
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

 

 

 

 

 

 



 2

 

 

五霞町環境基本計画改定にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、私たちの生活は、経済の発展や各種技術の進歩により生活様式の多様

化が見られ、生活が便利になった半面、環境への様々な影響が問題となってお

ります。 

また、大気汚染、水質汚濁、騒音振動悪臭、廃棄物の不法投棄など、私たち

の周辺で見られる課題から、地球温暖化や生態系の変化などといった地球規模

での対応が求められる課題など、環境問題も複雑かつ多様化している状況です。 

さらには、平成 23 年 3 月 11 日に発生の東日本大震災以降、大量な災害廃棄

物の処理や放射性物質の問題等、環境への新たな課題が生じているなど、従来

にも増して複雑かつ深刻な状況となっております。 

これらの背景の下、当町においては、平成 15 年 3 月に策定し、計画期間 10

年とした五霞町環境基本計画に基づき、環境に関連する各種施策に取り組んで

まいりました。 

今般、前計画の期間満了に伴い事業への評価並びに見直し等を進め、今年度

より今後10年間を計画期間とする新たな「五霞町環境基本計画」への改定を行

いました。 

今後も、当町の目指す将来像「人がきらめき だれもが安心して暮らせるま

ち 五霞」の実現に向け、各種環境施策の推進に努めてまいりますので、皆様

のご協力をお願い申し上げます。 

なお、最後に、この計画の改定にあたり五霞町環境審議会委員、関係機関の

皆様、住民・事業所アンケートにより貴重なご意見などご協力いただきました

皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成25年3月   五霞町長  染 谷 森 雄 
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第１節 計画策定の目的と背景 

 

五霞町は、平成 15 年３月に「五霞町環境基本計画」を策定し、計画で定めた望ましい環境

像——緑さわやかふれあいのまち五霞——の実現を目指して、各種の環境保全の取り組みを総

合的かつ計画的に推進してきました。 

しかし、計画策定後 10 年が経過し、環境保全の取り組みには一定の進展がみられたものの、

その間に環境に関わる新たな法の施行や計画の策定などがあり、循環型社会の実現に向けた取

り組みの強化、地球温暖化問題への適切な取り組みの展開、生物多様性の保全・回復に向けた

取り組みの推進などが必要となりました。また、平成 23 年３月の東日本大震災とそれに伴う

福島第一原子力発電所の事故により、生活環境の安全・安心が確保されることが、環境保全の

基盤であり前提であることが国民の間で再確認されました。 

これらを踏まえ、本町においても、社会経済情勢の変化や環境行政をとりまく状況に的確に

対応しながら、「安全」が確保されることを前提として、健全で恵み豊かな環境を未来に伝える

ため、環境施策に取り組んでいくものとします。 

今回、平成 15 年３月に策定された五霞町環境基本計画の計画期間が平成 24 年度で満了と

なることから、同計画を引き継ぎながら今日の環境問題の課題を明らかにし、新たな「五霞町

環境基本計画」（以下『本計画』と呼びます。）を策定するものです。 

本計画は、五霞町環境基本条例の基本理念を受けて、町民、事業者、町が一体となって環境

の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来におけ

る安全で健康かつ快適な生活環境を確保することを目的とします。 
 

五霞町環境基本条例の基本理念 

 

１．良好な環境の確保と、将来世代への継承 

環境の保全及び創造は、現在及び将来の世代の町民だれもが健全で豊かな環境の

恵みを享受するとともに、人類の存続基盤である環境を良好な状態で将来の世代に

継承することができるように適切に推進させなければならない。 
  

２．すべての者の公平な役割分担の下、持続的発展が可能な社会の構築 

環境の保全及び創造は、すべての者が公平な役割の下で健全で恵み豊かな環境を

維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が実現されるよう推

進されなければならない。 
  

３．自然環境の保全と社会経済活動の調和 

環境の保全及び創造は、人と自然が共生できるような多様な自然環境が保全され、

地域の社会経済活動を自然環境と調和させるよう、推進されなければならない。 
  

４．すべての主体（町民、事業者、町）の積極的な参加による地球環境の保全 

地球環境の保全は、町、事業者及び町民が自らの課題であることを認識して、そ

れぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 
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整合

五霞町
第５次五霞町総合計画

他分野の諸計画

環境基本計画

環境基本法

茨城県

国

五霞町環境基本計画

五霞町環境基本条例

茨城県環境基本計画

茨城県環境基本条例

整合

連携・調整

第２節 計画の位置づけ 

 

本計画は、本町の 上位計画である「第５次五霞町総合計画」を環境面から推進するための

ものです。 

同時に、「五霞町環境基本条例」の基本理念の実現に向け、環境の保全に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために定めるものであり、本計画に基づき、町の各部門における環境の

保全に関する各種の施策が立案・実施されます。 

また、町民、事業者、行政が互いに連携・協力しながら、環境の保全に取り組むための指針

となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 本計画の位置づけ 

 

 

 

 



 4

平成 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 年度

西暦 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

計画
開始

目標
年次

計画
期間

上位
計画

五霞町環境基本計画

第５次五霞町総合計画　基本構想

前期基本計画 後期基本計画

策定 改定

第３節 計画の期間 

 

本計画の期間は、長期的な将来を見据えながら、当面の目標として平成 25 年度（2013 年

度）から平成 34 年度（2022 年度）までの 10 年間とします。 

なお、本計画は、本町を取り巻く社会経済情勢、環境の変化や計画の進捗状況により、見直

しの必要性が生じた場合には、適宜柔軟に対応するものとします。 

 

平成 25 年度（2013 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの 10 年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 本計画の期間 
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五霞町
環境基本計画

環境保全活動

環境学習・環境教育、
環境保全活動
など

地球環境

地球温暖化問題など
の地球環境問題、
省エネ・新エネ、
廃棄物・リサイクル
など

地域環境

歴史・文化、景観、
公園・緑地、
都市環境・道路
など

生活環境

大気環境、水環境、
騒音・振動、悪臭、
土壌汚染・地盤沈下、
有害物質
など

自然環境

水辺、
樹林地・農地、
動植物、
人と自然のふれあい
など

第４節 計画の範囲 

 

対象とする地域 

本計画が対象とする「地域」は、原則として五霞町全域とします。 

ただし、河川などのように流域としてとらえる必要がある場合や、大気汚染のように広域

的な対応が必要なものなどについては、国や県、他の地方自治体などと協力しながら課題の

解決に取り組むものとします。 

 

対象とする環境 

本計画が対象とする「環境」は、①生活環境、②自然環境、③地域環境、④地球環境、⑤

環境保全活動の５分野とします。 

本計画では、身近な地域レベルの環境問題から地球温暖化などの地球規模の環境問題まで

を総合的に捉えていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4-1 本計画の範囲 
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望ましい環境像と
施策の体系

……
本計画が目指す環境像とその実現に向けた施策の基
本方針、施策の体系を示します。

施策と環境配慮指針 ……
望ましい環境像を実現するために町が取り組む施
策、町民や事業者に望む環境配慮のための自主的な
取り組みの内容を示します。

計画の推進

計画の基本的事項 ……
計画策定の背景や趣旨、計画の目的、計画の期間な
ど計画の基本となる事項を示します。

環境の現状と課題 ……
生活環境、自然環境、地域環境、地球環境、環境保
全活動の現状と課題を示します。

……
本計画の推進のための体制と進行管理の方法を示し
ます。

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第５節 計画の構成 

 

本計画は、第１章～第 5 章で構成されます。 

第１章に本計画の基本となる事項、第２章に本町の概要及び町域の環境の現状と課題、第３

章に本計画が目指す望ましい環境像と施策の体系、第４章に第３章で示した環境像を実現する

ために町が取り組む施策、町民や事業者に取り組んでいただく環境配慮の行動の具体的な内容、

第 5 章に本計画の推進体制と進行管理の方法について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-1 本計画の構成 
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第２章 環境の現状と課題 
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第１節 五霞町のすがた 

 

１  位置・地勢 

本町は、関東平野のほぼ中央、茨城県の西南部に位置し、東京都心部から約 50km、県都

水戸市から約 70km の圏域にあり、北東部を流れる利根川を隔てて古河市や境町、東部を

流れる江戸川を隔てて千葉県野田市、南西部の権現堂川（行幸湖）及び中川を隔てて埼玉県

久喜市や幸手市と接しています。 

本町は東西に 7.1km、南北に 6.1km、総面積 23.09km２の町域を有しており、四方を

河川に囲まれた水と緑の豊かな町です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 五霞町の位置 

 

 

２  地形・地質 

本町は、周囲を利根川、江戸川、権現堂川（行幸湖）、中川に囲まれた平坦な地形上にあり、

標高は低地で８～10ｍ、高地で 11ｍ～15ｍと高低差はほとんどありません。 

地質は、利根川の氾濫期に形成された沖積層により構成されています。 

本町には、天然記念物などに指定されている重要な地形・地質はありません。 
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３  気象 

本町は、関東内陸部の気候条件で、夏は湿度が高く高温になります。冬は晴天が多く降雪

は少ないものの、「赤城おろし」と呼ばれる乾いた強い西風が吹きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注．平成 19～23 年の５年間の平均値（平均気温、降水量）を示します。 

図 2-1-2 降水量と平均気温（古河観測所） 

 

 

４  土地利用 

本町では、平坦で肥沃な土地が広がっていることから、稲作や畑作など農業を中心とした

土地利用が行われています。地目別面積をみると、町域の半分近くを田と畑が占めています。 

また、宅地は約 16％、山林は約１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１．総面積は国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調（平成 21 年 10 月 1 日現在）」

に基づきます。 

２．境界未定市町村に係る総面積は「全国市町村要覧」に記載されている便宜上の概算値とし，総面

積と各地目別の合計との差を「その他」に含めてあります。 

出典：茨城県市町村課資料 

図 2-1-3 主要地目別面積（平成 21 年１月１日） 
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５  社会特性 

(1) 人口・世帯数 

本町の人口は、昭和 60 年頃までは 8,600 人前後で推移していました。その後いわゆる

バブル景気の時期を挟んで、昭和 60 年から平成７年までの 10 年間に人口が２割増加し、

平成 7 年に総人口は 10,312 人になりました。しかし、その後、人口は減少傾向で推移し

ており、平成 22 年 10 月１日現在の本町の総人口は 9,410 人となっています。 

また、近年、人口が減少傾向を示す中で世帯数は増加傾向で推移しており、平成 22 年

10 月１日現在の本町の一般世帯数は 2,922 世帯となっています。 

世帯数が増加傾向で推移しているため、世帯人員（１世帯あたりの人数）は減少傾向で推

移しています。平成 22 年 10 月１日現在の本町の世帯人員は平均 3.22 人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．各年 10 月１日現在の総人口・一般世帯数を示します。 

出典：国勢調査 

図 2-1-4 総人口・一般世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注．各年 10 月１日現在の世帯人員を示します。 

出典：国勢調査 

図 2-1-5 世帯人員の推移 
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年齢３区分別人口構成比をみると、65 歳以上の人口は増加傾向、15～64 歳の人口、15

歳未満の人口はいずれも減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注．各年 10 月１日現在の人口構成比を示します。 

出典：国勢調査 

図 2-1-6 年齢３区分別人口構成比の推移 

 

平成 22 年現在の人口を５歳階級別にみると、男女とも 55～59 歳及び 60～64 歳の年

齢層の人口が も多くなっています。５歳階級別人口の分布状況より、本町では、将来にお

ける顕著な高齢者の増加と若年者の減少が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

図 2-1-7 ５歳階級別人口（平成 22 年） 
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本町の平成 22 年における一般世帯数は 2,922 世帯です。 

世帯人員別世帯数をみると、本町では２人世帯が 23.5％で も多く、次いで３人世帯が

21.5％となっています。また、１人世帯（単独世帯）が 16.2％であり、１人世帯と２人世

帯が全体の約 40％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

図 2-1-8 世帯人員別の一般世帯数（平成 22 年） 

 

平成 22 年における高齢者のみの世帯の状況をみると、高齢単身者世帯は 131 世帯、高

齢夫婦世帯は 208 世帯となっています。 

本町では、世帯数は近年増加傾向で推移していますが、それ以上に高齢者のみの世帯の増

加傾向が大きいことが特徴です。中でも高齢単身者世帯の増加が大きくなっています。 

平成 22 年の１人世帯（単独世帯）は 474 世帯ですので、１人世帯（単独世帯）の約 30％

を高齢単身者世帯が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１．高齢者のみの世帯の定義 

・高齢単身者世帯：65 歳以上の高齢者の１人暮らし世帯 

・高齢夫婦世帯：夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

２．各年 10 月１日現在 

出典：国勢調査 

図 2-1-9 高齢者のみの世帯数の推移 
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本町では、将来における人口減少が予測されます。また、将来的な人口の減少以上に、高

齢化・少子化に伴う 15～64 歳の「生産年齢人口」の減少が大きいことが予測されます。 

生産年齢人口の減少は、町の税収の減少に直結するため、今後もこれまで以上に合理的・

効果的な環境行政を推進する必要があります。 

 

(2) 産業・経済 

本町の平成 22 年における就業者数は 4,900 人であり、このうち第一次産業（農業，林

業）は 4.8％、第二次産業（建設業、製造業）は合計 38.7％、第三次産業その他は合計 56.5％

となっています。 

農業については、平成 17 年度の「道の駅ごか」の開設は、農産物の販売拠点などとして

本町の農業の活性化に大きな役割を果たしています。また、本町は、農作物の収益性を高め、

経営の安定化を図るため、ブランド化や特産品の開発を支援するなど、農業基盤の整備・強

化に努めています。 

工業については、本町は、東京から 50km、県都水戸市から 70km 圏内に位置している

立地条件より、食品製造業や印刷製本業等の優良企業が多数誘致されています。また、今後

においては、圏央道インターチェンジの開設や新４号国道の複車線化整備の実現などにより、

各方面へのアクセス向上が見込まれるため、製造業や運輸業等の企業の誘致に努めることで

雇用の拡大と地域の活性化を図っています。 

商業については、町民の生活圏の拡大に伴い、近隣市町に大規模商業施設の進出が相次ぐ

中、町民に身近なサービスを提供する地元商工会への支援を行っています。 

この他、本町では、緑豊かな自然環境に恵まれているため、職住近接のライフスタイルを

送ることができることが特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

図 2-1-10 産業大分類別就業者数（平成 22 年） 
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(3) 観光 

本町の観光資源は、中の島公園にある「こぶし」や東昌寺、穴薬師古墳等の自然、歴史文

化遺産があげられるほか、利根川・江戸川や権現堂川（行幸湖）などの水辺空間があります。 

また、山王地区では、高規格堤防内に五霞町総合運動公園の整備計画が進められています。 

この他、本町には、工場見学を実施している事業所があり、町外から多くの関係者が見学

に訪れています。 

観光の振興については、各観光資源の保存整備やネットワーク化、利根川・江戸川の水辺

空間等を利用した散策ルートの整備、地域産業と連携した取り組みなどを進めています。 

 

(4) 交通 

本町には鉄道駅はなく、中央部を南北に縦断する新 4 号国道及び県道西関宿栗橋線、幸手

境線などが主要な交通軸となっています。 

町内の道路は、近年の交通量の増加に対して容量が不足しており、走行車両による大気汚

染、騒音・振動などの問題が生じています。このため、道路周辺の環境改善や朝夕の交通渋

滞の解消に向けて、新４号国道の複車線化などの道路整備のほか、交差点の改良、歩道や自

転車道の整備などが計画されています。 

また、今後、圏央道の整備とインターチェンジの開設により、町外へのアクセスの利便性

が高まり、町内の国道や県道を走行する業務用車両台数の低減が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-11 五霞町の交通網 
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第２節 生活環境の現状と課題 

 

１  大気環境 

大気汚染の要因としては、工場・事業所等から排出されるばい煙や粉じん、自動車からの

排気ガスなどがあげられます。 

工場や事業所等から排出されるばい煙や粉じんについては、技術の進歩や規制対策が進ん

だことなどにより、その負荷量が削減されてきました。 

しかし、自動車からの排気ガスについては、技術の進歩や規制対策などにより、自動車個々

からの排出量は減少しており、全体としては改善の方向に向かっていますが、自動車依存型

のライフスタイルが定着したことや交通量の増加などにより、地域によっては自動車による

大気汚染が問題化しています。 

大気汚染の防止のため、県内の測定局（一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局）で

大気環境の測定が行われています。平成 22 年度の測定結果によると、二酸化硫黄、二酸化

窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については、全ての測定局で環境基準を達成しています。

一方、光化学オキシダントについては、全国的な傾向と同様、県内全ての測定局で環境基準

を未達成でしたが、本町で光化学スモッグによる健康被害の報告はありませんでした。 

また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については、県内全ての調査地点で環境基準を達成

しています。 

広域的な大気汚染の問題は、本町単独で解決することはできないため、今後も県や周辺自

治体と協力しながら、改善に向けた各種の取り組みを推進していく必要があります。 

本町において、大気環境は良好な状態が維持されていることが伺われますが、交通渋滞に

伴う自動車からの排気ガスや農地での野焼き、家庭でのごみ焼却などが見受けられるため、

これらの局地的な大気汚染の問題の解決に向けて、今後も取り組みを推進していく必要があ

ります。 

なお、「野焼き」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「茨城県生活環境

の保全等に関する条例」により、一部例外（農業者が行う稲わら等の焼却など）を除き、原

則として禁止されています。 

 

【 課 題 】 

局地的な大気汚染（野焼き等）の防止 
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測定結果

２  水環境 

(1) 河川の状況 

本町は、周囲を利根川、江戸川、権現堂川（行幸湖）、中川に囲まれており、また、町内を

五霞落川が流れています。 

このうち、利根川については本町の水道水の水源となっています。水質についてみると、

河川の水質汚濁の代表的な指標である BOD（生物化学的酸素要求量）は、平成 14 年度以

降連続で環境基準（Ａ類型：2.0mg/ℓ）を達成していることから、良好な水質が維持され

ていると判断されます。 

権現堂川については、夏季に BOD が上昇することから、有機物による汚染が進んでいる

ことが伺われます。また、これに伴い、夏季にはアオコの発生がみられます。 

また、町内を流れる五霞落川についても、有機物による汚濁が進んでいることが報告され

ています。 

権現堂川や五霞落川は、中川を通じて江戸川に流入しており、これらの河川の下流域の町

民の生活環境を保全するためにも、県や近隣自治体と連携しながら、今後も水質の改善に取

り組んでいく必要があります。 

この他、アンケート調査によると、本町において水辺のきれいさについては、満足よりも

不満とする町民が多く、５～10 年前と比べて悪化したと考えている町民も多いことから、

水辺環境の回復に向けて、各種の取り組みを推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注．河川の水質については、環境基本法に基づき、該当する水域ごとに類型が指定されています。 

利根川中流はＡ類型に指定されており、本町付近では栗橋が環境基準点となっています。 

出典：茨城県環境白書（各年） 

図 2-2-1 利根川（栗橋：Ａ類型）の BOD の推移 

 

(2) 地下水の状況 

本町では、地下水を利用している家庭があるため、河川水の他、一般家庭の井戸水につい

ても水質検査を行っています。この調査結果によると、町内で生活排水や窒素系肥料による

と考えられる、水質基準をわずかに超える井戸もみられました。 
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(3) 水利用 

現在、町内全域で上水道の整備は完了しており、上水道の普及率はほぼ 100％に達して

います。今後も安全で良質な水の安定供給を行い、町民生活の利便性・快適性の向上に努め

ています。 

 

(4) 生活排水処理 

本町では、市街化区域を中心に公共下水道、農村集落では農業集落排水が整備されていま

す。下水道への接続をされていない世帯では、ほぼ単独浄化槽、し尿の汲み取りにより、生

活排水処理が行われています。 

生活排水は、「し尿」と「生活雑排水」（台所や洗濯・風呂などの排水）に区分されます。 

下水道により生活排水を処理している世帯では、し尿と生活雑排水の両方が処理されます

が、単独処理浄化槽、し尿の汲み取りにより生活排水を処理している世帯では、生活雑排水

を未処理のまま河川等に排出しているため、水環境に大きな負荷を与え、水質汚濁の一因と

なっています。 

平成 22 年度末現在、町内全域で下水道の整備が完了しておりますが、町民の約 16%は

単独処理浄化槽、し尿の汲み取りにより生活排水を処理しています。 

水質汚濁の改善のためにも、これらの世帯については、適正な生活排水処理の推進に向け

て、下水道への接続を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注．小数第二位を四捨五入しているため、合計が 100.0％となっていません。 

出典：地方公営企業決算状況調査（総務省） 

図 2-2-2 生活排水処理人口の内訳（平成 22 年度） 

 

【 課 題 】 

生活排水の適正処理による権現堂川や五霞落川、地下水の水質改善 
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３  騒音・振動 

騒音・振動は、大気汚染や水質汚濁と比べて被害の範囲は局所的であり、被害の感じ方も

個人差が大きいことが特徴です。 

騒音については、従来の事業所・工場や建設作業によるものだけでなく、ライフスタイル

の変化により、店舗からの深夜営業や拡声器の使用に伴う騒音、近隣からの生活騒音など、

発生要因が多様化してきています。 

騒音対策のため、本町では、環境基本法に基づき「騒音に係る環境基準」と「新幹線鉄道

騒音に係る環境基準」が、地域の類型や時間帯に応じて定められています。 

また、騒音・振動から生活環境を保全するため、本町では、騒音規制法と振動規制法に基

づき、必要な規制及び規制地域の指定が行われています。 

アンケート調査によると、本町においてまわりの静けさについては、満足している町民が

多いのですが、５～10 年前と比べて悪化したと考えている町民も多くなっています。また、

大型車両の走行や交通渋滞、暴走族などによる騒音・振動に対する苦情や意見が多くみられ

たため、静かな環境の回復に向けて、各種の取り組みを推進していく必要があります。 

 

【 課 題 】 

自動車の走行による騒音・振動の軽減 

 

 

 

４  悪臭 

悪臭は、個々人の臭いに対する感覚に左右されることや気象条件に影響を受けやすいこと

などが特徴であり、その一方で生活環境の快適さに大きく影響するため、取り扱いが難しい

問題です。 

悪臭から生活環境を保全するため、本町では、悪臭防止法に基づき、必要な規制及び規制

地域の指定が行われています。また、町民から悪臭に対する苦情があった場合などには、原

因者に対して是正指導を行っています。 

アンケート調査によると、本町において悪臭がしないことについては、満足している町民

が多いのですが、家庭でのごみ焼却や農地での野焼き、農業用肥料などによる悪臭に対する

苦情や意見が多くみられたため、これらの局地的な悪臭の問題の解決に向けて、今後も取り

組みを推進していく必要があります。 

 

【 課 題 】 

野焼き等による局地的な悪臭の防止 
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５  土壌汚染・地盤沈下 

(1) 土壌汚染 

近年、全国的に、工場・事業場における土壌汚染調査、工場跡地などの再開発・売却時の

土壌汚染調査、地下水のモニタリング調査などに伴い、市街地や工場跡地などでの土壌汚染

が明らかになるケースが増えています。 

本町では、土壌汚染対策法に基づき土壌汚染対策に努めており、これまで法に基づく土壌

汚染の報告はありませんでした。 

また、本町にはカドミウム汚染に係る農用地がないことなどからも、本町の土壌環境は良

好な状態にあると考えられます。 

 

(2) 地盤沈下 

地盤沈下は、地下水の過剰な採取によってその水位が低下し、粘土層が収縮することで生

じる現象です。 

茨城県では、利根川旧河道の沖積層を中心に、県南・県西地域で地盤沈下が生じています。

平成 22 年度の県の調査によると、県内での年間 大沈下量は、本町の釈迦地蔵前の

21.8mm であり、依然として地盤沈下が進んでいることが観測されています。 

地盤沈下の対策として、県の条例（生活環境の保全等に関する条例、地下水の採取の適正

化に関する条例）に基づき、地下水の採取規制、地下水位等の監視・観測、地下水の代替水

の供給事業などが行われています。 

また、閣議決定による「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、本町は保全地

域に指定され、地下水の採取規制、地下水の代替水の供給事業などが行われています。 

これらを受けて、本町では、地下水を使用している事業所に対して、地下水から水道水へ

の転換をお願いしています。 

 

表 2-2-1 五霞町における地盤沈下の状況（平成 22 年度の調査結果） 

項  目 具体的な内容 

年間 大沈下地点 五霞町釈迦地蔵前 

年間 大沈下量 21.8mm 

２cm 以上沈下面積 1.66km２ 

出典：茨城県環境白書 資料編（平成 23 年版） 

 

【 課 題 】 

地下水の利用の減少による地盤沈下の防止 
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６  有害物質 

(1) 化学物質 

化学物質は、日常生活及び事業活動の各段階（製造～廃棄）において環境中に放出されて

います。化学物質の中には、ごく微量でも健康被害や生態系へ影響を及ぼすものや、当初は

有害性の認識が無くても数十年の使用期間を経て有害性が判明するものなどがあることが報

告されています。 

「化学物質排出移動量届出制度」（PRTR 制度）は、化学物質の移動や排出を管理するこ

とにより、リスクを低減させていくための制度であり、「特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR 法）に基づき、平成 14 年度より実施さ

れています。 

化学物質の中には、現時点において環境影響等が明らかにされていない物質もあるため、

本町では化学物質に関する各種の情報収集を行っています。 

 

(2) ダイオキシン類 

ダイオキシン類は廃棄物の焼却などに際して発生するもので、発癌性など健康への影響が

懸念されており、町民の関心も高くなっています。 

「ダイオキシン類対策特別措置法」により、ダイオキシン類を発生する特定施設の所有者

には、排出基準の遵守と年１回以上のダイオキシン類の自主測定の義務が課せられました。 

また、本町が収集したごみを搬出しているさしま環境管理事務組合にて焼却施設の排ガス

や埋立施設の放流水及び地下水について検査し、安全を確保しています。また、これまでに

ダイオキシン類の濃度が環境基準を上回っていたことはなく、ダイオキシン類による汚染は

報告されていません。 

 

(3) アスベスト 

アスベスト（石綿）については、耐熱性等に優れているため、多くの製品や建築物に使用

されてきましたが、発癌性等の健康影響を有するため、現在では製造・使用が禁止されてい

ます。さらに、アスベストを使用した建物の解体作業には作業基準等において、各種の規制・

対策が講じられています。 

また、アスベストを使用した施設等の解体に際しては、これらの基準等に従い、周囲の生

活環境への影響に配慮しています。 
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(4) 放射性物質 

東日本大震災により発生した福島第一原子

力発電所事故に伴い放出された放射性物質に

よる空気や水道水への汚染、降雨による影響に

ついては、茨城県の調査結果からは、健康への

影響があるレベルではないとされています。 

なお、平成 23 年度における本町役場駐車場

での大気中の放射線量率測定結果では、国の基

準値を十分に下回っていることを確認してい

ます。 

また、本町及び埼玉県が定期的に実施してい

る水道水の放射性物質測定の結果をみても、本

町で使用されている水道水からの放射性物質

は、国の基準値を大幅に下回っております。 

この他、これまでに行われた茨城県内の農産

物・畜産物の放射性物質検査によると、すべて

基準値以下でした。本町で収穫された農産物や

畜産物については、すべて検出限界値以下であ

り、食べることに問題はありません。 

このため、放射性物質については、町内の草木などに極めて微量ながら付着した放射性物

質が、これらの草木の除草や剪定作業などを経て、ごみ処理施設（さしま環境管理事務組合

のクリーンセンター寺久）に搬入され、ごみ処理施設での焼却処理に伴い集約され、環境中

に再放出されることへの管理・対応となります。 

焼却に伴う放射性物質の大気中への拡散については、既存の排ガス除去装置により

99.9％以上の除去率が確認・報告されています。このため、ごみ処理施設の運転に際して公

害防止設備の維持管理を徹底し、排ガス中のばいじんの規制値を守ることが、放射性物質の

拡散防止になります。 

また、焼却残渣や集じん灰に含まれる放射性物質の定期的な計測と適切な情報公開を行う

ことなどにより、町民の不安の解消や風評被害の防止に努めるものとします。 

今後も国や県、さしま環境管理事務組合やその他の関係機関などとの連携・協力により、

各種の調査や情報収集を進め、町民の安全・安心に配慮しながら適切に対処していきます。 

 

【 課 題 】 

町民の安全・安心に配慮した環境保全の取り組みの推進 

 

 

■放射性物質のモニタリングポスト（役場内） 
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第３節 自然環境の現状と課題 

 

１  水辺 

本町は、周囲を利根川、江戸川、中川、権現堂川（行幸湖）の河川に囲まれており、町内

には五霞落川をはじめとする小河川や農業用の水路が多数あるなど、水辺空間に恵まれてい

ます。 

これらの水辺空間のうち、利根川の河川敷には自然度の高い植生が広がっており、「利根

川・菅生沼近郊緑地保全区域」に指定されています。今後もこの緑地を保全するとともに、

有効に活用する方策を検討していく必要があります。 

これらの河川や水路は、魚をはじめとする動植物や河川敷を利用する鳥類や昆虫類などの

生息環境となっており、町の自然環境の保全上重要な役割を担っています。また、水辺空間

は私たちの生活に潤いを与えてくれるほか、釣りや散策をはじめとした人と自然とのふれあ

い活動の場としても大切です。 

しかしながら、アンケート調査によると、水辺のきれいさについては、地域の環境として

満足している町民は少なく、河川敷の空間の整備と有効利用や河川敷でのごみの散乱防止へ

の意見が多くみられました。 

今後も動植物の生息に配慮しながら、自然とふれあうことのできる水辺空間を守り育てて

いく必要があります。 

 

【 課 題 】 

水辺空間の保全・回復と活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■権現堂川（行幸湖）の噴水 

■江戸川の流れ 
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２  樹林地・農地 

本町にある緑は、農地が大部分を占めています。町域には大規模な森林はなく、樹林地は

屋敷林や社寺林として見られるのみです。屋敷林や社寺林は町の貴重な緑であるため、これ

からも適切に保全を図っていく必要があります。 

本町の平坦で肥沃な土地は、古来より水田や畑などの農地として利用されてきましたが、

近年の農産物価格の低下傾向や後継者不足によって農業経営は厳しい状況にあり、農地面積

は減少傾向にあります。 

農地の保全と農業の活性化のため、町内のほぼ全域にわたってほ場整備事業が施行されて

います。また、都市計画法上の市街化区域を除いたほとんどの地域を農業振興地域として指

定し、優良な農業環境の保全に向けた各種の取り組みが行われています。 

これらの取り組みの結果、現在でも町域の半分近くを農地が占めています。本町は、樹林

地は少ないものの、農地が広く残されている緑の豊かな地域ということができます。 

樹林地や農地などの緑は、私たちの心を和ませ、安らぎを与えてくれるだけではなく、地

下水の涵養＊や洪水時の保水、大気の浄化といった機能に加え、野生の動植物へ生息環境を

提供する機能を持っています。 

また、農地は、私たちに食料を供給するだけでなく、田園風景など町の景観を考える上で

も大きな役割を占めています。この他、農業を通じ土とふれあうことは農業の振興に役立ち、

環境学習の観点からも大きな役割を果たすことが期待できます。 

 
注* 涵養：雨や川の水などが地下に浸透して帯水層に流れ込むことなど。 

 

【 課 題 】 

農業の振興による農地の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■五霞町の水田 
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３  動植物 

国の「生物多様性総合評価」（平成 22 年公表）によると、生物多様性の損失は全ての生

態系に及んでおり、特に陸水生態系、沿岸・海洋生態系、島嶼
とうしょ

生態系における損失が大きく、

現在もその傾向が継続していることが報告されています。 

本町は、四方を河川で囲まれていることからも、上記の「陸水生態系」に該当します。 

本町の生態系は、河川等による「水域」と農地による「里地」が大きな構成要因であり、

水と緑が特徴となっています。 

本町の土地利用の大部分は水田や畑などの農地であるため、タヌキ、スズメ、ムクドリな

ど人里近くに生息する動物を見ることができます。町の周囲を囲んでいる河川には、ウグイ、

オイカワ、ギンブナ、タイリクバラタナゴ、タモロコなどの淡水魚類が生息しています。 

また、本町には森林がほとんどないため、本町で見られる植物の多くはタンポポやオオイ

ヌノフグリ、ヒガンバナなど人里に生育するものです。町域での自然度の高い植生は、利根

川沿いにひろがる水辺の植生です。 

環境省が作成したレッドリストの掲載種としては、動物ではオオムラサキ、メダカ、ツマ

グロキチョウ、植物ではフジバカマなどの生息情報があります。 

アンケート調査によると、家の近所や町内でふだん見かける動物としては、哺乳類ではタ

ヌキやイタチ、鳥類ではスズメやツバメ、両生類ではヒキガエルやウシガエルなどとなって

います。これらの動物のうち、イタチ、ヒキガエル、ウシガエルについては、 近見かけな

くなったとする意見もみられました。また、ホタル、ゲンゴロウ、タガメなどの水生昆虫に

ついては、 近見かけなくなったとする意見が多くみられました。 

両生類や水生昆虫を見かけなくなったことは、本町における河川などの水辺空間の環境が

悪化している可能性を示唆しています。 

この他、茨城県においても、外来生物（アライグマ［哺乳類］、ブラックバスやブルーギル

［淡水魚類］など）の侵入・生息の情報が各地で報告されています。外来生物が定着すると、

既存の生態系や地域の農林水産業に大きな影響を与えることが懸念されます。このため、本

町においても外来生物についての情報収集に努め、外来生物による影響を 小限度に抑える

必要があります。 

 

【 課 題 】 

多様な動植物が生息できる環境の保全・回復 
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４  人と自然のふれあい 

利根川をはじめ江戸川、権現堂川（行幸湖）、中川、五霞落川などの河川敷の多くは、釣り

や散策の場所として利用されています。 

また、利根川では遊歩道、利根川レクリエーション公園、江戸川では中の島公園などの公

園が整備され、サクラ、コブシ、菜の花など季節に応じた花が咲き、花見や散策など様々な

かたちで利用されています。 

しかしながら、アンケート調査によると、町民は野外活動をあまり実施していません。 

実施状況の高い活動は、花見や紅葉狩り、散策・ハイキングなどとなっており、これらの

活動は、町内よりも県外で行われることが多くなっています。 

また、家の近所で実施される野外活動としては、星の観察、野鳥の観察、昆虫や植物の採

集・観察などとなっています。 

本町は水と緑に恵まれているため、これらを活用した野外活動の活発化に向けた取り組み

を推進する必要があります。 

 

【 課 題 】 

本町の水と緑を活用した野外活動の活発化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■権現堂川（行幸湖）河畔の桜並木 



 26

第４節 地域環境の現状と課題 

 

１  歴史・文化 

本町では、縄文時代から人々が住み着いて生活してき

ました。その長い歴史の証として、町内のあちこちに文

化遺産が残されており、往事時を忍ぶことができます。 

本町には、県指定文化財として「東昌寺の梵鐘」、「穴

薬師古墳」の 2 点、町指定文化財が７点のほか、多数の

埋蔵文化財包蔵地等があります。 

また、郷土芸能についても、保存会などの活動により

大切に保存されています。 

今後もこれらの文化財の保全を図るとともに、地域の

資源・財産として有効に活用していく必要があります。 

 

【 課 題 】 

文化財の保全と活用 

 

 

 

２  公園・緑地 

本町には、自然公園、自然環境保全地域、風致地区な

どの指定はありませんが、「利根川・菅生沼近郊緑地保

全区域」に指定されている利根川をはじめ、江戸川、中

川などの広大な河川空間があり、緑豊かで貴重な自然生

態系を有しています。 

また、町内には多数の都市公園や農村公園があり、町

民の身近な憩いの場となっています。 

アンケート調査によると、公園・街路樹・生垣・屋敷

林など緑の豊かさについては、地域の環境として満足し

ている町民が多くなっています。 

今後も、これらの公園・緑地の適正な維持・管理を行

い、町民に対して快適な環境の創出に努めます。 

 

【 課 題 】 

公園・緑地の適正な維持・管理による快適環境の創出 

■穴薬師古墳 

■東昌寺 

■童夢公園 
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３  景観 

本町の景観は、水と緑によるものに加え、花が季節毎に彩りを添えることが特徴となって

います。 

春には、利根川や江戸川、中川の河川敷に黄色い菜の花が一面に広がるほか、中の島公園

ではコブシとサクラが見事な花を咲かせます。初夏には、緑の絨毯のような田園風景が見ら

れます。秋には黄金色の稲穂が風に揺れる風景のほか、道の駅ごかでは約 4,000 坪の畑一

面に 100 万本のコスモスが訪れた人の目を楽しませてくれます。 

また、本町の周囲の河川も、季節毎に様々な景観を見せてくれます。中でも利根川では、

ハクレンの産卵風景が夏の風物詩として親しまれています。 

そして、原宿台地内の道路や公園では、ハナミズキ等が咲き誇る良好な都市景観を形成し

ています。 

本町の有する豊かな自然環境や田園環境及びそれらにより形成される景観は、本町の特徴

であるとともに町民の誇りともなっています。 

アンケート調査によると、本町のまちなみや田園風景の美しさなどの景観については、地

域の環境として満足している町民が多いのですが、５～10 年前と比べて悪化したと考えて

いる町民も多くなっています。 

このため、今後も引き続き、本町の特徴や個性を活用した景観の保全・創出に努める必要

があります。 

 

【 課 題 】 

本町の特徴や個性を活用した景観の保全・創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ハクレンのジャンプ［夏］ 

■中の島公園のコブシ［春］ 



 28

４  都市環境・道路 

(1) 都市環境 

かつて本町は、四方を川に囲まれた町域の中に、各所に点在する農村集落を中心に独立し

た住宅地が広大な農地の中に分布していました。しかし、首都近郊に位置する立地条件より、

本町において土地需要の増加が見込まれたことから、近年になって原宿台地内に大規模な住

宅地を造成し、計画的な宅地形成を行ってきました。これにより、町域に新たな市街地の誕

生を見ることとなりました。 

現在、本町は町内全域の 2,309ha が都市計画区域に指定され、そのうち約１割の 226ha

が市街化区域となっています。町域の都市的土地利用の状況としては、主に住宅地や商業地、

工業地として利用されています。 

このうち、工業地についてみると、

県・町を中心とする工業団地の造成と

企業誘致が行われ、これまでに５つの

工業団地が整備されましたが、相互の

関連を持たないまま属地的な整備を

進めた結果、住宅地、工業地ともに、

それぞれの機能間の連絡が希薄で、相

互の調和も十分整わない状況となっ

ています。 

これらの現状を踏まえて、本町は平

成 15 年 3 月に「都市計画マスタープ

ラン」を策定し、本町の将来のあるべ

き姿やまちづくりの方針などを示し

ました。このプランに従い、計画的な

市街地や産業拠点の整備などが行わ

れています。 

現在、本町では、町民が愛着を持ち、

住み続けたいと感じることができる

まちづくりに向けて、計画的な土地利

用を進めているほか、新たな産業形成

拠点として、圏央道インターチェンジ

周辺地域の整備を進めています。 

 

(2) 道路、公共交通 

本町の幹線道路としては、南北方向に走る新４号国道、幸手市方面への一般県道幸手境線、

久喜市方面への一般県道西関宿栗橋線があり、これらの幹線道路が町道と有機的に連絡する

ことにより、道路交通網が形成されています。 

■町内の工業団地 

■圏央道インターチェンジの整備状況 
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これらの幹線道路では、走行する自動車からの排気ガスによる大気汚染や騒音・振動など

の公害の他、走行車からのごみのポイ捨て、沿道部での看板の乱立による景観悪化などの環

境問題が生じており、町民から改善の要望が多くなっています。 

現在、圏央道インターチェンジの設置や新４号国道の複車線化整備が順次進められていま

す。この整備の完了により、東京都・埼玉県西部・神奈川県方面や千葉県成田方面など、町

外へのアクセスの利便性が高まることが期待されます。また、これらの道路整備に伴い、町

内の国道や県道を走行する業務用車両台数が低減し、沿道付近の環境が改善されることが期

待されています。 

これらの道路については、周辺の自然環境や景観との調和に配慮しながら整備を進めてい

く必要があります。沿道部の景観やごみの散乱などの問題については、新たな道路の整備と

合わせて、改善に向けた取り組みを推進していく必要があります。 

また、幹線道路の整備と合わせて、町民の日常生活（買い物や通勤・通学など）で使用さ

れる「生活道路」についても、まちづくり構想に基づき、効率的なネットワーク網を形成で

きるよう整備を推進していく必要があります。このとき、町民からの要望の多い歩道や自転

車道の整備についても配慮するものとします。 

この他、本町には鉄道駅がないため、自動車以外の交通手段により町外に出るためには、

まず近隣市の駅に行く必要があります。本町における公共交通としては、役場から幸手駅（東

武日光線）を結ぶ路線バスが運行され、通勤や通学などの日常生活で利用されています。 

しかし、アンケート調査によると、本町の公共交通の利便性については、不満としている

町民が多く、また、５～10 年前と比べて状況が悪化したと考えている町民が非常に多くな

っており、高齢化が進む中で自動車を運転しない高齢者などを中心に、公共交通の充実や利

便性の向上への要望が多くなっています。 

公共交通の充実については、「五霞町公共交通ビジョン」に基づき、町地域公共交通会議で

検討を進めて行きます。 

 

【 課 題 】 

道路整備の推進による幹線道路沿道部の環境改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新４号国道 ■路線バス（五霞町役場～幸手駅） 
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第５節 地球環境の現状と課題 

 

１  地球温暖化問題などの地球環境問題 

(1) 地球温暖化問題 

地球は、太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地表から熱が放射されます。大気

中に含まれる二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）などの温室効果ガスは、地表から放射さ

れる熱を吸収する働きを持っています。これにより、地球の平均気温は約 15 度に保たれ、

人間をはじめ生物が生きるのに適した環境が保たれています。 

しかし、温室効果ガスの量が増えると、大気中の熱の吸収量が多くなり、地球の気温が上

昇します。この現象を「地球温暖化」といいます。このまま地球温暖化が進むと、異常気象

の頻発、野生生物や生態系への影響、農林漁業への被害などが懸念されます。 

我が国の平成 22 年度における温室効果ガス排出量は、二酸化炭素換算で約 11 億 9,200

万トンであり、国民１人当たりでは年間 10 トン近くもの二酸化炭素を排出している計算に

なります。 

本町では、「五霞町役場温室効果ガス削減計画」に基づき、町の事務事業によって発生する

温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。 

この計画については、現在「第 3 次改訂版」を策定しています。第 2 次までは、計画期

間が平成 19 年度から平成 24 年度までの６年間、目標が『平成 17 年度を基準年として、

電気使用量を約 7.2％、公用車の燃料使用量を約 5.5％削減する』というものであったのに

対し、第 3 次では、計画期間を平成 25 年度から平成 32 年度までの 8 年間に延長し、削

減目標については、『平成 17 年度を基準年として、電気使用量と公用車燃料使用量から、

合わせて 15.2%削減する』と新たに設定しています。 

なお、平成 23 年度は、東日本大震災の影響などがありましたが、電気使用量・公用車の

燃料使用量ともに目標を大きく上回る削減量を達成することができました。 

温室効果ガスによる地球温暖化問題は、地球全体にかかわる大変深刻な問題であるため、

本町では、職員一丸となってこの問題に取り組んでいます。 

 

表 2-5-1 五霞町役場温室効果ガス削減計画による取り組みの成果 

対 象 平成 23 年度の取り組みの成果 

電気使用量 
基準年※に対して 35,000kWh の削減を目標としていましたが、

目標を大きく上回る 141,268kWh の削減を達成しました。 

公用車の 

燃料使用量 

基準年※に対して 1,250 ﾘｯﾄﾙの削減を目標としていましたが、目

標を大きく上回る 3,421 ﾘｯﾄﾙの削減を達成しました。 

（平成 23 年度に役場で管理している公用車は 41 台） 

※基準年：平成 17 年度 
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(2) オゾン層の保護 

オゾン層は、地上約 20km から 50km 上空の成層圏にあり、太陽光に含まれる有害紫

外線を吸収する働きがあります。現在、オゾン層は熱帯域を除き世界的に減少傾向にあると

され、我が国でも、札幌、つくば、鹿児島上空での観察の結果、オゾンの減少が確認されて

います。 

オゾン層はフロンなどの排出によって破壊されます。オゾン層の破壊に伴い、地上への紫

外線到達量が増大することにより、人の健康や生態系に影響が生じます。オゾン層の保護を

推進するため、国際的に協調して一定の種類のフロンの生産量などの段階的な削減を行うこ

となどが合意されました。 

これを受けて、我が国でも各種の法により、フロンの生産の全廃及び冷媒用に利用されて

いるフロン類の回収と適正処理が義務づけられました。本町においても、これらの法に基づ

き、フロンを含む製品の回収と適正処理に関する取り組みが行われています。 

 

(3) 酸性雨 

酸性雨は、pH（水素イオン濃度）が 5.6 以下の雨のことで、化石燃料の燃焼により生じ

る硫黄酸化物、窒素酸化物などが雨滴に取り込まれたものです。酸性雨は、湖沼、森林など

の生態系に対して影響を与えるほか、建築物や遺跡等の構築物を腐食するなどの被害をもた

らします。 

茨城県においても、全国的な傾向と同様、pH４台の酸性雨が確認されていますが、現在の

ところ酸性雨が原因と考えられる被害は報告されていません。 

東アジア地域では、近年の経済成長などに伴い、酸性雨の原因物質である硫黄酸化物、窒

素酸化物などの排出量が増加しており、この原因物質の流入が、我が国における酸性雨の原

因の１つとされています。 

今後も引き続き、酸性雨の原因物質の排出抑制対策に取り組んでいくとともに、国や県、

他の自治体などとの協力体制を強化し、より広い地域での酸性雨の現状やその影響について

解明するための調査と情報収集を継続していきます。 

 

【 課 題 】 

地球温暖化防止に向けた一人ひとりの意識の向上 
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２  省エネルギー・新エネルギー 

平成 23 年３月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故により、これま

でエネルギー行政の中心におかれ、二酸化炭素等の温室効果ガスを排出しないクリーンなエ

ネルギーとして、我が国の地球温暖化対策の中心的な役割を担うことが期待されていた原子

力発電が足踏み状態となりました。 

今後は、原子力に依存しない状態で、省エネを推進していくことが必要になることが予想

され、「地球環境問題への対応」と「エネルギーの安定確保」という二つの課題の解決に向け

て、日常生活の中で無駄なエネルギーを使わないようしたり、エネルギーを効率よく使用す

る機器設備を導入したりする『省エネルギー』や、化石燃料に代わる新しいエネルギー資源

を利用する『新エネルギー』の取り組みが必要とされています。 
 

(1) 省エネルギーの推進 

温室効果ガス排出量は、概してエネルギー消費量に比例するため、温室効果ガスの排出抑

制のためには、エネルギー消費の抑制に努める必要があります。 

アンケート調査によると、町民や事業者の省エネの取り組みはかなり普及しています。 

また、本町での公共交通などの事情を考慮すると、現状では自動車の使用の抑制は困難と

思われますが、自動車を使用する場合のエコドライブの実践率はかなり高くなっています。

自動車に関する省エネの取り組みの推進については、道路などの交通インフラの整備と合わ

せて検討する必要があります。 
 

(2) 新エネルギーの導入 

地球温暖化防止のためには、省エネルギーに努めることと併せて、二酸化炭素等の温室効

果ガスの排出量が少ない『新エネルギー』の普及に取り組む必要があります。 

新エネルギーは、化石燃料の代替となるものであり、具体的には太陽光発電、地熱発電、

風力発電などの自然エネルギーや廃棄物による発電、熱利用や燃料電池などが該当し、資源

制限が少なく、環境特性に優れた性質を示すことが特徴です。 

これらの自然の恵みを活かした環境にやさしい新エネルギーを有効に活用し、エネルギー

問題や地球環境問題に対応していく必要があります。また、本町の地域特性を活かした新エ

ネルギーの導入の可能性について調査を進めていく必要があります。 

アンケート調査によると、太陽光発電設備やコージェネレーション設備などは、省エネの

推進につながるため、町民や事業者の関心は高いのですが、大がかりな設備機器であるため、

経済的な理由などにより導入が進んでいません。なお、効果的な補助や支援のあり方などに

ついて検討する必要があることから、当町では平成 24 年度より、新エネルギー関連設備の

うち、太陽光発電設備の設置について補助を行っています。 

 

【 課 題 】 

省エネルギーを中心とする新しいライフスタイルへの転換促進 



 33

（t/年）

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

15 16 17 18 19 20 21 22

平成　　年度

ご
み
総
排
出
量

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200
（g/人･日）

ごみ総排出量

１人１日あたりのごみ量

１
人
１
日
あ
た
り
の
ご
み
量

（t/年）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

15 16 17 18 19 20 21 22

平成　　年度

終
処
分
量

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
（％）

終処分量

リサイクル率

リ
サ
イ
ク
ル
率

３  廃棄物・リサイクル 

(1) ごみの排出と処理・処分 

「第５次五霞町総合計画」では、ごみの減量化や再資源化（リサイクル）を図りながら、

循環型社会の形成を進めることとしています。 

また、環境への負荷の低減のためには、ごみの減量化や再資源化（リサイクル）に加え、

適正な処理の実施と 終処分量の削減に努める必要があります。 

本町における平成 22 年度のごみ総排出量は 3,315ｔ、１人１日あたりのごみ量は

952g/人・日であり、いずれも近年では減少傾向で推移しています。また、平成 22 年度の

終処分量は 232ｔ、リサイクル率は 14.8％であり、 終処分量は減少傾向となっていま

す。 

本町から出るごみは、さしま環境管理事務組合のごみ処理施設で処理しています。 

さしま環境管理事務組合では、現在 2

市 2 町（古河市・坂東市・五霞町・境町）

の構成により、一般廃棄物の処理をはじ

めとする様々な業務を行っています。 

当組合では、平成 20 年３月にごみ処

理施設「さしまクリーンセンター寺久」

の熱回収施設・リサイクルプラザが完成

しました。この施設の稼動に伴い、焼却

灰がスラグとして再資源化されたため、

平成 20 年度に本町のリサイクル率は大

きく増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１．ごみ総排出量＝家庭系ごみ＋事業系ごみ＋集団回収量 

２．１人１日あたりのごみ量＝ごみ総排出量÷（人口×年間日数） 

３．リサイクル率＝再資源化量÷ごみ総排出量 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

図 2-5-1 ごみ排出量と処理・処分量の推移 

■さしまクリーンセンター寺久 
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(2) ごみの不法投棄の防止 

ごみの不法投棄は、近隣の迷惑になるほか、土壌汚染や水質汚濁にも悪影響を及ぼします。

このため、不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって固く禁止されており、

違反した場合には懲役や罰金等の重い罰則が科せられます。 

しかし、本町では、ごみの不法投棄が依然として後を絶たず、その手口は悪質・巧妙化し

ています。 

不法投棄の防止に向けて、本町では、町内パトロールの実施や不法投棄の多い箇所に看板

を設置するなど、様々な取り組みを実施しています。また、不法投棄は早期発見、早期対応

が解決の第一歩であるため、不法投棄の現場や不審車両を見かけた場合の連絡体制の構築に

努めています。 

町民からは、空き地や河川敷、道路沿道などへの不法投棄やポイ捨てに対する苦情や意見

が多いため、これらの問題の解決に向けて、今後も各種の取り組みを推進し、ごみの適正な

排出・処理を促進します。 

不法投棄が多発する場所としては、人気のない公園や河川敷のほか、雑草が伸びているな

ど管理の行き届いていない空き地などがあげられます。 

土地の所有者（管理者）には、その土地の管理責任があるため、不法投棄が行われ、投棄

者が判明しない場合には、その土地の所有者（管理者）に投棄物の撤去をお願いしています。 

また、空き地に雑草等が繁茂すると、不法投棄を誘引しやすいほか、害虫の発生や火災の

危険性など、生活環境上好ましくない状態になり、近隣住民などの迷惑にもつながるため、

本町は、「空き地の雑草等の除去に関する条例」を制定し、地域の良好な生活環境の保全に努

めています。 

この他、沿道部や公園等へのペットの糞の放置について、町民から改善の要望が多くなっ

ているため、飼育者へのマナーの周知について意識啓発や広報に努めています。 
 

(3) ごみの野焼きの防止 

野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「茨城県生活環境の保全等に

関する条例」により、一部例外（農業者が行う稲わら等の焼却など）を除き、原則として禁

止されています。 

また、簡易焼却炉やドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼き行

為とみなされ、処罰の対象となっています。 

野焼きは、煙、すす、悪臭などが近隣住民などの迷惑につながるだけでなく、ダイオキシ

ン類などの有害物質の発生原因になります。また、特に秋から冬にかけての時期は、空気が

乾燥し、火災を引き起こす危険性があります。 

町民からは、ごみの野焼きに対する苦情や意見が多いため、問題の解決に向けて、今後も

各種の取り組みを推進し、ごみの適正な排出・処理を促進します。 
 

【 課 題 】 

ごみの減量・資源化と適正な排出・処理の推進 
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第６節 環境保全活動の現状と課題 

 

１  環境学習・環境教育 

今日の環境問題は、身近な生活環境の問題から地球規模の問題まで多種多様化しています。 

これらの環境問題を解決するためには、学習会や講習会、よりよい環境を創造する活動、

自然とのふれあい活動に自主的かつ積極的に参加することなどにより、町民や事業者の一人

ひとりが環境保全について関心と理解を深め、町の環境の現状や環境問題について正しい知

識を持ち、環境に配慮した生活様式の転換に向けて取り組んでもらうことが望まれます。 

また、町の次代を担う子供たちにも、環境についてよく学んでもらうことが望まれます。 

そのためには、環境学習・環境教育をより一層推進していく必要があります。 

 

【 課 題 】 

環境学習・環境教育の推進による環境保全への関心と理解の向上 

 

 

２  環境保全活動 

(1) 町の取り組み 

本町では、町民や事業者が環境保全活動に参加・行動しやすくするために各種の取り組み

を実施しています。 

権現堂川（行幸湖）の水質浄化対策と水辺環境の保全・復元のための活動の一環として、

小・中学生をはじめとした地域住民や事業所、NPO 団体等の協力により、ビオトープ型い

かだ「浮島」が作成・設置されました。 

いかだの作成に際しては、地元の竹や間伐材を再利用することで、森林整備や森林資材の

有効利用に役立っています。 

このいかだを童夢公園に隣接する権現堂川

（行幸湖）に浮かべることで、水中ではいかだ

に植え付けられた水生植物の根に着生する微生

物が水中の汚れを分解し、水質を浄化します。

また、水上の植物などは昆虫・小動物・鳥類の

生息に役立っており、生物生息空間の形成に役

立っています。 

また、権現堂川（行幸湖）の水質改善と合わ

せて、周辺の美化活動（行幸湖クリーン作戦）

を埼玉県幸手市及び久喜市と共同で実施してい

ます。 
■ビオトープ型いかだ「浮島」 
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この他、役場、中央公民館、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ターに「グリーンカーテン」を設置しました。

グリーンカーテンは、ヘチマやゴーヤ、アサガ

オなどのつる性の植物を植えることで、窓の外

を緑で覆うことです。これにより、夏の日差し

を和らげ、室温の上昇を抑える効果があり、夏

季のエアコンの使用の抑制による省エネが推進

されています。 

 

 

(2) 町民、事業者の取り組み 

町民は、ごみや資源物の適正な排出に努め、ごみの減量や資源化に協力していただいてい

ます。また、アンケート調査結果からも、地域の清掃・美化活動やリサイクル活動（集団回

収や不用品のバザー）などの簡単で取り組みやすい環境保全活動については、多くの町民が

取り組んでいることが確認されました。 

事業者は、事業活動を通じ、大気汚染物質や水質汚濁物質の排出に限らず、資源やエネル

ギーの利用などを通じて、何らかの形で環境への負荷を及ぼしていることになるため、経済

活動を停滞させない範囲で、事業所からの環境への負荷を可能な限り少なくしていただく必

要があります。アンケートの調査結果によると、多くの事業所で廃棄物の減量や資源化に向

けた取り組み、各種の環境対策、エネルギーの管理、省エネの取り組みなどが行われている

ことが確認されました。また、事業所内や地域の緑化・美化活動などの環境保全活動につい

ては、多くの事業所が取り組んでいることが示されました。 

本町では、今後も町民や事業者に対して、環境保全への取り組みを継続・発展させていた

だくようお願いします。 

この他、アンケートの調査結果によると、多くの事業所では、環境保全のための指針やガ

イドライン、減量化計画の策定などは行われていないことが確認されました。また、環境保

全の取り組みを行うに当たっての対策や実践のための情報提供、ごみ減量やリサイクルのた

めの具体的な方法の情報提供、行動事例や新技術の情報提供など、環境保全に関する情報提

供を求める要望が高くなっています。 

事業者の環境保全に関する情報の入手先は、町の広報やホームページが も多くなってい

ることから、本町において事業所での環境保全の取り組みを進めるにあたっては、事業者か

らの要望に適うような情報提供に努める必要があります。 

このため、今後も環境に関する適切な情報を積極的に提供することにより、事業者自らの

環境保全活動の活発化を図ります。また、情報の共有化を図り、町民、事業者、町の三者の

連携・協力のもとで、環境の保全と創出を推進していきます。 

 

【 課 題 】 

町民、事業者、行政の連携・協力による環境保全活動の更なる推進 

■グリーンカーテン 
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第３章 望ましい環境像と施策の体系 
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第１節 望ましい環境像 

 

前回の「五霞町環境基本計画」（平成 15 年３月策定）では、町が目指す望ましい環境像を

『緑さわやかふれあいのまち五霞』と定め、環境保全に向けた各種の施策を展開・実行してき

ました。 

担当各課の報告によると、前計画の策定から現在までの間に、町域の環境に関する多くの指

標に改善が見られたことから、前計画は一定の成果を収めたと考えられます。 

今回策定した新たな「五霞町環境基本計画」は、この流れを受けて、望ましい環境像を以下

のとおり定め、町域において更なる良好な環境の形成を目指すものです。 

 

【 望ましい環境像 】 

 

 

 

五霞町は、利根川などの河川に囲まれた水と緑の豊かな自然環境に恵まれたまちです。 

先人たちはこれらの自然の恵みの下で生活を営み、住みよいまちを築き上げる努力を続けて

きました。私たちは、安全で快適な生活を営むため、健全で豊かな環境の恵みを享受する権利

を有するとともに、その環境を将来の世代に引き継いでいく責務を有しています。 

このため、私たちはまちをとりまく『環境』から多くの恵みを受けていることを自覚し、人

と自然との共生を適切に確保するとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会

を構築していくため、町民、事業者及び町が連携し、協力し合って、一層良好な環境を創造し

ていくことが求められています。 

近年の環境問題についてみると、都市基盤や社会インフラの整備、IT の普及や第３次産業の

拡大による事業活動の活発化などに伴い生活の利便性が高まり、生活様式も多様化する一方、

環境行政の枠組みだけでは対応が困難な都市型・生活型の環境問題が顕在化しており、従来の

公害や自然破壊などの環境問題とは異なる新たな対応が求められています。 

また、平成 23 年３月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故は、全ての

日本国民の意識に大きな衝撃を与えました。この事故により、「安全・安心」という視点の重要

性が高まり、これまでは当たり前のように考えられていた「安全・安心な生活環境の確保」が、

守るべき大切なこととして、改めて注目されてきています。このため、「安全・安心」が確保さ

れることを前提とした上で、町民の未来への不安を解消し、安心して受け入れることのできる

未来像を示す必要があります。 

このような状況を踏まえ、新たな「五霞町環境基本計画」では、望ましい環境像の実現を目

指して、生活環境、自然環境、地域環境、地球環境、環境保全活動の５分野について基本方針

を掲げ、それぞれの施策を進めていきます。 
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第２節 施策の基本方針 

 

本計画では、望ましい環境像を実現するため、以下に定める５つの基本方針のもとで、本町

の特色を活かしながら各種の施策を展開していきます。 

これにより、本町の豊かな環境を未来に引き継いでいくことを目指します。 

 

基本方針１．安全・安心を支える生活環境の保全 

人の健康や生活環境への被害を及ぼすおそれのある公害の未然防止に努め、大気、水、

土壌などを良好な状態に保つことにより、本町に住む人々の健康の保護と生活環境の保全

を図り、安全・安心な生活環境を未来に伝えます。 

 

基本方針２．豊かな自然環境との共生 

自然は一度損なわれると、元の状態を回復するまでに長い時間を要することを認識した

上で、水辺や緑などの身近な自然環境の保全を図りながら、人と自然が共生できるまちづ

くりを進めることにより、本町の豊かな自然環境を未来に伝えます。 

 

基本方針３．快適な地域環境の創出 

今後も引き続き社会基盤の整備を進めることなどにより、利便性の向上を図ることで、

地域住民が生活していく上での満足度の向上に努め、生活に潤いとやすらぎを与える清潔

で快適な地域環境の創出に取り組みます。 

 

基本方針４．循環を基調とした社会の構築 

一人ひとりが地球規模の環境に影響を与えていることを認識した上で、環境に配慮した

行動に取り組み、資源やエネルギーの合理的かつ循環的な利用並びに廃棄物の排出抑制と

適正な処理を推進し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指します。 

 

基本方針５．協働による環境保全活動の推進 

町民や事業者の環境保全に資する自主的かつ積極的な取り組みが促進されるよう、環境

学習や環境教育を推進し、日常の生活や事業活動、地域活動などのあらゆる場面において

環境に配慮した行動を自発的に行える人の育成に努めます。 

併せて、町民、事業者、町が協働して環境保全活動に取り組むことのできる人づくりや

しくみづくりを推進し、町全体が一丸となってよりよい環境の創出に取り組みます。 

 

❀ 

❀ 

❀ 

❀ 

❀ 
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② 緑化の推進

動植物の保全
① 生態系全体を考慮した生物生息空間の確保

② 在来種の保護と外来種対策の推進

有害物質対策の推進
① 化学物質、ダイオキシン類、アスベスト対策の推進

省エネルギーの推進
① 省エネルギーの取り組みの推進

② 省エネルギー機器の普及促進

良好な景観の形成
① 地域特性を活かした景観の形成

環境保全活動の推進
① 一人ひとりの環境保全の取り組みの推進

① 大気環境への負荷の軽減

水環境の保全

健全な水循環の確保

その他の公害の防止

② 大気質の監視

① 河川水質の監視と保全

② 地下水質の監視と保全

大気環境の保全

① 適正な水利用の推進

② 適正な排水対策の推進

① 騒音・振動、悪臭、土壌汚染・地盤沈下の防止対策の推進

② 公害苦情の適正処理と啓発活動の推進

② 放射性物質対策の推進

水辺空間の保全
① 水辺空間の保全

② 水と緑のネットワークの形成

樹林地・農地の保全
① 樹林地・農地の保全

② 農業の振興による「里地」の環境の回復

人と自然のふれあいの確保
① 自然とふれあえる場の整備

② 自然とふれあう活動の推進

暮らしやすい地域環境の保全
① 文化財の保護

② 公園・緑地の整備

利便性の高い都市環境の創出
① 適正な土地利用と都市基盤の整備

② 道路整備と交通の利便性の向上

地球環境の保全
① 地球温暖化対策の推進

② オゾン層の保護、酸性雨対策の継続

新エネルギーの活用の推進
① 地域特性を活かした新エネルギーの導入の検討

② 新エネルギーの導入に向けた体制の整備

循環型社会の形成
① ごみの減量の推進

② 再使用・再資源化の推進

② 各種団体等との連携・協力の推進

環境美化の推進
① ごみのポイ捨てや不法投棄の防止

② 野焼きの防止

環境教育・環境学習の推進
① 環境教育・環境学習の活発化

② 環境学習の推進に向けたしくみの整備
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第４章 施策と環境配慮指針 
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第１節 安全・安心を支える生活環境の保全 

 

１  大気環境の保全 

本町において大気環境は良好な状態が維持されていますが、交通渋滞に伴う自動車からの

排気ガスや農地での野焼き、家庭でのごみ焼却などによる局地的な大気汚染に対する苦情が

生じており、今後はこれらに対する監視・指導等を重点的に行います。 

 

町の取り組み（施策） 

① 大気環境への負荷の軽減 

○固定発生源（事業所等）対策の推進【建設環境課】 

・大気汚染防止法及び茨城県公害防止条例に基づくばい煙発生施設及び特定施設を持つ事

業所に対する県の立ち入り検査・指導に協力し、排出基準の遵守を徹底させます。 

・上記以外のばい煙発生施設等を持つ事業者に対して、施設の適正管理を呼びかけます。 

・大気環境への負荷の低減のため、事業者に対して環境への負荷の低い燃料への転換（重

油→都市ガス等）を呼びかけます。 

 

○移動発生源（自動車）対策の推進【財務課、建設環境課、総務課】 

・公用車については、更新時に低燃費・低公害車の導入を進めます。 

・町民や事業者における低公害車の普及に向けた情報提供を推進します。 

・自転車利用の推進に向け、歩道の拡幅や自転車道の整備などを検討します。 

・交通流の円滑化や渋滞の解消に向けた道路整備や交差点の改良等を検討します。 

・公共交通機関（バス）の利用の推進に向け、各種の PR を行います。また、バスの運行

本数や経路の見直しを行い、利便性の向上に努めます。 

 

② 大気質の監視 

○大気汚染状況の監視【建設環境課】 

・県や近隣自治体、関係機関等との連携を密にし、今後も大気環境（大気汚染物質や光化

学オキシダント等）の測定結果の情報公開に努めます。 

 

○大気環境の保全意識の高揚【建設環境課】 

・ごみの野焼きの監視・指導を強化します。 

・ごみの野焼きが禁止されていることについて啓発活動を強化します。 

・自動車の利用に際しては、アイドリング・ストップなどのエコドライブを心がけるよう

意識啓発を進めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

光化学オキシダント（Ox）昼間の

１時間値の 高値（測定局：古河

保健所） 

0.166ppm 0.06ppm 以下 0.06ppm 以下 

資料：茨城県「大気環境測定結果」 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・自動車を使用するときは、急発進をしない、アイドリング・ストップを行うなどのエコ

ドライブを心がけましょう。 

・近くへの外出の場合には自家用車の使用を控えましょう。 

・公共交通機関を積極的に利用しましょう。 

・自家用車を購入する際には、低公害車を選びましょう。 

・家族で星空を観察するなど、身近な大気の状況に関心を持ちましょう。 

・ごみは野外で焼却してはならないことを守りましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・法令等を遵守し、大気環境の保全に努めましょう。 

・ボイラーなどは、適切に維持・管理し、大気汚染物質の削減に努めましょう。 

・環境への負荷の低い燃料を使いましょう。 

・低公害車を積極的に導入しましょう。 
 

【農業】 

・使用済ビニール等については、野外で焼却せず、適正に処理しましょう。 
 

【製造業】 

・製造工程における大気汚染に関する管理目標を設定しましょう。 

・定期的に排出ガスの測定調査を行い、大気汚染の未然防止に努めましょう。 
 

【運輸業】 

・業務で使用する自動車が周辺に著しい大気汚染の影響を及ぼさないよう、使用時のエコ

ドライブの実践に努めましょう。また、点検整備の励行に努めましょう。 
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２  水環境の保全 

利根川や中川、江戸川の河川水は、本町及び下流域の自治体の水道水の水源となっている

ため、今後も県や近隣自治体と連携しながら、良好な水質の維持に努めます。 

なお、権現堂川や五霞落川では、有機物による水質汚濁がみられます。また、地下水でも

水質汚濁がみられるため、これらの水質改善に向けた各種の取り組みが必要です。 

 

町の取り組み（施策） 

① 河川水質の監視と保全 

○河川水質の監視【建設環境課、上下水道課】 

・権現堂川については、近隣自治体と協力しながら、夏季のアオコの発生抑制に努めるな

ど、今後も継続して水質改善に努めます。 

・五霞落川については、今後も定期的な水質検査を継続し、数値超過が生じた場合には原

因究明に努めます。 

・利根川については、今後も水質の測定結果を収集することで水質の状況を把握し、本町

の水道源としての水質の変化を監視していきます。 

・中川、江戸川については、近隣自治体や各種団体等との協力により、水質保全の推進や

監視体制の強化などの取り組みを実施します。 

・河川水質の調査結果の情報公開を推進します。 

 

○水環境の保全意識の高揚【建設環境課】 

・水環境の保全意識の高揚に向けた広報を推進します。 

・国や県、近隣自治体、各種団体等と連携した効果的な情報提供を行います。 

・水とふれあう機会の創出など、あらゆる機会を活用した意識啓発を推進します。 

 

○水質事故への対応【建設環境課】 

・有害物質や油等の流出の未然防止を徹底するとともに、事故が生じた場合には、関係機

関等と協力し、被害を 小限に抑えるための対応を行います。 

 

② 地下水質の監視と保全 

○地下水質の監視【建設環境課】 

・地下水質の状況については、今後も定期観測を継続するとともに、県が実施する地下水

質の測定結果を収集し、地下水質の適正な把握に努めます。 

 

○地下水の保全【建設環境課、産業課】 

・有害物質の地下浸透禁止の徹底について事業者などに指導します。 

・有機物による地下水の汚濁を防ぐため、適切な施肥について農業従事者に指導します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 22 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

五霞落川の水質（BOD75％値※） 2.7mg/ℓ 2.0mg/ℓ 2.0mg/ℓ 

※BOD75％値：年間観測データを良い順に並べて、上から 75%目の数字。 

資料：建設環境課調査 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・使用済の食用油は、漉し器でこすなどし、できるだけ再利用を心がけましょう。再利用

できない食用油は古布等にしみこませてからごみに出すなど適正に処理して、台所から

流さないようにしましょう。 

・食べ残しのある鍋や皿は、ふき取るなどの処理をしてから洗いましょう。 

・流しには三角コーナー、排水口には水切りネットなどを設置し、調理くずや食べ残しを

台所から流さないようにしましょう。 

・洗剤やシャンプーなどは、使いすぎないようにしましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・法令等を遵守し、水環境の保全に努めましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■江戸川の分岐点 
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３  健全な水循環の確保 

水資源の保全と水質の改善を図るためには、適正な水利用と排水対策により、地域におけ

る健全な水循環の確保が必要です。 

排水対策としては、接続率の向上を図り、公共下水道や合併処理浄化槽の保守や修繕等を

今後も計画的に推進し、良好な状態に保つとともに、事業活動からの排水対策を継続的に進

めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 適正な水利用の推進 

○水道施設の適正管理 【上下水道課】 

・今後も良好な水道水を供給するため、水道施設の適切な維持・管理に努めます。 

 

○節水と水の有効利用の推進 【建設環境課】 

・水資源の有効利用を図るため、町民や事業者に対して節水や水の有効利用のためのＰＲ

活動・意識啓発などを行います。 

・雨水の有効利用の方法を検討します。 

 

② 適正な排水対策の推進 

○生活排水対策の推進【上下水道課、建設環境課】 

・公共下水道及び農業集落排水への接続率を向上させるため、指導・啓発を行います。 

・公共下水道及び農業集落排水区域外については、合併処理浄化槽の普及を図ります。 

・汲み取りや単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への切り替えを促進します。 

・生活排水処理施設の適切な維持管理に努めます。 

・浄化槽の適正な維持・管理が行われるよう指導・啓発を行います。 

・家庭でできる負荷削減に向けた取り組みの広報・啓発、情報提供を行います。 

 

○事業活動からの排水対策の推進【建設環境課、産業課】 

・水質汚濁防止法及び茨城県公害防止条例に基づく特定施設を持つ事業所に対する県の立

ち入り検査・指導に協力し、排出基準の遵守を徹底させます。 

・上記以外の施設等を持つ事業者に対して、施設の適正管理を呼びかけます。 

・農業関係団体等と協力し、農業従事者に対する農薬や肥料の適正使用を呼びかけます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 22 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

生活排水処理率※ 80.6％ —— 100％ 

※生活排水処理率：公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽を使用している人口÷総人口 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・炊事、洗濯、洗車などのときは、節水に心がけましょう。 

・お風呂の残り湯は、洗濯・洗車や庭への散水などに利用しましょう。 

・雨水タンクの導入などにより、雨水の利用について検討しましょう。 

・公共下水道及び農業集落排水が接続可能な地域では、速やかに接続しましょう。 

・公共下水道及び農業集落排水区域外の地域では、合併処理浄化槽の設置により、適切に

排水処理しましょう。 

・設置済みの合併処理浄化槽は適正に維持・管理しましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・事業活動に伴う排水は適正に処理し、水質汚濁の未然防止に努めましょう。 

・法や条例に基づく特定施設を持つ事業所においては、定期的に排水の測定調査を行い、

水質汚濁の未然防止に努めましょう。 

・節水装置の導入や水の再利用など、事業所内での節水を進めましょう。 

・雨水タンクの導入などにより、雨水の利用について検討しましょう。 
 

【農業】 

・農薬や肥料の適正使用・適量使用に努めましょう。 
 

【製造業】 

・製造工程における水質汚濁に関する管理目標を設定しましょう。 

・事業所からの排水については定期的に水質調査を行い、水質汚濁の未然防止に努めまし

ょう。 

・水の循環利用など排水の少ない工程の改善に努め、水の使用量を抑える事業形態に転換

しましょう。 
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４  その他の公害の防止 

本町は、茨城県内でも 大の地盤沈下が生じている地域であり、県の条例に基づく各種の

対策が行われています。 

この他、本町の生活環境を取り巻く状況をみると、自動車の走行による騒音・振動、野焼

き等による悪臭が生じています。これらの問題は、いずれも局地的なものですが、今後も引

き続き監視・指導等を継続することで公害の未然防止に努めます。 

なお、近年では、事業活動など原因者を特定できる公害苦情よりも、近隣同士のトラブル

など法や条例による規制対象外のものを原因とする苦情が生じてきているため、今後は事業

者などに対する指導と併せて、町民に対する啓発の強化に努めます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 騒音・振動、悪臭、土壌汚染・地盤沈下の防止対策の推進 

○騒音・振動、悪臭、土壌汚染の防止対策【建設環境課】 

・事業者への騒音規制法、振動規制法、土壌汚染対策法、茨城県公害防止条例などの遵守

を徹底させます。 

・事業者に対して、事業や建設作業における環境配慮型の機器（低騒音型の機械など）の

導入を要請します。 

・道路への低騒音舗装の導入など、道路交通騒音の低減を検討します。 

・道路交通騒音・振動などの測定を通して現状把握に努め、対策を検討します。 

・事業活動に起因する近隣騒音や悪臭を防止するため、商工団体・農業団体などに対し、

加盟事業者に指導を行うよう協力を要請します。 

 

○地盤沈下の防止対策【建設環境課】 

・地下水の採取規制を継続し、地盤沈下の防止に努めます。 

・地下水の涵養に関する知識の普及、地盤沈下の現状に関する情報提供を進めます。 

 

② 公害苦情の適正処理と啓発活動の推進 

○公害苦情の適正処理【建設環境課】 

・町民の相談や関係機関との連絡調整に努め、公害苦情を受け付けたときの現状の確認、

関係者への調査や指導など、適正な対応を行います。 

 

○町民や事業者への啓発等【建設環境課】 

・家庭生活や事業活動が周囲に迷惑を及ぼさないよう、町民や事業者一人ひとりの意識の

高揚を図ります。 

・近隣での苦情の解決のため、生活マナーの向上に向けた啓発活動を行います。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

公害苦情件数 125 件 —— 100 件 

資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・騒音や悪臭などで近所に迷惑をかけないように配慮するなど、生活マナーの向上に努め

ましょう。 

・ごみ集積所は適正に管理し、ごみの散乱による悪臭が発生しないようにしましょう。 

・庭や敷地内はこまめに草刈りをするなど、適正な管理に努めましょう。 

・ごみは野外で焼却してはならないことを守りましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・法令等を遵守し、周辺に騒音・振動、悪臭などを発生させないように配慮しましょう。 

・業務用施設や空調などは、適切に維持・管理しましょう。 

・地域住民とのコミュニケーションを深め、環境に関する情報公開を進めましょう。 
 

【農業】 

・使用済ビニール等については、野外で焼却せず、適正に処理しましょう。 
 

【建設業】 

・建設機械や工事用車両が周辺に騒音・振動などを発生させないように配慮しましょう。 
 

【製造業】 

・製造工程における騒音・振動、悪臭などに関する管理目標を設定しましょう。 

・定期的に騒音・振動、悪臭などの状況を把握し、公害の未然防止に努めましょう。 
 

【運輸業】 

・業務用車両が周辺に騒音・振動などを発生させないように配慮しましょう。 

・施設設備や機材などは、定期的に点検・整備しましょう。 
 

【卸売・小売業、飲食業】 

・営業騒音などが周辺に悪影響を及ぼさないように配慮しましょう。 

・店舗内の空調機器や設備機器などは、定期的に点検整備を行いましょう。 
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５  有害物質対策の推進 

本町では、化学物質、ダイオキシン類、アスベストによる被害等は報告されていません。 

また、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴い放出された放射性物質による

被害も報告されていませんが、一連の報道や風評などにより、農産物や食品、水道水などに

対する不安が高まりました。 

今後も国や県、近隣自治体、関係機関などとの連携・協力により、各種の調査や情報収集

を進め、町民の安全・安心に配慮した環境保全の取り組みを進めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 化学物質、ダイオキシン類、アスベスト対策の推進 

○化学物質対策【建設環境課、産業課、上下水道課】 

・国や県、関係機関との連携・協力を強化し、化学物質の安全性や環境保全に関する情報、

新たな環境汚染物質の情報などの収集に努めます。 

・PRTR 制度を活用し、町内に登録された特定化学物質の種類や排出量の把握、化学物質

による環境へのリスクの把握に努めます。 

・町民、事業者、行政の連携を密にし、情報の共有化や化学物質に対する正しい理解を推

進することにより、地域における相互の信頼関係の構築に努めます。 

 

○ダイオキシン類対策【建設環境課、産業課】 

・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を持つ事業所に対する県の立ち入り検

査・指導に協力し、規制基準の遵守を徹底させます。 

・ごみの野焼きが禁止されていることについて啓発活動を強化します。 

・環境中のダイオキシン類調査と調査結果の情報公開を今後も継続します。 

 

○アスベスト対策【建設環境課】 

・今後、耐用年数を迎えて、かつてアスベストを使用した建築物の解体の増加が見込まれ

るため、解体・処理現場でのアスベスト飛散対策の適正実施を指導します。 

 

② 放射性物質対策の推進 

○放射性物質対策【総務課、建設環境課、産業課、上下水道課、健康福祉課、教育委員会】 

・原子力発電所事故への国の対応等を注視しつつ、町民の健康への不安を払拭するため、

町内での放射線量の測定などの取り組みを今後も継続します。 

・風評被害の防止のため、放射線について正しい知識を持ってもらうよう広報・啓発・教

育その他の必要な処置を講じます。 

・国や県、関係機関との連携・協力を強化し、必要な時に適切な対応をとれる体制の整備

に努めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

有害物質による健康被害などの発
生件数 

0 件 0 件 0 件 

町内での放射線量の測定と公表 実施 継続実施 継続実施 

資料：建設環境課、総務課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・ガーデニングなどでは、除草剤などの薬品の使用を控えましょう。 

・ごみは野外で焼却してはならないことを守りましょう。 

・放射性物質については、正しい知識を身につけ、風評に流されないようにしましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・法令等を遵守し、周辺に化学物質などによる汚染・被害を発生させないように配慮しま

しょう。 

・地域住民とのコミュニケーションを深め、環境に関する情報公開を進めましょう。 
 

【農業】 

・農薬や化学肥料は適正に使用・管理しましょう。 

・使用済ビニール等については、野外で焼却せず、適正に処理しましょう。 
 

【製造業】 

・生産工程で使用する化学物質などは、使用、管理、保管、廃棄の各段階で漏洩防止を徹

底するなど、適正に管理しましょう。 

・業務用施設や設備などは、適切に維持・管理しましょう。また、定期的に点検・整備を

行い、公害の未然防止に努めましょう。 
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第２節 豊かな自然環境との共生 

 

１  水辺空間の保全 

本町は周囲を河川で囲まれており、水辺空間に恵まれています。水辺空間は地域の住民の

生活に潤いを与え、憩いの場や野外活動の場を提供しています。また、水辺空間は、動植物

にとって大切な生息環境となっています。 

水辺空間は多様な機能を有し、生物多様性を育むことにより、かけがえのない価値を私た

ちに提供しているため、今後も保全・回復に努めるとともに、より豊かな水辺環境の創出と

適正な活用を進めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 水辺空間の保全 

○水辺空間の保全・美化の推進【建設環境課】 

・河川や用水路等の改修・整備にあたっては、多自然型の工法を検討するなど、自然を活

かした水辺空間の創出促進に努めます。 

・水辺空間の価値と保全の必要性について広報・啓発を行います。 

・水辺での環境学習や水辺の利用などを通じて水環境への関心を高め、水辺空間の保全の

ための意識の高揚を図ります。 

・河川敷及び周辺部の清掃・草刈を行い、清潔で快適な水辺空間づくりに努めます。 

・ごみの持ち帰り運動を促進します。 

 

○水辺空間の利用の推進【建設環境課】 

・河川敷やそれに付随する遊歩道・公園などの整備・美化などを行うことで、水辺空間の

利用を推進します。 

・河川敷でのハイキングや釣り、サイクリングなど、野外活動やレクリエーションの場と

しての水辺空間の活用を促進します。 

 

② 水と緑のネットワークの形成 

○水辺空間と緑地空間のネットワーク化【建設環境課】 

・生物の生息空間（ビオトープ）の確保に配慮した親水空間の整備に努めます。 

・身近に自然を体験できる場所として、学校などでのビオトープ創りを支援します。 

・水（水辺空間）と緑（緑地空間）のネットワークの形成を推進します。なお、このとき

動植物の生息に適した環境の創出について配慮するものとします。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

河川敷の遊歩道の整備状況 9km 現状維持 現状維持 

資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・河川敷などの身近な水辺を大切にしましょう。 

・自然の中での遊びやレクリエーションを楽しみ、自然との親しみを深めましょう。 

・野外活動やレクリエーションなどで水辺を汚さないようにしましょう。 

・水辺で飲食などをした後のごみは持ち帰りましょう。 

・釣り糸や釣り針などは、水辺に捨てたりせず、きちんと持ち帰りましょう。 

・水辺の価値や役割について学びましょう。 

・河川敷などの美化・清掃などのボランティアに積極的に参加しましょう。 

・河川敷などに不法投棄されたごみなどを発見したら、すぐに役場の担当部署に連絡しま

しょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・河川敷の美化・清掃などのボランティアに積極的に参加しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■江戸川とその水辺空間 
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２  樹林地・農地の保全 

本町は、樹林地は少ないものの、農地が広く残されており、緑の豊かな地域といえます。 

農地は、農産物の提供のほか、緑地を提供する機能、生物生息空間としての機能、雨水を

涵養して地下水の水源となる機能、美しい田園景観を形成する機能、環境学習の場所・機会

を提供する機能など、多くの公益的機能を有しているため、今後も適切な保全に努めます。 

特に、「里地」の環境の回復に向けて、農地の保全と農業の振興に努めます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 樹林地・農地の保全 

○樹林地の保全【建設環境課、教育委員会】 

・貴重な屋敷林や社寺林等は、所有者の理解を得ながら保全対策を行います。 

・貴重な樹林・樹木は、「町の保存樹林・保存樹木」として指定することを検討します。 

 

○農地の保全【産業課】 

・遊休農地や耕作放棄地を認定農業者などに斡旋し、農地の集積を図ります。 

・農地流動化の促進などにより、遊休農地や耕作放棄地の解消を図ります。 

・耕作放棄地を活用した花畑づくりなどにより、美しい田園風景の創出を図ります。 

・野生鳥獣による被害状況の把握に努めます。 

 

② 農業の振興による「里地」の環境の回復 

○農業の振興【産業課】 

・認定農業者による賃貸借など農地の流動化を促進し、経営規模拡大などにより、農業の

生産性の向上を図ります。 

・営農組織や認定農業者の育成などにより、農業の担い手を育成支援します。 

・地元の有機系廃棄物を活用した有機農法のあり方について検討します。 

・地域の「食」と「農」を守るため、農産物の地産地消を推進します。また、「道の駅ごか」

を活用した地元の農産物の販売促進・PR に努めます。 

・原子力発電所事故による風評被害からの回復に努めます。 

 

○農業をサポートする体制の整備【産業課、建設環境課】 

・農地の保全や農業振興の必要性に対する理解を深めるため、各種の情報提供を行い、町

民の意識の向上を図ります。 

・農業への理解を向上させるため、耕作放棄地や休耕田を農業体験の場として整備し、農

業体験を通じた環境学習などを行うことを検討します。 

・都市居住者との農業を介した交流事業として、観光との連携によるグリーンツーリズム

を推進します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

認定農家数 27 戸 30 戸 33 戸 

農地面積 1,015ha 975ha 970ha 

資料：産業課  

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・雑木林や街路樹、河畔林、公園などの身近な緑を大切にしましょう。 

・農業の価値を理解し、各種の活動やイベントに積極的に参加しましょう。 

・「道の駅ごか」や農産物直売所などでは、地元の農産物を進んで購入しましょう。 

・地産地消を心がけ、できるだけ地元の旬の食材を食べましょう。 

・地域の伝統料理や地元の食材を使った料理を伝えましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・開発行為などの事業活動では、樹林地・農地などの自然環境への負荷を少なくするよう

に配慮しましょう。 
 

【農業】 

・適正な管理により、農地の公益的機能の維持に努めましょう。 

・遊休農地の有効な活用について検討しましょう。 

・グリーンツーリズムや農業ボランティアなどの各種の活動・イベントを活用して町民や

町外の都市居住者との交流を進めましょう。 

・農業体験型イベントなどの開催に際しては、積極的に協力しましょう。 

・農道や農業用水路などの保全・美化に努めましょう。 
 

【卸売・小売業、飲食業】 

・地元農産物を優先して扱うなど、地産地消の推進に協力しましょう。 
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３  動植物の保全 

本町は水と緑に恵まれ、生物の生息環境として良好な条件がそろっています。しかし、河

川の水質汚濁など水辺空間の環境悪化に伴い、水生生物への影響などが懸念されます。 

生物の生息や分布は町域を超えた広い範囲に及ぶことや、近年の外来種の問題などを考慮

して、動植物の保全については、県や近隣自治体などとの連携・協力体制を構築した上で、

各種の取り組みを進めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 生態系全体を考慮した生物生息空間の確保 

○動植物に関する情報収集【建設環境課】 

・町域における動植物の分布状況、貴重な動植物の生息状況などの情報収集に努め、動植

物の保全に必要な基礎的データを確保します。 

 

○多様な動植物が生息できる環境の保全・創出【建設環境課】 

・生態系における相互作用などに配慮しながら、生物多様性の維持を図るなど、動植物が

生息できる環境の保全・創出に努めます。 

 

○町民や事業者に対する啓発【建設環境課】 

・動植物の保護の必要性、生物多様性の確保の必要性、生物が生息できる空間の保全の必

要性などについて理解や協力が得られるよう、広報・啓発などに努めます。 

・町民参加型のイベントなどを活用し、日常生活と自然環境の関わりや、自然保護の必要

性などについて、意識の高揚を図ります。 

 

② 在来種の保護と外来種対策の推進 

○外来種に関する情報収集【建設環境課】 

・町域における外来種の生息状況などについて把握し、対策を行うための基礎的データを

収集します。 

 

○外来種の駆除・侵入予防【建設環境課】 

・外来種の侵入によって既存の生態系に著しい影響が生じている地域については、県との

連携・協力体制のもとで駆除対策を講じます。 

・外来種の侵入を防ぐため、ペットの遺棄や放流などを行わないよう啓発に努めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成34年度）

町内の動植物の状況について調
査・把握 

未実施 調査を継続 調査を継続 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・身近な自然や町域に分布する動植物について知識を深めましょう。 

・動植物をむやみに捕獲・採集したり、持ち帰ったりしないようにしましょう。 

・貴重な動植物が生息する場所は、地域のかけがえのない場所として大切にしましょう。 

・自然観察会に参加するなどして、自然についての知識と理解を深めましょう。 

・身近な自然の保全活動に積極的に参加しましょう。 

・魚やカエル、トンボやホタルなどの生き物が生息できる水辺環境など、自然を保全・回

復する活動に積極的に参加しましょう。 

・外来生物を野外に放さないようにしましょう。 

・ペットは正しく飼育し、遺棄・放流などを行わないようにしましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・開発行為などの事業を行う際には、事前に十分な環境影響評価（アセスメント）を行い、

実施時には環境に配慮した工法を採用するなど、動植物や生態系への影響をできるだけ

少なくするように配慮しましょう。 

・屋外照明の使用の際には、景観や生活環境だけでなく、周辺の動植物への影響にも配慮

しましょう。 
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４  人と自然のふれあいの確保 

本町は周囲を河川で囲まれており、それぞれの河川敷が野外活動の場として利用可能です。

また、河川敷やその周辺には遊歩道や公園などが整備されています。しかし、町民の多くは

野外活動を実施していません。 

今後、本町では急速な高齢化の進行が予測されるため、高齢者の健康維持やコミュニケー

ション活動の確保が必要と考えられます。このため、町民が自然とふれあえる機会や場所を

整備し、健康で楽しく生活できる地域づくりを進めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 自然とふれあえる場の整備 

○自然とふれあえる場の整備【建設環境課】 

・自然性の高い河川敷などを自然とふれあえる場、野外活動の場、保健休養の場として、

有効に活用することを検討します。 

・町民が気軽に野外活動を親しむことのできる既存の公園や遊歩道などの野外レクリエー

ション施設を適正に維持・管理し、利用者の増加と利便性の向上を図ります。 

・河川敷や既存の公園等を結ぶ遊歩道やサイクリングロードなどを通じ、野外活動を親し

むことのできるネットワークの形成を図ります。 

・自然とふれあえる場や野外活動を親しむことのできる場の利用促進により、自然を大切

にする意識の高揚を図ります。 

 

② 自然とふれあう活動の推進 

○自然とふれあう活動の推進【建設環境課、産業課、教育委員会】 

・人と自然とのふれあい活動の場について PR することにより、利用の促進を図ります。 

・自然とふれあえる場所や施設について案内板や標識などを設置し、広く PR します。 

・河川敷と既存の公園・施設などのネットワーク化を進め、観光や野外レクリエーション

の振興を図ります。 

・五霞町歴史の道や自然の道などのウォーキングコースの設定などにより、人と自然との

ふれあい活動の推進を図ります。 

 

○各種イベントの開催【建設環境課】 

・自然とふれあう機会の創出として、環境月間（毎年６月）や祝日、子どもの夏休みなど

に合わせて、自然観察会や自然散策会（水辺ウォーキング）などの開催を検討します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

町民が自然とふれあえる機会や場
所の整備 

実施中 継続実施 継続実施 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・自然の中で行うレクリエーションや自然に関する学習会に参加するなど、自然とふれあ

う機会を増やしましょう。 

・河川敷や公園などは適正に利用し、ごみを散らかさないなど美化に努めましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・従業者に対して、自然とふれあうことの大切さを伝えましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利根川遊歩道 

★自然とふれあう機会を増やしましょう。 
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第３節 快適な地域環境の創出 

 

１  暮らしやすい地域環境の保全 

本町における街路樹・生垣・屋敷林などについては、町民の満足度は高く、生活者にとっ

て良好な環境が維持されていると考えられます。しかし、町民１人あたりの公園の面積は、

概ね横ばいで推移しています。 

今後も引き続き、本町の特徴や個性を活かしながら、快適で暮らしやすいまちづくりに努

めます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 文化財の保護 

○文化財の保護【教育委員会】 

・地域における文化財の適正な保存に努めます。 

・町内の文化財（埋蔵文化財を含む）の調査を進め、貴重な文化財については新たに保護

対象として指定します。 

・資料館などの充実により、文化財とふれあう機会の拡充を図ります。 

・地域の文化・歴史とふれあうことができる冊子やマップなどを作成します。 

・地域に伝わる歴史的遺産、郷土芸能、伝統行事などの文化財への関心を高め、将来への

継承に向けた意識の高揚を図ります。 

 

○文化活動の振興【教育委員会】 

・文化活動・芸術活動に関する情報提供を充実するなど、活動の振興に努めます。 

・良質な文化活動・芸術活動の発表機会の拡大に努めます。 

 

② 公園・緑地の整備 

○公園・緑地の整備 【建設環境課】 

・公園の計画的な整備に努めます。 

・町内の貴重な緑地として、河川敷の緑地の保全に努めます。 

・公園・緑地の整備にあたっては、生物の生息空間（ビオトープ）としての機能などにも

配慮します。 

 

○公園の適正な管理 【建設環境課】 

・整備済みの公園については、町民との連携・協力のもとで、適正な維持・管理、設備の

改修などを行います。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

公園の整備状況（公園面積） 13.06ha 現状維持 現状維持 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・自分の住むまちを大切にし、よりよい地域をつくることを心がけましょう。 

・身近な歴史的遺産や文化財、伝統行事などの保護に協力しましょう。 

・本町の歴史や文化について学習し、理解を深めましょう。 

・公園の清掃ボランティアなどには積極的に参加しましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・地域における歴史的遺産や文化財などの保全活動を積極的に支援しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■童夢公園の様子 

■町内街路樹 
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２  良好な景観の形成 

本町のまちなみや田園風景の美しさなどの景観については、町民の満足度は高いのですが、

近年の道路整備などの開発行為に伴い、悪化してきていることへの懸念があります。 

このため、今後も引き続き、本町の特徴や個性を活かした景観を保全・創出し、良好な地

域環境の形成に努めます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 地域特性を活かした景観の形成 

○良好な景観の形成促進 【建設環境課、産業課】 

・まちなみや田園風景など、地域ごとの特徴となる景観の保全に努めます。 

・市街地部については、「都市計画マスタープラン」に基づき、良好なまちなみの創出に向

けた指導などを行います。 

・田園風景については、遊休農地や耕作放棄地の対策と合わせて、良好な景観確保に努め

ます。 

・屋外広告物対策の充実を図り、良好な景観の保全に努めます。また、定期的な巡回パト

ロールなどを実施し、違反広告物などの監視を強化します。 

・地域住民や事業者による花壇の整備など、良好な景観形成に向けた自主的な活動を支援

します。 

 

○啓発活動、情報提供 【建設環境課】 

・良好な景観の形成と景観資源の保全に対する町民や事業者の理解と協力が得られるよう

広報・啓発を強化します。 

・河川敷や公園などについては、景観資源としての価値を PR し、イメージアップや利用

者の増加を図ります。 

・景観資源を観光や野外活動に活用するため、ホームページ等による広報を推進します。 

 

② 緑化の推進 

○緑化の推進 【建設環境課、産業課、教育委員会】 

・公共施設や道路沿道における緑化を推進します。 

・市街地部において、住民の緑化への意識高揚を図ることを目的としたイベント等の開催

を検討します。 

・街路樹の整備や公園の緑化修景による緑の街並みづくりを推進します。 

・地域のシンボルとなるような名木などについては、広く PR することで町民への周知を

図ります。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

まちなみや田園風景の美しさに対
する町民の満足度※ 

25.6％ —— 50％ 

※町民の満足度：本計画策定時にアンケートにより確認。 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・自分の住むまちを愛し、美しい景観の保全や創出に協力しましょう。 

・住宅の新築や増改築の際には、周辺の景観との調和に配慮しましょう。 

・花壇への植栽など家庭に緑を増やしましょう。 

・地域の緑化活動などには積極的に参加しましょう。 

・植樹・植栽にあたっては、郷土種を用いるなど、地域の生育環境にあった樹種の選定に

努めましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・開発行為などの事業活動においては、地域の景観にも配慮しましょう。 

・建築物や広告物は、周辺環境との調和を図り、景観に配慮しましょう。 

・工場や事業所の敷地内は、樹木の植栽や花壇の整備などにより緑化を図りましょう。 

このとき、季節感を感じることができるように配慮しましょう。 

・地域の緑化活動などには積極的に参加しましょう。 

・植樹・植栽にあたっては、郷土種を用いるなど、地域の生育環境にあった樹種の選定に

努めましょう。 
 

【建設業】 

・建築物は、周辺の景観と調和するように配慮しましょう。 
 

【卸売・小売業、飲食業】 

・屋外広告物等の設置に際しては、周辺の景観と調和するように配慮しましょう。 
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３  利便性の高い都市環境の創出 

本町では、幹線道路の充実や歩道・自転車道の整備、公共交通の利便性の向上などへの満

足度が低く、改善を求める意見が多くなっています。 

これを踏まえて、町民が愛着を持ち、住み続けたいと感じることのできるよう、計画的な

道路整備やまちづくりを進めています。 

 

町の取り組み（施策） 

① 適正な土地利用と都市基盤の整備 

○土地利用計画に基づくまちづくり【建設環境課】 

・都市計画法や県の条例などに基づき、土地利用の適正な規制・誘導を図ります。また、

新たな「都市計画マスタープラン」に基づき、計画的な土地利用を推進します。 

・バリアフリーの展開など、高齢者だけでなく、あらゆる世代の町民が安心して暮らせる

まちづくりを推進します。 

・新たな道路の整備・供用に際して、周辺の産業インフラ整備が間に合うよう、計画的に

都市基盤の整備を進めます。 

・民間の開発行為については、「総合振興計画」や「都市計画マスタープラン」などに沿っ

た適正な土地利用を誘導します。 

 

② 道路整備と交通の利便性の向上 

○道路整備の推進による円滑な交通流の確保【建設環境課、総務課】 

・圏央道や新４号国道並びに県道などについては、各種団体を通じ、要望、陳情を行い、

整備の促進を図ります。 

・町道などについては、今後も通学路などを主とした拡幅改良整備を計画的に推進します。 

・慢性的な交通渋滞が問題になっている箇所については、交差点の改良など問題の解決に

向けた方法を検討します。 

・現在、町民生活の交通手段として利用されている路線バスの運行を継続するとともに、

利用しやすい運行内容の改善等により、利用者利便性の向上を図ります。 

・将来の道路の整備に合わせて、住民の誰もが日頃のお出かけに使える公共交通を目指し、

既存路線バスを利用できない地域への新たな公共交通システムについて検討します。 

 

○安全に配慮したまちづくり【建設環境課】 

・事故の未然防止のため、交通危険箇所などの調査点検を継続します。 

・住民の要望などに基づき、歩道などに街灯を計画的に設置し、安全や防犯に努めます。 

・道路の整備や歩道の拡幅などと合わせて、歩行者を保護するためのガードレールの整備

なども進めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

適正な土地利用、道路整備の推進 実施中 継続実施 継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第５次五霞町総合計画（平成 22 年 3 月） 

図 4-3-1 土地利用構想図 
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第４節 循環を基調とした社会の構築 

 

１  地球環境の保全 

近年、地球温暖化問題をはじめとする地球環境問題への関心が社会的に高まっています。

これらの地球環境問題の中でも、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨などについては、自

然環境や農作物への影響を通して、本町へも影響が及ぶことが懸念されます。 

町民や事業者一人ひとりが地球環境問題に対して関心を持ち、正しい知識を身につけ、よ

りよい環境を未来に伝えていくため、現在行動できるよう各種の取り組みを進めていきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① 地球温暖化対策の推進 

○温室効果ガス排出量の削減 【建設環境課、各課】 

・「五霞町役場温室効果ガス削減計画」に基づき、町の事務事業からの温室効果ガス排出量

の削減を推進します。 

・町内の温室効果ガス排出量把握のため「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施

策編）」等の策定を検討します。 

 

○地球温暖化防止に向けた意識の向上 【建設環境課】 

・町民や事業者の地球温暖化問題への取り組みの重要性などについて啓発を行い、意識の

高揚を図ります。 

・自宅や事業所でできる地球温暖化対策の広報・PR に努め、町民や事業者の自発的な取

り組みを推進します。 

 

○二酸化炭素の吸収源対策の推進 【建設環境課】 

・町内にある緑地の保全を図り、公共施設内及び道路沿道などの緑化を推進します。 

・グリーンカーテンの普及を推進します。 

 

② オゾン層の保護、酸性雨対策の継続 

○フロン類の適正回収・適正処理の推進 【建設環境課】 

・使用済自動車やフロンを使用している家電からのフロン類の適正回収を啓発します。 

 

○酸性雨に関する情報収集の継続 【建設環境課】 

・我が国の酸性雨は、主として中国からの原因物質（硫黄酸化物・窒素酸化物等）の排出

によるともいわれており、今後も国や県、関係機関との連携・協力のもと、降雨の監視

を継続するとともに、酸性雨に関する情報収集、町民や事業者への情報提供に努めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値※２ 

基準年度※１ 

（平成 17 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

町の事務事業からの温室効果ガス
の排出量（目標値） 

316ｔ/年 292ｔ/年 268ｔ/年 

※１ 基準年度は五霞町役場温室効果ガス削減計画における平成 17 年度とし、CO2 排出係数は

0.00055 とします。 

※２ 目標値は茨城県の 2020 年度削減目標 15.2%に準じます。 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・地球環境問題について関心を持ち、理解を深めましょう。 

・温室効果ガスの排出削減につながるライフスタイルについて情報を収集し、実践しまし

ょう。 

・二酸化炭素を吸収する緑を大切にしましょう。 

・冷蔵庫・エアコンなどフロンガスを使用している製品を廃棄するときは、ルールに従っ

て適正に業者に引き渡しましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・地球環境問題について関心を持ち、理解を深めましょう。 

・省エネ法や温対法などを遵守し、温室効果ガスの削減に努めましょう。 

・業務用空調機器などフロンガスを使用している製品を廃棄する場合は、指定業者に委託

し、適正に処理しましょう。 

・ボイラーなどの設備機器の点検に努め、酸性雨の原因となる汚染物質（硫黄酸化物・窒

素酸化物等）の削減に取り組みましょう。 
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２  省エネルギーの推進 

これからは資源の枯渇という観点だけでなく、温室効果ガスの排出を抑制し、地球環境を

保全するという観点からも省エネルギーを推進する必要があります。 

また、省エネルギーの推進に際しては、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故後

の国のエネルギー政策等を注視しつつ、国や県の動向を踏まえた上で各種の取り組みを進め

ていくものとします。 

 

町の取り組み（施策） 

① 省エネルギーの取り組みの推進 

○町民の意識高揚の推進 【建設環境課】 

・家庭における省エネルギーの取り組みへの理解と協力に向けた啓発に努めます。 

・町の広報紙やホームページなどで、省エネルギーの広報・啓発などを行います。 

・町民が自発的に省エネルギーに取り組むための情報提供に努めます。 

 

○事業者の意識改革の推進 【建設環境課、総務課】 

・省エネルギーに配慮した事業活動を行うよう、事業者への広報・啓発を行います。 

・夏季・冬季の省エネルギー推進のため、クールビズ・ウォームビズの定着に努めます。 

 

○自動車の適正利用、自転車利用の推進【建設環境課】 

・町民や事業者に対して、停車時のアイドリング・ストップなどのエコドライブへの協力

を要請します。 

・自転車利用を促進するための情報提供、意識向上を推進します。 

・人や自転車が利用しやすい道路環境の整備（歩道・自転車道など）に努めます。 

 

② 省エネルギー機器の普及促進 

○省エネルギー設備・機器の普及推進 【建設環境課】 

・省エネルギー設備・機器の導入・普及に向けた情報提供に努めます。 

・エネルギー効率の向上を図るため、家庭や事業所でのコージェネレーションシステム 

（発電時に発生した廃熱による冷暖房や給湯に利用するシステム）の普及を推進します。 

・事業者に対し、ESCO 事業の活用などによる省エネルギー設備の導入を促進します。 

・公共施設において、省エネ設備・機器の導入を推進します。 

 

○低燃費・低公害車の普及推進 【建設環境課】 

・公用車については、更新時に低燃費・低公害車の導入を進めます。 

・低燃費・低公害車の普及に向けて、購入時の助成・支援策を検討します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

公用車保有台数 41 台 38 台 35 台 

※資料：財務課 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・夜ふかし型から早寝早起き型の生活に切り替えましょう。 

・テレビや照明、冷暖房機器などは、必要のないときはこまめに消して節電を心がけまし

ょう。長期間使わない場合は、主電源を切りましょう。 

・冷暖房機器の設定温度は、冷房は 28℃、暖房は 20℃を目安としましょう。 

・冷蔵庫は季節にあわせて庫内の温度を調節しましょう。また、庫内にものを詰め込みす

ぎないよう整理整頓を心がけましょう。 

・入浴時は、家族が続けて入ることで追い炊きを控えましょう。 

・近所に出かけるときには乗用車を使用せず、徒歩や自転車で出かけましょう。 

・自動車の運転時には、アイドリング・ストップなどのエコドライブを心がけましょう。 

・自家用車を購入する際には、低燃費・低公害車を選びましょう。 

・電化製品を購入する際には、省エネルギー型や節水型の製品を選びましょう。 

・給湯器を更新する際には、高効率給湯器を導入しましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・夏季のクールビズ、冬季のウォームビズを推進しましょう。冷暖房機器の設定温度は、

冷房は 28℃、暖房は 20℃を目安とし、使用時間を適正に管理しましょう。 

・事業所内で照明や OA 機器などの節電を励行し、省エネルギーに努めましょう。 

・自然光の取り入れや昼休み時の消灯などにより、照明の効率化に努めましょう。 

・省エネの推進のため、事業所への省エネナビの導入などを検討しましょう。 

・業務用の設備・空調などを導入・更新する際には、温室効果ガスの排出の少ないエネル

ギーや省エネルギー型のものを選びましょう。 

・自動車の点検・整備を励行し、使用の際にはアイドリング・ストップなどのエコドライ

ブを心がけましょう。 

・物資や製品の輸送にあたっては、共同輸送や公共交通機関の利用など、できるだけ効率

的・合理的な輸送システムを採用しましょう。 

・業務用車両の運用や運行計画については、定期的に見直しをしましょう。 

・機材や設備の導入・更新に際しては、省エネルギー型や節水型のものを選びましょう。 
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３  新エネルギーの活用の推進 

エネルギーの有効活用のためには、省エネルギーとともに、化石エネルギーに代わる新エ

ネルギーの活用に努める必要があります。 

本町において新エネルギーの活用を進めるにあたっては、国のエネルギー政策や県の動向

などについて配慮し、本町の地域特性を十分に踏まえた上で、各種の検討を進めていくもの

とします。 

 

町の取り組み（施策） 

① 地域特性を活かした新エネルギーの導入の検討 

○地域特性を活かした新エネルギーの導入の検討【建設環境課、産業課】 

・本町は冬でも晴天の日が多いことから、太陽エネルギーの利用に適しています。このた

め、太陽光発電設置に関する補助金を有効に活用し、家庭での太陽光発電設備の導入を

推進します。また、公共施設（学校や公民館等）への太陽エネルギーを利用する設備の

導入について検討します。 

・豊かな水を利用した「小水力発電 ＊1」の導入の可能性について検討します。 

・遊休農地や耕作放棄地を活用したバイオ燃料の導入（菜の花からの菜種油の採取など）

の可能性について検討します。 

・農業廃棄物などの「バイオマス ＊2」としての利用の可能性について検討します。 
 

注* 1 小水力発電：大規模・中規模ダムと違い、河川等の水を貯めずにそのまま利用する発電方式。 

一級河川、農業用水、上下水道等を使用します。 
 

注* 2 バイオマス：石油燃料を除く、生物由来の有機的エネルギーや資源。 

 

② 新エネルギーの導入に向けた体制の整備 

○体制・システム等の構築【建設環境課】 

・事業所や住宅などへの新エネルギーの導入を促進するため、各種助成制度の情報提供な

ど、支援のあり方を検討します。 

・事業所での新エネルギーの導入に先立ち、関係団体や事業者などと連携し、協力体制・

支援体制の構築について検討します。 

 

○新エネルギー導入への理解と意識高揚に向けた情報提供・意識啓発 【建設環境課、教育委

員会】 

・学校での環境教育やイベントでの広報・PR などにより、幅広い世代に新エネルギーの

重要性に対する理解と意識の高揚を図ります。 

・町のホームページや広報紙・パンフレットなどで、新エネルギーの導入に向けた広報・

PR を推進します。 

・町民や事業者に対する新エネルギーに関する様々な情報提供に努めます。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 24 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

太陽光発電設置に関する補助金
の年間交付件数 

20 件 20 件 20 件 

※資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・住宅への太陽光・太陽熱を利用する設備の設置を検討しましょう。 

・「エネファーム＊」などのコージェネレーションシステムの導入を検討しましょう。 
 

注* エネファーム：東京ガスの家庭用燃料電池コージェネレーションシステムで、家で使う電気とお湯を

一緒につくることで省エネを推進します。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・太陽エネルギーを利用した設備の導入など、新エネルギーの利用を推進しましょう。 

・廃熱など、現在未利用となっているエネルギーの活用について検討しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★住宅への太陽光発電設備の設置を検討しましょう。 
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４  循環型社会の形成 

本町から出るごみは、今後もさしま環境管理事務組合のごみ処理施設で適正に処理します。

このとき、環境への負荷の低減やごみ処理施設への負担の軽減のため、ごみの減量や再使用・

再資源化の推進に努めます。 

また、循環型社会の形成に向けた各種の施策を継続的に展開します。 

 

町の取り組み（施策） 

① ごみの減量の推進 

○家庭からのごみの排出抑制 【建設環境課】 

・町のホームページや広報紙・パンフレットなどで、ごみの減量と分別徹底の推進に向け

た広報・PR を推進します。 

・簡易包装の取り組みやマイバッグ持参運動の推進に努めます。 

・生ごみの水切りをする、買い物の際には詰め替え商品を選ぶなど、日常の生活の中で実

践できるごみ減量の行動をパンフレットなどで啓発し、理解と協力を求めます。 

・ごみの有料化や新たな資源物の指定については、ごみ減量効果及び実施手法について、

調査・検討を進めます。 

 

○事業所からのごみの排出抑制 【建設環境課】 

・大規模事業者（事業用大規模建築物の所有者等）に対して、廃棄物の減量等計画書の作

成及び廃棄物管理責任者の選任を徹底させます。 

・事業系ごみの減量・資源化の取り組みに関する情報提供、並びに必要に応じ、事業者や

関係団体などへの指導に努めます。 

・事業者に対して、事業所内での分別徹底の指導に努めます。 

 

② 再使用・再資源化の推進 

○再使用・再資源化の推進【建設環境課】 

・ごみ収集カレンダーの活用などにより、資源物の分別徹底の周知を図ります。 

・民間団体や事業者（スーパーなど）による自発的な資源物回収の推進に努めるとともに、

より効果的な回収のあり方について検討します。 

・本町における資源物の収集量や再利用状況などについて情報の提供に努め、町民や事業

者の意識の高揚を図ります。 

・生ごみ等の有機系廃棄物の資源化（農業での活用など）について検討します。 

 

○グリーン購入の推進【財務課、建設環境課】 

・本町の事務事業で使用する物品については、リサイクル品を率先して使用します。 

・エコ商品等に関する情報提供を行い、町民や事業者のグリーン購入を推進します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 22 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

ごみ総排出量（事業所排出分を除
く） 

2,175ｔ/年 1,936ｔ/年 1,839ｔ/年 

リサイクル率 14.8％ 19.0％ 21.0％ 

※資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・スーパーなどでの買い物に際しては、マイバッグを持参しましょう。 

・過剰な包装や本のカバー、レジ袋などは、お店で断るようにしましょう。 

・使い捨て製品の購入は控えましょう。 

・再生品やエコマーク商品など、環境にやさしいエコ製品を優先して購入しましょう。 

・洗剤やシャンプーなどは詰め替え製品を優先して購入しましょう。 

・ものを大切にして、長く使うようにしましょう。 

・必要なものを必要なだけ購入し、安いからといって必要以上に購入しないようにしまし

ょう。 

・必要以上に料理を作りすぎないようにしましょう。また、食べ残しをしないようにしま

しょう。 

・生ごみは水気をよく切ってからごみ出しをして、減量に心がけましょう。 

・庭や畑を持っている家では、生ごみを肥料にして活用することを検討しましょう。 

・ごみはルールを守って、きちんと分別して所定の場所に出しましょう。 

・地域の資源回収やスーパーの店頭回収などに協力しましょう。 

・リサイクルショップやフリーマーケットなどを上手に活用して、不用品をごみとせず、

再利用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★ごみ出しルールを守り、きちんと分別して出しましょう。 
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事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・廃棄物については、排出者責任の原則に従い、適正に処理しましょう。 

・事業所内に「リサイクルボックス」などを設置して、資源物の分別に努めましょう。 

・ごみの分別やリサイクルなどを積極的に行い、ごみの排出抑制に努めましょう。 

・自店で販売した製品や容器包装類などを回収し、リサイクルの推進に努めましょう。 

・事業者間、業界団体内でのリサイクルの連携を図りましょう。 

・梱包や包装はできるだけ簡素化するなど、環境やリサイクルに配慮した商品の販売・使

用に努めましょう。 

・再使用・リサイクル等に配慮した環境にやさしい商品の販売・使用に努めましょう。 

また、商品を販売する際には、わかりやすい説明表示などを心がけましょう。 

・製品やサービスを購入する際には、環境にやさしいエコ製品を優先するなど、グリーン

購入を心がけましょう。 

・書類の両面印刷や事務のペーパーレス化を図り、紙の節約に努めましょう。 

・再生紙の使用を推進しましょう。 

・事業所内で生じた古紙は、分別してリサイクルに努めましょう。 

・廃棄物の減量やリサイクルの推進に係る具体的な目標を設定しましょう。 

・できる限りごみを出さない事業活動の実践に取り組みましょう。 

・屋外に自動販売機などを設置する場合は、容器の回収ボックスの設置と適切な管理を行

い、リサイクルの推進とごみの散乱防止に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★古紙は分別してリサイクルに努めましょう。 
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【建設業】 

・建設資材は、できるだけ再生品や、使用後に再生利用可能なものを使用しましょう。 

・代替型枠工法など、環境に配慮した工法を積極的に採用しましょう。 

・分別解体と建設廃棄物の再資源化を進めましょう。 

・建設工事に伴って発生する廃棄物の減量と適正処理を推進しましょう。 
 

【製造業】 

・再生資源やリサイクル原料の使用推進、再生利用可能な資材の活用などにより、省資源

を推進しましょう。 

・工程や作業方法などの改善により、廃棄物の排出抑制に努めましょう。 

・製品の製造、使用、廃棄など全ての過程での環境負荷・環境影響を事前に評価する「ラ

イフサイクルアセスメント*」の実施などにより、廃棄物の排出抑制に努めましょう。 
 

【運輸業】 

・運搬に使用する梱包材などの資材は使い捨てにせず、再使用またはリサイクルするよう

努めましょう。 
 

【卸売・小売業、飲食業】 

・再生品やエコマーク商品など、環境への負荷が少ない商品の販売を推進しましょう。 

・配送時における梱包の簡素化に努めましょう。また、梱包の再使用を推進しましょう。 

・販売時の包装の簡素化や合理化に努めましょう。 

・食品の販売の場合には、トレーを使用しない量り売り・ばら売りなどの普及に努め、過

剰包装の自粛に取り組みましょう。 

・マイバッグ持参の呼びかけやポイント制の導入などにより、レジ袋の削減に取り組みま

しょう。 

・店舗で販売した容器包装などの店頭回収を行い、リサイクルの推進に努めましょう。 

・食品廃棄物の減量化・リサイクルの推進に努めましょう。 

・製品の修理を受け付けるなど、アフターサービスの充実に努めましょう。 

・壊れた製品や不要となった製品の回収体制の整備を進めましょう。 
 

注* ライフサイクルアセスメント： 
商品の環境に与える影響を、資源の採取、原材料への加工、商品の生産、運搬、販売、消費、資源
化、廃棄までの各過程ごとに評価し、より環境負荷の小さい生産方法や、代替原料、代替製品を選
択していこうという考え方。略称 LCA。 
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５  環境美化の推進 

本町では、空き地や河川敷、道路沿道などへの不法投棄やポイ捨てに対する苦情や意見が

多いため、これらの問題の解決に向けて、今後も各種の取り組みを推進していきます。この

他、空き地の適正管理やペットの糞の問題にも対処していきます。 

また、町民から苦情や改善の要望の多い「野焼き」についても、問題の解決に向けて、各

種の取り組みを推進していきます。 

 

町の取り組み（施策） 

① ごみのポイ捨てや不法投棄の防止 

○ごみのポイ捨てや不法投棄の防止【建設環境課】 

・廃棄物の不法投棄防止のためのパトロールを実施します。 

・不法投棄を見つけた場合には速やかに通報が行われるよう、茨城県の不法投棄 110 番

などの通報先の周知にむけた広報・PR を強化します。 

・不法投棄やポイ捨ての多発地点には、防止のための看板を設置します。 

・不法投棄やポイ捨てを行わないよう、町民や事業者への啓発を強化します。 

・不法投棄が確認された場合、関係機関と連携し摘発に努めます。 

・不法投棄物については、関係機関と連携して速やかな回収に努めます。 

・これまでに不法投棄が行われた場所や状況について情報を整理し、不法投棄が行われや

すい場所や状況の傾向を把握し、対策の実施と未然防止に努めます。 

 

○環境美化の推進【建設環境課】 

・町民や事業者の協力のもと、町内一斉や河川敷等での環境美化運動により、ポイ捨てご

み等の回収を今後も継続します。 

・「空き地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、使用していない土地に雑草等が繁茂し

ないよう、土地所有者や土地管理者に対して管理の徹底を指導します。 

・ペットの適切な管理や散歩時の糞の始末について指導・啓発を行います。 

 

② 野焼きの防止 

○野焼きの防止【建設環境課、産業課】 

・野焼きは、農業者が行う稲わら等の焼却などの例外を除き、法や条例により禁止されて

いる行為であるため、野焼きを行わないよう町民や事業者に啓発・指導します。 

・監視指導体制を強化し、野焼きの防止に努めます。 

・苦情を受けた場合には、迅速・適切な対応を行います。 

・稲わらやもみ殻については、農地で焼却されることを減らすため、バイオマスとしての

再利用方法を検討します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

不法投棄ごみ回収件数 33 件 減少 減少 

野焼きに対する苦情件数 ７件 減少 減少 

※資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・不法投棄の現場などを発見したら、すぐに町の担当部署に連絡しましょう。 

・自宅周辺の清掃を行い、地域の環境美化に努めましょう。 

・所有地の適正な管理に努め、雑草の繁茂や害虫の発生、ごみの不法投棄などが生じない

ようにしましょう。 

・地域の清掃・美化活動などに積極的に

参加しましょう。 

・たばこの吸い殻やごみのポイ捨てをし

ないようにしましょう。 

・ペットの糞は飼い主がきちんと始末し

ましょう。 

・ごみは野外で焼却してはならないこと

を守りましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・敷地内や敷地周辺の清掃を定期的に行い、地域の環境美化に努めましょう。 

・所有地の適正な管理に努め、雑草の繁茂や害虫の発生、ごみの不法投棄などが生じない

ようにしましょう。 

・屋外に自動販売機などを設置する場合は、容器の回収ボックスの設置と適切な管理を行

い、ごみの散乱防止に努めましょう。 
 

【農業】 

・使用済ビニール等については、野外で焼却せず、適正に処理しましょう。 

 

■環境美化運動（５月実施）の様子 
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第５節 協働による環境保全活動の推進 

 

１  環境教育・環境学習の推進 

今日の環境問題は、身近な生活環境の問題から地球規模の問題まで多種多様化しています。 

こうした環境問題の解決のためには、一人ひとりが環境保全について関心と理解を深めて

いくことが大切です。 

このため、地域の環境に関する情報を広く提供することにより、町民や事業者の環境に対

する関心を高め、環境を大切にする意識を育んでいきます。また、一人ひとりが環境を守り、

よりよい環境を未来に伝えるための自主的な活動を行うことができるよう、家庭、学校、事

業所、公的施設などあらゆる場を通じて、環境学習・環境教育を積極的に推進します。 

 

町の取り組み（施策） 

① 環境教育・環境学習の活発化 

○環境教育・環境学習の活発化【建設環境課、教育委員会】 

・親子や子供と老人など世代間で、ともに学べる環境学習の開催を検討します。 

・学習活動のリーダーの発掘や指導者の養成を図ります。 

・小・中学校などにおいて、年齢や学習段階に応じた環境教育の支援に努めます。 

・小・中学生や地域団体などを対象としたごみ処理施設見学会を実施します。 

・自然観察会など、自然とふれあう環境学習の機会を創出に努めます。 

 

○環境学習の場所・機会の整備・充実【建設環境課、教育委員会、総務課、健康福祉課】 

・環境講座の開設など、子供から老人までそれぞれの年代の興味と必要性に応じた環境教

育・環境学習の機会の提供に努めます。 

・公民館や B＆G 海洋センター、ふれあいセンター、保健センター、福祉センター、児童

館など学習関連施設の利用方法を工夫し、利用の促進に努めます。 

・河川敷や既存の公園等を会場とする環境学習の開催などを検討します。 

 

② 環境学習の推進に向けたしくみの整備 

○環境情報の提供の推進【建設環境課】 

・町民や事業者一人ひとりがよりよい環境づくりに関心を持ち、まちづくりの主体として

自主的に行動できるよう、環境情報の提供に努めます。 

・町の環境の状況及び施策の推進状況について、点検・評価のため、地球温暖化ガスの削

減に向けた各種施策の実施結果等を公表します。 

・町のホームページや広報などでの環境関連情報の充実を図ります。 

・各種の行事やイベントの中で、環境関連情報を積極的に提供します。 
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環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

環境学習・講座などの実施 未開催 開催 開催 

※資料：建設環境課 

 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・身近な自然とのふれあいなどを通して地域の環境に関心を持ちましょう。 

・子どもが自然に興味を持つよう河川敷などに出かけ、身近な自然に親しみましょう。 

・環境学習講座や自然観察会などに積極的に参加し、環境に関する知識を深めましょう。 

・環境問題について自ら情報を収集し、正しい知識を深めましょう。 

・家庭において、環境問題について話し合う機会を増やしましょう。 

・環境に関する地域の課題や意見などを積極的に発表しましょう。 

・町が提供した環境保全に関する取り組みなどを日々の生活の中で実践しましょう。 

・子どもが学校などで環境について学んだことを家庭で一緒に考えましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・より環境負荷の少ない事業活動を実施できるよう、 新の技術などの情報収集に努めま

しょう。 

・様々な環境情報を積極的に入手し、日々の事業活動に反映させるよう努めましょう。 

・省エネルギー・省資源、ごみの排出抑制など、環境に配慮した行動を事業所全体での取

り組みとして定着させましょう。 

・社員に対する環境教育などの指導を実施し、環境への意識を高めましょう。 

・町や各種団体が行う学習会、講演会、セミナーなどには積極的に参加しましょう。 

・町民・行政などと連携し、環境教育や環境学習の機会、場所、人材などの提供に協力し

ましょう。 

・地域の環境保全活動などには積極的に参加しましょう。 
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２  環境保全活動の推進 

現在、町では町民や事業者が環境保全活動に参加しやすくするため、各種の取り組みや事

業を行っています。今後も町民や事業者の自主的な環境保全活動を促進するとともに、地域

全体での環境保全活動の取り組みを支援していきます。 
 

町の取り組み（施策） 

① 一人ひとりの環境保全の取り組みの推進 

○町民の取り組みの推進【建設環境課】 

・地域における各種の環境保全活動などを推進・支援します。 

・町民が自らの手で実行できる環境保全のための活動について、町の広報紙やホームペー

ジなどでの情報提供に努めます。 
 

○事業者の取り組みの推進【建設環境課】 

・自主的な環境保全の取り組みのため、「ISO14001＊1」、「エコアクション 21＊2」など

の認証取得を推進に向けた情報提供等に努めます。 
 

○町の取り組みの推進【建設環境課】 

・環境保全活動の実施者に対する表彰などを行い、町民や事業者などの環境保全の取り組

みを支援します。 

・一人ひとりが環境保全活動に参加しやすくなるよう、地域や団体をまとめるリーダー役

の養成等を検討します。 

・情報公開に努め、町民や事業者などとの環境情報の共有化を推進します。 
 

注*１ ISO14001： 
ISO の規格で 1996 年に制定した環境マネジメントシステムであり、組織の活動や製品、サービ
スなどが環境に及ぼす負荷を継続的に低減、防止していくためのしくみづくりを企業や自治体など
が行っていくもの。 

 
注*２ エコアクション 21： 

全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組むしくみ
をつくり、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法につ
いて、平成 8 年に環境省が策定。また、エコアクション 21 ガイドラインに基づき、取り組みを
行う事業者を審査し、認証・登録する制度が、エコアクション 21 認証・登録制度。 
 

② 各種団体等との連携・協力の推進 

○人の交流や情報交換による環境保全活動の活発化【建設環境課・産業課】 

・農業団体、商工団体などの業界団体を中心とした事業者の連携を推進します。 

・環境保全活動などを通じた各種団体、地域間の交流を図り、人の交流や情報交換による

環境保全活動の活性化を推進します。 

・地球温暖化問題や放射性物質などの広範囲な環境問題のため、国や県などと積極的に情

報交換をしながら協力体制を形成し、有効な取り組みを推進します。 

・近隣自治体との連携・協力により、河川の環境保全事業などを継続します。 
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○地域コミュニティの活性化【建設環境課】 

・町内会などの地域社会が健全に機能している地域は、住民の環境保全に対する意識が高

く、ごみのリサイクルや地域の環境保全活動も活発に行われているとされています。一

人ひとりの自発的な環境保全への取り組みを推進するため、地域社会におけるコミュニ

ケーションの活性化を図り、地域コミュニティ回復の推進に努めます。 

 

環境保全のための指標と具体的な目標値を以下のとおり設定します。 

 

❖ 環境保全のための指標と目標 ❖ 

指   標 

実績値 目標値 

現  状 

（平成 23 年度）

中間年度 

（平成 29 年度） 

目標年度 

（平成 34 年度）

環境美化運動への参加者数 2,344 人 人口の 25％以上 人口の 25％以上

※資料：建設環境課 

 

町民の取り組み（環境配慮指針） 

・地域の清掃活動や美化活動に積極的に参加しましょう。 

・環境問題に関する一人ひとりの社会的責任を認識し、積極的に行動しましょう。 

・日々の生活や行動が、環境に関わっているという意識を持ちましょう。 

・講演会やシンポジウムなどには、近所の人などを誘って積極的に参加しましょう。 

・近所の人に地域の活動・イベントへの参加を呼びかけましょう。 

・地域の高齢者から、昔から伝わる生活の知恵を学びましょう。 

・環境について学んだ知識や体験を子どもたちに伝えましょう。 

 

事業者の取り組み（環境配慮指針） 

【全事業者共通】 

・ISO14001 やエコアクション 21 の認証取得、社内責任者の任命など、環境保全に向

けて社内体制の整備を進めましょう。 

・事業者間の交流や情報交換に努めましょう。 

・河川敷などの水辺、沿道や公園などの美化活動には積極的に参加しましょう。 

・地元の住民と協力して、地域における美化活動などに積極的に参加しましょう。 

・地元の住民との交流や意見交換などの機会を設けましょう。 

・事業所の環境に関する情報について情報公開を進めましょう。 

・事業所の環境保全に向けた取り組みや事業活動を通じて蓄積した知識やノウハウを PR 

するなど、積極的に情報を発信しましょう。 

・事業者の知識や技能を活かし、環境に関する各種のイベント・行事などに参加・協力し

ましょう。 
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第５章 計画の推進 
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第１節 計画の推進体制 

 

本計画を実効性のあるものとするためには、五霞町役場だけでなく、町民、事業者と協働し

て施策や各種の取り組みを推進・展開する必要があります。 

また、場合によっては国や県、関係機関などとの連携・協力により、全体的・総合的な推進

を図る必要があるため、計画の推進に当たっては、以下に示す体制を整備します。 

 

(1) 庁内体制の整備 

環境基本計画の施策の対象は広範囲に及ぶため、計画に定める施策の推進に際しては、全

庁的な取り組みの体制の整備が必要です。 

このため、総合調整機関として「環境基本計画改定プロジェクトチーム」を設置し、本計

画の進行状況の管理・把握を行います。また、実務レベルの組織として「環境基本計画推進

ワーキングチーム」を設置し、本計画の具体的な施策について点検・調整などを行います。 

 

(2) 国や県、関係機関などとの連携・協力体制の強化 

本計画に基づく施策を推進していく上で、国、県、近隣自治体、関係機関などに対して要

請や協力を求める場合が想定されます。 

特に河川の水質汚濁、放射性物質対策、地球温暖化問題、ごみ処理などについては、町を

超えた広域的な取り組みが必要であるため、今後も国、県、近隣自治体、関係機関などとの

連携・協力体制の強化に努めます。 

 

(3) 町民や事業者との連携・協力体制の整備 

本計画を実行し、環境保全を図るためには、町による施策の確実な実行と環境に配慮した

取り組みの率先的な実践だけでなく、町民や事業者の参加と協力を欠くことができません。 

町としては、環境教育や環境学習、意識啓発の充実、町のホームページや広報などによる

情報提供と意見聴取、その他町民や事業者の自主的な取り組みに対する支援策などを講じま

す。また、情報交換や連絡調整、連携・協働のための協議の場などの整備について検討しま

す。 
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継続的改善

策定（Plan）

・目標、施策などの設定

・町民・事業者・行政の取り
組みなどの設定

実行（Do）

・施策の実行

・町民・事業者・行政の取り
組みの推進

見直し（Action）

・目標､施策､取り組みなどの

見直し
・計画の見直し

点検・評価
（Check）

・計画の進捗状況、施策の
実施状況などの点検・評価

・課題の抽出

第２節 計画の進行管理 

 

(1) 計画の点検・評価 

本計画の進捗状況について定期的に点検・評価を行うことにより、本町の環境について継

続的な改善を図るものとします。 

計画の進捗状況は、環境マネジメントシステムの考え方に基づく「PDCA サイクル」を

用いて把握します。この方法は、①計画（Plan）、②実行（Do）、③点検・評価（Check）、

④見直し（Action）という手順を繰り返し行っていくことにより、その時点における計画の

進捗状況の把握や課題の抽出などを行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 点検・評価結果の報告 

本計画の進捗状況は「環境基本計画改定プロジェクトチーム」において管理・把握し、結

果については「点検・評価報告」として整理します。 

「点検・評価報告」についての特記事項を以下に示します。 

 

・計画の全体的な進捗状況のほか、それぞれの施策の実施状況、環境の改善状況など

を踏まえて、目標の達成状況を点検・評価するとともに、評価の結果をもとに、施

策や事業の見直しについて検討します。 

・町長に報告し、報告を受けた町長は、環境審議会による意見を踏まえ、是正事項や

取り組むべき事項等を指示するものとします。 

・是正事項や取り組むべき事項などを附帯した上で公表し、町民や事業者からの意見

を受けるものとします。 
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(3) 環境情報の提供 

町民や事業者との連携・協働による環境保全の取り組みを進めるためには、環境に関する

情報を共有し、現状や課題などについて共通の認識を持つことが必要です。 

このため、町の広報紙やホームページなどを積極的に活用し、町民や事業者に対して環境

情報の提供を行います。 

 

(4) 計画の見直し 

本計画は、上記(1)～(3)の確実な実行により、適切に進行管理していくものとします。 

また、本計画は、計画の目標年度（平成 34 年度）に見直しを行うことを基本とします。

この他、社会情勢の変化や町の環境に大きな変化が生じた場合などには、「環境基本計画改定

プロジェクトチーム」において計画の見直しに関する検討を行い、その報告を受けた町長の

判断により計画の見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 資料 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資  料  編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 資料 - 2

五霞町の環境の保全に係る指標の状況 

 

１．安全・安心を支える生活環境の保全 
 

(1) 大気環境の保全 
 

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出状況   （単位：件） 

ばい煙発生施設区分 平成13年度末 平成23年度末 

ボイラー 41 57 

廃棄物焼却炉  0  0 

ディーゼル機関 14  5 

ガス機関  0  2 

合  計 55 64 

資料：茨城県環境白書資料編 
 

大気環境の状況 

項  目 平成13年度 平成23年度 環境基準 

二酸化硫黄 0.013ppm 0.006ppm 0.04ppm 

二酸化窒素 0.033ppm 0.024ppm 0.04ppm 

浮遊粒子状物質 0.114mg/㎥ 0.055mg/㎥ 0.1mg/㎥ 

光化学オキシダント 0.183ppm 0.029ppm 0.06ppm 

※二酸化硫黄と浮遊粒子状物質は、日平均値の2％除外値を、二酸化窒素は日平均値の98％値を、

光化学オキシダントは、1時間値の 高値を示した。 

※測定位置：古河市役所 

資料：茨城県環境白書資料編 

 

 

(2) 水環境の保全 
 

河川水質の状況 

河 川 名 
BOD濃度 

(平成13年度) 

BOD濃度 

(平成22年度) 
環境基準 

利根川(栗橋付近)  1.7mg/L 1.5mg/L 2.0mg/L 

江戸川(関宿橋)  1.2mg/L 1.2mg/L 2.0mg/L 

中川(豊橋)  7.3mg/L 2.2mg/L 5.0mg/L 

権現堂川(舟渡橋)  3.3mg/L 4.2mg/L - 

五霞落川(幸主地先) 12.8mg/L 2.7mg/L - 

※環境基準点は、年間75％値。 

資料：埼玉県環境白書（利根川、江戸川、中川）、埼玉県権現堂調節池管理所（権現堂川）、

五霞町建設環境課（五霞落川） 

 



 資料 - 3

水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出状況                     （単位：件） 

特定施設区分 
(施設の種類ごと) 

施   設   名 

施設数 施設数 

水濁法施行令  

第1条別表第1 
H13年度末累計 H23年度末累計

１の２  イ 豚房施設  1  1 

２    イ 畜産食料品製造業の原料処理施設  5  1 

４    イ 
野菜・果実を原料とする保存食料品製造業の原料
処理施設 

 1  1 

４    ロ 同洗浄施設  1  1 

５    イ 味噌、醤油、食品アミノ酸等の原料処理施設  3 ― 

５    ロ 同 洗浄施設  8  3 

  同 湯煮施設  1 ― 

５    へ 同 ろ過施設  2 ― 

１０   ロ 飲料製造業の洗浄施設(先びん施設を含む)  7  1 

１７ 豆腐又は煮豆の製造業の湯煮施設  5  5 

１８の２ イ 冷凍調理食品製造業の原料処理施設  1  1 

２３の２  ロ 
出版業、印刷業の自動式観光膜付印刷版現像洗浄
施設 

―  2 

２７   ル ２５・26号の事業以外の湿式集じん施設  2  1 

４６   ニ ２８～４５号までの排ガス洗浄施設  1  1 

４７   ロ 医薬品製造業のろ過施設 ―  1 

４７   ハ 医薬品製造業の分離施設 ―  1 

５１の２ 工業用ゴム製造業の直接加硫施設 ―  1 

６３   イ 金属製品等の焼入れ施設  6  2 

６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設  6  1 

６６ 電気めっき施設  6  1 

６６の５ 弁当仕出屋又は弁当製造業のちゅう房施設 ―  1 

６７ 洗たく業の洗浄施設  2  1 

７１ 自動式車両洗浄施設  3  5 

７１の５ 
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は
ジクロロメタンによる洗浄施設 

―  1 

７１の６ 
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は
ジクロロメタンの蒸留施設 

―  1 

７２ 
し尿処理施設(処理対象人員500人以下のし尿浄
化槽を除く) 

 3  5 

７３ 下水道終末処理施設  1  1 

７４ 特定事業場から排出される水の処理施設  1  1 

合  計   66 41 

資料：茨城県県西県民センター環境保安課 

 



 資料 - 4

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水に係る特定施設の届出状況      （単位：件） 

特定施設区分

(施設の種類ごと) 
施   設   名 

施 設 数 

H13年度末累計 H23年度末累計

その３-３ 車両の洗浄施設  9 10 

〃 １０ 集団給食施設  1   1 

〃 １１ 段ボール箱製造の用に供するコルゲートマシン  2  3 

〃 １７ 
野菜又は果実の洗浄、切断等による加工を行う洗
浄施設及び原料処理施設 

―  1 

〃 １８ 特定事業場から排出される水の処理施設 ―  1 

合  計   12 16 

資料：茨城県県西県民センター環境保安課 
 

地下水質の状況              （単位：％） 

項   目 
飲料水基準超過割合 

平成13年度 平成24年度

大腸菌 51.4 20.5 

硝酸性・亜硝酸窒素 24.3 30.1 

資料：五霞町建設環境課 

 

 

(3) 健全な水循環の確保 
 

上水道及び地下水に関する状況 

項   目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

上水道普及率 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 

上水道使用量(家庭用) 2,083㎥/日 2,001㎥/日 2,029㎥/日 2,008㎥/日 1,986㎥/日

上水道使用量(事業者用) 2,718㎥/日 2,476㎥/日 2,895㎥/日 2,096㎥/日 1,627㎥/日

地下水利用量(製造業) 3,780㎥/日 3,871㎥/日 3,233㎥/日 4,334㎥/日  ―  ㎥/日

資料：五霞町上下水道課（上水道）、経済産業省 「工業統計調査」（地下水） 
 

生活排水処理の推移 

項   目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人口 9,788人 9,669人 9,545人 9,457人 9,365人

公共下水道 6,420人 6,543人 6,447人 6,437人 6,431人

農業集落排水 3,133人 3,084人 3,075人 3,000人 2,913人

合併処理浄化槽 77人 8人 0人 20人 20人

水洗化人口 9,630人 9,635人 9,522人 9,457人 9,364人

水洗化率 98.4％ 99.6％ 99.8％ 100.0％ 100.0％

生活排水処理人口 9,630人 9,635人 9,522人 9,457人 9,364人

生活排水処理率 98.4％ 99.6％ 99.8％ 100.0％ 100.0％

資料：五霞町上下水道課 
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(4) その他公害の防止 
 

地下水利用と地盤沈下の状況 

項     目 平成13年度 平成22年度 

地下水利用量（製造業） 4,031㎥/日(平成12) 4,334㎥/日 

地盤沈下量( 大) 14.6mm(川妻) 21.8mm(釈迦) 

資料：茨城県環境白書資料編 
 

公害苦情件数                             （単位：件） 

苦 情 種 類 平成13年度 平成23年度 

大気汚染 12   8 

水質汚濁  1   0 

騒音  3   1 

悪臭  4   4 

その他 14 112 

合     計 34 125 

資料：総務省「公害苦情調査」 

 

 

(5) 有害物質対策の推進 
 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況       （単位：施設） 

特定施設区分
(施設の種類ごと) 

施 設 名 
施 設 数 

H13年度末累計 H23年度末累計 

１ －  5 廃棄物焼却炉 6 2 

２－４－ロ 湿式集じん施設 1 0 

合  計   7 2 

資料：茨城県県西県民センター環境保安課 
 

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例に基づく特定施設の届出状況  （単位：施設） 

特定施設区分
(施設の種類ごと) 

施 設 名 
施 設 数 

H13年度末累計 H23年度末累計 

‐ 指定処理施設 ‐ ‐ 

‐ 特定小型焼却炉施設 ‐ 2 

‐ 積替保管施設 ‐ ‐ 

資料：茨城県県西県民センター環境保安課 
 

ＰＲＴＲ届出の状況 

特定施設区分 平成13年度 平成23年度 

登録事業所数 9事業所 16事業所 

使用する化学物質種類数 12物質 60物質 

資料：茨城県県西県民センター環境保安課 
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２．豊かな自然環境との共生 
 

(1) 樹林地・農地の保全 
 

農地等の状況 

項  目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

農地面積 
1,032ha 
(44.7％) 

1,026ha 
(44.4％) 

1,024ha 
(44.3％) 

1,021ha 
(44.2％) 

1,015ha 
(44.0％) 

農業振興地域面積 
2,051ha 
(0.88％) 

2,051ha 
(0.88％) 

2,051ha 
(0.88％) 

2,049.2ha 
(0.88％) 

2,051ha 
(0.88％) 

農用地区域面積 
913ha 

(0.39％) 
912ha 

(0.39％) 
911ha 

(0.39％) 
910.6ha 
(0.39％) 

910.5ha 
(0.39％) 

旧耕地ビオトープ設置
個所数 

0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 

資料：五霞町産業課 

 

 

３．快適な地域環境の創出 
 

(1) 暮らしやすい地域環境の保全 
 

公園整備状況 

項 目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

公園 

箇所数： 

19箇所 

箇所数： 

19箇所 

箇所数： 

23箇所 

箇所数： 

23箇所 

箇所数： 

23箇所 

面積： 

122,560㎡ 

面積： 

122,560㎡ 

面積： 

130,689㎡ 

面積： 

130,689㎡ 

面積： 

130,689㎡ 

町民一人当たり 

：12.5㎡ 

町民一人当たり

：12.6㎡ 

町民一人当たり

：13.7㎡ 

町民一人当たり 

：13.9㎡ 

町民一人当たり

：14.0㎡ 

※常住人口 9,808人 9,692人 9,561人 9,426人 9,333人 

資料：五霞町建設環境課 
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(2) 利便性の高い都市環境の創出 
 

土地に関する課税の状況                              （単位：ha） 

項   目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

田 701.6 697.8 696 694.7 693.7

畑 318 317.8 317.9 317.6 315.5

住宅用地 212.2 212.9 212.5 212.5 212.8

商業・工業用地 148.7 149.7 150.2 150.6 151.2

山林 25.2 24.9 24.5 24.5 24.0

原野 2.7 2.7 2.3 2.5 1.7

雑種地 50.9 51.1 51.7 52.7 54.2

その他 849.7 852.1 853.9 853.9 855.9

総 面 積 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309

資料：五霞町町民税務課「固定資産の価格等の概要調書」 
 

自動車保有台数                                  （単位：台） 

区   分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

貨物自動車 1,757 1,710 1,669 1,598 1,517 

乗合用自動車 40 40 41 32 32 

乗用自動車 4,318 4,205 4,104 4,058 4,010 

特種(殊)用途自動車 472 427 416 371 370 

小型二輪（250cc以上） 130 136 156 170 184 

軽自動車 2,633 2,738 2,858 2,932 3,020 

原動機付自転車 953 915 913 909 877 

二輪（249cc以下） 125 133 138 135 133 

小型特殊自動車    746 735 723 709 702 

合   計 11,174 11,039 11,018 10,914 10,845 

資料：国土交通省関東運輸局、五霞町町民税務課「軽自動車税課税台帳等調」 
 

道路整備状況 

項目 
平成19年度 

（H18年度末） 

平成20年度 

（H19年度末）

平成21年度 

（H20年度末）

平成22年度 

（H21年度末） 

平成23年度 

（H22年度末）

 延長：5.9km 延長：5.9km 延長：5.9km 延長：5.9km 延長：5.9km 

国道 規格改良率:100％ 規格改良率:100％ 規格改良率:100％ 規格改良率:100％ 規格改良率:100％

舗装率：100％ 舗装率：100％ 舗装率：100％ 舗装率：100％ 舗装率：100％ 

 延長：13.2km 延長：13.2km 延長：13.2km 延長：13.2km 延長：13.2km 

県道 規格改良率：62％ 規格改良率：62％ 規格改良率：62％ 規格改良率：62％ 規格改良率：62％

舗装率：92％ 舗装率：92％ 舗装率：92％ 舗装率：92％ 舗装率：92％ 

延長：242.8km 延長：242.8km 延長：242.4km 延長：238.4km 延長：238.3km 

町道 規格改良率：5％ 規格改良率：5％ 規格改良率：5％ 規格改良率：5％ 規格改良率：5％

舗装率：77％ 舗装率：77％ 舗装率：77％ 舗装率：78％ 舗装率：78％ 

資料：茨城県境工事事務所道路管理課、五霞町建設環境課 
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道路交通量の状況 

項  目 平成11年度 平成22年度 

新4号国道 

（新利根川橋） 

9,804台/12時間(平日) 15,897台/12時間(平日) 

大型車混入率：41.0％ 大型車混入率：55.8％ 

混雑度：0.48 混雑度：1.68 

項  目 平成11年度 平成22年度 

県道幸手・境線 

（原宿台） 

4,513台/12時間(平日) 4,439台/12時間(平日) 

大型車混入率：14.0％ 大型車混入率：14.0％ 

混雑度：0.56 混雑度：0.45 

項  目 平成11年度 平成22年度 

県道西関宿栗橋線 

（江川） 

8,387台/12時間(平日) 7,064台/12時間(平日) 

大型車混入率：59.2％ 大型車混入率：44.1％ 

混雑度：1.37 混雑度：0.87 

資料：茨城県境工事事務所道路管理課 「交通センサス」 

 

代替バス利用状況等 

項 目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

代替バス利用
状況  

運行本数：1路
線1日15往復
(平日)  

運行本数：1路
線1日15往復
(平日)  

運行本数：1路
線1日15往復
(平日)  

運行本数：1路
線1日15往復
(平日)  

運行本数：1路
線1日15往復
(平日)  

年間利用者数： 

53,855人 

年間利用者数：

60,066人 

年間利用者数：

56,027人 

年間利用者数： 

56,728人 

年間利用者数：

54,465人 

役場低公害車
導入状況 

1台 1台  1台 1台 1台 

資料：五霞町総務課（代替バス）、五霞町財務課（低公害車導入） 

 

 

４．循環を基調とした社会の構築 
 

(1) 地球環境の保全 
 

町有施設における電気・ガソリン使用料 

項  目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

電気使用量（庁舎等） 2,062,998kwh 2,559,635kwh 2,458,470kwh 2,443,688kwh 2,128,776kwh

ガソリン使用量 28,139L 27,587L 30,114L 28,372L 23,830L 

温室効果ガス排出量
（庁舎等） 

1,210t-CO2 1,485t-CO2 1,434t-CO2 1,422t-CO2 1,237t-CO2 

※電気に係る二酸化炭素換算量（kg‐CO2）＝電気使用量（kwh）×排出係数（0.555とする） 

※公用車燃料に係る二酸化炭素換算量（kg‐CO2）＝燃料使用量（L）×単位発熱量（34.6 とする）×排出係

数（0.0183とする）×44／12 

資料：五霞町建設環境課 「五霞町役場温室効果ガス削減計画実施報告書」 
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事業者の取り組みの状況 

項    目 平成13年度 平成23年度 

ISO14001認証取得事業所 12事業所 12事業所 

資料：公益財団法人 日本適合性認定協会ホームページより 

 

 

(2) 循環型社会の形成 
 

ごみ排出量に関する状況（事業所含む） 

項   目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

ご
み
排
出
量 

可燃ごみ 3,086t/年 3,121t/年 2,852t/年 2,765t/年 

不燃ごみ 72t/年 61t/年 73t/年 69t/年 

粗大ごみ 48t/年 101t/年 103t/年 82t/年 

資源ごみ 282t/年 263t/年 249t/年 263t/年 

合計 3,488t/年 3,546t/年 3,277t/年 3,179t/年 

町民１人当たり 993g/日 1,030g/日 970g/日 952g/日 

再資源化率 9.1％ 13.6％ 14.5％ 14.8％ 

集団回収量 102t/年 102t/年 128t/年 136t/年 

資料：環境省 「一般廃棄物処理実態調査」 

 

 

(3) 環境美化の推進 
 

環境美化運動等の状況 

項  目 平成13年度 平成23年度 

環境美化運動 
回数：1回 回数： 1 回 

回収量：15,770㎏ 回収量： 4,700㎏ 

権現堂川(行幸湖) 

回数：1回 回数：1回（平成22年度） 

参加者数：137人 参加者数：272人（平成22年度） 

ごみ回収量：820㎏ ごみ回収量：320㎏（平成22年度） 

不法投棄物回収 
箇所：5箇所 箇所： 2箇所 

回収量：約1,000㎏ 回収量：約1,000㎏ 

不法投棄監視員 2人(県から委嘱) 0人(県から委嘱) 

野犬等捕獲数 32頭 11頭 

※行幸湖クリーン作戦は、平成23年度未実施 

資料：五霞町建設環境課 

 

 



 資料 - 10

五霞町環境基本条例 

 

平成13年3月30日 

条例第8号 

 

五霞町は，利根川等の大河川に囲まれた水と緑豊かな自然環境に恵まれたまちである。 

先人たちはこれらの自然の恵みの下で生活を営み，住みよいまちを築き上げる努力を続けてきた。 

しかしながら，今日の社会経済活動は，利便性の向上と物質的豊かさをもたらした一方で，資源やエネルギーを

大量に消費することなどにより，環境汚染や自然破壊など環境への影響を増大させ，人類の生存基盤である地球環

境を脅かすまでに至っている。 

私たちは，安全で快適な生活を営むために健全で豊かな環境の恵みを享受する権利を有するとともに，その環境

を将来の世代に引き継いでいく責務を有する。 

ここに，私たちは，自然界の限りある環境から多くの恵みを受けていることを自覚し，人と自然との共生を適切

に確保するとともに，環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築していくため，町民，事業者及び町

が連携し，協力し合って，良好な環境を創造していくことを決意し，この条例を制定する。 

 

(目的) 

第１条 この条例は，環境の保全及び創造について，

基本理念を定め，並びに町，事業者及び町民の責務

を明らかにするとともに，環境の保全及び創造に関

する施策の基本となる事項を定めることにより，環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し，もって現在及び将来の町民の健康で文化

的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において「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。 

２ この条例において「地球環境の保全」とは，人の

活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の

進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少その他の地

球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす

事態に係る環境の保全であって，人類の福祉に貢献

するとともに町民の健康で文化的な生活に寄与する

ものをいう。 

３ この条例において「公害」とは，環境の保全上の

支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴って生

ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁(水質

以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含

む。)，土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下(鉱物

の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び

悪臭によって，人の健康又は生活環境(人の生活に密

接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係の

ある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が

生ずることをいう。 

(基本理念) 

第３条 環境の保全及び創造は，現在及び将来の世代

の町民だれもが健全で豊かな環境の恵みを享受する

とともに，人類の存続基盤である環境を良好な状態

で将来の世代に継承することができるように適切に

推進させなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は，すべての者が公平な役割

の下で健全で恵み豊かな環境を維持しつつ，環境へ

の負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が実現さ

れるよう推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は，人と自然が共生できるよ

うな多様な自然環境が保全され，地域の社会経済活

動を自然環境と調和させるよう，推進されなければ

ならない。 

４ 地球環境の保全は，町，事業者及び町民が自らの

課題であることを認識して，それぞれの事業活動及

び日常生活において積極的に推進されなければなら

ない。 

(協働の責務) 

第４条 町，事業者，町民及び町民以外の者は協働す

ることによって，それぞれの責務を果たすとともに

環境の保全及び創造に寄与することに努めなければ

ならない。 

(町の責務) 

第５条 町は，基本理念にのっとり，環境の保全及び

創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し，実

施する責務を有する。 

２ 町は，環境の保全及び創造に関する事業者，町民

及び町民以外の者の意識の向上等を図るため，広く
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各層，各世代にわたり町民の理解を得られる方策の

実施に努めるものとする。 

３ 町は，必要に応じ国県等に対して，町の施策に関

する協力を要請し，良好な環境の実現に努めなけれ

ばならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，事業活動を

行うときは，環境への負荷を低減するとともに，そ

の事業活動に伴うばい煙，汚水，廃棄物等の処理そ

の他の公害を防止するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 事業者は，その事業活動に係る製品その他のもの

が使用され，又は廃棄されることによる環境への負

荷を低減するため，必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 事業者は，町の規制を遵守するとともに，町が実

施する環境保全及び創造に関する施策に協力しなけ

ればならない。 

(町民の責務) 

第７条 町民は，基本理念にのっとり，環境の保全及

び創造に関心を払うとともに，必要な知識を得るこ

とに努め，環境の保全及び創造についての理解を深

めることに配慮しなければならない。 

２ 町民は，良好な環境の保全に主体的に取り組み，

自ら日常生活に伴う廃棄物の排出抑制，騒音の発生

防止，屋外燃焼行為の自粛等による環境への負荷の

低減に努めなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか，町民は，町が実施する

環境の保全及び創造に関する施策に参加，協力しな

ければならない。 

(町民以外の者の責務) 

第８条 旅行者及び町を訪れる者その他滞在者は，基

本理念にのっとり，良好な環境の保全に自ら努め，

町が実施する環境の保全及び創造についての施策に

協力するとともに，みだりに町内に廃棄物を投棄し，

又は放置して町の良好な環境を損なってはならない。 

(五霞町環境基本計画) 

第９条 町長は，環境の保全及び創造に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため，五霞町環境基

本計画(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) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的

な目標及び施策の大綱 

(2) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための必要な事項 

３ 町長は，環境基本計画を策定するに当たっては，

町民の参画により，意見を十分に把握した上，五霞

町環境審議会の意見を求めなければならない。 

４ 町長は，環境基本計画を策定したときは，速やか

にこれを公表するものとする。 

５ 前 3 項の規定は，環境基本計画の変更についてこ

れを準用する。 

(環境への配慮) 

第１０条 町は，環境に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し，及び実施するに当たっては，環境基本

計画との整合を図るとともに，環境の保全及び創造

について配慮しなければならない。 

(環境影響評価の推進) 

第１１条 町は，環境に著しい影響を及ぼすおそれの

ある事項について，事業者において環境の保全及び

創造について適切な配慮がなされるよう，環境に及

ぼす影響を事前に評価するために必要な措置を講ず

るものとする。 

(規制の措置) 

第１２条 町は，環境の保全上の支障を防止するため，

必要な規制の措置を講ずるものとする。 

(指導，助言，勧告等) 

第１３条 町は，良好な環境の保全のために必要があ

るときは，事業者，町民及び町民以外の者に対し，

指導，助言及び勧告(以下「指導等」という。)を行

うことができるものとする。 

２ 前項において，利害関係者等から環境保全上の苦

情等が寄せられ，町から指導等を受けた者は，誠意

をもってその解決に当たらなければならない。 

３ 町は，前 2 項の指導等を受けた者がその指導等に

従わない場合において，必要があるときは，その勧

告の内容を公表できるものとする。 

(公害の防止及び紛争の処理等) 

第１４条 町は，公害を防止するとともに，被害が発

生したときは，原因を究明し，被害を 小限に食い

止め，被害者の救済，紛争の早期解決のため，迅速

かつ適正な措置を講ずるものとする。 

(環境の保全及び創造に関する施設の整備の推進) 

第１５条 町は，環境への負荷の低減のための施策の

整備及び公園，緑地その他の快適な生活の確保のた

めの施設の整備を推進するため，必要な措置を講ず

るものとする。 

(資源の循環的な利用等の促進) 

第１６条 町は，資源の循環的な利用，エネルギーの

有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理に関し必

要な措置を講ずるものとする。 

(調査及び研究の推進) 

第１７条 町は，環境の保全及び創造に関する情報の

収集に努めるとともに，科学的な調査並びにそれら
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の成果の普及に努めるものとする。 

(環境教育等の推進) 

第１８条 町は，町民及び事業者が環境の保全及び創

造についての理解を深めるとともに，これらの者が

環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進

されるようにするため，必要な措置を講ずるものと

する。 

(町民等の活動の促進) 

第１９条 町は，前条に定めるもののほか，町民，事

業者又はこれらの者で構成する民間の団体による自

発的な環境の保全及び創造に関する活動が促進され

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

(情報の公開と提供) 

第２０条 町は，地域環境の現状に関する情報，町が

策定した施策等，将来の環境の保全及び創造に寄与

する情報については，五霞町情報公開条例(平成 12

年五霞町条例第 34 号)の定めるところにより公開す

るほか，個人及び法人の権利を損なわない限り，提

供するよう努めるものとする。 

(国，県その他の地方公共団体との協力) 

第２１条 町は，広域的な取組が必要とされる環境の

保全及び創造に関する施策について，国及び県その

他の地方公共団体と協力して，その推進に努めるも

のとする。 

(地球環境保全に関する国際協力) 

第２２条 町は，国，県その他の地方公共団体及び町

民等と連携し，地球環境保全に関する国際協力の推

進に努めるものとする。 

(個別条例等の制定) 

第２３条 この基本条例の施行に必要な個別条例等は，

別に定める。 

 

附則 

この条例は，平成13年4月1日から施行する。 
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五霞町環境基本計画改定プロジェクトチーム設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 この訓令は，五霞町環境基本条例第9条第1項の規定により，環境の保全及び創造に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため，五霞町プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程（平成 17 年五霞町訓令第

18 号）第 4条の規定に基づき五霞町環境基本計画改定プロジェクトチーム（以下「チーム」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 チームは，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 五霞町環境基本計画の見直しに関すること。 

(2) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標に関すること。 

(3) 環境の保全に関する施策の方向付けに関すること。 

(4) 環境の保全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に関すること。 

(5) その他環境の保全及び創造に関する施策に関すること。 

（構成） 

第３条 チームの構成員（以下「チームメンバー」という。）は，各課等の課長等のうちから町長が任命し，又は

委嘱する。 

（任期） 

第４条 チームメンバーの任期は，任命又は委嘱の日から平成26年3月31日までとする。ただし，その所属にお

いて任命された委員の任期は，その所属にある期間とする。 

２ チームメンバーは，再任されることができる。 

３ チームメンバーに欠員が生じた場合における補欠チームメンバーの任期は，前任者の残任期間とする。 

（リーダー及びサブリーダー） 

第５条 チームにリーダーとして副町長を，サブリーダーとして建設環境課長を置く。 

（会議） 

第６条 チームの会議は，リーダーが招集し，リーダーがその議長となる。 

２ リーダーは，必要があると認めるときは，会議にチームメンバー以外の者の出席を求め，意見又は説明を聴く

ことができる。 

（ワーキングチーム） 

第７条 チームの補助機関として，ワーキングチームを設置することができる。 

２ ワーキングチームには，リーダーが選任するワーキングチーム員長及びワーキングチーム員を置く。 

３ ワーキングチームの会議（以下「ワーキングチーム会議」という。）は，ワーキングチーム員長が必要と認め

たときに招集し，その議長となる。 

４ ワーキングチーム員長が必要と認めたときは，ワーキングチーム会議にワーキングチーム員以外の者を出席さ

せることができる。 

（事務従事の形態） 

第８条 チームメンバー又はワーキングチーム員の事務従事の形態は，現所属のまま必要に応じてチーム又はワー

キングチームの事務に従事するものとする。 

（庶務） 

第９条 チームの庶務は，建設環境課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか，チームに関し必要な事項は，町長が別に定める。 

附  則 

この訓令は，平成24年4月1日から施行する。 
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五霞町環境基本計画改定ワーキングチーム設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は，平成 15 年 3 月に策定した五霞町環境基本計画の改定において，現行計画の進捗状況や課題

の確認，調査の実施並びに各課等の施策との整合性を確保するなど，資料収集や計画の改定を補助するため，五

霞町環境基本計画改定ワーキングチーム（以下「ワーキングチーム」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 ワーキングチームは，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 現行計画における施策の実施状況や目標の達成状況などの調査に関すること。 

(2) 現行計画における課題の抽出並びに整理と，改定に当たっての基礎資料の取りまとめに関すること。 

(3) 現行計画に定められた項目について内容を精査し，改定に当たって 新の情報への更新に関すること。 

(4) その他，改定に当たって必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 ワーキングチームの構成員は，総務課，財務課，産業課，建設環境課，上下水道課，教育委員会の主幹等

の職員をもって構成する。 

（会議運営） 

第４条 ワーキングチームの会議は，建設環境課長が招集し，会議の議長となる。 

２ ワーキングチームは，必要があると認めるときは，会議にワーキングチーム員以外の出席を求め意見又は説明

を聞くことができる。 

（庶務） 

第５条 ワーキングチームの庶務は，建設環境課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，ワーキングチームの運営に関し，必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 
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策 定 経 緯 

 

年 月 日 区   分 内   容 

平成24年6月6日 

 

環境審議会 ・現行計画の概要と今後の実施フロ

ー及び計画の改定に関する協議 

平成24年8月3日～ 

平成24年8月26日 

町民・事業者アンケートの実施 ・アンケートの発送及び回収 

（町民2,000人、事業者100件） 

平成24年10月3日 

 

環境基本計画改定プロジェクトチ

ーム会議 

・アンケートの結果分析及び計画素

案について 

平成24年10月～ 

平成25年2月 

環境基本計画改定ワーキングチー

ム 

・各種調査及び資料の収集 

・計画素案の検討 

平成25年1月～ 

平成25年2月 

関係機関等調査 ・関係機関への各種調査依頼等 

平成25年2月19日～ 

平成25年3月5日 

環境基本計画（案）への意見募集 ・パブリックコメントの募集 

（役場、公民館、ふれあいセンター、

五霞町ホームページ） 

平成25年3月15日 議会全員協議会 ・議会へのアンケート結果及び計画

案の報告 

平成25年3月25日 環境審議会 ・環境基本計画諮問、答申 
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名     簿 

 

１．五霞町環境審議会 
 

選任区分 職  名 氏  名 

住民を代表する者 

農業委員会会長 松沼 均 

文化財保護審議会委員 印田 かず子 

元町議会議員 知久 光男 

元学校長 森田 肇（副会長） 

産業界を代表する者 
商工会会長 福嶋 四郎（会長） 

工業クラブ副会長 吉田 政巳 

学識経験者 

茨城県県西県民センター 

環境保安課長 
富松 正憲 

校長会会長 佐川 康二 

その他町長が必要と認める者 
土地改良区理事長 下田 欽嗣 

生産組織団体会長 （故）松本 好司 

  ※選任区分：五霞町環境審議会条例第3条第1項に基づく区分 

 

２．五霞町環境基本計画改定プロジェクトチーム 
 

役      職 氏  名 

リーダー 副町長 田神 文明 

サブリーダー 建設環境課長 新井 庫 

チームメンバー 

総務課長 山中 一郎 

財務課長 岡野 竹男 

産業課長 藤沼 武志 

上下水道課長 岡野 吉雄 

教育次長 須賀 弥 

 

３．五霞町環境基本計画改定ワーキングチーム 
 

役  職  等 氏  名 

総務課 主幹 庭川 明 

財務課 参事 菊地 丈夫 

産業課 
参事 島村 久男 

主幹 青柳 勝 

上下水道課 
主幹 江森 薫 

参事 川口 恵司 

教育委員会 
主幹 田口 啓一 

主幹 松村 聖市 

建設環境課（事務局） 

課長 新井 庫  

主幹 山下 仁司 

主事 金谷 昌弥 
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