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二 宮 町 環 境 基 本 計 画
中 間 とりまとめ（案）

平成 23 年 10 月
二 宮 町 環 境 審 議 会

Ⅰ

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、ごみの分別収集、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通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、ごみ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、町民・事業者・町が連携して取り組める『二宮町環境基本計画』を策定します。

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

1

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、立入検査等により公害の未然防止に努めています。
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力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

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
②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：地球温暖化防止活動推進員

等

①～③は、相互に関連しています。
例えば、②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、①自然環境である
水辺生物の生息にも関連することや、①自然環境のみどりの保全や緑化が、③地球環境の温暖化
に影響することなどです。
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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Ⅴ

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つを掲げます。
①生物多様性の保全 “共

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。
◆目指すべき目標像：“多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち”（検討中）
②循環型社会の実現 “循

環”

社会経済活動を通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。
◆目指すべき目標像：“環境にやさしい循環型のまち”（検討中）
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。
◆目指すべき目標像：“地球環境の保全に取り組む快適なまち”
（検討中）
（２）計画の基本理念
≪参考≫現行計画の基本理念（望ましい環境像）
『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』
＊10 月３日の第３回環境審議会での検討をふまえて、作成します。
＊これまでの議論をふまえると、基本理念として以下のようなキーワードが考えられます。
◆里山・里地・里川・里海

◆身近な自然

◆ふれあい

◆愛着

◆ふるさと

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

生物多様性の保全 “共 生”

低炭素社会の形成 “地球環境”

循環型社会の実現 “循 環”

“連携と協力”

町民 ・ 事業者 ・ 町
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Ⅵ

施策の体系
施策の体系として、次のとおり３段階で策定します。

■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〈基本目標〉として設定します。
■基本的施策【中柱】
基本目標を実現するための事業等の束を、
〈基本的施策〉として整理します。
■主な事業等【小柱】
実施していく主な取組を、本計画での〈主な事業等〉として位置づけます。

１ 〈基本目標１
基本目標１〉 【生物多様性の
生物多様性の保全】
保全】 “多様な
多様な緑と水による自然
による自然の
自然の恵みが豊
みが豊かなまち”
かなまち”
二宮町は、里山（吾妻山や丘陵地）・里地（斜面林や谷戸、農地等）・里川（葛川等の河川）・里
海（相模湾）という、多様性に富む豊かな自然に恵まれています。
こうした自然を大切に保全し育み、その恵みに感謝するとともに、自然と人間が生活のさまざま
な場面で共生することをめざします。
〈基本的施策１－１〉 吾妻山の保全と魅力の向上
吾妻山は多様な動植物が生息し、町民の憩いの場であるとともに二宮で最も多くの来街者が訪れる観
光スポットでもあります。自然環境の保全と観光拠点としての調和を図り、誰もが気軽に自然に親しめ
るような魅力ある整備や管理を進めます。

〈主な事業等〉
〇案内板や動植物のプレート等の設置
〇吾妻山の階段や手すり等の改善

〈基本的施策１－２〉 丘陵地や谷戸などの保全
丘陵地や谷戸に広がる斜面林や農地等の里山や里地の自然環境の保全を図り、打越地区に象徴
される「春の小川」のイメージを再生するなど、多様な動植物の生態系を保全します。
同時に、市街地や公園、宅地等のみどりの保全に取り組みます。
〈主な事業等〉
〇遊休農地の活用
〇宅地開発に伴うみどりの維持管理

〈基本的施策１－３〉 水と親しめる葛川の再生
里山から里地を経て里海（相模湾）に注ぐ、二宮町の里川である葛川を清掃活動の支援や川と触れ
合えるイベント等の開催により、親しみの持てる葛川の再生を図ります。
また、葛川の水質のより一層の向上に向けて、家庭からの生活排水や事業所等からの排水の改善に努
めます。
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〈主な事業等〉
〇葛川での生物調査や水質調査の実施
〇親水イベント等の開催

〈基本的施策１－４〉 二宮海岸の保全と魅力の向上
「こゆるぎ」といわれる緩やかな曲線に沿って連なる美しい海岸と松林を保全し、町民や来街
者が憩い、親しめる海辺の環境づくりを進めます。
地引網や朝市など味わう自然、汗を流す自然など、人との関わりのなかで二宮海岸の魅力を向
上させます。
〈主な事業等〉
〇朝市や地引網等による二宮海岸の魅力向上
〇海岸美化活動の推進（５３０キャンペーン等）

〈基本的施策１－５〉 良好な自然を象徴する動植物の保全
豊かな水と緑に支えられて生息する動植物を保全し、将来に豊かな自然を伝えていきます。その
ための環境学習や日常生活での身近な取組を広めていきます。
〈主な事業等〉
〇二宮町自然マップ（樹木、魚、虫など）の作成

22

55

7
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２ 基本目標２
基本目標２ 【循環型社会
循環型社会の
型社会の実現】
実現】 “環境にやさしい
環境にやさしい循環型
にやさしい循環型のまち
循環型のまち”
のまち”
ごみの広域処理に移行しても、二宮町独自の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）による
ごみの減量化や資源化等に取り組み、コンパクトで美しいまちづくりを進めます。
同時に、町内で生産される農産物や海産物等についても、生産・流通・消費の循環を町内で形成
することによって循環型の社会を実現していきます。
〈基本的施策２－１〉 ごみの発生や排出の抑制
日常生活でのごみの減量化を町民、事業者、町が一体となって取り組み、洋服、家具等のリユ
ースを推進するなど循環型のごみ処理に取り組みます。
〈主な事業等〉
〇マイバック・マイボトル等の啓発

〈基本的施策２－２〉 リユースやリサイクルの促進
平塚市・大磯町・二宮町によるごみ処理広域化の推進により、ごみの資源化を進めるとともに、
コンポストの普及による生ごみの堆肥化などを進めます。
〈主な事業等〉
〇剪定枝などのチップ化
〇生ごみ堆肥化容器購入への補助

〈基本的施策２－３〉 ごみの適正な処理・処分の推進
二宮町一般廃棄物処理基本計画にもとづき、適正なごみの分別収集、処理・処分を進めます。
〈主な事業等〉
〇適切なごみの分別収集
〇二宮町一般廃棄物処理基本計画の推進

〈基本的施策２－４〉 不法投棄防止の推進
河川や海岸、谷戸等での不法投棄を防止し、まちの美化を推進します。
特に、ごみのポイ捨てに対するマナーの向上、家電製品等の不法投棄に対する対応策等につい
て検討し、実効性のある取組を進めます。
〈主な事業等〉
〇葛川美化推進事業
〇不法投棄パトロールの実施
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〈基本的施策２－５〉 地産地消の促進
農産物や海産物など地元の食材の購入や消費を促進するなど、地元産品が町内で循環するよう
に努めます。
こうした取組を食育等とも連携しながら、地域経済の活性化にもつながっていくことを目指し
ます。
〈主な事業等〉
〇地元産品の消費推進
〇（仮称）食べ残しゼロ運動の推進
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50
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20

10.1

670
2

21

17.3

1,160

22

22.6

1,500
50
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３ 基本目標３
基本目標３ 【低炭素社会の
低炭素社会の形成】
形成】 “地球環境の
地球環境の保全に
保全に取り組む快適なまち
快適なまち”
なまち”
ＣＯ２排出量の削減については、地球全体での持続可能性が問題となり、日本全体では家庭部門
における削減の進展が課題となっています。そのような状況をふまえ、戸建住宅を中心とする二宮
町においては、低炭素社会の形成に向けたさまざまな取組が可能と考えます。
また、豊かな自然に恵まれている本町において、自然の恵みに感謝するとともに、時に自然の力
は災害の脅威にもなることから、自然や地球環境を意識したライフスタイルの転換を図っていきま
す。
〈基本的施策３－１〉 省資源・省エネルギー活動の促進
日常生活での省資源や省エネルギー化を進め、家庭や事業所などでの CO2 の排出を削減して
いきます。
特に、移動の際には自転車や公共交通など、地球環境に配慮した交通手段の利用を進めていき
ます。
〈主な事業等〉
〇ムダな電力消費等の節約
〇公共交通（バス）サービスの点検・活用

〈基本的施策３－２〉 自然エネルギーの活用
太陽エネルギーなど、二宮町の地形や住宅地の特性などを活かした自然エネルギーの導入を促
進します。
公共・公益施設等での実験的実施など、自然エネルギーの導入に向けた先導的な取組について
検討します。
〈主な事業等〉
〇ソーラーパネル設置への補助
〇自然エネルギーに関する情報収集・提供

〈基本的施策３－３〉 緑化や雨水利用などによる環境の保全
建築物の屋上や壁面の緑化による地球温暖化対策、敷地内での雨水浸透や雨水の有効利用等に
よる地下水の涵養など、地球環境の保全に向けた取組を進めます。
日常生活での身近な緑や水を大切にすることにより、地球環境の保全に向けた意識を醸成し、
取組を広げていきます。
〈主な事業等〉
〇屋上・壁面緑化の促進
〇花いっぱい運動の推進

9

〈基本的施策３－４〉 環境保全による安全で健康なまちづくり
自然に感謝し、自然からの恵みだけでなく、大規模災害等における減災の視点から環境保全の
取組を進めます。
こうした取組を通じて、自然と人間との関わりを捉え直し、安全で健康なまちづくりを進めま
す。
〈主な事業等〉
〇海岸の松林や里山の斜面林の保全
〇道路の側溝の清掃（集中豪雨対策）

〈基本的施策３－５〉 快適な生活環境の向上
大気汚染や悪臭、騒音などへの対策を行うとともに、二宮町の特長である空気がきれいで風通
しの良い快適な生活環境の向上に努めます。
また、緑豊かな街並みなど、環境面からのまちの景観形成を進めます。
〈主な事業等〉
〇公害防止対策事業（大気騒音測定）
〇地域美化活動の推進
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15

23

53

22
9

22

27
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二宮町環境基本計画

第２回策定部会【生物多様性部会】

日

時：平成 23 年 8 月 20 日（金）10：00～12：00

場

所：二宮町役場 第２会議室

主な意見

出席者：野谷委員、三橋委員、西山委員（以上、環境審議会委員）
宮下班長（都市整備課公園緑地班）、下條班長（経済課産業振興課班）志賀班長（生涯学習課
生涯学習班）
事務局：筑紫課長、生井班長、小嶋（以上、生活環境課生活環境班）
黒崎（アルパック）
１

「１．吾妻山の保全と魅力の向上」について
〇吾妻山の魅力向上については、誰にとっての魅力の向上なのか、よく考える必要がある。
○普段、吾妻山に登っている町民は健康づくりがほとんどである一方、観光に来た来街者からは階段
がきついとの苦情が寄せられる。吾妻山に登る道路を広くするためには山を削ることになり、自然
の保全に反してしまう。
〇観光振興か、環境保全かといった背反する立場に立ってしまうことのないよう、総合計画や関連計
画と環境基本計画との整合を図る必要がある。
○吾妻山については、観光で楽しめる区域と自然を残す区域とに分けることが大切だと思う。例えば、
中里方面は、水はけや日照も良くないため、農地として貸そうとしても難しい面があるが、自然を
残す区域として保全していくことが考えられる。
○樹木の保全について、案内板プレートは樹木の名称だけでなく、もう少し踏み込んだ説明があると
自然に親しむことにつながり、よいと思う。
○自然観察会から、材料となる木材を提供してもらえれば、樹木の説明を彫って掲げるという申出を
受けており、この申出を進める方向で検討している。
○吾妻山全体の魅力には、観光客に楽しんでもらう魅力もあり、保全すべき魅力もあり、バランスに
考慮すべき。
○【大柱】基本目標Ⅰの「生物多様性の保全」のなかで吾妻山を位置づけるのであれば、観光客にと
っての魅力向上は直接には結びつかない。生物多様性の保全を基本としつつ、観光客にとっても利
用しやすいように配慮することが基本的な考え方であると思う。

２

「２．丘陵地や谷戸などの保全」について
○昔の打越地区は、春の小川のイメージで、中里地区も緑が丘団地ができる前まではホタルの里であ
った。
○炭焼きの人たちによって田の保全活動が進めてられているが、炭焼き公園を拠点として小さな公園
を周囲につくることも考えられるのではないか。
○公園の整備というよりも、下草刈りやトイレ整備などの最低限の整備をおこなうことがまずは必要
と思われる。
○ふれあい農園でコンポストを設置による堆肥化や、農家による貸し出しは、特定農地貸付法を活用
した取組であり、経済課で実施しているのは、環境保全というよりも農地の保全の観点からの事業
である。
1

○遊休農地は、借り手が有機農法等による耕作をした場合、農地に雑草ばかり目立つため、隣接する
農家からクレームが出て、貸し出しを渋る農家もある。
３

「３．水と親しめる葛川の再生」について
○20 年前に比べると、下水道の整備による効果が大きく、確かに川の水質は改善され、きれいになっ
ている。ただし、アンケート調査の結果から、町民は葛川を重視しており、これを受けて一歩進め
た事業等【小柱】を出したい。
○葛川については、家庭からの排水が問題である。廃油を固めても、下水に流している人もいる。
○葛川については、水質改善に加えて、人と水が親しめる空間として活用すること、生物調査、川に
親しみをもてるようなイベントの開催などが考えられる。
○夏休みに町内を４つの地区に分けて廃油を回収して石鹸をつくるイベントをおこなっているが、子
どもたちにとって夏休みの課題等にも利用されて好評を得ている。
○子どもたちが葛川に入って危ないといった苦情が保護者からでることがあるが、実は保護者自身も
葛川に入ったことのない人が多いと思われる。

４

「４．二宮海岸の保全と魅力の向上」について
○葛川と同様に、人と海との関わりといった視点から事業等【小柱】を検討することも考えられる。
眺める自然、触れる自然、一緒に汗を流す自然、味わう自然など。
○海岸のごみ拾いや地引網、朝市などの取組を広げていくことが考えられる。
○海から海岸を眺めることも考えられる。潮が高く泳いで沖まで出るのは危険だが、定置網の漁船な
どに同乗して、沖から海岸や町を眺めると二宮町のよさを実感できると思う。

５

「５．良好な自然を象徴する動植物の保全」について
○都市整備課では保存樹木に対して、生涯学習課では指定文化財として、それぞれ補助金を交付し、
保全保護の支援を行っている。
○町全体の自然マップ（樹木、魚、虫などを記載）を作成するとよいと思う。
○家庭で気軽に楽しんで取り組めるような、町民にとって親しみやすい事業等【小柱】があるとよい。
○二宮町名産の落花生を活かした取組や、最近静かなブームとなっているミツバチを飼う（受粉によ
り花が増える）ことなどが考えられる。
○最近増えている家庭の庭の紫陽花などを、オープンガーデンのように庭を開放することで、環境意
識が高く開かれた町としてイメージアップが図られ、菜の花のシーズンとは異なる季節の観光にも
つながると思われる。
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二宮町環境基本計画

第２回策定部会【循環型社会部会】

日

時：2011 年 8 月 12 日（金）14：00～16：00

場

所：二宮町役場 第１会議室

主な意見

出席者：藤田委員、露木委員、亀井委員（以上、環境審議会委員）
和田班長（生活環境課環境衛生センター班）
、北川指導主事（教育総務課指導班）
、生井班長（生
活環境課生活環境班）
事務局：筑紫課長、小嶋（以上、生活環境課生活環境班）
黒崎（アルパック）
１

「１．ごみの発生・排出抑制」について
〇庭付きの戸建住宅が多い二宮町の特色を活かして、家庭で出た生ごみ等を堆肥化して自宅の植物用
の堆肥として利用することが考えられる。堆肥を農家が使うときには品質が問題になるが、自宅で
消費したり市民農園で活用することが考えられないか。
〇生ごみ処理機の補助金額は最高で２万円であり、利用者が徐々に増加している。また、生物多様性
確保の観点からも、遊休農地の活用が望まれる。町民と農家をつなぐなど、町が仲介する仕組みも
考えられる。ただし、遊休農地の町民の利用については、身元の確かな人を町が仲介して紹介する
必要があるため、成立したのは１件のみである。
〇コンポストの普及については、においや虫などへの対応が必要。200 戸程ある大規模なマンション
でモデル的に大型処理機を設置して堆肥化を試みたが、においに対して住民からの協力を得るのが
難しかったことがある。
〇コンポストによる堆肥は、においや虫のこともあり移動させることが難しく、自宅で埋めるのが一
般的と思われる。
〇町内の給食センターや福祉センター等で、調理ごみをコンポストによって堆肥化して、敷地内の庭
づくりなどに利用することも考えられる。
〇給食センターでの堆肥化は実施しており、花壇での利用は可能と思われ、植物を栽培して調理する
といった循環もできるとよい。
〇家庭だけでなく、ＮＰＯや農家、ＪＡ、商店街、商工会、企業、学校、行政など、さまざまな主体
が連携して地域全体の循環と活性化につながっていく仕組みが必要である。
〇例えば、「ごみゼロ」の学校をモデル事業として取り組むことができるとよい。教育委員会が押し
付けるのではなく、意欲的な学校の取組を町がモデル事業として応援し、町内外に紹介していくよ
うな動きがあるとよいと思われる。

２

「２．リユース・リサイクルの推進」、「３．ごみの適正な処理・処分」について
〇環境基本計画で目標値として、ごみの排出量５０％削減、リサイクル率●●％といった目標を定め
るか否か。
〇現在、パブリックコメント中の「平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画（案）平成 23
年８月」では、ごみ減量化の目標値や資源化率の目標値を掲げている。ただし、現在、二宮町では
ごみの分別を細かくしているためリサイクル率は高いが、広域処理になると平塚市に分別方法に合
わせることになるため、経費は削減される（約５億円/年）がリサイクル率は低下するというジレ
1

ンマがある。ごみを焼却しても何も生み出さないが、その経費が節減できれば、道路整備など他の
事業に振り当てることができるという考え方もある。
〇リサイクル法の適用外のごみをリユース・リサイクルする事業を盛り込むとよいと思う。広域処理
になったとしても、二宮町ががんばっている点を近隣市町村等に対してアピールしたい。
〇リサイクルセンターについては、平塚市で処分しきれないペットボトルを二宮町で担うことになっ
ている。
３

「５．地産地消の促進」について
〇町内の農家をヒアリングしたところ、低農薬による栽培はかなり実施されている。
〇学校では、給食を食べ残さないように、すでに指導している。
〇（仮称）食べ残しゼロ運動については、地産地消や食育とも連動できるとよい。

４

基本目標Ⅱの全体に関して
〇【大柱】基本目標にキャッチフレーズがあるとよい。例えば、「バイオマス

タウン

にのみや」、

「もったいないの精神・・・」など。
〇町内で地裁地消を実施しているレストランなど、ユニークな取組をおこなっている店舗や環境面で
がんばっている学校、企業などを環境基本計画のなかでコラム的に紹介できるとよい。
〇ごみについては、広域化を検討しているだけに、二宮町独自の目玉となる事業を盛り込みづらい面
がある。
〇【大柱】基本目標Ⅱの循環型社会の実現について、【小柱】事業等の目玉をあげるならば、農業と
の連携、堆肥化の促進、地産地消といったところになると思われる。
〇町民がこの環境基本計画を読んだ際に、取り組んでみようと思うような手軽で身近な事業等【小柱】
があるとよい。
〇行政計画のなかで、環境基本計画は特に施策の体系は美しいが、身近な取組を盛り込みづらい面が
ある。二宮町の特性であるコンパクトな町を活かして、コンパクトなサイクルで考えることが必要
と思われる。「コンパクト

タウン」をキーワードとして、これまでの「ベッドタウン」から「住

まうまち」へと転換していくことを上手く捉えて、町内の地域ごとの取組につながるような事業等
【小柱】があるとよい。
〇地域ごとの取組といった際に、地名よりも、里地・農家集落・戸建住宅団地・山・海辺といった地
域特性を意識した事業等【小柱】があるとよい。
〇亀井委員から提案のあった「地域循環型農業モデル事業」については、一旦事務局で受け取ったう
えで、体系のなかの【小柱】事業等に反映する形で整理する。
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二宮町環境基本計画

第２回策定部会【低炭素社会部会】

日

時：平成 23 年 8 月 10 日（水）14：00～16：00

場

所：二宮町役場 公室

主な意見

出席者：渡辺委員、鈴木委員、土谷委員、野谷委員（以上、環境審議会委員）
林班長（企画財政課企画調整班）、黒石班長（公共施設課営繕検査班）
、宮嶋班長（都市整備課
計画指導班）
事務局：石井部長、生井班長、小嶋（以上、生活環境課生活環境班）
木藤（アルパック）
１

「１．省資源・省エネルギー活動の促進」について

（１）自転車利用の促進について
○住んでいる場所によって、バス利用よりも自転車利用の使い勝手がよい場合もある。
○自転車利用を促進するためには坂道や道路の狭さ（構造上）、駐輪場も問題が大きい。
○電動アシスト自転車の助成は財源の問題があるのでなかなか進まない可能性が高い。例えばレンタ
ルやモニターなどの形で利用できるとよい。
（２）渋滞対応・公共交通について
○町の活性化と環境は両立しにくい面がある。町民からも便利なまちに住みたいという意見が多い。
交通機関の充実は、町だけでは達成できない。県や近隣市町村と歩調を合わせる必要がある。
○東海道線のアクティ（快速）が停まるようにとの要望があるが、利用客が辻堂と比べると少ないの
で難しい。
○朝晩の通勤通学の渋滞解消はバスの有効活用が基本になる。
○二宮駅の朝晩は、町民以外（中井町、大磯町、小田原市）の人たちも通勤通学に利用している。町
だけでなく周辺市町村への普及啓発を図る必要がある。来年度、町で予算化できればモビリティマ
ネジメント施策に取り組む予定である。秦野市もモビリティマネジメントを実施している。
○中井町との連携は重要なテーマになる。県の地球温暖化防止推進員が中井町にはおらず連携がとり
にくいこともあった。財政的に豊かなこともありなかなか連携が難しい面がある。
○モビリティマネジメントは一つの取組として考えられる。交通の視点だけでなく、環境の視点から
も重要なことなので位置づけられるとよい。
○サイズダウンしたバスの実現性は民間の採算性との兼ね合いになる。その辺りも含め町として今後
公共交通の活性化計画をつくる予定である。そこには民間バス会社やＪＲ、タクシー会社等も入る。
○バスは通勤通学の時間帯は採算がとれるが昼間は難しい。コミュニティバスの巡回型ではなく、直
線で目的地に行けると利用率が高まる可能性はあるが、二宮町のコミュニティバスは元々採算がと
れなくて廃止になりそうな路線を救うために実施しているので難しい。
○小柱の「公共交通サービスの維持」は「バス路線」という文言を削除する。維持というよりは公共
交通サービスの活用や点検という話である。
２

「２．自然エネルギーの活用」について
○ソーラーシステムを公共施設に設置することは町の財政的に難しい。
○ＮＰＯから町への提案として、地域の集会場の建替え時に町民からの寄付や資金集めをＮＰＯが行
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い、その資金でソーラーシステムを設置する話がある。管理面など課題はあるが、町民と町の協働
の取組につながる。茅ヶ崎市で実際に取り組んでおり基金をつくっている事例がある。
○茅ヶ崎市の事例は実現までに約 10 年かかっている。二宮町（約３万人）と茅ヶ崎市（約 24 万人）
の人口規模も考慮に入れないと難しい。
○自然エネルギーの活用は新しい県知事も促進するという話である。県の補助制度など積極的に活用
できるとよい。
○ソーラーシステム等の工事自体が大手メーカーではなく、地元の電器屋などの仕事になるとよい。
○公共施設に基金等を集めてソーラーシステムを設置する際、学校に設置したほうが基金も集まりや
すいと思うが、学校に導入する場合は建物の耐震性上の課題もクリアする必要がある。
○二宮保育園にソーラーが設置されている。基金を集める以外の方法もあるのではないか。
○ソーラーの設置は、公共施設の設置と一般家庭や事業所に導入していくというふたつの取組になる。
一般町民への設置補助は６月議会でも補正予算をとっている。計画自体にお金がついてまわること
をどの程度記載するかは検討が必要である。
○ソーラーパネルを設置すると売電収入が得られる。昼間利活用が少ない施設こそ設置できるとよい。
ソーラーパネルを普及するためには、設備の使用期間やコスト、効果的な太陽光の確保（パネルの
向き等）などの情報をＰＲしていくとよい。個人住宅でも売電収入がどのくらいになるか数字で見
えるとよい。
○ふたみ記念館のソーラーパネルは最新式。今後、公共施設を検討する際はソーラーシステムの設置
を検討することになると思われる。
○ソーラーパネルの設置は耐震など建築構造にも配慮する必要がある。町役場で町民に情報提供でき
る窓口があるとよい。
○ソーラーパネルの補助申請は、以前新築が多かったが３月 11 日以降既存住宅の申請も増えている。
○町民だれもがソーラーパネル等の情報に触れられるように、公的機関から積極的に情報を発信する
とよい。
３

「３．緑化や雨水利用などによる環境の保全」について
○遊休農地の利活用を進めることが農業者の確保や生産性にもつながる。
○個人住宅を生け垣にしている住宅もかなりあるが、建て替えるとブロック塀になることが多い。緑
化の推進よりも保全（維持管理）が大事である。
○町内で生け垣が美しい地区をモデル地区にしたり、コンテストを開催することも考えられる。
○各戸で緑化を進める際、剪定枝の処理の問題がある。今後、ごみの広域処理化が進むので調整が必
要である。町には剪定枝処理施設をつくる予定なのである程度融通がきく可能性もある。地元に対
してのメリットとして剪定枝の処理ができるとよい。
○緑化の部分で街並みの話を含むことも考えられる。
○降雨量が多い際の雨水の管理について、二宮町の地形的な問題もあるが災害時に上手に雨水を流す
ことができるよう進める必要がある。

４

「４．環境保全による安全で健康なまち」について
○ミニ開発のようなことが進むと保水能力が下がるなど環境を保全するためにも土地利用をきちん
とする必要がある。
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○透水性舗装、雨水浸透、公共下水道に接続できる場所にミニ開発するよう指導もしているので一概
には言えない部分がある。
○集中豪雨の際の都市設備の充実やメンテナンスについては、側溝をきれいにするなどまちの美化に
つなげた取組が考えられる。
○町民への普及啓発として、自分たちが住んでいる場所や地域がどのような土壌で周辺に何の施設が
あるのかなどを環境や防災の視点から周知できるとよい。例えば、化学薬品の工場などの情報や各
家庭の石油タンクなどの情報公開。
５

「５．快適な生活環境の向上」について
○環境モニタリングや大気質モニタリングは県の事業であるが、町村に権限委譲の話があり、今後担
当課で取り組む内容が変わる可能性がある。
○屋外燃焼行為による被害の防止は普及啓発であるが、実際に個別対応し、きちんと説明することで
止めてくれる傾向が高い。
○悪臭や騒音などの感覚公害は、日頃のご近所のお付き合いをしておくことが大事である。日頃の付
き合いがないと敏感になってしまうケースが多い。
○環境がよくなったことを数値だけでなく肌で実感できるとよい。例えば、葛川に昨年よりもハヤの
群れが多いこと、子どもが川で遊ぶ姿が見られるようになったことなど。
○生活関係の不法投棄などに対し美観維持という視点が入るとよい。通行人が生け垣に空き缶を突っ
込むなどマナーが悪く、生け垣を止めたいと考える人も出てきている。美化という視点が大事であ
る。実際にきれいになることの実感が大事である。
○地域全体で美化、捨てた人自身にきれいにしてもらうような仕掛けができるとよい。
○葛川サミットの活用のほか、将来的には河川再生法による地元住民の意見を取り入れた改修も視野
に入れることが考えられる。
○農協レベルで屋外燃焼の防止キャンペーンなどにより周知徹底を図ることも考えられる。

６

その他について
○吾妻山の環境を守ることと観光における歩道のバリアフリー化について、役所は縦割りで整備する
部門が違う。国等の補助制度でも環境とバリアフリーの中間に当てはまる補助はない。
○吾妻山は環境面と観光面の両立が必要になる。例えば、メインの部分は観光主体で場所ごとに環境
保全ゾーンを設けるような考え方もある。

７

計画全体などについて
○環境の視点と経済の視点が相互にぶつかり合う部分をどのように調整するか、今後、他の部会とも
方向性の確認が必要である。前回の他部会の意見まとめも確認しながら検討できるとよい。
○今回の環境基本計画自体、環境と経済がバッティングする可能性のあるエリアごとに環境保全ゾー
ンなどが考えられるとよい。
○計画を運用していくなかで、環境と経済の視点でバッティングの可能性のある中身について、町民、
行政、事業者等が一堂に介して話し合い、施策の提案などができるような場を設けられるとよい。
○具体的な目標、指標の設定は必要である。ただし、ある程度は全体として運用しやすいよう総合的
に進めることで達成していくような表現があってもよい。
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二宮町環境基本計画 計画の推進方策について
１

２

基本的な考え方
（１）町民・事業者・町の連携と協力による計画の推進

◆計画推進の実効性

（２）日常生活でのきっかけづくりと取組の継続

◆運動としての継続性

（３）多世代・各地域による参加者の裾野の拡大

◆二宮町への愛着の醸成

策定部会での議論の主な論点
（１）生物多様性部会
①自然環境保全と魅力向上のバランス
〈例〉 吾妻山の動植物の保全と観光に来る来街者の利便性（ルートの整備等）をどの
ように折り合いをつけて、町民参加を促すか。
②遊休農地の活用
〈例〉 遊休農地の活用に向けて、農地所有者と農業体験希望の町民との良好な関係づ
くりをどのように進めるか。
③町民が日常的に自然と接する機会
〈例〉 葛川の親水化、二宮海岸の保全、日常的に動植物と接する機会等をどのように
つくるか。
（２）循環型社会部会
①ごみの広域処理と二宮町独自の取組
〈例〉 広域処理に移行し資源化率は低下するが、二宮町独自の身近な取組としてどの
ような取組が考えられるか。第２の水分ひとしぼり運動
②地産地消に向けた町内流通
〈例〉 町内の飲食店等で地元産品の取扱量を増やしたり、学校や給食センター等での
モデル事業としてどのような取組が可能か。
③地元産品に関する興味や関心の喚起
〈例〉 地元の農産物、海産物の特色や出荷時期など、地元産品に関する町民の興味や
関心をどのように喚起していくか。
（３）低炭素社会部会
①公共交通や自転車の利用促進
〈例〉

道路拡幅が財政的に難しいなか、駅前の渋滞や歩行者の安全性確保に向けて、

公共交通（バス）や自転車の利用促進をどのように進めるか。
②太陽エネルギーの利用促進
〈例〉 戸建住宅が多い二宮町の特性を活かし、各家庭での太陽エネルギーの利用促進
に向けて、どのようなインセンティブが考えられるか。
③環境保全と減災対策
〈例〉 人間と自然との付き合い方をつうじた減災対策として、町民参加でどのような
取組が可能か。
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３

計画推進のポイント
（１）環境活動への参加のハードルを下げる

きっかけづくり

①普段の日常生活での参加が可能な取組をＰＲする
〈取組例〉 水分ひとしぼり運動
ごみ出しの際の清掃
②楽しんで参加できるようにする
〈取組例〉 スポーツや趣味との融合
清掃活動などのイベント化
（２）環境活動への参加の裾野を拡げる

仲間づくり

①参加の機会やチャンネルを増やす
〈取組例〉 活動団体の取組の紹介
「（仮称）にのみやジュニア

エコクラブ」

②各世代に応じた取組を奨励する
〈取組例〉 小学生：夏休みの宿題の自由研究
高齢者：ペットの散歩とごみ拾い
（３）環境活動への参加の継続性を保つ

運動づくり

①誇りを培う
〈取組例〉 表彰制度の活用
環境活動の発表会の開催
②コアとなる人材や団体を育成する
〈取組例〉 環境ＮＰＯ団体の創設
地域の専門家の発掘
４

現行計画での計画推進に該当する事業
事業名

現行計画NO

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
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)
※ 環 境保 全 に 取 り 組 む 団 体 への支
への 支 援
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）
「にのみやの環境」による情報提供

環境衛生センター施設公開
ごみ処理に関する情報提供
町民参加による自然観察会・環境教育
総合的な学習・環境教育（社会科）
地球環境問題に関する情報提供と環境教育の推進
学校教育において外部専門家を派遣する
水の循環を知るための環境教育
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
ふれあい農園事業

2

８（１）②
８（２）①
８（２）③
９（１）①
９（３）②
９（３）③
１０（２）②
９（３）④
９（３）①
5（2）③
5（2）④
１０（１）①
１０（１）③
１０（１）⑤
１０（１）⑦
４（１）①
１０（１）⑥
１０（２）①

二宮町環境基本計画 計画書の構成目次（イメージ）について
現時点で考えている計画書の構成目次は、次のとおりです。
今後、計画内容を検討していく過程で修正することもあります。
【計画書の目次構成（イメージ）】
第１章 計画の趣旨

【３～４頁】

【概

要】

１－１

現行計画の計画期間

１－１ 計画改定の背景

１－２

計画の目的等について記述。

１－２ 計画の趣旨

１－３

上位計画や関連計画での位置づけを図示。

１－３ 計画の位置づけ

１－４

平成２４～３４年度（総合計画の計画期間
に合わせる）

１－４ 計画の期間

第２章 環境の現状と課題

【８～10 頁】

２－１

環境を巡る国内外の主要動向について、
第１回環境審議会提出資料をもとに記述。

２－１ 環境を巡る動向
２－２ 二宮町の環境の現状と課題

２－２

環境データ集をもとに各項目を記述。

第３章 基本理念

３－１

現行計画の「望ましい環境像」を基本理念

【２～３頁】

３－１ 基本理念

として踏襲する。

３－２ 基本目標

３－２

３つの【大柱】を解説する。

第４章 施策の展開 【20～25 頁】

４－１

施策の体系（基本目標－基本的施策－主な
事業）を表示。

４－１ 施策の体系
４－２ 施策の展開

４－２

基本的施策の解説、主な事業の紹介。

４－３ 重点施策

４－３

重点施策の解説。

第５章 計画の推進方策 【５～６頁】

５－１

連携と協力による取組の仕組み等について
解説。

５－１ 連携と協力による取組
５－２

５－２

今後の検討をふまえて柱を立てる。

５－３

５－３

今後の検討をふまえて柱を立てる。

参考資料 【５～10 頁】
１

用語解説

２

諮問・答申

３

策定の経緯・委員名簿

４

町民アンケート調査結果の概要

