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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） 
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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 
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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 
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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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発行・編集   五霞町 建設環境課 

〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町大字小福田 1162-1 

電話番号  ： 0280-84-1111 (代表) 
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