平成30年2月8日
平成29年度 第２回二宮町環境審議会：資料１

二宮町第２次環境基本計画中期実施計画

基本施策

1-1 吾妻山
の保全と魅
力の向上

1-2 丘陵地
や谷戸など
の保全

1-2 丘陵地
や谷戸など
の保全

取組み・事業等

①公園等管理運
営事業・公園等
維持整備事業

③ふれあい農園
事業

④遊休・荒廃農
地対策事業

平成28年度進捗状況一覧

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

・里山保全のため、園内の樹木等の
自然環境の保全と観光拠点 都市部
としての調和を図るため、 都市整備 維持管理作業を実施する。
施設や設備を充実させるた 課
めの整備を行うとともに植
生、動物の生息状況に応じ
た公園管理をする。

農地の荒廃化防止の為に町 都市部
が借りた農地を「特定農地 産業振興
貸付けに関する農地法等の 課
特例に関する法律」で農業
委員会の承認を受け「二宮
町ふれあい農園事業実施要
綱」により、町民へ１区画
面積20㎡～30㎡を貸し出
す。（作付は、野菜と草
花）

農業の担い手不足により、遊
休・荒廃農地が増加しているこ
とから、新規就農者や、市民農
園規模以上に本格的な農業に取
り組む「かながわ農業サポー
ター」など、新たな担い手の受
け入れを積極的に行い、遊休・
荒廃農地の解消と農地の保全に
努める。
また、有害鳥獣の被害に合い
にくく、一般の果樹より手もか
からないと言われているオリー
ブの普及栽培を進める。

・ふれあい農園の維持管理のほか
に、農園利用者に対し栽培講習会を
開催することで、周辺環境に配慮し
た耕作となるよう促す。
生ごみ処理機の導入促進事業と連携
する。

農業委員 ・農地の利用状況調査を実施し、農
会事務局 地の有効利用を図る。
・遊休・荒廃農地の解消を図るた
め、農地の利活用を予定している者
に対して再生に伴う経費を補助し、
農業の再生に取り組む。

平成28年度
取組み状況

・シルバー人材センターによる園内
の樹木等の維持管理を適切に実施。

・ふれあい農園の維持管理を実施。

・平成28年8～10月にかけて農業委員
を6班に分け農地利用状況調査を実
施。
・調査の結果により遊休・荒廃化し
ている農地の所有者に対して農地の
利用意向調査及び指導を実施した。
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環境審議会意見（h28）

事業の目標値である公園来場者数が
増加傾向であることを踏まえ、「実
施計画（中期）」の途中であっても
目標値の上方修正を考えてもよいと
思います。

農業と福祉の連携に加えて環境の視
点も取り入れた「農福環連携」を今
後の取組みとして検討してはどうで
しょうか。

オリーブの植栽、拡充を継続して行
い、販売のサポートをより一層充実
させてほしいと思います。
また、オリーブの植栽と農地貸付の
拡充をマッチングするほか、近隣市
町の他の取り組みと連携を図っては
どうでしょうか。

町の対応（h28）

・菜の花ウォッチング期間中の土、
日、祝日の天候により、年間来園者
数が大きく変わるため、概ね3か年の
平均で35万人を超えることを目標に
しております。よって、目標値の変
更は行いません。

・環境との連携は、区画利用者へ案
内を送付する際に生ごみ処理機補助
金の案内を同封することで実施して
います。そのほか連携が可能であれ
ば取り組んでまいります。

・オリーブの植栽・拡充について
は、苗木の補助や、町商工会等と連
携し新漬用果実の集荷案内等を行っ
ています。また、他市町との連携に
ついては、県や近隣市町及び農業者
や商工業者で構成された協議会にお
いて引き続き連携しながら、遊休荒
廃農地対策の一つとして、オリーブ
栽培の促進及び普及啓発を行ってま
いります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

350,000人

A

340,000人

356,900人

106区画

A

106区画

106区画

0.4ha/年

B

0.4ha/年

0.37ha/年

基本施策

1-4 二宮海
岸の保全と
魅力の向上

1-4 二宮海
岸の保全と
魅力の向上

2-1 リ
デュースの
促進（ごみ
の発生や排
出の抑制）

取組み・事業等

②松の保全事業

③朝市や地引網
等による二宮海
岸の魅力向上

①ごみ減量化推
進事業

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

松くい虫被害予防のための 都市部
・松枯れ防止薬剤の注入および、松
薬剤の注入、被害木の伐倒 産業振興 くい虫被害木の伐倒により、海岸周
を行い、松を保全すること 課
辺の松の保全に努める。
により、災害の抑制につな
げる。

朝市や地引網などを通じて 都市部
町内外問わず多くの人に二 産業振興
宮海岸の良さを知ってもら 課
う。

広報等を通じて将来ごみと 都市部
なるようなものを無駄に買 生活環境
わないこと（発生抑制： 課
Reduce）の啓発を行う。

・「海の朝市」開催にともなう、広
報および、町のホームページ（フェ
イスブック）掲載によるPR支援。観
光地引網について問合せ時の斡旋。

・広報、ホームページ、イベント等
によって、ごみ発生抑制（Reduce）
の啓発を行う。
・ごみ減量化推進協議会で生ごみの
リサイクルチェーン、リデュース施
策等について検討、計画、検証を行
う。
・地域環境推進員を通じて、ごみ減
量化施策を地域に普及させる。
・環境学習により、リデュースの重
要性を伝える。

平成28年度
取組み状況

・被害木伐倒（なし）、薬剤の注入
（330アンプル）を実施。

・漁業協同組合と連携し、海の朝市
の開催等の周知を町ホームページ、
広報、facebook
を活用し行った。
・観光協会を中心に観光地引網の斡
旋を行った。

・平成28年度の1人1日当たりのごみ
排出量は843gだった。（ごみ総排出
量ｔ）
・広報６月号で「生ごみ処理機」で
のごみ減量を、９月号に「ごみの分
別」に関する記事を掲載した他、環
境づくりフォーラム展及びふるさと
まつりにおいて展示等による啓発を
実施した。
・ごみ減量化推進協議会において、
リデュース施策等に関する検討を実
施した。
・地域環境推進員会議において、ご
み減量化施策に関する地域への普及
を依頼した。
・小学生を対象に「エコライフに
チャレンジ」を配布し、リデュース
の重要性に関する啓発を実施した。
（夏休み7月、冬休み12月）
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環境審議会意見（h28）

様々な理由から植樹を行うことが難
しいことは分かりますが、松は町の
シンボルの１つであり、二宮海岸の
松林を後世に引き継ぐためにも伐倒
後の植樹を担保する施策の検討を
行ってはどうでしょうか。

目標としている町のホームページへ
の朝市情報掲載に対するアクセス等
の件数（フェイスブックでの「いい
ね」の数）を達成しており、広報の
効果が出ていると考えられます。次
年度目標は、今年度実績を踏まえて
積極的に設定し直してもよいと思い
ます。

ごみ減量化の推進を図るため、多方
向から働きかける取組みを検討して
はどうでしょうか。例えば、「各地
区長」と「地域環境推進員」の２つ
の方向からの啓発を行うことで、住
民に対する周知がより推進されると
思います。

町の対応（h28）

・地権者の理解が得られない等の理
由から平成27年度以降は新規の植樹
は行っていません。植樹について、
地権者の理解や維持管理の課題もあ
ることから、伐倒後の植樹の担保は
困難ですが、植樹可能な場所への植
樹は必要に応じて検討してまいりま
す。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

330アンプル

B

330アンプル

330アンプル

50件

B

30件

74件

821.4ｇ/人・
日

B

830.8ｇ/人・
日

843g/人・日

・目標値については、実績等を踏ま
え検討してまいります。

・「地域環境推進員」や「地区長連
絡協議会」の協力のもと、回覧等を
通じた町民への意識啓発を働きかけ
てまいります。

基本施策

2-1 リ
デュースの
促進（ごみ
の発生や排
出の抑制）

2-2 リユー
スやリサイ
クルの促進

2-3 ごみの
適正な処
理・処分の
推進

取組み・事業等

②水分もうひと
しぼり運動

④グリーン購入
の推進

①二宮町一般廃
棄物処理基本計
画の策定・推進

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

・ごみゼロキャンペーン、環境づく
広報等により、水分もうひ 都市部
としぼりの啓発を行い、生 生活環境 りフォーラム展等で水分もうひとし
ぼり運動を実施する。
ごみの水分量を減らす。 課
・地域環境推進員会議にて水切りの
重要性を推進員に伝え、地域にお知
らせしていただく。
・広報、イベント等において、水分
もうひとしぼりのＰＲを行う。

「国等による環境物品等の 都市部
調達の推進等に関する法 生活環境
律」に基づき、環境への負 課
荷の少ない環境物品の調達
を推進する。

循環型社会の構築に努める 都市部
ため、廃棄物の処理及び清 生活環境
掃に関する法律第６条に規 課
定する一般廃棄物処理基本
計画を改訂・推進する。

・平成28年度環境物品等の調達の推
進を図るための方針を作成する。
・小学生向けチラシ「エコライフ
チャレンジ」において啓発する。

・本計画に基づき、ごみ減量化施策
を実施する。
①1人1日当たりのごみ総排出量
830.8ｇ以下
②可燃ごみの削減率 平成18年度比△
27.6％以上
③資源化率 39.3％以上
④埋立率 1.9％以下
一般廃棄物処理基本計画を改訂す
る。

平成28年度
取組み状況

環境審議会意見（h28）

・平成28年度の水分率は57.8%だっ
た。
・水分もうひとしぼりのＰＲについ
ては、環境づくりフォーラム展及び
ふるさとまつりにおいて、水切り
ネットを無料配布し、展示等による
啓発を実施した。また、地域環境推
進員に水切りでのごみ減量のチラシ
を作成し配布依頼をして、啓発をお
こなった。
・その他、水分率を分析する際の調
査方法について、対象となるごみの
回収曜日や時間、調査日の天候等を
統一するよう考慮した。

ごみの減量を目的としている事業で
あるため、「ごみの水分率」と「ご
みの排出量」の関連性を調査して取
りまとめを行ってほしいと思いま
す。
また、水切りネットを販売棚に並べ
る際にごみ袋の横に置いていただく
等、町指定ごみ袋の販売協力店に働
きかけることなども必要だと思いま
す。

・平成28年度のグリーン購入に関す
る啓発回数は2回だった。
・二宮町環境物品等の調達の推進を
図るための方針（グリーン購入の促
進を図るための方針）の平成28年度
版を作成した。
・小学生を対象に「エコライフに
チャレンジ」を配布し、グリーン購
入に関する啓発を実施した。（夏休
み7月）

事業計画で小学生向けチラシの作
成・配布が予定されていますが、小
学生の人数が減少してきているの
で、中学生にも働きかけてはどうで
しょうか。

・平成28年度の一般廃棄物処理基本
計画に基づく計画目標達成率は0％
だった。
①1人1日当たりのごみ総排出量
841.89g 未達
②可燃ごみの削減率（平成18年度
比） △19.7％ 未達
③資源化率 36.0％ 未達
④埋立率 0.9％ 達成
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B評価となっていますが、目標として
いる「1人1日あたりのごみ総排出
量」、「可燃ごみの削減率」、「資
源化率」、「埋立率」の４項目の
内、「埋立率」以外の３項目が達成
できていないことから、C評価とする
のが妥当ではないかと思います。

町の対応（h28）

・組成分析結果や収集実績をもと
に、「ごみの水分率」と「ごみの排
出量」の関連性について研究を行う
とともに、町のごみ指定袋販売店に
対し、水切りネットの販売や陳列へ
の配慮について働きかけてまいりま
す。

・現在、小学生を対象に配布してい
る「エコライフにチャレンジ」につ
いて、中学生も対象とした普及啓発
が行えるよう、中学校協力のもと、
中学生に見合った啓発内容を検討
し、広く児童生徒に働きかけてまい
ります。

・平成28年度に改正した「一般廃棄
物処理基本計画」に掲げる目標値に
合わせるとともに、未達成となって
いる「1人1日あたりのごみ総排出
量」、「可燃ごみの削減率」、「資
源化率」に関する各種施策について
さらなる推進を図ってまいります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

0.475

B

0.49

0.578

3回

B

3回

2回

100%

B

100%

25%

基本施策

2-3 ごみの
適正な処
理・処分の
推進

3-1 省資
源・省エネ
ルギー活動
の促進 、
3-2 自然エ
ネルギーの
活用

3-1 省資
源・省エネ
ルギー活動
の促進 、
3-2 自然エ
ネルギーの
活用

取組み・事業等

②ごみ置場散乱
防止対策（カラ
スネット配布）

③地球温暖化防
止運動の啓発

④エコカーの導
入（電気自動車
等導入検討）事
業

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

平成28年度
取組み状況

環境審議会意見（h28）

町の対応（h28）

現在目標値としている「職員の現場
対応件数」に加えて、「相談件数」
等も合わせ、事業目標に適した目標
値の設定を検討してはどうでしょう
か。
また、ごみの収集については、高齢
化社会による生活環境の変化を考慮
し、各家庭の前までごみの回収に伺
う「各戸収集」の実施を検討しては
どうでしょうか。コスト面や回収時
間等の問題はあるでしょうが、高齢
化対策にとどまらず、ごみの出し方
の住民モラルの向上にもつながる取
組みになると思います。

・ごみ置場に対するカラス被害の
「相談件数」の目標化に向け研究を
行ってまいります。
また、ごみ収集については、他課の
行うサービスと連携して高齢化対策
を図りつつ「各戸収集」について研
究してまいります。

さらなる省資源・省エネルギー活動
の促進を図るため、温暖化防止対策
に対して関心の無い人にも関心を
持ってもらえるような啓発方法を検
討する必要があると思われますの
で、例えば、「エコカーの導入（電
気自動車等導入検討）事業（3-1④）」のエコカー導入に伴う効果等
を示してはどうでしょうか。
また、「自然エネルギーに関する情
報収集・提供（3-1-⑧）」について
も、住宅メーカー等と連携してゼロ
エネルギーハウス等の普及啓発を行
うといった企業（事業者）間の連携
を図る等、新たな啓発を試みてはど
うでしょうか。
環境への負荷を軽減するた 政策総務 ・低燃費車を3台導入し、電気自動車 ・庁用車2台を低燃費車へ更新した。 さらなる省資源・省エネルギー活動
の促進を図るため、温暖化防止対策
め、公用車の買い替え等の 部 財務 の導入に向けた検討を行う。
に対して関心の無い人にも関心を
際は、低燃費車や電気自動 課
持ってもらえるような啓発方法を検
車等のエコカーを導入す
討する必要があると思われますの
る。
で、例えば、「エコカーの導入（電
気自動車等導入検討）事業（3-1④）」のエコカー導入に伴う効果等
を示してはどうでしょうか。
また、「自然エネルギーに関する情
報収集・提供（3-1-⑧）」について
も、住宅メーカー等と連携してゼロ
エネルギーハウス等の普及啓発を行
うといった企業（事業者）間の連携
を図る等、新たな啓発を試みてはど
うでしょうか。

・地球温暖化防止に向けた各種啓発
の一環として、「エコカー導入」や
「ゼロエネルギーハウス」等の新た
な普及啓発の実施について検討する
ともに、町が町民の模範となって促
進を図れるよう導入（実践）による
効果を活かした啓発方法を検討して
まいります。

カラス対策の方法等を周知 都市部
・ごみ置き場を清潔に維持していた
するとともにカラスネット 生活環境 だくため、カラスネットを配布す
を配布し、ごみ散乱を防止 課
る。
する。

エコドライブキャンペーン 都市部
の実施や再生可能エネル 生活環境
ギー（太陽光・風力発電 課
等）、エネファーム・エコ
キュート等の高効率機器設
備の情報提供を通じて地球
温暖化防止を啓発する。

・エコドライブキャンペーンを実施
する。アイドリングストップや早め
のアクセルオフなど環境負荷にやさ
しいドライブ方法や省エネに関する
チラシをイベント時配布し啓発す
る。
・太陽光発電利用者の利用状況等の
情報を収集する。

・平成2８年度のカラスネット配布数
率は103枚だった。（更新件数73件、
新規設置件数30件）
・カラスネット配布を通年で実施し
た。
・その他、ホームページへの掲出及
び窓口でのチラシ配布による周知を
実施するとともに、被害相談に対し
て有効な活用方法等をお知らせし
た。

・平成28年度の地球温暖化防止に向
けた啓発回数は2回だった。
・環境づくりフォーラム展及びふる
さとまつりにおいて、エコドライブ
に関するチラシ配布による啓発を実
施した。
・その他、環境づくりフォーラム展
において、地球温暖化や再生可能エ
ネルギーに関する講演が開催され
た。
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・現在、エコカー導入の効果を示す
指標がないため、今後、エコカー導
入する際は、効果を示すことを検討
してまいります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

0件

A

0件

0件

2回

B

2回

2回

6台
（うち電気自
動車1台）

B

3台

2台

基本施策

3-1 省資
源・省エネ
ルギー活動
の促進 、
3-2 自然エ
ネルギーの
活用

3-1 省資
源・省エネ
ルギー活動
の促進 、
3-2 自然エ
ネルギーの
活用

3-1 省資
源・省エネ
ルギー活動
の促進 、
3-2 自然エ
ネルギーの
活用

取組み・事業等

⑤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、バリ
アフリーの推
進）

⑥環境負荷の少
ない交通の利用
促進

⑧自然エネル
ギーに関する情
報収集・提供

事業内容

担当課

道路交通環境改善の推進及 都市部
び歩行者の安全確保を目的 都市整備
に道路拡幅を実施する。ま 課
た、高齢者、障がい者等の
誰もが安全・安心にの区別
なく通行ができるようバリ
アフリー化を推進する。

利用者ニーズを捉え、コ
ミュニティバス・デマンド
タクシーの見直しを行い、
環境負荷の少ない交通手段
の利用を促進し、二酸化炭
素の排出抑制を図る。

政策総務
部 企画
政策課
・ 都市
部 都市
整備課

二酸化炭素排出量を抑制 都市部
し、地球温暖化防止を推進 生活環境
するため、国・県の情報も 課
含め自然エネルギーに関す
る情報を住民・事業者等へ
提供し、関心を高める。

平成28年度
事業計画

・舗装の補修等により、車両の燃費
が良くなり省エネルギー化が期待で
きることから、既存施設の適切な維
持管理を図る。

・広報、ＨＰによる啓発し、利用促
進を図る。
・コミュニティバス及びデマンドタ
クシーの利用状況、平成27年度のア
ンケート結果等を基に検証し、運行
ルートや方法の見直し協議を行う。

・住宅リフォーム助成制度により太
陽光発電システムの設置者を助成す
る。
・国・県の助成金等の情報を収集
し、広報・ホームページ等で情報を
提供する。
・太陽光発電利用者の利用状況等の
情報を収集する。

平成28年度
取組み状況

環境審議会意見（h28）

現行のバリアフリー計画に基づく整
備を概ね終えていることに加え、残
る整備も財政的側面で推進が困難と
なっていることから、今後の事業内
容が「既存施設の適切な維持管理」
のみとなるのであれば事業の廃止
（凍結）等の見直しを行ってはどう
でしょうか。

保留事業

コミュニティバス 運行日数 243日
乗車人数 9,913人
１日平均乗車
人数 41人
コミュニティバス及びデマンドタク
シーの見直しに向けた説明会等
・デマンドタクシー運行エリア合同
説明会（9月19日）
・見直しに向けた説明会（11月5日、
6日）
・意見募集（12月27日～１月16日）
・広報にのみや掲載（10月号、11月
号、１月号）

計画目標値の達成が困難な目標設定
をしているのであれば、計画目標の
見直しの検討や、利用促進に向けた
実効性の高い方策を立てる必要があ
ると思います。

・平成28年度目標値269件
・平成28年度の自然エネルギーに関
する情報提供回数は把握できなかっ
た。（ホームページリニューアルに
伴うシステム変更）

さらなる省資源・省エネルギー活動
の促進を図るため、温暖化防止対策
に対して関心の無い人にも関心を
持ってもらえるような啓発方法を検
討する必要があると思われますの
で、例えば、「エコカーの導入（電
気自動車等導入検討）事業（3-1④）」のエコカー導入に伴う効果等
を示してはどうでしょうか。
また、「自然エネルギーに関する情
報収集・提供（3-1-⑧）」について
も、住宅メーカー等と連携してゼロ
エネルギーハウス等の普及啓発を行
うといった企業（事業者）間の連携
を図る等、新たな啓発を試みてはど
うでしょうか。

-5-

町の対応（h28）

・ご指摘の通り財政面等も厳しく、
現時点で大規模な拡幅工事の明確な
予定はございません。今後の見直し
も検討してまいりますが、拡幅にあ
たり調査や用地交渉は進めておりま
すので事業の廃止等はいたしませ
ん。

・町の地域公共交通計画の中で持続
可能な公共交通を確立することを目
的に設定した目標値でもあるため、
目標値の変更は行いません。そのた
め、達成に向けて引き続き、利用促
進に向けた方策を検討してまいりま
す。

・地球温暖化防止に向けた各種啓発
の一環として、「エコカー導入」や
「ゼロエネルギーハウス」等の新た
な普及啓発の実施について検討する
ともに、町が町民の模範となって促
進を図れるよう導入（実践）による
効果を活かした啓発方法を検討して
まいります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

-

0

-

-

コミュニティ
バス
（※100人/
日）

B

(※目標利用者
数）

100人/日

41人/日

270件

B

270件

269件

基本施策

3-3 緑化や
雨水利用な
どによる環
境の保全

3-5 快適な
生活環境の
向上

3-5 快適な
生活環境の
向上

取組み・事業等

①建築物の緑化
の推進

①地域美化活動
の推進

③屋外燃焼行為
による被害の防
止

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

・公共施設の壁面緑化（緑のカーテ
公共施設などの建物に植物 都市部
を設置し、建物の温度上昇 生活環境 ン）を実施し、推進する。
・緑のカーテンのＰＲ活動を行う。
を抑制する。（緑のカーテ 課
ン等）

ごみ袋の配布、保険の加入 都市部
など美化清掃活動の支援を 生活環境
行い、地域美化を推進す 課
る。

廃棄物処理法及び神奈川県 都市部
生活環境の保全等に関する 生活環境
条例に違反して行われる屋 課
外燃焼行為を中止させ、町
民への被害を防止する。

・地域美化清掃活動に対し、ごみ袋
の配布、ごみの回収、傷害保険など
の加入など支援を行う。
・地域美化清掃協議書を提出してい
ただく。ごみ袋の配布枚数、ごみの
処理方法について申請者と協議す
る。

・廃棄物処理法及び県条例に違反し
て屋外燃焼行為を行っている違反者
に指導を行う。
・廃棄物処理法及び県条例による屋
外燃焼行為の禁止に関するＰＲを行
う。

平成28年度
取組み状況

・平成28年度の緑のカーテン設置箇
所数は4箇所だった。（町役場１階及
び2階、栄通り子育てサロン、保健セ
ンター）

・平成28年度の地域清掃協議件数は
50件だった。（保険加入者数6,996
人）
・地域美化清掃への支援について
は、ごみ袋の提供と回収ごみの運搬
処分を実施した他、傷害保険への加
入を実施した。
・地域美化清掃により、5.4ｔのごみ
が回収された。

・平成28年度の屋外燃焼行為による
被害の苦情件数1件だった。
・屋外燃焼行為に関する苦情等に対
し、現地確認を行った上で、廃棄物
処理法及び県条例に違反して屋外燃
焼行為を行っている違反者にして指
導を実施した。
・屋外燃焼行為の禁止に関するＰＲ
については、ホームページへの掲出
及びお知らせ版7月号への「野焼きの
禁止」に関する啓発記事の掲載によ
る周知を実施した。
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環境審議会意見（h28）

A評価となっていますが、目標自体の
上方修正や、事業推進の結果として
の温度上昇の抑制効果等を公開し、
周知することで、環境への意識向上
につなげてみたらどうでしょうか。

効果の見えにくい目標が設定されて
いるので、指標である清掃件数が少
なくても、地域住民との連携や、地
域美化の成果から評価できるような
目標設定を検討してはどうでしょう
か。

実際に屋外燃焼行為があっても町民
からの苦情がなければ評価が高くな
る一方で、違反者を取り締まるほど
に評価が下がることが懸念されるた
め、事業内容や評価方法について検
討する必要があると思います。

町の対応（h28）

・グリーンカーテンによる温度上昇
の抑制効果の検証方法を検討してい
くと共に、役場等への設置はPR効果
を主眼に継続して設置してまいりま
す。また、普及拡大のため、町民に
参加していただく「（仮）グリーン
カーテンコンテスト」の実施につい
て検討してまいります。

・現在の数値指標である「地域美化
清掃の件数」の代わりとなる新たな
指標の設定について検討してまいり
ます。

・県条例により原則禁止となってい
る屋外燃焼行為そのものをなくすに
は、現在の「数値指標」及び「事業
内容」を見直す必要がありますが、
例外として認められる屋外燃焼行為
（農業者の枯草焼却等）もあります
ので、その点も含め見直しを検討し
てまいります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

2箇所

A

2箇所

2箇所

60件

B

60件

50件

0件

B

0件

1件

基本施策

4-1 “町
民・事業
者・町”に
よる計画推
進

4-2 “横断
的な取組
み”による
計画推進

4-3 “学
習・情報共
有”による
計画推進

取組み・事業等

④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)

②学校、住民、
地区の協力、行
政、教育委員会
の連携推進

③小中学校と環
境保全団体等と
の連携による住
民参加型環境教
育の実施

事業内容

担当課

二宮町商店連合協同組合と 都市部
連携し、レジ袋不要等のご 産業振興
みの減量化にご協力を
課
いただいた方にエコポイン
トを進呈する。

平成28年度
事業計画

・商連のエコポイント事業に対する
補助等の支援を行う。
・事業に参加してもらうように周知
方法等を検討する。

地域やボランティア団体と 教育委員 ・小学校の総合的な学習の時間等の
の連携により、総合的な学 会 教育 中で環境団体等の協力を得て環境学
習を年1回程度、実施する。
習や社会科の授業等で環境 総務課
についての学習を行う。

小中学生と環境保全団体等 都市部
との連携による環境教育を 生活環境
実施し、環境に関心のある 課
青少年の育成をめざす。

・小中学校からの要望によりごみ等
の出前講座を実施する。
・町内各所で廃食用油で石けんを作
る講座を実施する。
・夏休み・冬休みに小学生向けに
「エコライフチャレンジ」を配布す
る。

平成28年度
取組み状況

商店街が行うエコポイント事業の経
費補助を実施。参加店舗について
は、廃業に
より２店舗が減少。新規参加店舗は
無し。

・一色小学校４年生（34名）が春の
遠足で宮ケ瀬ダムを見学。放水の様
子を見学したほか、「水とエネル
ギー館」を見学した。

・平成28年度の啓発回数は2回だっ
た。
・小学生を対象に「石けんづくり」
を2回実施した。（環境づくりフォー
ラム展開催時、夏休み期間中）
・小学生を対象に「エコライフに
チャレンジ」を配布し、各種の啓発
を実施した。（夏休み7月、冬休み12
月）
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環境審議会意見（h28）

町の対応（h28）

町民との連携を考慮せずに「エコ
カードの取扱店舗数」で評価して
も、評価の視点にある「町民・事業
者・町の３者による連携・協力」に
はつながっていないように思えま
す。環境に関するボランティアを有
償化する場合にエコポイント制とす
ることなど、商店街と町民団体との
連携を図ることを検討してはどうで
しょうか。
また、課題となっている「エコカー
ドの取扱店舗数」の減少について、
具体的な対策を検討してはどうで
しょうか。

・有償ボランティア活動へのエコポ
イントの活用については、関係各課
と連携し、必要に応じて商連と調整
します。またエコカードの取扱店舗
数の減少については、商連加盟店の
増減とも関連しているため、ジョイ
カードの普及と合わせてエコカード
の普及についても商連の取組を確認
します。

「小中学校と環境保全団体等との連
携による住民参加型環境教育の実施
（4-3-③）」、「高齢者等の協力に
より、町の歴史や生活の変化を語り
継ぐ機会づくり（4-3-④）」と併せ
た３事業については、同じく子供を
対象とした環境学習と思いますが、
評価に統一感がないように感じられ
ます。

・評価について、今後他課と調整し
ていきます。

環境に関心のある大学生に協力を働
きかけるのはどうでしょうか。歳の
近い大学生であれば、小中学生に
とっても親しみやすいため、環境学
習についても学びやすくなるのでは
と思います。

・小中学生を対象にした環境学習に
ついて、大学（大学生）と協力し、
実施することを検討するとともに、
後期実施計画の策定に向け、事業名
に則した事業内容並びに数値指標の
再設定について検討してまります。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

46店舗

B

46店舗

44店舗

1回

A

1回

1回

3回

B

3回

2回

基本施策

4-3 “学
習・情報共
有”による
計画推進

取組み・事業等

④高齢者等の協
力により、町の
歴史や生活の変
化を語り継ぐ機
会づくり

事業内容

担当課

平成28年度
事業計画

平成28年度
取組み状況

環境審議会意見（h28）

・にのみや町民大学講座（一般向け 「小中学校と環境保全団体等との連
町の歴史や文化などについ 教育委員 ・にのみや町民大学講座と子ども
て学ぶことにより郷土愛を 会 生涯 チャレンジ教室を合わせて3講座（参 の講座）2講座を開催し、延べ参加人 携による住民参加型環境教育の実施
数42人。
（4-3-③）」、「高齢者等の協力に
加人数40人)開催。
学習課
深める。
より、町の歴史や生活の変化を語り
継ぐ機会づくり（4-3-④）」と併せ
た３事業については、同じく子供を
対象とした環境学習と思いますが、
評価に統一感がないように感じられ
ます。

-8-

町の対応（h28）

・子どもを対象とした環境学習のみ
ではなく、一般の大人を対象にした
取り組みも含まれています。
・評価については、目標値として設
定している数値を達成したかどうか
で判断をしていますが、分かりづら
い部分もあるため、今後は（3事業
の）判断基準を明確にしていく必要
があると考えています。

中期目標
（H30）

評価
（H28）

目標
（H28）

実績
（H28）

3講座

40人

3講座

40人

B

2講座

42人

平成30年2月8日
平成29年度 第2回二宮町環境審議会：資料2-1

30
内容

4月
各機関へ
次期委員照会

委員改選

5月

6月

公募
推薦・選任

7月

8月

9月

10月

第1回

各課へ照会

計画（素案）
の作成

各課へ照会

進捗状況等に対する
の

（事

会）

実施計画[後期]（修正案）の作成
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実施計画【後期】策定にあたっての改正点
改正点① 基本目標の目標値の設定と重点事業の選定
【課 題】
現行の評価方法では、各計画事業の推進が結果としてどのような効果
を「基本目標」にもたらしたのかが把握できておらず、計画推進による
効果が見え難い。
【対 応】
基本目標毎に重点事業を選択し、重点事業の推進状況を管理すること
で、効果が見えるような進捗管理方法に改正する。
【イメージ】
基本目標

選
択

※重点事業の目標値を基本目標の
目標値として設定。

重点施策

選
択

施策

重点事業
事業
事業

改正点② 評価方法の見直し
【課 題】
事業の評価にあたり、目標値の達成状況のみで評価されているものや、
評価の視点や内容を加味した上で評価されているものがあり、統一的な
評価が行えていないため、正確かつ円滑な進捗管理ができていない。
【対 応】
目標値の達成状況と事業内容等を一定の基準に則して評価できる評価
方法に改正する。
【イメージ】

達成状況評価（50%）

事業内容評価（50%）

事業評価

実績値／目標値

A評価 ～ E評価
（50%～ 0%）

評価の合計

改正点③ 計画事業の目標値の再設定
【課 題】
現時点において、計画策定当時と状況が変わったこと等により、目標
の達成が不可能となった事業や、基本目標及び計画事業の進捗管理に不
適切な目標が設定されている等がある。
【対 応】
現況を加味した上で、基本目標及び計画事業の進捗管理に適切な目標
を再設定する。
【参 考】
平成29年度第1回環境審議会資料「資料3」参照。

