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あ い さ つ
　本市では、豊かな自然環境や地域を特色づける歴史的文化
的遺産を継承し、次の世代に引き継いでいくため、平成18年
9月に「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」を施行す
るとともに、平成19年3月には「第二次川越市環境基本計画」
を策定し、環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進して
まいりました。
　また、平成20年3月に都市緑地法に基づいて本市全域にお
ける緑の将来あるべき姿と、それを実現するための施策を示
した「川越市緑の基本計画改定版」を策定し、緑に関する施
策を総合的かつ計画的に推進してまいりました。
　しかし、両計画の策定から月日が経過し、この間、本市の
環境を取り巻く状況は、大きく変化しているところです。

　国においては、東日本大震災を踏まえた「第四次環境基本計画」が平成24年4月に閣議決定さ
れました。国際的な動向に目を向けますと、平成27年末にフランスのパリで開かれた気候変動
枠組条約第21回締約国会議（COP21）において、地球温暖化対策の新たな枠組みとなる「パリ
協定」が採択されたところです。
　このたび、「第二次川越市環境基本計画」の計画期間が満了を迎え、「川越市緑の基本計画改定
版」が短期的な目標年次を迎えることから、これら２つの計画を一冊にまとめ、「第三次川越市
環境基本計画」及び「川越市緑の基本計画（平成28年3月改定版）」を策定いたしました。
　「第三次川越市環境基本計画」では、５つの環境目標を掲げ、それぞれに「低炭素」、「循環」、「自
然共生」、「安全・安心」、「地域づくり・人づくり」というキーワードを設定し、望ましい環境像
である「みんなでつくる、自然・歴史・文化の調和した人と環境にやさしいまち」の実現を目指
します。
　また、「川越市緑の基本計画（平成28年3月改定版）」では、「みんなではぐくむ　水と緑と歴
史のまち・川越」を基本姿勢として、「緑をまもる」、「緑をつくる」、「緑をはぐくむ」という３
つの基本方針を掲げ、緑豊かなまちづくりの実現を目指します。
　両計画の策定に当たっては、川越市環境審議会の委員の皆様に熱心な御審議を賜りました。ま
た、パブリック・コメントやアンケート調査では、市民、事業者の皆様方から貴重な御意見、御
提言をお寄せいただきました。心から感謝申し上げます。
　今後は、両計画の連携を図り、市民、事業者及び民間団体との協働により、良好な環境の保全・
創造と緑の保全・緑地の整備・緑化の推進を一体的に取り組んでまいりたいと存じます。これか
らも、皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。

　平成28年3月



市の木（かし） 市の鳥（雁）市の花（山吹）

川 越 市 民 憲 章
（昭和57年12月1日制定）

　先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺産をもつ川越。わたくしたちは、
このまちに生きることに誇りをもって、さらに住みよい魅力あふれるまちづくりを
すすめていくことを誓い、ここに市民憲章を定めます。

１　郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りたかいまちにします。

１　自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいのあるまちにします。

１　きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにします。

１　働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわせなまちにします。

１　教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみちたまちにします。
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　本市では、毎年6月の「環境月間」に合わせ、市内の小中学生を対象とした「川越市環境月間
ポスターコンクール」を実施しています。
　平成27年度の入選作品の中から、12点を中扉に掲載しました。

※入選者の学校・学年は、ポスターコンクール実施当時のものです。

中扉①（第1部　基本的事項）
　特賞　佐藤麗奈さん（福原小学校2年生）の作品
　特賞　中島可蓮さん（富士見中学校3年生）の作品
中扉②（第2部　本市を取り巻く状況と課題）
　金賞　髙橋ひなたさん（川越小学校1年生）の作品
　金賞　水村佳世さん（霞ケ関東中学校3年生）の作品
中扉③（第3部　第三次川越市環境基本計画）
　銀賞　松田晟真さん（今成小学校5年生）の作品
　銀賞　飯島萌さん（霞ケ関東中学校2年生）の作品
中扉④（第4部　川越市緑の基本計画（平成28年3月改定版））
　銀賞　矢﨑日和さん（川越第一小学校5年生）の作品
　銀賞　菅野莉々さん（高階中学校2年生）の作品
中扉⑤（第5部　推進体制と進行管理）
　銅賞　平田晋作さん（川越第一小学校6年生）の作品
　銅賞　石原杏さん（福原中学校3年生）の作品
中扉⑥（資料編）
　銅賞　中鉢晴大郎さん（芳野小学校5年生）の作品
　銅賞　森下由芽さん（福原中学校3年生）の作品

中扉について

環境月間について　
　昭和47（1972）年6月5日からストックホルムで開催された国連人間環境会議において、
毎年6月5日からの1週間を「世界環境週間」とする日本の提案を受け、国連では6月5日
を「世界環境デー」と定めました。
　日本では、昭和48（1973）年度から平成2（1990）年度までは6月5日からの1週間を「環
境週間」とし、平成3年度からは、これまで以上に環境保全に関する国民の意識を高める
ため、従来の「環境週間」を拡大して、6月の1箇月間を「環境月間」としました。
　また、平成5年11月に制定された環境基本法においては、事業者及び国民の間に広く環
境保全についての理解を深めるとともに、積極的に環境保全に関する活動意欲を喚起する
ため、6月5日を「環境の日」と定め、国や地方公共団体等において各種の催し等を実施す
ることとされました。


