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用語の解説 

（ ）内は、主な参照ページです。 
【あ行】 

○アイドリング・ストップ（p16） 

環境省が平成 8（1996）年度から開始した運動で、必要以上の暖気運転、運転者

が自動車から離れ る間や不要と考えられる場合などに、自動車のエンジンを切り、

大気汚染や地球温暖化、騒音問題などの解決を図ろうとするものです。 

○愛知目標（p32） 

平成 22（2010）年 10月、愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10

回締約国会議において採択された「生物多様性戦略計画 2011－2020及び愛知目

標」のことです。計画では、平成 62（2050）年までの長期目標として「自然と共

生する世界の実現」、平成 32（2020）年までの短期目標として「生物多様性の損

失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」ことを掲げています。 

○空き家などの適正管理（p56） 

少子高齢化などの社会環境の変化に伴い、適正に管理されていない空き家などが増

加しています。安全・安心なまちづくりの推進のために、所有者などに適正な維持管

理を求めるものです。 

○アスベスト（石綿）（p3,46） 

建材製品に多く使用されていた天然の鉱物繊維で、肺に吸い込むことで健康被害が

あります。 

○一般廃棄物（p30） 

産業廃棄物以外の廃棄物です。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類され

ます。また、「ごみ」は、商店、オフィス、レストランなどの事業活動によって生じ

た「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」に分類されま

す。 

○ウォームビズ（p71） 

冬期でも暖房時の設定温度は 20℃に抑え、衣・食・住を工夫することで快適に過

ごすライフスタイルを推奨する取組みです。電力による冷暖房を行う場合、機器の設

定温度の調節による省エネ効果は、一般的に夏よりも冬の方が大きくなります。 

○運輸部門（p65,67,69） 

温室効果ガス排出量を区分する部門の一つであり、企業において外部へ人・物を輸

送・運搬した場合、または家庭における自家用車や公共交通機関の利用などにより人・ 

物を移動した場合に消費したエネルギーを起源とする CO2排出量が計上されます。 
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○液状化（p51） 

地下水位の高い砂地盤が、地震などの振動を受けることにより液体のような泥水状

態になることです。液状化が起きると地盤が軟弱になり、砂混じりの水が地表面に噴

き出したり、 陥没したりして、建物や地中に埋設していた配管類が損傷を受けま

す。 

○エコキュート（p71） 

省エネルギー性能の高い給湯器であり、従来の給湯器と比較し、少量の電気で効率

よくお湯を沸かせるというメリットがあります。従来の給湯器では湯沸かしに電気の

みを利用しましたが、エコキュートでは電気によって大気中から汲み上げた熱を利用

する「ヒートポンプ技術」を用いており、「自然（CO2）冷媒ヒートポンプ給湯器」と

も呼ばれます。 

○エコジョーズ（p71,75） 

省エネルギー性能の高い給湯器であり、従来の給湯器と比較し、少量のガスで効率

よくお湯を沸かせるというメリットがあります。従来の給湯器では捨てていた排気熱 

を回収し、湯沸かしに再利用することから「潜熱回収型ガス給湯器」とも呼ばれます。 

○エコドライブ（p24,25） 

急発進を避け、ゆるやかにアクセルを操作するなど、環境に配慮した運転方法のこ

とです。エコドライブの実践により、自動車の排出ガス並びに地球温暖化の原因であ

る二酸化炭素の排出が抑制できます。 

○エコドライブアドバイザー（p55） 

埼玉県や事業者等が実施したエコドライブアドバイザー講習を通じ、地球温暖化防

止、燃費向上そして安全運動につながるエコドライブの知識を身につけ、埼玉県によ

り認定された人のことです。 

○エコマーク（p24,25） 

様々な商品(製品及びサービス)の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ

クル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけ

られる環境ラベルです。 

○エコライフＤＡＹ（p24） 

省エネルギーや省資源など、環境に配慮した生活をする日を設定し、家族で取り組

むことを通して、二酸化炭素などの削減量や節約額を実感し、省エネルギー型のライ

フスタイルへの転換のきっかけづくりとするものです。 

○エコロジカル・ネットワーク（p34） 

自然を確保しつつ豊かな社会をつくっていくための一つの手法です。貴重な自然を

保全するとともに、細切れになった自然をつなぎ、生きものの移動経路を確保するな

ど、自然の働きを回復させることによって、豊かな自然を再現しようとする取組みで

す。 
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○エネファーム（p71） 

家庭で使う電気とお湯を一緒に作り出す、発電設備と給湯器の機能を兼ね備えたシ

ステムです。仕組みは「燃料電池」と「コージェネレーション」に分けられ、燃料電

池では、天然ガスから取り出した水素と空気中の酸素から発電を行い、コージェネレ

ーションでは、燃料電池における発電により生じた排熱を再利用して湯沸かしを行い

ます。「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」とも呼ばれます。 

○ＬＥＤ照明（p16,27） 

発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）を使用した照明器具のことで、 

寿命が長く、消費電力が低いなどの長所があります。 

○温室効果ガス（p1,2,16,18,23,24,61） 

物の燃焼に伴ってできる二酸化炭素などは、地球から宇宙に熱を逃がす赤外線を吸

収して 地球の温度を高く保つ効果があるため、温室効果ガスと呼ばれます。温室効

果ガスには、二酸化炭素の他、メタン、フロンガスなどがあります。 

 

【か行】 

○外来生物・特定外来生物（p10,16,32,34） 

外来生物は、本来生息していなかった地域へ人為的に持ち込まれた動植物のことで

す。定着した場合、その地域本来の生態系や人々の生活環境等へ深刻な影響を与える

可能性があります。外来生物の中でも、特に影響が大きいと考えられるものは「特定

外来生物」に指定され、現在、アライグマやカミツキガメ、ヒアリなどが指定されて

います。 

○合併処理浄化槽（p48,50） 

し尿と台所や風呂から出る排水を合わせて処理する浄化槽のことです。 

○家庭部門（p23,65,67,68,69） 

温室効果ガス排出量を区分する部門の一つであり、住宅内で消費されたエネルギー

を起源とする CO2排出量が計上されます。なお、自家用車や公共交通機関等の利用、

家庭から排出された一般廃棄物に由来する CO2排出量は含まれません。 

○川の国アドバイザー（p55） 

5年以上の河川浄化活動の経験を有し、埼玉県で実施する「川の国埼玉検定」を受

験した人のうち、上級編に合格かつ認定の了承をした人が「川の国アドバイザー」へ

登録されます。 

○環境汚染物質排出・移動登録（ＰＲＴＲ）（p47） 

事業者が化学物質について、事業所から環境への排出量や廃棄物としての移動量

を、自ら把握して登録簿を作成し、結果を行政に報告する制度です。行政がその情報

を公表すること により、化学物質の環境リスク対策の推進を図ります。 
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○環境基準（p18,45） 

環境基本法第 16 条に基づき、「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」として、国が定めるものです。この基準は、人の健

康などを維持するための最低限度（規制値など）としてではなく、より積極的に維持

されることが望ましい 目標として、その確保を図っていこうとするものです。 

○環境教育・環境学習（p25,35,58） 

幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して、学校、家庭、地域などのさまざ

まな場において、環境に配慮した生活や行動を行える人々を育てる環境教育と自主的

な環境学習 は、生涯学習として展開されることが必要です。 

○環境コミュニケーション(ｐ47) 

住民・事業者・行政が化学物質に関する情報を共有する意見交換会で、お互いが理

解を深め、信頼関係を築くことを目的とした取り組みです。 

○環境の保全及び創造（p2,19,64,65,66） 

公害の防止など、環境へのマイナスを防ぐとともに、環境の質を高めるなどのプラ

ス作用を行うことです。 

○環境への負荷（p28,55,62） 

人の活動が環境に与える影響で、それによって環境の保全に支障が生じるおそれの

あるものをいいます。 

○環境保全型農業（p3,16,39） 

農業が有する物質循環型産業の特質を最大限に活用し、環境保全機能を向上させる

とともに、環境への負荷をできるだけ減らしていくことを目指す農業のことです。 

○希少野生生物種（p10,32,34） 

絶滅のおそれのある希少野生動植物種のことであり、本市では「久喜市自然環境の

保全に関する条例」に基づき「指定希少野生生物種」に指定します。希少野生動植物

種とは、「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律」において

「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」、「特定希少野生動植物種」、「緊

急指定種」を指します。 

○業務その他部門（p23,69） 

温室効果ガス排出量を区分する部門の一つであり、主に第三次産業に属する企業・ 

個人が事業所の内部で消費したエネルギーを起源とする CO2排出量が計上されま。

なお、第一次産業・第二次産業における排出量も一部含まれるとともに、第三次産業

でも事業所の外部へ人・物を運搬・輸送した場合のエネルギーを起源とする CO2 

排出量は除かれます。 

○COOL CHOICE（クールチョイス）（p25） 

国の掲げる平成 42（2030）年度に向けた温室効果ガス排出量の削減目標達成に

向けて、省エネ・低炭素型の製品への買い替え・サービスの利用・ライフスタイルの

選択など、地球温暖化対策における「賢い選択」を推進する取組みのことです。 
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○クールビズ（p71） 

夏期に衣服を軽装化することで、冷房の使用を控えつつ快適に過ごすことを推奨す

る取組みです。概ね 6月 1日から 9月 30日までの 4か月を実施期間とし、ネクタ 

イやジャケットの着用を控えることで、室温 28℃を目安に過度な冷房使用をなくして、 

CO2削減を目指すものです。 

○久喜市環境マネジメントシステム（p61,62） 

環境マネジメントシステムとは、企業や地方公共団体などが事業活動における環境

管理を進めるためのシステム（仕組み）であり、計画（Plan）、実施・運用（Do）、

点検・是正（Check）、見直し（Act）のサイクルを繰り返すことで、組織の持つ環

境への影響に対し、継続的に改善を図ります。本市では、環境管理の国際規格である 

ISO14001 のシステムを参考に、本市独自のシステムを構築・運用しています。 

○久喜市総合振興計画（p1,2,3,23,26,28,32,36,40,48,54,61） 

総合振興計画とは、長期的な展望に基づき、計画的・効率的な行政運営の指針を示

すものです。本市においても、今後 10年間の進むべき方向性を示し、市政運営の最

も基本となる計画として平成 24（2012）年度に策定しました。平成 27年度には

一部改訂を行いつつ、この計画に基づいた堅実な財政運営を進めています。 

○久喜市緑の基本計画（p1,2,10,36,37） 

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画です。この計画により、生物多様性を

踏まえた緑の保全と創出に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。 

○グリーン購入・グリーン調達（p30） 

商品やサービスを購入する際に、環境への負荷が出来るだけ少ない商品を選んで優

先的に購入することです。主に消費者の観点からグリーン購入、生産者の観点からグ

リーン調達と いいます。 

○景観形成作物（p41） 

地域活性化のために各地で遊休農地などを活用してヒマワリ、コスモス、菜の花、

ポピーなどが栽培されており、こうした作物が景観形成作物といわれます。 

○県水（p51） 

埼玉県水道用水供給事業から送られてくる浄水のことです。久喜市の水道は、深井

戸から汲み上げた地下水とこの県水を水源としています。 

○光化学オキシダント（p3,18,45） 

太陽光線（紫外線）によって複雑な光化学反応を起こして作られるオゾンなどの酸

化性物質の集合体で、その影響は眼や気道の粘膜刺激などの健康被害のほか、植物の

葉の組織破壊 など広範囲にわたります。 

○光化学スモッグ（p18,45,46） 

光化学オキシダントによる大気汚染を光化学スモッグといいます。特に夏期、日差

しが強く、湿度が高く、風の弱い日に発生しやすく、目がチカチカする、喉が痛くな

るなどの影響がでます。 
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○工業プロセス（p64,65） 

温室効果ガス排出量を区分する部門の一つであり、セメント、生石灰などの鉱物製

品や、アンモニアなどの化学製品を工業的に製造するプロセスからの CO2排出量が計

上されます。 

○高効率給湯器（p71） 

従来の瞬間型ガス給湯器と比較し、省エネルギー性能に優れた給湯器です。潜熱回

収型・ガスエンジン型・CO2冷媒ヒートポンプ型などがあり、少ないエネルギー量で

効率よく湯沸かしが出来ることから、CO2削減に役立ちます。 

○高効率照明（p71） 

白熱灯や蛍光灯などの従来の照明設備と比較し、省エネルギー性能に優れた照明設

備です。既存設備の故障等に際し、高効率蛍光灯、有機 EL照明、高効率 LED照明な

どの高効率照明へ更新することで、省エネルギー化によるコスト削減と CO2削減に役

立ちます。 

○コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム（p34） 

関東地方がかつてコウノトリ・トキの主要な分布域であったことや、これらの種が

良好な水辺や緑地の指標となることなどから、平成 22（2010）年 7月に発足しま

した。 

○ゴミゼロ・クリーン久喜市民運動（p17,54,56） 

本市において、毎年、関東地方環境美化活動運動の日 5月 30日（ゴミゼロ）の

前後に実施される、市民により道路等に落ちているごみの収集を行う取組みです。 

○ごみを減らしてきれいな街づくり表彰制度（p29） 

平成 27（2015）年度から久喜宮代衛生組合により実施されており、ごみの資源

化・減量化及びごみ集積所の美化について、顕著な功績のあった方や他の模範となる

取組みを実施した市民を、市民意識の向上と清掃行政の更なる発展を目指して顕彰す

るものです。 

 

【さ行】 

○再使用（リユース）（p29,76） 

いったん使用された製品や部品、容器などを再び使用することです。 

○再生可能エネルギー（p3,16,18,26,27） 

有限な資源の石油・石炭などの化石燃料や原子力に対して、自然環境の中で繰り返

し起こる現象から取り出すエネルギーの総称です。 

○再生利用（リサイクル）（p18,28,29,30,76） 

廃棄物などを原材料として再利用することです。再生利用のうち、廃棄物などを製

品の材料としてそのまま利用することをマテリアルリサイクル、化学的に処理して利

用することを ケミカルリサイクルといいます。 
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○最大出力（p26） 

太陽光発電システムにおける最大出力とは、Ｗ（ワット）を単位とし、システムの

発電能力を示す数値です。値が大きいほど発電能力が高いことを示し、日本の住宅用

太陽光発電システムにおける平均的な最大出力は 3.5kW（＝3,500W）とされてい

ます。 

○埼玉県環境アドバイザー制度（p55） 

環境に関して専門的な知識や経験を有する「埼玉県環境アドバイザー」を、埼玉県

内で住民団体等により主催される研修会・講習会等に講師として派遣する制度です。 

アドバイザーは 2年ごとに公募され、一定の要件を満たす者が埼玉県より委嘱さ

れます。 

○埼玉県景観計画（p40） 

埼玉県景観条例に基づき、埼玉県景観計画が策定されています。景観上の特性ごと

に、景観計画の区域（景観計画区域）と景観形成基準を定めています。 

○埼玉版家庭のエコ診断（p24） 

パソコンやスマートフォンから簡単に行える、家庭の省エネ診断です。埼玉県ホー

ムページにて専用のページが公開されており、いくつかの質問に答えることで、家庭

の二酸化炭素排出状況がわかるほか、省エネ対策の提案やその改善効果を確認できま

す。 

○彩の国環境大学（p55） 

埼玉県内在住、在勤または在学中で 18歳以上の者を対象とし、地域環境保全活動

や環境学習活動を行うリーダーの育成を目的として、埼玉県が開講するものです。

「基礎課程」と「実践課程」があり、8月～11月にかけて開講されます。 

○産業廃棄物（p30） 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチックなど 20種類の廃棄物をいいます。大量に排出され、また、処理

に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づき、その適正な

処理が図られる必要があります。 

○産業部門（p65,67,69） 

温室効果ガス排出量を区分する部門の一つであり、第一次産業及び第二次産業に属

する法人または個人の産業活動により、工場・事業所内で消費されたエネルギーを起

源とする CO2排出量が計上されます。なお、産業部門は製造業、鉱業、建設業、農林

水産業の細区分に分けられるほか、工場・事業所の外部で人・物を運搬・輸送した場

合のエネルギーを起源とする CO2排出量は除かれます。 

○資源集団回収事業報償金制度（p29） 

「リサイクルの推進」や「ごみの減量」を推進するために「資源」を回収する団体

に報償 金を交付する制度です。 
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○自然環境保全地区（p10,16,18,32,34,36,38） 

本市では「久喜市自然環境の保全に関する条例」に基づき、条例で定める条件に該

当する区域のうち、自然的社会的諸条件から見て、その区域における自然環境の保全

が特に必要な区域を指定しています。指定された地区では、特定の行為（建築物の新

築・増改築、木竹の伐採等）における届出義務等が課せられます。 

○持続可能な開発目標（SDGs）（p1） 

平成 27（2015）年度に開催された「国連持続可能な開発サミット」で「持続可

能な開発のための 2030アジェンダ」が採択されました。持続可能な開発目標と

は、アジェンダで掲げられた貧困、飢餓、保健、教育など 17項目についての今後

15年間にわたる政策と資金確保の指針となる目標です。 

○持続可能な社会（p1,22） 

健全で恵み豊かな環境が地球的規模から身近な地域で保全されるとともに、それら

を通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承する

ことができる 社会をいいます。 

○修理（p29,76） 

主に衣類や家具を対象に、修理・修繕し、長く使用することです。 

○省エネルギー機器（p16,18,27,74） 

従来の機器と比較し、省エネルギー性能に優れ、CO2削減に役立つ機器全般を指

します。冷蔵庫、照明設備、テレビ、エアコン等が挙げられ、家庭や事業所へ導入す

ることで、コスト削減のメリットもあります。 

○生涯学習出前講座（p57） 

本市在住、または在勤、在学の人で構成された 10人以上の団体の方が、講座メニ

ュー（「市政・一般」、「まちづくり」、「福祉」等）を選んで申し込むと、講師が出向

いてお話しするという、出前形式の講座です。 

○湿地（p3,5,33,35,59） 

「ラムサール条約」では、“天然のものであるか人工のものであるかを問わず、さ

らには水が滞っているか流れているか一時的なものであるか、淡水であるか汽水であ

るか塩水であるかを問わず、沼沢地、湿地、泥炭地または水域をいい、低潮時におけ

る水深が 6ｍを超えない海域を含む。”と幅広く定義しています。 

○地盤沈下（p3,9,51） 

地表面が広い範囲にわたり徐々に沈んでいく現象です。地下水の大量揚水や鉱物資

源の採取などのほか、トンネル工事などが原因となることがあります。地盤沈下の影

響により、「海抜ゼロメーター地帯」の発生や排水の悪化による冠水、道路や建物な

どの建造物の歪曲や破壊などの発生が懸念されます。 

○循環型社会（p3,28,29） 

自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展することができる社会をいいます。 
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○省エネルギー（p16,18,23,25,27） 

産業・生活・社会活動全般においてエネルギーの効率利用を図ることで、略して省

エネといわれています。具体的には、石油、ガス、電力など、産業や生活における資

源やエネルギーを効率的に利用することです。 

○食品ロス（p29,30,76） 

食べ残しや買いすぎにより、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。平

成 26（2014）年度における世界の食糧援助量（約 320万トン）に対し、日本で

は 2倍近くの約 632万トンが年間の食品ロスとして廃棄されており、そのうち約半

数は一般の家庭から生じています。 

○親水（p35） 

人々が水や川に触れることで水や川に対する親しみを深めることです。河川に対す

る従来の治水に対し、環境意識の高まりにより生まれた概念で、各地で親水公園がつ

くられています。 

○水洗化率（p17,48） 

下水道が利用できる地域の総人口のうち、実際に利用している人口割合のことです。 

○生活排水処理（p3,51） 

家庭などからの生活排水（し尿及び生活雑排水）を処理することで、生活排水処理

施設は、これらを処理する施設の総称です。下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽

などがあります。 

○生態系（p10,34） 

植物、動物、微生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境とを総合

した系（システム）をいいます。 

○生態系の保全（p32） 

持続的な利用という概念です。その土地の持つ潜在的な力を、元に戻れないほど低

下させない範囲での農林業やレクリエーション利用は、保全的利用にあたります。 

○生物多様性（p3,10,18,32,35,37） 

生物の種、生物が生活する環境、生物の遺伝子のそれぞれの段階において生物の豊

かさ（多様性）を実現することです。 

○生物多様性基本法（p32） 

豊かな生物多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する

社会を実現し、地球環境の保全に寄与することを目的とする法律です。 

○生物多様性国家戦略（p32） 

生物多様性条約第 6条に基づき、条約締結国が策定する生物多様性の保全及び持

続可能な利用に関する国の基本的な戦略で、生物多様性基本法第 11 条に基づき策

定されます。 
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【た行】 

○ダイオキシン類（p3,46） 

「ダイオキシン類対策特別措置法」では、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン

（PCDD） とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）に加え、同様の毒性を示すコプラ

ナーポリ塩化ビフェニ ル（コプラナーPCB）と定義しています。炭素・水素・塩素

を含むものが燃焼する工程などで 意図せざるものとして生成され、生殖、脳、免疫

系などに対する影響が懸念されています。 

○第 2次久喜市環境保全率先実行計画（p1,2,18,24,61,62） 

地球温暖化対策実行計画のうちの「事務・事業編」にあたる計画です。市が行うす

べての事務事業に伴い発生する温室効果ガスの排出量を、平成 34年度には平成 25

（2013）年度の基準年度比で 10.38％以上の削減を目標としています。 

また、環境負荷の低減のため、コピー用紙の購入枚数の抑制やグリーン購入の推進

などについて目標を定めて取り組んでいます。 

○太陽光発電（p16,26,27） 

太陽の光エネルギーを電力に変換する太陽電池パネルを利用した発電方式のことで

す。二酸化炭素や汚染物質を出さないクリーンエネルギーといわれています。 

○太陽熱利用（p27） 

太陽熱を集めて、熱エネルギーとして利用するもので、給湯・冷暖房に利用されま

す。 

○多自然型護岸（p33） 

ブロックやコンクリートだけの護岸工法ではなく「多自然型川づくり」の設計・工

夫がされた護岸のことです。 

○地区計画（p16,40,41） 

生活に密接した身近な比較的規模の小さな「地区」を住みよい魅力のあるまちにす

るため、地区の特性に応じ、道路・公園などの施設の配置や建築物の形態・用途・敷

地などに関する 事項を、総合的一体的に都市計画として定めるまちづくり計画です。 

○地球温暖化（p1,3,18,24,25） 

近年、産業の発展による人間活動により、温室効果ガスの濃度が増加し大気中に吸

収される熱が増えたことにより、地球規模で気温上昇（温暖化）が進んでいます。海

面上昇、かんばつなどの問題をひき起こし、人間や生態系に大きな影響を与えること

が懸念されています。 

○地球温暖化対策実行計画（p1,2,23,24） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく計画で、区域全体の温室効果ガス

の排出 量抑制などのための「区域施策編」と、市役所など庁内の取組みを対象とし

た「事務事業編」 の 2種類の計画があります。 
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○地球環境問題（p25） 

人類の将来にとって大きな脅威となる地球規模の環境問題で、①地球の温暖化、②

オゾン層の破壊、③熱帯林の減少、④発展途上国の公害、⑤酸性雨、⑥砂漠化、⑦野

生生物種の減少、⑧海洋汚染、⑨有害廃棄物の越境問題などがあります。 

○地産地消（p24,26） 

ある地域で生産されたものは、同じ地域で消費しようとする考え方です。 

○低公害車（p16,18,24,25,46） 

従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、排出ガス中の汚染物質の量や騒音が大

幅に少ない電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車などをいいます。 

○天然記念物（p43） 

「文化財保護法」に基づき、国にとって学術上価値の高い動植物及び地質鉱物を指

定しています。天然記念物のほか、同様に学術上または鑑賞上等で価値の高い遺跡や

名勝地は、史跡、名勝に指定され、いずれもその保存に影響する行為に対し、規制等 

が設けられています。本市においては、県指定 3件、市指定 4件（平成 29（2017） 

年度時点）の天然記念物があります。 

○電力排出係数（p69,70,71,72） 

電力の使用に伴う CO2排出量を示す数値であり、電気事業者が電力を作り出す際に

生じた CO2排出量と販売電力量から算定されます。東日本大震災以降は、発電で二酸

化炭素を発生しない原子力発電の稼働停止を受け、各電気事業者の電力排出係数が増

加したことにより、国全体で CO2排出量が増加しました。 

○道路里親制度（p37） 

道路を里子にみたてて里親を募り、里親になっていただいた住民団体と道路管理者

がお互いに協力し道路の美化活動を行う制度です。 

○都市計画マスタープラン（p1,2,41） 

都市計画法第 18 条の 2 に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の

ことであり、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の

指針として地区別の将来あるべき姿をより具体的に明示し、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定めるものです。本市では「久喜市都市計

画マスタープラン」を平成 25（2013）年 3月に策定し、平成 27（2015）年度

には見直しを行いながら、取組みを進めています。 

○都市公園（p16） 

都市計画区域内に設けられる公園で、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、

運動公園、広域公園のほか、都市林、都市緑地、緑道などの種類があります。 
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【な行】 

○生ごみ処理機の購入費補助（p29） 

ごみの中で最も多い「生ごみ」を自宅でも減量化・資源化できるように「コンポス

ト」、「ＥＭ処理容器」、「電気式生ごみ処理機」などの購入費を補助するものです。家

庭用に加え、業務用についても一部補助が行われています。 

○二酸化窒素（NO2）（p3） 

主に物が燃焼することにより発生し、呼吸器に対して悪影響を与えます。窒素酸化

物（NOX）の一種で、主な発生源は工場や自動車などです。 

○農業集落排水処理（p50） 

都市部で進められている公共下水道に対し、農業振興地域内の集落の排水を処理す

るものです。 

○ノーカーデー（p16,24） 

大気汚染や地球温暖化防止を目的に、特定の日や曜日を決めて自動車の利用を自粛

するキャンペーンです。 

○野焼き（p3,46） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県生活環境保全条例」で、人の健

康や生 活環境に支障をきたすおそれがあるものを、基準に適合した焼却炉などを用

いず、野外で燃やすことを原則禁止しています。 

 

【は行】 

○廃プラスチック（p76） 

家庭や事業所から廃棄されたプラスチックのことです。もとはビニール類やペット

ボトルなどの身近なプラスチック製品であり、燃焼により温室効果ガスを発生するこ

とから、プラスチック製品の使用を控える、適正な分別により資源ごみとしてリサイ

クルするなどの取組みが必要です。 

○発生抑制（p29） 

廃棄物の発生自体を抑制することです。リユース、リサイクルに優先され、リデュ

ースともいいます。 

○パリ協定（p1,63） 

平成 27（2015）年にパリで開催した「国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議

（COP21）」において、平成 32（2020）年以降の地球温暖化に伴う気候変動に関

し、発展途上国を含むすべての主要排出国を対象とした画期的な枠組みとして採択さ

れました。パリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前と比較して 2℃以下

（可能であれば 1.5℃）に抑えることを主な目的とし、目標達成のために、主要排出

国を含むすべての国へ「5年毎の排出量削減目標の提出・更新」及び「適応の長期目

標の設定、適応計画プロセスと行動の実施」を義務付けています。なお、気候変動対 

策における「適応」とは、高温に強い農作物への品種改良や水資源の効率的な利用等、 

気候変動の影響を軽減するための取組みを指します。  
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○ＰＲＴＲ（p47） ⇒“環境汚染物質排出・移動登録”を参照。 

○ＰＭ2.5（p3,46） 

自動車や工場などの燃料燃焼などから発生する、大気汚染の原因となる微小粒子状

物質で、粒径が 2.5μｍ（マイクロメートル：100 万分の１ｍ）以下のものをいい

ます。発がん性な ど、毒性が強いといわれます。 

○ビオトープ（p16,34,35） 

生物を意味する Bio と場所を意味する Tope を合成したドイツ語で、野生生物の

生息空間 のことです。 

○フードバンク（p30） 

包装の破損や過剰在庫等の理由により、品質上は問題ないものの、流通には出すこ

とが出来ない食品を企業等が提供し、必要としている福祉施設や団体、特定の世帯へ

無償で提供する団体・活動です。県内では NPO法人「フードバンク埼玉」「フードバ

ンクネット西埼玉」が活動しており、本市内の拠点へ食品を持ち込むか、または宅送

により提供が可能です（平成 29（2017）年度時点）。 

○FEMS（p71） 

工場（Factory）におけるエネルギー管理システム（Energy Management 

System）であり、電力使用量の可視化、機器制御による節電、再生可能エネルギーや

蓄電器の制御等を行います。エネルギーの最適化によるコスト低減、CO2削減に役立 

ち、当システムとは管理対象の異なる住宅向けの「HEMS」、商用ビル向けの「BEMS」、 

地域全体向けの「CEMS」があります。 

○不法投棄（p3,9,54,56） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反して、同法に定められた処分場以外

の山林や河川敷地などに廃棄物を投棄することをいいます。 

○浮遊粒子状物質（p3） 

大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち粒径が10μ

ｍ（マイクロメートル：100万分の 1ｍ）以下のものをいいます。 

○不要なものは受け取らない（p29,76） 

必要のないものを断り、受け取らないことです。エコバッグやマイ箸の利用によ

り、レジ袋や割りばしを商品購入時に受け取らないことが該当します。 

○文化財（p16,43） 

「文化財保護法」に基づき、人の文化的・生活的活動によって生み出されたものの

うち、特に歴史的・文化的価値等が高いものが文化財として指定され、対象により有

形文化財・記念物等に分類されます。指定されたものに対しては、現状変更や保全に

影響する行為等が規制されます。 

○ベンゼン（p3,46） 

炭化水素化合物で、化学工業製品（合成ゴム、合成洗剤、合成繊維など）の原料、

溶剤、抽出剤など広範な用途に使われています。人に対する発がん性が確認されてい

ます。  
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○放射性物質（p3,52） 

放射能を持つ物質の総称です。ウラン、プルトニウム、トリウムのような核燃料物

質、放射性元素、もしくは、放射性同位体、中性子を吸収・核反応を起こして生成さ

れた放射化物 質を指します。 

 

【ま行】 

○水と緑のネットワーク（p18,37） 

豊かで清らかな水辺環境の創出とともに、公園や緑道、幹線道路の街路樹などを計

画的に整備することで形成する、水や緑を身近に感じ、ふれあいながら移動できる連

続的な空間のことをいいます。 

○緑のカーテン（p24,36,37） 

植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇の抑制を図る省エ

ネルギー手法で、ゴーヤなどの蔓性植物で窓辺の覆いを作るものです。 

○緑の推進員（p55） 

本市における緑の保全と緑化を推進するボランティアであり、市と協力して、緑づ

くりの考え方や方針の普及啓発、緑化関係行事への参加・協力、病害虫の発生やごみ

の不法投棄の通報、緑の保全及び緑化の推進に参考となる意見や情報の提供に取り組

みます。 

○緑のリサイクル事業（p39） 

市内の家庭や事業所で不要となる樹木（鉢植えも含む）を登録・紹介することで、

樹木を有効利用し、緑を保全する事業です。 

○モニタリング（p45,51） 

環境調査においては、対象とする環境の現状を把握するため、一定の期間継続して

観測や測定を行うことです。 

 

【や行】 

○遊休農地（p39,41） 

「農地法」に基づき、現在は耕作されておらず、引き続き耕作される予定のない農

地、または、農業における利用の頻度が周辺地域の農地と比較し、著しく低い農地と

されています。 

 

  



１５  

【ら行】 

○ラムサール条約（p59） 

正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」です。

昭和 46（1971）年に採択、昭和 50（1975）年に発効し、日本は昭和 55（1980）

年に加入しました。国際的に重要な湿地及びそこに生息、生育する動植物の保全と賢

明な利用を推進することを目的とする条約です。 

○リサイクル（p3,18,28,29,30,76） ⇒“再生利用”参照。 

○リデュース（p29,76） ⇒“発生抑制”を参照。 

○リフューズ（p29,76）⇒“不要なものは受け取らない”を参照。 

○リペア（p29,76）⇒“修理”を参照。 

○リユース（p29,76） ⇒“再使用”を参照。 

○レッドデータブック（p10） 

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息・生育状況を解説し

た資料集です。国際的には、国際自然保護連合（ＩＣＵＮ）が昭和 41年に刊行を開

始し、その後改定が続けられています。表紙が危機を意味する赤であったことから、

レッドデータ ブックと呼ばれています。日本では、平成 3（1991）年に環境庁が

「日本の絶滅のおそれのある野生生物（脊椎動物編）」を発行し、その後、改定・発行

しています。 

 

【わ行】 

○渡良瀬遊水地（p59） 

栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の４県にまたがる遊水地で、国際的に重要な湿地

を保全するラムサール条約に平成 24（2012）年 7月 3日に登録されました。    


