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二宮町環境審議会規則
第 2 条第 2 項
(1)町民
(2)事業者
(3)学識経験を有する者
(4)その他町長が必要と認めたもの

二宮町環境基本計画の策定にあたって
Ⅰ

資料

２

計画改定の背景と目的
これまで町では、平成 14 年３月に策定された『二宮町環境基本計画』にもとづき、目標像の

“みんなが参加し、考え、育む

安心して暮らせる快適な環境のまち にのみや”の実現を目指

して、吾妻山や葛川等をはじめとする豊かな自然環境の保全、ごみの分別回収、町民による環境
活動の促進などに取り組んできました。
近年、温室効果ガスの削減等をつうじた低炭素型社会への転換や、生物多様性の確保等の取組
が国内・国際的にも注目され、ゴミの削減等による循環型社会の形成とともに、持続可能な社会
の実現に向けて、より一層の取組が必要とされています。
現行の『二宮町環境基本計画』は、計画期間が１０年間（平成２３年度まで）とされており、
本年度中に改定する必要があるなか、こうした動向もふまえながら、二宮町らしい環境の保全や
創出に向けて、町・町民・事業者が協働して取り組める『二宮町環境基本計画』を策定すること
が求められていると考えます。

Ⅱ

計画の位置づけ
二宮町環境基本条例の基本理念等をふまえ、改定が進められている『にのみや総合長期プラン』

（総合計画）との調整を図りつつ、計画を策定していく必要があります。

環境基本法
（平成 5 年 11 月）

環境基本計画（国）
・第１次計画 平成 6 年 12 月
・第２次計画 平成 12 年 12 月
・第３次計画 平成 18 年 4 月

神奈川県環境基本条例
（平成 8 年 4 月）

神奈川県環境基本計画
・第 1 次計画 平成 9 年 3 月
・改定計画

二宮町環境基本条例
（平成 10 年 12 月）

平成 17 年 10 月

二宮町環境基本計画
・現行計画 平成 14 年 3 月

にのみや総合長期プラン
・現行計画 平成 15 年 3 月

（計画期間：平成 23 年度）

（計画期間：平成 24 年度）

二宮町環境基本計画

にのみや総合長期プラン

改
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定

改

定

＜参考＞ 二宮町環境基本条例（平成 10 年 12 月 22 日 条例 第 24 号）

～抜粋～

（環境基本計画）
第８条 町長は、環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境保全等に関
する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。
）を策定しなければならない。
２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(１) 環境保全等に関する目標及び基本的な施策
(２) 環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
３ 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ町民の意見を反映するための必
要な措置を講ずるとともに、二宮町環境審議会の意見を聴かなければならない。
４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

Ⅲ

二宮町の現状と取組【概要】
『にのみやの環境 平成 22 年度』等をもとに整理すると、主に次のような点があげられます。

■大気
町内にある、ばい煙発生施設については、立入検査により大気汚染の低減に努めています。
また、自動車排気ガス測定を定期的に実施しており、過去５年間で一酸化炭素濃度は環境基準
を達成しています。
■水質
本町では、葛川、打越川、中村川、梅沢川の８箇所でＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）、ＰＨ
（水素イオン濃度）などの水質調査を実施し、河川の水質保全に努めています。
また、下水道の整備も順次処理区域を拡大し（市街化区域の約８割）、生活排水が水質汚濁の
発生源の大半を占めている本町にあって、河川水質の改善に寄与しています。
■公害苦情
公害苦情件数は、平成 14 年度の 32 件をピークに近年は減少傾向にあり、平成 21 年度は８件
（野焼き５件、騒音２件、悪臭１件）となっています。
■ごみ処理
本町では、平成 19 年にごみ減量化緊急宣言をし、ごみの減量化に取り組んでいます。
町内の可燃ごみ量は、平成 18 年度（6,698.3ｔ）を基準とすると、平成 22 年度は 5,182.8ｔで
あり、22.6％減少しています。
■自然
町内には、吾妻山、二宮せせらぎ公園、緑が丘中央公園、川勾神社周辺の緑地の他、谷戸田や
樹林地等の緑が広がり、葛川、海岸とともに多くの動植物が生息する豊かな自然環境を有してい
ます。また、河川や海岸等の美化清掃活動も市民団体等を中心に年間を通じて実施されています。
■地球温暖化対策
平成 15 年に「二宮町グリーン購入基本方針」を策定し環境に配慮した物品の購入に努めると
ともに、地球温暖化防止活動推進員等と協働してエコドライブキャンペーン等を実施しています。
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Ⅳ

環境問題をめぐる動向
近年、国際会議等において環境問題をめぐり、“持続可能な発展”に向けてさまざまな議論が

なされ、国においても法律の制定や改正とともに、環境に関する各種の計画が策定されています。
こうしたなかで、今回の二宮町環境基本計画の策定にあたり、注目すべき動向や関連する課題
として、次の３つの内容があげられます。
◆循環型社会について
◆生物多様性について
◆低炭素社会について

１

循環型社会について

１－１ 循環型社会とは
「循環型社会」とは、廃棄物等の発生抑制、資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されるこ
とによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいいます。
１－２ 廃棄物に関する問題
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至る
まで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷
が少ない「循環型社会」を形成することが急務となっています。
一般廃棄物の最終処分量（直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量の合計）は 553 万ｔ、
１人１日あたりの最終処分量は 119g（いずれも平成 20 年度末現在）であり、減少傾向が続いてい
るものの、最終処分場の新たな確保が難しくなっていることに伴い、一般廃棄物の最終処分場の残
余年数は、18 年（平成 20 年度末時点）と厳しい状況が続いています。

最終処分量場の残余容量と残余年数の推移

最終処分量と１人１日あたり最終処分量の推移
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１－３ 循環型社会形成推進基本法
循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、「循環型社会形成推進基本法」
（循環基本法）が平成 12 年６月に制定されました。本法は、次の２つを目的としています。
①廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立する
②個別の廃棄物・リサイクル関係法律相まって循環型社会形成に向け実効ある取組の推進を図る
本法において、廃棄物の処理の「優先順位」を、①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、
⑤適正処分と定めています。循環型社会形成に向けた国の主な施策は、次のとおりです。
◆廃棄物等の発生抑制のための措置
◆「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
◆「拡大生産者責任」＊を踏まえた措置（製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関す
る事前評価）
◆再生品の使用の促進
◆環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置

等

１－４ 廃棄物分野における温室効果ガス削減対策について
「京都議定書目標達成計画」では廃棄物に関する対策について温室効果ガス排出削減にかかわる
目標を設定し、平成 22 年には約 780 万 t（二酸化炭素換算）削減することを目標としています。
廃棄物の排出量削減と温室効果ガスの排出量は、次のような関係にあります。
廃棄物の排出量削減と温室効果ガスの排出量の関係

１－５ 循環型社会形成に向けて町民にできること
私たちは、循環型社会の形成に向けて、それぞれが有する責任を適切に果たしていく必要があり
ます。この責任や役割の分担は、同一世代に限られるものではなく、将来世代に対しても負うべき
ものです。３R（Reduce リデュース、Reuse リユース、Recycle リサイクル）の取組など循環型社会
づくりの取組を質的に高めていく必要があります。

＊

生産者が、生産した製品が使用され廃棄された後も、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うと
いう考え方。EPR（Extended Producer Responsibility）と略して言われることが多い。
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日常生活でできる循環型社会形成に向けた取組

２

生物多様性について

２－１ 生物多様性とは
生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりを指し、地球上の様々な環境に適応した
多くの生き物が暮らしていることをいいます。
地球上の生きものは 40 億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応して進化し、3,000
万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性があり、全て
直接的、間接的に支えあって生きています。
1992 年にリオデジャネイロで開催された国際環境開発会議（地球サミット）で、
“持続的な発展”
の考え方のもと、気候変動枠組条約とともに誕生した生物多様性条約では、
「生態系の多様性」
「種
の多様性」
「遺伝子の多様性」という３つのレベルで多様性があるとしています。
①生態系の多様性
森林、里地里山、河川、湿原、干潟、サンゴ礁などいろいろなタイプの自然があります。
②種の多様性
動植物から細菌などの微生物にいたるまで、いろいろな生きものがいます。
③遺伝子の多様性
同じ種でも異なる遺伝子を持つことにより、形や模様、生態などに多様な個性があります。
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２－２ 生態系サービス
私たちの生活の中で当たり前と思っていることの多くが、生物多様性のたくさんの恵み（生態系
サービス）の上に成り立っています。
①すべての生命の存立基盤
生物に欠かせない酸素は、植物が数十億年かけて光合成することで蓄積されてきました。土壌
は生き物の死骸や枯れ葉を微生物が分解してつくられ、土壌の栄養分は川を伝って移動し、海に
流れて豊かな生態系の源になっています。
例）酸素の供給、気温・湿度の調節、水や栄養塩の循環、豊かな土壌
②暮らしの基盤
自然から学んだ技術は数え切れないほどあり、私達人間の生活を豊かにしてきました。
例）食べ物、木材、医薬品、品種改良、バイオミミクリー（生物模倣）＊
③豊かな文化の根源
四季がある日本では、自然と共存する独特の自然観が生まれ、季節の食材、文化を生み出して
きました。
例）地域性豊かな文化、自然と共生してきた知恵と伝統
④自然に守られる私たちの暮らし
山林は土砂災害を食い止め、土壌は雨水を浄化して地下水をつくり出します。
例）マングローブやサンゴ礁による津波の軽減、山地災害・土壌流出の軽減
生態系サービスと人間の福利の関係

＊

生自然界の生物の機能等を観察し、人間が使用する機械や道具等に応用すること。例：オナモミの実→マジックテープ、
カワセミのくちばし→500 系新幹線の先頭車両、ハスの葉→撥水加工の素材。大学や企業の研究開発部門で急成長してい
る研究分野で、工学だけでなく医療やエネルギー等の分野でも研究が進んでいる。

11

２－３ 日本の生物多様性の状況と危機
日本は四方を海に囲まれ、6,800 余りもの多くの島々からなり、海岸線は延長が約 35,000km もあ
ります（地球１周の９割弱の距離）。海岸から山や谷にいたる複雑な地形を有しており、全国的に
降水量に恵まれ、多くの地域で四季が存在し、南北約 3,000km、標高差約 3,800m の中に亜寒帯から
亜熱帯にいたる幅広い気候帯が存在します。
こうした多様な自然環境の中に約９万種以上の生物種がおり、わが国でのみ確認されている固有
種は陸上の哺乳類の約４割、両生類の約８割を占めています。また、環境省のレッドリストによる
と、わが国の絶滅のおそれのある野生生物は 3,155 種で、日本に生息、生育する爬虫類、両生類、
汽水・淡水魚類、貝類の３割強、哺乳類、維管束植物の２割強、鳥類の１割強に当たる種が、絶滅
のおそれがあります。
日本の絶滅のおそれのある野生生物の種の割合
（評価対象種に占める割合）

私達の経済活動に伴って開発が進み、生物の生息地が減少し、自然環境が変化し、生物多様性へ
のマイナスの影響を与えています。
里地里山では、人との関わりでドジョウやカエルが棲息し、それを食べる野鳥がいましたが、都
市化や山林や農地に人の手が入らなくなったことで生態系のバランスが崩れてきています。外来種
が在来種を捕食したり、生息場所を奪ったり、交雑して遺伝的な攪乱をもたらしたりしています。
ＩＰＣＣ＊第４次評価報告書によると、全球平均気温の上昇の程度に応じて、種の絶滅リスクが
高まると予測されており、温暖化に伴う干ばつや森林火災の増加により、食料生産や生態系が脅か
される状況にあり、森林の減少といった生物多様性の劣化が地球温暖化を加速させる面もあります。
こうしたことから、生物多様性保全と地球温暖化対策は、関連付けて進める必要があります。

＊

ＩＰＣＣ：気候変動に関する政府間パネル。1988 年に、国連環境計画（ＵＮＥＤ）と世界気象機関（ＷＭＯ）により
設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済学的な評価を行い、得られた知見を政策決定者や広く一般に利用し
てもらうことを任務とする。５～６年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表している。
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２－４ 生物多様性保全の取組
生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）＊が 2010 年 10 月に名古屋で開催されました。
条約の目的は、次のとおりです。
◆地球上の多様な生物をその棲息環境とともに保全する
◆生物資源を持続可能であるように利用する
◆遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ公平に配分する
生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）における主な成果として、新品種の開発など
に必要な遺伝資源へのアクセスと、それらから生ずる利益を衡平に配分するための国際ルール
「名古屋議定書」が採択されました。
ＣＯＰ10 ロゴマーク

日本は、生物多様性条約に基づき、これまで平成 7 年、14 年、19 年と 3 次にわたり生物多様性
国家戦略を策定し、平成 20 年６月に施行された生物多様性基本法では、政府が生物多様性国家戦
略を策定することを国内の法律で義務付けました。
平成 22 年３月には、「生物多様性国家戦略 2010」を策定しました。このなかで、おおむね 2012
年、2020 年、2050 年、2110 年と段階的かつ長期的に、生物多様性の回復のため、次の４つの基本
戦略を策定し、約 720 の施策と 35 の数値目標を掲げています。
①社会への浸透：生物多様性の社会への浸透、地域レベルの取組の促進・支援など
②人と自然の関係の再構築：希少野生動植物の保全施策の充実、自然共生・循環型・低炭素社会
の統合的な取組の推進など
③森・里・川・海のつながりの確保：海洋保全・再生の強化など
④地球規模の視野を持った行動：ＣＰＯ10 の成功、ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ＊の推進、
科学的な基盤の強化、科学と政策の接点の強化、経済的視点の導入、途上国の支援など

＊

「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）」
：参照

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/101030.html

＊

ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ：日本の自然観や社会行政のシステムなどを、自然共生の知恵と伝統を活かしつつ、
現代の知恵や技術を統合した自然共生社会づくりとして、日本の里地里山を例に世界に発信するもの。
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２－５ 生物多様性保全に向けて町民にできること
市民や企業は認証マークの付いた商品を購入する、里地里山の保全活動に参加するといった取組
により生物多様性の保全に寄与することができます。
認証マークの例
■森林認証＊
森林を適切に管理し、そのような森林から生産された木材を
使って製品を作り、流通させ、消費者に届ける。このように森
林の望ましい管理方法と、その森林に由来する製品を認証する
「森林認証」という制度があります。FSC（Forest Stewardship
Council、森林管理協議会）＊は、国際的な森林認証制度を行う
第三者機関のひとつで、
①森林環境を適切に保全し、②地域の社会的な利益にかない、
③経済的にも継続可能な、森林管理を推進することを目的と
しています。
日本では、小規模な事業者が多い等の背景から SGEC（緑の循環認証
会議）＊が設立され、独自の森林認証制度ができました。
■レインフォレスト・アライアンス＊
レインフォレスト・アライアンス(Rainforest Alliance)は、1987 年に地球環境保
護のために熱帯雨林を維持することを目的に設立された国際的な非営利団体です。森
林伐採と環境破壊の主要な動機である木材の引き抜き、農地の拡大、畜牛牧場、観光
業などを止めるため、市場の力を利用しています。当団体は、何百万エーカーもの森
林、農園、牧場、ホテルの所有地が持続可能性を求める厳しい基準に沿って運営され
ているか保証する活動を行っています。さらに、これらの事
業者とレインフォレスト・アライアンス認証マークや証明マ
ークを元に品物やサービスを選ぶ良心的な消費者を結ぶこ
とにより、持続可能な活動が現代の経済における事業者の成
長を支援することができるということを証明しています。
地域コミュニティ、生産農家、消費者、熱帯雨林を住処と
する野生動物それぞれに恩恵を与えることができるよう、販売を促進し、営農活動を
改善する包括的なプロセスで、環境及び社会基準に応じてコーヒー、バナナ、ココア、
オレンジ、切花、及び植林地に対して証明書を発行しています。

＊

森林認証：参照

＊

ＦＳＣ（森林管理協議会）
：参照

＊

ＳＧＥＣ（緑の循環認証会議）：参照

＊

レインフォレスト・アライアンス：参照

http://www.wwf.or.jp/activities/nature/cat1219/fsc/
http://www.wwf.or.jp/activities/nature/cat1219/fsc/
http://www.sgec-eco.org/organization/index.html
http://www.rainforest-alliance.org/ja/about/approach
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３

低炭素社会について

３－１ 低炭素社会とは
低炭素社会とは、究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる(カー
ボン・ニュートラル)社会を目指すものです。
平成 20 年４月、中央環境審議会地球環境部会は、『低炭素社会づくりに向けて』＊として報告書
をとりまとめ、その中で「“世界全体の排出量を現状に比して 2050 年までに半減する”という低炭
素社会の実現に向けて、世界が一丸となって最大限の努力を行う必要があり、このような社会は現
在のトレンドの延長線上には存在しないと考えられ、以下の３つの基本的理念のもとに、あらゆる
主体が取組を進めていくことが必要である。」としています。
①カーボン・ミニマムの実現
低炭素社会形成のためには、産業、行政、国民など社会のあらゆるセクターが、地球の有限性
を認識し、大量生産・大量消費・大量廃棄社会から脱するとの意識を持ち、選択や意志決定の際
に、省エネルギー・低炭素エネルギーの推進や３Ｒの推進による資源生産性の向上等によって、
二酸化炭素の排出を最小化する（カーボン・ミニマム）ための配慮が徹底される社会システムの
形成が必要。
②豊かさを実感できる簡素な暮らしの実現
大量消費に生活の豊かさを求める画一的な社会が先進国を中心に形成されてきたが、この社会
から脱却し、家族やコミュニティとの絆、健康、自然との触れ合い、もったいないの心、未来世
代への思いやりなどの価値を重要視することに対して人々は理解を深め、そのことが生活の質の
向上につながるとの方向性を社会全体として追求することが必要。
このような人々の選択や、心の豊かさを求める価値観の変化が社会システムの変革をもたらし、
低炭素で豊かな社会を実現する。また、生産者も消費者の志向にあわせて、自らを変革していく
ことが必要。
③自然との共生の実現
低炭素で豊かな社会の実現のためには、人間とその社会は地球生態系の一部であり、自然は人
間とその文化の基盤であるという認識のもと、自然の恵みを享受し、さらに、その恩恵によって
人類の生存基盤が維持されるような、自然と調和・共生した社会づくりを進めることが必要。
このためには、CO2 吸収源の確保や、今後避けられない温暖化への適応のために森林や海洋を
はじめとする豊かで多様な自然環境を保全再生しまた地域社会におけるバイオス利用を含めた
「自然調和型技術」を推進し、さらに、自然とのふれあいの場や機会の確保等を推進していくこ
とが必要。

＊

『低炭素社会づくりに向けて』
：参照

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11195&hou_id=9564
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低炭素社会の具体的なイメージ

まち

低炭素社会の具体的なイメージ

居住
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３－２ 地球温暖化による影響
地球温暖化による影響は、気温や降雨などの気候変動により、自然環境や人間社会にまで幅広く
及びます。地球の平均気温の上昇が続いており、それとともに北極や南極の氷、山岳氷河の減少が
見られ、小島嶼国での海面の上昇、デルタ地域での洪水の多発、米国での森林火災やハリケーンの
増加等、地域によって様々な被害が発生しています。気温の上昇は生態系への影響も引き起こし、
食料生産性の低下、感染症媒介生物の分布の変化による健康への影響も懸念されています。
地球温暖化による影響のメカニズム

気候要素
気温上昇、
気温上昇、降雨パターン
降雨パターンの
パターンの変化、
変化、海面水位の
海面水位の上昇 など

自然環境への影響
水環境：水温の上昇、水質の悪化 など
水資源：河川流量の変化、融雪の早まり など
生態系：生物種の絶滅、分布変化、生物季節の変化 など

人間社会への影響
農林水産業：作物の品質低下、栽培適地の移動、養殖の不漁 など
災 害：高潮や台風等による被害、河川洪水、土砂災害 など
健 康：熱中症の増加、感染症の増加 など
国民生活：観光資源の被害、快適さの阻害、季節感の喪失 など
環境省 地球温暖化影響・適応研究委員会 2008 年資料をもとに作成

３－３ 温室効果ガス排出の現状
日本国内の部門別に二酸化炭素排出量の推移をみると、産業部門（工場等）や運輸部門（自動車・
船舶等）では、削減努力の効果によりゆるやかに減少傾向にありますが、業務その他部門（商業・
サービス・事務所等）及び家庭部門では、二酸化炭素排出量は増加傾向にあり、総体としては産業
部門等の削減効果を打ち消す形となってしまっています。
二酸化炭素の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移
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業務その他部門（商業・サービス・事務所等）で排出量が増加傾向にある原因としては、事務所
や小売店等の延床面積が増加したこと、それに伴う空調・照明設備の増加、そしてオフィスの OA
化の進展による電力消費の増加などがあげられます。家庭部門における排出量の増加については、
世帯数の増加等による電力消費の増加などが原因と考えられています。
これらの部門は、いずれも既製のエネルギー消費機器を購入して使用するというエネルギー消費
形態であり、オフィスや家庭内のどこからどれだけ排出されているのかといった専門知識も不足し
ていることから、産業部門（工場など）が自ら工程を見直して排出削減を行うのと同じように取り
組むことは難しいと考えられ、削減対策が十分にできていないだけにエネルギー使用のムダやムラ
が潜んでおり、まだまだ対策の余地があるものといえます。
３－４ 地球温暖化対策に関する法整備
平成９年 12 月の気候変動枠組条約第３回締約国会議において採択された「京都議定書」の目標
を達成するための土台として法整備が必要となり、平成 10 年 10 月に「地球温暖化対策の推進に関
する法律」
（地球温暖化対策法）が制定されました。同法により、温室効果ガス排出抑制の取組の
促進、地域ごとのきめ細やかな対策の推進が図られています。
また、石油危機を背景として昭和 54 年に制定された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネ法）は、工場、輸送、建物、機械器具の４つの事業分野における燃料、熱、電気の使用合
理化に努めることを定め、地球温暖化対策として重要な推進力となっています。
さらに、自然エネルギーやコ・ジェネレーション＊等の再生可能エネルギー普及のために、平成
９年４月に制定された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」
（新エネルギー法）では、
国・地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を明確化する基本方針を策定し、新エネルギー
利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を規定し、普及を推進しています。
３－５ 低炭素社会実現に向けて町民にできること
中央環境審議会地球環境部会の『低炭素社会づくりに向けて』報告書では、各主体の役割を提示
したうえで、国民に対して望まれる取組として次の２つをあげています。
①参加するエコ、考えるエコ、共有するエコ
人間は地球生態系の一部であり、これと共生する社会をつくる主人公であるとの自覚を持って
低炭素社会づくりに積極的に参加し、CO2 を削減するための様々なアイデアを出し共有していく。
②知るエコ、そして、エコ買い･エコ使い･エコ捨ての実践
地球温暖化問題に関する科学的知見について正しい知識を持ち、自然に対する慈しみ、他者へ
の配慮、次世代に対する責務により、環境に配慮したライフスタイルを実践する。温室効果ガス
の排出負荷については、カーボン・オフセット＊などによって有限な地球環境に対する使用料の
支払いを実施する。

＊

コ・ジェネレーション：発電時に発生した廃熱を利用して、冷暖房や給湯等に利用する熱エネルギーを供給する仕組み
のこと。病院、ホテル、学校等への導入のほか、限定された地域での集中的な冷暖房等にも利用されている。
＊
カーボン・オフセット：日常生活や企業活動等によって自らが排出した温室効果ガスの排出量のうち、削減が困難な量
の全部又は一部を、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合わせる活動。
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2009 年９月、鳩山首相が国連変動サミットで、日本の温室効果ガス排出量を 2020 年までに 25％
削減（1990 年比）することを表明したことを受け、政府は温暖化防止のための国民的な運動として
“チャレンジ 25 キャンペーン” ＊を開始しました。そこでは、次の６つのチャレンジを掲げ、25
のアクションを呼びかけています。
◆チャレンジ１

エコな生活スタイルを選択しよう

◆チャレンジ２

省エネ製品を選択しよう

◆チャレンジ３

自然を利用したエネルギーを選択しよう

◆チャレンジ４

ビル・住宅のエコを選択しよう

◆チャレンジ５

CO2 削減につながる取組を応援しよう

◆チャレンジ６

地域で取り組む温暖化防止活動に参加しよう

神奈川県では、太陽光発電の普及構想「かながわソーラープロジェクト」＊推進のための専門家
で構成する研究会と県の推進本部を設置し、太陽光パネル設置費を一時的に県が負担する制度設計
などを検討し、４年間で 200 万戸に設置する構想の実現を目指すこととしています。

『環境白書

＊

チャレンジ 25 キャンペーン：参照

＊

かながわソーラープロジェクト

平成 22 年版』より引用

http://www.challenge25.go.jp/index.html

推進体制：参照

www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/167888.pdf
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Ⅴ

計画の対象
二宮町環境基本条例では、環境への負荷とは「人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。」とされています。
こうした内容をふまえ、計画の対象として取り扱う領域は、次のような項目とします。
①生活環境： 廃棄物、大気、水質、騒音・振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭

など

廃棄物の抑制・減量化や再使用・リサイクル等を進めるなど、大気や河川の水質の保全等も
含めた循環型社会の形成に向けた生活環境に関する事柄を対象とします。
＊関連する計画：一般廃棄物処理計画、生活排水処理基本計画 等
②自然環境： 河川、海岸、みどり、動物・植物・生態系

など

動植物の保護や生育環境の保全、住宅地での緑化を進めるなど、生物多様性の確保に向けた
自然環境に関する事柄を対象とします。
＊関連する計画：緑の基本計画 等
③地球環境： 地球温暖化、エネルギー問題 など
自然エネルギーの利用や二酸化炭素の排出削減等を進めるなど、低炭素社会の形成に向けた
地球環境に関する事柄を対象とします。
＊関連する取組：地球温暖化防止推進員 等
なお、①～③は相互に関連していることに注意する必要があると考えます。
例えば、①生活環境における家庭からの排水が河川の水質に影響を与えて、②自然環境である
水辺生物の生息にも関連することや、②自然環境のみどりの保全や緑化が、③地球環境の温暖化
に影響することがあげられます。
また、計画を推進していくためには、二宮町環境基本条例で掲げられている「基本理念」等を
ふまえ、①～③いずれも町民と事業者、町の３者が協力・連携して取り組むことが重要であり、
そうした協働の取組によって、計画の実現が可能であると考えます。
＜参考＞ 二宮町環境基本条例（平成 10 年 12 月 22 日 条例 第 24 号）

～抜粋～

（基本理念）

第３条 環境保全等は、町民の健康で安全かつ文化的な生活を営むうえで欠くことのできない
ものである。町、町民及び事業者は、これを将来にわたり維持向上させ、現在及び将来の町
民がこの恵みを享受することができるよう積極的に推進するものとする。
２ 町、町民及び事業者は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる社会の実
現をめざして、エネルギーの合理的な利用、資源の循環的な利用その他環境保全等に関する
行動について、それぞれの役割に応じた責務を果たすため積極的に取り組むものとする。
３ 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、町、町民及び事業者がそれぞれの事業活動及
び日常生活においてその保全の必要性を認識しつつ、積極的に推進するものとする。
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Ⅵ

計画の基本的な考え方

（１）計画の基本目標
計画の改定にあたり、二宮町環境基本条例での基本理念をふまえ、相互に関連する基本的施策
について連携しながら取り組むために、骨太の柱となる基本目標を設定します。
環境をめぐる動向や計画の対象に沿って、基本目標として次の３つを掲げたいと考えます。
①循環型社会の形成 “循

環”

社会経済活動をつうじた物質循環において快適で健全な循環を形成することを目指します。
◆目指すべき目標例：“生活環境の循環に配慮するまち”
◆施策等での取組例：家庭系ごみの減量やリサイクルの促進、葛川等の水質の保全
②生物多様性の保全 “共

など

生”

健全な生態系が維持・回復され、自然と人間との共生が確保されることを目指します。
◆目指すべき目標例：“自然環境と共生するまち”
◆施策等での取組例：谷戸田や樹林地、里山等の保全、自然とふれあう機会の創出

など

③低炭素社会の形成 “地球環境”
地球環境のテーマである温暖化問題に対応した低炭素社会を形成することを目指します。
◆目指すべき目標例：“地球環境にやさしいまち”
◆施策等での取組例：太陽光等の自然エネルギーの利用、家庭や事業所での省エネ

など

（２）計画の推進方策
３つの基本目標を実現するために、協働による計画推進を進めていきます。
■協働による計画推進 “参加と協働”
町民・事業者・町が連携し協働して取り組むことにより、計画を進めることとします。

循環型社会の形成 “循 環”

低炭素社会の形成 “地球環境”

生物多様性の保全 “共 生”

協働による計画推進 “参加と協働”
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（３）計画の構成（案）
計画の構成として、次のとおり３段階で策定していきたいと考えています。
①基本目標【大柱】
基本理念や計画の将来像を実現していくための、骨太の目標として設定します。
②基本的施策【中柱】
基本目標を実現するための事業の束を、基本的施策として整理します。
③事業等【小柱】
現行計画の事業見直しにもとづき、実施していく個々の取組を事業として位置づけます。
計画の構成（イメージ）
＜施策の体系＞
基本目標【大柱】
○○なまち
【循環型社会】

基本的施策【中柱】
●●の再生
▲▲の保全と回復

□□なまち
【低炭素社会】

◆◆の再生事業
◇◇の活用事業
◎◎の支援事業
・・・・
（略 ）
・・・・

【生物多様性】

・・・
（略 ）
・・・

基本理念・将来像

■■のまちづくり
△△なまち

事業等【小柱】

＜計画の推進方策＞
協働による計画推進に向けた効果的な実現化方策について整理します。

Ⅶ

計画の策定方針
計画を策定するにあたり、次のような策定方針で検討を進めたいと考えています。

①実効性のある計画
実現化方策の充実、重複している事業等の見直し 等
②創造性のある計画
二宮町らしい計画、将来に向けた環境保全と創造 等
③協働して取り組める計画
分かりやすい計画、行動につながる事例等の紹介 等
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二宮町環境基本計画

検討の進め方（案）

資料

３

基本目標・推進方策等の共有化

庁内・事務局

環境審議会 【５月中旬】

■計画の概要
■検討の進め方
■ｱﾝｹｰﾄ調査の実施（５月中旬～下旬）

①計画の策定にあたって
②検討の進め方
③基本目標【大柱】について

庁内・事務局

環境審議会 【６月下旬】
①課題の整理（ｱﾝｹｰﾄ・基礎的データ）
②基本的施策【中柱】の方向性
③計画の推進方策の方向性

策定部会 【７月中旬】

■課題の整理
・基礎的データの分析
・ｱﾝｹｰﾄ調査結果による課題
■基本的施策【中柱】の検討
■現行計画の事業の見直し
■計画の推進方策の検討

基本的施策・推進方策の検討

①事業等【小柱】の見直し
②基本的施策【中柱】の検討
庁内・事務局
■基本的施策【中柱】の検討
■新規計画の事業の整理
■計画の推進方策の検討

策定部会 【８月中旬】
①基本的施策【中柱】の検討
②計画の推進方策の検討

庁内・事務局

環境審議会 【９月中旬】

推進方策・指標の検討

■中間報告（案）の作成
・基本目標【大柱】
（案）の作成
・基本的施策【中柱】（案）の作成
・計画の推進方策（案）の作成
■事業等【小柱】（案）の作成
■指標の検討

①中間報告
②基本的施策【中柱】とりまとめ
③計画の推進方策とりまとめ
④指標の方向性

策定部会 【１１月上旬】
①計画の推進方策の具体化
②指標の検討
③計画（素案）の検討

パブリックコメントの実施

庁内・事務局
■計画（素案）の作成
■指標（案）の作成

１月下旬～２月下旬

庁内・事務局
■パブリックコメントの意見集約
■計画（案）の作成

計画の確定

環境審議会 【３月下旬】
①パブリックコメントの意見反映
②計画（案）の確定
③その他

庁内・事務局
■パブリックコメントの意見反映
■計画のとりまとめ
※『総合長期プラン』との調整は、
必要に応じて随時行う

計画の公表 ３月下旬～

２３

資料

４

環境審議会委員の
環境審議会委員の予定について
予定について
環境審議会（年 4 回）
第 1 回 5 月 16 日（月）
第 2 回 6 月 日（ ） 下旬
第 3 回 9 月 日（ ） 中旬
第 4 回 3 月 日（ ） 下旬
策定部会（年 3 回）
第 1 回 7 月中旬
第 2 回 8 月中旬
第 3 回 9 月中旬

環境基本計画策定部会について
環境基本計画策定部会について
☆どんなことをするの？
どんなことをするの？
基本目標（大柱）ごとの部会（3 部会）に分かれ、基本目標に対応する基本的
施策（中柱）・事業等（小柱）についての検討を行います。
また、事業の評価やその他環境基本計画策定に関することについて協議して
いただきます。
部会で検討されたことを、審議会に上げ、内容を確認、協議していきます。
☆部会の
部会の構成メンバー
構成メンバーは
メンバーは？
１部会につき、審議会委員（3 名）と役場関係課職員（班長級 2 名～3 名）の
５、6 名になります。また、生活環境課職員とコンサルタントが毎回参加します。
☆部会の
部会の種類について
種類について
基本的目標（大柱）のテーマごとの部会とします
第 1 部会「循環型社会」
第 2 部会「生物多様性」
第 3 部会「低炭素社会」
※ それぞれの具体的内容は資料２（20～21 ページ）を参照
☆所属する
所属する部会
希望について
する部会の
部会の希望について
どの部会に入りたいかの希望について、5 月 31 日（火）までに、生活環境課に
ご連絡ください。
第 2 回審議会において、どの部会に入るか最終的に決定いたします。

２４

二宮町役場の
二宮町役場の組織について
組織について（
について（平成23
平成23年
23年4月1日現在）
日現在）
町長

副町長

政策部

企画財政課

総務部

総務課
公共施設課
税務課

町民生活部

町民課
防災安全課
生活環境課

２５

健康福祉部

保険予防課
福祉課

高齢障がい課

都市整備部

経済課
都市整備課

出納課

資料 ５

下水道課

行政施策の総合的企画及び調整に関すること、総合計画策定など
企画調整班
広報紙の編集発行、町ホームページ管理運用に関することなど
広報統計班
財政全般の総合的企画及び調整に関すること、予算編成など
財務班
職員の人事・給与・研修・福利厚生・文書管理・公開に関することなど
庶務人事班
情報システム班 情報システム業務の総合的企画及び調整に関することなど
公有財産管理の総括調整に関すること、庁舎公共施設の管理など
施設管理班
工事、委託業務の検査及び検収に関すること、公共施設の維持・営繕など
営繕検査班
町県民税・法人町民税・軽自動車税・たばこ税等に関することなど
課税班
町税の納付に関すること、収納の統計に関することなど
収税班
戸籍、住民異動届等の受付及び謄抄本、証明の交付に関することなど
戸籍住民班
住民参加に関すること、地域自治組織に関することなど
町民協働班
安心安全まちづくりの推進及び調整に関すること、防犯・防災に関することなど
防災安全班
廃棄物処理の広域化計画及び計画に基づく事業に関することなど
環境政策班
環境政策に関すること、ごみの資源化・減量化、鳥獣保護対策など
生活環境班
環境衛生ｾﾝﾀｰ班 一般廃棄物処理事業の企画及び建設等に関すること、浄化槽に関することなど
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関することなど
保険年金班
保健・予防・健康づくり事業の企画及び調整に関することなど
健康づくり班
民生委員、児童委員、生活保護に関することなど
社会福祉班
子育て支援、保育園、保育所に関することなど
子育て支援班
百合が丘保育園
介護保険事業に関することなど
高齢介護班
障がい者支援班 障害自立支援制度に関すること、障がい者福祉に関することなど
高齢者支援班 高齢者等の総合相談窓口に関すること、介護予防に関することなど
農林水産業・商工業の振興に関すること、観光に関することなど
産業振興班
開発行為等の指導・規制に関すること、都市計画に関することなど
計画指導班
道路、橋りょう、河川及び水路等の維持、補修に関することなど
道路班
公園等の維持管理、自然保護及び緑化対策の推進に関することなど
公園緑地班
公共下水道事業の企画調整、使用料に関することなど
業務班
公共下水道事業の計画及び認可、施設の維持管理に関することなど
工務班
町の収入及び支出に関する事務、資金の運用など
出納班

教育委員会 教育長

事務局（教育次長）

教育総務課
教育研究所
学校給食ｾﾝﾀｰ
生涯学習課

議会
消防本部・署

事務局
消防長

庶務課
消防課

消防署
農業委員会
監査委員
選挙管理委員会

固定資産評
価審査委員
会

教育総務班
指導班

生涯学習班
生涯スポーツ班
図書館班
庶務班
庶務班
予防班
警防班
警備隊

教育委員会議に関すること、学校教育施設に関することなど
教科書や教材、学校の学習指導に関することなど

生涯学習の振興及び社会教育、文化財に関することなど
生涯スポーツの普及・振興、町体育施設に関することなど
図書館資料等の館内利用、館外貸出及び団体貸出に関することなど
議案、陳情の収受、議会本会議の議事に関することなど
消防関係例規の制定、改廃、消防職員の人事に関することなど
火災予防の計画・啓発、消防用設備等の設置、管理指導に関することなど
消防警備計画・消防応援協定、消防職員・団員の訓練に関することなど
火災・その他の災害出動、警戒・防ぎょ活動、救急・救助活動など

事務局
事務局
事務局

選挙事務に関すること

事務局

固定資産評価審査委員会（固定資産の評価等に関する審査決定）の事務

農業委員会選挙人名簿登載申請、農地相談に関することなど
監査委員、監査及び審査等に関することなど

２６

資料 ６

他市町村の
他市町村の環境基本計画の
環境基本計画の策定状況について
策定状況について
自治体名
基本計画等の
名称

メインテーマ（望ましい環境像・めざす環境像など）
計画期間

大柱（基本目標・基本的な考え方など）

備考・特徴

県内（（町）
県内
寒川町

ひとりひとりが 自然と文化を愛する 水とみどりのまち
１．（参加と協働）環境の保全と創造に積極的に取り組む暮らし

平成20年度 ２．（生活環境）健康で安心して暮らせるまち
「寒川町環境基 ～平成23年 ３．（自然環境）自然を守り、育てるまち
度（4年間） ４．（都市環境）緑や文化を大切にする快適で安全なまち
本計画 改訂
５．（資源・エネルギー環境）エネルギー・水・ものを大切にした循環型社会
版」

23年度1年間
で次期基本計
画策定作業
総合計画も同
じタイミング

のまち
６．（地球環境）地球環境への負荷を減らす暮らし

葉山町

地球上の人々と協調・共生をはかり、豊かな自然に囲まれた中で安全で
快適な生活を実現するまち

平成23年度 １．人と自然が豊かにふれあえる健全な自然環境の保全
パブコメ1月5
～平成32年
「葉山町環境基
２．健康に暮らせる良好な生活環境の保全と潤いと安らぎのある快適な環 日～2月4日ま
度（10年間）
で実施
境づくり
本計画改訂版
３．資源やエネルギーを有効活用する循環型のまちづくり
（案）」
４．協働と連携で進める環境保全

中井町

中井町から地球への思いやり～地球に私ができること～

平成21年度
～30年度 １．自然環境（森林・里山保全、荒廃農地対策、水資源環境保全）
「中井町環境基 （10年間） ２．生活環境（公害対策、生活系排水対策、快適なまちづくり）
３．循環型社会（資源循環型社会形成、地球温暖化対策）
本計画」
４．環境教育・学習

大磯町

潮の香りと緑豊かな里山、歴史と文化の薫る、心やすらぐまち 大磯

平成15年度 １．高麗山や鷹取山からこゆるぎの浜に至る豊かな自然とふれあえるまち
～24年度
「大磯町環境基 （10年間） ２．大磯の歴史・風土を大切にした自然と共生するまち
３．環境負荷の少ない暮らしや事業活動を実践するまち
本計画」
４．美しい地球環境を未来へつなぐまち
５．町・町民・事業者・滞在者の協働による環境づくりをするまち

県外
長野県岡谷市

「第２次岡谷市
環境基本計画」

福井県福井市

あふれる緑と清らかな水につつまれたまちをめざして

平成22年～ １．かけがえのない地球環境を守るまち《地球環境の保全》
平成26年 ２．豊かな自然とふれあえるまち《自然環境の保全》
３．安全で安心なすがすがしいまち《生活環境の保全》
（5年間）

子ども版もあ
る

４．ものを大切にするまち《循環型社会の構築》
５．美しさと潤いのあるまち《快適環境の形成》
６．みんなが環境保全に参加するまち《参加と協働》

みんなで協力して未来へつなぐ環境にやさしい持続可能な都市・ふくい

平成23年度
～平成27年 １．全員が協力して、福井市の自然や都市環境を守り育て、将来に伝えて
「福井市環境基 度（5年間） いきます
２．全員が協力して、地球規模の環境問題に対応し、持続可能な社会づく
本計画改訂版」
りを進めていきます

宮崎県延岡市

自然が創る豊かなまちを未来につなぐ「環境都市」のべおか

平成23年度 １．地球の未来を考え、地球温暖化防止に貢献するまち
～平成27年 ２．生物多様性にとんだ豊かな恵を継承するまち
「第2次延岡市環 度（5年間）
３．水と緑にあふれ歴史と文化が薫る快適なまち
境基本計画」
４．安心して健やかに暮らせる環境にやさしいまち
５．みんなで学びみんなで実践する環境保全のまち

２７

パブコメ2月14
日～28日まで
実施

次期環境基本計画の
次期環境基本計画の大柱と
大柱と現環境基本計画の
現環境基本計画の施策との
施策との対応表
との対応表
次期環境基本計画
基本目標
大柱

低炭素社会の
低炭素社会の形成

現環境基本計画（統合・休止含む）
基本的施策
1.葛川の再生

【内容】
・低炭素社会の実現に
資する都市計画
・省エネ・自然エネル
ギーの積極的導入・普
4.身近な緑環境と生
及
・農業振興→地産地消 態系の保全・育成
など

中柱
(1)生活排水による汚濁負荷の低減

(3)事業所からの汚濁排水の抑制
(2)市街地緑地の保全と創出

(3)農地の保全

6.快適環境づくり

(1)安全で快適な施設整備

２８

(3)大気質・悪臭・水質・騒音等の生
活環境調査の実施
7.地球環境にやさし
いまちづくり

事業・施策
小柱

環境施策

(1)省資源・省エネルギー活動の啓
発と推進

(2)公共交通サービスの充実

④

自転車や徒歩による通勤を増やし、環境に負荷をかけない行動の推進

⑤
⑥
①
②
③
④
①
②
③
④
①

※地球温暖化防止運動の
地球温暖化防止運動の啓発
屋上・壁面緑化の推進
都市施設整備推進事業（バスターミナルの整備・路線バスの利用促進）
道路維持整備事業
公共交通サービスの維持（バス路線）
※コミュニティバス運行事業
コミュニティバス運行事業
水道水の節水につとめる運動
太陽熱エネルギー（ソーラー・温水器など）利用の啓発
グリーン購入の推進
低公害車の導入
環境マネジメントシステムの手法を用いた環境負荷物質の排出軽減

７

(4)環境管理システムの構築

公共下水道整備事業
※下水道の
下水道の普及促進
廃食油回収事業（石けんづくり）
生活排水対策としての石けん・洗剤適正量使用運動の展開
葛川の再生に向けた広域的対策
河川浄化のモデル的な事業
水質改善に向けた取り組みマニュアルの作成
事業所排水の規制監視の徹底
家畜環境整備対策事業
緑地等維持管理事業
開発行為等における緑化指導（要綱、指導、条例）
高木剪定事業
公園等管理運営事業・公園等維持整備事業
緑の基本計画の推進
土地改良事業（農道整備）
樹林管理、樹種の選定による農薬使用の減量化
ニホンザル等による被害対策
景観作物奨励事業
二宮町交通バリアフリー基本構想の推進
狭隘道路等拡幅整備事業
人にやさしいまちづくり整備計画
公害防止対策事業（環境モニタリング）
※屋外燃焼行為による
屋外燃焼行為による被害
による被害の
被害の防止
アイドリングストップ運動の展開による大気環境の保全
大気質モニタリング・規制・指導
歩行者や自転車が安全に楽しく利用できるシステムづくり（ベンチ、段差等の道路改良）
エアコン利用の抑制運動、冷房28℃・暖房20℃運動
駅前駐輪場の整備（利用者の利便性向上）

資料

(3)新エネルギーの活用とグリーン調
達の推進

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
②
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
①
②
③
①
②
③
④
①
②
③

次期環境基本計画
基本目標
大柱

循環型社会の
循環型社会の実現
【内容】
・廃棄物の適正処理
・廃棄物の３Ｒ推進
など

現環境基本計画（統合・休止含む）
基本的施策
1.葛川の再生

事業・施策
小柱

環境施策
中柱
(2)ごみの不法投棄防止対策の推進

5.ごみを出さないまち (1)ごみの発生抑制運動「４Ｒ運動」
の展開
づくり

(2)ごみ問題に関する啓発活動の実
施
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(3)リサイクルのための情報・施設・シ
ステム整備
(4)不法投棄防止対策の取り組み
(5)ごみの適正な処理・処分の実施

(6)生ごみの堆肥化促進

①

葛川美化推進事業

②
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
①
②
③
①
②
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④

河川不法投棄防止パトロール
廃食油回収事業（石けんづくり）
※ごみ減量推進事業
ごみ減量推進事業
家電製品は省エネ製品を選び、なるべく修理して長く使うような啓発活動
ごみ袋有料化によるごみの減量化推進
4Ｒ運動のモデル事業（ごみ減量化推進モデル地区）
ごみ収集ステーションの適正化
水分ひとしぼり運動
釣り客、地引網のゴミ処理、ゴミ持ち帰りのマナー向上の徹底
環境衛生センター施設公開
ごみ処理に関する情報提供
ごみ減量化推進協議会による推進
道路改良改修工事（リサイクル路盤材を使用）
ボランティアや団体と連携した廃棄物及び資源ごみリサイクル展示
資源ごみ回収制度の再検討
不法投棄物の撤去
不法投棄パトロール（川、海、地区別）
最終処分場施設運営事業（飛散防止策等適正維持管理）
じん芥焼却場施設運営事業（ダイオキシン類等の恒久対策の実施）
ごみ置場散乱防止対策（カラスネット配布）
し尿処理事業（施設の適正な維持管理）
二宮町一般廃棄物処理基本計画の策定・推進
生ごみ堆肥化容器購入補助金
堆肥利用促進（家庭菜園との連携）
モデル地区による大型生ごみ処理機導入
簡易粉砕機導入（剪定枝）

次期環境基本計画
基本目標
大柱

生物多様性の
生物多様性の保全

現環境基本計画（統合・休止含む）
基本的施策
1.葛川の再生

中柱
(4)多自然型護岸整備の推進
(5)親水空間の整備

【内容】
・吾妻山・葛川・海岸を
中心とした自然環境の
保全
生物多様性に配慮した
農漁業等の産業活動
2.吾妻山の保全・魅
の推進
・自然を守り育てる意識 力向上
啓発
・地域の歴史的・文化
的資源、景観を守り育
てる
など

(6)河川モニタリング
(7)雨水のかん養機能の確保
(1)動植物調査
(2)動植物の生息・生育空間を配慮
した吾妻山公園 維持管理
(3)吾妻山周辺環境の維持と創出

３０

(4)吾妻山公園における環境学習機
会の創出
3.二宮海岸と沿岸の (1)松のモニタリング
松林 の保全・育成
(2)国道１号、松林、二宮海岸を一
体化した歴史を感じる景観づくり
(3)安心して、遊び、憩い、親しむ海
辺の環境づくり

4.身近な緑環境と生
態系の保全・育成

事業・施策
小柱

環境施策

(1)谷戸及び丘陵地の保全

(4)良好な自然を象徴する生物の保
全

①

葛川改修計画（県）

①
②
①
②
③
①
②
①
②
①
②
③
①
②
③

葛川下流部(遊園地付近)等の葛川における新たな親水空間の整備
葛川散策路整備（県）
二宮せせらぎ公園におけるホタル観賞会
動植物のモニタリング（二宮の野草等）
環境マップの作成
透水性舗装の導入
雨水浸透施設設置の指導
※自然環境を
自然環境を知るための講座開催
るための講座開催
生物多様性基礎調査事業
公園等管理運営事業・公園等維持整備事業
吾妻山の新たな整備事業の実施（階段の改善、生物に配慮したルートの保全・管理等）
住民参加による吾妻山の維持管理
吾妻山斜面林の維持管理（ボランティア等と協働して推進する）
吾妻山周辺の樹林等の保存（ボランティア等と協働して推進する）
かながわのナショナル・トラスト運動等の活用

①

環境マップの作成

①

海岸線松等実態調査

①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
⑤
⑥

松の植栽事業
松くい虫被害対策自主事業
松の保存のための必要な事業の検証（薬剤注入等）
保存樹林等補助事業
※海岸保全対策事業
袖が浦プール周辺整備
※美化推進事業（
美化推進事業（ごみゼロ
ごみゼロ推進
ゼロ推進キャンペーン
推進キャンペーン）
キャンペーン）
海岸清掃（かながわ海岸美化財団）
水の循環を知るための環境教育
既存の公園等を生かし、森林と水辺環境が連続した緑環境を維持する
里山再生育成事業
植樹の推進
自然保護奨励金制度の活用
保存樹林等補助事業
在来種の配慮・保全
二宮町の自然環境を知るためのイベントの開催
造林用苗木購入補助事業（スギ・ヒノキ・マツ）
神奈川県アライグマ防除計画に基づくアライグマの捕獲

次期環境基本計画
基本目標
大柱

現環境基本計画（統合・休止含む）
基本的施策
6.快適環境づくり

事業・施策
小柱

環境施策
中柱
(２)二宮らしさを感じる景観形成

9.環境保全活動の支 (２)環境調査の実施
援
8.みんなが参加し、取 (1)町民、団体、事業者による環境
り組む体制づくり
保全活動を行う組織の設立
(2)町民、事業者、町が連携したシス
【タイトル案】
テムの構築
「一人ひとりが考え行動
するまち」

環境のまちづくり
環境のまちづくり
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(3)環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１
４００１）の取得推進
9.環境保全活動の支 (１)環境保全活動拠点の整備
援
(３)環境情報の一元化と町民への提
供

10.環境教育システム (1)地域環境教育の実施
の構築

(2)環境に関する講演やイベント等
の実施

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
①
②

らくがき対策（ボランティア等と協働した未然防止活動の促進）
花いっぱい運動普及事業（植栽）
緑化推進事業（事業所緑化指導、植栽）
開発行為等における緑化指導（要綱、指導、条例）
美化推進事業（ごみゼロ推進キャンペーン）
保存樹木等補助事業
二宮駅南口の樹木（明治27年）の維持保存
二宮駅周辺の景観づくり
自然景観保全のためのルールづくり
環境マップの作成
動植物のモニタリング（二宮の野草等）
生物多様性基礎調査事業

①
②
①
②
③
④
⑤
①
②

老人会の組織の活用（環境保全活動組織として組み込む）
ボランティア団体のネットワークづくり
学校の先生、住民、地区の協力、行政、教育委員会の連携推進
行政、団体、事業者の連携をとるための支援
商店街等との連携による環境に関するｼｽﾃﾑづくり （買い物かご持参による優遇措置など)
地域通貨（エコマネー）の運用
環境モニター制度
事業者への環境マネジメントシステム取得の啓発
フロンティア資金（地域環境保全対策）

①

※環境保全に
環境保全に取り組む団体への
団体への支援
への支援

①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
②

「にのみやの環境」による情報提供
環境基本計画の推進（ワークショップ開催等）
環境に関するイベントの開催
環境情報の公開（ホームページ、公共施設の掲示板）
有害汚染物質等に関する情報提供
町民参加による自然観察会・環境教育
青少年環境浄化推進員によるパトロール
総合的な学習・環境教育（社会科）
高齢者の協力により、町の歴史や生活の変化を語り継ぐ機会づくり
地球環境問題に関する情報提供と環境教育の推進
小中学生と環境保全への取り組み団体の連携による住民参加型環境教育の実施
学校教育において外部専門家を派遣する
こどもエコクラブの活用（環境教育の場としての活用）
ふれあい農園事業
環境に関するイベントの開催

