二宮町環境審議会 会議次第

日時

平成 29 年２月 15 日（水） 10 時から

場所

二宮町役場 ２階 第１会議室

１．開会
２．あいさつ
３．議題
（１）平成 27 年度進捗状況の対応について ・・・・・資料１
（２）中期進捗状況の管理等について・・・・・・・・資料２、３、４、５
（３）その他
４．閉会

資料１
平成27年度進捗状況の対応について
１【生物多様性の保全】
基本施策

意見表

多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち

取組み・事業等

意見

町の対応

１－１
吾妻山の保
全と魅力の
向上

②吾妻山の新たな整備
バリアフリー化と自然保護を両立させるための手法
吾妻山公園の再整備は平成25年度に整備が終了し
事業の実施
について、他地域の事例調査も検討して下さい。
ているため、近い内でバリアフリー化の予定はありま
せんが、今後、整備を行う場合は、自然保護を両立さ
せる手法も検討しながら計画を策定していきたいと考
えております。

１－２
丘陵地や谷
戸などの保
全

①里山再生育成事業

身近な緑(里山)の再生が図られるように‘手入れ’
里山の「手入れ」に伴い発生した間伐材を使用し
の内容を明確化することや、自然に触れ合える魅力に て、しいたけの植菌教室等を開催しています。
ついて発信力を向上させることも検討する必要があり
また、魅力発信の向上については、ボランティア団
ます。
体とも連携し、検討していきます

⑤緑の基本計画の推進

地球温暖化対策とも連携し、町内の緑のCO2吸収
幹の直径や木の高さ（樹高）、混み具合（1ヘク
量を試算して公表することで、緑化意識の高揚を図る タール当たりの本数）、樹種などの情報を基にして吸
ことも考えられます。
収量を推定する方法が考えられますが、それを直接調
べることは困難なため、試算することは難しいです。

⑤葛川水質調査の実施

葛川の再生を目指すならば水質検査は年4回より月
1回の方が望ましいと思われます。

⑧葛川改修計画（県）

護岸整備について早期に実施するよう要望すべきで
葛川の整備については、長年にわたり近隣市町とと
あり、土砂の浚渫についても仕組みづくりの検討が必 もに神奈川県へ要望をしているところです。
要です。
神奈川県では、平成28年1月に「葛川水系河川整備
基本方針」を公表し、現在、整備計画を策定中との報
告を受けていますので、将来的な整備に向けて準備が
進んでいるものと思われます。また、土砂の浚渫につ
いても河川整備のなかで実施するとともに、将来にわ
たって土砂が堆積しない構造にしていきたいとの考え
があるそうです。
なお、近年、土砂の堆積が認められる場合について
は、神奈川県平塚土木事務所で河川内の土砂敷均しを
実施していただき、水の流れを妨げないよう処置して
いただいていますので、河川整備が実施されるまでの
間は、随時そういった処置を続けていただくよう町か
ら要望していきます。

①海岸ごみゼロ推進
キャンペーン

地域清掃と重ならないようにし、ごみゼロキャン
ペーンに注力した方がよいのではないでしょうか。

③松の保全事業

二宮を通る東海道の松並木や海岸周辺にある公有地
海岸周辺の松については、町において松枯れ防止剤
内の松は、保全・再生すべき貴重な「歴史的景観」と 注入等の管理を図っていますが、新規の植栽について
考えられることから、助成制度の拡充やボランティア は地権者の理解が得にくい状況です。
団体への働きかけ等を含め、積極的な取組みを検討し
なお、東海道（所管は国交省）関係等について、関
て下さい。
連部署等と連携、検討することが考えられます。

１－３
水と親しめ
る葛川の再
生

１－４
二宮海岸の
保全と魅力
の向上

④朝市や地引網等によ
海の朝市は前日から国道に幟旗を立てるなど、ア
る二宮海岸の魅力向上 ピールの方法を検討してはどうでしょうか。
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葛川水質調査については、水質汚濁の未然防止と葛
川の環境の把握のために実施していますが、平成26
年度に引続き、年4回の検査においても環境基準値を
超える調査点は出ていないため、検査頻度を今以上に
増やす必要はないと考えております。葛川の再生を目
指すにあたっては、測定結果の町ホームページﾞへの
公表を通じ、町民へ周知による意識向上を図ってまい
ります。

ごみゼロキャンペーン同日での地域美化清掃の実施
は、慣例的に6月の環境推進月間に合わせて各地域で
行われているものであるため、ご協力をいただけない
場合もありますが、ごみゼロキャンペーンの実施日に
ついては、例年、各地域から選出されている地域環境
推進員に事前にお知らせしておりますので、出来得る
限りの海岸清掃への参加について協力を依頼してまい
ります。

朝市の周知等は、町HP等を活用して行っておりま
す。
現在、会場周辺には幟旗を設置していますが、国道
への幟旗の設置を検討するなど、主催者と調整し、積
極的なアピールを図ります。

２【循環型社会の実現】環境にやさしい循環型のまち
基本施策
２－１
リデュース
の促進（ご
みの発生や
排出の抑
制）

取組み・事業等

意見

町の対応

①ごみ減量化推進事業

ごみ処理広域化に伴う分別方法変更の影響により、
ごみの排出量が増大していることから、その原因を明
らかにするとともに、住民や各種団体に情報の提供を
図るほか、2-1.④や2-2.③、2-5.③の取組みとも連
携して早期に対策を講じる必要があります。
また、フードロス(調理クズや食べ残し)対策とし
て、環境教育や食育と連携し、学校給食等の食べ残し
を計測して食べ物の大切さを教えるようにしてはどう
でしょうか。

ごみの総排出量の増大は、分別収集区分の変更に起
因する可燃ごみ（草葉や軟質系プラスチック）、不燃
ごみ（硬質系プラスチック）の増加の他、ごみ処理広
域化に伴う処理可能品目の拡大や、戸別収集の開始も
総排出量が増加に転じた原因と考えられますので、他
事業と連携して住民や団体に啓発できるように検討し
てまいります。
また、食べ物の大切さを伝えることで、フードロス
対策によるごみ減量化の切り口となるように啓発を検
討してまいります。
なお、平成28年度においては、ごみ減量化推進協
議会での意見を基に、効果的な啓発手法として「回覧
版」の活用を見直しており、地域環境推進員の協力の
もと、各地区への啓発を行っています。

②水分もうひとしぼり
住民や各種団体に情報の提供を図るほか、2-1.④や
運動
2-2.③、2-5.③の取組みとも連携して早期に対策を
講じる必要があります。
また、フードロス(調理クズや食べ残し)対策とし
て、環境教育や食育と連携し、学校給食等の食べ残し
を計測して食べ物の大切さを教えるようにしてはどう
でしょうか。

学校給食の食べ残し量の測定は、給食センターに設
置されている大型生ごみ処理機の投入量から計測が可
能かについて、所管課に確認してまいります。
食べ残し対策に関する啓発については、例年、環境
学習の一環として小学生を対象に実施している「エコ
ライフにチャレンジ」や、環境づくりフォーラム展や
ふるさとまつりのイベントにおいて啓発ブースを設置
し、啓発を行っておりますが、今後も継続的に啓発を
実施してまいります。
なお、平成28年度においては町内の食生活改善推
進員である「ヘルスメイト二宮」の定例会において、
食品ロスに関する啓発を実施しております。

③マイバッグ・マイボ
マイバッグDAYを設けることや、マイボトルの携帯 マイバッグ及びマイボトルの啓発によるリデュース
トル等の啓発
が熱中症予防・エコ活動にもメリットがあることな
の促進については、例年、環境学習の一環として小学
ど、啓発活動も検討して下さい。
生を対象に実施している「エコライフにチャレンジ」
の中で啓発を行っておりますが、熱中症予防の側面か
らの啓発についても検討してまいります。

④ごみ減量化推進協議
ごみの減量化を更に進めるためには発想の転換が必
畑や庭がなくとも分解（減量化）が図れる方法とし
会による推進
要と考えられます。畑や庭がなくとも分解（減量化） て、町の購入補助制度で対象としている電動型生ごみ
が図られる生ごみ処理機等の導入を検討してはどうで 処理機が考えらますが、副産物である堆肥利用が困難
しょうか。
であることが普及を妨げる原因のひとつとなっている
のが現状です。
ごみ減量化推進協議会においては、促進剤（ＥＭボ
カシ）を活用したコンポストの推奨の他、堆肥が出な
い消滅型生ごみ処理機（キエーロ）による減量化の推
進について意見もいただいているので、引続き減量化
策について検討してまいります。

２－２
リユースや
リサイクル
の促進

②町内でのリユース・
直接不用品を売り買いできるバザーを企画して出店
近隣市町の「不用品登録制度」の実態を調査する等
リサイクルの推進
を集う方法や、近隣市町の「不用品登録制度」の実態 して、取組みの再検討を行うとともに、民間活力の活
を調査するなど、取組みの再検討が必要です。
用として、町内のリサイクル店等の利用促進について
も検討してまいります。
③生ごみ堆肥化容器購
地元産品の循環型活用の促進事業で抽出された課題
入補助金
（成分の偏り等）を解消する施策や、有機農法に取り
組む農家との連携策等を検討して下さい。
また、生ごみ処理機を多くの人が利用したくなるよ
うな環境づくりの一環として、体験談を積極的に紹介
してはどうでしょうか。

「生ごみ処理機から出来た堆肥の循環」に係る課題
解消策や、有機農法に取組む農家との連携策等を検討
については、２－５－③でお答えします。
生ごみ処理機の利用者の体験談については、町の購
入補助制度を利用して購入された方を対象に実施して
いるアンケート調査等を基に利用者のなまの声を掲載
する等して、啓発に役立てることを検討してまいりま
す。

④廃食油回収事業（石
石けんを作ることではなく食用廃油の回収を進める
廃食用油については、平成24年10月から旧来の拠
けんづくり）
ことが目的であり、着実に事業効果がでていることか 点回収を取りやめ分別収集を開始したことで、回収量
ら、数値目標の見直しや収集の広域化を進めバイオ
は格段に増加していることから、数値目標の見直しに
ディーゼルにリサイクルすることなども検討して下さ ついて検討してまいります。
い。
また、バイオディーゼルとしての再利用について
は、全国的にもインフラの整備が進んでおらず、先進
地域でも供給過多の状況に陥っていることから、今後
も印刷用インキの原材料として再利用してまいりま
す。
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基本施策

取組み・事業等

意見

町の対応

２－４
不法投棄防
止の推進

①葛川への不法投棄の
不法投棄される原因の調査や捨て難い環境の整備が
不法投棄される原因については、人目や人通り等、
防止
必要です。
場所的な環境に起因するものや、呼び水が更なる投棄
を産むようにモラル低下による意識的な環境に起因す
るものが複合的に作用すると考えられます。
捨て難い環境を整備するため、町民等からの要望に
応じて設置する「不法投棄防止看板」や、「不法投棄
パトロール」による定期的な監視を引続き行うととも
に、河川管理者である県や、清掃活動を行うボラン
ティア団体と連携し、投棄物の除去にあたることで、
不法投棄の防止に努めてまいります。
なお、町では回収した不法投棄物から個人の特定に
繋がるものが発見された場合には、必要に応じ大磯警
察署との連携を行っております。

２－５
地産地消の
促進

①地元産品の消費促進

商品の紹介に付加価値をつけてPRし、地元産品を
優先的事項として、二宮ブランドの知名度や生産力
購入することにより喜びが増すような取組みを検討し 向上に重点を置き取り組んでいますが、今後も引き続
てはどうでしょうか。
き、関係者等と連携し検討を行います。

③地元産品の循環型活
小規模でも堆肥の循環サイクル事例の定着が望まし
用の促進
い。作られた堆肥の質・レベルの安定性等の問題も考
えられますが、小規模でも定着するとより規模の大き
な施設（町内のコンビニ、飲食店、集合住宅、学校
等）への展開も可能になっていくと思われます。
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平成28年度に開催した「環境づくりフォーラム
展」において、町内で有機農法を営む農家の方を講師
にした講演会が実施されたので、講師の方に相談を持
ちかける等して、堆肥の循環サイクル事例となるよう
検討をしてまいります。
また、「生ごみ処理機から出来た堆肥の循環」に係
る課題については、町内畜産堆肥農家との連携の可能
性等についても検討を行い、成分の偏りの解消や安定
供給について検討してまいります。

３【低炭素社会の形成】地球環境の保全に取り組むまち
基本施策
３－１
省資源・省
エネルギー
活動の促進

取組み・事業等

意見

町の対応

②地球温暖化防止運動
エコライフの情報収集に努め、自然エネルギーや雨
農家の雨水集積の紹介等の啓発を検討します。
の啓発
水を活用するなど電気、ガス、水道などの無駄を減ら
また、地球温暖化防止運動の啓発として、神奈川県
す工夫をしている人を紹介することや、高齢者への出 地球温暖化防止活動推進員の協力を得て、地域環境推
前講座、子どもと高齢者がつながる仕組みを作ること 進員への出前講座等の実施を検討してまいります。
も有効な手段と考えられます。
なお、地球温暖化防止については、平成28年11月
4日に「パリ協定」が発効したことも踏まえ、実施計
画[中期]ではより積極的に推進していただきたいと思
います。
④歩行者や自転車が安
道路整備に係るシステムづくりを意識した課題設定
維持管理だけでも追いついていない状況なため、道
全に楽しく利用できる が可能か検討し、難しいようであれば事業から外して 路改良をシステム的に構築したとしても実施は困難で
システムづくり（ベン もよいのではないでしょうか。
す。現在は、地区要望を中心に修繕を実施、場合に
チ、段差等の道路改
よっては一部改良を施すよう対応しています。
良）
⑥公共交通への利用転 ・高齢者支援の「ICT」を活用した公共交通導入や、
換の促進
コミュニティバスと町内観光スポットとをリンクさせ
て町外観光客も利用できるようにPRすることなども
検討して下さい。
なお、この事業は、基礎自治体における低炭素化施
策と地域生活基盤施策と一体化したものであり、方向
的には継続して推進すべき事業と考えられますが、利
用率を向上させる方策を工夫していくことが鍵となり
ますので、積極的な取組みを期待します。

・町の公共交通の役割は、町民の移動を支える社会生
活手段として位置付けており、コミュニティバスは、
交通空白・不便地域の解消を目的に運行しています。
この目的を達成するため、現在、運行ルートを見直し
平成２９年１０月の新たな運行に向けて検討を行って
おります。
まずは、日常生活の移動手段が確保されることが重
要であると考えており、ご意見の観光スポットへの運
行についても、「川勾神社」、「ふたみ記念館」、
「吾妻神社」などにもバス停を設置し、利用できる状
・また、所要の仮定を置かないと計算できませんが、 況となっています。
「CO2削減量(年間の総量)」及び「削減1トン当たり
コミュニティバスは、平成２９年１０月の見直しに
の経費」の視点から事業評価をしてみることも大切と 向けて、回数券や手形など地域住民の乗り支える仕組
考えます。
みの導入を検討しています。
・ご意見の通り、「CO2削減量(年間の総量)」及び
「削減1トン当たりの経費」には、前提となる現状の
把握と仮定が必要となることから、事業評価の方法に
ついては、公共交通の所管課と連携しつつ、検討して
まいります。

３－２
自然エネル
ギーの活用

②自然エネルギーに関
住宅リフォーム助成による太陽光発電設備の実績を
する情報収集・提供
活用し、導入者に対してメリット等に関するヒアリン
グを行い、その内容を助成の案内や公募のパンフレッ
トに組み入れて啓発してはどうでしょうか。
また、住宅リフォームのうち太陽光発電には助成額
を上乗せするなどの制度の見直しも検討して下さい。

自然エネルギーに関する情報提供に際し、住宅リ
フォーム助成（太陽光発電設備）の利用者のなまの声
を掲載する等して、啓発に役立てることを検討してま
いります。
太陽光発電に対する助成額の上乗せについては、住
宅リフォーム助成の所管課と連携しつつ、検討してま
いります。

３－３
緑化や雨水
利用などに
よる環境の
保全

④雨水浸透施設設置の
雨水貯留槽は水資源の有効活用以外に防災や災害対
雨水貯留槽の設置は、現状、開発における要件適合
指導
応にも効果が期待されるので、この普及に重点を置い のための、選択肢の一つとなっています。個人財産で
て進めることを検討して下さい。
あり、費用負担もあることから、上乗せして指導する
ことは難しい状況です。

３－５
快適な生活
環境の向上

①地域美化活動の推進

町内全域で子どもと大人が一緒に清掃活動を行う取
地域美化清掃については、地域環境推進員に協力を
組みを検討して下さい。
依頼してまいります。
平成28年度においては、町内15地区で清掃活動が
実施されており、そのうち11地区で子どもも参加し
ての活動が行われております。

②公害防止対策事業
（大気騒音測定）

主な発生源が自動車であるCOは単体対策が進展し
大気騒音測定については、ご指摘の通り近年COは
たため、自動車排ガス由来のCOが環境基準を超える 環境基準値を超えるようなことはない状況ですので、
ようなことが今後起きることはほぼないと思われま
今後は騒音測定のみを継続してまいります。
す。したがって、道路沿道におけるCO測定は、事業
費の効果的執行の観点から廃止又は他の測定項目への
変更を検討してはどうでしょうか。

４【計画の推進方策】３つの基本目標に共通する取組み
基本施策

取組み・事業等

意見

町の対応（修正後）

４－１
“町民・事
業者・町”
による計画
推進

④商店街等との連携に
エコポイント事業の評価Ｃが続いていますが、ボラ
今後は、周知の強化を図り、新規店舗や事業未加入
よる環境に関するシス ンティア活動の支援策として一部有償化等を検討する 者の参加を促進します。
テムづくり
に際し、エコポイントも含め「地域通貨」として魅力
また、地域通貨等に関しては、他事例等を参考に関
を高め、地域の活性化に繋げることも検討してはどう 係者等と連携し研究、検討します。
でしょうか。

４－２
“横断的な
取組み”に
よる計画推
進

②学校の先生、住民、
「3つの骨太の柱」を横断したネットワークを形成
学校ではごみ処理施設の見学、講師を招いての講義
地区の協力、行政、教 する上で大きなポテンシャルを有していると考えられ 等を通じて環境教育に取り組んでいるところですが、
育委員会の連携推進
ることから、実施計画[中期]の取組みに期待したいと 引き続き関係機関と連携して環境教育の推進を図って
思います。
まいります。
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資料２
第２次環境基本計画実施計画の進捗状況確認について

①各担当課で実績・評価の記入

②事務局で進捗状況について取り纏め
（
『二宮町第２次環境基本計画実施計画の進捗状況について』
）

③審議会委員の意見等の事前聴取（メール・郵送等）
（『二宮町第２次環境基本計画実施計画の進捗状況について』
・『評価シート』
）
※担当する基本目標及び計画の推進方策の事業を確認・意見等

④審議会で審議（第１回）

⑤進捗状況の公表

⑥審議会からの意見に対する町の考え方取り纏め（各担当課から聴取）

⑦審議会で審議（第２回）

委員名

担当基本目標

備考

平田

委員

循環型社会の実現

１号委員

亀井

委員

循環型社会の実現

１号委員

羽曾部委員

低炭素社会の形成

１号委員

古澤

委員

循環型社会の実現

２号委員

峯尾

委員

生物多様性の保全

２号委員

委員

低炭素社会の形成

３号委員

藤田

委員

全体

３号委員

二宮

委員

生物多様性の保全

３号委員

久保田委員

低炭素社会の形成

３号委員

池貝

生物多様性の保全

３号委員

委員

※１号委員：町民、２号委員：事業者、３号委員：学識経験を有するもの
【担当基本目標】
前記③の確認・意見等の具体的範囲
・生物多様性の保全（21 事業）
峯尾委員
二宮委員

確認・意見及び計画の推進方策事業（10 事業）を確認・意見等

池貝委員
・循環型社会の実現（17 事業）
平田委員
亀井委員

確認・意見及び計画の推進方策事業（10 事業）を確認・意見等

古澤委員
・低炭素社会の形成（16 事業）
羽曾部委員
委員

確認・意見及び計画の推進方策事業（10 事業）を確認・意見等

久保田委員
・藤田会長：全体的に確認・意見等
※担当する基本目標以外の事業についてのご意見等も可能です

資料３
中期実施計画以降の進捗状況のまとめ方について（案）
Ⅰ 二宮町第 2 次環境基本計画について
１．計画期間
計画期間は、平成 24 年度～平成 34 年度とし、本計画に基づく実施計画は次のとお
りです。

計画期間区分

対象期間

前期

平成24年度～平成27年度

中期

平成28年度～平成30年度

後期

平成31年度～平成34年度

２．基本理念
『のこしたい・つたえていきたい・ふるさとを
～里山・里地・里川・里海と暮らすまち にのみや～』
自然からの恩恵だけでなく、自然災害など自然の力も含め、人と自然が共生する環境
のまち（ふるさと）をめざし、二宮町が有する豊かな自然環境を大切に育むことを通じ
て、まちへの愛着を育むことを基本理念としました。
この基本理念を実現するため、3 つの骨太の柱となる基本目標を設定し、二宮町の自
然・社会環境を生かしながら、将来に残したい環境の保全や創出に向けて、町民・事業
者・町が一体となって取り組んでいきます。

基本目標 （３つの骨太の柱）
1.生物多様性
の保全

2.循環型社会
の実現

3.低炭素社会
の形成

多様な緑と水による
自然の恵みが豊かなまち

環境にやさしい
循環型のまち

地球環境の保全に
取り組むまち
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Ⅱ 施策体系
二宮町第２次環境基本計画実施計画【中期】（平成２８年度～平成３０年度）では、
環境基本計画で立てた骨太の柱となる３つの目標に加え、３つの目標に共通する取組み
を、
「4.計画の推進方策 ３つの基本目標に共通する取組み」として位置づけ、18 の基
本施策を設定し、それらを実現するため６４の事業を設定しました。

基本目標

１.生物多様性の保全
多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち

２.循環型社会の実現
環境にやさしい循環型のまち

基本施策

事業数

1-1. 吾妻山の保全と魅力の向上

1

1-2. 丘陵地や谷戸などの保全

6

1-3. 水と親しめる葛川の再生

7

1-4. 二宮海岸の保全と魅力の向上

5

1-5. 良好な自然を象徴する動植物の保全

2

2-1. リデュースの促進（ごみの発生や排出の抑制）

4

2-2. リユースやリサイクルの促進

4

2-3. ごみの適正な処理・処分の推進

4

2-4. 不法投棄防止の推進

2

2-5. 地産地消の促進

3

21

17

3-1. 省資源・省エネルギー活動の促進
8
3-2. 自然エネルギーの活用

３.低炭素社会の形成
地球環境の保全に取り組むまち

４.計画の推進方策
３つの基本目標に共通する取組み

3-3. 緑化や雨水利用などによる環境の保全

3

3-4. 環境保全による安全なまちづくり

2

3-5. 快適な生活環境の向上

3

4-1. “町民・事業者・町”による計画推進

4

4-2. “横断的な取組み”による計画推進

2

4-3. “学習・情報共有”による計画推進

4

総事業数
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16

10
64

Ⅲ 評価について
１．評価の表し方について
実施計画の進捗状況を評価するため、評価指標を設定し、事業ごとの評価を行いまし
た。さらに計画全体の実施状況を数値で把握するため、各評価指標を点数で表すことに
しました。

評価指標

評価点数

Ａ

事業の目的を達成できた、または同等の成果が得られた。

3点

Ｂ

計画通り実施し、一定の成果が得られた。

2点

Ｃ

計画通り実施できず、ほとんど成果が得られなかった。

1点

Ｄ

計画未実施

0点

基本施策、基本目標、全体の評価点数は、上記の設定で平均値を算出します。数式で
表すと次のとおりです。
（Ａの数×３＋Ｂの数×２＋Ｃの数×１＋Ｄの数×０）／事業数

２．平成 28 年度評価について
平成 28 年度の全体平均評価点数は、前年と比べ●.●●ポイント上回りまし
た。
基本目標
1.生物多様性の保全
多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち

2.循環型社会の実現
環境にやさしい循環型のまち

3.低炭素社会の形成
地球環境の保全に取り組むまち

4.計画の推進方策
３つの基本目標に共通する取組み

事業数 計

A（3点） B（2点） C（1点） D（0点）
の事業数 の事業数 の事業数 の事業数

11

16

0

0

5

12

2

0

7

11

1

0

5

4

1

0

28

43

4

0
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基本目標別評価点数

全体平均評価点数

（Aの数×3＋Ｂの数×2＋Ｃの数×1＋Ｄの数×0）
÷事業数

2.41
2.16
2.32
2.40

2.32

Ⅳ 基本目標別進捗状況及び評価
１．生物多様性の保全
多様な緑と水による自然の恵みが豊かなまち
評価及び課題

２．循環型社会の実現
環境にやさしい循環型のまち
評価及び課題
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３．低炭素社会の形成
地球環境の保全に取り組むまち
評価及び課題

４．計画の推進方策
３つの基本目標に共通する取組み
評価及び課題
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Ⅴ 平成 2７年度進捗状況に対する二宮町環境審議会の意見
(平成２８年１２月６日)

１．はじめに
二宮町環境審議会は、
「二宮町第 2 次環境基本計画」に基づく実施計画[前期]の最終
年度に当たる平成 27 年度の実施状況等について審議し、以下の通り意見を取り纏めま
したので、提出します。

２．事業の実施状況全般について
実施計画[前期](平成 24～27 年度)は、各年度の PDCA サイクルによる継続的な取
組みにより概ね良好に推進されたと認められますが、一部に成果の得られていないもの
や評価の下がったものもあることから、重点施策の明確化や事業数の見直し、目標設定
の仕方、評価手法等の再検討を行い、実施計画[中期]（平成 28～30 年度）の事業を推
進する必要があります。併せて、個々の事業に止まらず事業間・地域間連携を重視し、
相乗効果が発揮されるように取り組むことが望まれます。
また、少なからぬ事業がそれぞれ、地域のボランティアや NPO、シルバー人材セン
ター、地域環境推進員等によって担われていますが、これらボランティア等のネットワ
ーク化や一部有償化を図ること等により、環境のまちづくりのポテンシャルを高めるこ
とも検討すべき課題と考えられます。

３．生物多様性の保全について
① 「吾妻山の新たな整備事業の実施」
（1-1.②）については、バリアフリー化と自然
保護を両立させるための手法について、他地域の事例調査も検討して下さい。
② 「里山再生育成事業」
（1-2.①）については、身近な緑(里山)の再生が図られるよう
に‘手入れ’の内容を明確化することや、自然に触れ合える魅力について発信力を向
上させることも検討する必要があります。
③ 「遊休・荒廃農地対策事業」
（1-2.④）については、オリーブ振興に取り組んでい
ますが、商品化をする施設整備を含め地域間連携による量の確保やブランド化に取り
組むことが必要です。町の更なる協力・支援を検討して下さい。
④ 「 緑の基本計画の推進」
（1-2.⑤）については、地球温暖化対策とも連携し、町内
の緑の CO2 吸収量を試算して公表することで、緑化意識の高揚を図ることも考えら
れます。
⑤ 「葛川水質調査の実施」
（1-3.⑤）については、葛川の再生を目指すならば水質検
査は年 4 回より月 1 回の方が望ましいと思われます。
⑥ 「葛川改修計画（県）
」
（1-3.⑧）については、護岸整備について早期に実施するよ
う要望すべきであり、土砂の浚渫についても仕組みづくりの検討が必要と思われます。
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⑦ 「海岸ごみゼロ推進キャンペーン」
（1-4.①）については、地域清掃と重ならない
ようにし、ごみゼロキャンペーンに注力した方がよいのではないでしょうか。
⑧ 「松の保全事業」
（1-4.③）については、二宮を通る東海道の松並木や海岸周辺に
ある公有地内の松は、保全・再生すべき貴重な「歴史的景観」と考えられることから、
助成制度の拡充やボランティア団体への働きかけ等を含め、積極的な取組みを検討し
て下さい。
⑨ 「朝市や地引網等による二宮海岸の魅力向上」
（1-4.④）については、海の朝市は
前日から国道に幟旗を立てるなど、アピールの方法を検討してはどうでしょうか。

４．循環型社会の実現について
① 「ごみ減量化推進事業」
（2-1.①）、
「水分もうひとしぼり運動」
（2-1.②）について
は、ごみ処理広域化に伴う分別方法変更の影響により、ごみの排出量が増大している
ことから、その原因を明らかにするとともに、住民や各種団体に情報の提供を図るほ
か、2-1.④や 2-2.③、2-5.③の取組みとも連携して早期に対策を講じる必要があり
ます。
また、フードロス(調理クズや食べ残し)対策として、環境教育や食育と連携し、学
校給食等の食べ残しを計測して食べ物の大切さを教えるようにしてはどうでしょう
か。
② 「マイバッグ・マイボトル等の啓発」
（2-1.③）については、マイバッグ DAY を
設けることや、マイボトルの携帯が熱中症予防・エコ活動にもメリットがあることな
ど、啓発活動も検討して下さい。
③ 「ごみ減量化推進協議会による推進」
（2-1.④）については、ごみの減量化を更に
進めるためには発想の転換が必要と考えられます。畑や庭がなくとも分解（減量化）
が図られる生ごみ処理機等の導入を検討してはどうでしょうか。
④ 「町内でのリユース・リサイクルの推進」
（2-2.②）については、直接不用品を売
り買いできるバザーを企画して出店を集う方法や、近隣市町の「不用品登録制度」の
実態を調査するなど、取組みの再検討が必要と思われます。
⑤ 「生ごみ堆肥化容器購入補助金」
（2-2.③）については、地元産品の循環型活用の
促進事業で抽出された課題（成分の偏り等）を解消する施策や、有機農法に取り組む
農家との連携策等を検討して下さい。
また、生ごみ処理機を多くの人が利用したくなるような環境づくりの一環として、
体験談を積極的に紹介してはどうでしょうか。
⑥ 「廃食油回収事業（石けんづくり）」
（2-2.④）については、石けんを作ることでは
なく食用廃油の回収を進めることが目的であり、着実に事業効果がでていることから、
数値目標の見直しや収集の広域化を進めバイオディーゼルにリサイクルすることな
ども検討して下さい。
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⑦ 「葛川への不法投棄防止」
（2-4.①）については、不法投棄される原因の調査や捨
て難い環境の整備が必要と思われます。
⑧ 「地元産品の消費促進」
（2-5.①）については、商品の紹介に付加価値をつけて PR
し、地元産品を購入することにより喜びが増すような取組みを検討してはどうでしょ
うか。
⑨

「地元産品の循環型活用の促進」
（2-5③）については、小規模でも堆肥の循環サ
イクル事例の定着が望ましい。作られた堆肥の質・レベルの安定性等の問題も考えら
れますが、小規模でも定着するとより規模の大きな施設（町内のコンビニ、飲食店、
集合住宅、学校等）への展開も可能になっていくと思われます。

５．低炭素社会の形成について
① 「地球温暖化防止運動の啓発」
（3-1.②）については、エコライフの情報収集に努
め、自然エネルギーや雨水を活用するなど電気、ガス、水道などの無駄を減らす工夫
をしている人を紹介することや、高齢者への出前講座、子どもと高齢者がつながる仕
組みを作ることも有効な手段と考えられます。
なお、地球温暖化防止については、平成 28 年 11 月 4 日に「パリ協定」が発効し
たことも踏まえ、実施計画[中期]ではより積極的に推進していただきたいと思います。
② 「歩行者や自転車が安全に楽しく利用できるシステムづくり（ベンチ、段差等の道
路改良）
」
（3-1.④）については、道路整備に係るシステムづくりを意識した課題設定
が可能か検討し、難しいようであれば事業から外してもよいのではないでしょうか。
③ 「公共交通への利用転換の促進」
（3-1.⑥）については、高齢者支援の「ICT」を活
用した公共交通導入や、コミュニティバスと町内観光スポットとをリンクさせて町外
観光客も利用できるように PR することなども検討して下さい。
なお、この事業は、基礎自治体における低炭素化施策と地域生活基盤施策と一体化
したものであり、方向的には継続して推進すべき事業と考えられますが、利用率を向
上させる方策を工夫していくことが鍵となりますので、積極的な取組みを期待します。
また、所要の仮定を置かないと計算できませんが、
「CO2 削減量(年間の総量)」及び
「削減 1 トン当たりの経費」
の視点から事業評価をしてみることも大切と考えます。
④ 「自然エネルギーに関する情報収集・提供」
（3-2.②）については、住宅リフォー
ム助成による太陽光発電設備の実績を活用し、導入者に対してメリット等に関するヒ
アリングを行い、その内容を助成の案内や公募のパンフレットに組み入れて啓発して
はどうでしょうか。また、住宅リフォームのうち太陽光発電には助成額を上乗せする
などの制度の見直しも検討して下さい。
⑤ 「雨水浸透設備設置の指導」
（3-3.④）については、雨水貯留槽は水資源の有効活
用以外に防災や災害対応にも効果が期待されるので、この普及に重点を置いて進める
ことを検討して下さい。
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⑥ 「地域美化活動の推進」
（3-5.①）については、町内全域で子どもと大人が一緒に
清掃活動を行う取組みを検討して下さい。
⑦ 「公害防止対策事業（大気騒音測定）」
（3-5.②）については、主な発生源が自動車
である CO は単体対策が進展したため、自動車排ガス由来の CO が環境基準を超え
るようなことが今後起きることはほぼないと思われます。したがって、道路沿道にお
ける CO 測定は、事業費の効果的執行の観点から廃止又は他の測定項目への変更を
検討してはどうでしょうか。

６．計画の推進方策について
①

「商店街等との連携による環境に関するシステムづくり」（4-1.④）については、
エコポイント事業の評価Ｃが続いていますが、ボランティア活動の支援策として一部
有償化等を検討するに際し、エコポイントも含め「地域通貨」として魅力を高め、地
域の活性化に繋げることも検討してはどうでしょうか。

② 「学校の先生、住民、地区の協力、行政、教育委員会の連携推進」
（4-2.②）につ
いては、
「3 つの骨太の柱」を横断したネットワークを形成する上で大きなポテンシ
ャルを有していると考えられることから、実施計画[中期]の取組みに期待したいと思
います。
以上

-9-

二宮町第２次環境基本計画中期実施計画 平成28年度進捗状況一覧（案）
１【生物多様性の保全】

基本施策

取組み・事業等

事業内容

担当課

平成28年度取組み状況

数値指標

評価

数値目標値
（平成30年度）

実績
H28

1-1吾妻山の保
全と魅力の向上 ①公園等管理運営事業
公園等維持整備事業
1‐2丘陵地や谷
戸などの保全
①里山再生育成事業
②土地改良事業（農道整備）
③ふれあい農園事業
④遊休・荒廃農地対策事業

⑤緑の基本計画の推進

自然環境の保全と観光拠点としての調和を図るため、施設
や設備を充実させ整備を行うとともに植生、動物の生息状
況に応じた公園管理をする。

都市整備課

身近な里山の手入れや間伐材の再利用を通して、ボラン
ティアによる里山体験を促進し、里山の保全育成を図る。

田植え体験、稲刈り体験、原木しいたけ切り出し、植菌教室を開催。
産業振興課 田植え体験については、一部の幼稚園の日程が合わず、参加者数
が減少した。

②下水道の普及促進

来園者数

350,000人

事業参加者数

250人

農道の整備・改良修繕件数

５件

区画数

106区画

農業振興地域内における遊
休・荒廃農地の解消面積

0.4ha/年

多目的広場北側の傾斜地は植物が植栽できない状況であったがボ
ランティア団体が、除草や土づくりなどを行なった結果、斜面地で植
都市整備課
栽をすることが可能となり、桜の苗木を55本植樹し、緑地の推進を
図った。

自然保護奨励金制度の対象
面積、良好な生活環境・美観
風致の補助本数、花いっぱ
い植栽箇所数

80,000㎡
200本
52箇所

公園内の維持管理において、農薬等を使用せずに草刈りなどを実施
し、自然環境に配慮をした。また、ボランティアの方にホタルの発生前
都市整備課
後の生態調査などの情報交換を行ない、来場者の誘導案内を実施
した。

ホタル出現数
観賞会来園者数

1,500頭
4,000人

整備面積

395ha

水洗化率

75.60%

環境整備指導件数

４件

環境基準達成率

100%

葛川ごみの回収量

１ｔ以下

農地の保全と地域農業の活性化を図る為、農道の整備及
産業振興課 農道の維持・修繕を実施。
び維持管理を行う。
農地の荒廃化防止の為に町が借りた農地を農業委員会の
産業振興課 ふれあい農園の維持管理を実施。
承認を受け、町民へ貸し出す。
農業の新たな担い手の受け入れを積極的に行い、遊休・荒
農業委員を4班に分けて農地利用状況調査を実施し、遊休・荒廃化
農業委員会
廃農地の解消と農地の保全に努める。また、オリーブの普
している農地の所有者に対して農地の利用意向調査及び指導を実
事務局
及栽培を進める。
施した。
指定区域内の山林等所有者に対して自然保護奨励金を交
付（県事業）及び保存樹木等を指定や、町内の公共施設等
に花壇やプランター等の花の植栽を行う。

⑥二宮せせらぎ公園における 二宮せせらぎ公園におけるホタルの観賞会を実施すること
ホタル観賞会
により、水辺等の自然環境保全の理解を得る。
1-3水と親しめる
①公共下水道整備事業
葛川の再生

シルバー人材センターによる園内の樹木等の維持管理を適切に実
施した。

年次毎に効率的な汚水枝線の実施設計及び整備工事を
行い、処理区域の一層の拡大を図る。
水洗化改造等奨励金支給又は水洗化融資あっせん利子
補給を実施すると共に、未接続者への接続勧奨を行う。

山西地区での幹線整備工事2件と汚水枝線工事を5件実施し、整備
面積は4.2ha、延長は約1,030ｍの増加。
水洗化改造等奨励金支給、水洗化融資あっせん利子補給を実施し
下水道課
た。未接続世帯に戸別訪問接続勧奨等を実施した。
事業計画のとおり消毒薬を配布した。
産業振興課 また、県と連携し、畜産会の全会員4件に対し、畜舎の臭気検査や水
質検査を実施した。
レイアウト案
平成27年度の環境基準達成率は100％だった。
生活環境課 水質測定については、河川水質調査を町内河川（8地点）において
年4回（5月、8月、11月、2月）実施した。
ボランティア団体が、平成27年度に予定していた16回の葛川清掃が
生活環境課
全て実施され、計1,265㎏のごみが回収された。
下水道課

③家畜環境整備対策事業

家畜用浄化槽の整備、修繕に対する補助を行うと共に浄化
槽の消毒薬品を配布し環境の整備を図る。

④葛川水質調査の実施

町内河川の水質調査を行い、家庭・事業所等の排水による
水質汚濁の未然防止と葛川の環境の把握を行う。

⑤葛川美化推進事業

ボランティア団体、県等と連携しごみの回収、草刈り等を実
施する。また、ごみを捨てにくい環境づくりをめざす。

⑥葛川の再生に向けた広域
的対策

構成町による葛川サミットの運営と、定期的な情報・意見の
交換、葛川の清流復活に関する調査研究と事業の提案な
どを行う。

クリーン作戦、自然観察会を開催し、自然観察及び清掃活動を行っ
葛川サミットが開催した
た。また、葛川サミットの紹介とこれまでの歩みの展示と協力団体の展
企画政策課
啓発のためのイベントへの
示にあわせて『葛川』の清流にちなみ『水』に関連した曲の鑑賞会を
参加者数
実施した。

⑦葛川改修計画（県）

河川管理者の県に対して、多自然型護岸整備を実施する
よう要望し、実現を期す。

都市整備課

1-4二宮海岸の
保全と魅力の向 ①海岸ごみゼロ推進キャン
ペーン
上
②松の保全事業
③朝市や地引網等による二
宮海岸の魅力向上

水に親しめる葛川整備の観点から、町村会要望に関連して引き続き
要望した。
キャンペーンについては、一般町民の他、環境関係団体、議会議
町民、ボランティア団体、各地区等の協力を得て、にのみや
生活環境課 員、学校、青少年関係団体、体育協会加盟団体等、多数の参加が
海岸の一斉清掃を行い、海岸の保全活動を行う。
あった。
松くい虫被害予防のための薬剤の注入、被害木の伐倒を
産業振興課 被害木伐倒（なし）、薬剤の注入（400アンプル）を実施した。
行い、松を保全することにより、災害の抑制につなげる。
朝市や地引網などを通じて町内外問わず多くの人に二宮
海岸の良さを知ってもらう。

④釣り客、地引網のゴミ処理、
漁港区域の管理において、海岸利用客へ啓発看板を設置
ゴミ持ち帰りのマナー向上の
し、美化意識の高揚を図る。
徹底
⑤海岸保全対策事業
1-5良好な自然
を象徴する動植 ①自然環境を知るための講
座開催
物の保全
②動物の適正な管理

漁港区域内外における海岸保全対策のため養浜工事を実
施し海岸保全に努める。

産業振興課

開催方法の助言などを実施した。
観光地引網の斡旋については観光協会を中心に斡旋を実施した。

外来種や有害鳥獣の捕獲許可等適正な管理を行う。また、
県、近隣市町村、農業者等と連携し、農業被害の防止や生
態系の保持を図る。

海岸５３０キャンペーン
参加者数

750人以上
330アンプル
50件

清掃回数

９回

産業振興課 予定していた工事方法を新設砂を使った養浜工事からサンドリサイク
都市整備課 ルに変更した上で養浜数を減らし、町単独で事業を行った。

要望回数
養浜量

１回
1,500㎥

【生物多様性の保全】全体評価（21事業）

有害鳥獣による
農業被害件数

170人
A
６件
A
106区画
B
0.2ha/年
B
67,900㎡
196本
52箇所
B
845頭
3,934人
A
382.1ha
B
74.60%
A
４件
A
100%
B
1.26ｔ

373人

梅沢海岸が混雑する7・8月の毎週月曜日に生活環境課・産業振興
産業振興課 課により清掃を実施した。また、9月の5連休明けにも清掃を実施し
た。

生活環境課 有害鳥獣被害に伴う捕獲申請については、被害状況を確認した上で
産業振興課 適正に審査し、捕獲を許可した。（捕獲許可数14件、捕獲数28頭）

B

A

１回

にのみや町民大学講座（一般向けの講座、１講座、参加人数21人）と にのみや町民大学及び子ど
自然に親しむ講座などを開催することにより、二宮の動植物
生涯学習課 子どもチャレンジ教室（子ども向けの講座、1講座、参加人数17人）を もチャレンジ教室の実施回数
について学び、自然環境への関心を高める。
開催した。
及び参加人数

327,600人

70人

要望回数

薬剤注入本数
（アンプル数）
町のホームページ（フェイス
ブック）における”海の朝市”
の「いいね」数

A

３講座
40人
10件以下

A
１回
B
682人
A
400ｱﾝﾌﾟﾙ
C
０件
A
10回
A
１回
1,807㎥
B
２講座
38人
A
７件
2.52

H29

H30

資料４
二宮町第２次環境基本計画実施計画【中期】
No.

１

取組み・事業等

保留対象事業（案）
事業内容

理由

3-1-①

温室効果ガスの排出抑制を推進するため、再生可

公共事業や公共施設等から発生する温室効果ガス

地球温暖化対策実行計画

能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、廃棄

の排出削減を目的とした「二宮町地球温暖化対策実

の策定

物等の発生抑制等について計画的な施策を検討

行計画」は、本年度中に策定しますが、町内全域に

する。

渡る実行計画は、別の委員会において現状での策定
は難しいと結論に至っているため

２

3-1-⑤

道路交通環境改善の推進及び歩行者の安全確保

道路の管理について、新たに拡幅等を実施して道路

歩行者や自転車が安全に

を目的に道路拡幅を実施する。また、高齢者、障

交通環境の改善を図るのは難しく、現状は維持管理

楽しく利用できるシステ

がい者等の誰もが安全・安心に区別なく通行がで

に重点を置き管理しているため

ムづくり（ベンチ、バリア

きるようなバリアフリー化を推進する。

フリーの推進）

資料５
二宮町第２次環境基本計画中期実施計画の施策体系図について
基本目標
１ 【生物多様性の保全】
多様な緑と水による自然
の恵みが豊かなまち

基本施策
1-1吾妻山の保全と魅力の向上

事業名
①公園等管理運営事業・公園等維持整備事業
①里山再生育成事業
②土地改良事業（農道整備）

1‐2丘陵地や谷戸などの保全

③ふれあい農園事業
④遊休・荒廃農地対策事業
⑤緑の基本計画の推進
⑥二宮せせらぎ公園におけるホタル観賞会
①公共下水道整備事業
②下水道の普及促進
③家畜環境整備対策事業

1-3水と親しめる葛川の再生

④葛川水質調査の実施
⑤葛川美化推進事業
⑥葛川の再生に向けた広域的対策
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⑦葛川改修計画（県）
①海岸ごみゼロ推進キャンペーン
②松の保全事業
1-4二宮海岸の保全と魅力の向上

③朝市や地引網等による二宮海岸の魅力向上
④釣り客、地引網のゴミ処理、ゴミ持ち帰りのマナー向上の徹底
⑤海岸保全対策事業

1-5良好な自然を象徴する動植物
の保全
２ 【循環型社会の実現】
環境にやさしい循環型の
まち

①自然環境を知るための講座開催
②動物の適正な管理
①ごみ減量化推進事業

2-1リデュースの促進（ごみの発生
や排出の抑制）

②水分もうひとしぼり運動
③マイバッグ・マイボトル等の啓発
④ごみ減量化推進協議会による推進
①剪定枝チッパー機の貸出

2-2リユースやリサイクルの促進

②生ごみ処理機の導入促進
③廃食油回収事業（石けんづくり）
④グリーン購入の推進
①二宮町一般廃棄物処理基本計画の策定・推進

2-3ごみの適正な処理・処分の
推進

②ごみ置場散乱防止対策（カラスネット配布）
③し尿処理事業（施設の適正な維持管理）
④最終処分場施設運営事業（適正維持管理）

2-4不法投棄防止の推進

①不法投棄防止事業
②海岸清掃（かながわ海岸美化財団）
①地元産品の消費促進

2-5地産地消の促進

②食べ残しゼロ運動の推進
③地元産品の循環型活用の促進
①地球温暖化対策実行計画の策定

３【低炭素社会の形成】
地球環境の保全に取り組
むまち

②ムダな電力消費等の節約啓発
③地球温暖化防止運動の啓発
3-1省資源・省エネルギー活動の
促進
3-2自然エネルギーの活用

④エコカーの導入（電気自動車等導入検討）事業
⑤歩行者や自転車が安全に楽しく利用できるシステムづくり（ベンチ、バリアフリーの推進）
⑥環境負荷の少ない交通の利用促進
⑦駅前駐輪場の整備（利用者の利便性向上）
⑧自然エネルギーに関する情報収集・提供

3-3緑化や雨水利用などによる
環境の保全

に
の
み
や
～

3-4環境保全による安全な
まちづくり

』

①建築物の緑化の推進
②開発行為等における緑化指導
③雨水浸透施設設置の指導
①側溝や集水桝の補修・清掃（かん水防止）
②狭あい道路等拡幅整備事業
①地域美化活動の推進

3-5快適な生活環境の向上

②公害防止対策事業
③屋外燃焼行為による被害の防止

４【計画の推進方策】
３つの基本目標に共通す
る取組み

①環境基本計画の推進
4-1“町民・事業者・町”による計画
推進

②環境に関するイベントの開催
③環境保全に取組む団体への支援
④商店街等との連携による環境に関するシステムづくり（買い物かご持参による優遇措置など）

4-2“横断的な取組み”による計画
推進

①ボランティア団体のネットワークづくり
②学校、住民、地区の協力、行政、教育委員会の連携推進
①環境情報の提供

4-3“学習・情報共有”による計画
推進

②町民参加による環境教育
③小中学校と環境保全団体等との連携による住民参加型環境教育の実施
④高齢者等の協力により、町の歴史や生活の変化を語り継ぐ機会づくり

