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第 2次浜松市環境基本計画における進捗状況について 

環境部環境政策課 

資料１ 



第 2次浜松市環境基本計画における進捗状況について 

環境部環境政策課 

１ 趣旨 

本市は、平成 27 年 3 月に策定した第 2次浜松市環境基本計画に掲げる 5つの基本方針

に基づき各施策に取り組んでいます。

計画では基本方針ごとに法令に基づく環境基準や、市の環境指標を設定し、目標数値

の達成状況や施策の実施状況により、計画の進捗状況を把握しています。

この度、平成 29年度の進捗状況を取りまとめたので報告します。

２ 概要 

現状としては、全 17 項目の数値目標のうち、「A」、「B」が 13 項目あり、目標の達成

に向けて順調に推移しています。

「C」及び「未達成地点有」の 4つの指標については、目標の達成に向けて、より一層

の推進を図っていきます。

（１）環境指標の達成状況 

基本方針
指標数（達成区分別）

計
A B C 

未達成 

地点有 

① 健全な生活環境が保全される都市 7   2 9 

② 資源を有効に活用する循環都市  2  2 

③ エネルギーを無駄なく賢く利用する都市 2   2 

④  多様な自然と人々のくらしが共生する都市 1  1 2 

⑤ 環境活動を実践する人を育てる都市 1  1 2 

合計 11 2 2 2 17 

評価区分の見方は、下表のとおり

区分 達成状況区分の判断基準

A 達成率が 100％以上、又は、全測定地点で環境項目を達成しているもの（湖沼は除く）

B 達成率が 80％以上のもの 

C 達成率が 80％未満のもの 

未達成地点有 環境基準値を達成できなかった測定地点があった環境項目（湖沼は除く） 

※達成率＝平成 29 年度実績値/平成 29 年度目標値 

但し、１人１日当たりの一般廃棄物排出量については、平成 29年度目標値/平成 29年度実績値 

資料１ 
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H25 H36

実績値 目標値 実績値
実績値/

目標値
達成状況 目標値

① 健全な生活環境が保全される都市

二酸化硫黄 100% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (6/6) (4/4) (4/4)

二酸化窒素 100% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (10/10) (10/10) (10/10)

一酸化炭素 100% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (3/3) (3/3) (3/3)

浮遊粒子状物質 100% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (10/10) (9/9) (9/9)

光化学オキシダント 0% 100% 0%

（達成地点数/測定地点数） (0/10) (9/9) (0/9)

微小粒子状物質 0% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (0/4) (9/9) (9/9)

河川（BOD） 100% 100% 100%

（達成地点数/測定地点数） (7/7) (7/7) (7/7)

湖沼（COD） 0% 50% 50%

（達成地点数/測定地点数） (0/2) (1/2) (1/2)

海域（COD） 100.0% 100.0% 83.3%

（達成地点数/測定地点数） (6/6) (6/6) (5/6)

21.5% 22.5% 19.2% 85% 30.1%

<H27> <H27>

548千t-CO2 910千t-CO2

6.6% 10.7% 13.8% 129% 17.6%

42,174ha 44,500ha 45,131ha 100% 48,000ha

<H41>

3,930.90ha

<H26>

55.1%

<H26>

16人

H29

未達成地点有

未達成地点有

100%

－

－

－

－

－

－

100人

66.6%

1,130千t-CO2

850.5g

－

大気汚染
に係る

環境基準の

達成状況*1

環境基準・指標

－

－

－

99%

76%

68%

－

⑤ 環境活動を実践する人を育てる都市

－

－

リサイクル率*4

897.7g

水質汚濁
に係る

環境基準の

達成状況*2

② 資源を有効に活用する循環都市

－

－

緑地保全面積 1,373.62ha 1,373.54ha

－

－

－

166%

44.4%58.2%
*8

環境学習指導者養成講座修了者

環境に配慮した行動や活動

をしている市民の割合*6

871.5g 872.5g

基準年排出量

5,795千t-CO2

2,012.94ha
*7

50人

③ エネルギーを無駄なく賢く利用する都市

④ 多様な自然と人々のくらしが共生する都市

市域の温室効果ガス排出量
の削減目標

1人1日当たりの

一般廃棄物排出量*3

50人

電力自給率*5

森林認証取得面積

＊１ 市内の一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局のうち、大気環境基準値を達成した測定局の割合（達成地点数／
測定地点数）

＊２ 公共用水域における生活環境の保全に関する環境基準を達成した測定地点の割合（達成地点数／測定地点数）
＊３ 可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、集団回収等の総量
＊４ (資源物量＋再資源化量)／総排出量×１００
＊５ 市内に立地する再生可能エネルギー等の年間発電量（電力会社以外）／市内の年間総電力使用量）
＊６ 市民意識調査によるごみ減量、節電、リサイクル、自然保護活動など環境に配慮したくらしを実践する市民の割合
（＊７と＊８は年度毎の目標値を設定していないため、H25 実績値から H36 の目標値に向けて各年均等に推移した場合におけ
る各年の数値を該当年度の目標値として評価) 
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（２）概況 

① 健全な生活環境が保全される都市 

大気環境については、6 項目の大気汚染物質の常時監視を実施し、光化学オキシダント

を除く大気汚染物質は、全ての地点において環境基準を達成しています。水質については、

15 の測定地点のうち環境基準値未達成地点が 2地点（佐鳴湖と浜名湖湖心）あります。 

生活環境については、市民を対象とした出前講座による排出の抑制啓発や、排出基準が

適用されない工場・事業場への排水指導など、家庭や工場・事業場における汚濁物質の削

減を促進していくとともに、監視活動を続け、今後も健全で快適な生活環境を保全するた

め各種施策の推進を図っていきます。 

② 資源を有効に活用する循環都市 

「浜松市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、一般廃棄物の適正な処理やごみ減量、リ

サイクルの取組を推進しました。指標である１人１日当たりの一般廃棄物排出量は減少傾

向にあり、目標値に近づいています。今後も「生ごみ」と「紙類」に重点を置き、生ごみ

の水切り推進や雑がみ回収、3R 説明会等を実施し、更なるごみの削減を目指します。「リ

サイクル率」は、民間事業による資源物回収場所の増加等により伸び悩んでいると考えら

えますが、目標達成に向けて資源物集団回収や紙類・古布類・小型家電の拠点回収事業の

更なる推進を図ります。 

③エネルギーを無駄なく賢く利用する都市 

温室効果ガスの排出の抑制を行う施策等を推進し、指標である市域の温室効果ガス排出

量は、削減目標を達成しています。また、再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用

するとともに、エネルギーマネジメントや省エネルギーを推進することで、指標である電

力自給率は、目標に向けて順調に推移しています。 

引き続き、太陽光など地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入により、多様なエ

ネルギーの確保に努めるとともに、「浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の目

標達成のための取組として、COOL CHOICE の普及啓発など各種施策を展開し、市域におけ

る温室効果ガス排出量の削減を目指します。 

④多様な自然と人々のくらしが共生する都市 

「生物多様性はままつ戦略」に基づき、生物多様性保全と持続可能な利用に向けて取り

組むとともに、森林や緑地の保全を図りました。指標である森林認証取得面積については

順調に増加しており、今後も、認証面積の拡大を進め、市民や企業等の FSC 森林認証に対

する認知度の向上に努め、森林の利活用を促進していきます。 

もう１つの指標である緑地保全面積については、平成 31 年度に見直しを予定している

「緑の基本計画（平成 21年度末策定）」の中で目標に向けて指標面積を拡大するための各

種施策を展開します。 

⑤環境活動を実践する人々を育てる都市 

学校・地域・社会など幅広い場における環境教育を推進するため、移動環境教室や環境

体験型イベント（はままつ Eスイッチフェス）を開催し、環境行動を実践するきっかけを

創出しました。また、指標である環境学習指導者養成講座の修了者数は、目標を達成し、

順調に推移しています。 

環境学習指導者のレベルアップ講座や交流会を通じて指導者の資質向上を図り、環境問

題に対して自ら行動できる人材の育成を進めていきます。 

一方で環境に配慮した行動や活動をしている市民の割合は、平成 26 年度から平成 28年

度は順調に増加していましたが、平成 29 年度は減少しました。10 代から 30 代と 60 代の

意識が低いという結果から、E スイッチプログラムをはじめとする各事業を通じて幅広い

年代層に啓発し、環境に配慮した行動の定着を図ります。 
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（３）環境指標の数値の推移

【指標】 大気汚染に係る環境基準の達成状況
（達成地点/測定地点数）

【評価】 （4/4） 【評価】 （10/10）

【評価】 （3/3） 【評価】 （9/9）

【評価】 未達成地点有 （0/9） 【評価】 （9/9）

【指標】 水質汚濁に係る環境基準の達成状況
（達成地点数/測定地点数）

【評価】 （7/7） 【評価】 （1/2）

【評価】 未達成地点有 （5/6）

①健全な生活環境が保全される都市
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【指標】 １人１日当たりの一般廃棄物排出量 【指標】 リサイクル率
【評価】 【評価】

【指標】 市域の温室効果ガス排出量 【指標】 電力自給率

【評価】 【評価】

【指標】 森林認証取得面積 【指標】 緑地保全面積
【評価】 【評価】

【指標】 環境に配慮した行動や活動をしている市民【指標】 環境学習指導者養成講座による人材養成
の割合 人数

【評価】 【評価】

②資源を有効に活用する循環型都市
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浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進捗状況について 

1 趣旨 

国が示した削減目標「2030 年度に 2013 年度比で温室効果ガス排出量 26%削減」を達成するため

に、平成 29年 4 月に浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を改定し、4つの基本施策を

中心に各種事業に取り組んでいます。この度、平成 29年度の取組状況について報告します。

温室効果ガス削減目標

2 概要

 2015 年度の市域の温室効果ガス排出量は、5,312 千 t-CO2であり、基準年度比 8.3%減少しまし

た。削減目標に向け、順調に推移しています。 

 基本施策ごとの進捗管理指標は、いずれも基準年度よりも減少（森林認証面積については増加）

していました。 

市域の温室効果ガス排出量の推移 

2013 

【基準年度】 
2014 

2015 

速報値 

増減率 

基準年度比 

目標値 

（2030） 

温室効果ガス（千 t-CO2） 5,795 5,524 5,312 △8.3% 4,538 

森林等による二酸化炭素吸収（千 t-CO2） -427 -427 - -249 

合計 5,097 4,885 △15.7% 4,289(△26%) 

進捗管理指標 

基本施策及び指標 
2013 

基準年度 
2014 2015 

目標値 

(目標年度) 

1 省エネルギーの推進 

2 再生可能エネルギーの導入促進 

市民 1 人 1日あたりの 
エネルギー使用量 
（電力使用量換算） 

8.1 kWh/人・日 7.9 7.6 
6.1 kWh/人・日 
(2030 年度) 

従業員1人1日あたりの 
エネルギー使用量 
（電力使用量換算） 

14.8 kWh/人・日 14.5 14.3  
8.8 kWh/人・日 
(2030 年度) 

市民 1 人 1日あたりの 
ごみ排出量 ※

898 g/人・日 890 889 
843 g/人・日 
(2028 年度) 

3 低炭素都市の実現 

市民 1 人 1日あたりの 
移動に要する燃料使用量
（ガソリン使用量換算） 

2.1 L/人・日 2.0 2.0  
1.8 L/人・日 
(2030 年度) 

4 二酸化炭素吸収源の確保 

 森林認証取得面積 42,174 ha 43,239 43,553 
54,000 ha 

(2036 年度) 

 ※「ごみ排出量」とは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物、集団回収等の総量です。

2030 年度に 2013 年度比で 26％削減

資料２ 
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2015（平成 27）年度の市域の温室効果ガス排出量

2015 年度の温室効果ガス排出量は 5,312 千 t-CO2で基準年度と比べて、8.3％減少した。 

 森林等による二酸化炭素吸収量は、427 千 t-CO2で前年並みであった。 

 二酸化炭素吸収量を加えた温室効果ガス排出量は、4,885 千 t-CO2であった（図表 1，2）。 

図表 1 本市の温室効果ガスの推移 
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図表 2 本市の温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 

 2013 

【基準年度】 
2014 2015 

増減率 
【基準年度比】

温室効果ガス 5,795 5,524 5,312 △8.3% 

森林等による二酸化炭素吸収 -427 -427 - 

合計 5,097 4,885 △15.7% 

部門別二酸化炭素排出量は、全体では 9.5％減少(基準年度比)し、産業部門 21.7％減、運輸部

門 5.5％減、民生・家庭部門 5.8％減、民生・業務部門 6.1％減、廃棄物処理部門 19.2％増となっ

た（図表 3，4）。 

図表 3 部門別二酸化炭素排出量の推移 
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図表 4 部門別二酸化炭素排出量（千 t-CO2） 

部門 
2013 

【基準年度】 
2014 2015 

増減率 
【基準年度比】

産業 1,391.9 1,262.8 1,090.5 △21.7% 

運輸 1,422.7 1,340.2 1,343.9 △5.5% 

民生・家庭 1,200.7 1,171.2 1,131.6 △5.8% 

民生・業務 1,403.0 1,350.8 1,317.0 △6.1% 

廃棄物処理  70.7  70.7 84.3  19.2% 

合計 5,488.9 5,195.6 4,967.3 △9.5% 

△8.3% 
5,795 

…森林等に 

よる吸収量を含む 

中期目標

△26% 

5,312 
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平成 29 年度の主な基本施策別事業

基本施策 1 省エネルギーの推進 

 事業者向けの取組として再エネ・省エネ事業者認定制度やエコドライブ事業所認定制度に

より、事業者の取組を促進した。また、株式会社浜松新電力内に省エネ総合支援窓口を設置

し、セミナーの開催や省エネ相談、省エネ診断に対応し、事業者の省エネを支援した。

 市民向けには、主に幼児や小学生を対象にした環境学習プログラム「E スイッチプログラ

ム」の実践及びエコハウスモデル住宅、協働センターまつり等へのブース出展を通して、  

低炭素型ライフスタイルや生ごみの水切りなどのごみ減量の必要性などを伝え、身近な環境

問題へ関心を高め、実践行動を促した。

 市役所の取組として、浜松市役所温暖化対策マネジメントシステムに基づき、各職場の  

温暖化対策推進員への研修や省エネパトロールの実施などにより、全職員の省エネ意識の 

高揚と実践行動を促した。

・再エネ・省エネ事業者認定制度認定数：25 事業所

・エコドライブ認定事業所数：42 事業所

・環境学習指導者の派遣回数・人数：310 回 500 人

・環境教育の受講者数：13,169 人

  上記の内、温暖化対策に関する講座受講者数：2,623 人

       ごみ減量に関する講座受講者数：3,607 人

・水切りプレスの配付数：26,315 個

・エコハウスモデル住宅来場者数：2,128 人

・COOL CHOICE 賛同者数：2,674 人

・清掃工場の余熱利用による発電量

  西部清掃工場 50,461MWh 
   内訳 自家消費：35,777 MWh、付帯施設：4,938 MWh、売電量：9,746MWh 
  南部清掃工場 22,286 MWh 
   内訳 自家消費：11,694 MWh、売電量：10,592MWh 

基本施策 2 再生可能エネルギーの導入促進 

 エネルギーに対する不安のない強靭で低炭素な社会を目指し、再生可能エネルギーの導入

拡大を図った。太陽光発電においては、大規模太陽光発電所 245 基が運転を開始し、発電量

は、全国トップとなっている。また、バイオマス発電、風力発電に関しても実現に向け調査・

検討を進めた。

 住宅の創エネ・省エネ・蓄エネの推進や天竜材の利用を促進するため、住宅設備（太陽光

発電システム、エネファーム、HEMS、蓄電池、木質ペレットストーブ等）への助成を行った。

 また、市内の中小企業者に対し、新技術・新製品等の研究開発費の一部を補助することで

新産業の事業化実現を促した。

・大規模太陽光発電所：245 基（内、メガソーラー40 基）

・太陽光発電量：368,750kWh 
・補助件数

  太陽光発電：1,098 件

  エネファーム（家庭用燃料電池）：140 件
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  エコウィル：1 件

  蓄電池：222 件

HEMS：368 件

V2H：2 件

  木質ペレットストーブ：5 件

・新産業創出事業費補助件数（環境・エネルギー分野）：3 件 18,129 千円

基本施策 3 低炭素都市の実現 

 次世代自動車の特長を伝え、買換え時の選択肢としてもらうため、充電ステーションが  

整備された市内の道の駅を拠点に EV、PHV、FCV の試乗会や講演会を実施した。さらに、

自動車の賢い利用を促進するため、エコドライブ講習会を実施した。また、循環まちバス「く・

る・る」の運行を継続するとともに、公共交通機関の利用を促進するため、駅やバス停への

サイクル&ライドの設置や、転入者へのバス路線図や時刻表の配付を行った。

 自治会管理の防犯灯の LED 化に対する補助や道路照明灯の LED 化を進めることで、地域

の照明の低炭素化を進めた。

 住宅に関する低炭素化については、断熱改修などのエコリフォームや省エネ性能の高い 

住宅を普及啓発するため、エコハウス推進協議会で勉強会を行った。今年度には市民向けの

講座を開催する。

・次世代自動車試乗会体験者数：155 人

・エコドライブ講習会参加者数：27 人

・自治会管理の防犯灯 LED 化（市が把握している分）：70,176 灯（LED 化率 99.3％）

・道路照明灯の LED 化：2,021 灯（LED 化率 16.4％）

・新産業創出事業費補助件数（次世代輸送機器分野）：6 件 34,327 千円

基本施策 4 二酸化炭素吸収源の確保 

 天竜材の環境配慮の付加価値をつける FSC 森林認証面積を拡大するとともに、森林への 

理解や木材利用促進を図るため、森林環境教育や新設する中学校で FSC プロジェクト認証を

取得した。さらに、林業・木材産業の成長産業化に向け、天竜材の流通量及び販路拡大のた

め、海外輸出への支援や家具メーカーと連携した製品開発等の事業を展開した。また、天竜

材を使用した新築住宅への助成（天竜材の家百年住居る事業）を行った。さらに、「浜松ウッ

ドコレクション」を開催し、デザイン性や機能性に優れた天竜材を使用した建築物を市内外

に広く発信することで、天竜材の利活用促進やブランド力強化を図った。

 まちの緑化を推進するため、保存樹・保存樹林の啓発及び風致地区・緑地協定地区への  

生垣用苗木の交付をした。

・FSC 森林認証面積：45,131ha（前年度比 727ha 増加）

・森林環境教育受講者数：681 人（15 回開催）

・天竜材の家百年住居る事業：218 棟（内、FSC 認証材 149 棟）

・浜松ウッドコレクション応募数：41 件

・生垣用苗木の交付：2,750 本
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■生物多様性はままつ戦略の概要 

浜松市における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向

けた取組みを総合的・体系的に推進し、持続可能な都市の構築

を目指す基本的かつ総合的な計画として、平成 25年 3月に「生

物多様性はままつ戦略（以下「戦略」という。）」を策定しま

した。 3つの基本方針と 8つの目標ごとに市の行動計画と

して 72 の施策を設け、戦略を推進しています。 

策定から 5年が経過したことから、取組の結果、新たな課

題や社会情勢の変化などを踏まえた上で戦略の見直しを行

い、平成 30 年度より「生物多様性はままつ戦略 2018」とし

て新たに生物多様性保全に取り組んでいます。 

●計画期間 平成 25年度～平成 34年度

■生物多様性はままつ戦略の達成度 

「市の行動計画」から選別した指標 14 個に加え、「生物多様性モニタリング指標」の中の統計情報

モニタリング指標 29個、計 43 個の指標により、生物多様性はままつ戦略の進捗を管理しています。 

各年度の取組み実績による達成度（％）の推移は以下のとおりです。 

●進捗管理指標の達成度（％） 

H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

指標の達成度 44.2％ 58.1％ 51.2％ 58.1％ 58.1％ 

   ①市の行動計画の進捗を示す指標 14項目のうち目標達成項目   4 項目/14 項目 

   ②統計情報等のモニタリング指標 29項目のうち目標達成項目  21 項目/29 項目 

                       合 計       25 項目/43 項目 

■基本方針に基づく取組及び進捗指標における評価 

平成 29年度目標値を達成したのは 14項目中 4項目でした。 

基本方針 1「多様な生きもののすみかをしっかりと守っていきます」について、アライグマとクリハ

ラリスの特定外来生物防除実施計画を策定し、防除に取り組んできました。また、指標種のモニタリ

ングを行い、個体数の減少が確認されたヤリタナゴについては保全事業に着手しました。 

基本方針 2「地域の生物多様性を守るための仕組みをつくります」について、環境配慮指針や

浜松市環境影響評価条例を策定し、事業者に対して環境配慮を求める仕組み作りを行ってきまし

たが、緑化植物の使用指針の作成やみどりのアーカイブス制度の構築については、平成 31年度に

みどりの基本計画の改定が予定されており、これに向けて検討を重ねることとなりました。 

基本方針 3「豊かな自然と恵みを将来につなぐための人を増やしていきます」について、担い

手となる農業従事者やボランティアの方々が、高齢化や経営体の集約により全体的に減少傾向で

あり、目標達成に至りませんでした。一方で、生物多様性の基盤の一つとなる農地については、

多面的機能支払交付金に取り組む地区が増加し、目標を達成しました。 

【生物多様性はままつ戦略】 

生物多様性はままつ戦略の進捗状況 

資料３ 
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目標1：生きものの生息・生育場所の保全
 取組方針①：貴重種の生息・生育地の保護と保全対策 
 取組方針②：外来種の分布拡大抑制 
 取組方針③：野生鳥獣の適正管理 

目標 2：持続可能な農林水産業の促進と良好な生態系の保全 
 取組方針①：生物多様性に配慮した整備と管理 
 取組方針②：持続可能な利用に向けた取組み 

目標 3：都市における緑地・水域の保全と連結・拡充
 取組方針①：緑地の保全とみどりのネットワーク形成 
 取組方針②：水環境の保全と水域ネットワークの形成 
 取組方針③：自然再生活動の促進 

「浜松市アライグマ防除実施計画」及び「浜松市ク

リハラリス防除実施計画」を策定し、外来種対策に取

り組みました。具体的な取組としては、目撃情報を収

集するためのチラシ配布に加え、野性生物へのエサや

り禁止チラシを作成し、公園等に掲示することで、餌

付け禁止の注意喚起を行いました。アライグマについ

ては北区を中心に捕獲を実施し、平成 28年度に 2頭、

平成 29 年度に 13 頭を捕獲しました。 

浜名湖では、アサリの資源量が減少しており、資源

維持のため殻幅 2cm 以下の採捕禁止や漁獲量の制限・

漁具の規制等を実施しました。アサリの捕食者である

ツメタガイは累計 2.3t を捕獲駆除しました。 

No

. 
指標 

H23 年度 

初期値 

H25 年度 

実績値 

H26 年度 

実績値 

H27 年度 

実績値 

H28 年度 

実績値 

H29 年度 

実績値 

H29 年度 

目標値 

1 
アカウミガメの孵化率 

(文化財課) 
63.2％ 62.8％ 71.1% 57.0％ 71.6％ 69.60% 

70％程度

の維持 

2 
エコファーマー認定人数 

(農業振興課) 
533 人 459 人 411 人 394 人 370 人 327 人 500 人 

3 

農地・水・農村環境保全

向上対策支援事業に取り組

む地区数（農地整備課）※2
23 地区 29 地区 33 地区 36 地区 37 地区 39 地区 39 地区 

4 
市民一人当たりの公園面積

(公園課) 
8.15 ㎡ 8.11 ㎡ 8.15 ㎡ 8.15 ㎡ 8.18 ㎡ 8.21 9.08 ㎡ 

5 
環境基準点での環境基準 

達成率(環境保全課) 
94.1％ 94.5％ 95.2％ 95.3％ 95.7％ 95.0% 94.5％ 

6 
下水道普及率 

(下水道工事課) 
78.6％ 79.5％ 79.7％ 80.0％ 80.1％ 80.8% 82.0％ 

7 
緑地保全指定面積 

(緑政課) 
95.5ha 102.12ha 102.9ha 102.9ha 102.8ha 102.4ha 100ha 

※1平成 26 年度からは多面的機能支払交付金に変更されました。

基本方針1：多様な生きもののすみかをしっかりと守っていきます

【特定外来生物防除実施計画に基づく防除実施】 

三ヶ日町で捕獲されたアライグマ 
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目標４：様々な主体との円滑な連携、活動支援 
 取組方針①：市民・NPO・企業活動の支援・推進 
 取組方針②：活動情報などの情報共有や発信・交流の場の整備 

目標５：生物多様性の保全を推進するための制度・体制の充実 
 取組方針①：自然環境と共存できる土地利用の促進 
 取組方針②：開発時の自然環境への配慮に関する制度の検討 
 取組方針③：貴重種・外来種等に関する取り扱い指針等の検討 

目標６：生物多様性に関わる情報の収集・蓄積・活用 
 取組方針①：生物多様性に関する調査の実施 
 取組方針②：収集した情報の蓄積と活用・発信 

動植物モニタリング指標種 20項目についてモニタ

リングを行いました。このうち静岡県指定希少野生動

植物指定種であるヤリタナゴについては、個体の減少

が確認され、このままでは県内生息地で絶滅する可能

性があることから、平成 29 年度にヤリタナゴを対象

とした保全事業に着手しました。今後、県や地域住民

と協働で保全を行っていく予定です。 

 自然改変を伴う工事実施の際の自然環境への配慮

や生物多様性保全のための視点や具体的手法を示す

ため、環境配慮指針を策定し、事業者に環境配慮を求

めています。また、平成 28 年 10 月には浜松市環境影

響評価条例を策定し、大規模事業について更なる配慮

を求めています。 

No. 指標 
H23 年度 

初期値 

H25 年度 

実績値 

H26 年度 

実績値 

H27 年度 

実績値 

H28 年度 

実績値 

H29 年度 

実績値※1

H29 年度 

目標値 

8 

花と緑に関するボランティア

活動会員数 

(緑政課) 

9,280 人 10,143人 10,958人 11,000人 10,035人 8,140 人 10,600人

9 
緑化植物の使用指針の作成 

(緑政課) 
- 

外来植物の

使用に関す

る内容を盛

り込むため

の情報収集

を行った 

国が作 成す

る使用 指針

をもと に浜

松市の 地域

性に合 わせ

た指針 を検

討した

浜松市 の地

域性に 合わ

せた指 針の

作成を 検討

した

指導内 容や

緑化推 進に

おける 課題

を整理し、必

要なガ イド

ライン の検

討を行う

- 

国の使用指

針作成を待

って平成29

年度までに

作成 

10 
自然環境マップ※1 のアクセ

ス数(環境政策課) 
2,640 件 2,327 件 1,185 件 1,098 件 901 件 - 2,800 件 

11 

「みどりのアーカイブス」※2

制度の構築 

(緑政課) 

- 

制度構築に

向け、情報

収集を行っ

た 

緑化推進セ

ンターの指

定管理業務

等で行うこ

とを検討し

た 

指定管理業

務等で行う

ことを検討

した 

情報の収集

と仕組みづ

くりを検討

中 - 

みどりに関

する情報収

集とこれら

を活用する

仕組みづく

りを進める 

※1平成 29 年度に公開を廃止。ＧＩＳデータに統合し、環境配慮指針での活用を図っています。 
※2みどりに関する様々な情報のデータベース。

基本方針２：地域の生物多様性を守るための仕組みをつくります

【動植物モニタリング調査】 

静岡県指定希少野生動植物種ヤリタナゴ 
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目標７：地域の生態系を支える人づくり 
 取組方針①：自然環境を支える農林水産業を担う人づくり 
取組方針②：街中の緑を支える人づくり 
取組方針③：環境教育・環境保全活動を担うリーダーづくり 

目標８：生物多様性の大切さを理解し、行動する市民の育成 
 取組方針①：生物多様性の普及・啓発活動 
 取組方針②：自然体験型環境学習の推進と場の整備 
 取組方針③：生物多様性に配慮したライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

浜松版環境学習プログラム「Eスイッチプログラム」

は、更新と追加を行い「みどり・水・廃棄物・大気・

エネルギー・食」の 6分野で 30 プログラムとなりま

した。環境学習指導者養成講座では 5年間で 50名を

養成し、環境学習指導者登録数は個人 139 名、13 団

体となりました。学齢期の子供たちを対象とし、体験

型学習を通して環境への理解を深めることを目的と

した移動環境教室は、平成 29年には 107 校・園で実

施し、合計 13,169 名が参加しました。 

公園施設を活用し、みどりに関する市民活動を支援

する拠点を市内に創出しました。指定管理者による、

みどりに関する自然観察会や公園内の植物を使った

クラフトづくり、花植えなども行い、平成 29 年時点

で公園愛護会活動325団体が383公園で活動していま

す。 

No. 指標 
H23 年度 

初期値 

H25 年度 

実績値 

H26 年度 

実績値 

H27 年度 

実績値 

H28 年度 

実績値 

H29 年度

実績値 

H29 年度 

目標値 

12 
認定農業者数【経営体】 

(農業振興課) 
1,198 1,129 1,134 1,146 1,153 1,140 1,300 

13 

環境学習活動団体・事業者 

登録制度の登録団体数 

(環境政策課) 

- 8 団体 12 団体 13 団体 13 団体 13 団体 15 団体 

14 
みどりのカーテン資材 

交付件数
※1 (緑政課) 

698 件/年 25 件  100 件 340 件 251 件 277 件 400 件 

※1 みどりのカーテン資材交付件数について、市民への配付は平成 24 年度で終了したため、平
成 25年度から「公共施設向け種子交付件数」へ変更しました。 

【浜松版環境学習プログラム実施風景】 

移動環境教室「太陽はトモダチ」のなかでの 

ソーラークッカーの実演風景 

基本方針３：豊かな自然と恵みを将来につなぐための人を増やしていきます 



生物多様性はままつ戦略　統計情報等のモニタリング指標

指標 評価

方向性

森林生態系 ○森林(H23) ○森林（H29）

(基盤環境である森林の量的把握) ・森林面積合計：102,833ha ・森林面積合計：102,506ha

国有林：21,279ha 　国有林：21,259ha

民有林：81,554ha 　民有林：81,247ha

農地生態系 ○農地(H23) ○農地(H29)

(基盤環境である農地の量的把握) ※作物統計の｢田耕地｣と｢畑耕地｣ ※作物統計の｢田耕地｣と｢畑耕地｣

田(田耕地)：2,630ha 田(田耕地)：2,590ha

畑(畑耕地)：10,200ha 畑(畑耕地)：9,760ha

農地生態系 ○耕作放棄地(H22) 耕作放棄地全体調査(農地利用課調査)

(基盤環境である農地の質的把握) ・浜松市合計：2,546ha ・浜松市合計：806.3ha

中区：45ha、東区：148ha、西区：649ha、 中区：4.2ha、東区：6.0ha、西区：355.9ha、

南区：223ha、北区：630ha、 南区：32.2ha、北区：231.8ha、

浜北区：540ha天竜区：310ha 浜北区：55.4ha、天竜区：120.8ha

特別緑地保全地区 市街地生態系 ○特別緑地保全地区(H23) ○特別緑地保全地区(H29)

(面積・箇所数) (緑地等の担保の状況把握) ・6.70ha、1箇所 ・6.7ha、1個所

風致地区 市街地生態系 ○風致地区(H23) ○風致地区(H29)

(面積・箇所数) (緑地等の担保の状況把握) ・1,272.60ha、7箇所 ・1,272.60ha、7箇所

市民の森 市街地生態系 ○市民の森(H23) 市民の森（H29）

(面積・箇所数) (緑地等の担保の状況把握) ・35.91ha、9箇所 ・35.16ha、9箇所

鳥獣保護区 農地～森林生態系 ○鳥獣保護区の面積(静岡県指定) (H22)
○鳥獣保護区の面積（静岡県指定）
（H29）

(面積)
(野生鳥獣の保護・管理状況の把
握)

・53,344ｈａ ・52,865ha

鳥獣による農業被害 農地～森林～水域生態系 ○農業被害額(H23) ○農業被害額（H29）

(被害額等) ・合計：24,020ａ、59,390千円 合計：13,782a、42,654千円

ニホンイノシシ：32,270千円 　イノシシ：21,611千円

サル：7,290千円 　シカ：12,176千円

シカ：5,600千円　など 　ハクビシン：4,291千円　など

鳥獣による林業被害 農地～森林生態系 ○林業被害面積(H23) ○林業被害面積（H29）

(面積) ・合計：32ｈａ ・合計：41.6ha

シカ：12.5ｈａ シカ・カモシカなど

カモシカ：13.5ｈａ　など

水域・水面 湖沼生態系 ○水面面積(H19) ため池：27ha

(水域ネットワークの状況把握) ・合計：1,905ｈａ

天然湖沼等：1,878ｈａ

溜池：27ｈａ

水域・河川 河川生態系 ○河川：延長距離 (H22.4.1) ○河川：延長距離 (H30.4.1)

(水域ネットワークの状況把握) ・合計：909,147m ・合計：750,656m

１・2級河川：576,620m １・2級河川：576,260m

準用河川：332,527m 準用河川：174,396m

マツクイムシ被害 海浜生態系 ○松枯被害量（Ｈ23） ○松枯被害量（H29）

(中田島砂丘周辺など)
(主要な環境構成要素であるクロマ
ツ植林の状況把握)

・1,220 ・892 

湖沼生態系 ○アサリの漁獲量(H23) ○アサリの漁獲（Ｈ29）

・4,776,000kg ・967,900㎏

○クルマエビの漁獲量(H23) ○クルマエビの漁獲（Ｈ29）

・3,499kg ・3,942㎏

○コノシロの漁獲量(H23) ○コノシロの漁獲量（Ｈ29）

・25,000kg ・6,206㎏

1 森林(面積)
現状
維持 ○

H25～H29年実績No. モニタリング指標 対象 現状値・初期値等

2 農地(面積)
現状
維持 ○

3 耕作放棄地(面積) 減少 ○

4

現状
維持
・
増加

○

5

現状
維持
・
増加

○

6

現状
維持
・
増加

○

7

現状
維持
・
増加

○

8 減少 ○
(野生鳥獣の生息状況と生態系の
状況の把握)

9 減少 △
(野生鳥獣の生息状況と生態系の
状況の把握)

10

現状
維持
・
増加

○
(湖沼、ため池の満水
時の水面面積)

11

現状
維持
・
増加

○
(1級河川・2級河川・準
用河川の河川延長)

12 減少 ○

現状
維持
・
増加

×

(生態系構成種の魚介類の状況把
握)

13 漁獲量(浜名湖)

別紙



指標 評価

方向性
H25～H29年実績No. モニタリング指標 対象 現状値・初期値等

外来種の生息状況 湖沼生態系 ○ツメタガイの駆除数（Ｈ23.1月～12月） ○ツメタガイの駆除数（Ｈ29.1月～12月）

(浜名湖) (外来種の生息状況の把握) ・10.25トン ・1.3ｔ

湖沼生態系 ○浜名湖(COD、mg/L)(H23) ○浜名湖(COD、mg/L)(H29)

(基盤環境である水域の状況把握) ・湖心：平均1.5、最少～最大1.4～1.6 ・湖心：年平均1.9、最小～最大1.1～2.6

・猪鼻湖：平均2.5、最少～最大1.5～3.5 ・猪鼻湖：年平均2.3、最小～最大1.1～3.5

・湖口：平均1.4、最少～最大1.2～1.6 ・湖口：年平均1.4、最小～最大1.0～2.0

水質 湖沼生態系 ○佐鳴湖(COD、mg/L)(H23) ○佐鳴湖(COD、mg/L)(H29)

(佐鳴湖) ・湖心：平均8.1、最少～最大6.1～10 ・湖心：年平均8.2、最小～最大6.0～9.3

・拓希橋：平均7.1、最少～最大5.7～10 ・拓希橋：年平均8.1、最小～最大5.9～9.8

生物情報等 河川生態系 ○アユ溯上量(採集量)(H23)

(天竜川) ・平均34.4尾（尾/1曳船）

○アユ流下仔魚（推定総流下量）(H22.10
～H23.1)

・約1.17億尾

※｢天竜川漁業協同組合ほか 天竜川ア
ユ資源保全調査｣（静岡県水産試験場の
情報含む）

○魚類（H19） ○魚類（H24）

・自然分布する回遊魚の確認種類数・個
体数

・自然分布する回遊魚の確認種類数・個
体数

調査地区｢天天浜1｣：8種・448個体 調査地区｢天天浜1｣：8種・55個体

調査地区｢天天浜2｣：8種・997個体 調査地区｢天天浜2｣：9種・105個体

調査地区｢天天浜3｣：7種・405個体 調査地区｢天天浜3｣：7種・59個体

調査地区｢天天浜4｣：5種・137個体 調査地区｢天天浜4｣：5種・33個体

調査地区｢天天浜5｣：4種・163個体 調査地区｢天天浜5｣：3種・18個体

○鳥類（H17） ○鳥類（H27）

・下流域におけるシギ・チドリ類の確認種
類数・個体数

・下流域におけるシギ・チドリ類の確認種
類数・個体数

調査地区｢天天浜1｣：9種・29個体 河口から17.6ｋｍまで：7種・147個体

調査地区｢天天浜2｣：7種・52個体 河口から17.6～29.5㎞：5種・21個体

※｢国土交通省　河川水辺の国勢調査
河川環境データベース（天竜川）｣

※｢国土交通省　河川水辺の国勢調査
河川環境データベース（天竜川）｣

水質 河川生態系 ○水質情報(BOD、mg/L)(H23) ○水質情報(BOD、mg/L)(H29)

(天竜川流入河川) ・豊田川(無名橋)：平均1.7、最少～最大1.2～2.7 ・豊田川(無名橋)：年平均2.2、最小～最大1.0～3.3

・安間川(老間橋)：平均1.8、最少～最大1.1～2.9 ・安間川(老間橋)：年平均2.0、最小～最大0.6～4.4

・河輪排水路(水門)：平均1.0、最少～最大0.9～1.0 ・河輪排水路(水門)：年平均4.0、最小～最大0.8～6.3

水質 河川生態系 ○都田川(BOD、mg/L)(H23) ○都田川(BOD、mg/L)(H29)

(都田川) ・東山橋：平均1.2、最少～最大0.6～1.8 ・東山橋：年平均0.7、最小～最大<0.5～1.0

・落合橋：平均1.3、最少～最大0.5～2.5 ・落合橋：年平均1.1、最小～最大<0.5～2.3

水質 河川生態系 ○馬込川(BOD、mg/L)(H22) ○馬込川(BOD、mg/L)(H29)

(馬込川) ・茄子橋：平均1.2、最少～最大<0.5～1.9 ・茄子橋：年平均1.3、最小～最大<0.5～2.6

・白羽橋：平均1.5、最少～最大1.1～2.3 ・白羽橋：年平均1.4、最小～最大0.6～2.7

地域制緑地評価 市街地生態系

(特別緑地保全地区) (緑地等の把握)

地域制緑地評価 市街地生態系

(緑地保全地区) (緑地等の把握)

地域制緑地評価 市街地生態系

(風致地区) (緑地等の把握)

14

現状
維持
・
増加

○

15 水質(浜名湖) 減少 △

16 減少 △(基盤環境である水域の質的状況
の把握)

現状
維持
・
増加

△

(魚類や鳥類の生息状況、水域ネッ
トワークの状況、河川環境の状況
把握)

18 減少 △(基盤環境である水域の質的状況
の把握)

17

19 減少 ○(基盤環境である水域の質的状況
の把握)

20 減少 △(基盤環境である水域の質的状況
の把握)

21 増加 ○
○特別緑地保全地区及びその候補地の
評価点のうち自然環境に関する項目

地域性緑地指定及び見直し計画（H27.9）
に基づき検討を行った。

23 増加 ○ ○風致地区及びその候補地の評価点のう
ち自然環境に関する項目

地域性緑地指定及び見直し計画（H27.9）
に基づき検討を行った。

22 増加 ○ ○緑地保全地区及びその候補地の評価
点のうち自然環境に関する項目

地域性緑地指定及び見直し計画（H27.9）
に基づき検討を行った。



指標 評価

方向性
H25～H29年実績No. モニタリング指標 対象 現状値・初期値等

地域制緑地評価 市街地生態系

(保全配慮地区) (緑地等の把握)

FSC 森林認証 森林生態系 ○FSC 認証林(H23) ○FSC 認証林（H29）

(認証取得林面積) (健全な植林の量的把握) ・36,494ha ・45,131ha

FSC 森林認証 森林生態系 ○FSC 認証木材の生産量(H23) ○FSC 認証木材の生産量（H29）

(認証木材生産量) (健全な植林の量的把握) ・33,719 /年 ・75,976 

間伐実施状況 森林生態系 ○間伐実施面積(H23) ○間伐実施面積（H28）

(面積) (健全な植林の量的把握) ・1,939ｈａ ・2,692ha

国有林の天然林 森林生態系 ○面積（Ｈ22） ○面積（H29）

(面積)
(生態系の基盤環境である森林の
量的把握)

・立木地：21,418ｈａ ・立木地：21,371ha

・天然林：10,758ｈａ ・天然林：10,774ha

森林生態系 ○立木被害(獣類害) データなし

(基盤環境である森林の量的把握) ・面積：198ha

・被害額：174,830千円(H23.4.1)

※風水害、雪害、震害、病虫害なし

21
6
1
1

達成　　　　（○）
一部達成　（△）
未達成　 　（×）

達
成
度
統計廃止　（－）

25 増加 ○

24 増加 ○ ○保全配慮地区及びその候補地の評価
点のうち、自然環境に関する項目

地域性緑地指定及び見直し計画（H27.9）
に基づき検討を行った。

26 増加 ○

27 増加 ○

28

現状
維持
・
増加

○

29
国有林の風水害、獣類
害(被害面積等)

減少 -



144,888 145,493 147,337 144,647 143,520 

81,211 79,657 79,171 79,564 79,392 

40,264 38,206 36,733 34,994 34,168 

266,363 263,356 263,241 259,205 257,080 
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家庭系ごみ 事業系ごみ 資源物等 1人1日あたりのごみ排出量

平成 30 年 11 月 7 日

ご み 減 量 推 進 課 

平成 29 年度ごみ・資源物の排出状況について 

1 ごみの排出状況 

家庭系ごみは前年度と比較して 1,127ｔ、事業系ごみも前年度から 172ｔ減少した。 

1 人 1 日当たりの排出量は、873ｇで前年度より 6ｇ減少した。前年度に引き続き減少し

たため、合併以降の最少値を更新した。 

2 リサイクル率等の推移 

 リサイクル率は、前年比で 0.2％増加した。これは、主に西部清掃工場から発生した

溶融後資源等が増加したためである。 

※ 「リサイクル率」の算定方法 ： （資源化量÷総排出量）×100 

57,124 57,152 53,765 51,699 49,225 49,257 
58,922 
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3  最終処分量の推移 

 最終処分量は、前年比で 135ｔ増加した。これは溶融残渣等が増加したためである。 

4  家庭から出るもえるごみの内訳 

家庭系ごみの95％を占めるもえるごみのうち、平成28年度ごみ質分析結果によると、

生ごみが 40％（5万 5千ｔ）、紙類が 29％（4万ｔ）であり、この 2つを合せると全体

の 7割を占めている。 


