汚染に係る環境基準
環境基準項目
二酸化硫黄(SO2)36

環境基準
1 時間値の一日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であるこ
と。
1 時間値の一日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm

一酸化炭素(CO)37
以下であること。
1 時間値の一日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下で
浮遊粒子状物質(SPM)38
あること。
二酸化窒素(NO2)39
光化学オキシダント40
微小粒子状物質(PM2.5)41

1 時間値の平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
1 年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、一日平均値が、35μg/m3 以下であること。

出典：やまなしの環境 2017(平成 29 年度版)

36 二酸化硫黄：腐敗した卵に似た刺激臭のある無色の気体。石炭や石油などの燃焼時に発生する。また鉄鉱石、銅鉱
石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精錬工程からも排出される。窒素酸化物と同様に酸性雨の原因物質として知
られる。
37 一酸化炭素：無味、無臭、無色、無刺激な気体であり、炭素を含む物質の不完全燃焼により生成する。自動車排ガ
スに含まれる。
38 浮遊粒子状物質：大気中に浮遊している粒径 10μm 以下の粒子状物質。発生源は工場のばい煙、自動車排出ガスな
どの人の活動に伴うもののほか、自然界由来(火山、森林火災など)のものがある。
39 二酸化窒素：赤褐色の気体。ボイラーや自動車の排ガスに含まれる。
40 光化学オキシダント：窒素酸化物と炭化水素とが光化学反応を起こし生じる、オゾンやパーオキシアセチルナイト
レートなどの酸化性物質(オキシダント)の総称。二酸化窒素を除く。
41 微小粒子状物質：粒径 2.5μm 以下の粒子状物質。ディーゼルエンジン、工場・事業場での燃料の燃焼などからの一
次粒子（粒子の形で大気中に排出されたもの）と、ガス状で排出されたものが大気中で反応生成してできた硫酸
塩、硝酸塩、揮発性有機化合物から生成した有機炭素粒子などがある。
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表 5-8 平成 28 年度大気汚染に係る環境基準の達成状況
浮遊粒子状
環境基準項目

二酸化硫黄

一酸化炭素

光化学オキシ

微小粒子状

ダント

物質

二酸化窒素
物質

測定局数

3

2

12

11

10

6

有効測定局数

3

2

12

11

10※

6

甲府富士見

県庁自排
全測定局

全測定局

無し

全測定局

大月、吉田

国母自排

長期的評価

長期的評価

長期的評価

長期的評価

長期的評価

長期的評価

3 局中 3 局

2 局中 2 局

12 局中 12 局

11 局中 11 局

10 局中 0 局

6 局中 6 局

達成測定局
評価方法
環境基準
達成状況
出典：やまなしの環境 2017(平成 29 年度版)

【有効測定局】
二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素については、年間測定時間が 6,000 時間以上、微小粒子
状物質については、有効測定日数が 250 日以上の測定局をいう。

【評価方法】
《短期的評価》
二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントは測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平
均値もしくは 8 時間平均値または各 1 時間値を環境基準と比較して評価を行う。
《長期的評価》
二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質は 1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、高いほうから数
えて 2％の範囲にある測定値を除外した後の最高値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、環境基準を超える日
が 2 日以上連続した場合には、未達成と評価する。
二酸化窒素は 1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低いほうから数えて 98％目にあたる値を環境基
準と比較して評価を行う。
微小粒子状物質は長期基準に関する評価は、測定結果の 1 年平均値を長期基準（1 年平均値）と比較する。短期基
準に関する評価は、測定結果の 1 日平均値のうち、低い方から数えて 98％目にあたる値を短期基準（1 日平均値）
と比較する。
長期基準、短期基準の両基準を満たした場合に環境基準が達成されたと判断する。
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本市は比較的標高差がある地域特性を有するため、市内の移動はほとんどの場合、自家
用車の使用となっています。しかし、自動車排ガスは光化学オキシダントの移動発生源と
なるだけではなく、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質の移動発生源にもなっ
ています。
本市の自動車登録台数を図 3-14(第 3 章第 9 節)、表 3-9(第 3 章第 9 節)に示します。平成
17 年以降、自動車登録台数に大きな変化は見られず、平成 29 年の登録台数は 41,787 台と
なっています(内訳は乗用車登録台数 23,264 台、二輪含む軽乗用車 18,523 台)。
自家用車の使用を控え、徒歩、自転車使用者、公共交通機関の利用者を拡大させるため
には、歩道の整備や、公共交通機関の利便性を高めることが重要になってきます。
図 5-10 に富士山駅乗降者人員の推移を示します。平成 24 年度以降は 53 万人～59 万人
を推移していますが、富士山の世界遺産登録やインバウンド観光の進展などにより、今後
も観光客等の増加が見込まれます。そのため富士山環境の整備を推進するとともに、公共
交通機関の充実を図っていくことが課題となっています。

(人)

図 5-10 富士山駅乗降者人員の推移
出典：統計ふじよしだ(平成 28 年度版)
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【施策の体系】
基本目標 6「安全で安心なまちづくり」の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①安全な歩道の確保

6 安全で安心なまちづくり

②低公害車・公共交通機関の利用に
よる環境負荷の低減

【各主体の役割】
施策の基本方向①「安全な歩道の確保」を達成するために各主体が以下の取り組みを推
進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
歩行者を優先した車の運転をしましょう。

市民

歩行者の通行の妨げとなる迷惑駐車をしないようにしましょう。

安全な歩道の確保

歩行者の通行の妨げとなるごみの出し方(ステーション)の見直しを行いましょう。
歩行者を優先した車の運転をしましょう。
事業者

歩行者の通行の妨げとなる迷惑駐車をしないようにしましょう。
道路上に歩行者の通行の妨げとなる看板や商品を設置しないようにしましょう。
歩道を整備するとともに、バリアフリー化を推進します。
歩行者の通行の妨げとなるごみの出し方(ステーション)の見直しを行います。

市
積雪時でも安全に歩ける通学路を確保します。
歩行者が休憩するポケットパークを整備します。
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【施策の体系】
基本目標 6「安全で安心なまちづくり」の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①安全な歩道の確保

6 安全で安心なまちづくり

②低公害車・公共交通機関の利用に
よる環境負荷の低減

【各主体の役割】
施策の基本方向②「低公害車・公共交通機関の利用による環境負荷の低減」を達成する
ために各主体が以下の取り組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
近距離の移動に際しては、徒歩・自転車を利用しましょう。
公共交通機関を利用しましょう。
相乗りを心がけましょう。

市民
低公害車・公共交通機関の利用による環境負荷の低減

マイカーを購入する際は、低公害車を優先的に選びましょう。
マイカーを運転する際は、アイドリングストップやエコドライブを心がけましょう。
駐車場におけるルール(前向き駐車など)を守りましょう。
近距離の移動に関しては、徒歩・自転車を利用しましょう。
相乗りを心がけましょう。
事業者

業務用車両を購入する際は、低公害車を選びましょう。
車を運転する際は、アイドリングストップやエコドライブを心がけましょう。
共同輸送等物流の効率化に取り組みましょう。
バス交通の充実を図ります。
公用車から率先して低公害車を導入します。
公用車におけるアイドリングストップ、エコドライブを行います。

市

富士山のマイカー規制の拡充を検討します。
富士山の環境負荷の少ない新交通システムの導入を検討(県や周辺市町村との調整・連
携)します。
近距離における徒歩の移動を奨励します。
自動車利用における相乗りを奨励します。
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《基本目標 7》快適で住みよいまちづくり
【現状と課題】
① 景観に配慮したまちづくり
富士山麓の美しい自然環境に育まれ、富士信仰や甲斐絹の優れた歴史、文化的風土に恵
まれた本市はかけがえのない景観資源に満ち溢れた都市景観を形成しています。
このような自然景観、歴史・文化景観、市街地景観と多様な景観資源を有する本市にお
いて、平成 25 年 6 月の富士山世界文化遺産の登録や、地域住民の景観保全に対する意識
が醸成される中、平成 28 年３月に「富士山を未来にひきづく おもてなし景観創造まち
づくり」を目標像に進めていくため、富士吉田市景観計画・富士吉田市景観条例を策定・
施行しました。
本計画では、市域の全域のうち、演習場エリアを除く区域を景観計画区域として定め、
さらに、地域ごとの特色に合った景観とするため、景観計画区域を４種類の地域（市街地
景観ゾーン、里地・里山景観ゾーン、山並み景観ゾーン、富士山麓景観ゾーン）に分け、
景観形成に関する方針などを設けました。
また、上記のゾーンニングや景観形成基準に加え、一定規模以上の建築行為や開発行為
に対し、行為の着手前に届出を求め審査・勧告することができるようになりました。
この事前審査では、「景観誘導基準に沿った色彩が計画されているか」、また、「周辺の
景観と調和したデザインが採用されているか」という点についてチェックしています。
これにより、富士山景観はもとより、周辺環境と調和した景観の推進及び誘導ができる
ようになりました。
最後に、景観は風景であり、人の営みとの関わりの中に生きています。日常的な生活の
場面、お祭りなどのイベント、その人々の

〇景観計画区域区分

行動と背景となる風景が溶け合って景観が
形成されています。
このような景観を、
「継承」「保全」「創
造」「育成」していくために、今後も継続し
て市民、事業者、行政、観光客等が協働で
富士山の麓にふさわしい景観の形成に努
め、景観に配慮したまちづくりを一人ひと
りが関心を持ち取り組むことが重要となっ
てきます。

出典：富士吉田市景観計画

82

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅲ いきいきと暮らせる健康で快適なまち

【現状と課題】
②公害の防止
近年、ライフスタイルの変化に伴い、自動車排ガスによる大気汚染、騒音問題、生活排
水による中小河川の汚濁、地下水の過剰くみ上げによる地盤沈下等、1 人ひとりの日常生
活や社会経済活動に起因する都市・生活型公害が発生しています。
都市・生活型公害の発生源は、個々には小さく、移動し、分散するといった発生源対策
のみでは十分に対応しきれない場合も多く、都市的機能の利用を制限しなくてはならない
場合があります。
また、汚染の発生者とその被害を受ける者が、ともに同じ都市的機能の利便を享受して
いる場合も多く、都市的機能の公益性を損なわずに、その利用に伴う環境負荷の増大を防
止しなければならないという困難な対応が必要となる場合もあります。
そのため、本市は、野焼きの禁止、市民からの苦情対応、浄化槽の適正管理、生活排水
の適正処理等の悪臭対策、工場・事業場への立ち入りや設備の適正管理、排出基準の順守
等、公害の監視や指導、また、河川水質調査、地下水質調査、騒音調査、市の環境負荷デ
ータの公表等の環境調査による現状把握を行ってきました。
平成 11 年の騒音規制法42の改正により、本県は平成 13 年から、自動車騒音の影響があ
る道路に面する地域に係る環境基準43の達成状況を把握するため自動車騒音の常時監視を
行っています(平成 24 年度から市の委託業務)。
表 5-10 に平成 29 年度の本市に該当する路線の自動車騒音常時監視結果(面的評価44)を示
します。評価を行ったのは 2 路線 7 区間であり、878 戸の住居等のうち、昼間(6 時～22
時)及び夜間(22 時～6 時)ともに環境基準を達成していたのは 878 戸(100％)となっていま
す。
図 5-11 に本市に寄せられた年度別公害苦情構成比の推移を示します。平成 29 年度の苦
情件数は 34 件であり、大気汚染と悪臭に関する苦情が共に 14 件と最も多く、次いで騒音
に関する苦情が 4 件となっています。
公害のない快適な生活を営むことができるまちを形成するため、今後も環境調査、公害
苦情への対応、工場・事業場への指導等を継続的に実施していく必要があります。

42 騒音規制法：工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴い発生する相当範囲にわたる騒音について必要
な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護
に資することを目的とする法律。
43 道路に面する地域に係る環境基準：騒音に係る環境基準の中でも、道路に面する地域は異なる環境基準が適用され
る。環境基準値は巻末の資料編参照。
44 面的評価：環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法。道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設
定し、評価区間内の代表する１地点において等価騒音レベル(LAeq)の測定を行う。その結果をもとに、評価区間内
の道路端より 50ｍ範囲内にあるすべての住居等について等価騒音レベルの推計を行う。
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表 5-10 平成 29 年度自動車騒音常時監視結果(面的評価)
評価対象道路・路線名

住居等

昼夜基準

基準

戸数

達成戸数

達成率

評価対象区域

中央自動車道富士吉田線

富士吉田市新倉～富士吉田市新倉

25

25

100％

一般国道 137 号

富士吉田市上吉田 6 丁目 10～富士吉田市中曽根 1 丁目 2

224

224

100％

新田下吉田線

富士吉田市小明見～富士吉田市小明見

16

16

100％

新田下吉田線

富士吉田市小明見～富士吉田市小明見

186

186

100％

新田下吉田線

富士吉田市小明見～富士吉田市大明見

132

132

100％

新田下吉田線

富士吉田市大明見～富士吉田市下吉田

172

172

100％

新田下吉田線

富士吉田市下吉田～富士吉田市下吉田 3 丁目 6

123

123

100％

878

878

100％

合計
出典：富士吉田市環境政策課

図 5-11 公害苦情年度別構成比の推移
出典：富士吉田市環境政策課
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【現状と課題】
③緑化の推進
本市の都市計画に基づき整備された公園、街路樹等の公共の緑、住宅や施設内の緑地等
は、自然環境の保全や、二酸化炭素の吸収源及び酸素の供給を行い、都市環境を快適にす
る機能を有しています。そして、都市公園45は良好な都市環境を提供し、市民の安らぎの
場となるだけではなく、災害時の避難場所としての役割も担っています。
そこで、市は、緑化を推進するため、広域的な公園緑地整備、市街地の公園緑地整備、
花のまちづくり活動の推進、災害対策として、防災機能を持つ空間の整備・確保、市内公
園の点検等の取り組みを行ってきました。
本市の市民 1 人当たりの都市公園面積を表 5-11、本市公園一覧を表 5-12 に示します。本
市には富士北麓公園を含め 9 箇所の都市公園(総面積 342,321m2)と 25 箇所の準都市公園が
あります。市民 1 人当たりの都市公園及び準都市面積は 9.86m2 であり、全国の 10.4m2、
山梨県の 10.9m2 に近い値となっています。
また、山梨県都市公園条例の県民 1 人当たりの都市公園(国又は市町村が設置するものを
含む。)敷地面積標準の十平方メートル以上と比較しても、近い値となっています。
そのため、既存公園の維持・管理を継続的に行い、また、レクリエーション、自然環境
学習、防災機能等、地域の用途に合わせた整備・活用を行っていく必要があります。
表 5-11 都市公園等の整備状況(H29.3.31)
1 人当たりの都市公園面積(m2/人)

区分

10.4

全国
都道府県

※

政令市

6.7

山梨県

10.9

富士吉田市
※

12.0

9.86(都市・準都市公園)※※
14.06(全公園)

都道府県は全国から政令市を除いた分。

※※

内訳：都市公園面積 6.91 m2/人、準都市公園面積 2.98 m2/人

出典：富士吉田市道路公園課

45 都市公園：基本的に、都市計画に「都市施設」として定められた公園や緑地で、地方公共団体によって設置された
ものをいうが、都市計画に定められていなくても、都市計画区域内に地方公共団体が設置した公園や緑地も含まれ
る。また、国土交通省が整備した国営公園や都市公園も含まれる。
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表 5-12 市内公園施設一覧
名称

面積(m2)

名称

面積(m2)

金鳥居市民公園

2,143

熊穴安らぎ公園

325

赤坂児童公園

1,397

小原公園

550

桂川河川公園

7,149

虹ヶ丘公園

371

塩釜公園

1,578

城山公園

2,128

西原南公園

7,852

城山 3 号公園

4,699

みずほ公園

3,775

田端 1 号公園

489

堂地堀公園

1,711

田端 2 号公園

335

丸ヶ丘公園

716

田端 3 号公園

336

田端 4 号公園

204

種別

都市公園

準都市公園

県立富士北麓公園

種別

316,000

月江寺公園

3,048

田端 5 号公園

451

弁天公園

1,105

お茶屋町 1 号公園

244

42,924

お茶屋町 2 号公園

53

幸町児童公園

348

お茶屋町 3 号公園

116

西原運動公園

7,771

新西原 4 丁目公園

899

新倉山浅間公園
準都市公園

483

熊穴公園
旭町東公園

2,106

明見せせらぎ公園

354

中央まちかど公園

873

ことぶき公園

富士散策公園
自然公園

1,091

出典：富士吉田市道路公園課

写真：新倉山浅間公園
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諏訪の森自然公園
富士見公園

その他

74,836
140,906
7,100

富士山レーダードーム公園

24,100

明見湖公園

17,559
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【施策の体系】
基本目標 7「快適で住みよいまちづくり」の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①景観に配慮したまちづくり

7 快適で住みよいまちづくり

②公害の防止
③緑化の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向①「景観に配慮したまちづくり」を達成するために各主体が以下の取り
組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
住宅の新築・改築の際は周辺景観との調和に配慮しましょう。

市民
市や地域でのまちづくり活動に協力しましょう。
景観に配慮したまちづくり

建築物などの新築・改築の際は、地域の景観形成に寄与するよう、デザインや色彩など
事業者

に配慮しましょう。
市や地域でのまちづくり活動に協力しましょう。
富士山の眺望を意識したまちづくりを推進します(景観計画、街路樹、街路灯等)。
まちづくりにおいて、市民、事業者及び市が協働して推進します。
富士山眺望点である新倉山浅間公園を整備します。

市
富士山麓の山林景観を保全します。
地域の特色ある街路沿道景観を整備します。
電柱・電線の地中化を検討します。
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【施策の体系】
基本目標 7「快適で住みよいまちづくり」の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①景観に配慮したまちづくり

7 快適で住みよいまちづくり

②公害の防止
③緑化の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向②「公害の防止」を達成するために各主体が以下の取り組みを推進しま
す。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
日常生活の騒音、振動、悪臭で近隣の人に迷惑をかけないよう配慮しましょう。
野焼きを行わないようにしましょう。
空地の適正な管理を行いましょう。

市民
浄化槽の適正な管理を行いましょう。
河川や側溝などの定期的な清掃に努めましょう。
自治会などで、環境問題解決に向けてのルール作りや、話し合いを行いましょう。
排出ガスの適正処理や粉塵の発生抑制を図りましょう。
野焼きを行わないようにしましょう。
法令に基づく届け出を行い、大気汚染物質の排出基準を守りましょう。
公害の防止

悪臭に関する法律規制等を守り、悪臭発生を防止しましょう。
土壌汚染に係る環境基準を守りましょう。
化学薬品の使用と処理は適切に行い、事業所敷地内の汚染防止を図りましょう。
農薬や化学肥料などは適切に使用しましょう。
事業者

近隣住民の生活時間帯に配慮した作業を行いましょう。
法令に基づく届け出を行い、騒音、振動を防止しましょう。
事業所や建設現場での低騒音・低振動型の機械使用や工法を導入しましょう。
地下水のくみ上げ抑制等により、地盤沈下を防止しましょう。
空地の適正な管理を行いましょう。
事業活動における環境負荷データを公表しましょう。
事業活動を行う地域と協力し、環境問題解決に向けてのルールづくりや、話し合いを行
いましょう。
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施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
公害の監視・指導を行います。
法令に基づく届出行為を周知・徹底し、公害防止の助言を行います。

公害の防止

浄化槽の適正な維持管理を周知・徹底します。
市

定期的に環境測定調査(騒音、河川水質等)を実施し、結果を公表します。
環境問題の解決に向けて、コミュニティ活動(自治会や地域におけるルールづくりや話
し合い)を促進します。
市の事業活動における環境負荷データを公表します。
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【施策の体系】
基本目標 7「快適で住みよいまちづくり」の施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①景観に配慮したまちづくり

7 快適で住みよいまちづくり

②公害の防止
③緑化の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向③「緑化の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを推進しま
す。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
家庭内緑化に努めましょう。

市民

地域の緑化推進に取り組みましょう。
公共施設等の維持管理に協力しましょう。
開発を行う際は、自然の緑を残しましょう。
開発を行う際は、緑地帯を設けましょう。

事業者

地域の緑化推進に取り組みましょう。
公共施設等の維持管理に協力しましょう。
事業所敷地内及び屋上の緑化を推進しましょう。

緑化の推進

市街地において、公園・緑地などを配置・整備します。
広域的に公園・緑地を整備します。
公園・緑地整備への市民参加を推進します。
花のまちづくり活動を推進します。
防災機能を持つ空間(街路・広場・公園など)の整備、延焼遮断帯の整備など、オープン
スペースを確保します。
市
市内の公園を再点検します。
市民の憩いの場となる施設の整備を推進します。
公園ごとに個性的で魅力ある利用を推進します。
背戸山南側の緑化を推進します。
公共施設等の整備を行う際には、自然の緑を残します。
公共施設等の整備を行う際には、緑地帯を設けます。
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《基本目標 8》ごみの発生抑制、資源の循環に努めるまちづくり
【現状と課題】
①4R の推進
『4R(フォーアール)』とは
・Refuse

(リフューズ：断る)

不要なものを断る

・Reduce

(リデュース：減らす)

ごみとなるものを減らす

・Reuse

(リユース：再利用)

何度でも繰り返して使う

・Recycle (リサイクル：再生利用) 資源として再生する
私たちの社会は、自然界から大量の資源を取り出し、様々なものを大量に生産・消費し、
不要となったものを自然界へ大量に廃棄することで成り立っています。
しかし、大量生産・大量廃棄の社会経済活動は地球上の有効な資源を浪費し、健全な物
質循環を阻害し、環境への負荷を増大させることとなります。
そのため、私たちは自然界から取り出す資源と自然界に排出する廃棄物の質と量を自然
環境が許容できる範囲に抑え、持続可能な活動が行われ、環境への負荷ができる限り低減
される循環型社会の形成を目指しています。
平成 30 年 6 月に閣議決定された第 4 次循環型社会形成推進基本計画46では、①持続可能
な社会づくりとの統合的取組、②多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化、③ラ
イフサイクル全体での徹底的な資源循環、④適正処理の更なる推進と環境再生、⑤万全な
災害廃棄物処理体制の構築、⑥適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推
進、⑦循環分野における基盤整備の 7 項目を政策の新たな柱としています。
本市は、循環型社会を構築するため、「断る・減らす・再使用する・再利用する」の
4R47活動を推進し、ごみの有料化、レジ袋の辞退、過剰包装の自粛、生ごみの堆肥化、粗
大ごみ等の再使用、廃食油のバイオディーゼル燃料48化、資源物回収体制の見直し等の取
り組みを行ってきました。さらなる 4R の推進とともに環境教育・環境学習の機会を創出
していきます。

46 循環型社会形成推進基本計画：循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るために定めたもの。
47 4R(フォーアール)：Refuse、Reduce、Reuse、Recycle の頭文字をとった言葉。Reduce(ごみの発生抑制)、
Reuse(再使用)、Recycle(ごみの再生利用)の優先順位をもって廃棄物の削減に取り組むのが良いという 3R(スリーア
ール)の考え方に Refuse(ごみになるものを買わない)を加える。
48 バイオディーゼル燃料：BDF は Bio Diesel Fuel の略。植物精油や動物性油などの再生可能な資源から作られるデ
ィーゼルエンジン用の燃料。軽油に一定の割合で混合して用いるほか、BDF100％で使用することもできる。
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図 5-12 に粗大ごみを直接搬入できない方を対象にした戸別有料収集の推移を示します。
毎年約 18t の粗大ごみを回収し、循環資源として利用できるものは有効活用し、利用でき
ない廃棄物は適正な処理を行うことで、環境負荷の低減に努めています。このように、地
域内で資源を循環し、循環型社会システムを構築するために、今後も様々な取り組みを進
めていく必要があります。

図 5-12 粗大ごみ戸別収集量の推移
出典：富士吉田市環境政策課

写真：再生利用品展示コーナー(富士吉田市環境美化センター内)
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【現状と課題】
②ごみ減量に関する啓発活動の推進
本市は平成 27 年度に富士吉田市一般廃棄物処理基本計画49を改定し、平成 41 年度を目
標に、ごみ排出量を平成 20 年度比 23％以上の削減、1 人 1 日当たりのごみ排出量を平成
20 年度比 14％以上の削減することとし、目標達成に向けての取り組みを順調に進めてい
ます。
そして、本市は富士吉田市一般廃棄物処理基本計画に取り組むとともに、資源物回収の
周知徹底、イベント開催時におけるごみの減量、生ごみ処理機の設置促進等、ごみ排出量
の低減に向けた取り組みを推進してきました。
平成 28 年度全国のごみ排出量は 4,317 万 t(前年度 4398 万 t、1.8％減)、1 人 1 日当たり
のごみ排出量は 925g(前年度 939g、1.5％減)となっています。
表 5-13 に平成 28 年度の 1 人 1 日当たりのごみ排出量ベスト 3、図 5-13 に本市ごみ発生
量の推移を示します。1 人 1 日当たりのごみ排出量の最も少ない地域は、人口 10 万人未満
が 300.7g、人口 10 万人以上人口 50 万人未満が 622.7g、人口 50 万人以上が 789.3g であ
り、ごみ排出量は人口の少ない地域のほうがより低くなる傾向が見られました。
本市のごみ排出量は、平成 23 年度以降横ばいとなっており、平成 29 年度のごみ総排出
量は 17,081t、そのほとんどが可燃物という状況です。また、1 人 1 日当たりのごみ排出量
は 941g となっており、全国平均を上回る結果となっております。全国平均を上回る要因
としては、富士山世界遺産登録後における観光客数の増加等によるものと推測されます。
ごみ排出量削減のため、市は、自治会単位の集団回収、小中学校での回収等による資源
物回収の呼びかけを行い、容器包装リサイクル法50に係る廃棄物を回収しています。
表 5-14 に平成 22 年度以降の回収量を示します。平成 22 年度以降、毎年約 570t の容器
包装廃棄物を回収しています。容器包装廃棄物は家庭から発生するごみの約 6 割(容積比)
を占めているため、このような回収活動が廃棄物の減容化・再資源化につながります。

49 一般廃棄物処理基本計画：市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画のこと。一般廃棄物発生量および処理
量の見込み、排出抑制のための方策、分別収集するものとした種類および分別の区分、適正な処理およびこれを実
施する者に関する事項、処理施設の整備に関する事項、その他、処理に関し必要な事項等が定められた計画。
50 容器包装リサイクル法：容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。容器包装廃棄物の排出抑制、
分別収集、分別収集適合物の再商品化促進のための措置を講じ、一般廃棄物の減量や再生資源の利用等を通じて生
活環境の保全及び国民経済の発展に寄与することを目的としている。
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表 5-13 1 人 1 日当たりのごみ排出量ベスト 3(平成 29 年度)
人口 10 万人以上

人口 10 万人未満

1
全国平均

2

975g/人・日

3

徳島県

神山町

297.9g/人・日
長野県

南牧村

300.6g/人・日
長野県

川上村

323.2g/人・日

人口 50 万人以上

50 万人未満
1

2

3

東京都

小金井市

613.5g/人・日
静岡県

掛川市

637.2g/人・日
東京都

日野市

648.2g/人・日

1

2

3

東京都

八王子市

776.9g/人・日
愛媛県

松山市

782.2g/人・日
神奈川県

川崎市

834.0g/人・日

出典：環境省

図 5-13 ごみ発生量の推移
出典：富士吉田市環境政策課

表 5-14 容器包装リサイクル法に係る廃棄物回収量一覧
年度

無色ガラス容器

茶色ガラス容器

その他ガラス容器

ペットボトル

紙製容器包装

プラスチック製包装容器

白色トレイ

17

195.96

199.51

152.96

29.07

0.53

3.58

0.73

18

194.99

209.35

47.49

23.84

0.23

2.74

0.70

19

198.85

220.13

141.22

25.26

0.86

2.94

0.85

20

208.84

213.03

169.18

26.94

0.59

2.74

0.78

21

198.27

215.59

164.93

35.24

5.83

4.54

0.96

22

219.17

201.39

146.81

33.74

9.96

4.09

1.02

23

286.00

195.02

129.42

32.89

7.73

3.91

0.98

24

191.24

199.16

127.42

32.45

8.18

3.22

0.99

出典：富士吉田市環境政策課
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【施策の体系】
基本目標 8「ごみの発生抑制、資源の循環に努めるまちづくり」の施策の体系を以下に
示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①4R の推進

8 ごみの発生抑制、資源の循
環に努めるまちづくり

②ごみ減量に関する啓発活動の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向①「4R の推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
ごみ減量の意識を持ち、ごみ減量をより一層進めましょう。
ごみはルールに従ってきちんと分別しましょう。
環境家計簿51を活用し、ごみの排出量を把握しましょう。
買物の際はマイバッグ(買物袋)を持っていきましょう。
過剰包装を辞退しましょう。
包装の簡素化など、こみ減量に関する取り組みの優れた店舗を利用しましょう。

市民

物を大切に長く使いましょう。
耐久性のあるものを選び、故障しても修理(リペア)して使いましょう。

４Ｒの推進

再使用できるものを選んで購入しましょう。
トレーや紙パックなどのリサイクルに協力しましょう。
生ごみ処理容器の設置等により。生ごみを堆肥化して活用しましょう。
再使用・再資源化しやすい商品を選んで購入しましょう。
石鹸作りなど、廃食用油の再利用に取り組みましょう。
マイバッグ持参者に対する値引きの実施など、利用客にマイバッグの持参を呼びかけま
しょう。
過剰包装をしないようにしましょう。
事業者

商品を簡易包装にする、または包装紙などを使わないようにしましょう。
ゼロエミッション52に取り組みましょう。
流通段階での梱包必要最小限にしましょう。
トレーや紙パックの回収推進に取り組みましょう。

51 環境家計簿：家庭の活動による温室効果ガスの排出実態を把握するもの。環境家計簿の基本的な構成は、家庭で使
う電気、ガス、水道、ごみ、ガソリンなどの量に CO2 排出係数を掛けて CO2 の量に換算する形式。
52 ゼロエミッション：人間の経済活動による自然界への排出をゼロにする仕組みを構築すること。
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施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
生ごみの堆肥化に取り組みましょう。
再使用・再資源化しやすい商品の開発・販売に努めましょう。
デポジット制度53の導入に取り組みましょう。
産業廃棄物の処理を最終処分場まで、責任を持って管理しましょう。

事業者

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法54など、新たな法制度に基づく分別収集、再
資源化を果たしましょう。
書類の簡素化、両面コピーにより、紙資源の使用量を削減しましょう。
再生紙の利用を進めましょう。

４Ｒの推進

リサイクル製品を積極的に購入しましょう。
事業実施の際は、ごみの発生量を減らします。
レジ袋の辞退や過剰包装の自粛を呼びかけます。
粗大ごみなどで、再使用可能なものは、再使用にまわす仕組みを作ります。
生ごみ堆肥化の啓発・推進を行います。
家電、自動車、パソコンなど、新たなリサイクル制度の啓発を行います。
市
環境美化センターの適切な維持管理を行います。
ごみの有料化を推進・継続します。
学校給食の生ごみ堆肥化、廃食用油の再利用を推進します。
資源物回収体制の見直しを検討します。
資源ストックヤード施設の整備拡充を検討します。

53 デポジット制度：「デポジット・預託金」製品価格に一定金額を上乗せして販売し、製品や容器が使用後に返却され
た時に預託金を返却する制度。このことにより、製品や容器の回収を促進する制度。
54 家電リサイクル法：一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源
の有効利用を推進するための法律。
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【施策の体系】
基本目標 8「ごみの発生抑制、資源の循環に努めるまちづくり」の施策の体系を以下に
示します。
■基本目標

■施策の基本方向
①4R の推進

8 ごみの発生抑制、資源の循
環に努めるまちづくり

②ごみ減量に関する啓発活動の推進

【各主体の役割】
施策の基本方向「ごみ減量に関する啓発活動の推進」を達成するために各主体が以下の
取り組みを推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
自治会などの資源物集団回収に協力しましょう。

」ごみ減量に関する啓発活動の推進

ごみの減量・分別等のイベントを開催しましょう。
市民
地域の祭り等のイベント開催においては、ごみの減量を推進しましょう。
イベント等に参加する際は、ごみの減量・分別に協力しましょう。
自治会などの資源物集団回収に協力しましょう。
社員へのごみ減量に関する啓発を行いましょう。
事業者
販売促進などのイベントを開催する際は、ごみの減量を推進しましょう。
廃棄物の減量化、リサイクルに向けた推進体制を整備しましょう。
資源物回収の周知徹底を図ります。
職員へのごみの減量に関する啓発を行います。
市
イベント開催時のごみ減量を推進します。
ごみ減量・分別に関する講座の開催など、ごみ減量に関する啓発活動を行います。
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《基本目標 9》省エネルギーを推進し、自然エネルギーの利用を心がけるまち
【現状と課題】
①省エネルギーの推進
私たちの日常生活や経済活動は、エネルギー消費の上に成り立っていると言っても過言
ではありません。日常生活においては、家電製品の利用や自動車等交通機関の利用など、
経済活動においては、製品の製造や原材料の輸送など、そして、それ以外の様々な活動に
も、エネルギーを必要としているためです。
しかし、私たちの国はエネルギー資源に乏しく、エネルギー自給率は約 8％と、そのほ
とんどを海外からの輸入に頼っています。
同時に、私たちの国を含めた世界全体で使用しているほとんどが化石燃料であり、埋蔵
量には限りがあります。また、化石燃料を大量に消費した結果、排出される過度の二酸化
炭素が温室効果をもたらし、地球の気温を上昇させ、地球に様々な悪影響を及ぼすのでは
ないかと言われています。そのため、私たちはエネルギー資源をできる限り効率的に使用
することが必要となります。
本市は庁内での省エネルギー・省資源化の推進や、省エネルギーの啓発として、富士吉
田市省エネルギー推進会議を設置し、省エネルギーに関する知識の習得、地域への啓発、
指導を行ってきました。
図 5-14 に本市都市ガス使用量の推移を示します。家庭用、商業用、工業用に使用される
都市ガスの量は増加傾向、その他の使用のみ減少傾向、全体の消費量としては増加傾向に
あります。そのため化石燃料の枯渇問題、温室効果ガス排出量の低減にむけて省エネルギ
ーに取り組むことが必要になってきます。

図 5-14 都市ガス使用量の推移
出典：統計ふじよしだ(平成 28 年度版)

98

目標達成のための取り組み 第 5 章

望ましい環境像Ⅳ 地域と地球の環境を考えるまち

【現状と課題】
②再生可能エネルギーの利用促進
深刻化する化石燃料枯渇問題や地球温暖化問題等に対処するため、本市は平成 18 年度に
富士吉田市地域新エネルギービジョン55を策定（平成 27 年度改定）し、本市の地域特性に
あった新エネルギーの導入を検討しました。その結果、太陽エネルギー、木質バイオマス
56、風力エネルギーの順にエネルギー賦存量57が多く、特に、地域特性、賦存量、導入コス

ト、ランニングコスト、維持管理、技術水準、市民の意識調査結果の面から、太陽エネル
ギーと風力エネルギーは導入の可能性が高いとしています。そのため、本市は太陽光発電
システム・太陽熱温水器設置補助金制度の継続実施、公共施設への太陽光発電システムの
導入等を推進してきました(太陽光発電システムは平成 13 年度より継続実施、太陽熱利用
は平成 14 年度より継続実施)。
図 5-15 に太陽光発電システム設置費補助金交付額の推移と累計出力を示します。平成 20
年度までは補助金交付件数が 30 件前後でしたが、平成 22 年度から増加し、平成 23 年度
から平成 26 年度は 100 件を超える交付件数となりました。その後は減少傾向となってい
ます。平成 17 年度から平成 29 年度までの累計出力は 5159.67kw になります。

図 5-15 住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付額の推移
出典：富士吉田市環境政策課

55 地域新エネルギービジョン：地域の新エネルギーに係る基礎データ(新エネルギーの賦存量の分析)の収集を行い、
これをもとに地域全般に亘る新エネルギーの導入・普及のための基本方針、地域特性を活かしたテーマの設定、ビ
ジョンの推進体制等について検討したもの。
56 バイオマス：生物資源(バイオ)の量(マス)であり、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」
をバイオマスという。また、そのような資源から作られるエネルギーや燃料を指す場合もある。
57 賦存量：利用の可否に関係なく理論的に算出しうる潜在的なエネルギー量。
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表 5-15 に本市公共施設における太陽光発電システムの導入施設と出力の一覧を示します。
富士吉田市地域新エルギービジョンの重点プロジェクトの一つである、公共施設等への太
陽光発電システムの導入推進により、平成 30 年度までに、市内 14 箇所の公共施設に設置
が完了、総出力は 184.50kw となっています。再生可能エネルギー施設の導入は、化石燃
料の枯渇問題や、温室効果ガス排出量削減に貢献するだけではなく、災害時の緊急避難場
所・緊急用電源としての利用や、大規模な施設の場合には市のシンボルとしての活用も考
えられるため、今後も様々な取り組みを積極的に進めていくことが重要な課題となってい
ます。
表 5-15 太陽光発電システム導入施設一覧
施設名

導入年度

最大出力(kw)

1

環境美化センター

平成 15 年度

5.20

2

下吉田東小学校

平成 17 年度

20.00

3

吉田西小学校

平成 21 年度

10.00

4

富士吉田市民会館

平成 22 年度

37.80

5

富士小学校

平成 23 年度

10.00

6

赤坂自治会館

平成 23 年度

4.00

7

明見小学校

平成 24 年度

10.00

8

市役所東庁舎

平成 25 年度

20.00

9

下吉田第一小学校

平成 25 年度

10.00

10

下吉田第二小学校

平成 26 年度

10.00

11

第五保育園

平成 26 年度

7.50

12

富楽時

平成 27 年度

20.00

13

吉田小学校

平成 27 年度

10.00

14

第七保育園

平成 30 年度

10.00

合計

184.50

出典：富士吉田市環境政策課
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【現状と課題】
② 地球温暖化対策の推進
現在、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等、地球規模での様々な環境問題が発生し
ています。これは、長期にわたる人類の経済活動・日常活動に起因するものであり、私た
ち 1 人ひとりの行動に密接にかかわっている問題であります。
そこで、本市は平成 12 年度に富士吉田市地球温暖化対策実行計画を策定し、市の事務
事業において発生する温室効果ガス排出量の削減に取り組んできました。
また、山梨県におきましても平成 21 年策定した「山梨県地球温暖化対策実行計画」に
ついて、国の「地球温暖化対策計画」による新たな温室効果ガスの削減目標との整合性を
図るため、平成 29 年 3 月に改定されました。新たな計画では、平成 25 年度を基準年度と
し、2020 年度までに 18％削減、2030 年度までに 26％削減、おおむね 2050 年度までに
「CO2 ゼロやまなし」の実現を目指し、短期・中期・長期の 3 つの目標を掲げ、
「やまな
しエネルギービジョン」などの県の行動計画を反映し、
「二酸化炭素排出量ゼロ」に取り
組んでおります。本市としましても再生可能エネルギーの導入、温室効果ガス削減に向け
て、県と連携し、取り組んで参ります。
表 5-16 に市所有施設の年度別エネルギー使用量を示します。平成 24 年度の電気使用量
は、環境美化センターの稼働を一時休止した影響もあり、他の年度と比較すると減少して
いますが、近年はほぼ平準化しています。
平成 29 年度のガソリン・軽油の使用量が増加していますが、公用車台数の増加や除雪
車（ホイルローダ）の利用頻度の増加によるものであります。
また、本庁舎及び東庁舎などのエアコンについては、液化天然ガス（都市ガス）を燃料
としており、以前の A 重油などに比べて燃焼効率が良く、さらに排気されたガスが硫黄分
など強い酸性物質を含まないため、酸性雨への対策となり、環境の改善につながっていま
す。
市内中学校においては、未利用間伐材の環境資源を有効に利活用するため、ペレットス
トーブ設置を進め、環境教育の推進に取り組んでおり、今後もこれらのように市民生活、
事業活動において地球環境への負荷の低減を周知し、地球温暖化の原因と言われる CO２
削減を推進するため、継続して様々な取り組みを進めていく必要があります。
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表 5-16 市所有施設の年度別エネルギー使用量一覧

電気使用量
(kwh)

H23 度

H24 度

H25 度

H26 度

H27 度

H28 度

H29 度

16,546,347

14,312,429

14,877,379

14,423,399

14,042,453

13,795,641

14,779,185

3,947

16,718

41,317

39,085

50,527

3,320

1,427

5,359

3,484

3,921

3,575

10,653

768

0

744,262

749,259

657,709

633,697

719,212

841,197

947,148

287,399

280,009

223,046

296,390

273,899

219,949

138,020

51,875

56,849

58,649

63,440

63,556

57,570

70,456

9,533

15,088

15,302

14,445

16,686

12,632

40,624

323,746

314,839

347,419

321,123

247,931

222,827

223,185

LP ガス使用量
(m3)
LN ガス使用量
（㎡）
都市ガス使用量
(m3)
A 重油使用量
(L)
ガソリン使用量
(L)
軽油使用量
(L)
灯油使用量
(L)

出典：富士吉田市環境政策課
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【施策の体系】
基本目標 9「省エネルギーを推進し、自然エネルギーの利用を心がけるまちづくり」の
施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

9 省エネルギーを推進し、自

①省エネルギーの推進

然エネルギーの利用を心が

②再生可能エネルギーの利用促進

けるまちづくり

③地球温暖化対策の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向①「省エネルギーの推進」を達成するために各主体が以下の取り組みを
推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
家庭での節電等、省エネルギーを心がけましょう。
節電型、節水型など、省エネルギー型製品の使用を心がけましょう。

市民

カーテンやブラインドの活用を心がけましょう。
車の買い替えの際は、低公害車の導入を心がけましょう。

省エネルギーの推進

外出の際は、公共交通機関を積極的に活用しましょう。
事業所での節電等、省エネルギーに取り組みましょう。
節電型、節水型など、省エネルギー型製品の利用・開発・製造・販売に努めましょう。
事業者

事業所等の整備の際は、省エネルギーに配慮した設計としましょう。
社有車の適正使用、低公害車の導入を進めましょう。
共同輸送等による、製品用の輸送の効率化を進めましょう。
庁内での節電等、省エネルギーを推進します。

市

省エネルギーに対する意識の高揚を図ります。
公共施設等の整備の際は、省エネルギーに配慮した設計とします。
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望ましい環境像Ⅳ 地域と地球の環境を考えるまち
【施策の体系】
基本目標 9「省エネルギーを推進し、自然エネルギーの利用を心がけるまちづくり」の
施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

9 省エネルギーを推進し、自

①省エネルギーの推進

然エネルギーの利用を心が

②再生可能エネルギーの利用促進

けるまちづくり

③地球温暖化対策の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向②「再生可能エネルギーの利用促進」を達成するために各主体が以下の
取り組みを推進します。
施策の
基本方向

主体
市民

再生可能エネルギーの利用促進

事業者

目標達成のための取り組み
太陽熱利用や太陽光発電など、再生可能エネルギーを利用しましょう。
太陽熱利用や太陽光発電、廃熱利用、コージェネレーションシステム58など、再生可能
エネルギーや新エネルギーを利用した設備を導入しましょう。
太陽熱温水器設置補助金制度を継続します。
住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度を継続します。
木質ペレットストーブ設置費等補助金制度を継続します。

市

公共施設における太陽光発電の導入を図ります。
ごみ焼却時の熱エネルギーを有効利用します。
公共施設の整備の際は、再生可能エネルギー等の利用を検討します。
森林関係機関と連携を図り、木質バイオマス資源の活用について検討します。

58 コージェネレーションシステム：1 つの燃料から電気と熱という 2 つの異なるエネルギーを同時に発生させ、利用
すること。具体例としては、エンジン、ガスタービンなどを用いて発電を行い、電気エネルギーを得ると同時に、
発生する廃熱を回収して、熱エネルギーとして冷暖房や給湯を行うこと。
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望ましい環境像Ⅳ 地域と地球の環境を考えるまち
【施策の体系】
基本目標 9「省エネルギーを推進し、自然エネルギーの利用を心がけるまちづくり」の
施策の体系を以下に示します。
■基本目標

■施策の基本方向

9 省エネルギーを推進し、自

①省エネルギーの推進

然エネルギーの利用を心が

②再生可能エネルギーの利用促進

けるまちづくり

③地球温暖化対策の推進
【各主体の役割】
施策の基本方向③「地球温暖化対策の推進」を達成するために各主体が以下の取り組み
を推進します。
施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
環境家計簿を活用し、地球温暖化防止活動に取り組みましょう
グリーン購入59を心がけましょう。
地球環境保全に関するイベントに参加しましょう。

市民
ノンフロン製品を利用しましょう。
森林保護のため、紙の使用量を削減しましょう。
森林保護のため、古紙製品の利用や古紙回収に協力しましょう。
地球温暖化対策の推進

グリーン購入を心がけましょう。
地球環境保全に関するイベントに参加しましょう。
事業者

ノンフロン製品の利用・開発・製造・販売に努めましょう。
森林保護のため、紙の使用量を削減しましょう。
森林保護のため、古紙製品の利用や古紙回収に協力しましょう。
地球温暖化対策実行計画を推進します。
環境家計簿に関する啓発を行います。
グリーン購入を推進します。

市

地球環境保全に関する自治体ネットワークに参加します。
公共事業等において地球環境に配慮した製品を利用します。
フロン回収・ノンフロン製品利用を啓発します。
森林保護のため、紙の使用量を削減します。

59 グリーン購入：製品の購入やサービスを受ける際に、その必要性を十分考慮し、購入・取引が必要な場合には、で
きる限り環境への負荷が少ない物や業者を選択すること。
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施策の
基本方向

主体

目標達成のための取り組み
森林保護のため、古紙の回収や古紙製品の利用を促進します。

市

クールビズ60、ウォームビズを促進します。
地球温暖化防止活動に対する理解の促進に努めます。

60 クールビズ：冷房時のオフィス室温を 28℃に設定した場合でも涼しく仕事ができるような「ノーネクタイ、ノー上
衣」のビジネススタイルの愛称。ウォームビズはその反対に冬季の室温を 20℃に設定しても暖かく仕事ができるビ
ジネススタイル。
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